
＝；：　　圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　855010－（選） 

薗魅園田圏田園溺醒圏園田照闇 
害う �����賀田・竪副題 

三一一二し＿＿二二†÷亡＿ ���� �珪一重至蓮。玉手上空 　1 

固∴∴阜‾ �����o 
お壁掌理です 

11015：00回田10：00 園諸悪藷票詔，和食／食勤∴園護許諾㌣ 

園田和 国渇 �諾義認ら徒歩2分∴∴認謂謂謹詫間あり　園 

○旅行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝3歳一未就学児 

6I1－3I31 

平日・休日 ��土肥・休前日 

宿 ∋ ”フ 之 1 �おと �な �4・5台 �10．200 ��10－300 
3台 ���10．900 

2台 �10．700 ��11．400 

1台 �11．300 ��12．600 

こと �も① �2－5台 �7．200 ��7．700 

こと �も（㊤ ��5．100 ��5．500 

謹 上ラ iン 宣言 �おと �な �4i5台 �21，000 ��21．100 

3名 ���21．700 

2合 �21，500 ��22．200 

13 �22．100 ��23．400 

こと �も① �2－5魯 �12．600 ��13．100 

こと �も② ��10，500 ��10．900 

て日臆しヽ（‾羅葱）　　　　　　オー／　　　　　　　　書画園田 ���������） 
葉 　　　　　　　上10 ����A監′七第黒泉の，1、七た宿　季節の合胱借用した 

…　　　　　　餓駿斑…　諮、．謹勅撰，藷閣圃窪田軌濾 ��������� 

＼蛭 �ipで 、 ，＼蛙萱 ��鼠記 蓋護 

〃In15：00回10：00 回国和室医云二二園 �����「1 、日 ��i外観（イ 

三，地力の食　害で、手作りの　・洋　／　屋・三三渇野上適才駅より旅　の送迎あり　－ 

曲譜護諾’‘個室または広間囲男性1噺・女性1置所　囲 
S旅行代金表（1名標／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも（㊦＝3歳一未就学児 

1／21－3／31 ��611－1／20 （隙く右鰐） ���8／10－15 12／30－1／3 

平日i休日 �土曜・休前日 �平日・休日 ��土曜・休前日 

宿 ラ フ と 1 �iBとな �4名 �9．400 �10．600 �10．000 ��11，200 �12．400 
3亀 �10，000 ��10，500 

2台 �10．500 �11．200 �11，000 ��12，300 � � 

1毛 �11．000 �12，300 �12．100 ��13．400 � � 

ことも① �2－4台 �7．000 �7．500 �7．400 ��7．900 � � 

ことも② ��5．000 �5．300 �5．300 ��5．600 � � 

彊 inブ 圭ラ 意∋ �おとな �4魯 �20，200 �21．400 �20，800 ��22．000 � � 

3台 �20，800 ��21．300 

23 �21．300 �22．000 �21．800 ��23．100 � � 

1合 �21，800 �23．100 �22．900 ��24．200 � � 

ことも① �2－4台 �12，400 �12，900 �12．800 ��13，300 � � 

ことも② ��10．400 �10．700 �10．700 ��11．000 � � 

圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　855050－（選） 

講篇霊，／の忠説速急湯 ����������野上温泉は湯の国会津のなかでもこんこん ���������ん ，，， �ぴS／ソ当と川尼． ����I ��騙／雄 �iii、　＿ ����当部 ��斗ま「∴ 

、－、 �����∴∴∴尊 ���� �ー‾TT‾　口 ������寸言∴ i●γ � � 

＿＿。二二「臆 ���� �i　　‾‾ ��� ��豊輩 
‾‾、外観（イメージ）畏 ���少か．∴∴一∴‾愚夫風呂（イメージ） 

亡、 ������．1－　　．○○＿ 

10：00　回田11：00　　　　　　　　　圏瀞野上温泉 ����������駅より宿の送迎あり　　匿玉田 
三和室賀重責 ��ス・洗浄器 ���：1まrS �レ付 

ヨ旬の素材と郷土料理を組合せた和会席膳／食事処　囲男性1筋所・女性1筋所 
ヨ和食膳／食事処　　　　　　　　　　囲男性1筒所・女性1箇所 

大前宙緑樹こ黛向サービス ��������9：30発 ��〇一 9：5 �′1 0－－10 �ト 30 �10：50 �〇一 †1 �：05 �劇 

1 �貫1 

サー � ��曙のへつりまでご案内できます〇　　　四 

音旅行代金表（1名様／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝3爵一小学生 

（6／1－3／31（除く右記） ����������8／1－31、10／7－11／15 ������12／30－1／2 

i平日・休日 ��������土曜i休前日 ��平日・休日 ��土曜 （8／1 ��木前日 ～15） 

宿 ラ フ 之 1 ��おとな ��4合 ��12，100 ��14．500 ��14．300 ��16 ��oo ��19．100 
3合 ��14．300 ��16．600 ��16．400 ��18 ��00 � �21，30 ��0 

2名 ��16．400 ��18．800 ��18．600 ��21 ��Oo ��23，50 ��0 

ことも① ��2－4台 ��10，100 ��11．700 ��11，500 ��13 ��200 ��15，000 

ことも② ����7．200 ��8．300 ��8．200 ��9 ��00 ��10．700 

墨蔓 教主 ��おとな ��4名 ��22．900 ��25．300 ��25，100 ��27 ��00 ��29．900 

33 ��25．100 ��27．400 ��27．200 ��29 ��oO ��32．100 

2台 ��27，200 ��29，600 ��29．400 ��31 ��oo � �34，30 ��o 

ことも（D ��2－4合 ��15．500 ��17．100 ��16．900 ��18 ��600 ��20．400 

こども② ����12．600 ��13．700 ��13．600 ��14 ��00 ��16．100 

て日田王言ヽ（用語、）　　　　　　　　　　　　　　　　　　患 �������������55020－（選） 
〇 　　　　　　　　　　　　・登 ���������野上温泉で唯一の自家源泉を持ち、昭和の 

1，・〃 ���������残るノス釦レジックな宿ですo 

e　‾ ��i �l l i i � �畦、∴s 　t ���水、 t 一：∴ 一日′ （イメージ） �盤箪薫慧 　÷＼＼† 一重毒∵、 �� �「．、 、〔二子 

－ 

二一外観 ��� �� �謹雪 
圃i15：00　図10：00 ���������誓プ〇°‾‾ �����二1 

窒藍蓋翳梁和食／／食事処「一一呈二二 四和定食／食事処　　囲男性1筋所・女 園湯野上温泉駅より旅館の送迎か）日田［重囲1讐所・混浴（女 �����������∴露天風呂（イメージ） 雑器耽り，園 

鵜旅行代金表（1台棟／円）日活2日夕i朝食付】　　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝3線一小学生 

9／1－3／31（除く右記） ����10／1－11／19 ����12／31－1／2 

平日・休日 ���土曜・休前日 �平日・休日 �土曜・休 ��前日 
？置 き 乏 1 ��おとな ��2－4合 �8．700 ���9．900 �9．800 �11，00 ��0 �13，500 

1台 �9．600 ���10，900 �10．700 �11．90 ��0 �餓定なし 

ことも① ��2－4台 �6，100 ���7．000 �6．900 �7．70 ��0 �9．500 

ことも② ���4．400 ���5．000 �4．900 �5．50 ��0 �6．800 

馨 ！ MI e t＝ 婁 �lノ ダ う つ 三く 呈 �おとな ��2－4台 �19．500 ���20．700 �201600 �21．80 ��o �24．300 
1亀 �20，400 ���21，700 �21．500 �22．70 ��o �股定なし 

ことも（D ��2－4名 �11．500 ���12，400 �12．300 �13．10 ��0 �14．900 

ことも② ���9．800 ���10．400 �10，300 �10．90 ��0 �12．200 

ー：；　東摘発後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　855040°（選） 

閏脂　　長田田園田圃滋麗“華 �����契できる大川ラインに画し 環境が魅力な宿。 

’p： 一．∴∴r・● 註： ∴∴ヽ 回15： �：：、一言：ニー∴ 智 �ざま ∴∵∴“ 軍手 千草 図10： � �隊‾／ニー“i隷1二二 一＼一・ な′‘ ㌢iiOei、｛＿ 向直董 �‾，‾想二親㌃‾ l �� 

三・二■・ 000 重いスな ��書残i外観（イ賽ン） 00 洗浄器トイレ付 ／大広間 �鄭iJl－ �∴l i●「〇 二、、一 � 

国書和 ��、し辛 ��I一　　一ノ �霊’鰐天恒星唆－ジ） 
四郷 �土料理の �和食膳 �� � 
田園和食膳／大広間　　　　　遮澄め男性1筒所・女性1薗所、貸切量目1日所 　”目‘一・・一　　日EEl個所（露天・貸切とも大成‘札制） 
・一計鴻野上逼泉駅よlホァルの送迎あノ　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冶 

○旅行代金表（1名標／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝5歳一小学生 

6／1－3I31 （隙く右記） ��12／30－1／3 

平日・休日 �土曜・休前日 

i書 き フ 之 1 �おとな �4台 �11，000 �11．200 �13．500 
3台 ��12．300 �14．600 

2童 �121100 �13．400 �15．700 

ことも① �2－43 �7．700 �8，700 �10．300 

ことも② ��5．500 �6．200 �7．300 

彊 inブ 善言 �おとな �4名 �21，800 �22，000 �24．300 
38 ��23．100 �25．400 

2亀 �22，900 �24，200 �26．500 

ことも① �2－48 �13．100 �14．100 �15．700 

ことも② ��10，900 �11．600 �12，700 

＝；茸・　鮒爾後　　　　　　　　　　　　　　　855060－（選） ������������������o 

国賊請謁閏88田園圏彊 ������������掛流しの石風呂付。お食事は 筒石出会12室の隠れ宿です 

‘”i賞賛ミ尊王 � � � ���＿まま ��� � �1日●言i二二「石 ����� � til �二一一↑ム事捷－i ��� ����、＿′ 

商　工∴ふ　　　　　　∴，＿「 ������� � ���耗国電∴ ���＿一ij玉 ��‾ミ： 

8∴二言 � � � ��全景（イメージ） ����子 ��lS000ゼ＝ ����� 

画i15：00回11： 国利宣重賞椅案高たf 園田旬の食材を枝前が 創作懐石」 〔亜3献上米「コシヒカ ����慧龍した軸＿襲撃r盲愛 ������������� 

リ」を使った棚倉　　　　　　　一望聖生壁 
部屋食また ���は食事処（指定できません朝食も同会場）各種園田ニi男性1重所・女性1筋所 

囲運野上温泉駅より旅館の送迎あり　電動　園田18所 

○旅行代金表（1名機／円）Il泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝3薗一小学生 

6／1－3／31 （隙く右記〉 ���8／1－31 �����10／15－11111 ���7／15 9I16 2Il �・16 ・17 0 � 

平日・休日 ��土曜・休前日 �平日・休日 ���土曜・休前日 ��平日・休日 �土龍・休前日 

it 雪 フ 之 1 �お �とな： �4台 �17．500 ��23．200 �19．700 ���25．400 ��21，800 �27．600 ��25．7 �Oo 

3台 �18，600 ��24．300 �20．800 ���26．500 ��22．900 �28．700 ��26，8 �00 

2台 �19．700 ��25．400 �21．800 ���27．600 ��24．000 �29．800 ��27．9 �00 

こと �も（D �2－4魯 �13．100 ��17．100 �14．600 ���18．600 ��16．100 �20．100 ��18．8 �00 

こと �も② ��9．300 ��12．200 �10．400 ���13．300 ��11．500 �14．400 ��13．4 �00 

講 書雲 �まう �とな �4台 �28．300 ��34．000 �30．500 ���36．200 ��32．600 �38．400 ��36．5 �Oo 

3台 �29．400 ��35．100 �31．600 ���37．300 ��33，700 �39，500 ��37．6 �Oo 

2合 �30．500 ��36．200 �32．600 ���38．400 ��34．800 �40，600 ��38．7 �Oo 

こと �も① �2－4舎 �181500 ��22．500 �20．000 ���24．000 ��21．500 �25，500 ��24．2 �00 

こと �も② ��14．700 ��17．600 �15．800 ���18．700 ��16．900 �19．800 ��18．8 �00 



855070－（還）

紬げ∴；蒜崖諾訪韓
へ、 

‾‾‾‾‾書　、喜章 

“““““““‾“““‾－lf 

○ � � �揖 � �埼 ‾」ここ＝こここし一〇一■＿－， 証し∴；詰 

11015：00　回田10：00

図星和宣いス・トイレなし）
園アユの臨機、煮魚、馬刺、鍋、手作り鮫子（一例）

などの他、旬のものをお召し上がりいただきます

［覆ヨ和食
囲鴻野上温泉駅から徒歩約10分　送迎あり田

園国園田
○旅行代金表（1合板／円）【1泊2日夕・朝食付】

1‾　　　－　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　i

＼ト一。一朝
まあの纏まをちりげめた
一〇のこもったお常在で

曹操もお椅ちしています．

傭ゑマッサージも

ふれます．

※ことも①＝小学生　ことも（9＝2歳一未就学児

6／1・－3131 �8111－14 

（隙く右艇） �12／29－1／3 

雪 雲 1 �おとな �2・3台 �8．000 �9．200 1台 �9．100 �10．300 

ことも① �2・3名 �5．600 �6．500 

ことも② ��4．000 �4．600 

琵 �おとな �2i3名 �18．800 �20．000 

1合 �19，900 �21，100 

ことも① �2・3著 �11．000 �11．900 

ことも② ��9．400 �10，000 

凸0015：00　回10：00

囲和宣iバス・トイレなしi※期シャワートイレ細

田商会韓で採れる地の素材と手作りの具心料理。
テーブル庸（イス）でお召し上がりいただけます。

園和食
囲渇野上温泉駅から徒歩釣13分　送迎かl日玉田

開国田　園国田圃
○旅行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】

雲露圏
地元の支材を使った

手作り科握でお椅ち
していますi

※ことも①＝小学生　ことも②＝酸定なし

6I1－3／31 ��8113－15 12130－1／3 

（隙く有配） 
平日i休日 �土曜・体前日 

雪 雲 1 �おとな �2－4合 �8．000 �9， �200 
1台 �9．100 �g竃掌し 

ことも① �2－4魯 �5．600 �6． �00 

彊 �おとな �2－4毛 �18．800 �20， �Oo 
1台 �19．900 �後をなし 

こともくり �2－48 �11．000 �11．900 

855110・（選）留置0241682623

判一詑准短日i頻）帯同亘＝坐

ドニ　‾千一‾「 

〉 �n �∴L 

甘 ����、：＿宇一一一 
鵠　　　」 

［圃14：00　圃囲10：00

国利重いス・トイレなしi
園採れたての新鮮な山菜や、きのこなどボ

リューム満点の季節料理です

園和食
囲温野上温泉駅から徒歩的15分　送迎かl電覆〕
※内風呂（3ヶ所）、露天風呂いづ九も混浴ですが

貸切が可能です。
漢旅行代金表（1台様／円）【1泊2日夕・朝食付】

曙 、・、“ �；‾「芦葦園 
○○ ここ重親玉二二二、 

↑∴亨や高：∴∴∴∴モ 

全ての抵触が鏑切
にできるので豪族

塗れにも人気です．

囲園田
［二薩田1筋所

※ことも①＝小学生　ことも（∋二股定なし

6／1－3I31 

宿 き ”フ 之 1 �おとな �2・3合 �9．100 

ことも① ��71800 

雪巷 謹 皇乏 象る �よiとな �2・3合 �19．900 

ことも（D ��13．200 

、1レ‾－ ＝悪寒固い＼、‾ ���論－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i855080－（選） 

薦ヨ’　滝 ��� ��∴「∴∴∴∴：∴∴∴∴∴∴「∴∵∴∴∴∴∴∴∴∴ 「∴∴∴こ∵∴∴∴∴「∴∴∴ 

，，， �養 �∴∴∴ �∴∴∴：∴∴二∴∴∴∴： 

“”書も． 田圃15： �‾二千二三ミ翠、 ● 00園田10： ���ミ露悪‾和 賀荘園 外観（イメ一刻 00 �‾：SSSSSSSnSSSSID m　∴三種」 �　三＿工事 憲一 　‾－＿‾一一着 ＝三三三一ri・“’－ 

園和室医重王三重室田　　　　　　　　自ら百てた 

善言喜寧唱 　［亜田男性1倍所・女性1日所 
1旅行代金表（1名僚／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝未就学児 

6俵認　　　i8′13－15 

平日・休日 �土曜・休前日　112／31－113 
書置 き 三 1 �おとな ��2・3名 �9．100 �10．300 

1亀 �9．600 �10．900 

ことも（D ��2・3亀 �6．400 �7．300 

ことも② ���4．600 �5．200 

琵 �おとな ��2・3台 �19．900 �21．100 

1台 �20，400 �21．700 

ことも① ��2i3台 �11．800 �12．700 

ことも② ���10．000 �10．600 

∴中間醇）： �����1855100－（選）鱈Bo241682408 

， � ������ � � �：∴ 「 

‾「電器000‾ �� �一之●i－ （ lL ���川lT：二二壁■” 　∵蘭・言上 

割田亜畷 ℡　案閥 ���� ����� 

● �認諾盤藍墓〕　蕊謙語己日 誌雲縦中’剛た和の御膳　畿露霊一 因渇野上温泉駅から徒歩約10分送迎あIl日量田∴日詰1九番事筒袖、震鱒払い。 ��������閣 

園　田回国園　　　田副薗所※入浴札婚鯛 
鵜旅行代金表（1名楼／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　※ことも①＝小学生　ことも②＝未就学児 

8／11・13－16 �8／12 
平日i休日 ��土機・休前日 

活 き フ 三 1 �おとな �3亀 2台 � �100 �9，800 ��10，400 �11．000 

1台 �1 �．700 �10．900 ��11．000 

ことも① �2i3名 �6，700 ��7，200 ��7．700 �8，100 

ことも② ��5．600 ��5．700 ��5．700 �5．700 

董讐 蓋三 賞、g �おとな �3亀 2合 �19．900 ��20．600 ��21．200 �21．800 1毛 �21，500 ��21．700 ��21．800 

ことも① �2・3台 �12．100 ��12．600 ��13．100 �13．500 

ことも② ��11．000 ��11．100 ��11．100 �111100 

＝：； ヨ’ ，，， �� �琶霊 �　　　　　　　　〈粟 ”醸醗誇謹言‾立言∴強 ��綴1855120－（選） 
●ji＝／ l三食←ii： �離≡il糞緊ノ 　　ー＼、一一二‾十．「∴∴例語素話i二 ��∴：∴∴　∴∴∴∴∴∴ 
“iirp‾ ���繁謙譲＿享 

i ������U 

＿．すみ、 話手／　　　SSS〇二二二 　　88臆SI �����二二し二一〇・‾‾「 ES〃Siここ：：：－ 1、酵 

圃匝00図10：00　　　　　ニ　椀。山如婦土封　書臆臆ri 
団ヨ和宣四三三園　　　　　　　　　　蚊を丁寧に具心こめsssssss題 
園田郷土料理と山菜・馬刺し、鮎の塩焼きなど　　てこ也的・たします．臆臆漢困図　1 

11－13品の田舎料理 

麗琵温泉駅から徒歩約15分送迎あIl田園国田圃 
音旅行代金表（1名標／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　　　　　　　　　※ことも①②＝鰹定なし 

6′1－3′31　　　　　i 

平日・休日 �土曜i休前日 

宿 ラ フ ン 1 ��あと慮 �2亀 ��9，100 �設定なし 

諾 圭三 景呈 ��あとa �2名 ��19，900 �設定なし 



855130－（選）園田0241682508

ウノ‾＝‾‾÷‾ ■〃 �） 

l 

すき 

誓・・紫野iトi　　　醐漢　　　↑ 

置015：00　回田10：00

園和室パスなし・洗浄器トイレ付
囲岩魚、山菜、野菜など素材の仕入れからこ

だわった創作料理

田園和食
囲鴻野上温泉駅から徒歩約15分送迎あり匿玉田

園田園田図
書旅行代金表（1名様／円）tl泊2日夕・朝食付】

iT等蔦葛患甲畢丁寧な霊 　場bl細レ＝＝○○◆ �� 

－’守事言霊。〇〇〇 　二“‾、‾－1書 

ヽ � � �臆主こ　　一一＼ 

24時請人いれる

求まかけ流しの
尖鋭温まを
お楽しみ下さLl。

［亜二田勇捜1維新・女性1倍所

※ことも①＝小学生　ことも②＝未就学児

6／1－3／31 �8／10－13 

（隙く右配） �12130－113 

7°i 雪 三 1 �おとな �2－5名 �9，600 �10，900 

1舎 �10．700 �12．000 

ことも（D �2－5台 �6．800 �7．700 

ことも（D ��4．800 �5．500 

琵 �まiとな �2－5名 �20，400 �21，700 

1台 �21．500 �22．800 

ことも① �2－5毛 �12．200 �13．100 

ことも② ��10．200 �10．900 

「　　　　「 ��靖〃≡‾‾評∴棚倶‥i‾宗一上甑削瀧教鞭n一°’’1855150－（選）㊨0241682945 

話語－∴一二二三三： ����主計妻＿＿＿薗艶竺i擁瀧i羅照輝 

窄＝　ュ圃閏醒 
〇一三L蝿i勝　　　　　　一　＼ 

圃15：00　園田10：00　　　　　　　　　　　　　　　　　暮す’ 
囲和室匪霊園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。＿三二． 
囲囲炉裏を囲んで会津の郷土料理をいただきます　　⑪含＊ちではのおも 

和食　　　　　　　　　　て幸し．料理と・Q温■ ：日　　　　　　　　　　　　A 

遠隔明博から ��・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a 

囲送‘ ��迎か）※冬季はできません重畳田∴∴∴書目的上がります．　　さ名園音園m‘＼＼、 

1人廉 �� � �園園田　　　　　　　棚感罷 
S旅行代金表（1名様／円 ����）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　　　　　　　※ことも①④＝殿定なし 

6／1－3／31 

宿 ラ フ ン 1 ��若と亀 �2・3さ �8，100 

1合 �9，200 

講 圭三 重ヱ ��あと禽 �2・3名 �18，900 
1合 �20，000 

レンタカー �　　ンユ　　　待。言1g置，主調 貸出し、返却時間8：30－17：30 

南会津町内にて食事、体験、お土産購入など、5，000円以上（日帰り3，000円以上） 
の領収書、レシート提禾（ガソリン代は対象外）にてレンタカー代金の30％キヤツ 
シユバック。　　　　　　　　　　　　（料金は税込） 

クラス ��日帰り �1；白2日 �1日延長 �ん。当日、 
S �ヴィッツ、フィット等 �5，500円 �11．000円 �5，500円 

A �カローラ、ティータ等 �7，500円 �15，000円 �7．500円 

WA �セレナ、ノア等 �18，000円 �32，000円 �14，000円 

、レンタカー代、温泉入浴料が含まれます。免責補償料は、含まれておりませ 
現地にてお支払い願います。（燃料代は含まれておりません。燃料は満タン貸し・満タン返しが原則です。） 

※配車・返却受付は、会津田島駅。 
※取消料：2日前まで無料、前日まで50％、当日は、1日分の料金。 
※車両の指定はできません。車両・対物事故補償制度加入、全車カーナビ付。 
※温泉入浴券は、貸出し期間中のご利用となります。 
※チャイルドシート無料貸出し（要予約）6歳未満の乳幼児に ���� 

is旧IUSコードiSクラス：855200iAクラス：8552011wAクラス：855202i 

（発手）TEL予約 

●旅行企画・実施みなみやま観光TEL：0120・91－5221FAX：0241－62－7788 

手配旅行ロ 

音醐I S猿源 �寓言（要予約）！ �大内宿へ便利な周遊バス「猿渡号」 平成29年4月21日一明30日運行●運行：広田タクシー 大人1．000円、ことも500円（往復券） 

湯野上温泉駅莞　9：00、10：00、10：40、11：20、大内宿入口発10：20、11：00、12：25、13：25、 

（大内宿まで約20分）12：05、13：05、14：05、15：05（濃野上朝駅まで搬0分）14：25、※16：00 

日量EIv［NUS船車券・ハイヤー〈6265〉広田タクシー（0242－75－2321）壷種：中型コース‥猛漉号 東武トップツアースにて予約ができます。（前日の午後18時00分まで受付できます） 

蛙藩三三裏声 　　青。 
昔 ��貴子∴∴コ 

三馨二塁手三重曲＿堕塑堕璽」 

日田14：00　図10：00
囲和室iバス・トイレなしi
国電「じゃがいもの煮物」他、あったか御潜／宴会場

園和食
囲鶏野上温泉駅から徒歩12分　送迎あり日田

田園田圃
音旅行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】

‾撞‾1°議連軍躍、． 
iヽ」　　　、一章▲－●－ 

幸壇漢」。二二－‾ ‾　－＿〇〇〇〇＿ 

。＿髪話に容姿関 
繋‘∴：－＿＿＿露頭 

亀鵜の“じ碑いもの義が

賄短lVでl帥上げう面

ました．ここう濃きるおもて

tLで骨純お迎えします．

囲男性1倍所・女性1筋所

※ことも①＝小学生　ことも②＝未就学児

6／1－3131 

平日・休日 �土肥・休前日 
tMO iラ 三 �おとな �2－63 �9．600 �10．900 

ことも（D ��6．800 �7．700 

ことも② ��4．800 �5．500 

竃婁 �おとな �2－6合 �20，400 �21．700 
ことも（D ��12．200 �13，100 

ことも⑪ ��10．200 �10．900 

「　　　　「 �闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855160－（選） 

Si＝ �●［－1－＿一一 　∴∴ 、＿、‾（ ��：「：∵：「∴∴∴∴∴∴　∴∴’ 

∴高音jグー　一、叩二割　漢音暇 ・暮 　　　　　言○∴ 

警翌週間隔鰯 
囲和室匠三二霊園 囲岩魚の囲炉裏軸や、旬の野菜に山の味覚　号整禁書を　‾‾‾ 

図譜を添えます　　　　　　誌雑器享が　　フ㌢ 
囲濃野上温泉駅から車で約10分　　　　　　目脂です。 

園園田 ��軽震三二二三＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　‾　馴勤 

m旅行代金表（1名機／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　　　　　　　　※ことも①③＝設定なし 

6I1－3I31 

宿 ラ フ と 1 �おとな �2i3台 �8，100 

琵 星雲 教主 �おとな �2・3亀 �18，900 

手配旅行 

会津下郷観光循環バス運行：4122－11119の土・日・祝日 

「至函南両所スに乗るだけ！会津下郷の観光スポットを周遊！ 

1日フリー乗車券　大人1，800円　こども900円 

圃鴨→下郷→大隅→郷上演→下郷→田島回国下郷→金子牧場→下郷 
〃賃り農具筆内 ��i日置恢（〃） �⑨09：45 ��1 ��i（912：24 ��i �� 

から ��下〃駅（○） � �11 �11：16 �� �．51 �14：41 �� 

田島駅 ��10： �0 �－ ��12： �35 �－ ��下郷駅　　10．2511．2513．00．50 養鱒公園駅　10・36111・36i13・11L15・01 

合同庁舎前 �旧膏会青筋役所 �10： �2 �－ ��12： �37 �－ ��要職公田いこいの広場10・40illi40i13・15日5・05 

議団会館 �出雪質持社 �10： �4 �－ ��12： �39 �1 1－ ��金子牧場入口　　　10・48Ill・48日3・2引15・13 

下郷駅 ��10 �25 �11 �25 �13： �00 �14 �50 �警護驚囲　HL10月筆削－； 
大ケヤ手前 ��10： �5 �11 �45 �13 �20 �し15 �10 

大内下 ��10 �58 �11 �58、13 ��33 �15 �23 �ジイゴ坂学舎　　ilO・54ill・5引13・29i15・19 

大内上（着） ��11 �00 �12 �00 �13 �35 �15 �25 �養鱒公園駅　　　ilO・55日1・55113i3引15・20 

大内上（発） ��11 �20 �12 �10 �13： �40 �15 �30 �下郷駅　　　　　ill・07i12・07113・42i15・32 

大内下 ��11 �0 �12 �10 �13 �40 �15 �30 � 

湯野上温泉駅 ��1 �0 �12 �30 �14 �00 �15 �50 �回は、観光舘慮バス会建若松・白河織へ乗り換え連絡します。 

塔のへつり前 ��11 �0 �12 �40 �14 �10 �16 �00 

塔のへつり駅 ��11 �50 �12 �40 �14 �0 �16 �00 �e－e刊語慧監禁亨胡！ 
塔のへつり入口 ��口1 �51 �12 �41 �14 �1 �16 �01 

中ノ沢観音入口 ��11 �57 �12 �47 �14 �7 �16 �07 �9）、便コード（8300）、室内文（5000） 

下鯛駅 ��12： �03 �12 �53 �14 �23 �16 �13 

12 �3 �－ ��14 �43 �－ 

12 �5 �－ ��14 �45 �－ 

田島駅 ��上2： �8 �－ ��14 �48 �－ 

i誌 � ���）⑲13：46 ��i（914：41 ��i⑪16；46 （914：57 �� 

VENUS　船車券：会違乗合自動車（2995）、フリーパス（ 

e


