
帯商直子∴や　　　　■′葛 �������」mL‾“““““““－ ��� �コ案ェ1855030－（選） 

ヽ　ヽi �〃● �� �HSOrS � �℡　1r　o”○”””菓－ �� 

饗範 ����空手発音2：－ ：きず ���‾‘詰幣廉I ��� �I‘り　雲「毘三唱監 撃望選整逐聖整 ���ll � �1才葛駆索ノ 

（－＿，＿＿＿＿＿＿＿ 」二三三三三三 �����甲田・一里 �� �－削吾「鴫∵言二 　　日虹主義 �����▲∴二 三1 

餓 嵩［ニーしこ量 ��������1000rl‾‾‾－，iiiiiiiiiiiiiiii l ����� 

客室（一例） �������� 

細面15：00回田10：00 囲和室（10畳）バス・トイレな �����し ��������匿蕪 

囲地元の食樹での手作り和言 たは広間（2－3名機）・個室 名様以上〉 園松花里弁当風和定食等∴広間 �����治ま諾諸因 　　とl豊子．‾ 　　マ’亨‾≒ ���湯野上温泉駅より旅館の送迎あり電五日 ∴ii男性1筋所・女性1倍所　圃 

○旅行代金表（1名桜／’円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　※こともら＝小学生　ことも電＝3憲一未就学児 

1110－3131 ���5／1－9／30、12／1－1／9 （隙く右記） ���1011－11130 ����5I3－6 8110－15 12130－1I3 

平日・l柏 ��土曜牒前日 �三重・不日 ��±詣・休韓日 �三日・傭E ��±謹i体高畠 

宿 雪 フ 之 1 ヽ＿ノ �おとな �4台 �9 �〟400 �10．100 �10，000 ��11，200 �11，000 ��11，700 ��12．400 i 
3台 � �．000 �10，600 

2台 � �，500 �11，200 �11．00 �0 �12，300 �12，10 �0 �12．800 ��13，500 

1台 � �000 �12，300 �12．10 �0 �13．400 �13，20 �0 �13．900 ��14．600 

ことも① �2－4台 �7，000 ��7．500 �7．000 ��7．900 �7．700 ��8．200 ��8．700 

ことも② ��5．000 ��5．300 �5．000 ��5．600 �5．500 ��5．900 ��i6．200 

謹 皇ラ 購う �おとな �4名 �20 �，200 �20，900 �20．800 ��22，000 �21，800 ��22，500 ��23，200 

3魯 �20 �，800 �21．400 

2台 �21，300 ��22，000 �21．80 �0 �23．100 �22，900 ��23，600 ��24，300 

1台 �21．800 ��23．100 �22．90 �o �24．200 �24，000 ��24．700 ��25，400 

ことも① �2－4台 �12．400 ��12．900 �12．400 ��13，300 �13．100 ��13，600 ��14，100 

ことも② ��10，400 ��10．700 �10．400 ��11．000 �10，900 ��11．300 ��11，600 

※リバティ号プランには「芦ノ牧フリーパス」が含まれております， 

沼記聞8－二m靴〇°SSm　　　　　　　　　　　　⊥”－ ����� �i855050・（選） 
・Sr　　　　　　　　　　lr ����� �一〇〃0000°〇〇〇〇〇〇〇〇〇m‾■〇〇〇〇二＿ 

二二二二一SS8－　品記露凍患挑tiE－‾i′、＝I重た肇 ����� �菰翫蕎繭 

h一　丁－、′＿＿∵検量■豊満。葵＿，＿＿一半L■管、＿＿ ����� �－‾　18m 

i � ��－ 

r‾‾こ－‾ 膏一 寸 ｛∴∴」 ��三二　苧革帯 

，．／ト．＼客室（一例）　　　　　　1＿　　密謀早 

〃1015： 国利 園地 �謹器嵩悪事処　圏 ���器纏味やサークルのグループにおススメ！ 15名機以上にて貸切りが可能です。 ’1（婁問合せ） 

国璽和 田湯 �食膳／食事処　　　　　読豊‾〕勇 野上温泉駅から徒歩2分　　ii塁＼嘗1 ���諾鶉詫諒闇あり　国 

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

5／1－3／31 

平日・休日 �土曜・休前日 

宿 営 フ 之 1 �おとな �4・5名 �10．200 �10 �．3 �00 
3台 ��10 �．9 �00 

2台 �10，700 �11 �．4 �00 

1台 �11．300 �12 �．6 �00 

ことも（D �2－5名 �7，200 �7．700 

ことも② ��5．100 �5，500 

謹 皇； 嘉e �おとな �4・5台 �21，000 �21 �．1 �00 

3名 ��21．7 ��00 

2台 �21，500 �22 �．2 �00 

1名 �22．100 �23．4 ��00 

ことも① �2－5名 �12．600 �13．100 

ことも② ��10．500 �10．900 

「三宮≡’5日・∴∴†∵笥i・一幕‾lC　　　　　　《　ニ 

※リバティ号プランには「芦ノ牧フリーパス」が含まれております。 

855070－（選）

＊、二一、　，＿J 
き∵・iミミJニ 

，霊 i � �華南日韓燕 　） 
l＿」〃‖ 　●∴：i； i● 

「一、二∴＿二重垂這止しし 

看015：00　田10：00

囲和室（8霊）いス・トイレなしj
囲アユの塩焼、煮魚、馬刺、鍋、手作り飯子（一例）

などの他、旬のものをお召し上がりいただきます

国璽和食
囲湯野上温泉駅から徒歩約10分　送迎あり囲

争覇の寒さをちりばめた
心のこもったお静技で

管棟をお持ちしています。

鐘までッサージも

ふれ義す。

○旅行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　※ことも‡＝小学生　こともi亘＝2歳一案就学児

516－3／31 （除く右記） �511－5、8／11－14、12／29－1／3 

？書 き ．フ ン 1 �おとな �3台 28 �8，000 �9，200 

1名 �9．100 �10，30o　　　　　　i 

ことも① �2・3台 �5．600 �6，500　　　　　　1 

ことも② ��4．000 �4．600 

諾 �おとな �3名 2亀 �18．800 �20．000 1台 �19．900 �21．100 

圭乏 教主 �ことも① �2・3名 �11，000 �11．900 
ことも② ��9．400 �10．000 

※リバティ号プランには「芦ノ牧フリーパス」が含まれております。

855040－（選）

画面15：00　回10：00

図ヨ和室（8・10畳）パスなし・洗浄器トイレ付
園郷土料理の和食膳　大広同
園和食膳　大広開
園湯野上温泉駅よりホテルの送迎あり田

櫛、 ＼i吾 I′・ ��、了ト＼－：一言云融．． 

′’ ．〃988°一 �′主 努 

I 　　　　∴緩天風呂 

誌宝＿i男性1箇所・女性1箇所、貸切風呂1日所
二二訂嵩1箇所（露天・貸切とも入浴礼制）

S旅行代金表（1名使／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　※こともGir＝小学生　こともくさに3歳～小学生

511－3131 ��5／3－5 12／31－113 

（除く右記） 
平日・休日 �土曜・休前日 

宿 雪 フ 之 1 �おとな �4・58 �11．000 �11．200 �13．500 
3台 ��12，300 �14．600 

2台 �12．100 �13，400 �15．700 

ことも① �2－5も �7．700 �8，700 �10．300 

ことも② ��5．500 �6．200 �7，300 

董讐 i麟フ“ 妻… �おとな �4・5名 �21．800 �22，000 �24，300 
3名 ��23．100 �25．400 

2名 �22．900 �24，200 �26．500 

ことも① �2－5台 �13．100 �14．100 �15．700 

ことも② ��10．900 �11．600 �12．700 

※リバティ号プランには「萱ノ牧フリーパス」が含まれております。

霧援響超mjSL－一m二〇°臆臆臆一つm　　　　　　　　　　　　n‾－　855060－（選） 

■1m　案に国書賀田発音瞳暮夏－こ“，　　＿　　＿二　．＿　　．，．－． 
一　　ソ　　一　手と：案に 

二重「園丁　　　　　　　　き、ち・　回し⊥∴ �������．1三　、－8「 

ll 、 i �　●豆．し 酬・・圭一l ����・、懸垂圏 ���豪華 J覆蕗 ●、・●＿一● 

置－＿雑食 　」章一′ 

出田国書売∴ ●丁‾‾ 　一子　外観 ��� �　ト ‾濁音SS漢1“’‾‾－ 基－二王三軍 �����三重虫 

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二塚家事賀患真Tr、 ���������� 

看015‥00　囲10：00　　　　　　　　　　　　　　　　　1や．1鵜臆臆8m ������������ 

国利 国璽季 圏ヨ和 国湯 �誤読諒詫和食食事処　音容国事を18略 定食食事処　　　一男性1筋所・女性1箇月 野上温泉駅より旅館の送迎あり四　二1箇所・混浴（女性専用 �������　露云風呂 話，）囲 

臆旅行代金表（1合板／円）【1泊2日夕・朝食郁　　　　　　　※ことも（、壬に小学生　ことも②＝3歳一小学生 

5／1－9／30 11120－3／31 ���10／1－11119 

平日・休日 �土曜・休前日 ��平日・休日 ��土曜・休前日 
う書 き ”＝7 三 上 �おとな �2－4台 �8，700 �9．900 ��9．800 ��11，000 

1台 �9，600 �10，900 ��10，700 ��11，900 

ことも① �2－4台 �6，100 �7．000 ��6，900 ��7．700 

ことも② ��4．400 �5．000 ��4．900 ��5．500 

謹 皇… 簾呈 �おとな �2－4亀 �19，500 �20，700 ��20，600 ��21，800 
1台 �20，4oo �21，700 ��21，500 ��22．700 

ことも① �2－4名 �11．500 �12，400 ��12．300 ��13，100 

ことも② ��9．800 �10，400 ��10，300 ��10．900 

※リバティ号プランには∵芦ノ牧フリーパス」が含まれております。 

ー　＿　　　　　　　　　　　　　　　　1855080－（選）㊨0241－68－2508 

一十つ00 

漢　　　　　　　「七　　一一二二二二二書　写登○重し下回”‘国立ここ　　　　　　　　　　音 
・　－ ��ア／‾‾‾一〇一，SSS ��，　」・ii、1－∴こ　　　　音 

田15： �r〃　　、慢監 ���軍蒙▼暮一、，＿1つ71 　－　－－ヽ農と！ 

圏圏量感繭／“ 00回田10：00 ���　よ－＜－J・ ・’＼一‾t＿ 」二言＝山王＿＿童艶 

曝露轟遡擢 
園田国田園　　　　圭男性1箇所・女性1箇所 
鵜旅行代金表（1名様／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　※ことも鳥に可、学生　こともi‾享＼二未就学児 

5／6－3／31 （除く右記） �5I1－5，8110－13，12I30－113 

7置 き 三 1 ��おとな �2－5台 �9．600 �10．900 

18 �10．700 �12．000 

ことも① �2－5台 �6．800 �7．700 

ことも② ��4．800 �5．500 

おとな �2－5台 �20．400 �21，700 
13 �21，500 �22，800 

ことも① �2－5名 �12，200 �13，100 

ことも② ��10．200 �10，900 

※リバティ号ブランには「芦ノ牧フリーパス」が含まれております。 

ことも旅行代金広原則として小学生の方に適用されます。※適用年齢が異なる場合は、その旨を吾施駁制こ記載しております。ことも‡：おとな並みのお料理をご用憲／こともi②：お子様ランチ風のお子様向iナ料理をご用意



●評壷） �1855090・（選） 

王墓土 手三三 ��，一二 �董雪‾奇．麗溺 �　　－） 　‾′－ヽヽ 二・董＝三三要害 

覇千、 二‘コS曙 �／カー康‾ �龍　　　　　　一。“一一＼∴∴｛璽 
11重工寒暑÷ �† ノ”、 斗雪上、∴ィ＆ ��irT一容器SS〇°SSSS ●・一丁∴ ���・二督」．二二＝＿図図日　は正室 �頓国」 ＿＿＿＿＿一三」こき℡ゝ 

躍驚藍語畿 ����� �∴：∴甲 縄 � 
囲園田 ��囲 �÷三男性1筋所・女性1箇所 
S旅行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　霧ことも王＝小学生　こともi／21と未就学児 

5／1－3／31 ���� 

平日・休日 �土曜・休前日 
？iO 雪 三 1 �おとな �2－63 �9，600 �10．900 

ことも① ��6．800 �7，700 

ことも② ��4．800 �5，500 

董萎 �おとな �2－6台 �20．400 �21，700 
ことも① ��12．200 �13．100 

ことも② ��10．200 �10，900 

∴／＼三二や・百二葦1　－「，∴∴ri＼　十／－…／計　　上で 

※リバティ号プランには「芦ノ牧フリーパス」が含まれております。 

855110－（選）㊨0241－68－2408

憂夢〆 高　｛＿ 

・・翻‘・ 
細015：00　回10：00

囲和室（6・8畳）Iバス・トイレなしI
国璽地産物を中心にした和の御勝
田3和食
囲湯野上温泉駅から徒歩約10分　送迎かl田

園　四国田園
○旅行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】

WIlT‾‾‾ 1器 �∴r●徽 � � 

li” －－一書 �’？　ヽ・一丁 � �I ●轟誌．冊 �「」 � 

ー∴．．mU予て＿　　　　日高 ���鼻、岡里 

－二重芋茎窒 � ��ii　○○ 

9億の砂亀呂は
1名機：2．500円、

2名峰以上：2．000円で

ご利偶いただけtt
ぜひ蒸しんでいって下きい。

；13－17時、要事調子的、農地払い

幸手阜1薗所　※入浴札交換制

※ことも千二小学生　ことも㊧＝未就学児

5／7－3／31　（除く春雷己） ��15／1－6、8／10－18 l12／29－1／6 

平日・休日 �土田輩・休前日 
宿 雪 フ 三 1 �おとな �4台 �9，600 �10．300 �11，000 

2・3台 �10，200 �10，900 �11，600 

1台 �10．700 �11，400 �12，100 

ことも① �2－4も �7．500 �8，000 �8．600 

ことも② ��5．000 �5，400 �5．700 

董讐 i書ブ �おとな �4宣 �20．400 �21，100 �21，800 
2・3台 �21，000 �21．700 �22，400 

1合 �21，500 �22．200 �22．900 

圭ラ �ことも（D � �12．900 �13．400 �14．000 
宣　言 �ことも② �2－4名 �10．400 �10．800 �11．100 

※リバティ号ブランには「芦ノ牧フリーパス」が含まれております。

｛評琶I　　　　　　　　　　　　　　i855130－（選）㊨0241－68－2623 

小一一、－－く 一二二 � �一一一一二キミ葵一°＿＿　韓＝詩誌葦掌主‾：？「〃覇 ��〉 」 

に量主星　町嘩i捕るので馨禄　高単一　‥肇 　　　　　　連れこも人気です。 ！ �I れ＿－ 0－ 

謹塑誰溺撃鶉 画i14： 囲和 田電探 リ �墾事など攫藍盤＿ 

国璽和 田湯 �霊温泉駅から徒歩約15分送迎あり関田　囲園田 

※内風呂（3ヶ所）、露天風呂いづれも混浴ですが 

貸切が可能です。　　　　　　　　　　　　　　　つ日新 
○旅行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　禁こどもで＝小学生　ことも享＝設定なし 

511－3／31 � 

宿 雪 フ 三 1 �おとな �2－5台 �9．100 

ことも（D ��7．800 

i着リ 事牛 丸… 苦言 教主 �おとな �2－5台 �19．900 

ことも① ��13，200 

※リバティ号プランには「芦ノ牧フリーパス」が含まれております。 

｛謁 �1855100－（選） 

壷・11－／　調 m ㍉点字二二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　isSS■＝；ここ：－ 
・蕊・喜　一照帖亘園田門「「干＝ 　▲‘‾　湘鵬 　　　に＝　　rr’ 

営015‥00　回ilO‥00　　　　　　　　融の山錐郷土科　　　　－∠ノ 

囲和室（6畳）匪ス・トイレなし　　　　　　　榎を丁寧（訂．ccめ　　　　ざ，∵∵ 
囲郷土料理と山菜、馬刺し、鮎の塩焼きなど　　てこ壕鮎・たし書す。　　　　　　一三 

11－13品の田舎料理 

圏ヨ和食 
囲湯野上温泉駅から徒歩約15分送迎あil園田園田田園 

○旅行代金表（1名標／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　※こともで＝小学生　こともモモ未就学児 

5／1－3／31 � 

？lO 雪 雲 1 �おとな �2台 �10，200 

ことも① ��7．200 

ことも② ��5．100 

琵 �おとな �2台 �21．000 
ことも① ��12．600 

ことも② ��10．500 

鳥目＝＼Fil言、〇千　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★おとな1人でことも何人でも小学生代金 

禁リバティ号プランには「芦ノ牧フリーパス」が含まれております。 

｛謹琶）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855120－（選） 

〝●喜ee ○○“ 陸 i �’－鳶三幸ここ、 ●　－ri ��」⊥＿」 ：夢暮 、＼ （◆－ �∴∴∴轟 畳語 �I 高一 �響 �董 � � 

SSS璽二二二二二jこ �－ ��・一掃は幽塑 ��中｝ �・三二二六年 ��書．護重量呂i ‘、二 

園田15： �00　回10： ��00 ��書こi 

囲和宣（8畳） 園田地元の食相 田田和食／／／大広 田湯野上温泉駅 ��1ス・トイレなし を利用した和食膳料理大広間 問 から徒歩約15分送迎あり田 園園田図　　書圃菓 �������i 

園田 
王室圏男性1日所・女性1筋所 

鵜旅行代金表（1名桜／円）【1泊2日夕・朝食付】　　　　　　　　　※ことも中三小学生　こともるこ未就学児 

5／1－3／31 �����5／3－5 � 

（除く右記） �����8／12－15 12／31－1／3 

平日・休日 ��土曜・休前日 
すさ 誓 言 1 �よ；とな �2・3台 �9．100 ��9．800 ���10，400 

1亀 �10，200 ��10．900 ���設定なし 

ことも（D �2・3台 �6．400 ��6．900 ���7．300 

ことも② ��4．600 ��4．900 ���5．200 

董誓 書1プ 妄言 �おとな �2・3台 �19，900 ��20，600 ���21，200 1台 �21．000 ��21，700 ���設定なし 

ことも① �2・3台 �11．800 ��12．300 ���12．700 

ことも② ��10．000 ��10．300 ���10．600 

※リバティ号プランには「芦ノ牧フリーパス」が含まれております。 

「二二二二会津下郷観光循環バス運輸批評臨 

8フリーItスで乗降り自由！会津下男 ��������郷の観光ス方 ��� �卜を周遊 ��！臆 

1日フリー乗車券　大人1．800円　小人900円 

【北循環ルート】期間：4／28－11／18の土・日祝日および5／1・2 
l田島駅 ��9 �55　　－ ��12 �35 �塔のへつり前　　　日1 ����20 �12：25i14 ��00 � 

）合同庁舎前 ��9 �57　　－ ��12 �37 �塔のへつり歌　　　口1 ����20 �12：25日4 ��00 

！砥園会館　　　i9 ���591－i12 ���39 �塔 �の �へつり入口 �11 �21！12：26日4 ���01 

下郷駅 �10 �20111 �25；13 ��00 �中 �ノ �沢観音入口 �11 �27日2：32 ��14 �07 

大ケヤギ前 �10 �40：11 �45i13 ��2〔上下 ��郷 �駅 �11 �3引12：40 ��14 �15 

大内宿下　　　　目0 ��53∴11 �58 �13 �33 �言語圏会館 ���十1 �56 �i－　く14 ��36 

大内宿上　　　　白1 ��00112 �05 �13 �40　合 ��同 �庁舎前 �11 �59 �ー！14 ��39 
i大内宿下 �11 �0012 �05113 ��40 �田島駅 ���i12 �05〈　－　j14 ���45 

湯野上温泉駅 �11 �12112 �17∴13 ��52 �の土・日祝日 

【南循環ルート】期間：10／6－11／18 
下郷駅　　　　　　　　11 ��25：13 �00 �14 �45 �金子牧場入口　　　：12 ����05 �13：40 �白5 �25 

養鱒公園駅前 �11 �3513 �1（＝14 ��55 �ジイゴ坂学舎　　　口2 ����10 �13：45 �15 �30 
iジイゴ坂学舎 �11 �36：13 �11114 ��56王養 ��鱒 �公園駅前 駅 �12 �11 �13：46 �15 �31 

金子牧場入口　　；11 ��4213 �17i15 ��021下 ��郷 ��12 �25 �14：00i15 ��4引 
：観音沼森林公園　！11 ��54：13 �29 �15 �14 �i i 

1日フ �リ＿二乗事 ��拳＿大人　900円　小人450円 
【塔のへつり～大内宿ルート】期間：4／28－11／18の土・日祝日および511・2 
塔のへつり前　　！10 ��1013 �15 �i14 �30日大 ��内 �宿上 �10 �40 �14：10 �15 �10： 

塔のへつり駅 �10 �1013 �15日4 ��30 �大 �内 �宿下 �10 �40日4：10 ��15 �10 

塔のへつり入口 �10 �11113 �16！14 ��311湯 ��野 �上温泉駅 �10 �52日4：22 ��15 �22i 

湯野上温泉駅 �10 �18113 �2引14 ��38　塔のへつり前　　　〈11 �����00日4：30日5 ���301 

大内宿下　　　　　目0 ��2813 �33：14 ��48 �ございます。　　　Neo（07206200）船車券にて発券 

ダイヤ教主、連語状況によりバス謁刻は変更となる場合か 

ことも旅行代金は、原則として小学生の方に通用されます。窪適用年齢が異なる場合iま、その旨を書館投機に記載しております。ことも主：おと璃並みのお料理をご用意／ことも至：お子様ランチ凪のお子様向け料理をご用憲 e


