
茨城空港から スカイマークで行く！茨城空港から スカイマークで行く！

※高速路線バス利用ですので、各停留所とも定刻になりましたら出発します。

宿泊：志戸平温泉 ホテル志戸平

宿泊：仙台市内 丘のホテル

岩手県

ツアーコード：ＳＫＳ００３

出発日（共通）

コース（共通）

1月10日（火）～3月31日（金）までの毎日（設定除外日を除く）

仙台スティ
１泊２日
仙台スティ
１泊２日

名古屋線利用コース名古屋線利用コース

志戸平温泉志戸平温泉

宿泊：天童温泉 ホテル王将

山形県

ツアーコード：ＳＫＳ００６

天童温泉天童温泉

宿泊：秋保温泉 ホテルニュー水戸屋

宮城県

宮城県

ツアーコード：ＳＫＳ００４

秋保温泉秋保温泉

ツアーコード：ＳＫＮ001

1・2日目　高速バス名古屋線各乗車場所～（車中泊）～名古屋駅太閤通口（6:39着）～（到着後は終日自由行動・お客様ご自身でホテルへ）～名古屋栄東急REIホテル（泊）
3・4日目　ホテル～（ホテルチェックアウト後は終日自由行動・お客様ご自身で名古屋駅へ）～名古屋駅太閤通口（23:25発）～（車中泊）～高速バス名古屋線各降車場所

土～木曜日出発（特定日除く）
旅行代金（大人1名様） 2名1室（ツイン）

19,500円
1名1室（シングル）

21,500円
金曜・特定日出発 21,500円 23,500円

食事条件：1日目 朝×昼×夕×　2日目 朝×昼×夕×　
　　　　  3日目 朝○昼×夕×　4日目 朝×昼×夕× 1月10日（火）～3月31日（金）までの毎日

夜行バス利用！名古屋シティ4日間
（ホテル1泊車中2泊） 出発日

愛知県

東北の温泉 1泊2日東北の温泉 1泊2日
仙台線利用コース

※添乗員・現地係員は同行しません。　※お客様の参加希望日をお伺いしてからの手配になります（ホテル満室・バス満席の場合はご容赦ください）。
※現地滞在中の交通費等の費用は旅行代金に含まれません。　特定日：1月12日（木）、3月18日（土）

設定除外日：2月1日（水）～3日（金） 設定除外日：2月28日（火）

平日・休日出発
旅行代金 ４名以上１室

16,500円
３名１室

17,500円
２名１室

18,500円
休前日出発 18,800円 19,800円 20,800円

平日・休日出発
洋室利用旅行代金 ツイン

13,800円
シングル

15,300円
休前日出発 14,300円 15,800円

平日・休日出発
和室利用旅行代金 ５名１室

12,800円
４名１室

13,400円
休前日出発 13,300円

３名１室

14,300円
14,800円

２名１室

16,300円
16,800円13,900円

※シングルのアウトバスは、1,000円引き

宿泊：名古屋栄東急 REI ホテル

もうひとつの京都、森の京都、海の京都へもうひとつの京都、森の京都、海の京都へ

１日目　茨城空港（10：20）　　スカイマーク183便　　神戸空港（11：40～ 12：00）～
　　　　（車中弁当）～京都・二条城（大政奉還から150年　見学60分）～湯の花温泉（16：00頃　泊）
２日目　ホテル（8：00）～丹後ちりめん歴史館（見学30分）～立岩（道の駅てんきてんき丹後）（見学35分）～道の駅舟屋の里伊根（ブリしゃぶの昼

食50分）～伊根湾遊覧船（乗船25分）～元伊勢籠神社（拝観25分）～府中  　　傘松公園（見学20分）  　　府中～宮津市内（16：30頃　
泊　夕食は、ずわいガニ一杯付会席）

３日目　ホテル（8：30）～天橋立（見学60分）～舞鶴・赤れんがパーク（見学60分）～舞鶴市内（昼食50分）～舞鶴引揚記念館（見学40分）～舞鶴
港とれとれセンター（ショッピング30分）～神戸空港（17：30～ 18：55）　　スカイマーク186便　　茨城空港（20：05）

ツアーコード：ＳＳ９２９Ｊ 京都府

宴会無

2泊3日

旅行代金

３名１室

69,800円
２名１室※

73,800円

２月２日（木）
出発日 宿泊施設：１泊目 湯の花温泉 おもてなしの宿 渓山閣（和室又は洋室）

２泊目 天橋立 宮津ロイヤルホテル（洋室）

食事：１日目 朝×昼弁夕○　２日目 朝○昼○夕○　３日目 朝○昼○夕×

本ツアーは、茨城空港集合解散になります。

最少催行人員：２４名様　バス会社：神姫観光バス又は同等クラス

北の大地の３つの冬のおまつりと旭山動物園北の大地の３つの冬のおまつりと旭山動物園

１日目　茨城空港（9：15）　　スカイマーク791便　　新千歳空港（10：40～ 11：10）～恵庭市内（炊き立て釜飯の昼食60分）～層雲峡温泉
（16：10頃　泊）※到着後、各自、層雲峡氷瀑まつりをご見学ください。

２日目　ホテル（8：15）～流星・銀河の滝（見学15分）～旭山動物園（見学100分　※さる山は改修中のためご見学出来ません）～旭川市内（文化
財登録建築に指定された倉庫群にあるレストランで昼食60分）～小樽・雪あかりの路（見学100分）～札幌市内（18：50頃　泊）

　　　　※夕食は各自ご自由にお楽しみください。
３日目　ホテル（8：45）～旧道庁前・大通り公園・時計台前（車窓）～白い恋人パーク（見学60分）～札幌市場外市場（ショッピング・自由昼食80分）

～支笏湖・氷濤まつり（見学60分）～新千歳空港（15：35～ 16：55）　　スカイマーク794便　　茨城空港（18：25）

ツアーコード：ＳＳ０１１Ｊ 北海道

宴会無

2泊3日

旅行代金

３名１室

63,800円
２名１室※

65,800円
２月２日（木）
出発日

宿泊施設：１泊目 層雲峡温泉 ホテル大雪（和室又は洋室）
２泊目 札幌市内 センチェリーロイヤルホテル（洋室）

食事：１日目 朝×昼○夕○　２日目 朝○昼○夕×　３日目 朝○昼×夕×

本ツアーは、茨城空港集合解散になります。

最少催行人員：２４名様　バス会社：北日本トランスポート又は同等クラス

冬の味覚に舌鼓！　年に一度の『日本海寒鱈まつり』！！冬の味覚に舌鼓！　年に一度の『日本海寒鱈まつり』！！

１日目　１号車：北茨城市（9：15頃）～２号車：各地～水戸駅（6：50頃）～～寒河江市（昼食50分）～致道博物
館（見学50分）～湯野浜温泉（16：15頃　泊）

２日目　ホテル（9：00）～加茂水族館「クラゲドリーム館」（見学60分）～つけもの処本長（見学・ショッピング25
分）～鶴岡市・日本海寒鱈まつり（見学・自由昼食－鶴岡を代表する野趣あふれる冬の味覚「寒鱈汁」（ど
んがら汁）を各自ご賞味ください－70分）～庄内観光物産館ふるさと本舗（ショッピング30分）～１号
車：～北茨城市（17：25頃）２号車：～水戸駅（19：50頃）～各地　※暖かい服装でご参加ください。

ツアーコード：ＳＳ２８０Ｊ

１月１４日（土）出発日

食事：１日目 朝×昼〇夕〇　
２日目 朝〇昼×夕×

 山形県
宴会無1泊2日

旅行代金
４名以上１室

22,300円
３名１室 ２名１室

23,400円 25,600円

宿泊施設：湯野浜温泉　亀や

～鶴岡市・北茨城市・荘内銀行・筑波銀行　連携協力協定締結記念ツアー～～鶴岡市・北茨城市・荘内銀行・筑波銀行　連携協力協定締結記念ツアー～

限定１本北茨城市発も設定！
◎北茨城市のご乗車場所は、①北茨城
市役所、②北茨城市インターチェンジ
高速バス利用者駐車場前（駐車の場
合、駐車料200円）、の２ヶ所です。

①鶴岡市によるウェルカムスピーチ！
②加茂水族館「クラゲドリーム館」のバックヤード見学！
③北茨城市・鶴岡市からオリジナルグッヅプレゼント！
さらに、日本海寒鱈まつり「お楽しみ抽選券付きチケット」
（1,200円相当分の飲食が出来ます）も付いてくる！！

参加特典

船で行く宿・庄川郷 冬の大牧温泉１泊２日船で行く宿・庄川郷 冬の大牧温泉１泊２日

１日目　各地～水戸駅（6：50頃）～庄川遊覧船
（乗船30分）～大牧温泉（16：30頃　泊）

２日目　ホテル（8：30）～庄川遊覧船（乗船30
分）～五箇山・合掌集落（散策50分）～
井波（昼食60分）～水戸駅（21：30頃）
～各地

　　　　

ツアーコード：ＳＳ８３９Ｊ

１２月１８日（日）・１月１６日（月）
２月２４日（金）・３月３０日（木）

出発日

食事：１日目 朝×昼弁夕○　２日目 朝○昼○夕×

 富山県
宴会無1泊2日

旅行代金
４名以上１室

34,800円
３名１室 ２名１室

36,900円 38,800円

宿泊施設：大牧温泉旅館

～五箇山・相倉合掌集落と井波 彫刻の町～～五箇山・相倉合掌集落と井波 彫刻の町～

渥美半島・伊良湖岬と豊川稲荷　１泊2日渥美半島・伊良湖岬と豊川稲荷　１泊2日

１日目　各地～水戸駅（6：20頃）～うなぎパイファクトリー（見学ショッピング
40分）～豊川稲荷（参拝70分）～伊良湖岬（17:20頃　泊）

２日目　ホテル（8:40発）～豊田市・トヨタ会館（見学50分）～八丁味噌（見学
ショッピング30分）～岡崎市（昼食50分）～水戸駅（21：00頃）～各地
※4/26発はトヨタ会館休みの為、岡崎城見学へ変更になります。

ツアーコード：ＳＳ７４８Ｊ

２月１４日（火）・２８日（火）
３月９日（木）・４月２日（日）・２６日（水）

出発日

食事条件：１日目　朝×昼弁夕○　２日目　朝○昼○夕×

 愛知県

宴会無1泊2日
宿　泊：伊良湖ビューホテル　（洋室）

～伊良湖ビューホテル　全室オーシャンビュー！＆SPA 　VIEW絶景パノラマ天然温泉～～伊良湖ビューホテル　全室オーシャンビュー！＆SPA 　VIEW絶景パノラマ天然温泉～

旅行代金
洋室２名１室

23,800円
洋室３名１室

23,800円

中山道・宿場町めぐり　昼神温泉　天心・天の館1泊2日中山道・宿場町めぐり　昼神温泉　天心・天の館1泊2日

１日目　各地～水戸駅（6：20頃）～諏訪湖SA（自由昼食50分）
～奈良井宿（散策70分）～昼神温泉（16:30頃　泊）

２日目　ホテル（8:50発）～馬篭宿（散策90分）～妻籠宿（散策50
分）～南木曽（昼食50分）～水戸駅（21：00頃）～各地

ツアーコード：ＳＳ６８１Ｊ

１月20日（金）・23日（月）
２月8日（水）・14日（火）
３月7日（火）・14日（火）

出発日

食事条件：１日目　朝×昼×夕○　２日目　朝○昼○夕×

 長野県・岐阜県

宴会無

1泊2日

宿　泊：昼神グランドホテル天心

～奈良井宿・馬篭宿・妻籠宿～～奈良井宿・馬篭宿・妻籠宿～

旅行代金
４名以上１室

22,700円
３名１室 ２名１室

23,900円 25,000円

１日目　各地～水戸駅（7:20頃）～東京湾アクア
ライン～海ほたる（自由昼食90分）～
ソムリエハウス小泉（見学試飲40分）
～鋸山・日本寺（見学60分）～房総白
浜・女来島温泉（泊　16:30頃）

２日目　ホテル（8:30発）～保田小学校・道の駅
（ショッピング35分）～東京湾フェリー
（乗船35分）～横浜中華街（昼食散策
140分）～水戸駅（18:00頃）～各地

ツアーコード：ＳＳ４０３Ｊ

１月２３日（月）　出発日

食事条件：１日目　朝×昼×夕○　２日目　朝○昼○夕×

宴会無1泊2日

宿　泊：房総白浜・グランドホテル太陽

 千葉県・神奈川県

平　日出発

休前日出発

旅行代金 4名以上1室 3名1室

19,800円 21,000円
2名1室

22,900円
23,000円 24,300円 26,000円

２９日（日）・２月７日（火）　
１９日（日）・２５日（土）
３月６日（月）・１２日（日）・２４日（金）

１２月・１月限定 忘・新年会 いい湯 草津温泉１泊２日１２月・１月限定 忘・新年会 いい湯 草津温泉１泊２日

１日目　各地～水戸駅（6：50頃）～さいたま市・氷川神社（参拝50分）～小江戸・川
越（自由昼食90分）～草津温泉（16:00頃　泊）

２日目　ホテル（9:00発）～浅間酒造（ショッピング30分）～軽井沢アウトレット（フ
リータイム110分）～軽井沢（昼食50分）～水戸駅（18：00頃）～各地

ツアーコード：ＳＳ３４０Ｊ

出発日

食事条件：１日目　朝×昼×夕○　　
２日目　朝○昼○夕×　

宴会無

1泊2日

宿　泊：
ホテル高松

１月９日（月祝）・１５日（日）　
２４日（火）・２９日（日）

 群馬県

旅行代金
４名以上１室

18,900円
３名１室 ２名１室

19,800円 19,800円

冬スペシャル！　遠刈田温泉1泊2日冬スペシャル！　遠刈田温泉1泊2日

１日目　各地～水戸駅（7:30頃）～三春町
（ランチバイキング70分）～みや
ぎ蔵王こけし館（見学30分）～遠
刈田温泉（15:30頃　泊）

２日目　ホテル（9:00発）～蔵王酪農セン
ター（ショッピング20分）～国宝・
白水阿弥陀堂（見学40分）～小名
浜・ららミュウ（自由昼食･ショッ
ピ ン グ90分）～水 戸 駅（17:40
頃）～各地

ツアーコード：ＳＳ２７９Ｊ

出発日

食事条件：１日目　朝×昼○夕○　２日目　朝○昼×夕×

宴会無

1泊2日
”蔵王町真田ゆかりの地助成事業”により実現したお得ツアー！！”蔵王町真田ゆかりの地助成事業”により実現したお得ツアー！！

２３日（月）・２９日（日）・２月１０日（金）
１９日（日）・２５日（土）

 宮城県

平　日出発

休前日出発

旅行代金 ４名以上１室 3名1室

13,800円 14,900円
2名1室

16,900円
17,000円 18,200円 20,200円

１２月１８日（日）・１月１４日（土）

宿　泊：さんさ亭

高速バス+宿泊セットプラン

1日目　高速バス仙台線各乗車場所～仙台駅前（11:07着）～（ 東北の温泉 無料シャトルバスにて各ホテルへ・ 仙台ステイ お客様ご自身でホテルへ）～各ホテル（泊）
2日目　各ホテル～（ 東北の温泉 無料シャトルバスにて仙台駅前へ・ 仙台ステイ お客様ご自身で仙台駅前へ）～仙台駅前（17:35発）～高速バス仙台線各降車場所

最少催行人員： 東北の温泉 2名様・ 仙台ステイ 1名様
食事条件：
東北の温泉　1日目 朝×昼×夕○　2日目 朝○昼×夕×　
仙台ステイ　1日目 朝×昼×夕×　2日目 朝○昼×夕×

※添乗員・現地係員は同行しません。　※お客様の参加希
望日をお伺いしてからの手配になります（ホテル満室・バ
ス満席の場合はご容赦ください）。　※現地滞在中の交通
費等の費用は旅行代金に含まれません。

平日・休日出発
旅行代金 4名以上1室

17,800円
３名1室

18,800円
2名1室

19,800円
休前日出発 21,400円 22,400円 23,400円

平日・休日出発
旅行代金 4名以上1室

19,800円
３名1室

20,800円
2名1室

22,800円
休前日出発 22,800円 23,800円 25,800円

ツアーコード：ＳＫＳ００１（洋室） ツアーコード：ＳＫＳ００２（和室）

最少催行人員：１名様

コース

赤れんがパーク・イメージ赤れんがパーク・イメージ伊根の舟屋・イメージ伊根の舟屋・イメージ

天橋立・イメージ天橋立・イメージ

支笏湖氷濤まつり・イメージ支笏湖氷濤まつり・イメージ

小樽雪あかりの路・イメージ小樽雪あかりの路・イメージ

層雲峡氷瀑まつり・イメージ層雲峡氷瀑まつり・イメージ

刺身 食べ放題の夕食！！刺身 食べ放題の夕食！！

フェリーで東京湾横断・
野島崎灯台・女来島温泉1泊2日
フェリーで東京湾横断・
野島崎灯台・女来島温泉1泊2日 夕食時 飲み放題付！！夕食時 飲み放題付！！

●全宿泊1泊2日コース。15名様以上のグループで貸切ご希望の方は、ご相談下さい。
　小型・中型バスにて対応可能です。詳しくはフリーコールまで。係員よりご説明致します。

※1泊目4名1室の場合70,800円
※1泊目4名1室の場合63,800円

表 2


