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ご旅行のお問い合わせ・お申込は 

☎
FAX受付２４時間OK 0478-75-3620 

  「西の吉野 東の桜川」と並び称されている桜の名所桜川公園 
全山桜で覆われる雨引観音・筑波山を借景 桜の北条大池 

●出 発 日: 4 月 9 日（土） 

最終乗車地（高速道）磯部桜川公園（60 分）＝笠間焼ギャラリーロード（散策 60 分）＝笠間森のレストランＭｏｎｏｍｉ 

7:00 頃発   ７００本のソメイヨシノ〈３０種の桜〉                   （パスタのご昼食：60 分） 

雨引観音３０００本の桜（60 分）＝筑波山借景に 350 本の桜 北条大池（60 分）＝最終降車地（17:30 頃）  

伊勢えび 料理堪能 ★日帰り コース No,2

※トイレ休憩はパーキングや道の駅など15 分程度随時行いますご安心下さい。

金箔入り日光カステラ 

①安心安全の戦場ヶ原ハイキング 
②金箔入り日光カステラでおなじみ日光カステラ本舗でのお土産タイム 
③紅葉のいろは坂を車窓より観賞 
④ランチタイムはすばらしい景色の中でお弁当(お茶付き)※雨天時はバス車内になります。 

①うまくたの路武和田コスモスロードのゆっくり散策 
②御宿名物・伊勢えび御膳ランチ堪能 
③お土産はまるたけ水産で新鮮海産物を!! 
④大多喜お土産ナンバーワン十万石最中 
⑤願いが叶う幸せを呼ぶ吉ゾウくんのお寺 長福寿寺見学 
 

房総再発見!! 

木更津武川田コスモスロード散策

願いを叶える吉ゾウくんのお寺長福寿寺 

中善寺湖からの紅葉イメージ 

添乗員同行（バスガイド無）

茨城県の桜の名所３カ所と笠間焼ギャラリー通り散策とパスタ

のお食事をゆっくり楽しめる企画です。 

●出発日:4 月７日（木）

●旅行代金 13,500 円(お一人様) 最少催行人員２5名様

添乗員同行 （バスガイド無）

〈日程〉

〈日程〉

最終乗車地＝（高速道）＝大月 真木お伊勢山（桜観賞 90 分）＝塩山甲州ほうとう完熟屋（昼食） 
6:30 頃発          ３０００本の桜              自然食を利用した名物ほうとう鍋  
＝＝旧高野屋住宅甘草屋敷（60 分）＝＝（高速道）＝＝談合坂ＳＡ（買い物）＝＝（高速道）＝ 
＝＝最終降車地 18:30 頃 

 

本州有数の広さに咲き誇る市貝の芝桜公園と笠間稲荷神社 

本州有数の市貝芝桜公園をゆっくり散策とツインリンクホテル名物牛の石焼きの

ご昼食。笠間稲荷参道の散策 酒蔵、雑貨店などなどお楽しみいただけます。 

●出発日:4 月 2０日（水）

最終乗車地＝栃木･市貝芝桜公園＝道の駅サシバの里いちかい＝ツインリンクホテル 
7:00 頃発     （60 分）    （20 分）    那須野ヶ原牛の石焼きのご昼食 （60 分）
笠間稲荷＝最終降車地 
（40 分） 18:00 頃            

〈日程〉

●旅行代金 1１,０00 円(お一人様) 最少催行人員２5名様

添乗員同行（バスガイド無）

アイスランドポピー 
と 摩訶不思議吉見百穴

●出発日:5 月 15 日（日） 

 

最終乗車地＝（高速道）＝国営武蔵丘陵森林公園（60 分）＝＝森林ホテル（昼食：45 分）
6:30 頃発                    （美味しいランチブッフェタイム）

吉見百穴（45 分）＝道の駅いちごの里よしみ（20 分）＝最終降車地 
                         18:30 頃 

1２,０00 円(お一人様) 最少催行人員２5名様 

添乗員同行（バスガイド無）

〈日程〉

<受付時間:月曜日～金曜日9:00～18:00> 

 

お客様へお願い  
旅行前に当社指定の健康チェックリストにて体調確認させて頂きます。 
37.5度以上の熱があるなど感染の疑いがある場合は参加をお控え 
下さい。旅行参加中マスクの着用・フィジカルディスタンス 
(身体的、物理的距離)にご協力下さい。 

Ａコース 神栖武道館又は笹川高速バス停前→小見川支所→佐原駅北口高速バス停前→道の駅発酵の郷こうざき高速バス停前 

Ｂコース 道の駅多古第二駐車場又は風土村高速バス停→高萩高速バス停→大栄高速バス停前 

乗降場所(原則6名様以上 集客過程及び道路交通状況等考慮し⽀障がないと判断した場合、お客様の指定されました場所にて乗降可能) 

一度は行きたい『真木お伊勢山』〈３０００本の桜と富士山の眺めが美しい〉と名物甲州ほうとう鍋

真木お伊勢山桜見物は片道約１５分程度の散策となりますの

で履きなれた靴でお願い致します。富士山は天候により見えな

いこともありますので予めご了承願います 

エアポートトラベル 

LINE 公式アカウント 

友だち追加でツアー 

500 円割引(本ツアーのみ) 

随時お得な情報を配信致します。 

是非ご登録よろしくお願い致します。

●旅行代金

安心安全のバスツアー

●旅行代金: 11,800 円 最少催行人員 25 名 

▲吉見百穴 摩訶不思議な穴を一度ごらんあれ 

▲森林ホテルランチバイキング 

シベリア原産のお花 英名アイスランドポピーは和名シベリアヒナゲシと呼ばれております。森林公園はアイスランドポピーのみならず 
様々なお花が楽しめます。 吉見百穴は古墳時代の末期(6世紀～7世紀末)につくられた横穴墓 現在確認できる横穴の数は219基あります。

ランチバイキングはホテルより細心注意を行った感染症対策を実施中です。



                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

旅行条件書を送らせていただきますので〈お申込条件〉を確認のうえ、特別の配慮・措置が必となる可能性がある方は、ご相談 

させていただきますので必ずお申し出ください。  

国内旅行傷害保険加入のおすすめ 安心してご旅行をしていただく為、お客様には任意国内旅行傷害保険をかけられることをおすすめいたします。 

JI 傷害火災国内旅行保険抜粋 契約タイプ 13 保険料500円 死亡･後遺障害578万円 入院保険日額4000円 通院保険金日額2500円 個人賠償日額3000万円 

携行品損害5万円 救援者費用100万円 臨時費用60万円 詳しくは保険冊子が御座います。お申込みの際はお問い合わせ下さい。 

●旅行企画・実施 ご旅行のお問い合わせ・お申込は

電話受付時間：平日９時～１８時 定休日 土曜日・日曜日・祝日

総合旅行業務取扱管理者向後利之 〒287-0102 千葉県香取市岩部3440-3
★詳しくは弊社ホームページhttp://airporttravel.jp/でもご案内しております。

取消料

無料

30%

40%

60%

全額

取消料

無料

30%

40%

60%

全額

4）　旅行日前日の取消

5）　旅行日当日の取消

日帰り旅行取消(キャンセル)の日

旅行出発日前

日から起算して

さかのぼって

1）　21日目にあたる日以前の取消

2）　20日目から08日目までの取消

3）　07日目から02日目までの取消

4）　旅行日前日の取消

5）　旅行日当日の取消

宿泊が伴う旅行取消(キャンセル)の日

旅行出発日前

日から起算して

さかのぼって

1）　31日目にあたる日以前の取消

2）　30日目から08日目までの取消

3）　07日目から02日目までの取消

障害者差別解消法に関するご案内

茨城『日本の食文化』老舗めぐり 味噌・酒・干し芋・醤油

10,000 円(お一人様) 最少催行人員２5名様

添乗員同行（バスガイド無）

最終乗車地8:15頃発＝牛久ヤマイチ味噌（30分）＝水戸ドライブイン（昼食60分） 

別春館 酒の博物館（30分）＝吉久保酒造（30分）＝ほしいも専門店大丸屋（30分）＝ 

黒澤醤油店（30分）＝最終降車地（18:00頃） 

〈日程〉

いちご狩り〈園内食べ放題〉 

いちご狩り園にてソフトクリームご賞味いただきます。苺の生育状況によっては、試食だけになる場合
がございます。その際、苺半パックをお土産としてお持ち帰りとなります。 

●出発日:5 月 10 日（火） 

1２,０00 円(お一人様) 最少催行人員２5名様

添乗員同行（バスガイド無）

最終乗車地＝いわふねフルーツパーク（50 分）＝足利めん割烹なか川（昼食）＝ 
7:00 頃発  園内いちご 30 分食べ放題       相田みつを おすすめ御膳 
大麦工房ロア（買物：30分）＝道の駅どまんなか たぬま（買物：30 分）＝最終降車地 

                                18:30 頃 

〈日程〉

相田みつを おすすめ御膳 

見学場所で〈試食・試飲・利き酒〉がございます。 

特に、梅酒の博物館は、一見の価値があります。 

老舗の醤油ちょっぴりプレゼント 

●出発日:5 月 18 日（水） 

鎌倉でたっぷり１５０分、時間内にお好きな場所へ。昼食は横須賀 豪華海鮮丼。東京湾横断クルーズ（運休の場合、ｱｸｱﾗｲﾝ経由となります）

●出発日:5 月 25 日（水） 

●旅行代金 15,500 円(お一人様)

 最少催行人員２5名様 
添乗員同行（バスガイド無）〈日程〉

最終乗車地＝（高速道）＝鎌倉 鶴岡八幡宮･NHK 大河ドラマ館･小町通り(150 分程度)＝ 
6:30 頃発            〈大河ドラマ館入館後、自由行動〉             
漁師料理よこすか(昼食:60 分)＝久里浜港～(東京湾フェリー：東京湾横断クルーズ)～金谷港＝ 
 
ザ・フィッシュ（お買い物：30 分）＝（高速道）＝最終降車地 

18:30 頃 
      

大河ドラマ『鎌倉幕府発祥の地』を散策

●出発日:5 月 31 日（火）

最終乗車地＝＝(高速利用)＝＝鋸山･山麓駅～（鋸山ロープウエイ）～鋸山･山頂駅･･･(鋸山 日本寺ハイキング)･･･大仏広場(集合場所)＝ 
7:00頃発                         山頂到着後 自由散策（90分）          

金谷ザ･フィッシュ（昼食）＝＝君津はちみつミードのはちみつ工房＝＝（高速道）＝＝最終降車地 
                  工場見学･ミードの試飲とはちみつ試食          17:30頃        

●旅行代金 11,800 円(お一人様) 最少催行人員２5名様 添乗員同行（バスガイド無）

鋸山＆日本寺ハイキングと

名物海鮮丼と 

TEL:0478-75-2286 FAX0478-75-3620

（一社）全国旅行業協会正会員/千葉県知事登録旅行業第２-４９６号

●旅行代金

●旅行代金 

●マスク着用でお願います。(ご持参下さい) 
●毎朝の健康チェック(検温)お願いします。 
●列へお並びの場合は間隔をあけてお願いします。 
●バス乗車前に検温致します。体温37.5℃以上ある方は 
ご乗車できない場合もございます。（お取消料がかかります） 

▲日本寺 地獄のぞき 足がすくむ迫力半端ない!! 

■お申込み コース名・出発日・氏名・連絡先をお知らせ下さい。その際、新型コロナワクチン摂取証明書（２回）又はＰＣＲ検査か抗原検査の陰性証明書のご提示が 

必要となります。ご予約後旅行代金は集金(4名様以上)又はお振込みとなります。尚、ご入金後ツアー催行が出来ない場合はすみやかにご返金の手続きを進めます。 

ツアー催行決定は旅行出発日７日前に決定致します。 

■旅行代金に含まれるもの  ・交通諸費用 ・コース内に明記された食事（食事付ツアーのみ/食事なしも御座います。） ・観光費用 ・添乗員費用 

■ご利用交通機関 当社指定観光バス(参加人数により、利用バスの車種の決定を致します。) 25名様以上催行決定 

 
この旅行は、エアポートトラベル株式会社（以下『当社』といいます）が企画し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下『旅行契約』といいます）を締結することになり

ます。また、旅行契約の内容・条件は、各コースに記載されている条件のほか本旅行条件書、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下『当社約款』といいます）によります。お申込のご案内〈お申込の際に必ずお
読み下さい〉コース名・出発日時・氏名（参加者全員）・年齢・連絡先住所・電話番号（当日ご連絡できる番号）⇒ご旅行代金のお支払（当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して３日以内に申込書とご旅行代金（又は
申込金）のお支払をして頂きます。お振込みの場合、お振込み手数料はお客様ご負担になります。ご旅行代金は出発日の前日から起算して１４日前迄にお支払頂きます。人数に満たない場合、旅行を中止させて頂く場合があ
ります。日帰りの場合、出発日の前日から起算して７日前迄、宿泊の場合、出発日の前日から起算して１３日前迄に催行、中止をご連絡させて頂きます。旅行中止の場合、お客様よりお預かりしているご旅行代金は全額をご
返金させて頂きます。ご旅行費用は消費税込の料金です。添乗員は同行いたします。各コースに記載がない場合、ガイドは同行いたしません。乗車場所・時間につきましてはお申込みの際、ご案内・ご相談させて頂きます。
（運行上や参加者などの関係でご希望に添えない場合がございます）バスのお座席の指定はお受けできません。 

ミードとはなに？？
 
世界最古のお酒

「ミード」

はちみつと水だけで造る醸造酒「ミード」
1万年以上も前から存在していたとされ、
人類最古のお酒と言われています。

▼お楽しみハイキングはこんな感じです。 

ご注意：ロープウェイは天候により運休する事が御座います。運休の場合は日本寺までバスにて入山致します。
  ハイキングは当日の天候判断により悪天候以外予定通り決行いたします。

鋸山ロープウェー山頂駅 ⇒ 日本寺入山 ⇒20分⇒ 百尺観音 ⇒15分⇒ 地獄のぞき（千五百羅漢経由）⇒30分⇒ 大仏広場

エアポートトラベル 


