
Ａルート

Ｂルート

弘前さくらまつりイメージ

露天風呂イメージ 城ケ崎つり橋イメージ

ホテル周辺イメージ

馬籠宿イメージ
4/ 23土・28木旅行代金

お一人様42,980円～44,980円
4名1室 42,980円 3名1室 43,980円 2名1室 44,980円

旅行代金
お一人様37,980円～43,980円

4名1室37,980円 3名1室39,980円 2名1室41,980円

世界でいちばん美しい「弘前公園の桜」
弘前さくらまつり2022
奥入瀬渓流散策と十和田湖1泊

1

ホテル（8:00）→“ 千変万化の流れとうつろいの森 "奥入瀬渓流散策（約120分 
渓流歩いてリフレッシュ）→金婚亭（岩手の郷土料理の昼食）→各指定乗車地
（20:15～21:30到着予定）

佐野（営）【P】→石橋指定【P】→宇都宮（営）【P】（5:45出発予定）→弘前さくらまつり2022
（毎年約200万人がお花見を楽しむ日本一の桜祭り）→十和田湖畔温泉（泊）

2

◆宿泊：ホテル十和田荘又は同等クラス

5/ 22日・6/  6 月
5/ 14土・6/ 11土

泊りで行く!春の木曽路　旧中山道宿場町めぐりと
駒ケ岳ロープウェイに乗って「千畳敷カール」へ
・天竜川を眼下に望む天竜水神温泉1泊

1

ホテル（8:15）→菅の台バスセンター＋＋＋＋しらび平駅＋＋＋＋駒ケ岳ロープウェイに乗って千畳敷カー
ルへ・自由散策＋＋＋＋しらび平駅＋＋＋＋菅の台バスセンター→ビアンデさくら亭（信州米豚すき焼きの
昼食）→日本最古の国宝「松本城」見学と縄手通り散策→各指定乗車地（19:00～20:30到着予定）

宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（5:50出発予定）→石橋指定【P】→佐野（営）【P】→奈良井宿
（昼食後、町並みの散策をお楽しみください。）→妻籠宿（日本初の重要伝統的建造物群保存地区
の宿場町を散策）→馬籠宿（風情ある家並み、粋な石畳の宿場町を散策）→天竜水神温泉（泊）

2

◆宿泊：天竜水神温泉花薫る宿よし乃亭又は同等クラス

5/ 15日
6/ 22水
7/  1 金

旅行代金
お一人様29,980円～39,980円
4名1室 29,980円 3名1室 30,980円
2名1室 32,980円 1名1室 39,980円

食事
朝 昼 夕
●× ●
● ×●❷

❶

源頼朝ゆかりの地「伊豆の国市」を訪ねて
お泊りは、伊豆下田温泉 日本有数の絶景 下田ビューホテル1泊

1

ホテル（8:30）→城ケ崎つり橋（見学）→海産物ショッピング→伊豆シャボテン動物公園（海鮮
丼の昼食と見学）→鈴廣（ショッピング）→各指定乗車地（18:05～19:50到着予定）

宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（6:20出発予定）→石橋指定【P】→佐野（営）【P】→沼津ぐ
るめ街道の駅（金目鯛釜めしの昼食）→鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館（見学）→願成
就院（源頼朝公の奥州藤原氏征討の戦勝を祈願して建立）→浄蓮の滝（見学）→下田温泉（泊）

2

◆宿泊：伊豆下田温泉  下田ビューホテル又は同等クラス

Ⓒ善光寺

各指定乗車地→善光寺御開帳（本堂に安置される秘仏の前立本尊が7年に1
度、その扉が人びとに開かれます）→丸八たきや （とろろと天ぷらでいただく
手打ちそばと自家製おやき付き）→善光寺 （仲見世通りでお買物をお楽しみく
ださい）→各指定乗車地（18:30～19:40到着予定）

食事
朝 昼 夕
●× ×

“ 七年に一度 "の盛儀！
善光寺御開帳！
令和4年春、
いよいよ善光寺御開帳が
幕を開けます！この貴重で
ありがたい機会にご参拝を！

茨城の絶景を巡る！！
青一色に染まるひたち海浜公園
「ネモフィラ」鑑賞
&日本最大級の吊橋
「竜神大吊橋」見学

Ａ旅行代金
お一人様10,480円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（7:30出発予定）→柳田車庫【P】→

4/ 14木・16土
Ｂ旅行代金

お一人様10,980円
佐野（営）【P】（6:40出発予定）→小山指定【P】→栃木指定【P】→

4/ 15金・17日

花見山公園
イメージ

各指定乗車地→花見山公園（桜や色とりどりの花が咲き誇る　絶景のお花見
スポット）→二本松　隊士館（陶板焼き御膳の昼食）→コミュタンふくしま
（音と映像に包まれる全球型環境創造ドームシアターを体感！）→日本三大桜
「三春の滝桜」の見学→各指定乗車地（18:00～19:10到着予定）

食事
朝 昼 夕
●× ×

豪華に咲き誇る！
天然記念物指定
100周年を迎える
日本三大桜「三春の滝桜」&
福島の桃源郷！
「花見山公園」 Ａ旅行代金お一人様

9,980円

宇都宮（営）【P】→
JR宇都宮駅西口（7:10出発予定）→柳田車庫【P】→

4/ 17日・23土

Ｂ旅行代金お一人様

10,980円

佐野（営）【P】（6:20出発予定）→
小山指定【P】→栃木指定【P】→

4/ 16土・24日

Ａ旅行代金
お一人様11,980円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（6:25出発予定）→柳田車庫【P】→

4/ 24日・5/ 14土
Ｂ旅行代金

お一人様10,980円
小山指定【P】→栃木指定【P】→佐野（営）【P】（7:15出発予定）→

4/ 16土・5/ 22日

旧国鉄日中線
しだれ桜並木

イメージ

各指定乗車地→喜多方（廃線となった旧日中線跡地に約3Kmにわたる、約
1,000本のしだれ桜並木見学）→あづまさ（喜多方ラーメンの昼食）→鶴ヶ城
さくらまつり（日本唯一赤瓦をまとった天守閣と約1,000本の桜のコラボ
レーションをお楽しみください。）→江戸時代の街並みを今に残す宿場「大内
宿」散策→各指定乗車地（18:40～19:40到着予定）

食事
朝 昼 夕
●× ×

会津さくら巡りの旅！
喜多方「旧国鉄日中線しだれ桜並木」&
会津「鶴ヶ城さくらまつり」と
奥会津「大内宿散策」

国営ひたち海浜公園イメージ

各指定乗車地→竜神大吊橋（日本最大級の大吊橋！高さ100m、橋の上から
見る絶景をお楽しみください。）→水戸ドライブインひたちの里（昼食と
ショッピング）→国営ひたち海浜公園（一面青に染まる約530万本のネモ
フィラ鑑賞）→各指定乗車地（16:15～17:50到着予定）

食事
朝 昼 夕
●× ×

Ａ
宇都宮（営）【P】→
JR宇都宮駅西口（7:50出発予定）→
柳田車庫【P】→ 4/ 30土・5/  5 祝

Ｂ佐野（営）【P】（7:00出発予定）→
栃木指定【P】→小山指定【P】→ 5/  1 日・ 4 祝

旅行代金お一人様

9,980円

奥入瀬渓流イメージ

三春の滝桜イメージ

露天風呂イメージ 1日目夕食イメージ

ホテル全景イメージ

4名1室39,980円 3名1室41,980円 2名1室43,980円

バスガイド

バスガイド New!

バスガイド New!

バスガイド New!

青森 1泊2日 R-4 0E193

静岡 1泊2日 R-4 0H236

長野日帰り R-4 0U024

福島日帰り R-4 0E196 福島日帰り R-4 0E194

茨城日帰り R-4 0E198

バスガイド New!

バスガイド New!

◆1日目昼食は、サービスエリアにて自由食となります。

食事
朝 昼 夕
×× ●
● ×●❷

❶

バスガイド New!長野 1泊2日 R-4 0H235

食事
朝 昼 夕
●× ●
● ×●❷

❶

New!

【Ｐ】マークは無料駐車場あり！

宇都宮営業所【P】（砥上） ・ JR宇都宮駅西口 ・ 柳田車庫【P】

佐野営業所【P】・ 栃木指定駐車場【P】 ・ 小山指定駐車場【P】

※駐車台数は制限があります。 ※バスのお席割りは、当社にご一任願います。
※コースによって上記以外の乗車場所もございます。

３箇所集客で、 大幅に集客時間短縮になりました。

指
定
乗
車
地

友だち登録でお得な情報をGET!

× @sae3310b
「友だち追加」から「ID検索」「QRコード」で
登録できます♪

高品質！＆ 安心価格！
facebook・メルマガ・twitter・LINEでも
お得な情報を配信中!!
PC・スマホサイトなら24時間予約OK！

とちのきツアーとちのきツアー2022, 号春2022, 号春とちのきツアー2022, 号春

セーフティバスで安心の旅。
【みちのりグループ】（関東自動車・やしお観光・那須交通）又は同等バス会社でご案内致します。

貸切バスの安全性評価認定を受けているバス会社を利用・実施いたします。
2022年12月31日まで有効

旅行企画
実施 関東ツアーサービス㈱

名所案内・もてなしの達人

※同行しないツアーは別途明記いたします。

バスガイドが同行!

安心安全第一
安全をすべてに優先

無料駐車場完備
充実の無料駐車場が便利

自慢のグルメ企画
人気のグルメ企画が充実 TEL028-614-4433お申込み・お問合せ

TEL028-614-4433お申込み・お問合せ

21032219

Kanto
Tour
Service

とちのき
ツアー
とちのき
ツアー
とちのき
ツアー

抗ウイルス抗菌コーティング
『エコキメラⓇ』の使用など、
感染症予防対策に対する取り組みを
動画にてご紹介しています。

お客様に安心してご参加いただけるよう
【 新型コロナウイルス感染対策 】を徹底いたしております。
乗車前体調確認、衛生管理（清掃・除菌・マスク着用）、車内空気の入れ替え（約5分）など



山形牛ステーキ重イメージ

劇団四季ミュージカル
『アナと雪の女王』
「Let it Go」など珠玉のナンバーに12曲の新曲
再び日本に “ アナ雪旋風 ” を巻き起こす

憧れの観光列車！！
しなの鉄道『ろくもん』に乗ろう！
豊かな自然と美食を堪能する優雅なひととき

【しなの鉄道・ろくもん】とは？
観光寝台列車「ななつ星in九州」などを手がけたデザイナー
水戸岡鋭治氏がデザインした人気の観光列車！
列車とは思えないほど豪華な車内！！

プロ野球観戦ツアー
楽天イーグルス vs オリックスバファローズ 14:00～

旅行代金お一人様

大人24,800円 4歳～
小学生17,800円

旅行代金お一人様
大人

16,800円

7/ 17日・8/ 17水・9/ 17土

試合開始時刻

ⒸDisney

柳田車庫【P】→JR宇都宮駅西口（8:35出発予定）→石橋指定
【P】→栃木指定【P】→佐野（営）【P】→JR東日本四季劇場［春］
（劇団四季ミュージカル『アナと雪の女王』をS席にてお楽しみく
ださい！→各指定乗車地（17:35 ～19:40到着予定）

食事
朝 昼 夕
×× ×

食事
朝 昼 夕
×× ×

さくらんぼイメージ

各指定乗車地→チェリーランドさがえ（A5ランク山形牛150gステーキ重の昼食とショッピ
ング）→寒河江さくらんぼ農園（期間限定！超VIPさくらんぼ狩り園内食べ放題）→ぐっと山
形（ショッピング）→各指定乗車地（19:30～20:40到着予定）

食事
朝 昼 夕
●× ×

Ａ旅行代金お一人様

14,800円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（7:50出発予定）→柳田車庫【P】→

6/ 20月・25土・7/  3 日
Ｂ旅行代金お一人様

16,200円
佐野（営）【P】（6:40出発予定）→小山指定【P】→栃木指定【P】→

6/ 26日・29水・7/  2 土
食事
朝 昼 夕
●× ×

箱根あじさい電車イメージ

昼食イメージ

各指定乗車地→強羅駅＋＋＋＋箱根あじさい電車＋＋＋＋箱根湯本駅→小田原鈴廣かまぼこの里
（金目鯛炙り飯の昼食・かまぼこショッピング）→古都　鎌倉（あじさいの名所や小町通りなど
を2時間自由散策）→各指定乗車地（19:20～20:15到着予定）

食事
朝 昼 夕
●× ×

食事
朝 昼 夕
●× ×

Ａ旅行代金
お一人様12,480円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（6:25出発予定）→柳田車庫【P】→

6/ 18土・26日
Ｂ旅行代金

お一人様11,980円
佐野（営）【P】（6:10出発予定）→栃木指定【P】→小山指定【P】→

6/ 19日・25土

初夏の風物詩
「箱根あじさい電車」と
古都「鎌倉」自由散策！

あぶくま洞イメージ

1日目夕食イメージ

ホテル全景イメージ

加茂水族館イメージ 加茂水族館イメージ

さくらんぼイメージ

各指定乗車地→福島市（さくらんぼ狩り食べ放題）→ホテル華の湯
（松花堂弁当の昼食）→あぶくま洞（東洋一ともいわれる鍾乳石が
続く洞窟を散策）→各指定乗車地（18:15～19:10到着予定）

食事
朝 昼 夕
●× ×

Ａ旅行代金お一人様

13,800円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（6:50出発予定）→柳田車庫【P】→

6/ 19日・25土・7/  3 日
Ｂ旅行代金お一人様

14,800円
佐野（営）【P】（6:10出発予定）→小山指定【P】→栃木指定【P】→

6/ 18土・26日・7/  2 土

ふくしまプライド。
「さくらんぼ狩り」と
悠久の歳月をかけて創られた
大自然の造形美「あぶくま洞」散策

6/ 19日・24金

旅行代金
お一人様39,980円～44,980円

4名1室

39,980円
3名1室

41,980円
2名1室

42,980円

食事
朝 昼 夕
●× ●
● ×●❷

❶

やまがたの食を味わう！
寒河江「さくらんぼ狩り」と
幻想的！世界一のくらげ水族館「加茂水族館」・
由良温泉1泊

1

ホテル（9:00）→加茂水族館（クラゲの展示は世界一！幻想的な時間をお過ごしください！）→庄内観
光物産館（海鮮ちらし寿司と芋煮鍋の昼食・ショッピング）→寒河江さくらんぼ農園（食後のデザート！
高品質な佐藤錦のさくらんぼ狩り園内食べ放題）→各指定乗車地（19:30～21:00到着予定）

佐野（営）【P】→石橋指定【P】→JR宇都宮駅西口（6:15出発予定）→柳田車庫【P】→最
上川芭蕉ライン舟下り（船上から雄大な自然の景色をお楽しみください。）→川の駅最上
峡くさなぎ（庄内豚の陶板焼御膳の昼食）→酒田夢の俱楽（庄内のシンボル「山居倉庫」
の見学）→オランダせんべいFACTORY（工場見学・ショッピング）→由良温泉（泊）

2

◆宿泊：ホテル八乙女又は同等クラス

◆8/17は、30分遅いスタートになります。 ◆2歳以下の入場不可。 3歳児は、ご相談ください。（膝上観劇不可）
◆食事はついておりません。サービスエリア等で各自おとりください。7/ 30土

宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（7:00出発予定）→石橋指定【P】
→佐野（営）【P】→長野駅＋＋＋＋しなの鉄道/ろくもん2号（計2時間
10分）＋＋＋＋軽井沢駅→各指定乗車地（17:30～19:30到着予定）

◆天候によって、リフトに乗車できない場合もございます。

◆このコースは、バスガイドが付いておりません。◆天候不良により、試合中止になる場合もございます。

楽天イーグルス vs 日本ハムファイターズ 18:00～

楽天イーグルス vs 西武ライオンズ 18:00～

楽天イーグルス vs 日本ハムファイターズ 14:00～

佐野（営）【P】→栃木指定【P】→
宇都宮（営）【P】→（　 8:00／　 12:00 出発予定）→
楽天生命パーク宮城（試合終了30分後出発）→
各指定乗車地（　 22:00～23:10／　 翌日2:00～3:10 到着予定）

5/ 21土
7/ 30土
8/ 13土
9/  3 土

SKY TERRACE
イメージ

各指定乗車地→道の駅ヘルシーテラス佐久平→池の平レイクサイドプラザ（信州サーモンちゃんちゃん
焼きの昼食とショッピング）→八ヶ岳中信高原国定公園「車山展望リフト」（標高1,925mの大パノラマ
SKY TERRACEへ）→各指定乗車地（18:00～19:30到着予定）

Ａ
宇都宮（営）【P】→
JR宇都宮駅西口（7:15出発予定）→
柳田車庫【P】→ 5/  8 日・28土・6/  5 日

Ｂ小山指定【P】→栃木指定【P】→
佐野（営）【P】（8:10出発予定）→ 5/  7 土・29日・6/  4 土

旅行代金
お一人様11,800円 6/ 18土・7/  2 土

4名1室

41,980円
3名1室

43,980円
2名1室

44,980円

旅行代金
お一人様29,800円

大浴場イメージ

昼

昼 夜

昼 夜

夜

夜

昼

内野指定席３塁側で観戦！
ポ
イ
ン
ト

●長野駅から軽井沢駅までの約2時間半、車窓から信濃路の美しい自然をお楽しみください。
●列車内では、地元銘店の創作和食料理をご用意。信州の旬な食材をふんだんに使用した
二段重に舌鼓！和食コースならではの『お抹茶』も車内で点ててご提供！

●全席指定、こだわりの創作和食料理、地元産ドリンク付き（ワンドリンク）、
客室乗務員による車内サービス（旅客案内・物販等）、お土産サービス

バスガイド New!バスガイド New!

バスガイド New!バスガイド

バスガイド New!

New!

バスガイド New!

New!宮城日帰り R-4 0C079東京日帰り R-4 0N025長野日帰り R-4 0H237

山形日帰り R-4 0B071長野日帰り R-4 0E197

神奈川日帰り R-4 0E195

バスガイド New!福島日帰り R-4 0B072 山形 1泊2日 R-4 0B073

車山展望リフトで
「山頂SKY TERRACE」へ
白樺湖畔で「信州サーモンちゃんちゃん焼き」の昼食

山形を満喫！
期間限定！！究極の「超VIPさくらんぼ狩り」&
「A5ランク山形牛ステーキ重」の昼食
糖度18度以上のプレミアムさくらんぼをお楽しみください

20名様限定20名様限定

旅行代金（円）申込金（円）

日帰り
旅　行
宿泊付き
旅　行

無  料
旅行代金の
20％

旅行代金の
30％

旅行代金の
30％

旅行代金の
40％

旅行代金の
40％

旅行代金の
50％
旅行代金の
50％

旅行代金の
100％
旅行代金の
100％

～
～
～
～
～

10,000
20,000
30,000
40,000

1,000
2,000
3,000
5,000
10,000

10,001
20,001
30,001
40,001

当　日取消料 20日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで

旅行開始後の解除
又は無連絡不参加前　日（出発日を含まず）

お申込金・お取消料について
※詳しい旅行条件と個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申し込みください。

後援：関東自動車株式会社  協賛：栃木県旅行業協会

とちのきツアー専用ダイヤル
■ 〒321-0934  栃木県宇都宮市簗瀬4-25-5  関東自動車ビル2階
■ 営業時間／平日 10:00～17:30　※土曜日、 日曜日、 祝祭日は休業日となります。

TEL028-614-4433

一般社団法人 日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会会員

観光庁長官登録旅行業第983号　総合旅行業務取扱管理者　原  昌久

〒329-2745  栃木県那須塩原市三区町528-11
TEL.0287-37-3335  FAX.0287-37-2192
E-mail kanko@yashio-bus.com

グループ旅行はバスがベスト
やしお観光バス株式会社

出かけよう出逢いと感動の旅へ
那須交通株式会社
〒324-0036 栃木県大田原市下石上2113-8
TEL.0287-29-1556  FAX.0287-29-2216

※座席希望につきましては、原則申し込順とさせていただきます。 ※乗車地は、コースによりご変更をお願いする場合がございます。ご
協力ください。※各駐車場は満車でご利用頂けない場合があります。※全コース車内は禁煙、カラオケ禁止となります。※子供料金は4
歳～12歳未満のお客様に適用し、幼児の座席のみ利用は、日帰り3,500円・1泊7,000円となります。※ツアーにより他社バスとな
る場合がございます。※お１人様ご参加の場合追加料金をいただくこともあります。※掲載コースの中には、すでに満席又は中止になっている出発日もありますのでご了承ください。※お申込み人数が奇数名の場合、相席をお願い致し
ております。※安全面を考慮し、乗降場所は指定乗車地に限らせていただきます。※参加人員（最少催行人員20名）に満たない場合は、旅行を中止することがあります。※子供料金の記載の無いツアーにつきましては、別途お問合せ下さ
い。※添乗員は同行いたしません。  

※お申込みのあとで、お客様の都合で取消しになる場合は右記に定める取消料を申し受けます。但し申込金が右記表の料率を上回る
場合は申込金を取消手数料として頂戴いたします。違約料につきましても同様といたします。※取消の申し出は、当社の営業日、営業時
間内にお受けします。

旅行企画
実施

ホームページ　https://www.kanto-tour-s.co.jp

■お申込み・お問合せ

TEL028-614-4433お申込み・お問合せ


