
■募集人員/25名（満員になり次第締め切ります）
■貸切バス会社名/丸一観光バス 　■最少催行人数/15名
■食事条件/朝3回・昼２回・夕２回　■応募締切/出発16日前まで
［お申込金］10,000円（旅行代金に充当します） ※画像はイメージです。

2 名１室利用（お一人様）

3名１室利用（お一人様）
旅行出発日 6月6日（水）

¥114,800

6月19日（火）

¥110,800

4
日間

ＡＮＡ576便

12:55

8:50 ～ 9:308:05 ～ 8:458:00

14:20　14:55

ＡＮＡ749便

15:55　16:15 16:45
能登空港

1
日
目

2
日
目

3
日
目
4
日
目

朝・昼・夕

夕

朝・昼

輪島温泉（泊）

本家上時国家（平家の末裔・大庄屋）
10:20 ～ 10:50

禄剛埼灯台
12:00 ～ 12:20

奥能登塩田村
11:00 ～ 11:30

能登金剛・厳門
9:25 ～ 9:55

千里浜レストハウス
10:55 ～ 11:158:30

ホテル

金沢・兼六園（昼食）
12:30 ～ 14:30

長町武家屋敷跡（野村家）
 14:40 ～ 15:40

今浜IC
 11:30

ひがし茶屋街（江戸の街並み散策）
 15:50 ～ 16:50

ホテル 輪島朝市（日本三大朝市）
9:45 ～ 10:05
白米の千枚田

能登の最果て
見附島（軍艦島）
14:00 ～ 14:30

珠州ビーチボテル（昼食）
12:45 ～ 13:35

九十九湾遊覧船（半潜水式／40分）
15:00 ～ 15:50

2 名１室利用（お一人様）

3名１室利用（お一人様）
旅行出発日 5月24日（木） 5月29日（火） ■募集人員/25名（満員になり次第締め切ります）

■貸切バス会社名/武蔵グリーン観光バス 　■最少催行人数/15名
■食事条件/朝２回・昼1回・夕２回　■応募締切/出発16日前まで
［お申込金］10,000円（旅行代金に充当します） ※画像はイメージです。

源泉遺産那須塩原別邸

ＡＮＡ576便

12:55  15:45    　　　　 17:35

8:45

14:20　14:50

ホテル

川口JCT／那須IC
1
日
目

2
日
目

3
日
目

朝・昼・夕

夕

朝・自
由

17:45
那須温泉（泊）

17:25
和倉温泉（泊）

17:00
金沢市内（泊）

那須フラワーランド（300品種25万株のチューリップ）

会津西街道・大内宿
9:00 ～ 10:00 

15:15 ～ 16:05

10:15　　 11:15
白河IC／磐悌河東IC

11:30 ～ 13:20 
飯盛山（白虎隊の舞鑑賞／昼食）

13:30 ～ 14:30
鶴ヶ城公園（天守閣）

8:00 9:30 ～ 12:009:108:20
ホテル 西那須野塩原IC／佐野田沼IC あしかがフラワーパーク（ふじの花物語）

茅葺き屋根の宿場町

16:45 17:20
穴水IC／和倉IC

のと里山海道

350本以上の藤の花と5,000本以上のツツジ

磐悌山･猫苗代湖車窓 白虎隊終焉の地

赤瓦の天守閣
塩原温泉（泊）

 17:30 

14:25　15:30
羽田空港

12:20 13:10
佐野藤岡IC／川口IC

那須温泉　りんどう湖ロイヤルホテル

 ANA1103便
17:10

萩・石見空港

3
日間

■募集人員/25名（満員になり次第締め切ります）
■貸切バス会社名/斜里バス 　■最少催行人数/15名
■食事条件/朝３回・昼２回・夕２回　■応募締切/出発16日前まで
［お申込金］10,000円（旅行代金に充当します）2 名１室利用（お一人様）

3名１室利用（お一人様）
旅行出発日 7月2日（月） 7月8日（日）

※画像はイメージです。

世界遺産 日本最大の湿原 秘境

と

4
日間百万石の城下町と

1
日
目

2
日
目

3
日
目

4
日
目

朝・昼・夕

自
由

朝・昼・夕

朝

ＡＮＡ4773便

ＡＮＡ376便 ＡＮＡ1103便

ＡＮＡ576便

12:50 18:5014:25　16:15 17:55　18:15
釧路市内（泊）釧路空港

7:50 7:55   8:15
ホテル

8:20
ホテル

ウトロ港
9:45   10:00
ウトロ港

10:10 ～ 10:20
オシンコシンの滝

17:10
ウトロ温泉（泊）

8:00 
ホテル 釧路湿原（北斗展望台）

8:30 ～ 8:50 10:20 ～ 10:50
多和平展望台
360°の地平線

16:10 ～ 16:40
知床峠（北方領土眺望）

12:40 ～ 13:10
硫黄山（アトサヌプリ）

13:35 ～ 14:05
摩周湖（第一展望台）

15:10 ～ 16:00
阿寒湖アイヌコタン

17:35
網走湖畔温泉（泊）

12:05 ～ 13:05   
標津サーモンパーク（昼食）

11:45 ～ 12:35   
川湯温泉（昼食）

13:30 ～ 14:30 
野付半島・トドラワ（散策）

博物館網走監獄
8:30 ～ 9:30

能取湖（車窓）
10:35 ～ 10:55   

サマロ湖（道の駅）
11:50　13：15

オホーツク紋別空港

17:05
萩・石見空港

15:05　15：30
羽田空港

朝

千里浜なぎさドライブウェイ

日本三名園

JR金沢駅
8:40　9：218:30

ホテル … JR東京駅
12:36

 ANA1103便はくたか558 はくたか558

15:30
羽田空港

17:05
萩・石見空港

知床半島遊覧船（オーロラ号）

輪島キリコ会館
能登のお祭り館

感動の秘境

ホテル高州園

日本の宿のと楽

アパホテル金沢駅前

anaクラウンプラザホテル釧路

ホテル知床

ホテル網走湖荘

¥85,000

¥139,000
¥136,500

¥133,000
¥130,500

※飛行機利用便は4月1日現在のものです。スケジュール変更等で時間等が変更になる場合がございます。

旅行条件 旅行企画実施お客様の都合により旅行を取消になる場合は、お一人につき下記の取消料を申し受けます。
出発日の２０日前から８日前まで 旅行代金の２０％
出発日の７日前から２日前まで 旅行代金の３０％
出発日の前日 旅行代金の４０％
出発日の前日から旅行出発まで 旅行代金の５０％
出発後または無連絡不参加 旅行代金の１００％

島根県知事登録旅行業第2-52

総合旅行業務取扱管理者　中島久晴

※この旅行は（株）石見エアサービスが企画・実施する旅行であります。
※旅行代金には、交通費、食事代、入園料等行程に明示したものの他、消費税等諸税が含まれています。
※最少催行人員は15名からです。最少催行人員に満たない場合は、催行を中止する場合があります。
　（ご入金済みのお申込金は全額返済いたします。）
※この旅行の契約の解除・責任・免責・および旅行中の損害賠償等に関する事項は、当社旅行業約款によります。

株式会社 石見エアサービス

㈱石見エアサービス 益田市内営業所 0856-23-7733
島根県知事登録旅行業 第2-52号：（総合旅行業務取扱管理者） 中島　久晴

㈱石見エアサービス ゆめタウン益田営業所 0856-31-1470
島根県知事登録旅行業 第2-52号：（総合旅行業務取扱管理者） 澤江　智幸

㈱石見観光 益田営業所 0856-23-2299
島根県知事登録旅行業 第2-2号：（総合旅行業務取扱管理者） 川本　和味

益田
地区

㈱石見観光 浜田営業所 0855-23-3131
島根県知事登録旅行業 第2-2号：（総合旅行業務取扱管理者） 吉川　直樹

㈱農協観光代理業 JAしまね いわみ中央旅行センター 0855-22-8820
島根県知事登録旅行業 第10号：（総合旅行業務取扱管理者） 小笹　雅彦

浜田
地区

㈱ツーリスト山口 アトラス営業所 0838-26-6412
山口県知事登録旅行業 第2-106号：（総合旅行業務取扱管理者） 油谷　敬一萩地区

㈱全国観光公社 0856-22-1144
島根県知事登録旅行業 第2-9号：（総合旅行業務取扱管理者） 西村　延剛

㈱富士観光 0856-23-1225
島根県知事登録旅行業 第2-10号：（総合旅行業務取扱管理者） 中島　達也

日旅サービス㈱ゆめタウン浜田営業所 0855-22-1729
東京都知事登録旅行業 第2-2495号：（総合旅行業務取扱管理者） 長尾　公司

㈱防長トラベル 萩支店 0838-22-1861
観光庁長官登録旅行業 第1900号：（総合旅行業務取扱管理者） 中村　智

石王観光㈱ 0855-22-2222
島根県知事登録旅行業 第2-37号：（総合旅行業務取扱管理者） 永井　敏雄

㈱農協観光代理業 JAしまね 西いわみ旅行センター 0856-22-8587
島根県知事登録旅行業 第9号：（総合旅行業務取扱管理者） 福原　恵美子

㈱農協観光 浜田支店 0855-22-1536
観光庁長官登録旅行業 第939号：（総合旅行業務取扱管理者） 小菅　保樹

エヌティーエー旅行　萩本店 0838-21-0020
山口県知事登録旅行業 第2-93号：（総合旅行業務取扱管理者） 横田　亜紀子

萩・石見空港利用拡大促進協議会協賛ツアー「萩・石見の翼」のお申込み・お問合わせは、下記のANA取扱旅行会社へ！

7/8 出発の北海道コースは萩・石見空港利用拡大促進協議会が行っております各種運賃助成は対象外となりますのでご注意下さい。
その他のコースは、益田市・浜田市・萩市・津和野町・吉賀町・阿武町にお住いの方はお二人以上の参加でお1人あたり10,000 円の助成が受けられます。


