「皆様、お待たせ致しました！！」E旅企画ツアープレミアムバス復活版
E旅プレミアムバスで行く０泊２日ツアー
長岡まつり 大花火大会
旅
８月２日
行
(水)発
日
★

22,000円（税別）
食事条件
朝:× 昼 :自由

夕:○

日本３大花火の一つ!!昨年も大人気でした!!
約２万発の種類豊富な花火が特徴の一つ!!

五所川原 立佞武多祭り
旅
８月５日
行
(土)発
日
★

16,000円（税別）
食事条件
朝:× 昼:自由

夕:自由

青森三大ねぶた祭りの一つ!!
山車の高さは最大23mで大迫力!!

大曲全国花火競技大会
旅
8月26日
行
(土)発
日
★

25,000円（税別）
食事条件
朝:× 昼:○

夕:OP

全国の花火師達による競演はまさに日本一!
最大の見所、大会提供花火は必見ですよ!!

山形周辺各地/11:00頃まで乗車～HW(SA昼食)～長岡 山形周辺各地/11:30頃まで乗車～ＨＷ(SA昼食)～五所 山形周辺各地/10:00頃まで乗車～道の駅おがち(昼食)
花火大会(指定イス席にて最終まで観戦、弁当夕食)～Ｈ 川原市内/立佞武多祭り自由見物、自由夕食)～(車中泊) ～大曲(昼花火～最終花火)※眺望の良いC桟敷席にて観
Ｗ～山形周辺各地/翌3:00頃から順次解散
～山形周辺各地/翌3:00頃から順次解散
覧～(車中泊)～山形周辺各地/翌4:00頃から順次解散

E旅日帰りツアー
新潟海鮮食べ放題と酒蔵見学
旅 ５月21日
行 ６月18日
日
(日)発

10,000円（税別）

食事条件
朝::× 昼:○ 夕:×
食前酒に酒蔵で試飲⇒海鮮食べ放題!!
★
小学生以下のお子様は3,000円(税別)!!

５/21山形周辺各地/8:10頃まで乗車～HW～今代司酒
造/見学・試飲～バイキング網元/海鮮バイキング昼食＆
網元直売所～北方文化博物館・豪農の館/見学～恵隆
寺・立木観音～山形周辺各地19:00頃から順次解散
※６/18は北方文化博物館ではなく新発田五十公野公園
へあやめを見に行きます。

【旅行条件要旨】

歴史探訪企画

専門ガイドと行く

平泉世界遺産めぐり
７月４日(火)
～５日(水)

只今企画中!!
詳細・資料請求をお求め
の方はお問い合わせ
ください!!

８月８日(火)
～９日(水)
食 朝：×
事 朝：○

４名１室基本
35,000円（税別）

昼：○
昼：○

夕：○
夕：×

①山形周辺各地/7:00頃まで乗車～ＨＷ～北方文化博物
館～HW～津南ひまわり広場/自由見学～【越後湯沢温
泉/宿泊２食付】
②宿～HW～開山堂～奥只見/遊覧船・昼食～HW～山形
周辺各地/19:30頃から順次解散

【プレミアムバスマーク】
<ゆったりシートで移動もラクラク>

山形県知事旅行業第2-237号
社団法人全国旅行業協会正社員
〒990-0811山形市長町4-5-43
総合旅行業務取扱管理者:金田史生
FAX:023-681-31５9
URL：http://yamagata-etabi.com
Eﾒｰﾙ：mail@yamagata-etabi.com

津南ひまわり畑と秘境奥只見

旅
９月２日
行
(土)発
日
★

23,000円（税別）
食事条件
朝:× 昼:自由

個人型フリープラン

富良野

７月平日２泊３日

大人２名/小人２名

４名総額!!128,000円～

<パウダールーム付の化粧室>

【料金に含まれているもの】

<小さな嬉しいがいっぱい>

空席・空室状況によってお手配できない場合もご
ざいますので、お早めにお申し込みください！
またお日にちや状況によって、料金が変動する場
合もございますので、予めご了承ください。

9月10日
(日)

夕:自由

近くにホテルもないので個人ではなかなか…
哀調の中に優雅さが光る唄と踊りが魅力的!!

★

20,000円（税別）
食事条件
朝:× 昼:自由

夕:×

詳細は分かっていませんが例年通りであれば
あのブルーインパルスが観られるかも!!

山形周辺各地/9:00頃まで乗車～(小国経由)～親丌知(自 ９/９山形周辺各地/22:30頃まで乗車～(車中泊)～９
由昼食)～ます源～越中おわら風の盆(町内自由見物、自 /10三沢4:30頃着/三沢基地航空祭(自由見学)～山形周
由夕食)～(車中泊 )～山形周辺各地/翌5:00頃から順次 辺各地/22:20頃から順次解散
解散

【話題】

JRの旅・静岡編「直虎」ゆかりの
浜松と富士の絶景“駿府”
７月11日(火)
～12日(水)
食 朝：×
事 朝：○

４名１室基本
65,000円（税別）

昼：○
昼：○

夕：○
夕：×

①山形駅6:45集合～東京駅～浜松駅～浜松:うなぎの藤田/う
な重昼食、航空自衛隊浜松広報館エアパーク/見学～井伊直虎
ゆかりの地・井伊谷:おんな城主直虎大河ドラマ館“井伊家菩
提寺”龍譚寺～【浜名湖・舘山寺温泉:サゴーロイヤルホテル/
宿泊２食付】
②ホテル～静岡:“世界文化遺産の富士山構成資産”三保の松
原/羽衣の松、富士の絶景～日本平/ロープウェイで久能山東照
宮/参拝、川崎家/昼食～静岡/“専門ガイドと歩く”駿府城公
園～静岡駅～東京駅～山形駅20:47着

E旅添乗員が自信を持っておススメ！！
手配
旅行

三沢基地航空祭

越中 おわら風の盆

E旅厳選１泊２日ツアー

※プレミアムバスツアーに関しまして、やむを得ない急な点検 このマークがついているツアーはプレミアムバスで運行を予
修理などの場合、通常タイプのバスにて運行致します。
定しております！！改めてプレミアムバスの魅力について少し
※天候、自然状況や交通事情、各機関・施設の都合等により、 ご紹介致します！！
コース・及び到着時刻が変更になる場合がございます。
※集合場所・時間は各プランによって異なります。詳細は最終
案内書にてご確認下さい。
通常４５席設ける大型バスに、２４席のみを配置。その
※お申込みは電話またはメール等でも承りますが、お申込み書 分シートはゆったり寛げる大きめサイズのものを採用
類の受理と申込金の領収を以て、正式な申し込みの成立とさせ
し１席の専有空間を広く確保♪前の席の背を倒しても
て頂きます。
※万が一最少催行人員に満たずツアーを中止せざるを得ない場 圧迫感がありません！！
合は、日帰りツアーは３日前、宿泊ツアーは１０日前までにご
連絡致します。
※本紙内容はダイジェスト版ですので詳細につきましては各ツ パウダールームを備えた明るく広々とした化粧室を完
備。長時間の移動や思わぬ渋滞の時でも心配不要！広
アーの資料請求をお願い致します。

【募集型企画旅行】
有限会社 山形E旅

【お祭り】

日本百名城めぐりシリーズ
南九州編
９月27日(水)
～29日(金)
朝：×

昼：×

１泊目２名１室
２泊目３名１室基本
99,900円（税込）
夕：×

東京宝塚劇場公演観劇月組公演
「All for One」～ダルタニアンと太陽王～

10月７日(土)
～８日(日)
食 朝：×
事 朝：○

２名１室基本
50,000円（税別）

昼：○
昼：○(弁当)

夕：OP
夕：×

①山形周辺各地7:00頃まで乗車～HW～銀座グランド
ホテル(荷物を預ける)～BlueLily青百合飯店(中華昼食)
～銀座/自由散策・自由夕食※オプションで事前に予約
が可能です(7,000円程度)～各自ホテルへ【銀座グラン
ドホテル/宿泊朝食付】
②ホテル～東京宝塚劇場公演“月組公演「All for
One」”/弁当昼食～HW～山形周辺各地/19:30頃か
ら順次解散

山形県旅行業協会企画
山形空港発着FDAチャーターで行く
利尻・礼文・稚内４日間の旅

８月31日(木)
～９月３日(日)
朝：×

メインコース
２名１室基本
139,000円（税込）

昼：×

夕：×

食 朝：○
山形空港⇔新千歳空港 FDA直行 往復航空券代 食 朝：○
昼：×
夕：○
昼：○
夕：○
レンタカー Sクラス ２泊３日分
事 朝：○
事 朝：○
昼：×
夕：×
昼：○
夕：×
朝：○
い空間を確保しているので小さなお子様と一緒に入る １泊目富良野ペンション/２食付 宿泊代
①山形空港7:50まで集合/8:50発～羽田経由～宮崎空
①山形空港13:40発～稚内空港15:10着～(貸切バス利
ことも可能です！特にお祭りのツアーには渋滞はつき ２泊目札幌市内ホテル/２部屋朝食付 宿泊代
港～(貸切バス)～96.飫肥城、歴史資料館～都城〈城山 用)～宗谷岬/日本最北端碑・平和の鐘・宗谷岬灯台など
ものです。会場から帰る際のトイレ行列をよく目にしま ※現地費等、上記以外は含まれておりません。
公園、島津家発祥の碑〉～【都城市内ホテル/宿泊朝食 ～【ドーミーイン稚内/宿泊朝食付】
すが、その心配も不要です！
北海道はトップシーズンです!!
フットレスト付なので、
車内では靴を脱いで
リラックス♪スマート
フォンやカメラの充電
にも便利なコンセント
もすべての席にご用意！

多くの皆様に「良さ」を体感頂きたいです！！

その他オプショナルプランを付けたり、
宿泊グレードアップ等アレンジ自由★
気になる方、まずはご相談ください!!

付】
②ホテル～垂石～桜島溶岩道路～桜島港～(フェリー)～
鹿児島港～97.鹿児島城、黎明館～市内自由昼食～城山
公園(西郷隆盛終焉の地)～南洲神社・南洲墓所～薩摩川
内・清色城～【人吉神社/宿泊２食付】
③ホテル～93.人吉城～92.熊本城(修復中、一部のみ)
～熊本空港～羽田経由～山形空港18:30着、解散

②ホテル～(貸切バス)～稚内FT～利尻鴛泊FT～利尻島
内観光/姫沼・オタトマリ沼・仙法師御崎公園など/昼食
～鴛泊FT～礼文香深FT～【ホテル礼文/宿泊２食付】
③ホテル～礼文島内観光/スコトン岬・澄海岬・桃岩猫
岩展望台など/昼食～香深FT～稚内FT～稚内観光/ノ
シャップ岬・稚内公園・氷雪の門など～【ドーミーイン
稚内/宿泊朝食付】
④ホテル～(貸切バス)～夢食館北市場/ショッピング～
稚内空港～山形空港13:10着、解散
※その他コースもございます。お問い合わせください。

お問い合わせ・お申込み、心よりお待ちしております！！☎０２３-６８１-３１３９

