E旅プレミアムバスツアーダイジェスト版 【1月～３月】
E旅プレミアムバスで行く
リピーターもOK！
試乗キャンペーン
ニッカウヰスキー
＆泉アウトレット
コース
6,000円(税別)

【冬だからこそ行きたい旬な日帰りツアー 】

福島応援ツアー
～ビールと酒蔵の地ウイスキー～

【ゆったり充実した旅！１泊２日・２泊３日ツアー】

宮城いちご狩りと
海鮮丼昼食

東武ワールドスクウェア
イルミネーションツアー

２０２０開運祈願！トリプル初詣
～成田山新勝寺・香取神宮・鹿島神宮～

キリンビール＆
1月4日(土)
２名１室基本
3月12日(木)
２名１室基本
1月11日(土) 12,000円(税別) 1月12日(日) 19,000円(税別) ①1月26日(日) 10,000円(税別)
うみの杜水族館or
～5日(日)
29,800円(税別)
～13日(金)
29,800円(税別)
②2月11日(祝)
三井アウトレット
③2月29日(土)
食事：ベストテーブルにて昼食付
食事：いちご狩り付、自由夕食
コース
食 ①朝：× 昼：自由 夕：オプション
食事：かわまちてらす 食 ①朝：× 昼：自由 夕：オプション
④3月7日(土)
閖上店・海鮮丼昼食付
事
事 ②朝：〇 昼：〇
②朝：〇 昼：〇
夕：×
夕：×
5,000円(税別) アサヒビール福島工場で工場見学と試飲♪笹の川 栃木の旬ないちご「とちおとめ」を堪能♪

初

酒造は日本酒はもちろん、地ウイスキーの製造で 世界各国４７の世界遺産を含む世界の有名な建 宮城亘理の旬ないちご狩りをしよう♪
も有名な酒蔵！昼食は現地旅行会社イチ押しのベ 築物１０２点が２５分の１の縮尺で精巧に表現されて 昼は絶品海鮮丼を堪能♪
ストテーブルにて絶品ランチを堪能♪
います！冬期間限定のイルミネーションは必見♪
昨年も好評だったツアーを謝恩価格にて！

①山形周辺各地/7:30頃乗車～HW/SA自由昼
食～成田山新勝寺/参拝～【佐原市内ホテル
17:00頃着/宿泊朝食付】～自由夕食 ※佐原
山形周辺各地/9:00頃乗車～各箇所見学※う 山形周辺各地/9:00頃乗車～HW～アサヒビー 山形周辺各地/12:00頃乗車～HW～お菓子の 山形周辺各地/8:30頃乗車～HW～山元いちご 市内うなぎ店オプション有
②佐原町並み（伊能忠敬記念館等）/自由散策
みの杜水族館入館料は別途・自由昼食～山形 ル福島工場/見学・試飲～HW～郡山ベスト
城ハートランド/「とちおとめ」狩り～HW～ 農園/いちご狩り～馬上かまぼこ/買い物～か ～ホテル/10:00～香取神宮/参拝～鹿島神宮/
周辺各地16:00頃順次解散
テーブル/昼食～笹の川酒造/見学・試飲～HW 東武ワールドスクウェア/イルミネーション観 わまちてらす閖上店/海鮮丼昼食～金蛇水神社 参拝～鹿嶋市内/昼食～HW～山形周辺各地
※本ツアーは試乗ツアーの為、通常より見学時間が
～山形周辺各地/16:30頃順次解散
賞～HW～山形周辺各地/23:00頃順次解散
～HW～15:30頃順次解散
/18:00頃順次解散
短くなっております。予めご了承ください。

①1月9日(木) ①１月15日(水)
②1月20日(月) ②1月28日(火)

日本海寒鱈まつり（鶴岡）
1月19日(日)

偕楽園梅まつりと
袋田の滝

7,000円(税別)

酒田日本海寒鱈まつり
1月25日(土)

7,000円(税別)

令和にっぽん！

演歌の夢まつり２０２０
2月2日(日)

津南スカイランタン＆
にいがた酒の陣

豪華日本三大つるし飾り傘福

酒田雛街道めぐり

20,000円(税別)

3月1日(日)

12,000円(税別)

3月14日(土)
～15日(日)

２名１室
39,800円(税別)

河津桜と熱海梅園
伊豆半島３日間
2月26日(水)
～28日(金)

４名１室
68,000円(税別)

食事：寒鱈まつりにて自由昼食

食事：寒鱈まつりにて自由昼食

食事：バス車内で軽食を配布

食事：だるま寿司にて寿司昼食付

【イベント内容】
寒鱈汁店出店、鶴岡特産品の販売、新潟・秋田・
北茨城の観光物産店、日本海荒波太鼓やゆるキャ
ラ出演など ※イベント内容は昨年のものです

【イベント内容】
酒田北前太鼓、「食の都庄内」親善大使 寒鱈フェ
スタ・・・親善大使として委嘱されたシェフそれぞれ
が腕を振るった寒鱈料理が食べられる企画です

演歌の夢まつり２０２０仙台公演！
前川清や市川由紀乃ら豪華夢の競演・迫力のス
テージをぜひご観覧ください！席はS席にてご用
意！いちご狩りも付いています！

かつて江戸や大阪との交易で賑わっていた港町酒
田には、由緒ある雛人形が大切に保管されてきま
①山形周辺各地/6:30頃乗車～HW/SA自由昼食～
した。それらがこの時期観光施設で一斉に展示さ ①山形周辺各地/6:30頃乗車～にいがた酒の陣～ピ 熱海梅園～【稲取温泉銀水荘16:30頃着/宿泊２食
ア万代/昼食～HW～津南雪まつり大割野会場～津南
付】
れます！日本三大つるし飾りの傘福も見どころ！
雪まつりスカイランタン/ランタン打上げ・自由夕

山形周辺各地/10:30頃乗車～HW～鶴岡・日
本海寒鱈まつり/自由散策・自由昼食～庄内観
光物産館/買い物～HW～山形周辺各地
/16:00頃順次解散

山形周辺各地/9:00頃乗車～HW～酒田・日本
海寒鱈まつり/自由散策・自由昼食～さかた海
鮮市場/買い物～HW～山形周辺各地/16:00
頃順次解散

山形周辺各地/8:00頃乗車～HW～仙台サンプ
山形周辺各地/8:00頃乗車～HW～山王くら
ラザホール・演歌の夢まつり2020/観覧～山
ぶ、相馬楼～だるま寿司/昼食～山居倉庫/買
元いちご農園/いちご狩り～HW～山形周辺各
い物～HW～山形周辺各地/17:30頃順次解散
地/17:30頃順次解散

【E旅ツアーのポイント！！】

【プレミアムバスマーク】
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ご紹介致します！！

1.大好評プレミアムバスでゆとりと安心の旅♪
２．自信をもっておススメする添乗員の質！！
<ゆったりシートで移動もラクラク>
３．遠方のお客様には交通費を補助★
通常４５席設ける大型バスに、２４席のみを配置。
※ツアーによっては補助がないものもあります。また、補助額もツアーにより異なります。
4.ひとつひとつじっくり見学・無理のない行程！ その分シートはゆったり寛げる大きめサイズのものを
採用し１席の専有空間を広く確保♪前の席の背を
5.おひとり様参加もＯＫ！しっかりサポート♪
倒しても圧迫感がありません！！
6.申込み～ツアー終了まで親切・丁寧な対応
<パウダールーム付の化粧室>
をスタッフ全員が徹底！
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。
7.価格より、いいたびを提供♪
長時間の移動や思わぬ渋滞の時でも心配不要！広い空間を
確保しているので小さなお子様と一緒に入ることも可能！
特にお祭りのツアーには渋滞はつきものです。
会場から帰る際のトイレ行列をよく目にしますが、
その心配も不要です！

<小さな嬉しいがいっぱい>

食 ①朝：× 昼：〇 夕：OP 夜食：〇
事 ②朝：〇 昼：〇 夕：×

①山形周辺各地/11:30頃乗車～HW/道の駅
自由昼食～水戸偕楽園梅まつり～【水戸市内
ホテル17:30頃着/宿泊朝食付】～自由夕食
※水戸市内オプション有
②ホテル/8:30～めんたいパーク/買い物～袋
田の滝/見学・昼食～HW～山形周辺各地
/18:30頃順次解散

食※人気弁当オプション有～【六日町温泉ほてる木
の芽坂21:00頃着/宿泊夜食・朝食付】
②ホテル/9:30～HW～寺泊/買い物・海鮮三段御膳
昼食～燕三条・格安食器店ストックバスターズ/買
い物～HW～山形周辺各地/17:00頃順次解散

【旅 行 条 件 要 旨】
※プレミアムバスツアーに関して、やむを得ない急な点検
修理などの場合、通常タイプのバスにて運行致します。
※天候、自然状況や交通事情、各機関・施設の都合等に
より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。
※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
い場合は、日帰りツアーは７日前、宿泊ツアーは１４日前
までにご連絡致します。
※本書面はダイジェスト版ですので内容が変更になる場合
がございます。詳細は各ツアーの資料請求をお願い致しま
す。

【募集型企画旅行】
株式会社 E旅

E旅HPはコチラから♪
QRコードを読み込んで下さい!
→

→

→

→

→

→

→

②つるし飾り等自由散策～ホテル/10:00～河津桜
まつり/散策～河津七滝/昼食～浄蓮の滝～【修善寺
温泉瑞の里〇久旅館15:45頃着/宿泊2食付】
③修禅寺宝物館自由散策～ホテル/9:30～三嶋大社
～沼津港/買い物・昼食～HW～山形周辺各地
/19:30頃順次解散

プレミアムバス

【特別企画】

【厳選】
２０２０オリンピック直前！

東京満喫３日間の旅

①２月２２日（土）発
②３月２７日（金）発 ２泊３日

２人で４０万

◆山形市内タクシー送迎
◆全行程食事付！
◆宿泊はあの！帝国ホテルに連泊！

山形県知事登録旅行業第1-2-1号
一般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

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！！

食 ①昼：自由 夕：〇 ②全食事：〇
事 ③朝：〇 昼：〇 夕：×

→

詳細はお問い合わせください！！
３月２３日（月）～２５日（水）
【予告】日本百名城めぐりシリーズ「四国編」
詳細は後日！興味のある方は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

