
休館・満室の場合あります。取消料は施設で異なります。問い合わせ下さい。

　《催行確約》 コースを設定しました‼　夏から秋 バスツアーの募集を始めます！

前回の企画では、催行中止が多くご迷惑をおかけしました。今回は《催行確約コース》を数多く設定しました。
　令和3年8月31日まで対象期間を延長している、島根県民を対象とした「＃WeLove山陰キャンペーン（島根）」の対象
商品も多く取り揃えております。対象店舗で使える「しまねっこクーポン」もつきますので、気になるツアーを見つけてみて下さい♪
　また、FacebookとInstagramでも、ツアーの新着情報や、行ったツアーの様子投稿などをアップしていますので、よろしければフォローを
お願いします！
※ ご案内が大変遅くなりましたが、当社大田支店は5月末で閉店しました。ご愛顧いただき誠にありがとうございました。
　浜田の店舗で引き続きお申し込み頂けます。お気軽にお問い合わせくださいませ。

2021(令和3) 年7月～10月

旅行代金はおひとりあたりの消費税込です

ポイント！ ①できるだけ社員が同行し､皆様の思い出づくりに貢献します ②食事は｢旬｣と｢名物｣にこだわります ③車内で当社

こだわりの京のほうじ茶をサービスします（当面は、衛生面を考慮しペットボトル茶をお渡しします。ご了承ください） ④最少催行

人員10名 (9人以下の場合でもバスをジャンボタクシーにしたり､ガイド無し､添乗員無しの条件で催行する場合がございます

⑤お一人様のご参加歓迎 ⑥バスの座席のご希望をお伺いします ※先着順でのご案内となります ⑦４回目のご参加で2,000

円引､10回目のご参加で次回11回目の日帰りバスツアーに無料ご招待！！(ポイントカード制で有効期限は１回目のご参加よ

り２年間 現預金からのお支払で付与) 乗車場所：大田市駅､江津駅､浜田駅､益田駅や国道９号線沿いのバス停 浜田道利用ツ

アーの際は、浜田道沿線のインターチェンジバス停も

【新型コロナウイルスに対する弊社の対応について】＊ツアー参加の皆様には手洗い、マスク着用(強制ではありません)を

呼びかけ、 感染防止にご協力いただきますようお願い申し上げます。＊ツアー当日、皆様がご乗車の前に添乗員等による健

康観察(自己申告)を行わせていただき、 発熱や体調不良がある方にはツアー参加を見合わせていただきます。 ＊ツアーに含

まれる立ち寄り箇所の感染防止策を確認しております。

　【料理自慢】　　浜田駅前　　“吉兆出身”の主人がもてなす本格的な日本料理で話題の宿

ホテル松尾
12,000円 △5,000円 7,000円 2,000円付与 2,000円付与

10,000円 △5,000円 5,000円 2,000円付与 2,000円付与

ホテル 　今回だけの特典　：　夕食時自家製果実酒サービス　＊休前日は2,000円アップ

センター 　今回だけの特典　：　朝食時モーニングコーヒーサービス　＊休前日も同料金

国民保養 10,000円 △5,000円 5,000円 2,000円付与 2,000円付与 1,000円

【美肌】宿泊プラン　ＷｅＬｏｖｅ山陰キャンペーン
平日・１泊２食 税込、２名１室利　　＊8月31日宿泊まで

＊石王観光友の会旅行券２，０００円付 ： 石王観光主催の日帰り旅行、宿泊旅行の参加割引券

宿泊施設名 1泊２食
We Love お支払い しまねっこ 石王観光 実　質

ゆかり 　今回だけの特典 ： 露天風呂客室を確約、お部屋で夕食をご用意　＊休前日は3,000円アップ

キャンペーン 旅　費 クーポン 友の会旅行券 旅行費用
　【美肌温泉】　　旭（あさひ）温泉　　つるつる感のお湯、清流にホタルが乱舞する温泉

かくれの里 17,000円 △5,000円 12,000円 2,000円付与 2,000円付与 8,000円

風の国 　今回だけの特典　：　夕食時ワンドリンクサービス  ＊7月21日～31日は3,300円アップ

　【風の国】　　自然に囲まれた園内、美肌の湯で心も身体もリラックス　　＊ドッグランあり

温泉リゾート 15000円 △5,000円 10,000円 2,000円付与 ＊休前日3,300円アップ

　【有福温泉】　　お殿様の隠居の館として建てられた特別な建物

三階旅館
12,000円 △5,000円 7,000円 2,000円付与 ＊休前日3,300円アップ

　今回だけの特典　：　夕食時ワンドリンクサービス

　【さんべ温泉】　　天空の露天風呂　酒樽や羽釜を湯船にした16種類の露天風呂をお楽しみください

さんべ荘
12,000円 △5,000円 7,000円 2,000円付与 ＊休前日2,000円アップ

 　今回だけの特典 ： 夕食時ソフトドリンク１本サービス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊7月19日～8月31日は休前日料金

【美肌】宿泊プラン　ＷｅＬｏｖｅ山陰キャンペーン
平日・１泊２食 税込、２名１室利用　＊8月31日宿泊まで

宿泊施設名 1泊２食
We Love お支払い しまねっこ ＊温泉リゾート風の国は

キャンペーン 旅　費 クーポン ７月３１日宿泊まで

3,000円

　今回だけの特典　：　石見神楽定期公演の予約入場券付き　＊休前日も同料金

2,000円付与 3,000円

 今回だけの特典 ： サイフォン仕立てのモーニングコーヒーサービス ＊休前日も同料金

ホテル美又
10,000円 △5,000円 5,000円 2,000円付与 2,000円付与 1,000円

　今回だけの特典　：　夕食時のワンドリンクサービス　＊休前日は2,000円アップ

とらや旅館
12,000円 △5,000円 7,000円 2,000円付与

　【美肌温泉】　　美又（みまた）温泉　　泉質日本一　美肌再生の湯　とろっとろの湯を実感する温泉

金城観光 12,000円 △5,000円 7,000円 2,000円付与 2,000円付与 3,000円

1,000円

　今回だけの特典　：　先着１組　露天風呂客室をご用意　＊休前日も同料金
ホテル川隅



写真：島根県観光連盟

③

⑤4名一室＠79,000円、3名一室80,000円

　案内人がご案内します。隠岐国総社・玉若酢命神社や古典相撲でも有名な水若酢神社

②島後観光人気№1スポット『ローソク島遊覧船』も乗船。夕日が重なる景色は絶景です！

③隠岐を代表する景勝地『国賀海岸』や手付かずの自然が残る知夫里島には貸切船で観光

④1日目は『隠岐プラザホテル』、2日目は『国賀荘』に宿泊します

1 2泊3日 添乗員・現地ガイド又は案内人同行　島根県

催行決定！
一度見たら忘れられない絶景を満喫‼

隠岐の島・全島周遊２泊３日の旅

旅
行
日

8/6（金）

～8/8（日） 食　　　事 朝2回 昼3回 夕2回

お支払い実額
おひとり当たり

85,000円
2名一室利用

①島前・島後の見どころが詰まった3日間！隠岐に行ったら外せない観光地を現地ガイドや

②

お申し込み ☎ 0855-22-2222
営業時間 ９時～１８時(土日祝も営業)

＼ツアー情報更新中／

#WeLove山陰キャンペーン島根県民向け旅行代金
おひとり様10,000円割引(1泊につき5,000円割引)を適用しております



📣 ここがポイント

①初心者にもやさしい、夏山登山コースを往復します！

②専門ガイドと登るので安心

③添乗員も一緒に登ります。安心＆安全に心がけます

③登山後は豪円湯院で入浴します

夏山登山口から山頂を往復します

7/31（土）
旅行代金
おひとり当たり

限定！ 食　　事 朝× 昼〇 夕✕

24,800円

大山登山 　…　先頭は登山ガイド、最後尾は添乗員

2 ２泊３日　　添乗員　及び　富士山登山ガイド　同行　山梨県

催行決定‼　　2年ぶりの企画！ 一度は登りたい 富士山登山ツアー２０２１

登山ガイド＆添乗員同行で安心！　＊《今年は》 広いスペースの山小屋

旅　　行　　日

８/１１（水）～１３（金）

旅行代金
おひとり当たり

88,000円
1～２名一室利用（同額です）

食　　　事 朝２回 昼３回 夕２回

          　　　… ≪ 登 山 ガ イ ド 同 行 で 富 士 山 登 山　：　約６時間の登山 ≫ … ８ 合 目 の 山 小 屋 【 仮眠 ・ 休憩 】　＊16時頃到着

　【8月13日（金）】　　山小屋でご来光を見学後、　５時頃　頂上へ向けて出発！　…　富　士　山　頂　…　　＊頂上滞在１時間

3 日帰り 添乗員　及び　登山ガイド同行　鳥取県

催行決定‼
はじめての方も安心！　専門ガイドと登る

山陰の最高峰 大山 日帰り登山の旅

旅
行
日

　📣 ここがポイント　　　　　　　　　＊7月17日（土）　富士山登山の説明会を開催します。

①富士山登山の専門ガイドが同行するので安心＆安全です！

②ゆっくり 時間をかけて登るので 初心者の方でも安心！

③先頭は登山ガイド、後尾は添乗員の２名でお世話します。安心＆安全が第一です。

④宿泊1日目は登山に備えてホテル、2日目は8合目付近の山小屋を予定。ホテルはシングル又はツインです。

⑤今年だけの特典：山小屋は１帖に１人のゆったりスペース、隣との間にはカーテンの仕切りでコロナ対策も完璧です。

⑥下山後は、温泉に入浴です。温泉で疲れを取って、さっぱりとして帰路につきます。

お申し込み ☎ 0855-22-2222
営業時間 ９時～１８時(土日祝も営業)

＼ツアー情報更新中／



①通し狂言 命懸歌舞伎ノ道筋（いのちがけかぶきのみちすじ）

　『三升先代萩』（みますせんだいはぎ）

②１等席をご用意しました。公演プログラムが付いています。

③昼食は、鯛めしの名店・ふじな亭で『鯛めし』をご用意しました

＊8月26日から12,000円のキャンセル料が発生します。

①出演予定者 中田カウス(お笑いのベテラン)で進行役です

　ミキ（こうせい、あせい）

　ウーマンラッシュアワー(THE MANZAI 優勝) 矢野兵動、他

②S席をご用意しました

③生で観る漫才は大爆笑をお約束。笑いの１日をお楽しみ下さい！

＊8月12日から5,000円のキャンセル料が発生します。

 ①内野指定席A3塁側で観戦します。  ①内野指定席A3塁側で観戦します。

 ②限定20席！早い者勝ち  ②限定20席！早い者勝ち

 ③バスで行くので運転や駐車場の心配がいりません。  ③バスで行くので運転や駐車場の心配がいりません。

 ④感染対策を万全にしたマツダスタジアムで思い切り  ④感染対策を万全にしたマツダスタジアムで思い切り

　野球観戦を楽しみましょう 　野球観戦を楽しみましょう

 ＊7月22日から4,000円のキャンセル料が発生します。  ＊8月23日から4,000円のキャンセル料が発生します。

7 日帰り　添乗員又はガイド同行　広島県

プロ野球観戦ツアー
広島東洋カープVS読売ジャイアンツ
　ペナントレースもいよいよ終盤

出
発
日

9/23（木祝） 旅行代金
おひとり当たり 13,800円

限定‼ 食　　　事 朝× 昼✕ 夕×

広島VS巨人　内野指定A席3塁側で観戦！

4 日帰り　添乗員同行　島根県

催行決定‼
市川海老蔵 六役早替り相勤め申し候

秋の特別公演 古典への誘い

出
発
日

9/26（日）
お支払い実額

おひとり当たり 18,800円

限定！ 食　　　事 朝× 昼〇 夕×

味皆美 

5 日帰り　添乗員同行　島根県

松江 市川海老蔵 特別公演　県民会館

催行決定‼　爆笑の１日
よしもとの漫才師たちが真剣勝負！

『漫才のＤＥＮＤＯ』島根公演

出
発
日

9/12（日）
お支払い実額

おひとり当たり 12,000円

限定！ 食　　　事 朝× 昼〇 夕×

食　　　事 朝× 昼✕ 夕×

味皆美 

松江 漫才のＤＥＮＤＯ 島根公演 県民会館

広島VSヤクルト　内野指定A席3塁側で観戦！

We Love 山陰キャンペ－ン 島根県民向け旅行代金割引 
おひとり様 ５，０００円割引 を適用しております

We Love 山陰キャンペ－ン 島根県民向け旅行代金割引 
おひとり様 ５，０００円割引 を適用しております

6 日帰り　添乗員又はガイド同行　広島県

プロ野球観戦ツアー
広島東洋カープVS東京ヤクルト

夏休みの思い出に

出
発
日

8/22（日） 旅行代金
おひとり当たり 13,800円

限定‼

お申し込み ☎ 0855-22-2222
営業時間 ９時～１８時(土日祝も営業)

＼ツアー情報更新中／



大人8,800円 大人9,800円

①人気のツアー「観光列車あめつち」！ 今回は上り線に乗車します

②あめつちの車内では、 追加オプションもお申し込み頂けます

　A 山陰の酒と肴 2,100円 日本酒か地ビールか当日選択可♪

　B 松江の和菓子詰合せ 2,200円 中村茶舗煎茶付き

　※ オプションの申し込みは出発の5日前までにお願いします

③今回は松江城を散策！ゆっくり県内旅行を楽しみます

①直径10cmくらいの「輪じめ」を作り、好みの短冊を取り付ける ①今年6月にﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝしたばかりの加納美術館を見学

　小型のしめ縄作りを体験 ②山中にひっそり佇むレストランでシェフ自慢の日替わり

②ワニ(サメ)のフライ･お刺身や舞茸の天ぷらなど地元食材の昼食 　ランチをご賞味ください！

③湿地帯には木道もあり歩きやすくなっています ③秋季特別展開催中の足立美術館では、館長や学芸員オススメの

　全国ﾚﾍﾞﾙの希少種やここでしか見られない植物をｶﾞｲﾄﾞが案内　 　逸品・人気作がご覧いただけます

④甘酸っぱい完熟のブルーベリーを園内食べ放題　 ④地元農産物をはじめ、中海圏域のおしいしものを取り揃えた

　買って帰ってジャムにして食べるのもオススメです 　道の駅に立寄り、ショッピングも楽しめます

8 日帰り　添乗員又はガイド同行　鳥取県 9 日帰り　添乗員同行　島根県

観光列車 あめつち
＆松江城 散策ツアー

夏休みこども企画 もちろん大人もＯＫ
奥出雲多根自然博物館で恐竜との遭遇
今、話題の木次線にも乗車します

朝× 昼〇 夕×

出
発
日

8/22（日） お支払い実額
おひとり当たり

出
発
日

8/8（日）
旅行代金
おひとり当たり

限定！ 限定！食　　　事 朝× 昼〇 夕× 食　　　事

10 日帰り　添乗員又はガイド同行　島根県 11 日帰り　添乗員又はガイド同行　島根県

飯南町でしめ縄制作体験
赤名湿地植物群落と

ブルーベリー狩り

リニューアルした加納美術館
＆足立美術館・秋季特別展

朝× 昼〇 夕×

9/11（土）出
発
日

8/24（火） 旅行代金
おひとり当たり

出
発
日

12,800円
旅行代金
おひとり当たり 13,600円

8/29（日） 10/14（木）食　　　事 朝× 昼〇 夕× 食　　　事

We Love 山陰キャンペ－ン 島根県民向け旅行代金割引 
おひとり様 ５，０００円割引 を適用しております

小人7,800円

※『貸切バス等による県民の県内移動支援事業』を適用しております ※『貸切バス等による県民の県内移動支援事業』を適用しております

②お子様と 多根自然博物館で40億年の生命の不思議を観て！ 聴いて！

　触れる！ 驚きと楽しさがあふれる未知の世界を体験してください

③たたらと刀剣館では、小林刀匠による日本刀鍛錬実演を見学します

④今話題のＪＲ木次線に乗車｡おろちループからの景色や全国でも珍しい

　出雲坂根駅の三段スイッチバックの様子をお楽しみください。

小人8,800円

『県民によるＪＲ木次線利用促進事業補助金』 を活用し 
バス運賃やＪＲ運賃を 1/2 助成していただいています

①補助金をいただけたから実現できた、この旅費　今回だけの特別価格！

お申し込み ☎ 0855-22-2222
営業時間 ９時～１８時(土日祝も営業)

＼ツアー情報更新中／



①ﾖｰﾛｯﾊﾟ５大ｴｼﾞﾌﾟﾄ･ ｺﾚｸｼｮﾝのひとつ、ﾗｲﾃﾞﾝ国立博物館(ｵﾗﾝﾀﾞ)の ①福徳稲荷の境内から本殿を背に海を眺めると、

貴重な展示品、約２５０点が来日　数千年前の古代エジプト文明の神秘を紹介 　朱色の大鳥居越しに眼下に響灘の碧い海が広がる絶景が楽しめます

コレクション展示『雪舟流の魅力』も同時開催、雪舟庭も見学 ②123基の鳥居が、龍宮の潮吹側から100ｍ以上にわたって並ぶ景色が圧巻の

②瓦そば、岩国寿司、ふぐのタタキなど山口名物の昼食 　元乃隅神社！約6ｍの大鳥居の上部に賽銭箱がされ賽銭を投げ入れます

③園内は食べ放題　甘みが強くみずみずしさが特長の『徳佐りんご』 ③当地特有のコバルトブルーの海士ヶ瀬をまたぐ角島大橋も圧巻

①のどかで牧歌的な風景が続く大山まきばミルクの里で

まるでアルプスの大平原のような開放感を楽しみましょう ①旬のみずみずしいぶどうを、嬉しい30分間食べ放題

②和傘伝承館は、毎年8月鳥取市で行われる「鳥取しゃんしゃん祭」の 　もぎたてのぶどうを堪能できます

そのハイライトの一つでもある「傘踊り」に使われる傘を守っています ②倉敷では美観地区やアウトレットパークはフリータイム

③植田正治の作品は空や砂丘を背景に被写体を独特のｽﾀｲﾙで撮影 ③ゆっくり自由時間を楽しんでいただくため、昼食は自由と

近年福山雅治さんが師事している事で一躍世間の注目を集めました 　しています　滞在時間たっぷり約3時間30分

12 日帰り　添乗員又はガイド同行　山口県 13 日帰り　添乗員又はガイド同行　山口県

ライデン国立古代博物館所蔵

古代エジプト展
海に映える絶景の鳥居 ２社

福徳稲荷神社と
元乃隅神社・角島大橋めぐり

出
発
日

9/25（土） 旅行代金
おひとり当たり 15,800円 出

発
日

旅行代金
おひとり当たり 18,500円

10/24（日） 10/4（月）食　　　事 朝× 昼〇 夕× 食　　　事 朝× 昼〇 夕×

9/29（水）

14 日帰り　添乗員又はガイド同行　鳥取県 15 日帰り　添乗員又はガイド同行　岡山県

鳥取県西部をめぐる旅
大山まきばみるくの里

和傘伝承館･植田正治写真美術館

果物狩りツアー・ぶどう狩り
倉敷美観地区＆アウトレットパーク

フリータイム

出
発
日

9/30（木） 旅行代金
おひとり当たり 18,500円 出

発
日

旅行代金
おひとり当たり 16,000円

10/2（土） 限定！食　　　事 朝× 昼〇 夕× 食　　　事 朝× 昼× 夕×

8/20（金）

（フリータイム・各自昼食）

お申し込み ☎ 0855-22-2222
営業時間 ９時～１８時(土日祝も営業)

＼ツアー情報更新中／



①難攻不落　天下の名城『月山富田城』の跡地見学

②専門のガイドさんの案内で約２時間の山城散策ツアーです

③昼食は、どじょうのから揚げ付ご膳をご用意します

④今年も日本一の庭園足立美術館　秋季特別展もご期待ください

　　横山大観の『紅葉』をはじめ日本画壇を代表する巨匠たちの名作展示

 ＊前回は中止にしてご迷惑をおかけしました。

①子供に大人気『名探偵コナン』日本で唯一ここでしか見ることの 　　今回はお一人の参加でも 必ず 実施します。

　できない展示がズラリ、青山剛昌ふるさと館  ①しまなみウォーク全３回の３回目は、世界初の３連吊橋である

②ファンにはたまらない約2,000万点のフィギュアをコーナー別に 　　来島海峡大橋第１、第２、第３大橋を歩いて渡ります

　展示している円形劇場  ②歩行距離は約６キロ、歩行約２時間の予定です

③町歩き＆食べ歩きも楽しめる白壁土蔵群で昼食は“餅しゃぶ”をご用意  ③現地ガイドさんと一緒に歩きます。初めての参加も大歓迎

夏休み企画in倉吉
親子で出かけよう！青山剛昌ふるさと館

円形劇場くらよしフィギュアミュージアム

旅
行
日

8/28（土）
旅行代金
おひとり当たり

大人16,800円
小人15,500円

限定！ 食　　事 朝× 昼〇 夕✕

17 日帰り　添乗員及び登山ガイド同行　島根県

モニターツアー　船通山登山
ヤマタノオロチ退治の舞台地

スサノオノミコトが降り立った山
船通山登山 と トロトロの斐乃上温泉

出
発
日

7/28（水）
お支払い実額

おひとり当たり 9,000円

催行決定‼ 食　　　事 朝× 昼〇 夕×

16 日帰り　添乗員及び月山ガイド同行　島根県

好評　山城シリーズ　月山富田城跡
専門ガイドと歩く

往復２時間の山城散策

出
発
日

9/24（金） 旅行代金
おひとり当たり 12,000円

10/23（土） 食　　　事 朝× 昼〇 夕×

18 日帰り 添乗員又はガイド同行　鳥取県

We Love 山陰キャンペ－ン 島根県民向け旅行代金割引 
おひとり様 ５，０００円割引 を適用しております

②登山ガイドも添乗員も同行しますので、安全＆安心です

③約4時間の登山です。さんべ登山と同じくらいとお考えください

①初心者向けの登山です

④モニターツアーですのでお得な旅費です。

⑤モニターツアーです。アンケートにご協力ください

⑥登山のあとは、トロトロの斐乃上温泉で入浴します

※『貸切バス等による県民の県内移動支援事業』を適用しております

19 日帰り　添乗員又はガイド同行　愛媛県

瀬戸のうみかぜを感じながら
しまなみ海道ウォーク３

世界初の３連吊橋を歩いて渡る

出
発
日

9/20（月・祝）
旅行代金
おひとり当たり 22,000円

催行決定‼ 食　　　事 朝× 昼〇 夕×

お申し込み ☎ 0855-22-2222
営業時間 ９時～１８時(土日祝も営業)

＼ツアー情報更新中／



①個人ではなかなか立ち入れない基地内を自衛官の案内で見学します ①夏の思い出づくりに60品種110万本のひまわりを鑑賞

②隊員と同じ食事を喫食します ②昼食は、『広島県産牛』＋『お米ポーク』＋『海鮮盛り合わせ』

③今年3月にオープンしたばかりの『本池美術館』 ③手のひらサイズのかわいい人形・家・家具約1,000点以上を

　レザーアートで初めて県無形文化財保持者となった本池秀夫氏 　展示する『シルバニアファミリー展』を奥田元宋美術館で見学

　による、世界初のレザーアート専門の美術館です ④デラウェアぶどう狩り食べ放題もお楽しみください

　Ａコース 浜田　🚙　アクアス（入館料） ＋ ホテル松尾 （海賊丼の昼食） ＋ 石州和紙会館（紙漉き体験料）

　Ｂコース 江津　🚙　サヒメル（入館料）＋ 石見銀山世界遺産センター（入館料） ＋

　　　　　　　　　＋ 舞乃座（神楽鑑賞料）＋ 舞乃市（オロチ丼の夕食）　＊Bコース（神楽）は第１・第3日曜日

　Ｃコース 益田　🚙　グラントワ（企画展入場料）＋沙羅の木（松韻亭での昼食）＋安野光雅美術館（入館料）

　次回の予定　＊8月中旬に発表予定
　　① チャーター便：残念ながらこの紙面ではお知らせできません。お問い合わせください。

　　② 五島列島：お待たせしております。間もなく発表します。

　　③ 朔日餅（ついたちもち）をいただく伊勢神宮、絶景スポット満載の志摩めぐり

　　④ 紅葉の奥出雲、今話題のＪＲ木次線・定期列車利用の旅

　　⑤山登りツアー：中国地方の山を中心に企画します。ご希望をお寄せください。目標は剣山登山‼

　　⑥ 四国八十八ヶ所　心に残る遍路の旅を再開します

　　⑦ 石王観光の社長イチ押し　こんなすごいとこが地元にあった、知らなかった石見の宝

　　〇〇さんの案内で巡る石見銀山・石銀集落跡、〇〇さんの案内で巡る　さんべ縄文の森ミュージアム

自衛官の案内で見学！

20 日帰り 添乗員又はガイド同行　鳥取県

平日だからこそ見学できるツアー！

航空自衛隊美保基地見学と
レザーアート専門美術館『本池美術館』

出
発
日

9/27（月） 旅行代金
おひとり当たり

限定！ 食　　　事 朝× 昼〇 夕×

16,500円

   旅費：２，５００円　　　おひとり当たり 5,000円 ➡ ＃We Love 山陰キャンペ－ンで 半額 割引を適用

さらに！しまねっこクーポン1,000円分付！（島根県民対象）

21 日帰り 添乗員又はガイド同行　広島県

出
発
日

8/17（火）

8/21（土）

夏のひと時を世羅高原・三次ワイナリー

奥田元宋・小由女美術館
平田観光農園で満喫

朝× 昼〇 夕×

14,000円
旅行代金
おひとり当たり

食　　　事

個人型（マイカー利用）
観光施設セット おでかけプラン

ご利用期間 令和3年8月31日(火)まで

◆最少催行人員 1名　◆食事 各コースに記載　◆添乗員 同行しません
＃We Love 山陰キャンペ－ン 島根県民向け旅行代金割引 おひとり様 2,500円割引 を適用しております

お申し込み・お問い合わせ旅行企画・実施

島根県知事登録 旅行業第2-37号

☎ 0855-22-2222

浜田市高田町56番地

営業時間 9時～18時

総合旅行業務取扱管理者 永井 敏雄

FAX 22-7168

貸切バス会社名 ： 浜田交通、第一観光バス

旅行代金には、交通費・宿泊費・入園料・チラ

シに明示したもののほか、消費税等諸税が含ま

れております。電話でのお申込みも受け付けま

す。ただし申込金のお支払いをもって正式受け

付けします。このチラシの日程及び旅行代金は

令和3年7月1日現在を基準としています。最少

催行人員(10名)に満たない時は、催行を中止す

ることがあります。お申し込みの際には、各

コースの専用パンフレット及び別途お渡しする

旅行条件書をお読みの上、お申し込み下さい。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消料

①21日目に当たる日以前の解除 無料

②20日目に当たる日以降の解除 泊付き20％・日帰り無料

③10日目に当たる日以降の解除 旅行代金の 20％

④ 7日目に当たる日以降の解除 旅行代金の 30％

⑤旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％

⑥旅行開始日当日の解除 旅行代金の 50％

⑦無連絡不参加 旅行代金の100％

⑧旅行開始後の解除 旅行代金の100％

＼ツアー情報更新中／

お支払い実額（税込み）

旅費：2,500円


