
スケジュール

兵庫県 2日間（車中1泊）
45PTフレンズ

ポイント 添乗員同行
プﾗﾝ№
304
今年最後のスペシャルイベント
神戸カウントダウンクルーズ＆
生田神社初詣

エメラルドグリーンに染まる奥飛騨温泉一泊

◆1日目／食事：昼食、夕食
両備バス6：45－岡山市営駅南Ⓟ7：30－岡山専用Ⓟ7：50－山陽専用Ⓟ8：10－関ヶ原（昼食）－
高山街並み（自由散策）－奥飛騨温泉17:00頃
宿泊先：奥飛騨ガーデンホテル焼岳 
◆2日目／食事：朝食、昼食
ホテル9：00－新穂高ロープウェイ－特産物買物－水無神社－飛騨清見（昼食）－
岡山市営駅南Ⓟ前20:10頃－各地

◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：2018年１/2㈫

スケジュール

プﾗﾝ№
302

岐阜県 1泊2日
75PTフレンズ

ポイント バスガイド付

※こども料金は
　4,000円引き

43,800円
46,800円
49,800円

4～5名1室利用
3名1室利用
2名1室利用

※焼岳露天風呂うぐいすの湯

滋賀県 2日間（車中1泊）
40PTフレンズ

ポイント 添乗員同行
プﾗﾝ№
306 琵琶湖初日の出クルーズと
正月特別御膳      

◆食事：昼食
両備バス倉敷6：45－岡山市営駅南Ⓟ7：30－岡山専用Ⓟ7：50－山陽専用Ⓟ8：10－
久美浜温泉（昼食・入浴/約２時間30分滞在）－海産物買物－岡山市営駅南Ⓟ前18：40頃
―各地

スケジュール

京都府 日帰り
30PTフレンズ

ポイント バスガイド付
プﾗﾝ№
308

お食事会場にて
お正月振舞い酒
のサービスあり。

お勧めポイント！

12,000円◆旅行代金：
　（おとな・お一人様あたり）

◆旅行出発日：
    2018年１/１㈪・2㈫

京都府 日帰り
40PTフレンズ

ポイント バスガイド付
プﾗﾝ№
307 湯の花温泉
正月会席ご賞味
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プﾗﾝ№
301

愛媛県 1泊2日
70PTフレンズ

ポイント バスガイド付

◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：2017年１2/31㈰

※3歳～小学生未満はホテル施設使用料
1,080円が必要です。（現地払い）

◆1日目／食事：昼食、夕食
山陽専用Ⓟ8：30－岡山専用ＰⓅ8：50－岡山市営駅南Ⓟ9：10
－両備バス倉敷9：50－（瀬戸大橋）－西条（昼食）－
坂の上の雲ミュージアム―道後温泉（夕食・泊）15：00頃
宿泊先：道後プリンスホテル
◆2日目／食事：朝食、昼食
ホテル9：00頃（出発まで散策など自由行動）－大山祇神社
（参拝）－大三島（昼食）－（しまなみ海道）－岡山市営駅南Ⓟ
前16：30頃－各地

※こども料金は
　3,000円引き

34,800円
41,800円
47,800円

4名1室利用
3名1室利用
2名1室利用

スケジュール

★ロビーにて餅つきショーあり
★朝食時、お雑煮のサービスあり
★年越しそばのサービスあり
　（12月31日のみ）

道後温泉にたっぷり１８時間滞在！

ホテルの年末年始の特典！

※道後温泉本館

※道後プリンスホテル客室

のんびり過ごす道後温泉一泊

※特選蟹フルコース（イメージ）

※こども料金は
　2,000円引き19,800円◆旅行代金：

　（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：
  2017年１2/31㈰

※写真はすべてイメージです。

年 末 ・ 年 始 お す す め プ ラ ン
京都・奈良での年越＆お正月 ～除夜の鐘撞き体験とお正月のみの御開帳～

◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：2017年１2/31㈰

プﾗﾝ№
300

京都・奈良 1泊2日
75PTフレンズ

ポイント
バスガイド
添乗員同行

※薬師時 除夜の鐘

●日帰り旅行のバス座席の指定はできません。当日ご案内いたします。

◆旅行代金：
　（おとな・お一人様あたり）

◆旅行出発日：2017年12/31㈰

プﾗﾝ№
303

長崎県 2日間（車中1泊）
60PTフレンズ

ポイント 添乗員同行

◆食事：自由食
岡山専用Ⓟ8：30－岡山市営駅南Ⓟ8：50－両備バス倉敷9：40－
倉敷インター前Ⓟ9：55－ハウステンボス（カウントダウンライブ＆花火観覧/
約8時間滞在）－（夜行車中泊)－岡山市営駅南Ⓟ10：10頃－各地

スケジュール

ハウステンボス 　　カウントダウン花火大会

27,800円

◆食事：朝食（正月特別御膳）
両備バス倉敷17：00－岡山市営駅南Ⓟ18：00－岡山専用Ⓟ18：20－山陽専用Ⓟ18：40－
比叡山延暦寺（除夜の鐘）－大津港～（初日の出クルーズ）～大津港－琵琶湖ホテル（朝食）
－近江神宮（初詣）－岡山市営駅南Ⓟ前13：30頃－各地

スケジュール

15,800円◆旅行代金：
　（おとな・お一人様あたり）

◆旅行出発日：
  2017年１2/31㈰

※朝食例（イメージ）※初日の出

※ミシガン

※正月会席（イメージ）

※大浴場

久美浜温泉
源泉掛け流し大露天風呂と
特選蟹フルコース賞味の旅

※写真の料理はすべて
　2人前です。　

※露天風呂

◆食事：昼食
両備バス倉敷8：00－岡山市営駅南Ⓟ8：50－岡山専用Ⓟ9：10－山陽専用Ⓟ9：30－
有馬温泉（昼食・入浴・自由散策／約３時間滞在）－三田めんたいパーク（見学・試食）－
岡山市営駅南Ⓟ前18：10頃－各地

スケジュール

兵庫県 日帰り
20PTフレンズ

ポイント バスガイド付
プﾗﾝ№
305

9,800円◆旅行代金：
　（おとな・お一人様あたり）

◆旅行出発日：
　2018年
１/１㈪・2㈫・3㈬

◆食事：昼食（正月会席）
両備バス6：45－岡山市営駅南Ⓟ7：30－岡山専用Ⓟ7：50－山陽専用Ⓟ8：10－
湯の花温泉（昼食・入浴）－出雲大神宮－特産物買物－岡山市営駅南Ⓟ前19：20－各地

スケジュール

※こども料金は4,000円引き
13,800円
◆旅行代金：
　（おとな・お一人様あたり）

◆旅行出発日：
　2018年１/１㈪・2㈫・3㈬

※温泉

※太陽の湯※昼食（イメージ）

ゆったり
有馬温泉で過ごす正月旅

スケジュール

京都府 日帰り
20PTフレンズ

ポイント 添乗員同行
プﾗﾝ№
309 ご利益まいり
「伏見五福めぐり」

※こども料金は
　2,000円引き9,200円◆旅行代金：

　（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：
　2018年１/5㈮・13㈯

※歩きやすい服装、靴等でご参加くだ
さい。

※ご朱印色紙をご希望の方は添乗員
がまとめて承ります。（2,200円現
地支払）

※コースの順番は予告なく変更になる
場合がございます

※バスガイドは乗車しません。

※ご朱印専用色紙
（現地受付・現地支払）

（画像は昨年のものです。）

※昼食例（イメージ）

◆食事：昼食（京月御膳）
両備バス倉敷6：30－岡山市営駅南Ⓟ7：20－岡山専用Ⓟ7：40－山陽専用Ⓟ8：00－
乃木神社（学業）－御香宮神社（開運・厄除け）―伏見（昼食）…大黒寺（出生・金運）…
長建寺（商売繁盛）－藤森神社（勝運）－岡山市営駅南Ⓟ前20：00頃－各地

※3歳～小学生未満はホテル施設使用料3,240円が必要です。
※歩きやすい服装・靴等でご参加ください。

※バスガイドは乗車しません。 ※３歳～小学生未満は施設使用料として500円が必要です。（現地払い）

日本最大級

◆1日目／食事：昼食、夕食（ホテルフジタ奈良…和食、ホテル日航奈良…バイキング）
両備バス倉敷6：50－岡山市営駅南Ⓟ7：40－岡山専用Ⓟ8：00－山陽専用Ⓟ8：20－白河院（昼食）－高台寺
…安井金毘羅（悪縁断ち切り）－ホテル（チェックイン・休憩・夕食）－薬師寺（除夜の鐘撞き体験・国宝吉祥天女
画像御開帳・年頭法話・初詣の献灯）－ホテル（泊）2：30頃　宿泊先：ホテルフジタ奈良またはホテル日航奈良
◆2日目／食事：朝食
ホテル（ゆっくり12：30出発）－霊山寺（お正月限定、薬師三蔵像御開帳）－唐招提寺－
岡山市営駅南Ⓟ前19：40頃－各地

※こども料金は3,000円引き
※グレードUP　ホテル日航奈良宿泊は　お一人様3,000増
　（夕食はバラエティ溢れる人気のバイキング）

42,800円
44,800円

2～3名1室利用
1名1室利用

スケジュール

※新穂高ロープウェイ

◆食事：自由食
両備バス倉敷18：10－岡山市営駅南Ⓟ１９：10－岡山専用Ⓟ19：30－山陽専用Ⓟ19：50－
神戸ベイクルーズ（カウントダウンクルーズ）－生田神社－岡山市営駅南Ⓟ前5：40頃－各地

★打上総数10,000発!
★豪華アーティストによる
　カウントダウンライブ!!
★ライブと花火を一度に
　楽しめる
　「ライブステージ前Sブロック」
　　　　　　　をご用意！

★蟹お一人２．５杯使用！
★お食事会場にて
　お正月振舞い酒の
　サービスあり。

世界遺産・薬師寺で迎えるお正月
●除夜の鐘撞き整理券を確保☆
●鐘撞き体験の後は、お正月のみ御開帳
されている国宝・吉祥天女画像を拝観
●管主の年頭法話を拝聴
　（席も確保しています☆）
※除夜の鐘は1打につき4～6名で撞いて
いただきます。

2018年の始まりは、1000万ドル
の夜景と共に、全てが感動的な
カウントダウンショー

カウントダウンクルーズ

※神戸港 ※クルーズ船

※ハウステンボス カウントダウン花火

※こども料金は2,000円引き

※こども料金は
　2,000円引き

※こども料金は2,000円引き

※こども料金は1,000円引き



◆食事：昼食（自由食）
西大寺7：10－岡山市営駅南Ⓟ8：00－両備バス倉敷8：50－
児島インター 9：20－（瀬戸大橋）－うどん店2店－こんぴら温泉郷（自由散策）
－うどん店1店－(瀬戸大橋）岡山市営駅南Ⓟ前18：10頃－各地

※こども料金は500円引き
5,500円
◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：2018年１/2㈫・6㈯

※お店は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。※バスガイドは乗車しません。 ※ご旅行代金に昼食代は含まれておりません。 
        

スケジュール

香川県 日帰り
10PTフレンズ

ポイント 添乗員同行
プﾗﾝ№
310

9,900円
◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：2018年１/3㈬・6㈯

スケジュール

？？？ 日帰り
20PTフレンズ

ポイント バスガイド付
プﾗﾝ№
312

◆食事：昼食
山陽専用Ⓟ6：20－岡山専用Ⓟ6：40－岡山市営駅南Ⓟ7：00－両備バス倉敷7：50－
倉敷インター8：05－児島インター8：30－○○温泉（昼食・入浴・○○○○乗車体験）－
パワースポット○○○○－岡山市営駅南Ⓟ前19：30頃－各地

両備バスフレンズパック 検索

※写真はすべてイメージです。

25

1029

ゆっくり玉造温泉
佳翠苑皆美「お正月会席」と出雲大社初詣

※こども料金は3,000円引、
　ただしお子様メニューです。       

島根県 日帰り
30PTフレンズ

ポイント バスガイド付
プﾗﾝ№
295

四国一の厄除け
の祈願寺

◆食事：昼食
西大寺6：45－岡山市営駅南Ⓟ7：30－両備バス倉敷8：20
－児島インター 8：50－（瀬戸大橋）－日和佐（昼食）－薬王寺
－特産物買物－（瀬戸大橋）－岡山市営駅南Ⓟ前19：20頃
－各地

※こども料金は500円引き8,800円
◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：2018年１/2㈫・3㈬

スケジュール

徳島県 日帰り
20PTフレンズ

ポイント バスガイド付
プﾗﾝ№
311

スケジュール

プﾗﾝ№
313

◆食事：昼食（和食御膳）
両備バス倉敷7：00－岡山市営駅南Ⓟ7：50－岡山専用Ⓟ8：10－山陽専用Ⓟ8：30－
ホテルグランヴィア大阪（昼食）…劇団四季「キャッツ」大阪公演－岡山市営駅南Ⓟ前19：30頃
－各地　※バスガイドは乗車しません。

◆食事：昼食は自由食
倉敷インター P3:40－岡山市営駅南Ｐ4:20－岡山専用Ｐ4:40－山陽専用Ｐ5:00－
B倉敷インター P4:10－岡山市営駅南Ｐ4:50－岡山専用Ｐ5:10－山陽専用Ｐ5:30－
－ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（自由食）－岡山市営駅南Ｐ前23：30頃－各地
※交通状況等により開園時間後の到着となる場合があります。　※バスガイドは乗車しません。 12,300円

スケジュール

プﾗﾝ№
502

※こども料金は500円引き

（おとな・お一人様あたり）

スケジュール

旅行出発日

旅行代金

2018年１/１㈪・2㈫・3㈬・
　　4㈭・7㈰

11,900円

2017
2018

日帰り・1泊２日の旅 21プラン

年末年始・初詣 21プ
ラ
ン

日和佐 薬王寺参拝

讃岐 年明けうどんめぐり

劇団四季
「CATS」大阪公演 Ｓ席

2018年 新春恵方ミステリー

初笑い！ 

◆食事：昼食は自由食
両備バス倉敷6：20（7：20）－岡山市営駅南Ⓟ7：10（8：10）－岡山専用Ⓟ7：30（8：30）－
山陽専用Ⓟ7：50（8：50）－なんばグランド花月（昼食：自由食・よしもと新喜劇観劇）－
岡山市営駅南Ⓟ18：00（19：00）頃－各地

◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：2018年１/１㈪・2㈫

大阪府 日帰り
30PTフレンズ

ポイント 添乗員同行

　●なんばグランド花月弁当
　お一人様1,350円（事前受付・事前支払）オプション

吉本新喜劇  
※よしもと新喜劇（イメージ）

伊勢神宮初詣

◆食事：昼食（車中弁当）
A両備バス倉敷6：00－岡山市営駅南Ⓟ6：45－岡山専用Ⓟ7：05－山陽専用Ⓟ7：25－
B玉野5：45－豊成Ⓟ6：15－岡山市営駅南Ⓟ6：45－岡山専用Ⓟ7：05－山陽専用Ⓟ7：25－
－（車中弁当食）－伊勢神宮外宮－伊勢神宮内宮・おはらい町・おかげ横丁（自由参拝・自由
散策）－岡山市営駅南Ⓟ前21：50－各地

※こども料金は2,000円引き

（おとな・お一人様あたり）

スケジュール

旅行出発日

旅行代金

三重県 日帰り
30PTフレンズ

ポイント 添乗員同行
プﾗﾝ№
298

※バスガイドは乗車しません。

12,000円

2018年１/１㈪A・２㈫A・
　　３㈬B・４㈭A・6㈯A・
　　７㈰A・８㈪A

※伊勢神宮

世界が注目した!!『素晴らしい聖地』

佳翠苑皆美
創業120年余年の伝統ときめ細やかな
おもてなしの老舗宿

お勧め
ポイント！

島根県 日帰り
20PTフレンズ

ポイント バスガイド付
プﾗﾝ№
294

◆食事：昼食
A両備バス倉敷6：30－岡山市営駅南Ⓟ7：15－岡山専用Ⓟ7：35－
B玉野6：15－豊成Ⓟ6：45－岡山市営駅南Ⓟ7：15－岡山専用Ⓟ7：35－
－出雲大社（昼食・参拝）－一畑薬師－お菓子の壽城－岡山市営駅南Ⓟ前19：15頃－各地

（おとな・お一人様あたり）

スケジュール

旅行出発日

旅行代金

8,800円

2018年１/１㈪A・2㈫A・
　　3㈬A・6㈯B・
　　8㈪A

※こども料金は2,000円引き

出雲大社初詣と
目のお薬師様一畑薬師参拝

※

出
雲
大
社 

本
殿

※初詣

京都三社詣 京都府 日帰り
20PTフレンズ

ポイント 添乗員同行
プﾗﾝ№
296

◆食事：昼食
両備バス倉敷6:15－岡山市営駅南Ⓟ7：00－岡山専用Ⓟ7：20－山陽専用Ⓟ7：40－
伏見（昼食）－伏見稲荷－平安神宮…京漬物（買物）－北野天満宮－
岡山市営駅南Ⓟ前19：50頃－各地　

※こども料金は2,000円引き

（おとな・お一人様あたり）

スケジュール

旅行出発日

旅行代金

※伏見稲荷は現地シャトルバス乗り換えに
なる場合があります。
※バスガイドは乗車しません。

8,800円

2018年１/2㈫・6㈯

※伏見稲荷神社

奈良三社詣 奈良県 日帰り
20PTフレンズ

ポイント 添乗員同行
プﾗﾝ№
297

8,800円

◆食事：昼食
岡山市営駅南Ⓟ6：50－岡山専用Ⓟ7：10－山陽専用Ⓟ7：30－春日大社・奈良（昼食）－
大神神社－橿原神宮－岡山市営駅南Ⓟ前20：50頃－各地

※こども料金は2,000円引き

（おとな・お一人様あたり）

スケジュール

旅行出発日

旅行代金

2018年１/2㈫・7㈰

※バスガイドは乗車しません。
※当日の交通状況により一部ＪＲを利用
することがございます。 ※春日大社

淡路七福神めぐり 兵庫県 日帰り
30PTフレンズ

ポイント 添乗員同行
プﾗﾝ№
299

◆食事：昼食
A両備バス倉敷6：30－岡山市営駅南Ⓟ7：15－岡山専用Ⓟ7：35－山陽専用Ⓟ7：55－
B玉野6：15－豊成Ⓟ6：45－岡山市営駅南Ⓟ7：15－岡山専用Ⓟ7：35－山陽専用Ⓟ7：55－
－（明石海峡大橋）－八浄寺（大黒天）－智禅寺（弁財天）－長林寺（福禄寿）－福良（昼食）－
護国寺（布袋尊）－万福寺（恵美酒神）－覚住寺(毘沙門天)－宝生寺（寿老人）－
特産物買物－（明石海峡大橋）－岡山市営駅南Ⓟ前20:10頃－各地

（おとな・お一人様あたり）

スケジュール

旅行出発日

旅行代金

10,800円

2018年１/２㈫A・3㈬A・4㈭A・5㈮A・6㈯B・7㈰A・8㈪A・9㈫A・
　　10㈬A

※ご朱印をご希望の方は、帳面700円・納経300円（各寺）
が別途必要です。（各自払い）
※昨年の福笹をお持ちの方は、当日全ての福笹をご持参く
ださい。
※バスガイドは乗車しません。

※こども料金は2,000円引き

※薬王寺

※旅行コース上の、 青字 は、下車観光（入場料を含まず）を表しています。 赤字 は、下車入場観光（入場料を含む）を表しています。 紫字 は、自由行動・自由食またはオプションを表しています。右記以外は車窓観光又は経由地になります。

※写真はすべてイメージです。

新春なんばグランド花月

※出雲大社（手水舎）

※1/1（月）は（　）の時間になります。 ※帰着予定時間は公演の終了時刻より変動します。 ※バスガイドは乗車しません。

●日帰り旅行のバス座席の指定はできません。当日ご案内いたします。

●日帰り旅行のバス座席の指定はできません。当日ご案内いたします。

※露天風呂

◆食事：昼食（お正月会席）
両備バス倉敷7：40－岡山市営駅南Ⓟ8：30－
岡山専用Ⓟ８：50－玉造温泉（昼食・入浴）－出雲大社－
岡山市営駅南Ⓟ前19：50頃－各地

※こども料金は6,000円引き21,800円
◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：2018年１/2㈫

大阪府 日帰り
50PTフレンズ

ポイント 添乗員同行

全日空 総代理店

※讃岐うどんイメージ

純白で清楚なうどんを年の初め
に食べることで、その年の人々
の幸せを願うものです。 

年明けうどんとは
※こども料金は2,000円引き

〈今回のうどん店〉
・麺処まはろ
・もり家
・めんや七幅別邸

パワースポット◯◯◯◯

❶２０１８年の恵方は？
❷昼食は◯◯温泉自慢の◯◯の風味豊かな郷土料理。
❸昼食後はぬるっとした肌触りが人気の◯◯温泉をご堪能。
❹◯◯◯◯に乗車体験
❺パワースポット◯◯◯◯へ立ち寄り。絶景に興奮！

ミステリーのヒント

取消料
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