
アジア最大級
日本一のバラの街
アジア最大級
日本一のバラの街 ハウステンボスのバラ祭り２日間ハウステンボスのバラ祭り２日間

◆旅行出発日：2019年４/30㈫

プﾗﾝ№
060

※ハウステンボス

◆1日目／食事：なし
岡山駅7：00～11：30頃+++（新幹線）+++博多駅+++（ハウステンボス号またはみどり）+++ハウステンボス駅
11：30～15：30頃　着後、ハウステンボスにてフリータイム　　　　   宿泊先：ホテル日航ハウステンボス
◆2日目／食事：朝食
出発までフリータイム　ハウステンボス駅+++（ハウステンボス号またはみどり）+++博多駅+++（新幹線）+++
岡山駅18：00～22：00頃

スケジュール

※ホテル日航ハウステンボス

◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）

64,800円
59,800円
64,800円

4名1室利用
3名1室利用
2名1室利用

※こども料金は
　20,000円引き
※中高生は
　1,000円引き

長崎県 1泊2日
100PTフレンズ

ポイント 個人旅行

両備バスフレンズパック 検索

GW
ゴールデンウィーク

2019厳選ツアー

最長10日間
の大型連休
最長10日間
の大型連休

プラン
６

世界遺産！！グルメと異国情緒あふれる長崎３日間世界遺産！！グルメと異国情緒あふれる長崎３日間プﾗﾝ№
061

※グラバー園（長崎市内観光コース）

※中江ノ島

※旗松亭 露天風呂

※１日目夕食（イメージ）

※ヒラメの薄造りは６人盛です。
◆1日目／食事：夕食
岡山駅9：00～11：00頃+++（新幹線さくら号）+++
博多駅（自由食）+++（みどり）+++佐世保駅－
（送迎バス）－平戸温泉16：30頃
宿泊先：平戸温泉 国際観光ホテル 旗松亭
◆2日目／食事：朝食・昼食（長崎市内観光コースのみ）・夕食
選べる観光プランどっちを選んでも追加代金必要なし！！（事前申込）
ハウステンボスコース
ホテル8：00頃－ハウステンボス（1ＤＡＹパス
ポート付・自由食）－ホテル18：00頃
長崎市内観光コース
ホテル8：00頃－長崎平和公園－めがね橋（車窓）－オランダ物産館（昼食）…グラバー園－
長崎中華街（散策）－女神大橋（車窓）－ホテル18：00頃
※バスは今回のツアー専用ですが２コース混乗となります　宿泊先：平戸温泉 国際観光ホテル 旗松亭
◆3日目／食事：朝食
ホテル－「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産施設」春日集落かたりな－中江ノ島（車窓）
－生月島の館－九十九島パールシーリゾート（自由食・自由散策）－佐世保駅+++（みどり）+++
博多又は新鳥栖駅+++（新幹線さくら号）+++岡山駅（18：00～20：00頃）

スケジュール

◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）
◆旅行出発日：2019年４/27㈯

84,400円
86,600円
88,800円

4名1室利用
3名1室利用
2名1室利用
※こども料金は30,000円引き

長崎県 2泊3日
125PTフレンズ

ポイント 添乗員同行

2名様以上出発保証
1DAYパスポート付

2名様以上出発保証

1DAYパスポート付

金沢満喫金沢満喫フリープラン
2日間
フリープラン
2日間

フリープラン
2日間
フリープラン
2日間

◆1日目／食事：なし
岡山駅7：00～11：00頃+++（新幹線）+++新大阪駅+++（サンダーバード）+++金沢駅11：00～
15：00頃…（お客様負担）…金沢市内（泊）
宿泊先：三井ガーデンホテル金沢または金沢ニューグランドホテル
◆2日目／食事：朝食
出発までフリータイム　金沢駅13：30～18：30頃+++（サンダーバード）+++新大阪駅+++
（新幹線）+++岡山駅17：00～22：00頃

※こども料金は12,000円引き

2～3名1室利用同額

スケジュール

旅行出発日

旅行代金（おとな・お一人様あたり）

石川県 1泊2日
75PTフレンズ

ポイント 個人旅行
プﾗﾝ№
062

39,800円

2019年５/２㈭

※個人旅行となり添乗員は同行しません。

※金沢駅
2名様以上出発保証

山中温泉
ゆったり宿泊と金沢の旅
山中温泉
ゆったり宿泊と金沢の旅

◆1日目／食事：夕食
岡山駅7：00～11：00頃+++（新幹線）+++新大阪駅+++（サンダーバード）+++加賀温泉駅11：
00～15：00頃－（送迎バス）－山中温泉（夕食・泊）
※到着後、山中温泉街の自由散策をお楽しみください 宿泊先：山中温泉 かがり吉祥亭
◆2日目／食事：朝食
ホテル－（送迎バス）－加賀温泉駅+++（サンダーバードまたはしらさぎ）+++金沢駅…金沢に
てフリータイム（約4時間滞在）…金沢駅15：00～18：30頃（サンダーバード）+++新大阪駅
+++（新幹線）+++岡山駅18：00～22：00頃

※こども料金は20,000円引き

スケジュール

旅行出発日

旅行代金（おとな・お一人様あたり）

石川県 1泊2日
80PTフレンズ

ポイント 個人旅行
プﾗﾝ№
063

2019年５/１㈬

※個人旅行となり添乗員は同行しません。
※2日目の加賀温泉駅⇒金沢間（乗車時間約20分）は自由席になる場合がございます。
※3歳～小学生未満は施設使用料として3,240円が必要です。（現地払い） ※山中温泉 露天風呂

ゆったり
温泉派に
おすすめ

シティ派に
おすすめ 北陸へ旅しよう！あなたはどっち派！？北陸へ旅しよう！あなたはどっち派！？

54,800円
56,800円
58,800円

4名1室利用
3名1室利用
2名1室利用

平成３０年７月世界文化遺産登録
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※ハウステンボスコースは4歳～未就学児はパスポート代金が別途必要です。（現地支払）
※３歳～小学生未満はホテル施設使用料として3,240円が必要です（現地払い）

※個人旅行となり添乗員は同行しません。　※4歳～未就学児はパスポート代金が別途必要です。（現地支払）
※4歳～小学生未満は朝食代金として1,000が必要です。（現地払い）　※4名利用はツインコネクティングルームになります。

※両日共、早岐駅～ハウステンボス駅間は普通列車の利用となる場合がございます。



※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。
●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。　●写真・画像はすべてイメージです。

観光センター 両備グループ取扱店
■西大寺（086）943-3810
■岡　山（086）271-3366
■玉　野（0863）32-2511
■県庁通り（086）222-3050
■両備イオンモール岡山（086）803-6511

■リョービツアーズ
総社支店（0866）93-3381
岡山支店（086）224-3381
津山支店（0868）25-0030

■倉　敷（086）422-2700
■J  F  E（086）448-6777
■玉　島（086）525-1220
■津　山（0868）22-6187

■両備スカイプラザ（086）224-3131
■両備タクシー旅行センター（086）901-1007
■岡 山 交 通（086）263-3337
■岡山電気軌道観光センター（086）224-4100
■東 備 バ ス（0869）34-2049

両備バスフレンズパックでは全プランをバス車内禁煙とさせて
いただいています。ご理解とご協力をお願いいたします。禁煙安全のためシートベルト

の着用をお願いします。

（086）226-1515年中
無休

両備バスフレンズパック
予約センター

全日空 総代理店 観光庁長官登録旅行業第1414号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

企画・実施／両備ホールディングス株式会社

環境にやさしい
グリーン経営 実践中！

〒700-0902  岡山市北区錦町7-23 ■営業時間／月～土 9:00～18：00 日・祝 9:00～17：00  FAX（086）234-1642
●http://www.ryobi-bus.jp/tour ●E-mail:tomo@ryobi-holdings.jp

●お客様による旅行契約の解除/お客様はいつでも下記の取消料を支払って、
　旅行契約を解除することができます。

●最少催行人員
　パンフレットに最少催行人員の表示のない旅行については、最少催行人
員は２０名です。参加者が最少催行人員に満たない場合は、旅行の実施
をとり止めることがあります。この場合は、旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって13日目（日帰りは3日前）に当たる日より前に通知いたします。

この旅行は、両備ホールディングス株式会社（以下当社といいます）の募集型企画旅行です。以下記載のない事項は当社企画旅行（募集旅行の部）
約款によります。●旅行代金に含まれるもの／日程表に明示した運送機関の運賃、宿泊料、観光料、表示された食事の料金が含まれております。

（ア）当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために
利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等
については各スケジュール表に記載されています。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための
手続（以下「手配等」といいます。）に必要な範囲内で利用させていただきます。※このほか、当社では、将来、よりよい
商品の開発のため、当社の商品のご案内をお客様にお届けするために、下記の目的で個人情報を利用させて頂くこと
がございます。［1当社及びグループ会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内。 2旅行参加後のご意見やご感想
の提供のお願い。　3アンケートのお願い。　4統計資料の作成］
（イ）個人データの第三者への提供／当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等及び手
配代行者に対し、お客様の氏名他等をあらかじめ提供する場合がございます。 

旅行申込の際の個人情報についてお申し込みいただく前に当「旅行条件（要約）」と各コース毎の旅行条件及び
別途お渡しする「旅行取引条件説明書」を必ずお読みください。国内旅行条件（要約）

お申し込み・お問い合わせ

旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引きに関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく各店の取扱管理者におたずねください。

旅行開始日の
前日 当日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって下記に当る日
～15日前（日帰りは11日前） 7～2日前14日～8日前（日帰りは10日～8日前）

20％ 50％ 100％

旅行
開始後

取消日
及び
変更日 無　料 10％ 40％

新岡山港
●

玉野市

児
島
湖

瀬戸内市

日の出ショートクルーズ　航路

朔日餅
赤福本店で一日の
み特別に販売される
お餅を求め、かなり
の行列が出来ます。
添乗員がお客様に
代わり並びます！！

①毎月メニューの違う
朔日粥の朝食付き
②朔日朝市も開催で
早朝から賑わって
います。

お勧めポイント！

「せとのクルージングの夢を創る」をコンセプトとした水戸岡鋭治さんの
デザインによるクルーズフェリーが、5月1日より小豆島航路に就航！
新元号を迎える記念すべき日に、船上より日の出を望みましょう。

新元号 日の出ショートクルーズ

ゴールデンウィーク

2019厳選ツアー2019厳選ツアー

一度は行ってみたい!!一度は行ってみたい!! 伊勢の朔日参りと朔日餅伊勢の朔日参りと朔日餅
◆旅行出発日：2019年４/30㈫

プﾗﾝ№
065

※伊勢神宮

食事：朔日限定メニュー　朔日粥又は雑炊
両備バス倉敷20：45－岡山市営駅南Ⓟ21：30－岡山専用Ⓟ21：50－山陽専用Ⓟ22：10－伊勢神宮内宮
（朝食・おかげ横丁など自由散策）－伊勢神宮外宮－岡山市営駅南Ⓟ前12：50頃－各地

スケジュール

※赤福本店（朔日餅）

◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）

三重県 2日間（車中1泊）
40PTフレンズ

ポイント
添乗員または
ツアーメイト同行

新造船クルーズフェリーで行く！新造船クルーズフェリーで行く！新元号 日の出ショートクルーズ！新元号 日の出ショートクルーズ！プﾗﾝ№
064

岡山県 日帰り
5PTフレンズ

ポイント
添乗員または
ツアーメイト同行

◆旅行出発日：2019年５/１㈬

食事：なし
両備バス倉敷2：30－倉敷インター前Ⓟ2：50－岡山専用Ⓟ3：10－岡山市営駅南Ⓟ3：30
－新岡山港4：00－新岡山港～（日の出ショートクルーズ/約90分間）～新岡山港6：00頃
－岡山市営駅南Ⓟ前7：00頃－各地

スケジュール

13,800円※こども料金は
　2,000円引き

◆旅行代金：（おとな・お一人様あたり）

3,500円※こども料金は
　1,500円引き

トイレ付
バス

※天候、その他気象条件により日の出が見られない場合があります。

最少催行人員80名

完成予想図 Illustration by DON DESIGN ASSOCIATES

完成予想図 Illustration by DON DESIGN ASSOCIATES
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