
2020 夏(7～8 月)  

〔お申込み・お問い合せ〕℡076-266-2533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ A2066《富山県》 ※佐奇森発着(徳光発着設定日あり) 

日帰り直行バス 立山室堂 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

★出発日 

7/18(土)・19(日)・23(木・祝)～26(日)・29(水)・30(木) 

8/1(土)～4(火)・5(水)・8(土)・9(日)・※10(月･祝)・11(火) 

 12(水)・※13(木)・14(金)・※15(土)・22(土)・※23(日)・29(土)  

※印→徳光 PA 発着   

★旅行代金： 大人 7,900 円 小人 7,400 円 
★お食事：なし  ★バスガイド同行 

 

  佐奇森・金沢駅(7：10) ―― 立山有料道路…弥陀ヶ原 ―― 

立山室堂フリータイム(たっぷり 5 時間 30 分！雄山登山やみくりが

池散策などお楽しみ下さい) ―― 立山有料道路…弥陀ヶ原 ―

― 金沢駅(18：30)・佐奇森 

・各コース定員を 35名様までとさせていただきます。 

・感染状況よっては急きょ募集を中止する場合がございます。 

・詳細は弊社ホームページや最終行程表にて別途ご案内させていただきます。 

№A2068《長野県》 信州桃狩り 神話の道 戸隠古道  
～小布施４種の食べ歩き散策～  

★出発日： 8/10(月･祝)・13(木)・15(土)・22(土)・23(日) 

★旅行代金：大人 11,900 円 小人 500 円引 ★お食事：昼食 ★バスガイド同行 

    徳光・佐奇森・金沢駅(7：10) ―― 信州桃狩り（3 玉もぎ取りお持ち帰り） … 信州中野

(信州ポークの冷しゃぶみぞれ膳の昼食後、冷たい桃食べ放題) ―― 栗とリンゴの町・小

布施（マロンフィナンシェやおやきなど 4 種の食べ歩き♪） ―― 戸隠古道（A.奥社参道杉

並木を抜け奥社参拝ルート、B.中社参拝とのんびりお買い物・・・神域パワースポット） ── 

金沢駅(19：40)・佐奇森・徳光 

№A2069《岐阜県･長野県》 ※佐奇森発着 

新穂高ロープウェイ ＆ 上高地 選べる観光  

フリータイム 3時間 or上高地帝国ホテル伝統のフレンチ 
★出発日： 7/26(日)・30(木)  8/5(水)・16(日)・23(日)・29(土) 

★旅行代金：A プラン 大人 9,800 円  B プラン 大人 16,800 円 
小人各 1,000 円引  ★お食事：A プランなし B プラン昼食 ★バスガイド同行 

 佐奇森・金沢駅(6：30) ―― 鍋平高原・・・しらかば平駅 +++ (新穂高第 2 ロープウェイ) 

+++ 西穂高口駅(標高 2156ｍ)・・・展望台より北アルプスの大パノラマ！ +++ (新穂高第 2 ロ

ープウェイ) +++ しらかば駅・・・鍋平高原 ―― 上高地(事前チョイス）  

★A プラン：約 3 時間のフリータイム(河童橋より穂高連峰の雄大な景色を) 

★Ｂプラン：上高地帝国ホテルで伝統のフレンチコース(日本初の本格山岳リゾートホ

テルで味わうランチ 昼食後は自由散策) ―― 金沢駅(20：00)・佐奇森 

 

№A2067《福井県》   

三方五湖レイククルーズ＆レインボーライン“天空のテラス”  

★出発日： 7/18(土)・26(日)  8/8(土)・23(日)  

★旅行代金：大人 11,500 円 小人 1,000 円引 ★お食事：昼食 ★バスガイド同行 

 佐奇森・金沢駅(7：10)・各地 ── 池田町・かずら橋(スリル満点のつり橋) ── 越前そばの里

(ちょっぴりプレゼント) ── (海鮮の昼食) ―― (三方五湖レインボーライン) ―― 山頂公園(2020 年

リニューアル！おしゃれな天空のテラス) ―― 三方五湖レイククルーズ(約 40 分の遊覧) ―― 各地・

金沢駅(18：30)・佐奇森 

 

日本旅行業協会「旅行業における新型コロナウィスル対策ガイドラン」に基づきコース設定やツアー運用をいたし

ます。マスクの着用、手指の消毒、バス車内の換気など、感染防止にご理解とご協力をお願い申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№A2074《長野県》 ※佐奇森発着 
 

百花繚乱&山岳展望 栂池自然園  

★出発日：7/24(金・祝) 8/2(日)・9(日) 

★旅行代金：大人10,500円  

小人8,000円 幼児席のみ5,000円 
★お食事：なし ★バスガイド同行 

 佐奇森・金沢駅(6：40)・高岡砺波 ―― 栂

池高原(9：30 頃到着) +++ (ゴンドラ・ロープウェ

イ) +++ 栂池自然園(約 5.5km の遊歩道 自由散

策) +++ (ロープウェイ・ゴンドラ) +++ 栂池高原

（16：30 発） ―― 高岡砺波・金沢駅(19：30)・佐

奇森 

 
№A2076《長野県》 ※佐奇森発着 
 

八方尾根トレッキング 
★出発日：7/13(日)・23(木・祝) 8/1(土)  

★旅行代金：大人9,950円  

小人8,500円 幼児席のみ5,000円 
★お食事：なし ★バスガイド同行 

 佐奇森・金沢駅(6：40)・高岡砺波 ―― 白馬・八方駅

(10：30 頃到着) +++ (ゴンドラ・リフト 2 本) +++ 八方池山荘・第

一ケルン(標高 1,830ｍ、自由散策) +++ (リフト 2 本・ゴンドラ) 

+++ 白馬・八方駅（16：30 発） ―― 高岡砺波・金沢駅(19：30)・

佐奇森 
【モデルコース】  八方池山荘（標高 1830ｍ）…（1 時間）…八方池〔白馬

三山を水面に映す（標高 2060ｍ）〕…（1 時間 40 分）…丸山ケルン（標高

2430ｍ）・・・（往路下山）・・・八方池山荘 

 

№A2075《長野県》 ※佐奇森発着 

白馬五竜 高山植物園 

遠見尾根トレッキング 
★出発日：7/18(土)・26(日) 8/10(月・祝)  

★旅行代金：大人9,300円  

小人8,200円 幼児席のみ5,000円 

★お食事：なし ★バスガイド同行 

 佐奇森・金沢駅(6：40)・高岡砺波 ―― 白馬五

竜(10：30 頃到着) +++ (テレキャビン) +++ アルプス平

(標高 1530ｍ) ★小遠見山トレッキング(標高 2007ｍ)や

高山植物園でお楽しみ下さい 自由散策 +++ (テレキャ

ビン) +++ 白馬五竜（16：30 発） ―― 高岡砺波・金沢

駅(19：30)・佐奇森 

 
№A2077《長野県》 ※佐奇森発着 
 

中央アルプス・千畳敷(木曽駒ヶ岳) 

★出発日：7/29(水) 8/11(火)・29(土) 

★旅行代金：大人15,800円 

小人12,800円 幼児席のみ7,800円 
★お食事：なし ★添乗員同行 ※バスガイドは同行しません 

 佐奇森・金沢駅(6：00)・城端 SA ―― 駒ヶ根・菅

の台(10：40 頃到着)…[専用バス乗換] ―― しらび平 

+++ (ロープウェイ) +++ 千畳敷カール(標高 2612ｍ) ★

木曽駒ケ岳登山(標高 2956ｍ)や千畳敷カール遊歩道

の周遊をお楽しみください 自由散策 +++ (ロープウェ

イ) +++ しらび平 ―― [専用バス] ――菅の台（17：00

発） ―― 城端 SA・金沢駅(21：30)・佐奇森 

 
各コースバス乗車場所  当社佐奇森車庫に無料駐車場あり  小松グリーンホテル有料駐車場あり 

  佐奇森車庫→金沢駅港口→徳光 PA 上り売店前→小松グリーンホテル駐車場→尼御前 SA 

  徳光 PA 下り売店前→佐奇森車庫→金沢駅港口→高岡砺波スマート IC  
※明記がある場合は佐奇森発着となります 高岡砺波スマート IC は能登コース・東海北陸道経由コースでは立寄りいたしません 

※表示の旅行代金はお一人様あたりのものです 最少催行人員 15 名様 営業時間 (月)～(金)9:00～17:35 (土)9:00～12:00 日・祝休

み 

●この旅行条件は 2020 年 6 月 10 日現在を基準として算定しています。 

№ A2072《岐阜県》 ※佐奇森発着(徳光発設定日あり) 

選べる乗鞍 登山(乗鞍岳) or散策(乗鞍高原) 
★出発日： 7/29(水)・31(金) 8/6(木)・※10(月･祝)・※13(木)・※23(日)  

※印→徳光 PA 発着   

★旅行代金：大人6,900 円 小人 500 円引 ★お食事：なし ★バスガイド同行 

  佐奇森・金沢駅(7：10) ―― 平湯（休憩）―― 乗鞍スカイライン ―― 

乗鞍岳・畳平（標高 2702ｍ 白山頂上と同じ高さ) ―― 乗鞍高原・一ノ瀬園地(自由散策) ―

― 乗鞍岳・畳平 ―― 金沢駅(19：00)・佐奇森 

№ A2073《滋賀県・岐阜県》  伊吹山ハイキング & 醒ヶ井宿 

★出発日： 7/30(木) 8/4(火)・10(月・祝) 

★旅行代金：大人7,900 円 小人 500 円引 ★お食事：なし ★バスガイド同行  

  佐奇森・金沢駅(8：00)・各地 ── 伊吹山スカイライン ―― スカイテラス…伊吹山

(天空のお花畑と 360°の大パノラマ！約 150 分) ── 伊吹山スカイライン ── 胡麻の郷 

── 醒ケ井宿（水の宿場町を散策）―― 各地・金沢駅(18：30)・佐奇森 

№ A2071《長野県》 ※佐奇森発着(徳光発着設定日あり) 

北アルプス山岳リゾート 上高地 
★出発日：乗入日 7/18(土)・29(水)  8/2(日)・※13(木)・22(土) 

規制日 7/19(日)・25(土) ※8/10(月･祝)  ※印→徳光 PA 発着 

★旅行代金：乗入日 大人6,900 円 規制日 大人8,400 円 ※小人 500 円引 

★お食事：なし ★バスガイド同行  

 佐奇森・金沢駅(7：10) ―― 平湯（休憩及び規制日のみバス乗換え）―― 安房トンネ

ル・釜トンネル ―― 上高地・大正池（下車可能) ―― 上高地バスターミナル（たっぷり約 4

時間！自由散策) ―― 平湯（バス乗換え）―― 金沢駅(19：00)・佐奇森 

№ A2070《岐阜県》  

ひるがのピクニックガーデン「桃色吐息」 ＆ 郡上八幡食品サンプル体験 

★出発日： 7/25(土) 8/5(水)・11 (火) 

★旅行代金：大人10,900 円 小人 1,000 円引 ★お食事：昼食 ★バスガイド同行  

 徳光･佐奇森・金沢駅(7：30) ―― ひるがのピクニックガーデン(約 4 万本ものペチュニア！) ―

― 郡上八幡・流響の郷（名物！ケイちゃんご膳の昼食） ―― サンプルブレッジいわさき（食品サンプ

ル作り体験 ①てんぷら 3 つとレタス１個、②プチタルト 1 個） ―― 金沢駅(17：00)・佐奇森・徳光 
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