北日本観光バス
で行く

2021 夏号
☎ ℡076-266-2533

◆全コース 1 名様でのお申込みＯＫです◆ ★Instagram 始めました★ →
感染症対策

・全国旅行業協会・貸切バス旅行連絡会のガイドラインに基づきコース設定やツアー運用をいたします。
・バス乗降口にアルコール消毒液を設置しております。車内は適時消毒します。
・乗務員・添乗員は出勤時に検温、体調管理を行い、業務中はマスクを着用、定期的に手洗い・手指の消毒を実施しております。
・バス運行時は「外気導入モード」を利用し、常時空気の入れ換えをしております。
・観光施設・宿泊施設については感染症対策を講じている施設を利用いたします。
・観光時は密閉・密集・密接に配慮し、自由散策や観光時間を長めにするなど行程を工夫いたしております。

当社の取り組み ・全コース 1 名様につきバス座席 2 席を確約いたします。
お客様へのお願い ・マスクの着用、手指の消毒、バス車内の換気など、感染予防にご協力をお願い申し上げます。
・ツアーご参加前に検温とマスクの着用を確認させていただきます。体調によってはご参加をご遠慮ください。
・ツアー中のソーシャルディスタンス確保にご協力ください。
GOTO トラベル事業が再開となった場合
・バス車内での飲酒や食事、大声での会話はお控えください。
その時点で有効なルールが適用されます
・車内のゴミはエチケット袋に入れてお持ち帰りください。

◆掲載のプラン(A2157 立山室堂除く)は「石川県民向け県内旅行応援事業(県民割第 3 弾)」の対象です◆
注:石川県民以外の方もご参加いただけますが割引･クーポン付与は対象外となります
例:旅行代金 10,000 円(税込)以上の旅行商品の場合…

旅行代金

5,000 円 OFF

(県民割第３弾)対象
A2149《石川県》新コース

和倉温泉

＋

観光クーポン 2,000

加賀屋

円付与

石川県民(居住者に限る)が対象です

詳細はお問い合せ下さい

～日帰り昼会席と温泉入浴～

食事会場(四季亭)

日帰り

大浴場(男性)

和倉温泉スイーツ
(一例)
加賀屋 全景

出 発 日

※小人 500 円引

旅行代金(大人お一人様あたり)

14,800 円 →
7/11(日)・17(土)・18(日)・23(祝 金)・25(日)・31(土) 8/1(日)・4(水)・6(金)
8/16(月)・19(木)・21(土)・22(日)・28(土)・29(日) 9/18(土)・20(祝 月)・23(祝 木) お支払い実額 9,800 円
・

・

・

スケジュール

食事

乗車場所 B(金沢駅まで) 金沢駅(10：00) ――和倉温泉 加賀屋(旬の和食会席と温泉入浴をゆっくり
お楽しみ下さい 街歩きを含めたっぷり 4 時間滞在！和倉温泉スイーツめぐり券(3 枚 1 セット)付
―― 金沢駅(17：30)
※食事内容につきましては弊社ホームページをご覧下さい

昼食

★添乗員同行(バスガイドなし)

(県民割第３弾)対象

A2150《石川県》新コース

新しいスタイルの食事会場(旅館)

加賀 御朱印めぐり

対面食事にならないレイアウト テーブルの間隔を空けて席を配置

～ご利益 UP の朔日詣り～

出 発 日

旅行代金(大人お一人様あたり 小人同額)

8/1(日) 9/1(水) 10/1(金)

10,000 円 → お支払い実額 5,000 円

日帰り

スケジュール

食事

乗車場所 A(徳光まで) 金沢駅(7：30) ―― 白山比咩神社(表参道から参拝、宝物館入場あり) ――
日用神社(苔むした境内) ―― 菅生石部神社(加賀國二ノ宮、「斎藤さん」の氏神様) … 愛宕神
社(火の神、殖産の神) ―― 料亭山ぎし(老舗料亭の味をランチでお気軽に) ―― 多太神社(源平
合戦のドラマを今に…) ―― 山王宮本折日吉神社(前田利常の祈願所、子授安産) ―― 兎橋神
社(「おすわさん」と親しまれる加賀國総鎮守) … 小松琴平神社(小松の“こんぴらさん”) ――
安宅住吉神社(難関突破の守護神) ―― 金沢駅(18：00)

昼食

★添乗員同行(バスガイドなし) ★御朱印初穂料は旅行代金に含まれておりません

新しいスタイルの食事会場
対面食事にならないレイアウト テーブルの間隔を空けて席を配置

(県民割第３弾)対象

A2151《石川県》

山代温泉 日帰り昼会席と温泉入浴 ＆ ゆのくにの森

新コース

７月

出 発 日

９月

８月

大浴場イメージ

体験イメージ

日帰り

大浴場イメージ

大浴場イメージ

旅行代金(大人お一人様あたり 小人 500 円引)

7/22(祝･木)・31(土)
8/21(土)・29(日) 9/18(土)・23(祝･木)

14,800 円 →
お支払い実額

9,800 円

スケジュール

食事

乗車場所 A(小松まで) 金沢駅(8：00) ―― ゆのくにの森(たっぷり 2 時間滞在！1,100 円分利用券
付!) ―― 山代温泉 月替わり日帰り昼食＆入浴(7 月瑠璃光 /8 月白山菖蒲亭 /9 月ゆのくに天 昼食
祥) ―― 九谷満月(立寄り) ―― 金沢駅(17：00)
各旅館の感染症対策、食事内容につきましては弊社ホームページをご覧下さい
★添乗員同行(バスガイドなし)
(県民割第３弾)対象

A2152《石川県》
新コース

ねぶた温泉「海游

能登の庄」 日帰り昼会席と温泉入浴
日帰り

＆ゆのくにの森
吹き抜けイメージ

大本山總持寺祖院

出 発 日

大浴場イメージ

旅行代金(大人お一人様あたり 小人 500 円引)

18,800 円 →
7/18(日)・25(日)・28(水)・30(金)
8/1(日)・4(水)・18(水)・29(日) 9/20(祝･月) お支払い実額 13,800 円

昼食イメージ

スケジュール

食事

乗車場所 B(金沢駅まで) 金沢駅(7：30) ―― 大本山總持寺祖院(開創 700 年を迎える記念年に拝観)
―― ねぶた温泉「海游 能登の庄」(たっぷり 3 時間滞在！輪島塗の器で味わう能登の旬と良質のア
ルカリ性温泉をゆっくりお楽しみ下さい) ―― 金沢駅(18：30)
★添乗員同行(バスガイドなし)
(県民割第３弾)対象

B2131《石川県》

昼食

新しいスタイルの食事会場(旅館) 対面食事にならないレイアウト テーブルの間隔を空けて席を配置

和倉温泉直行バスツアー ～ホテル海望/のと楽

選べる旅館～

2 日間

新コース

★旅行代金(お一人様あたり 小人 2,000 円引)
出 発 日

7/25(日) 8/20(金) 9/17(金)

※1 名様でのご利用は別館「ガーデン能登屋」

3～4 名様 1 室

22,800 円 →
お支払い実額

17,800 円

2 名様 1 室

1 名様 1 室(5 室)

24,800 円 →
お支払い実額

25,800 円 →

19,800 円

お支払い実額

20,800 円
食事

スケジュール

①

乗車場所 B(金沢駅まで) 金沢駅(13:00) ―― 和倉温泉(14:50～15:00 着) 選べる旅館（泊）

夕食

②

旅館(10:00～10:10 発) ―― 能登食祭市場(立寄り) ―― 金沢駅(12:30)

朝食

各旅館の感染症対策、食事内容につき
ましては弊社ホームページをご覧下さい

★添乗員同行(バスガイドなし) ★お部屋/標準客室 お食事/夕食:会席料理 朝食:和定食(のと楽 バイキング変更の場合あり)
★宿泊先：2 名様以上 1 室ご利用…ホテル海望又はのと楽 / 1 名様 1 室ご利用…ガーデン能登屋シングルルーム

(県民割第３弾)対象 新コース

日帰り

No.A2153《石川県》
“Trattoria Shigezo”

(県民割第３弾)対象 新コース

日帰り

No.A2154《石川県》白山と北アルプスの眺望

能登で味わうイタリアン

三方岩岳(ふくべ谷登山道コース)
ランチイメージ

出 発 日

出 発 日

旅行代金(大人お一人様あたり)

10,400 円 →

7/25(日) 8/21(土)

お支払い実額

旅行代金(大人お一人様あたり)

7/31(土) 9/19(日)

5,400 円

10,000 円 →
お支払い実額

5,000 円

5

食事

スケジュール 歩行時間/3 時間
乗車場所 A(徳光まで) 金沢駅(7:10) ― 栂の木

剛遊覧船 ― 花のミュージアム フローリィ ― ト
ラットリア シゲゾー(潮風を感じながら味わう地元 昼食
食材のイタリアン) ― 道の駅ころ柿の里しか ―
― 金沢駅(16：00)
新しいスタイルの食事会場

台駐車場（標高 1,400 ㍍）…ふくべ谷上園地展望台
(標高 1,570 ㍍）…三方岩岳(標高 1,736 ㍍）…(往路
下山)…栂の木台駐車場 ― 中宮温泉(入浴) ― 金
沢駅(16:30)

スケジュール ※小人同額
乗車場所 B(県内のみ) 金沢駅(9：00)― 能登金

換気のため窓を開放
テーブルの間隔を空けて席を配置

★添乗員同行(バスガイドなし)
(県民割第３弾)対象 新コース

日帰り

★添乗員･案内人同行(バスガイドなし)

※小人同額

(県民割第３弾)対象 新コース

日帰り

金沢トレイル

白山(越前)禅定道

金沢城～ひがし茶屋街～戸室山～見上峠

市ノ瀬～指尾山～慶松平～別当出合

出 発 日

©石川県観光連盟

8,500 円

スケジュール 歩行時間/5 時間
乗車場所 A(徳光まで) 金沢駅(5:30) ― 市ノ
瀬（標高 830 ㍍）…梯子坂…六万山…指尾山（標
高 1,418 ㍍）…慶松平(標高 1,666 ㍍)…別当坂
分岐…別当出合 ―（シャトルバス）― 市ノ瀬
― 白峰温泉総湯(入浴) ― 金沢駅(18:30)
★添乗員･案内人同行(バスガイドなし)

食事

昼弁

小人同額)

5,000

出 発 日
10,000 円 → お支払い実額
円
6/27(日) 7/3(土)・11(日)・17(土)・18(日)・23(祝・金)
スケジュール 歩行距離・時間/15km･6 時間 食事
8/1(日)・4(水)
・6(金)・16(月)・19(木)・21(土)・22(日)・
金沢城（7:00
集合)…浅野川大橋…卯辰山…

13,500 円 →
お支払い実額

旅行代金(大人お一人様あたり

9/26(日)

旅行代金
(大人お一人様あたり 小人設定なし)

8/1(日) 9/18(土)

昼弁

No.A2156《石川県》

No.A2155《石川県》トレッキング中級
白山を開山した泰澄大師が歩いた

出 発 日

食事

奥卯辰山健民公園…金沢大学…戸室山…見上
スケジュール
昼弁
峠 ――（バス）―― 和おんの湯(入浴) ――
乗車場所 B(石川県内のみ) 金沢駅(10：00) ―― 和倉温
金沢城・金沢駅(17:30)
★添乗員･案内人同行
(バスガイドなし)
の和食会席と温泉入浴をゆっくりお楽しみ下さい
和

金沢トレイルとは
…金沢城から「ひがし茶屋街」を通り抜け、卯辰山・金沢大
―― 金沢駅(17：30)
※食事内容につきましては弊社ホ
学から医王の里、そうして金沢市民の憩いの山「医王山」を通り、金沢の奥座
★添乗員同行(バスガイドなし)
敷「湯涌温泉」、高尾山・吉次山から犀川上流部の熊走、そしてロッククライミ
ングの山・倉が岳を通り、加賀一宮「白山比咩神社」までの延長 70ｋｍのロン
グトレイルコースです。※道標がなく個人で行かれる方はご注意下さい。

(県民割第３弾)対象 新コース

2 日間

No.B2132《石川県》トレッキング中級

手取川源流から別山～チブリ尾根～市ノ瀬を歩く

©石川県観光連盟

旅 行 日

8/28(土)～8/29(日)
スケジュール

旅行代金(お一人様あたり

小人設定なし)

32,800 円 → お支払い実額 27,800 円

新しいスタイルの宿泊施設(一例)

お一人様あたりの客室スペースを
ゆったり確保(定数の約 70％減で稼働)

歩行距離・時間／1 日目 4.9km・3 時間 2 日目 14.1km・7 時間 20 分

①

乗車場所 A(徳光まで) 金沢駅(6:40) ―― 市ノ瀬 ――（シャトルバス）―― 別当出合(標高
1,260 ㍍)…中飯場…別当覗…甚之助小屋…南竜山荘（標高 2,070 ㍍）
（泊）

②

南竜山荘…南竜湿原…油坂…天池…御舎利山…別山(標高 2,399 ㍍)往復…チブリ尾根…チブリ尾根小屋
…白山有数のブナ林…市ノ瀬 ―― 白峰温泉総湯(入浴) ―― 金沢駅(18:30)

★宿泊先：白山市 南竜山荘(山小屋 インナーシーツをご用意下さい) ★添乗員･案内人同行(バスガイドなし)

食事

昼弁
夕食
朝食
昼弁

日帰り

定番コース

No.A2157《富山県》

フリープラン

日帰り直行バス 立山室堂
～今年はたっぷり 6 時間滞在～

みくりが池(7 月下旬)

雷鳥親子(8 月中旬)

室堂平(8 月中旬)

雄山頂上(7 月下旬)

シナノキンバイ(8 月中旬)

ナナカマドと立山(9 月中旬)

出 発 日

室堂平(9 月下旬)

旅行代金(お一人様あたり)

7/17(土)・18(日)・22(祝･木)・23(祝･金)・24(土)・25(日)・28(水)・31(土)
8/1(日)・4(水)・7(土)・8(日)・9(祝･月)・10(火)・11(水)・12(木)・13(金)
14(土)・15(日)・21(土)・22(日)・28(土)・29(日)

9/4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)・19(日)・20(祝･月)・23(祝･木)
25(土)・26(日)

大人(中学生以上)

11,300 円
小人(小学生まで)

10,800 円

GOTO トラベル事業が再開となった場合その時点で有効なルールが適用されます

スケジュール

食事

乗車場所 B 金沢駅(7:10) ―― 立山有料道路 ―― 立山室堂フリータイム(今年はたっ
ぷり 6 時間滞在！主峰･雄山、最高峰･大汝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 ―― 金沢駅(19:00) ※弥陀ヶ原で乗降車できます

なし

★バスガイド同行(添乗員なし)

写真提供:○
C 立山黒部アルペンルート

※花・植物などの見頃は天候の変化などによりツアー設定時期と異なる場合がございます。開花状況によりコース変更、中止となる場合がございます。
各乗車場所 乗車場所 A 佐奇森車庫→金沢駅西広場団体バス乗降場→徳光 PA 上り売店前→小松ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ駐車場(有料駐車場あり)
当社佐奇森車庫に無料駐車場あり
乗車場所 B 佐奇森車庫→金沢駅西広場団体バス乗降場→小矢部川 SA→高岡砺波スマート IC ※明記がある場合は徳光発着 東海北陸道経由コースは高岡砺波スマート IC からはご乗車いただけません

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)9:00～17:40 (土)9:00～12:00 日・祝休み

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。

