
■お問い合せ・お申し込みは

旅行代金は 税込（総額） 表示でご案内しております。

10時～18時

238-4930
（082）

土・日・祝も電話予約OK!

■運行バス会社は、広交観光または広交タクシーとなります。

広島バスセンター（到着ホーム）

(注)
到着ホームでの
ご乗車となります。待合所
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落合営業所
〈広島市安佐北区落合2-48-1〉
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高瀬大橋

太田川

高瀬堰

無料駐車場10台完備
お申込時にご予約が必要です

記載商品は「全国旅行支援割」対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。なお、お取消しの際は、割引前の旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。

HIROKO

コロナ時代の
“旅の”
カタチ

〈日本旅行業協会〉旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第5版）及び各業種別ガイドラインに基づきツアーを設定しています。※新型コロナウイルス感染状況により、旅行中止の判断をする場合がございます。

割引前の旅行プランから
最大20%相当額を割引します！全国旅行支援延長

1月10日（火）～6月30日（金）

※指定の乗車場所以外で
の乗降はできません。

新型コロナウイルス
感染対策として、現在、
3ヵ所の乗降場所に
限定させていただいて
おります。タクシー
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乗車場所

（注）今回は、バスガイド同行の設定はございません。

1人部屋
OK

旅行企画実施

広交観光

〒733-8514　広島市西区三篠町3丁目14-17
観光庁長官登録旅行業第1368号　（社）日本旅行業協会正会員　総合旅行業務取扱管理者　藤田　裕之

詳しくはホームページへ

当社は「貸切バス事業者
安全性評価認定」の
認定事業者です。

2023年5～7月出発号 Vol.91

オレンジバスツアーオレンジバスツアーオレンジバスツアーオレンジバスツアー広交広交

当社はお陰様で2022年2月に70周年を迎え、71年目の年がスタート
しました。今後とも広交オリジナルバスツアーにご期待ください。

BUS ON THE ROAD

（一部コースを除く）

１人１旅行プランあたり※山口県・
　高知県は
　7月14日
　まで

ご利用・参加条件
日本にお住まいの方で、以下の要件を満たす方
（1）旅行者全員の居住地が確認できる書類
　（免許証・マイナンバーカード・パスポートなど）の提示
（2）新型コロナワクチン３回目接種済証又はPCR検査等の陰性確認

交通付き宿泊旅行 日帰り旅行
上限5,000円 上限3,000円

平日最大2,000円・休日最大1,000円の地域クーポン券付！さらに
※お一人様1泊（日帰り旅行の場合は1日）あたり※平日・休日について：宿泊旅行については、宿泊日とその翌日
がともに休日（土曜・日曜・祝日）の場合、その宿泊は休日として扱い、それ以外を平日とします。日帰り旅行につい
ては、土曜・日曜・祝日を休日として扱い、それ以外を平日とします。
（注）都道府県ごとのルールにより異なる場合がございます。各商品の案内表示をご確認ください。

LINE 公式アカウント 公式Twitterでもリアルタイムな
情報を配信中です。

今すぐ
登録

LINE電話により
無料 でお問合せ・
お申込みいただけます！！

LINEでしか発表しない
ツアーや空席情報

※二次元コードが読めない場合は、友だち追加ボタンよりID検索で「＠190qommv」を入力してください。

こんな
特典が！！

※各都道府県の補助金が上限に達し次第、割引プランの販売は終了となり割引前価格での申込受付となります。

島根 1泊2日

鳥取 1泊2日

山口 1泊2日

NEXT

ご利用・参加条件
日本にお住まいの方で、以下の要件を満たす方

平日最大2,000円・休日最大1,000円の地域クーポン券付！
※お一人様1泊（日帰り旅行の場合は1日）あたり※平日・休日について：宿泊旅行については、宿泊日とその翌日

※各都道府県の補助金が上限に達し次第、割引プランの販売は終了となり割引前価格での申込受付となります。
イングリッシュローズ（イメージ）イングリッシュローズ（イメージ）

尾道・愛媛・香川 1泊2日

まだまだ

『黙旅』・『マスク着用』に
ご協力ください

創業70周年N E X T
第1弾

■最少催行人員/15名■宿泊/お宿 月夜のうさぎ（和洋室）■添乗員/同行します■バスガイド/同行しません■食事/朝1回（朝食会場：バイキング）、昼1回、夕1回（夕食会場：バイキング）

■最少催行人員/15名■宿泊/三朝館（禁煙/和室）■添乗員/同行します■バスガイド/同行しません■食事/朝1回（朝食会場：和洋ブッフェ）、昼2回、夕1回（夕食会場：会席料理）

お宿「月夜のうさぎ」に泊まる出雲路の旅 

千坪の日本庭園風呂「三朝館」で
ココロとカラダを癒す“とっとり道の駅めぐり”

長門湯本温泉そぞろ歩きと萩を訪ねる旅 
落合営業所（9：00）=広島駅（9：45）=広島バスセンター（10：00）=道の駅たかの（昼食各
自・特産品お買物）=お宿 月夜のうさぎ（泊）（13：30頃）（お部屋は15時からご利用いただ
けます。お宿より徒歩8分。出雲大社参拝や神門通り散策をお楽しみください。）
ホテル（9：00）=日御碕海岸（日本海を一望できる海岸線散策）=島根ワイナリー（特産品
お買物）=松江堀川地ビール館（昼食）…ぐるっと松江堀川めぐり（松江堀川遊覧船）
（屋形船でお堀を遊覧）=広島バスセンター（17：40）=広島駅（17：55）=落合営業所（18：30）
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－夕－

昼－朝

落合営業所（8：00）=広島駅（8：45）=広島バスセンター（9：00）=ホテル西長門
リゾート（角島大橋の袂のリゾートホテルで昼食）=角島大橋（TVCMでもよく見る
風景）=元乃隅神社（123基の赤鳥居が並ぶ絶景神社）=山村別館（泊）（16：30頃）
（音信川沿いに広がるオソト天国をそぞろ歩き）
ホテル（8：45）=海鮮村 北長門本店（お魚せんべいやしそ入りわかめ）=萩八景
遊覧船（水の都・萩を水辺から遊覧）=明倫学舎（藩校明倫館跡地に立つ小学校の
木造校舎を見学・昼食）=松陰神社=村田蒲鉾店（萩観光のお土産として人気の蒲
鉾）=広島バスセンター（17：00）=広島駅（17：15）=落合営業所（18：00）
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昼夕－

昼－朝

落合営業所（7：40）=広島駅（8：30）=開運・金持神社（参拝）（金運UP！）=とっとり
花回廊（昼食・園内散策）（日本最大級のフラワーパーク）=神﨑神社（宮彫り/壮麗
なる彫刻）=道の駅琴の浦（お買物）=三朝温泉・三朝館（泊）（17：10頃）（敷地内
に3本の源泉を持ち、三朝随一の湯量を誇る）

ホテル（9：00）=白兎神社（参拝）・道の駅神話の里白うさぎ（お買物）（兎年参拝
と縁結び）=道の駅清流茶屋かわはら（豊富な特産品・新鮮野菜直販。お買物）=
山里料理みたき園（自然の中で自然の恵み昼食）=石谷家住宅（国重要文化財・
山林王のお宅拝見）=広島駅（18：40）=落合営業所（19：20）
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昼夕－

昼－朝

落合営業所（7：10）=広島駅（8：00）=因島水軍城（村上水軍の資料を
展示）=旅館さわき（昼食）=大山祇神社（日本総鎮守、宝物館入場料
含む）=今治城（海水を堀に入れた海城）=休暇村瀬戸内東予（泊）
（16：30頃）（全室オーシャンビュー）
ホテル（8：30）=石鎚神社（参拝）（所願成就の神・口之宮本社）=鉄道歴
史パークSAIJO（初代0系新幹線など展示）=山下うどん（昼食各自）
（ぶっかけうどんの名店）=丸亀城（高さ日本一。石垣の名城）=広島駅
（16：30）=落合営業所（17：10）
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昼夕－

お支払実額28,000円
5,000円
33,000円割引前価格

■全国旅行支援

※子供代金はお問合せください。

2～3名1室利用■旅行代金/大人お一人様
出発日 6月/11（日）・30（金）

地域クーポン 2,000円

■最少催行人員/15名■宿泊/山村別館
（和室）■添乗員/同行します■バスガイド/
同行しません■食事/朝1回（朝食会場：和
朝食）、昼2回、夕1回（夕食会場：和会席）

お支払実額28,000円
5,000円
33,000円割引前価格

■全国旅行支援

※子供代金はお問合せください。

2～4名1室利用■7/7出発の旅行代金/大人お一人様

出発日 6月/17（土）※追加代金あり
7月/7（金）

お支払実額28,000円
5,000円
33,000円割引前価格

■全国旅行支援

※子供代金はお問合せください。

※（　）内は1名1室の代金

（30,000円）

（5,000円）

（35,000円）

2～4名1室利用■旅行代金/大人お一人様

地域クーポン 2,000円

出発日 5月/28（日）
6月/18（日）

貸切風呂（イメージ）貸切風呂（イメージ）貸切風呂（イメージ）貸切風呂（イメージ）貸切風呂（イメージ）貸切風呂（イメージ）

堀川遊覧船（イメージ）堀川遊覧船（イメージ）

写真提供：（公社）香川県観光協会写真提供：（公社）香川県観光協会

丸亀城（イメージ）丸亀城（イメージ）

因島水軍城（イメージ）因島水軍城（イメージ）

石鎚神社本殿イメージ）石鎚神社本殿イメージ）露天風呂（男性用）（イメージ）露天風呂（男性用）（イメージ）

和室（イメージ）和室（イメージ）

角島大橋（イメージ）角島大橋（イメージ） 元乃隅神社（イメージ）元乃隅神社（イメージ） 山村別館露天風呂（イメージ）山村別館露天風呂（イメージ） 長門湯本温泉（イメージ）長門湯本温泉（イメージ）
和洋ツイン（イメージ）和洋ツイン（イメージ）

高知 1泊2日

■最少催行人員/15名■宿泊/JRクレメントイン
高知〈客室全館禁煙〉1名（シングル）、2名（ツイ
ン）、3名（ツイン+ソファーベッド）■添乗員/同行
します■バスガイド/同行しません■食事/なし

部屋の風呂も温泉

出発日 5月/28（日）
6月/4（日）・25（日）
7月/2（日）

香川 1泊2日

■最少催行人
員/15名■宿
泊/塩江温泉・
新樺川観光ホ
テル（和室）■
添乗員/同行し
ます■バスガ

イド/同行しません■食事/朝1回（朝食会場：
和朝食）、昼0回、夕1回（夕食会場：会席料理）

■最少催行人員/15名■宿泊/休暇村瀬戸内東予（禁煙/和室）
■添乗員/同行します■バスガイド/同行しません■食事/朝1
回（朝食会場：ビュッフェ）、昼1回、夕1回（夕食会場：ビュッフェ）

部屋の風呂も温泉

讃岐の奥座敷 塩江温泉郷
四国随一べっぴん温泉

ひうちなだ温泉「休暇村瀬戸内東予」に泊まる
広島・愛媛・香川城と神社めぐり

この旅のホテル選びは、「お湯」が優先！

5つの貸切風呂で湯巡り三昧 角島大橋や元乃隅神社など人気スポット巡り

南国高知ライナー
1人部屋
OK

出発日 5月/28（日）
6月/11（日）・30（金）ソロ

充
ソロ
充

1人部屋
OK

ソロ
充

落合営業所（10：00）=広島バスセンター（10：
40）=広島駅（11：00）=福山SA（昼食各自）=
塩江温泉・新樺川観光ホテル（泊）（15：30
頃）（昭和レトロを感じる宿。豊富な湯量と泉質
の良さをお楽しみください。）
ホテル（9：00）=大窪寺（四国霊場第88番礼所。結
願〈けちがん〉の寺）=栗林公園・かがわ物産館
「栗林庵」（園内散策・お買物）（国の特別名所に指
定・文化財庭園では日本最大の広さ）=かすが町
市場（うどん店・昼食各自）（昔ながらの中華そばも
…）=広島駅（15：50）=広島バスセンター（16：00）=
落合営業所（16：40）

1

2

－夕－

－－朝

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

大窪寺（イメージ）大窪寺（イメージ）

提供：（公社）香川県観光協会提供：（公社）香川県観光協会

記念特別企画

1人部屋
OK

ソロソロソロソロソロ
充充

高知の城下へ来てみいや 往復は貸切バス、
高知市内にゆっくりきままに滞在

－－－

－－－

1

2

落合営業所（6：50）=広島バスセンター（7：30）=広島駅（7：45）=JRクレメントイン高知（泊）（12：00頃）
※チェックインは15：00～各自気ままにフリータイム（高知城・ひろめ市場など）
ホテル…出発までフリータイム…ホテル（チェックアウト11：00、出発15：00）
=広島駅（19：10）=広島バスセンター（19：20）=落合営業所（20：00）

お支払実額14,800円
3,700円
18,500円割引前価格

■全国旅行支援

※子供代金はお問合せください。

※（　）内は1名1室の代金

（16,800円）

（4,200円）

（21,000円）

2～3名1室利用■旅行代金/大人お一人様

2020年11月開業のホテル

外観（イメージ）外観（イメージ）客室（イメージ）客室（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

全国旅行支援延長
1月10日（火）～6月6月6 30日（金）※山口県・　高知県は

　7月14日

■お問い合せ・お申し込みは

旅行代金は 税込（総額） 表示でご案内しております。 表示でご案内しております。

10時～18時

238-4930
（082）

土・日・祝も電話予約OK!

■運行バス会社は、広交観光または広交タクシーとなります。

〈広島市安佐北区落合2-48-1〉

高瀬大橋高瀬大橋

太田川太田川

高瀬堰高瀬堰

無料駐車
お申込時にご予約が必要です

〈日本旅行業協会〉旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第5版）及び各業種別ガイドラインに基づきツアーを設定しています。※新型コロナウイルス感染状況により、旅行中止の判断をする場合がございます。

オレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツアオレンジバスツア広交広交広交広交

角島大橋（イメージ）角島大橋（イメージ）

お支払実額28,000円
5,000円
33,000円割引前価格

■全国旅行支援

※子供代金はお問合せください。

※（　）内は3～4名1室の代金

（25,000円）

（5,000円）

（30,000円）

2名1室利用■旅行代金/大人お一人様

出発日 6月/9（金）・11（日）

地域クーポン 2,000円

高知の城下へ来てみいや 高知の城下へ来てみいや 貸切バス、貸切バス、

地域クーポン 2,000円

神﨑神社（イメージ）神﨑神社（イメージ）

山里料理みたき園食材（イメージ）山里料理みたき園食材（イメージ）

白兎神社（イメージ）白兎神社（イメージ）

石谷家住宅（イメージ）石谷家住宅（イメージ）Ⓒ鳥取県Ⓒ鳥取県

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ） 夕食（イメージ）夕食（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ） 和室（イメージ）和室（イメージ）外観（イメージ）外観（イメージ）

25,000円
1名1室利用■旅行代金/大人お一人様

※香川県の補助金が上限に達しましたので、
全国旅行支援対象ではありません。

22,000円
2～4名1室利用■旅行代金/大人お一人様

※子供代金はお問合せください。

地域クーポン
7/7出発2,000円6/17出発1,000円

6月17日出発は4,000円追加

NEXT

－－朝

旅の楽しみは色々ある。
日常と違った空間や時間。 季節を感じる花々。 美しい景観。 旨い食べ物。

※6/11（日）出発は広島バスセンターでの乗降はできません。

名峰「石鎚山」と瀬戸内海を望む



■取消料（旅行代金お一人につき）

●割引旅行プランは割引前の旅行代金が取消料の対象になります。
●出発・帰着時間は道路事情等によりやむなく変更となる場合
がございます。
●詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご
確認の上お申込ください。

旅行条件（抜粋）
●この旅行は、広交観光株式会社（広島市西区三篠町3-14-17
観光庁長官登録旅行業第1368号。以下「当社」という）が企
画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社
と募集型企画手配旅行契約を締結することになります。
●募集型企画手配旅行契約の内容・条件は、本チラシ、下記条
件、出発前にお渡しする行程案内書、及び当社募集型企画手
配旅行約款によります。
●特別補償：当社はお客様が募集型企画旅行参加中にその生
命、身体又は手荷物上に被った一定の損害についてあらかじ
め定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたします。

●国内旅行保険への加入について：ご旅行中、病気、けがをした
場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。ま
た、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が
大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客
様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお
勧めします。国内旅行保険については、お申込店の販売員に
お問い合せください。
●旅行代金には消費税・諸税等が含まれております。
●お申込の旅行代金に右記申込金のお支払いが必要です。

■お申込金（お一人につき）

●申込金を頂いて正式のお申込といたします。なお、残金は出　
発の14日前までにお支払いください。
●お客様の都合により旅行を取り消される場合、右記の料率に
て取消料を申し受けます。（旅行開始日の前日より起算）
●取消日は、お客様が当社の営業日・営業時間内にお申し出い
ただいたときを基準とします。

電話受付でのお問合せ･お申込み
【お問合せ】予約専用電話(０８２）２３８-４９３０までお気軽にお問合せ下さい。
なお出発日により既に満席・催行中止などの場合がございます。 
【お申込み】ご希望のコース・出発日・ご人数・代表者名・住所・同行者名・生年
月日をお伝え下さい。ご乗車地はコースによって異なりますので、ご乗車時
刻と併せてご確認下さい。

受付後の書類送付 ご旅行代金のお支払い
受付後、申込確認書をお送りいたします。任意加入となる旅行傷害保険につ
いては受付時にお伺いし、加入を希望されるお客様にはパンフレットを同封
いたします。必要事項をご記入の上、ご案内期日までにご返送ください。
安心してご旅行いただくために、旅行保険の加入をおすすめします。

【お振込み】郵便局、コンビニエンスストア「セブンイレブン」「ファミリーマート」
「ローソン」「ローソン・ポプラ」「ポプラ」「デイリーヤマザキ」
※当社振込用紙での振込の場合、振込手数料はかかりません
【アプリ決済】LINE Pay・楽天銀行・PayPay・auPAY・PayB・ゆうちょPay
※決済可能な金額は各社基準に準じます。

催行可否のご連絡
最少催行人員に満たない場合、旅行の実施を中止する場合がございます。
この場合、旅行開始日の前日から起算して13日前迄にご連絡をし、お客様
からいただいた旅行代金の全額をお返しします。

最終のご案内 ご 出 発
ご旅行出発日の7日前から5日前をめどに集合場所・集合時間を記載した最終
のご案内をお送りいたします。

当日はご集合場所・時刻、その他必要事項をご確認の上、お忘れ物などないようお気
を付けてお越し下さい。

広島県信用組合
←至三滝

←至己斐 至広島駅→
城北通り

横川駅
JR山陽本線

炭田内科

ロイヤルホスト

（広交本社ビル3F）

崇徳高校

吉野家

カナガキ

GS

太
田
川旧

道

国
道
183
号
線

広交観光 本社

至白島→
ツ
ア
ー
申
込
み
か
ら
出
発
ま
で

238-4930082

旅行代金
お申込金

2万円未満
2,000円

5万円未満
5,000円

8万円未満
10,000円

8万円以上
20,000円

11日目以前

無料

10日前

20％

7日前

30％

当日

50％

前日

40％

旅行開始後
無連絡不参加

100％

1泊2日は
21日目以前（ ） ）（1泊2日は20日前

 高速バスの
詳細は
こちらへ➡

帰省や観光にご利用ください。
広交の県外高速乗合バス

TEＬ082-238-3344まで神戸 岡山 高知 徳島 今治 小倉・福岡
高速バスの
ご予約専用 バスツアーの受付番号ではありません。

6月1日より10時～18時の受付時間に変更となります。

10時～18時土・日・祝も
電話予約OK!

●ツアーお申し込み後、出発日の前日から起算して14日以内に発熱・呼吸困難・倦怠感・臭覚・味覚の異常などの症状がある
場合や新型コロナウイルスに感染の診断を受けた方と濃厚接触された疑いがある場合は、当社までご連絡ください。なお、
出発前に新型コロナウイルスに感染したこと、保健所から濃厚接触者に指名されたことを理由にお取り消しの場合も所定の取
消料をいただきます。●ツアー当日に検温のうえ、ツアー参加前に健康チェックシートに記入し必ず添乗員にご提出ください。
熱がある、咳が出る、喉が痛いなどの症状がある方はご参加いただけません。●移動中の車内を含めツアー参加中はマスク
を着用してください。（顎マスク、鼻出しはご遠慮ください）●定期的な手指の消毒や咳エチケットなど感染拡大防止マナーに
ご協力ください。●ツアー中のフィジカルディスタンス確保にご協力ください。●バス車内での飲食・飲酒・大声での会話はお
控えください。●ツアー終了後2週間以内に新型コロナウイルスに感染した場合には、速やかに当社にご連絡ください。

バスの消毒・除菌 消毒液の車載

乗務員の体調管理 乗務員・添乗員の
マスク着用・
手洗い・消毒

バス車内座席配置（一例） 車内換気

走行中はエアコンの「外気導入モード」を使用した
強制換気により、
約5分で空気が入れ替わります。また、駐車時に
乗車扉や窓を開けて換気を行う場合がございます。

新型コロナウイルス感染拡大等でイベント中止・イベント実施でもツアー受入不可の場合やコース中の観光・
食事・宿泊施設等が休業となる場合はツアーを中止又は一部内容の変更をさせていただくことがございます。

ツアーの催行・
内容変更

バスの消毒・除菌

新型コロナウイルス対策広交流 バスツアー様式
〈貸切バス旅行連絡会〉貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン（第5版）に基づく

広交観光では、お客様に安心してバスツアーにご参加いただけるよう、
下記の新型コロナウイルス感染症の対応を実施し、感染予防に努めております。

HIROKO

HIROKO

お客様にお知らせ

※グループ毎に席
設定いたします。他
グループの方との
相席はありません。
※バスの車種によ
り席設定が異なる
場合があります。

※旅行当日は、添乗員がご案内する感染対策にご協力お願いします。

乗務員の体調管理

乗降口

グループ表示

マスク着用のお願い オレンジバスツアーではマスク着用をお願いしております。
当日、添乗員の指示を守ってください。

お客様にお願い
（継続）

高知 1泊2日

ご宿泊の前日から起算して7日前まで申込受付2023年5月8日（月）～7月14日（金）期間中毎日

広島バスセンター（8：00）=広島駅（8：20）=高知駅バスターミナル（12：29）=はりまや橋（12：36）
…ご自由にお過ごしください…高知市内・各ホテル（泊）※各自チェックイン －

ホテル※各自チェックアウト…ご自由にお過ごしください…はりまや橋（16：08）=
高知駅バスターミナル（16：20）=広島駅（20：29）=広島バスセンター（20：42） －

1

2
■最少催行人員/大人1名(小人1人のみのシングル利用はできません)■添乗員/同行しません■食事/なし※高速乗合バ
スの便変更はできません。※荒天等により高速乗合バスが運休となる場合、旅行中止とし、旅行代金を返金いたします。

出発日

■チェックイン：15：00■チェックアウト：10：00■部屋：(禁煙)シングル・(禁煙)ツイン※喫煙希望は、リクエスト
となります。※シングルルームがメインのホテルです。ツインが満室の場合、シングル2部屋使用となります。

中心繁華街に位置し、高知駅・はりまや橋
バス停から徒歩7分の好立地！

高知ホテル・JRクレメントイン高知ホテルグレードアップもご用意しています
※詳しくはお問合せください。 （除外日あり）

旅行代金 全国旅行支援
■旅行代金/大人お一人様※（　）内は小人代金 高知パレスホテル

お支払い実額

16,000円 3,200円
（8,000円） （1,600円）

12,800円
（6,400円）

参加条件 「ワクチン3回接種済であること」、または「検査結果通知書により陰性であること」

高速乗合バス往復代相当  　 で高知市内のホテル1泊　　　  が付いています！！基本プラン
高知パレスホテル

広島～高知間
12,750円

※満席・満室により、お手配できない場合があります。※高速バスは1ヵ月前発売となります。

高知パレスホテル
基本プラン 立地抜群！★シングル・ツイン全日同代金！

1人部屋
OK

高速乗合バス「土佐エクスプレス」往復運賃●高知市内のホテル宿泊代金＋個人宿泊セットプラン

お支払
実額
お支払
実額
お支払
実額

地域クーポン 平日2,000円 土曜1,000円

コ
ー
ス

※5/30（火）、6/8（木）出発は広島バスセンターでの乗降
　はできません。

コ
ー
ス

落合営業所（7：00）=広島バスセンター（7：40）
=広島駅（7：50）=岡山駅（10：50）■□■□■□■□■□■□■
観光列車SAKU美SAKU楽（車内お弁当）
■□■□■□■□■□■□■津山駅（12：28）=津山まなびの
鉄道館（扇形機関車庫見学）=城東町並保
存地区（重要伝統的建造物群保存地区を案
内人と散策）…城東観光案内所（特産品お
買物）=広島駅（19：00）=広島バスセンター
（19：15）=落合営業所（20：00） 昼弁

神勝寺庭園（イメージ）神勝寺庭園（イメージ）

昼食（イメージ）昼食（イメージ）

観光列車SAKU美SAKU楽（イメージ）観光列車SAKU美SAKU楽（イメージ）

津山まなびの鉄道館（イメージ）津山まなびの鉄道館（イメージ）

写真提供：岡山県観光連盟写真提供：岡山県観光連盟

写真提供：岡山県観光連盟写真提供：岡山県観光連盟

城東地区（イメージ）城東地区（イメージ）

地域クーポン 1,000円

3,000円
15,000円

■旅行代金/大人・小人お一人様
割引前
価格

■全国旅行支援

12,000円

※観光列車の座席指定はお受けできません。
■最少催行人員/15名■添乗員/同行します
■バスガイド/同行しません■食事/昼1回

地域クーポン 2,000円

3,000円
15,000円

■旅行代金/大人・小人お一人様
割引前
価格

■全国
　旅行支援

12,000円
※観光列車の座席指定はお受けできません。
■最少催行人員/15名■添乗員/同行します
■バスガイド/同行しません■食事/昼1回

■最少催行人員/15名■添乗員/同行します
■バスガイド/同行しません■食事/昼1回

尾道・福山 日帰り（エトセトラ）

コ
ー
ス

昼

（9：00集合）広島駅（9：32）■□■□■□■□■□■□■□■□■観光列車
etSETOra（車内スイーツあり、瀬戸内海の景色
をお楽しみください）■□■□■□■□■□■□■□■尾道駅（12：32）=
尾道国際ホテル（昼食）=鞆の浦港（15：00）…
（ガイドと散策、対潮楼など）…鞆の浦観光情報
センター（特産品お買物）=広島駅（19：00）

（エトセトラ）

観光列車etSETOraと
鞆の浦散策

世羅・三次 日帰り

ローズフェスタとさくらんぼ狩り

SAKU美SAKU楽で津山小旅

出発日 5月/28（日）

観光列車「etSETOra」（イメージ）観光列車「etSETOra」（イメージ） 写真提供：広島県　対潮楼（イメージ）写真提供：広島県　対潮楼（イメージ）

イングリッシュローズ（イメージ）イングリッシュローズ（イメージ） せらワイナリーBBQ（イメージ）せらワイナリーBBQ（イメージ）

柳井白壁の町並み（イメージ）柳井白壁の町並み（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

ランチバイキング（イメージ）ランチバイキング（イメージ）

平田観光農園（イメージ）平田観光農園（イメージ）

尾道・福山 日帰り（エトセトラ）

コ
ー
ス

昼

（9：00集合）広島駅（9：32）■□■□■□■□■□■□■□■□■観光
列車etSETOra（車内スイーツあり、瀬戸
内海の景色をお楽しみください）■□■□■□■□■□■□■□■
尾道駅（12：32）=尾道国際ホテル（昼食）
=神勝寺禅と庭のミュージアム（座禅体
験や境内散策）=広島駅（19：00）

（エトセトラ）

観光列車etSETOraと
神勝寺禅と庭のミュージアム

天意の里ハーブガーデンと
湧永満之記念庭園

出発日 6月/23（金）

2,500円
12,500円

■旅行代金/大人・小人お一人様
割引前
価格

■全国旅行支援

10,000円お支払
実額

お支払
実額

お支払
実額

出発日 6月/10（土）
25（日）

地域クーポン 1,000円

3,000円
15,000円

■旅行代金/大人・小人お一人様
割引前
価格

■全国旅行支援

12,000円

※観光列車の座席指定はお受けできません。■最少催行人員/15名■添乗員/同行します■バスガイド/同行しません■食事/昼弁1回

出発日 5月/27（土）

観光列車「etSETOra」（イメージ）観光列車「etSETOra」（イメージ） 雄橋（イメージ）雄橋（イメージ） 比婆牛石焼き定食（イメージ）比婆牛石焼き定食（イメージ）神龍湖遊覧船（イメージ）神龍湖遊覧船（イメージ）

岡山 日帰り 愛媛 日帰り

浄謙寺（イメージ）浄謙寺（イメージ）

説教風景（イメージ）説教風景（イメージ）

イタリアン精進料理食材
（イメージ）
イタリアン精進料理食材
（イメージ）

北広島・安芸太田 日帰り 北広島・安芸高田 日帰り

しまなみ海道を素通りしないで！
お城と島のミュージアム

庄原 日帰り

神龍湖遊覧船と
帝釈峡散策

イタリアン精進料理と
　　 2つの道の駅de
ちょいとショッピング
北広島・
安芸太田

コ
ー
ス

落合営業所（8：20）=広島駅（9：00）=広島バス
センター（9：10）=道の駅舞ロードIC千代田
（お買物）=浄謙寺（芸北の旬の食材にこだわっ
たイタリアン風の精進料理、読経・法話・お抹茶）
=道の駅来夢とごうちと周辺のチャレン
ジショップ（お買物）=広島バスセンター（16：
00）=広島駅（16：10）=落合営業所（16：50）昼

コ
ー
ス

落合営業所（7：30）=広島バスセンター（8：10）=広島駅（8：
30）=今治国際ホテル（今治のシンボルタワー23階で昼
食）=今治城（日本三大海城の一つ、別名吹揚城）=来島海峡
SA（お買物）=村上海賊ミュージアム（日本遺産に認定さ
れた村上海賊のストーリーを学ぶ）=今治市 岩田健 母と
子のミュージアム（半野外で彫刻観賞と2003公開映画
「船を降りたら彼女の島」ロケ地）=道の駅多々羅しまなみ
公園（橋を下から望む絶好のビューポイント）=広島駅（18：
50）=広島バスセンター（19：00）=落合営業所（19：40） 昼

コ
ー
ス

落合営業所（8：10）=広島駅（9：00）=湧永満之
記念庭園（四季折々に華やかな風景）=道の
駅三矢の里あきたかた（農・家・直・送 新鮮
野菜 季節の彩り定食とドリンクバーの昼食・お
買物）=道の駅舞ロードIC千代田（安心と、
心安らぐ、まほろば駅でお買物）=天意の里
ハーブガーデン（カモミールの摘み取り）=
広島駅（17：00）=落合営業所（17：40） 昼

コ
ー
ス

落合営業所（7：45）=広島バスセンター（8：
15）=広島駅（8：30）=世羅高原花の森
（ローズフェスタ開催中）=せらワイナリー
（BBQ食べ放題60分）=道の駅世羅（特産
品お買物）=平田観光農園（さくらんぼ狩り
30分間食べ放題）=広島駅（17：45）=広島バ
スセンター（18：00）=落合営業所（18：40）昼

コ
ー
ス

落合営業所（8：00）=広島駅（8：45）=広島バ
スセンター（9：00）=帝釈峡神龍湖遊覧船
（約40分の水上散歩）=休暇村帝釈峡（比
婆牛石焼定食の昼食）=白雲洞（鍾乳洞の中
をガイドの案内で散策）…雄橋（全長90ｍ、
川底からの高さ40ｍの天然橋）=道の駅遊
YOUさろん東城（特産品のお買物）=広島
バスセンター（17：45）=広島駅（18：00）=落
合営業所（18：45） 昼

やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援）を活用した旅行割引プランです。

1,800円
9,000円

■旅行代金/大人・小人お一人様
割引前
価格

■全国旅行支援

7,200円お支払実額

■最少催行人員/15名■添乗員/同行します
■バスガイド/同行しません■食事/昼1回

出発日 5月/31（水）
6月/5（月）

やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援）を活用した旅行割引プランです。

やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援）を活用した旅行割引プランです。

やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援）を活用した旅行割引プランです。

■最少催行人員/15名■添乗員/同行します
■バスガイド/同行しません■食事/昼1回

2,500円
12,500円

■旅行代金/大人・小人お一人様
割引前
価格

■全国旅行支援

出発日 5月/30（火）
6月/3（土）・8（木）・24（土）

地域クーポン
土曜1,000円平日2,000円

地域クーポン 2,000円

天意の里カモミール畑（イメージ）天意の里カモミール畑（イメージ）

今治城（イメージ）今治城（イメージ）

村上海賊ミュージアム（イメージ）村上海賊ミュージアム（イメージ）昼食（イメージ）昼食（イメージ）今治国際ホテル（イメージ）今治国際ホテル（イメージ）

湧永満之記念庭園（イメージ）湧永満之記念庭園（イメージ）

10,000円

山口 日帰り

柳井白壁の町並み散策と
国民宿舎大城ランチバイキングと日帰り入浴

コ
ー
ス

落合営業所（7：15）=広島駅（8：00）=広島バスセンタ
ー（8：10）=白壁ふれあい広場（白壁の町並みを散
策）=菓子乃季総本店（あさひ製菓）（銘菓月でひ
ろった卵やおいしいお水琴名水）=国民宿舎大城
（ランチバイキングと日帰り入浴：笠戸湾を一望できる
オーシャンビューの天然温泉）=広島バスセンター
（17：00）=広島駅（17：15）=落合営業所（18：00） 昼

■最少催行人員/15名■添乗員/同行し
ます■バスガイド/同行しません■食事/
昼1回

1,800円
9,000円

■旅行代金/大人・小人お一人様
割引前
価格

■全国旅行支援

出発日 5月/25（木）
6月/11（日）
7月/8（土）

地域クーポン
土・日1,000円平日2,000円

7,200円お支払実額

■最少催行人員/15名■添乗員/同行します■バスガイド/同行しません■食事/昼1回

2,400円
12,000円

■旅行代金/大人・小人お一人様
割引前
価格

■全国旅行支援

出発日 6月/9（金）・17（土）
25（日）

地域クーポン
土・日1,000円平日2,000円

9,600円お支払実額

■最少催行人員/15名■添乗員/同行します
■バスガイド/同行しません■食事/昼1回

2,000円
10,000円

■旅行代金/大人・小人お一人様
割引前
価格

■全国旅行支援

出発日 5月/26（金）
6月/5（月）・18（日）

8,000円お支払実額

やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援）を活用した旅行割引プランです。

やっぱ広島じゃ割（全国旅行支援）を活用した旅行割引プランです。

地域クーポン
日曜1,000円平日2,000円

お支払
実額

ローズフェスタローズフェスタ さくらんぼ狩りさくらんぼ狩り

地域クーポン 1,000円

名勝指定100周年

6つの島を結ぶ海の道瀬戸内海を見渡せる絶景露天風呂

道の駅三矢の里あきたかた内の高級食パン専門店
「美味しくて懺悔。」の大人気「懺悔の本心」

1本プレゼント付き

※5/25（木）出発は広島バスセンターでの乗降はできません。

※6/9（金）出発は広島バスセンターでの乗降はできません。

※5/26（金）、6/5（月）出発は広島バスセンターでの乗降
　はできません。

お支払
実額


