
福井の観光のことなら! 旅行企画（公社）福井県観光連盟http://www.fuku-e.com/

共通ご案内事項

お申し込みのご案内
お申し込みいただく前に、この頁とコース毎のご案内とご注意を必ずお読みください。2015年6月1日を基準に作成しています。
お申し込みの際は、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

※掲載写真はすべてイメージです。

★ … 下車観光箇所　◆ … 入場観光箇所　 その他の記号がない箇所 … 車窓観光 又は 乗降箇所

●ご予約人員（参加人員）に応じ、マイクロバス・ジャンボタクシー・小型タクシーを利用いたします。
●タクシー利用の場合、乗務員がご案内いたします。
●バス利用の場合、バスガイドは乗車いたしませんが、係員が同行いたします。
●各見学施設では、ボランティアガイド、職人、住職など地元の人がご案内いたします。（但し、諸般の事情によりできな
い日があります） ※観光タクシーは乗務員がご案内いたします。

●特に明記のない場合、大人は12歳以上・小人は6歳以上12歳未満です。
●料理写真は時季により内容、使用する器が異なる場合があります。
●小人の食事（昼食）内容は、特に記載のない限り大人と同一メニューです。お子様ランチなどご希望の場合は、事前
にご連絡ください。（差額現地返金）

●混雑、天候状況、その他の事情により現地出発・到着時間・観光箇所、行程の順序、食事時間などが変更になる場
合があります。

●お帰りの列車等の接続時間は、30分程度の余裕をおとりください。
●全国販売商品のため、記載のない駅や宿泊施設等に立ち寄る場合があります。待ち時間が生じる場合がありますの
で予めご了承願います。

●バス・タクシー乗車中は、シートベルトを着用してください。尚、車内は禁煙とさせていただきます。
●最少受付人員は、特に記載のない場合大人1名様となります。（小人のみの参加不可）
●乗降場所又は宿泊地を必ずご連絡ください。

この旅行は（公社）福井県観光連盟（以下「当連盟」といいます）が企画・募集し実施する募集型企画旅行です。以下
に記載する内容は抜粋であり、お客様と当連盟の旅行契約は各コース毎の記載の条件と、別途お渡しする取引条件
説明書面、及び当連盟旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

1．旅行のお申し込み及び契約の成立
（1）お電話など通信手段でのご予約の場合、当連盟が予約を受諾した日の翌日から起算して3日以内に申込金のお支
払いをいただきます。お申込金は、旅行代金・取消料の一部に充当します。お申込金をお支払いいただいた時点での契
約成立となります。
（2）身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、その他特別な配慮を必要とされるお客様は、その旨お申し出下さ
い。当連盟は可能な限りこれに応じますが、当連盟がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担
になります。
●お申込金

2．ご旅行代金について
（1）各コース記載の旅行代金は、特に記載のある場合を除き大人一人様の代金です。
（2）子供代金は国内旅行では原則として小学校在学のお子様に適用しますが、利用運送機関が就学前のお子様にも
別途料金設定している場合など、別途子供料金をご負担いただく事があります。
（3）旅行代金は原則としてご出発の21日前までにお支払いください。

3．旅行内容・旅行代金の変更
（1）当連盟は天災地変・運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提
供など、当連盟が関与し得ない事由が発生した場合に、理由を説明して旅行契約の内容を変更することがあります。
（2）運送・宿泊機関の利用人数によって旅行代金が異なるコースにおいて、お客様の都合で利用人員が変更になった
場合は旅行代金の額を変更することがあります。　

4．お客様による契約の解除
（1）お客様はいつでも所定の取消料を払って旅行契約を解除できます。
（2）次に掲げる場合は取消料はいただきません
①旅行契約の内容に9項に例示するような重要な変更が行われた場合②旅行代金が増額された場合。③当連盟が
確定日程表を所定の日（出発の前日、7日以内の申し込みの場合は旅行当日）までに交付しなかったとき。④当連盟の
責めに帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能になったとき。

5．当連盟による旅行契約の解除
当連盟は次に例示するような場合は、旅行開始前又は旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。①旅行代
金を期日までにお支払いいただけないとき。②予め例示した申し込み条件の不適合が判明したとき。③お客様の病気、
必要な介護者の不在その他の理由により旅行に耐えられないと認めるとき。④お客様が契約内容について合理的な
範囲を超えて当連盟に負担を求めるとき、および他のお客様に迷惑を及ぼし団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあ
ると認められるとき。⑤最少催行人員に達しなかったとき。⑥旅行締結の際に明示した旅行条件が成就しない恐れが極
めて大きいとき。

6．旅行代金に含まれないもの
旅行日程に明示されていない飲食代金及びそれに伴う税、サービス料、チップやクリーニング代などの個人的料金、超
過手荷物料金、傷害・疾病に関する医療費、空港諸税、施設使用料、運送機関が課す付加運賃料金などは旅行代金
に含まれていません。

7．当連盟の責任について
（1）当連盟は旅行契約の履行にあたって、当連盟の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償い
たします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当連盟に対して通知があった場合に限ります。天変地変、戦
乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供中止、官公庁の命令その他連盟の関与し得ない事由により損害を被
られた場合は上記の責任は負いません。
（2）手荷物について生じた損害については損害発生の翌日から起算して14日以内に当連盟に対して申し出があった
場合に限り賠償いたします。ただし損害額の如何にかかわらず賠償限度額は15万円まで（ただし、当連盟に故意又は
重大な過失がある場合を除きます。）といたします。

8．旅行中の損害の補償について
当連盟はお客様が当連盟募集型企画旅行にご参加中に、急激かつ外来の事故で生命、身体、手荷物に被られた一
定の損害について、所定の補償金および通院見舞金、入院見舞金をお支払いします。

9．旅程保証について
（1）当連盟は契約内容に掲げる重要な変更が行われたときは、当連盟旅行業約款に基づき、その変更の内容に応じ
て旅行代金の1％から5％に相当する額の変更補償金を支払います。但し、変更補償金の額は、1募集型企画旅行に
ついて旅行代金の15％を限度とし、お客様一人について変更補償金の額が1,000円未満の場合支払いません。①
旅行開始日または旅行終了後の変更。②入場する観光地又は観光施設その他の旅行の目的地変更。③運送機関の
等級又は設備のより低い物への変更。④運送機関の種類又は会社の変更。⑤本邦内の旅行開始地たる空港または
旅行終了地たる空港の異なる便への変更。⑥本邦内と本邦外との間における直行便の乗り継ぎ便または経由地まで
の変更。⑦宿泊機関の種類又は名称の変更。⑧宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更。
（2）前記に拘らず、変更の理由が3．（1）に掲げた不可抗力の場合は当連盟は変更補償金を支払いません。

10．最少催行人員
各コース毎に明記します。最少催行人員に満たない場合は、旅行の変更及び中止をさせていただきます。その場合、日
帰りコースは4日前、宿泊コースは14日前までにご連絡申し上げます。

11．添乗員等
（1）特に明示するものを除き、添乗員は同行いたしません。
（2）バス利用の場合、ガイドは乗車いたしませんが、係員が同行いたします。
（3）タクシー利用の場合、乗務員がご案内いたします。

12．個人情報の取り扱いについて
（1）当連盟はお客様と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旅行
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きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当連
盟は①当連盟及び当連盟の商品やサービス、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ご提供のお
願い③アンケートのお願い④特典サービスのご提供⑤統計資料の作成などにお客様の個人情報を利用させていただ
くことがあります。
（2）当連盟及び当連盟の各営業所（部署）はそれぞれの営業案内、お客様のお申し込みの簡素化、催し物内容等のご
案内、ご購入いただいた商品の発送のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。尚、当連盟の
個人情報保護法への対応については、当連盟から情報漏洩が生じないよう最善を尽くすとともに、法令を遵守し、福井
県弁護士会と協議するなど措置を講じます。

13．その他
（1）ツアーの催行中止に関わらず、金融機関が収受する振込み手数料はお客様の負担となりますのでご了承ください。
（2）この旅行条件（抜粋）は各パンフレット発行日を基準とします。

14．旅行業務取扱管理者について
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担
当者からの説明に不明な点があれば、当連盟の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

＜記号について＞

旅行代金

お申込金

3万円未満 3万円以上
6万円未満

6万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満 15万円以上

12,000円～
旅行代金まで

20,000円～
旅行代金まで

30,000円～
旅行代金まで

旅行代金の20％～
旅行代金まで

6,000円～
旅行代金まで

取消料・違約金

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

21日目にあたる日
以前の解除

（日帰り旅行にあっては11日目）

20日目にあたる日
以降の解除

（日帰り旅行にあっては10日目）

7日目にあたる日
以降の解除

旅行開始日の
前日の解除 当日の解除

旅行開始後の
解除又は

無連絡不参加

旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％無　料

■ご相談、お申し込みは上記又は下記の販売店をご利用ください。
〈受託販売〉

★ … 下車観光箇所　◆ … 入場観光箇所　 その他の記号がない箇所 … 車窓観光 又は 乗降箇所※越前・若狭周遊観光タクシーは別冊パンフレット（2015年度版）をご覧ください。 記号について

最少催行人員

2名様
料 金

お一人様

A一乗谷・永平寺 午前コース【3時間コース】
　5,500円（お一人様）
　福井駅［10：00］ ⇒ 一乗谷朝倉氏遺跡（復原町並） ⇒ 大本山永平寺 ⇒ 福井駅［13：00］

越前「悠久浪漫号」自然と歴史、文化にふれる
福井が誇る観光地を巡ろう！

◆★

◆◆

C永平寺・一乗谷 午後コース【3時間コース】
　5,500円（お一人様）
　福井駅［14：00］ ⇒ 大本山永平寺 ⇒ 一乗谷朝倉氏遺跡（復原町並） ⇒ 福井駅［17：00］

※3日前までにお申し込みください。
※料金は入場・拝観料金を含みます。

◆

◆ ★

◆

期 間 2015年10月1日㊍～●月●日●（毎日運行） 乗り合い定期観光タクシー

B東尋坊・丸岡城 午前コース【3時間コース】
　【あわら発福井着】 5,000円（お一人様）　【福井発福井着】 5,800円（お一人様）
　福井駅［9：00］ ⇒ あわら湯のまち駅［9：40］ ⇒ 東尋坊 ⇒ 丸岡城 ⇒ 福井駅［12：30］

D丸岡城・東尋坊 午後コース【3時間コース】
　【福井発あわら着】 5,000円（お一人様）　【福井発福井着】 5,800円（お一人様）
　福井駅［14：00］ ⇒ 丸岡城 ⇒ 東尋坊 ⇒ あわら湯のまち駅［16：45］ ⇒ 福井駅［17：30］

寺下ユンさんと行く
カメラ女子ツアー
寺下ユンさんと行く
カメラ女子ツアー

福井の自然を感じ
る

ノルディックウォ
ーク！福井の自然を感じ

る

ノルディックウォ
ーク！

「和食は福井にあり」の著者といく「食の福井」探訪バスツアー！

「和食は福井にあり」の著者といく「食の福井」探訪バスツアー！

現れたらミラクル！天空の城「越前大野城」と絶景めぐり

現れたらミラクル！天空の城「越前大野城」と絶景めぐり

福井の旅福井の旅福井の旅
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福井県内発着 ! !

川上千尋



1日目 2日目

福井の自然を満喫

昼食

「食の福井」探訪バスツアー

お申込み／4日前までにお申し込みください。
集合場所／JR福井駅東口

JR福井駅東口［10：30］発⇒青木蘭麝堂［11：00］⇒あさくら水の駅⇒一乗谷ふるさと交流館（昼食）［12：10］⇒朝倉氏遺跡館跡見学［13：40］
⇒紙祖神 大瀧神社見学［14：40］⇒越前和紙の里「卯立の工芸館」見学［15：10］⇒JR福井駅［16：40頃］

料金： 大人 6,000円

伝承料理「朝倉膳」

2015年10月10日㊏期 間

○向笠千恵子先生と佐々木京美さん、
野菜ソムリエによるメニューにまつわる話
○向笠千恵子先生＆佐々木京美さんと
一乗ふるさと料理クラブとの対談

バスツアー最少催行人員

募集
人員30名様

10名様

現地集合
現地解散最少催行人員

募集
人員20名様

10名様

向笠千恵子さん

聖観音立像

革細工製品（参考例）

馬頭観音坐像薬師如来立像聖観音立像

フードコーディネーター
佐々木京美さん

朝倉膳

ぼたもち

「和食は福井にあり」の著者  向笠千恵子氏と行く

注目！注目！

昼食

みほとけの里 若狭の秘仏めぐり

お申込み／4日前までにお申し込みください。
集合場所／JR福井駅

JR福井駅［8：30］⇒安楽寺（聖観音立像）［9：50］⇒永源寺（聖観音立像）［10：30］⇒世久見観音堂（十一面観音立像ほか）［11：10］
⇒昼食［12：00］⇒常神社薬師堂（薬師如来坐像ほか）[13：00］⇒慈眼寺（釈迦如来坐像）［14：00］⇒諦応寺（薬師如来立像）［15：10］
⇒天徳寺（馬頭観音坐像）［16：00］⇒JR福井駅［18：00頃］

料金： 大人 8,900円※小人同額

ホテル水月花にてバイキング

2015年10月18日㊐期 間

○普段見ることができない秘仏見学
○安楽寺の33年に1度の御開帳（この日だけの開帳です）
○ホテル水月花にてバイキング

バスツアー最少催行人員

募集
人員25名様

00名様

福井市立郷土歴史博物館  藤川明宏学芸員とバスで行く

注目！注目！

昼食

カメラ女子ツアー in 越前おおの

お申込み／4日前までにお申し込みください。
集合場所／大野市結ステーション

大野市結ステーション・時計台前［集合／10:30］⇒平成大野屋平蔵にてミニカメラ講座［10:40］⇒ふるさと百景のまちなみ散策（七間通り・寺町通り）
⇒昼食（平蔵にて郷土料理ランチ）⇒ふるさと百景のまちなみ散策（良縁の木、御清水）［13:00］⇒講評会とスイーツタイム［15:00］⇒現地解散［16：00頃］

料金： 大人 2,800円　小人 1,400円

ふるさと御膳

2015年10月11日㊐期 間

○ミニカメラ講座付き
○平成大野屋平蔵貸し切り
○ふるさと御膳ランチ
○講評会の開催（本日の1枚を発表）

寺下ユンさんと行く

注目！注目！

現地集合
現地解散

現地集合
現地解散

最少催行人員

募集
人員20名様

2名様

昼食

味噌作りと革細工体験

お申込み／4日前までにお申し込みください。
集合場所／今庄そば道場

今庄そば道場［集合／10：30］⇒味噌作り体験［10：40］
⇒昼食［12：00］⇒革細工作り体験［13：00］
⇒現地解散［16：00頃］

料金： 大人 5,400円

特製おろしそば

2015年12月6日㊐期 間

○味噌お持ち帰り（5kg）
○そば道場特製おろしそば2杯
○上野ゆみ先生による革細工作り体験

自分だけのオリジナル作品を作ろう！

注目！注目！

昼食

天空の城「越前大野城」と絶景スポットめぐりバスツアー

お申込み／4日前までにお申し込みください。
集合場所／パルス駐車場（大野市）

大野市パルス駐車場［集合／5：30］⇒登山⇒撮影スポット［6：00］⇒パルス［7：00］
⇒七間朝市見学（朝食は各自）［7：10］⇒真名峡見学［8：30］⇒真名川ダム見学［9：00］
⇒巨岩が点在する伏石見学［11：20］⇒昼食［12：00］⇒パルス着［13：30頃]

料金： 大人 6,200円

絶景の中で郷土食ランチ

2015年11月11日㊌期 間

○天空の城撮影スポットまでガイドが案内
○真名峡の紅葉見学
○真名川ダム見学

○巨岩が点在する伏石見学
○「スターランドさかだに」にて
　絶景を眺めながらのランチ

バスツアー

バスツアー

最少催行人員

募集
人員25名様

10名様

10 /365の奇跡  天空の城が現れたらミラクル！

注目！注目！

最少催行人員

募集
人員20名様

10名様

昼食

福井のおろしそばバスツアー

お申込み／4日前までにお申し込みください。
集合場所／JR福井駅

JR福井駅［10：30］⇒全国素人そば打ち名人大会決勝戦見学［10：40］⇒おろしそば名店めぐり①「笏谷そば」［12：30］
⇒おろしそば名店めぐり②「とらい」［13：15］⇒カガセイフン工場見学［14：00］⇒JR福井駅［15：15頃］

料金： 大人 4,500円　小人 2,800円

おろしそば（2ヶ所）

2015年11月22日㊐期 間

○全国素人そば打ち名人大会決勝戦見学
○おろしそばの名店めぐり（2店舗）
○そば粉製粉工場見学とそばのお話
○蕎麦プリンのお土産付き

トコトン！

注目！注目！

大地の鼓動を感じる 2DAYSノルディックウォークツアー
じ       お

お申込み／4日前までにお申し込みください。
集合場所／福井県立恐竜博物館

福井県立恐竜博物館［集合／13：00］
⇒ノルディックウォーク（薬師神社の大銀杏／杉山口）［13：30］
⇒小原地区着［15：30］⇒夕食（地元シェフが教える夕食作り）＆星空観察

朝食（羽釜でご飯炊き体験＆おにぎり作り）
⇒ノルディックウォーク（小原林道ウォーク／シシ垣見学）
⇒昼食（いわなの炭火焼き＆地元食材のバーベキュー＆おにぎり）
⇒小原地区⇒（バスにて移動）⇒恐竜博物館解散［14:00頃］

料金： 大人 11,700円　小人 7,200円
（1日目のみの参加／大人4,200円　小人2,000円）

2015年10月31日㊏～11月1日㊐期 間

○ノルディックウォークインストラクターの案内付き
○フランス料理シェフが教える夕食づくり
○限界集落での宿泊

○羽釜で炊く朝ご飯
○森林の中で地元食材バーベキュー
○いわなの炭火焼き

最少催行人員

募集
人員20名様

10名様

限界集落で過ごす2日間

注目！注目！

※『天空の城』は、年間10回程度しか見られない奇跡の状況です。ご了承ください。

そば打ち名人大会見学
の時間にそば打ち体験
もできます。体験料は
1,000円（希望者のみ）
です。ツアー申込時にお
申込ください。

オプション

※1日目のみの参加の方は小原地区からバスにて恐竜博物館まで移動。

羽釜で炊いたごはんでおにぎりを作り、ノルディックウォーク
に出発！　林道やシシ垣を歩き、小原地区ならではのバーベ
キューを味わいます。

しっかり準備運動と歩き方を習ってから、小原地区へ出発。
道中は大銀杏や紅葉を見ながら、楽しくノルディックウォーク！
夜も限界集落ならではのひと時が楽しめます。

薬師神社の大銀杏小原地区 滝波川

天空の城が見られた日の越前大野城

おろしそば

カガセイフン六代目加賀健太郎

真名峡

雲川ダム真名川ダム見学

いわなの炭火焼き

小原林道ウォークノルディックウォーク

協力：福井県ブランド営業課

寺町通り郷土料理ランチ


