
ホームページは
24時間予約受付！
電話が通じづらい時も
ネット予約なら安心！

ツアーのお申込み・お問合せは
パソコン・スマホからが便利です。
ツアーのお申込み・お問合せは
パソコン・スマホからが便利です。

みちのりトラベル 春
三八版三八版

※お一人様で２席分のバス座席確保を確約致します（鉄道・飛行機は対象外）。当日の変更対応は出来かねますので、ツアー申込時に合わせて予約願います。プランの席数
には限りがあるので申し込み状況によっては受付できない場合もございます。なお、グループでお申し込みのお客様は並び席を確約致します。（一部明記したツアーを除く）

お一人様２席確約プラン（追加料金1日毎に2,000円）
※奇数参加のお客様のバス席は、他のお客様と相席になる場合がございます。

エリア自由
席

Ａチケット
付き！

日帰りコース

昼

南部支社八戸（営）、本八戸駅前、
県北バス久慈（営）でも乗降可
利用予定バス会社：みちのりバス東北又は同等クラス
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公式SNS（Twitter、Facebook、Instagram、YouTube）のフォローもお願い致します！公式SNS（Twitter、Facebook、Instagram、YouTube）のフォローもお願い致します！
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1日目　ラピアバスターミナル（20：30頃）－八戸港～　  ～
（川崎近海汽船 シルバーエイト）～　  ～（船中泊）
2日目 ～　  ～苫小牧港-札幌場外市場で自由朝食－
札幌市内を一望！羊ヶ丘展望台－目の前は大倉山ジャンプ台！
札幌オリンピックミュージアム-小樽運河（車窓）－寿司屋通り・
北一ガラスなど堺町通り自由散策・自由昼食－時計台・
北海道庁旧本庁舎・大通公園など車窓から-札幌市内（宿泊）  
※夕食は各自ご自由にお楽しみ下さい。

3日目 ホテル－エスコンフィールドＨＯＫＫ
ＡＩＤＯ：北海道日本ハムファイターズvs
東北楽天ゴールデンイーグルスをFIELD【1階】
内野席（注・左記参照）で観戦（最大18時頃まで）
－苫小牧港～　  ～（川崎近海汽船 シルバー
プリンセス）～　  ～（船中泊）
4日目 ～　  ～八戸港－ラピアバスター
ミナル（5：15頃）

朝

出発日  5/4（木）
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旅行代金（盛岡以南お一人様

73,000円（

79,700円（

旅行代金（盛岡以南お一人様

同行：バスガイド　 （北海道内のみ）　
　　 添乗員 

73,000円（

79,700円（

1日目　八戸駅 （東北新幹線）　　東京駅－東京都内車
窓観光：皇居・東京タワーなど－築地で握り寿司の夕食－ビッグ
トップ（お台場）でダイハツ アレグリア-新たなる光- 東京公演鑑賞
－東京都内（宿泊）　※１日目の昼食は各自ご持参下さい。
２日目　ホテル-バラが見ごろの横浜イングリッシュガーデン－
横浜港一望のレストランで洋食ランチと山下公園・中華街など自由
散策－東京駅　　（東北新幹線）　　八戸駅（19：08） 朝 昼

1日目　1日目　八戸駅
コース

夕

東京プリンスホテル
（洋室・東京タワー側のお部屋確約）宿泊

プロ野球観戦ツアー

シルク・ドゥ・ソレイユ５年ぶりの日本公演  S

東京プリンスホテル宿泊宿泊

）

（金）

）

（金）

横浜イング
リッシュ
ガーデン

利用バス会社：関東自動車
※１日目の夕食時間は早めになります。
新青森・七戸十和田・八戸・二戸の
各駅でも乗降可

利用バス会社：関東自動車
※１日目の夕食時間は早めになります。
新青森・七戸十和田・八戸・二戸の
各駅でも乗降可

同行：
バスガイド　　
添乗員 

6/17（土）出発日 

昼

新青森駅（9：53）　　（はやぶさ16）　　八戸駅（11：05）++++
（TOHOKU EMOTION　ランチコース）++++久慈駅…久慈
駅前フリータイム：道の駅やませ土風館・観光交流センター
などご自由にお楽しみ下さい…久慈駅++++（TOHOKU 
EMOTION　デザートとアフタヌーンティ）++++八戸駅（16：
01）　  （はやぶさ25）　　新青森駅（16：43）

海辺を走るレストラン列車
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66//1177（（土土）））出発日 出発日 
（9：53）　　（はやぶさ16）　　八戸駅（11：05）+++++++++++++

TOHOKU EMOTION　ランチコース）++++++++++久慈駅…++久慈駅…+ 久慈
道の駅やませ土風館・観光交流センター

などご自由にお楽しみ下さい…久慈駅++++++++++（++（+ TOHOKU 
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同行：
バスガイド　　
添乗員 

で贅沢な休日
※添乗員は
往路八戸駅から
復路八戸駅まで
同行致します。

みちのりトラベル東北貸切運行

コース日帰り

コンパートメント車両
（限定７室・定員2～4名）

ご希望の場合、
１室あたり4,200円の
追加料金になります。

オープン
ダイニング車両は
座席配列の都合上、

2名様以上の偶数人数での
受付に限らせて頂きます。

24,000円青森発 18,000円八戸発旅行代金
お一人様

宿泊
２泊目

ホテルルートイン
札幌中央（洋室）

２泊目
ホテルルートイン
札幌中央（洋室）

同行：バスガイド
　　  添乗員 

自分への素
敵なご褒美！

海辺海辺をを走走走るるレレスストトラランン列車列車列車

（限定７室・定員2～4名
ご希望の場合、

１室あたり4,200円の
追加料金になります。自自自自自分分分へへのののの素素

敵敵ななごご褒褒褒美美美！！！自分への素
敵なご褒美！

平日9：00～17：00・土・日・祝日休業平日9：00～17：00・土・日・祝日休業

エスコンフィールドHOKKAIDO

この他、南部支社八戸（営）、盛岡以北の一部インターチェンジ
などでも乗降可。詳細はお問い合わせください。
利用予定バス会社：（北海道内）シノヤマ観光バス　　
（注）1塁側・3塁側が確定するのは4月上旬予定です。

※花の見頃は天候状況により異なります。

今後の状況により利用便の変更、イベントの中止や立ち寄り個所の休業等発生する場合がございます。予めご了承願います。

ツアーのお申込み・お問合せは最寄の支店へ
https://www.michinoritravel-tohoku.jp観光庁登録旅行業 第2012号　（一社）全国旅行業協会会員旅

行
企
画
実
施

共催

八戸支店 ☎0178 -22 - 0105
八戸市大字是川字二ツ屋6-79　 総合旅行業務取扱管理者：大山 誠　 営業時間：9：00～12：00/13：00～18：00

本社：盛岡　支店：宮古・北岩手（一戸）・久慈

みちのりトラベル東北では小グループ、社員旅行、大会MICE会議宿泊、学校行事（遠足・課外活動・部活動）等、幅広く取り扱いを行っております。
本社、最寄りの各支店にお問い合わせ下さい。

出発日  4/30（日）
18,800円旅行代金（お一人様）

ラピアバスターミナル（11：40）－三陸花火大会：会場/高田松原
運動公園　エリア自由席Ａで観覧　16：30頃着　打ち上げ19：00

－ラピアバスターミナル（2：00頃）

ラピアバスターミナル
運動公園　エリア自由席Ａで観覧

日帰りコース
同行：バスガイド　　添乗員 

エリア自由
席

Ａチケット
付き！
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三陸花火大会
　　　 2023
三陸花火大会
　　　 2023

5/20（土）
出発日  

同行：バスガイド　　添乗員 

南部支社八戸（営）、本八戸駅前、
県北バス久慈（営）でも乗降可

利用予定バス会社：みちのりバス東北又は同等クラス
※ドライバー２名での運行になります。　※道路
の混雑状況により到着時刻が大幅に前後する場合
がございます。　※花火は基本的に雨天決行です
が、荒天時は中止になる場合がございます。

-津軽五所川原駅++++（津軽鉄道）++++芦野公園駅
湖畔に広がる桜の名所 芦野公園-日本一の三連太鼓橋  鶴の舞橋-弘前

公園：弘前さくらまつり-ラピアバスターミナル（19：00頃）
南部支社八戸（営）、本八戸駅前でも乗降可  利用予定バス会社：みちのりバス東北又は同等クラス
※道路の混雑状況により到着時刻が大幅に前後する場合がございます。

昼

,800円

ラピアバスターミナル（7：40）－盛岡：石割桜・
盛岡城跡公園－みちのく金婚亭－岩手を代表
する桜の名所！北上展勝地－道の駅たろう－ラ
ピアバスターミナル（18：00頃）

ラピアバスターミナル（7：20）－道の駅遠野風の丘－宮古：
シートピアなあど－遠野ふるさと村で名物バケツジンギス
カンランチ－遠野駅++++（ＳＬ銀河）++++釜石駅－道の駅
たろう－ラピアバスターミナル（19：20頃）

4/15（土）・16（日）・22（土）出発日  
本八戸駅前、南部支社八戸（営）、九戸
オドデ館、県北バス一戸（営）でも乗降可
利用予定バス会社：みちのりバス東北又は同等クラス昼
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日帰りコース ラピアバスターミナル
盛岡城跡公園
する桜の名所！北上展勝地
ピアバスターミナル日帰りコース

旅情あふれるロー
カル線！
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5/20
出発日  出発日  出発日  出発日  出発日  

         “遠野名物”バケツジンギスカンと

20）20）－－道の駅遠野風の丘道の駅遠野風の丘－宮古：
遠野ふるさと村で名物バケツジンギス

ＳＬ銀河

         “遠野名物”バケツジンギスカンと
ＳＬ銀河
6月でラストラン！

“今年訪れるべき
街”

11,,000000

“今年訪れるべき
街”

盛岡と
展勝地の桜
盛岡と

展勝地の桜

24名様限定！

ラピアバスターミナル・南部支社八戸営業所では、参加者に限り無料で駐車が可能です（台数上限あり）。駐車場は先着順・事前予約制となります。お申込の際にお申し出下さい。

旅行代金（お一人様）16,800円

コース

シルク ドゥ ソレイユ５年ぶりの日本公演  S
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ダイハツ  アレグリア-新たなる光-東京公演と
　　　　　　　　　　  横浜イングリッシュガーデン

Photos: Cirque du Soleil 2021 /
Costumes: Dominique Lemieux
Photos: Cirque du Soleil 2021 /
Costumes: Dominique Lemieux

又は0120-183-705又は0120-183-705

旅行代金（お一人様）

日祝定休・当面の間土曜も休業致します。

今後全国旅行支援を延長する自治体が出た場合、その時点での助成要件を満たすツアーは割引対象に変更する場合がございます。詳細はホームページ等でご確認願います。

1日目　1日目　ラピアバスターミナルラピアバスターミナルラピアバスターミナルラピアバスターミナル  ＆フェリー 2等）

２夜行１泊４日コース
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