
路線バスの旅路線バスの旅高速バスで行く高速バスで行く
秋葉原駅中央口発

宇都宮駅西口バス停 解散

秋葉原駅中央口【高速バスのりば】 8:20発

益子・陶芸メッセ入口 10:47着

★高速バス乗車券
茨城交通 関東やきものライナー

益子・陶芸メッセ入口 14:07発

宇都宮駅西口バス停 15:09着

宇都宮駅西口バス停 9:20発

資料館入口バス停 9:50着
●大谷資料館見学（★入場料込）
●大谷観音参拝（★拝観料込）

●益子まちなか散策・ショッピング

●宇都宮市街散策

●宇都宮市街散策

大谷観音前バス停 13:18発

馬場町バス停 13:39着
★各協賛店のサービスあり

みちのりグループ
三社共同企画

益子・那須温泉コース 益子・宇都宮コース
■ 17,000円～52,600円 ■ 12,200円～21,000円

1泊2日 1泊2日

とちぎ旅情編
1日目の夕食、2日目の朝食付き 1泊 朝食付きツアーコード

SKT002 最小催行人員：1名様最小催行人員：2名様　お申込みは2名様より承ります。

企画協力　栃木県 / 宇都宮市 / 益子町 / 益子町観光協会 / 那須町 / 那須町観光協会 / 那須温泉旅館協同組合 / ジェイアールバス関東株式会社

みちのりグループ
茨城交通株式会社
茨城県水戸市袴塚3-5-36
tel. 029-251-2331

関東自動車株式会社
栃木県宇都宮市簗瀬4-25-5
tel. 028-634-8131

東野交通株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地19-8
tel. 028-662-1080

※鉄道移動区間があります。鉄道の乗車券は代金には含まれません。
鉄道乗車券は別途お買い求め下さい。

※鉄道移動区間があります。鉄道の乗車券は代金には含まれません。
鉄道乗車券は別途お買い求め下さい。

ご宿泊とクーポン券、乗車券がセットになった専用乗車券で、お得に「とちぎ」を満喫!!

※添乗員は同行しません ※添乗員は同行しません

ホテル ニューイタヤ（宇都宮駅前）

那須温泉旅館協同組合12施設

★宿泊

★路線バス乗車券
東野交通 路線バス 益子・真岡水橋線

関東自動車 きぶな１日乗車券（食べ歩き券付）
★ぎょうざ食べ歩きっぷ

関東自動車 JR宇都宮駅～大谷・立岩線
★大谷観光1日乗車券

関東自動車 JR宇都宮駅～大谷・立岩線

大谷観光一日乗車券チラシ部分をご確認ください

★大谷観光1日乗車券

朝食付
2日目

お客様負担（旅行代金には含まれません）宇都宮駅から新幹線（指定）東京駅 4,730円
東京方面への接続

友愛の森【高速バス停】 16:25発

秋葉原駅中央口【高速バスのりば】 8:20発

益子・陶芸メッセ入口 10:47着

★高速バス乗車券
茨城交通 関東やきものライナー

■かさましこクーポン
益子・陶芸メッセ入口 14:07発

宇都宮駅西口バス停 15:09着

JR宇都宮駅 15:52発

那須湯本温泉バス停 17:45着

那須塩原駅バス停 16:55発

●那須ロープウェイ・他、那須高原散策

●益子まちなか散策・ショッピング

那須湯本温泉バス停 9:58発

バスタ新宿 19:42着 解散

★食事10%割引券

★食事割引券・他、各種サービス券

★宿泊

★路線バス乗車券
東野交通 路線バス 益子・真岡水橋線

★那須高原フリーパス
東野交通 那須高原路線バス乗り放題

東野交通 那須高原路線バス乗り放題

● ステーキハウス寿楽 ワンドリンクサービス
● ホテルサンバレー那須 ランチバイキング・入浴料割引
● ジョイア・ミーアでお食事▶保冷バッグプレゼント
●那須 森のビール園 食事割引＋試飲用ビール1杯サービス
●那須 花と体験の森 入園料半額
●那須ロープウェイ 運賃割引

●益子焼窯元共販センター
● やまに大塚

■かさましこクーポン
★食事10%割引券 ● 益子焼窯元共販センター

● やまに大塚

★那須高原フリーパス

東野交通 JRバス関東 那須・塩原号
★高速バス乗車券

夕食、朝食付

2日目

旅行代金には含まれません

乗車券を駅改札でお買い求めください。（お客様負担）

東北本線下り 普通840円

JR那須塩原駅 16:37着

フ
リ
ー
プ
ラ
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ツアーコード

SKT001

★印は旅行代金に含まれます ★印は旅行代金に含まれます

登り窯

益子焼

宇都宮・餃子像

大谷資料館

大谷寺・平和観音

那須湯本温泉

茶臼岳

殺生石

那須ロープウェイ



※掲載されている内容は2017年10月1日現在のものです。予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。 ※掲載の画像はイメージです。

路線バスの旅秋葉原駅中央口発　高速バスで行く

12,200円～21,000円

18,300円～20,600円

19,200円～32,100円

21,300円～26,700円

19,400円～22,900円

17,000円～21,300円

17,000円～17,000円

30,000円～52,600円

18,100円～23,500円

19,900円～22,100円

19,200円～48,300円

22,400円～25,600円

23,000円～26,100円

とちぎ旅情編

「路線バスの旅」お申込み
お問合せは専用ダイヤルへ

営業時間
平日・土曜日 9:10～18:00
※日曜・祝日は休業日となります0120-972-351

〒310-0055
茨城県水戸市袴塚3-5-36
本社旅行部
☎029-251-3125

旅行企画・実施
茨城県知事登録旅行業第2-594号
（一社）全国旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 武田洋一

http://www.ibako.co.jp/

茨城交通株式会社
国内募集型企画旅行条件
◆旅行のお申し込みと契約の成立時期

◆取消料

（1）所定の旅行申込書に記入し、下記申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行
代金又は取消料若しくは違約料をそれぞれとして取扱います。また旅行契約は、当社が予
約を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。

（2）当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による国内募集型企画旅行の予約
を受付ます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算し
た3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。

お申込み後、お客様のご都合により、お取消の場合、下記の料率で取消料を申し受けます。

◆旅行条件 この旅行条件は2017年10月1日を基準としています。

◆個人情報の取扱

◆国内旅行保険は含まれております。

お申込みいただいた旅行の手配の為に必要な範
囲で、お客様、運送・宿泊機関等への連絡等の為
に、個人情報を利用させていただきます。当社の
旅行商品、運送・宿泊サービス等のご案内をお客
様にお届けする為、また、これらの旅行商品及び運
送・宿泊サービス等に関してお客様にアンケートを
お願いする為にも、お客様の個人情報を利用させ
ていただくことがございます。◆旅程管理 添乗員、旅程管理者の同行はございません。

◆最小催行人員 1名様。※但し宿泊施設によりお受けできない場合があります。

旅行代金
おひとり様 日帰り 2万円未満 2万円以上

3万円未満
3万円以上
5万円未満 5万円以上

全額 5,000円 8,000円 10,000円 20,000円お申込金

国　内
の場合

旅行開始日の
20日前～8日前

旅行開始日の
7日前～2日前

旅行開始日の
前日

旅行開始日の
当日

開始後の解除
無連絡不参加
旅行代金の
100%

旅行代金の
50%

旅行代金の
40%

旅行代金の
30%

旅行代金の
20%

くわしい旅行条件を説明した書類をお渡しし
ておりますので事前にご確認の上、お申し込
みください。

年末年始（12/29～1/5）、ゴールデンウィーク、益子陶器市期間（春・秋）、お盆期間（8/11～16）
施設休館日が2日目の行程に含まれる場合
　益子・宇都宮の該当施設➡ 大谷資料館：12月～3月の火曜日／大谷寺：12/19～12/31、1月～3月の第2、第4木曜日
　施設によっては臨時休業する場合がありますので、予約時にご確認下さい。

お申込みから出発まで

宿泊施設案内

設定除外日

ご利用日の15日前
までにお申し込み

下さい

予約受付後、
郵送で

お届け致します

必要事項をご記入
のうえ、返信用封筒にて
郵送して下さい

ご入金確認後、
郵送で3日前までに
お届けいたします

※高速バスの予約が満席の場合、宿泊施設が満室の場合等、お引き受けできないことがありますので予めご了承下さい。
　詳しい旅行条件を説明した書類をお渡ししておりますので事前にご確認の上、お申込み下さい。

予約申込 案内書の受取り 申込書の返送 旅行開始旅行代金
お振込み¥ 乗車券の受取り

■ 益子・宇都宮コース　1泊朝食付 下記施設よりお選びください。

※旅行代金は、曜日、季節（時期）、部屋のタイプ等により変動します。

■ 益子・那須温泉コース　1泊2食付 下記那須温泉旅館協同組合12施設よりお選びください。

那須温泉
旅館協同組合

施設名 旅行代金（大人お一人様） ご案内

施設名 旅行代金（大人お一人様） ご案内

ホテル ニューイタヤ1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45品の朝食バイキングメニューが人気です！

休暇村 那須

那須高原 ホテルビューパレス

松川屋 那須高原ホテル

旅館 清水屋

小鹿の湯はなやホテル

旅館 山快

那須温泉 山楽

こころのおやど 自在荘

ホテルエピナール那須

ウェルネスの森那須

國弘やしき（文豪の宿会）

那須いちやホテル

標高1,230mのロイヤルリゾート

樹々に包まれた大人のプライベートリゾートホテル

「鹿の湯」源泉かけ流しの「にごり湯」が癒してくれる高原の湯宿

開湯1380年の源泉「鹿の湯」かけ流しの老舗旅館

和牛のしゃぶしゃぶを中心とした手作りのお食事と癒しの湯

泉質に自信アリ。硫黄の香、白いにごり湯かけ流しの宿

伝統と新しい感覚が調和した格式ある日本旅館

おもてなしのこころ 湯のこころを大切にしています

自然・絶景・食・癒・楽 5拍子揃う総合リゾートホテル

大浴場 & 貸切風呂完備！湯めぐりと美食を楽しむ宿

2種の温泉湯巡りの宿、露天付客室と田舎和御膳ご堪能

大切な家族や友人を、心から喜び迎えるように

www.nasuonsen.com


