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【５３号の目次】 
 
・「葛藤と感動は、表裏一体！？」 
　　男二人旅　ぶらり京都へ 
　 
 
・はじめての「旅の決算大バーゲン」と銘打ちまして♪ 
　 
 
・５３号のツアー紹介　　 
　 
　 
～～～ 
ツアー等のお申込、お問い合わせにつきましては 
ライン（　ID：@tabiyell　）、メールにて　info@tabi-yell.com 
又はFAX022-774-2120 又は電話022-796-6770 
 
いずれかの方法にて、いますぐご連絡くださいませ♪ 
 
宮城県知事登録旅行業　第２-３５７号　株式会社旅エール 
984-0816　仙台市若林区河原町1-5-33 モダンクラフトBLD4階　酒井陽介 
～～～　　 
 
（お願い） 
＊旅エールのLINEをご登録いただいておりますでしょうか？ 
　このような情報を作成後、瞬時に共有できます。 
　登録されている方は現に郵便発送日の5/12午前中にご覧いただいてます 
　（カラーでもご覧になれます。） 
　ぜひご登録いただけますようお願い申し上げます！ 
 
【登録方法】　 
　最終ページのQRコードをスマホで読み込んでいただくか 
　ID ＠tabiyell から友だち追加し、コメントを送っていただいて 
　登録完了となります。（コメントされないと完了になりません） 

mailto:info@tabi-yell.com
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上：金閣寺 
下：清水寺 
 

旅先での 
「感慨ひとしお」 

・ゴールデンウィークに息子と京都にいってきました 
こんにちは。新緑がひときわ眩しい杜の都 
すがすがしいこの季節、お元気にお過ごしのことと存じます。
３月末に緊急事態宣言も解除となり、宮古島石垣島、都をどり桜満開の京都、
そして、あしかがフラワーパーク＆ひたちネモフィラの丘、加美町虎舞ツアーと
おかげさまで旅をつづけております。今日は篤子さんが１１名の参加者の方々
と長崎五島、天草、ハウステンボスツアーに楽しそうに出かけていきました。

　年明け１月中旬あたりから、かなりの勢いの感染症の影響で、旅にお誘い 
することに、心の底から苦心しておりました。１月の歌舞伎は３０名様満席に
なったものの、感染の影響もあり、半分の１５名様になってしまったり、同じ
く石垣島宮古島ツアーも１４名→７名様。そして、現地にいっているときにあ
の大きな地震、、、その後に予定のあった新幹線で行く帝国劇場シークレット
プレミアムツアーも、東北新幹線動かずであえなく中止。

トホホ。「もうあきらめたくなる～、、」と篤子さんに何度こぼしたことか。。
でも、季節の移ろいと共に、気持ちは復活してくるものですね。
感染状況の様子、GOTOトラベル再開か！？の情報に２年間ふりまわされ、
自分たちの仕事にかける心持ちを保つのがとても難しかったです。ですがここ
にきて新緑パワーを感じながら、おかげさまで持ち直すことができています。

　さて、ゴールデンウィークはどのようにおすごしになりましたか？
ぼくは久しぶりに「家族と出かるチャンス！」と声をかけたものの、中三の娘
は部活がいそがしくNG、小６の息子だけはちょうどぼくとスケジュールが合っ
たので「どこいきたい？」と聞いたら「京都」と渋いチョイスがかえってきま
して、即座に手配を整えて、男二人、勇んで都にのぼりました。

　ぼくが歴史好きで「真田丸」「せごどん」などの大河ドラマを一緒にみてい
たせいか歴史への興味が高く、初京都の息子は飛び跳ねるように僕の先を歩い
てました。彼がリクエストした初京都らしいゴールデンコース（銀閣、金閣 
伏見稲荷大社、清水寺、二条城）を共に巡ってきました。
　不思議なもので、一緒に行く人が新鮮な気持ちで感動をうけとめていると、
自分もそういう気になるからおもしろいものですね。小６男子の気持ちで京都
を楽しんできました。息子とこうして遠出するのも２年ぶりでした。
特に印象にのこったのは、五山の送り火で有名な大文字山からの絶景。新緑の
都の景色をみわたせる場所で、さわやかな風とおひさまを感じながら、息子の
成長と、コロナ禍に起こった２年間の変化をしみじみと感じてくることができ
ました。　旅先での「感慨ひとしお」　あなたもご経験ありませんか？ 
 
　京都二人旅、間際で決めて勢いつけていきましたが、行く前に二人だけでい
いのか、GWでかなりの混雑でちょっと感染が心配とか、手配うまくいくかな、
いざ自分の旅になると葛藤があることを実感です。葛藤と感動は表裏一体なの
かもしれませんね。ここに掲載していませんがの旅の途中に撮影した息子の写
真。京都らしい竹林の成長がシンクロした一枚ににチカラをもらいました。 
　いったからこそ出会えた一瞬の景色、抱ける感動があります。そういう機会
をあらためてつくっていけたらと心から思っています。　旅エール　酒井陽介
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旅の決算大バーゲン！　　　 

・緊急企画！はじめての「旅の決算大バーゲン」 

　はじめての試み！ 
　おかげさまで旅エールは９回目の決算をこの６月に迎えます。 
　コロナ禍は本当にきびしい経営状態がつづいておりますが、ご参加いただける 
　貴方のおかげで、順調に低空飛行（汗）をつづけることができています。 
　ただ、やはり決算前はとても大切な時期です。 
　他業種でもよくある（お洋服屋さんなど）決算前のバーゲンを弊社でも取入れて 
　これまで行き控えていた「旅の需要のきっかけ」にしたいと思いまして 
　今回このように「旅の決算大バーゲン」の機会を提供させていただきます！ 
　 
　各ツアーに明記した期限までの、お申込みに限ります。 
　本格的に梅雨入りする前の貴重なこの時期に、旅で気持ちを潤しましょう 
　ぜひこの機会に奮ってご参加いただけますようお願いいたします！　　 
　＊旅の決算大バーゲンの内容につきましては各ツアーの内容に記載します。 
　 

【５３号ラインナップ】 
 
６月１１日 (土）日帰り　歩いて、食べて、笑って♪ 
新緑の蔵王古道ハイキング　8800歩（約6キロ） 
遠刈田温泉神の湯♨ 蔵王チーズ＆爽清牛バーベキュー 
「酒井さんの設定する歩くツアーはマラソン走っているせいかきついよ！」
と言われちゃいます。反省です！笑　みなさんで楽しく歩けるイイ距離６km
遠刈田温泉にある神社から滝見台の約６kmの蔵王古道（酒井も会員ですが
蔵王古道の会のベテランガイド同行）＊３時間３０分、（片道）下りはバス

「蔵王」の歴史ストーリーを交えながら楽しく歩きます。ブナ林が気持ちいい。 
そして、ご安心ください。エコーラインと蔵王古道が並行していますので、 
「もうだめ！歩けない！」のときにはツアーバスにひろってもらえるハイキングなん
ですよ。ハイ！これでもう安心ですね。では、まいりましょう♪ 
大崎地区6:20仙台駅長町駅7:30 ＝8:40遠刈田温泉刈田峰神社スタート～（蔵王古道
約６kmのハイキング：途中ギブアップOK）～滝見台＝バス＝遠刈田温泉神の湯＝ 
蔵王酪農センター・ハートランド至福のバーベキュー（蔵王チーズもご賞味）美味
しいビールやワインと共に＝（お買い物）＝長町仙台18:00 大崎地区19:30 
＊蔵王爽清牛（そうせい）＆ジャパンX♪至福の蔵王バーベキュー￥4000含む 

旅行代金：￥２１，８００→ 旅の決算大バーゲン割引　１９，８００ 
含まれるもの：交通費、食事（昼1）、添乗員、旅行保険、飲み物代は別途 
【申込締切】　５月２５日（水）１０名様にて出発確定（最大２２名） 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６月１９日 (日）日帰り　

山形市にある自家製生ハムレストラン
IL COTECHINO（イル コテキーノ）＆
東北随一の巨刹「慈恩寺」千年息づく秘仏と向き合う 
この時期だからこその「東沢バラ園」 

 
ハムのない人生なんて… イタリアの農村地域に受け継がれてきた伝統
的な技法の加工肉を全て手作りしている郷土料理店。イタリア伝統の
味をナチュラルワインと共に。シェフの大竹さんイタリアで６年修行
されたのちに、東京で働いていたのですが、大自然の中に身をおかな
いと、「いい料理がつくれない」と思って山形でイタリア仕込みの美
味しいもの提供するレストランをつくられたそうです。 
 
まずここをみつけたことをほめてください！それくらいプレミアムな
お店です。日曜日の贅沢な、至福のディナーを味わうツアー。色とり
どりな野菜のバーニャカウダ、メインの生ハムは14種類にも及び、3
種類のパスタは好きなものを選べます。デザートも♪


 
大崎地区10:00 仙台駅長町駅11:30 ＝12:30/13:10寒河江道の駅＝
13:30慈恩寺（京都のお寺のように佇める場お寺、お洒落カフェも）
＝15：30東沢バラ公園＝17:30/19：00イルコテキーノ長町仙台20:10 
大崎地区21：30 

旅行代金：￥２１，８００→ 旅の決算大バーゲン割引　１９，８００ 
含まれるもの 
：交通費、食事（夕１）￥6000含む、添乗員、旅行保険、入場料 
【申込締切】　５月１８日（水）１０名様にて出発確定（限定２２名） 

＊このお店は１ヶ月前から予約開始のため、5/19に予約をいたします。 
　ご了承の上、参加希望のお申し込みをお願いいたします。 
　お店の状況、予約のタイミングによっては１０名様でもお申込みを 
　締め切る場合がございます。ピンと来た方はまずはいますぐ 
　LINE、メール等（omusubi1123rengoku@tabi-yell.com） 
　にて仮予約をおすすめいたします。予約状況によっては出発日変更の 
　ご相談をする場合もございます。あらかじめご了承ください。 
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【出発確定】＊ぜひこの機会にバスでいける島旅に便乗しませんか？ 

６月３日（金）～５日（日）３日間　 
佐渡島　世阿弥の足跡と 
金山物語＆京町音頭流し「宵乃舞」＆島グルメ 
人間国宝「玉三郎」が愛する佐渡島  
惹きつけるのは「世阿弥の魂」と、地元の味わい 

下見で訪れ、世阿弥ゆかりの正法寺の特別時間をご提供（世阿弥がか
ぶって舞ったとされる面）坂東玉三郎が20年通う佐渡の素材を大切にす
る女将さんの手料理も楽しみなおぎの湯に宿泊。佐渡歴史ロマン「世阿
弥」の足跡を旅する３日間（宿泊２名以上１室）特別なお祭りも鑑賞！

 
①大崎エリア6時＝仙台長町駅7：00＝バス車中にて朝食＝新潟港～バス
ごとフェリーに乗船～両津＝世阿弥ゆかりの正法寺＝ファミリーオ佐渡
相川（温泉泊）京町音頭流し 「宵乃舞」鑑賞②相川＝佐渡金山世界遺産
ツアー＝大膳神社能舞台＝島カフェ＝歴史伝説館＝宿根木散策・小木民
族博物館＝おぎの湯ホテル（温泉泊）③小木＝たらい船＝お買物＝両
津～新潟＝ 
仙台長町20：00＝大崎エリア21：00

 
旅行代金：￥９９，８００→ 旅の決算大バーゲン割引　９７，８００ 
含まれるもの： 
交通費、入場料、食事（朝３昼２夕２）添乗員、旅行保険、

宿泊（２名以上１室）＊個室手配可 
【申込締切】５月２０日（金）　＝空席２＝　お急ぎください！ 
 
（過去の酒井下見メモより） 
あの「坂東玉三郎」が２０年も通う、料理の美味しさが印象的。優しい
笑顔の女将さんのお人柄がにじみ出たような、佐渡の食材を大切にした
味わい。町営の日帰り温泉おぎの湯を買い取り、その敷地に洋室のお宿
を３年前にオープン。玉三郎さんが色々とアドバイスしてくれたとか。 

建設中の建物に特別に入れてもらい、ロケーションの良さを体感。 

全室、小木港ビューお部屋から景色を眺めて いるだけでも、癒される場
所に加えて、あの料理の質と、女性に喜ばれる美肌効果の高い温泉。 
近くの小木、宿根木の街並も、ノスタルジックで旅情を高めてくれる。

二つのハイライトの他にも、大好きな藤城清治が描いた能舞台のある
「大膳神社」や、佐渡金山、宵の舞が行われる京町通り、ジブリの世界
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【出発確定】とびいり参加大歓迎！（県民割も適用します！） 

５月２９日 (日）～３０日（月）１泊２日　 
日本の旅館百選2022　第１位に輝いた温泉宿 
母畑温泉八幡屋で過ごす心の休日　　　　　　 
朝ドラ「エール♪」古関裕而記念館 
季節の花々・癒しの時間 那須コピスガーデン 

①大崎エリア 7:00＝仙台長町8:50＝色彩やかなお花に癒されて那須コピ
スガーデン＝隈研吾・石の美術館＝八幡屋 
②八幡屋＝岩都々古和気神社＝川俣町散策＝古関裕而記念館＝お洒落古
民家でのランチ＝道の駅＝仙台長町17：30＝大崎エリア19：00 
旅行代金：￥５１，８００→ 旅の決算大バーゲン割引　４９，８００ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓△5,000 
　県民割を活用してさらにお安くご提供！→ ４４，８００ 
　＊5,000円の割引に加えて　￥2,000分の地域クーポンが付与されます 
　＊県民割ご利用条件：3回分のワクチン摂取証明書又は陰性証明の確認 
 
旅行代金に含まれるもの： 
交通費、食事（朝１昼２夕１）、宿泊（４名１室）＊個室手配可（１名
3500増、２名3500増、３名2000増）入場料、添乗員同行、旅行保険加入

【申込締切】５月２０日（金）　＝空席４＝　お急ぎください！ 

（八幡屋ってどんなお宿） 
第42回プロが選ぶ「日本のホテル・旅館百選」の総合第1位に、八幡屋（福島
県・母畑温泉）が輝いた。昨年12月のこと。「ああ、そうですか」と素通りし
てしまいそうなニュース。実はこれ、旅館業界では大事件なのである。なぜな
ら、36年間連続1位の座に君臨、名実ともに日本一の旅館といわれる加賀屋（石
川県・和倉温泉）を引きずり下してトップの座に着いたからだ。無名だった
「八幡屋」ってどんな旅館なのか。無名ゆえについ穴場・秘湯を、あるいは一
般客には縁遠い超高級旅館をイメージしがちだが、八幡屋は客室145、収容800
人を誇る近代的大型旅館。トップの称号は、旅館業を営む者なら誰もが欲しい
ところ。実際、トップ10の常連は、来年は一つでも上のランクを目指そうとあ
れこれ準備をする。ちなみに八幡屋は過去3年10位前後を行き来していたが、女
将いわく、旅館業者として恥ずかしいくらい全く意識していなかった。 
「自炊・半自炊から脱却しようとしていたころ、大手旅行代理店は見向きもし
てくれませんでした。そのとき、何とか世に出してやろうと本気になって売って
くれたのが中小旅行代理店の方たち。そうした方たちの票が集まったのでない
かと思います」泉質はアルカリ性単純温泉（45°C)。宿泊料は1万5000～1万
8000円。お隣福島県、こんなに身近にある 
「日本一の旅館のおもてなし」を体感しに出かけてみませんか？ 
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【出発確定しました】　JRパスを活用した大好評企画！ 

６月３０日（木）～７月２日（土）　２泊３日　 
JR「大人の休日俱楽部パス」をダイナミックに活用
絶景の日本海を堪能！　五能線と最北端の大湊駅＆
秘境！津軽竜飛岬、下北仏ヶ浦、最北端の地 大間 
 
（大人の休日倶楽部パスとは）JR東日本やJR北海道のフリーエリア
で乗り降り自由のおトクなきっぷ　￥15,270（４日間乗り放題） 
とてもお得なのですが、これを利用した現地ツアーが少ないというこ
とでうまれた旅エール企画なのです。 
 
①仙台駅8:05＝（東北・秋田新幹線）＝秋田＝〈五能線リゾートしらかみ  
絶景!日本海・お好みの駅弁〉＝五所川原駅…サンルート五所川原 
チェックイン後は、立佞武多の館、吉幾三ミュージアムなど散策 
②ホテル＝〈五能線〉＝〈奥羽本線〉＝新青森駅＝（東北新幹線）＝奥津軽

いまべつ駅＝（バス）＝最果ての地、竜飛岬　津軽海峡冬景色の歌碑・ 
陸奥湾と日本海の絶景・義経伝説の廐石＝蟹田港フェリーにて陸奥湾横断～ 
～脇野沢港（バス）＝霊場恐山＝フォルクローロ大湊（泊）＊変更しました 
③ホテル＝秘境仏ヶ浦（船でその迫力を体感）＝本州最北端の地・尻屋崎と
最北端の駅大湊駅＝（大湊線）＝八戸＝（東北新幹線）＝仙台20:29　


旅行代金：￥８２，８００→ 旅の決算大バーゲン割引　７９，８００ 
含まれるもの： 
　交通費、入場料、食事（朝３昼２夕２）添乗員、旅行保険 
　宿泊費（２名以上１室）シングル希望の場合は別途￥8,800（２泊分） 
　＊大人の休日倶楽部パスが別途必要になります（￥15,270）

 
【申込締切】５月２７日（金）　＝空席６＝　こちらもお急ぎください！ 
 
（大人の休日倶楽部パスでどれだけお得になるのか？） 

仙台 → 五所川原11,770円・五所川原 → 新青森　990円

新青森 → 奥津軽いまべつ3,420円・大湊 → 仙台11,680円　
合計27,860円　≦　倶楽部パス￥15,270（12,590円もお得！）
ツアーは３日間、有効期限は４日間なのでさらに余分に１日JR東日本
を利用できます。例えばツアー翌日に仙台東京の往復日帰りにも活用で
きます。そのように活用した場合は（約36,000円もお得になります）
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おまたせしました！　３年ぶり開催の京都祇園祭 
しかも３連休開催です！こんなにありがたい日程はありません！ 
（次の祇園祭３連休開催は2033年、11年後です） 
 
７月１６日 （土）～１８日（月）２泊３日（３連休） 
会場すぐのホテルに２泊　特別休憩所を利用できる 
『京都祇園祭』 宵山・山鉾巡行・神幸祭 
＊京都駅集合解散プランです。（別途JR手配うけたまわります！） 
①仙台駅7:00〈JR〉京都駅11：30集合＝風情ある竹林と嵐山散策
＝早めチェックイン、宵山見学、夕食は河原町権太呂にて名物う
どんすき【宿泊】京王プレリアホテル京都烏丸五条（２連泊） 
②山鉾巡行四条河原町ハイライト『辻回し』目の前の老舗菓子店
を貸切カフェに◎暑さもトイレも安心！！＝閑臥庵（黄檗普茶料
理）＝大徳寺＝※希望者は神幸祭出発式＝夕食は自由食 
③鈴虫説法で心清らか「鈴虫寺」＝京都国立博物館または三十三
間堂＝白河院にて京料理ランチ＝京都駅15:30頃解散〈JR〉仙台
駅20:00頃＊仙台京都間のJR料金は別途。大人の休日倶楽部会員
約3.2万円（通常4.5万円）日本人なら一度は祇園祭へ。こんなに
じっくりみれる、ひたれる設定は他にありません！！

旅行代金：￥１１９，８００→ 旅の決算大バーゲン割引　９８，８００ 
含まれるもの：現地交通費、入場料、食事（朝２昼３夕１）添乗員、旅
行保険、宿泊費（２名以上１室）シングル希望は別途￥22,000（２泊）　 
【申込締切】５月２７日（金） ＝限定１６＝ お早めに確保して下さい！ 
 
【圧倒的におすすめする理由】＊３連休にいける年廻り！ 
・山鉾巡航の一番いい場所に「貸切の休憩所」がある有難さ（永楽屋） 
・京都ならではの食事の美味しさ！お店メニュー選びに定評があります 
・1300年の歴史あるお祭りの意味合いを知り、そこにそくした 
　スケジュールの組み立て方と祇園祭ならではの雰囲気の味わい方 
・バーゲン価格　９９，８００では本当に安いくらいの圧倒的価値！
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８月２日 （火）～３日（水）１泊２日 
鎮魂の長岡花火大会「特等席ご用意できました！」 
今年から新設「A会場・イス席」＆村上千年鮭グルメ 
1000席しかないイス席をあなたのために確保！【限定３０席】 
　 

①大崎エリア9：30＝仙台長町11:00＝長岡花火大会（ブルーシートでは
なく椅子席、余裕をもって会場入り、場所取り不要）＝新潟第一ホテル 
②ホテル09：30頃ゆっくり＝村上市観光＊千年鮭＝各地18：00～19：30   
【ポイント】 
◎74年前の長岡空襲、15年前の新潟県中越地震の鎮魂花火。空襲があっ
た同じ時刻に真っ白な「白菊」で始まり、復興への想いをこめた「フェ
ニックス花火」が物凄い！！このフェニックス花火もナイアガラも全て
見やすい今年新設のイス席を限定３０確保！（￥6000のお席代含む） 
◎ 観賞後はバスで60分、新潟のホテルへ。宿泊すると体がとても楽です

＊夜行日帰りはおすすめしません。（疲労感で翌日がだめになります）  
◎そして、翌日はなかなか行く機会が少ない「村上市」文化と歴史とグル
メのツアーをご堪能いただきます。あの「千年鮭」をランチでご賞味！
旅行代金：￥５９，８００→ 旅の決算大バーゲン割引　４８，８００ 
含まれるもの：交通費、入場料、食事（朝１昼２夕１）添乗員、旅行保
険、宿泊費（基本シングル利用）＊ツイン２名１室は先着６部屋　 
【申込締切】５月２７日（金） ＝限定３０＝ 　すぐに確保して下さい！ 
 
【圧倒的におすすめできる理由】 
・花火大会あるある！駐車場から会場までかなり歩く！？大丈夫！徒歩で 
　１５分、便利な場所で乗降します（酒井の叔父さんのサポートで実現） 
・今年新設のイス席　抜群に快適に花火をみれます。30/1000は貴方の為 
　予約桟敷席でも場所を確保することに気をとられますがその必要なし！ 
・花火会場の長岡市から60km、新潟市駅前リニューアル快適ホテルに宿泊 
　（大浴場）疲れ知らずで翌日も充実の村上観光へ。あの千年鮭ランチ！ 
・バスはあの四季島使用「イーストブルー」JRグランクラスシートと同じ 
　どうでしょうか？この設定でいかない理由ないのではないでしょうか♪
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これまた贅沢な設定！　こちらも３年ぶり開催 
 
８月７日 （日）～９日（火）２泊３日 
 
四季島の大型プレミアムバス　イーストブルーでいく 
青森ねぶた祭＆五所川立佞武多祭り 
青森はホテルすぐが会場／五所川原・特設イス席 
最高の設定で青森の２大ねぶた祭りの熱さを体感！ 

①長町仙台6：40/7：10＝長者原SA8：00＝アパホテル青森駅県庁通 
12：00到着、ホテルからねぶた会場すぐ　ねぶた運行13：00～15：00　
会場運行＆花火大会　19：15～20：45　』＊ホテル（シングルのみ） 
②青森9：00発＝黒石（津軽三味線生演奏とランチ）＝田舎館村田んぼ
アート＝ど迫力！五所川原立佞武多＊７階建てビルと同じ、迫力の高さ２
３mの豪快な山車と『じょっぱり』ハネトの勇ましいかけ声が見る者の魂
を揺さぶる！津軽の夜祭りを今回も地元スーパー特別桟敷席【イス席】か
ら鑑賞。夕闇に見上げる山車、太鼓の音、三味線の音色が奏でる「立佞
武多」 山車の迫力やハネトの熱気を間近で名物「のへ丼」の夕食  
＝ルートイン弘前駅前（ツインまたはシングル） 
③ホテル＝津軽一の宮、岩木山神社＝鯵ヶ沢から日本海へ＝千畳敷＝不老
不死温泉ランチ（希望者は日本海を眺めながらの温泉入浴）＝白神山地
十二湖、ブナ林青池散策＝長者原SA＝各地20：20～21：20 
 
旅行代金：￥９９，８００→ 旅の決算大バーゲン割引　８８，８００ 
含まれるもの：交通費、入場料、食事（朝３昼３夕１）添乗員、旅行保
険、宿泊費（２名または１名１室）２日目シングル希望は別途￥2,200　 
【申込締切】５月３１日（火） ＝限定３０＝ 　すぐに確保して下さい！
 
【安心して胸をはっておすすめできる理由】 
・いちどに「青森２大夏祭り」の最終日を快適設定で鑑賞できること！ 
・１日目の青森ねぶた　会場がすぐのホテルに宿泊でマイペースでみれる

・２日目のたちなぷら　地元スーパー特別桟敷席【イス席】  
・バスはあの四季島使用「イーストブルー」JRグランクラスシートと同じ 
　で疲れ知らず。２日目夜も五所川原から弘前までバスで移動 
・お祭りの合間にみる観光地とじんわりくる青森グルメ 
　田舎館村田んぼアート、岩木山神社、白神山地、不老不死温泉など　 
 
ツアー等のお申込、お問い合わせにつきましては

← ライン（　ID：@tabiyell　）、メールにて　info@tabi-yell.com 
又はFAX022-774-2120 又は電話022-796-6770 

mailto:info@tabi-yell.com

