
ふくしまの暮らしと文化を体感できる4つのルート・全10コース

宿泊滞在型交流体験の旅へ出かけませんか？

【旅行企画・実施】  公益財団法人 福島県観光物産交流協会
本モニターツアーは、平成30年度復興庁「福島12市町村の将来像
実現のための調査・推進事業」として実施するものです。

申 込 方 法

旅 行 条 件（要 約）

お 問 合 せ

1 オンラインでお申込み
●ホープツーリズムのホームページ　　
　https://www.hopetourism.jp/
　「企画ツアー」ウェブ予約ページよりお申込みください。

2 お電話でお申込み
●電話番号 024-525-4060 へお問い合わせください。

3 メールでお申込み
●メール本文に、以下の必要事項をすべてご記入の上、お申込み専用メール
　アドレス hopetourism@tif.ne.jp へお送りください。

● お名前（フリガナ）   ● 電話番号  ● ご住所（郵便番号）　　 ● メールアドレス
●  性別　● 生年月日  ● 年齢　　  ● ご参加希望のツアー名  ● 参加人数

【募集型旅行契約】　この旅行は、（公財）福島県観光物産交流協会が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様
は、当協会と募集型企画旅行契約を締結する事となります。●お取消の場合は、お早めにご連絡下さい。●添乗員同行。●特別補償：当協
会は、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、身体又は手荷物の上に被った一定の被害について、あらかじめ定める額
の補償金、又は見舞金をお支払いいたします。●個人情報の取り扱い：お客様から頂戴した個人情報は、お客様との連絡やその他旅行に
必要な運送、食事機関等の手配及びサービスの受領の為、必要な範囲で利用させていただきます。●申込み後、お客様の都合により取消
される場合には、お一人様につき下記の料率で取消料をいただきます。●この旅行条件は2018年8月28日を基準としています。●詳しい旅
行条件を説明した書類をお渡ししております。事前に確認の上お申し込み下さい。

平成30年度復興庁事業

取消日

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

20日前～8日前

旅行代金の20％
7日前～2日前

30％
前日

40％
当日

50％
旅行開始後

100％

【旅行企画・実施】
福島県知事登録旅行業第２-３６２号

（公財）福島県観光物産交流協会
受付時間：月曜日～金曜日  8:30～17:30　TEL：024-525-4060
総合旅行業務取扱管理者　支倉 文江

〒960-8053  福島県福島市三河南町1番２０号　コラッセふくしま７階

平成30年度復興庁事業

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見  体感モニターツアー
参加者募集 

～いいこと、いいひと、いいところ～

福島県の主に浜通りと阿武隈地域を
訪ね、地元の人、食、文化と触れあう、
宿泊滞在型の交流体験の旅です。まる
でそこに暮らすような、素朴で温かい
旅の楽しみを発見してみてください。

あ  ぶ くま

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見  体感モニターツアー

～いいこと、いいひと、いいところ～

このツアーの旅行代金は、参加者の皆様にモニターとしてご協力いただく条件で設定された
ものです。今後のより良いツアーの企画・実施のため、旅行終了時にアンケートへご協力いた
だきます。また、旅先の魅力等に関する積極的な情報発信についても可能な範囲でご協力をお願
いいたします。今後、復興庁などが作成するパンフレット類やWeb発信などに、ツアー中に
撮影した写真・アンケート結果を使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取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、担当者から説明にご不明点があれば、遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。

農村体験と
郷土料理

B
ルート スポーツ＆
スポーツボランティア

と地域交流

C
ルート 福島の海の魅力

と浜通りの今

D
ルート 結でつながり

丁寧に暮らす
里山の体験

A
ルート



稲刈り・野菜収穫体験と
ワインでの地域おこしを

訪ねるコース

1泊2日

A-1

地元のお祭りや
里山で自然の豊かさを

感じるコース

1泊2日

A-2

福島の海の恵みと
浜通りの今を

楽しむ3日間コース

2泊3日

C-1

海釣り体験を楽しみ
交流を通して

福島の今を知るコース

1泊2日

C-2

農家体験を通して
田舎暮らしに
親しむコース

1泊2日

A-3

Jヴィレッジに泊まって、
「ツール・ド・かつらお」の
運営を手伝う3日間コース

2泊3日

B-1

Jヴィレッジに泊まって、
大会ボランティアに
参加するコース

1泊2日

B-2

伝統の「までい」文化と
スローライフを

体験するコース〈秋編〉

1泊2日

D-1

伝統の「までい」文化と
スローライフを

体験するコース〈冬編〉

1泊2日

D-2

❶2018年11月17日（土）～18日（日）
❷20名（5名）　❸集合・解散：JR福島駅
❹福島市、伊達市、飯舘村、川俣町
❺〈1日目〉りんご狩り体験、農家の嫁講話（福島市編）、あんぽ柿作り体験、宿泊体験
館きこり（泊） 〈2日目〉農家の朝ごはん体験、農家の嫁講話（飯舘村編）、いいたて
道の駅までい館、フェアリーフェザー見学、織物体験（コースター作り）、道の駅
かわまた、福島県物産館（日本酒飲み比べ・ショッピング）

❻宿泊体験館きこり・和室
❼朝食0回、昼食2回、夕食1回 ※訪問先の農家にて朝食づくり体験
❽10,000円（東京駅発着）、7,000円（福島県内発着） 宿泊体験館きこり

❶2019年1月19日（土）～20日（日）
❷20名（5名）　❸集合・解散：JR福島駅
❹福島市、飯舘村、川俣町
❺〈1日目〉いちご狩り体験、農家の嫁講話（福島市編）、いいたて道の駅までい館
（ショッピング）、宿泊体験館きこり（泊） 〈2日目〉農家の朝ごはん体験、しみ餅作り
体験、農家の嫁講話（飯舘村編）、フェアリーフェザー見学、織物体験（コー
スター作り）、道の駅かわまた、福島県物産館（日本酒飲み比べ・ショッピング）

❻宿泊体験館きこり・和室
❼朝食0回、昼食2回、夕食1回 ※訪問先の農家にて朝食づくり体験
❽10,000円（東京駅発着）、7,000円（福島県内発着） 宿泊体験館きこり

❶2018年10月21日（日）～23日（火）
❷20名（5名）　❸集合：JRいわき駅／解散：JR福島駅
❹いわき市、楢葉町、南相馬市、相馬市、福島市
❺〈1日目〉復興・久之浜漁港まつり（見学）、トマト狩り（体験）、バーベキュー、展望の宿 天
神（泊）  〈2日目〉楢葉遠隔技術開発センター（見学）、木戸川鮭やな場（見学）、サー
フィンの聖地・北泉海岸（見学）、農家民宿いちばん星（泊） 〈3日目〉絆cafeいそ
べ・レナトスソーラーパーク、磯部水産加工場、松川浦で関係者の講話と昼食、
セデッテかしま（ショッピング）、福島県物産館（日本酒飲み比べ・ショッピング）

❻展望の宿 天神、農家民宿 いちばん星・和室
❼朝食2回、昼食3回、夕食2回
❽12,000円（東京駅発着）、8,000円（福島県内発着）

❶2018年11月6日（火）～7日（水）
❷20名（5名）
❸集合・解散：JRいわき駅
❹いわき市、浪江町、富岡町、楢葉町
❺〈1日目〉双葉沖の海洋調査と海釣り体験、浪江町（夕食・懇談）、いこいの村な
みえ（泊） 〈2日目〉浪江町・請戸漁港見学、大平山霊園東日本大震災慰霊碑、リプ
ルンふくしま見学、楢葉町での交流

❻いこいの村なみえ・コテージ
❼朝食1回、昼食2回、夕食1回
❽10,000円（東京駅発着）、7,000円（福島県内発着）

展望の宿 天神

農家民宿 いちばん星

いこいの村なみえ

いわなの郷

スカイパレスときわ

ファームハウス都路

❶2018年10月7日（日）～8日（月/祝）
❷20名（5名）　❸集合：JR郡山駅／解散：JRいわき駅・JR郡山駅
❹田村市、川内村、富岡町、いわき市
❺〈1日目〉稲刈り・野菜収穫体験、郷土料理の昼食、地域との交流（田村市大越
牧野地区）、いわなの郷（泊） 〈2日目〉いわな釣り、川内村ヴィンヤードでキッチン
カー畑のレストラン（昼食）、とみおかワイン葡萄栽培クラブ圃場（見学）、いわき
ワイナリーガーデンテラス（ショッピング）

❻いわなの郷・コテージ
❼朝食1回、昼食2回、夕食1回
❽10,000円（東京駅発着）、7,000円（福島県内発着）

❶2018年11月3日（土/祝）～4日（日）
❷20名（5名）　❸集合・解散：JR郡山駅
❹葛尾村、田村市、川内村
❺〈1日目〉葛尾村「2018かつらお感謝祭」（昼食）、ツリークライミング体験、スカ
イパレスときわ（泊） 〈2日目〉川内村「第4回かわうち祭り―秋の陣―」、Café 
Amazon（昼食）、草野心平の別荘「天山文庫」（見学）、あぶくま洞（見学）

❻スカイパレスときわ・和室
❼朝食1回、昼食2回、夕食1回
❽10,000円（東京駅発着）、7,000円（福島県内発着）

❶2018年12月1日（土）～2日（日）
❷15名（5名）　❸集合・解散：JR郡山駅
❹田村市、葛尾村、川内村
❺〈1日目〉蓮笑庵 画家・渡辺俊明氏アトリエ（見学・昼食）、café嵐が丘、しいたけ
収穫体験、ファームハウス都路（泊） 〈2日目〉農家民宿あきもとで農家体験と
昼食、Café Amazon、草野心平の別荘「天山文庫」（見学）

❻ファームハウス都路・和室・洋室
❼朝食1回、昼食2回、夕食1回
❽10,000円（東京駅発着）、7,000円（福島県内発着）

Jヴィレッジ

Jヴィレッジ

❶2019年1月25日（金）～26日（土）
❷20名（5名）
❸集合：JR湯本駅／解散：JRいわき駅
❹いわき市、楢葉町、広野町
❺〈1日目〉いわきFCパーク（見学・昼食）、ドローン操縦体験、スポーツジム体験、Jヴィ
レッジ（泊） 〈2日目〉Jヴィレッジ再開記念ハーフマラソンボランティア参加、温泉
入浴（天神岬温泉しおかぜ荘）、ひろのてらす、ワンダーファーム（ショッピング）

❻Jヴィレッジ・洋室
❼朝食1回、昼食2回、夕食1回
❽10,000円（東京駅発着）、7,000円（福島県内発着）

❶2018年10月13日（土）～15日（月）
❷15名（5名）
❸集合：JR郡山駅／解散：JRいわき駅・JR郡山駅
❹川内村、葛尾村、楢葉町、いわき市
❺〈1日目〉いわな釣り体験、天山文庫見学、Café Amazon、旅館小松屋（泊） 〈2日目〉
ツール・ド・かつらお大会運営ボランティア参加、Jヴィレッジ（泊） 〈3日目〉ドローン
操縦体験、スポーツジム体験、天神岬見学、道の駅よつくら港（ショッピング）

❻旅館小松屋・和室、Jヴィレッジ・洋室
❼朝食2回、昼食3回、夕食2回
❽12,000円（東京駅発着）、8,000円（福島県内発着）

農村体験と郷土料理Aルート 福島の海の魅力と浜通りの今Cルート

スポーツ＆スポーツボランティアと地域交流Bルート

結でつながり丁寧に暮らす里山の体験Dルート

❶ツアー日程  ❷募集人員（最少催行）  ❸集合・解散  ❹訪問市町村  ❺行程概要  ❻宿泊先  ❼食事  ❽旅行代金（大人お一人様）

❶ツアー日程  ❷募集人員（最少催行）  ❸集合・解散  ❹訪問市町村  ❺行程概要  ❻宿泊先  ❼食事  ❽旅行代金（大人お一人様）

4つのルートの全10コースからお選びいただけます。
（※一部検討中）

発見  体感モニターツアーふくしま 浜通り・あぶくま～いいこと、いいひと、いいところ～

Jヴィレッジに泊まってスポーツ体験ができるコースを現在計画中！B-3
コースお楽し

みに

［ 集合場所までの交通費について ］
■福島県外にお住まいのお客様には集合場所までの乗車券と特急券（東北新幹線または特急ひたち）をご用意いたします（この費用は各コースの東京駅発着旅行
　代金に含まれます）。
①ツアー申込時に最寄りの（各コース詳細チラシに記載の東北新幹線または特急ひたち）の駅と切符の送付先をご指定ください。後程、指定旅行会社より確認
の上、郵送いたします。

②各コース詳細チラシ記載の東北新幹線または特急ひたちの指定席がお取りできない場合は他の東北新幹線または特急でご用意いたします。予めご了承ください。

■福島県内にお住まいのお客様は集合場所まで各自お集まり下さい。

［ お部屋割りについて ］
Ｊヴィレッジ以外は、男女別の相部屋となります。（ご夫婦、ご家族等のグループでご参加の場合は、個室対応をさせていただきます。※部屋数の制限等の理由から
ご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。）

［ 小人の旅行代金について ］
各コース記載の旅行代金は大人（12才以上）のものです。小人（6才以上～12才未満）のお客様は大人の70％の旅行代金となります。



目次 月 日 行　程 食事

（日）

10
月

7
日

（月/祝）

10
月

8
日

9：00～10：30
いわなの郷（いわな釣り体験）

朝

昼

夕

朝

昼

夕

1

2

※個別にJR券をお送りいたします。
　（裏面をご確認下さい）

東京駅8：08 やまびこ127号　　　郡山駅9：33

いわき駅17：21 特急ひたち24号　　　東京駅19：44

11：00～16：30
田村市大越牧野地区
（稲刈り、野菜収穫体験と郷土料理の昼食と交流）

17：30
川内村「いわなの郷」（泊） ※入浴は、かわうちの湯
川内村の緑に囲まれ静かな立地の民家風コテージ

11：00～13：30
川内村「かわうちワイン高田島ヴィンヤード」
（Food Campキッチンカー畑のレストランで昼食）

14：10～14：30
富岡町「とみおかワイン葡萄栽培クラブ圃場」（見学）

広野IC いわき中央IC〈常磐自動車道〉

15：30～16：10
いわき市「いわきワイナリーガーデンテラス」（ショッピング）

16：35頃着
いわき駅 いわき中央IC

18：05頃着
郡山駅

〈常磐・磐越自動車道〉 郡山東IC

9：50集合／10：00出発
郡山駅（貸切バス）

郡山駅18：30 やまびこ154号　　　東京駅19：48

1泊2日

稲刈り・野菜収穫体験と
ワインでの地域おこしを
訪ねるコース

稲刈り・野菜収穫体験と
ワインでの地域おこしを
訪ねるコース

Course A-1Aルート 農村体験と郷土料理

宿泊施設
目次 月日

10/71 いわなの郷 1泊2食付 コテージ
川内村上川内
炭焼場516
TEL.0240-38-3511

■全行程  中型貸切バス  1台
※バスガイドなし
利用予定バス会社名：福島観光自動車

添乗員　1名が同行し
旅程管理を行います。

朝食：1回
昼食：2回
夕食：1回

施設名 食事条件 客室設備 備考連絡先

貸切バス 食事条件 添乗員

※写真はイメージです。

本モニターツアーは、平成30年度復興庁「福島12市町村の
将来像実現のための調査・推進事業」として実施するものです。

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見 体感モニターツアー
参加者募集 

～いいこと、いいひと、いいところ～

平成30年度復興庁事業

2018年10月7日（日）～8日（月/祝）
［ 東京駅発着  ］
大 人 10,000円 小 人 7,000円
大 人　7,000円 小 人 4,900円
［ 福島県内発着 ］

●募集人員／20名（最少催行人員5名）
●集合／JR郡山駅　●解散／JRいわき駅・JR郡山駅
●訪問市町村／田村市、川内村、富岡町、いわき市

●お願い／ご旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により時間が変更になる場合がございます。
●記入例／JR　　　バス　　 船　　　徒歩

No.1000

いわなの郷

［ お部屋割りについて ］
お部屋は、男女別の相部屋となります。（ご夫婦、ご家族等のグループでご参加の
場合は、個室対応をさせていただきます。※部屋数の制限等の理由からご希望に
添えない場合があります。予めご了承ください。）

ツアー日程

※大人（12才以上）、小人（6才以上～12才未満）旅行代金（お一人様）



目次 月 日 行　程 食事

朝

昼

夕

朝

昼

夕

1

2

（土/祝）

11
月

3
日

（日）

11
月

4
日

※個別にJR券をお送りいたします。
　（裏面をご確認下さい）

東京駅8：08 やまびこ127号　　　郡山駅9：33

9：50集合／10：00出発
郡山駅（貸切バス）

11：30～13：00
葛尾村「2018かつらお感謝祭」（昼食と交流）

13：30着
田村市「スカイパレスときわ」（泊）満天に輝く星に手が届きそうな殿上山頂に建つ宿
（進化した木登り・ツリークライミング体験）
※悪天候時は、木工クラフト体験を予定

郡山駅18：30 やまびこ154号　　　東京駅19：48

11：30～12：30
川内村「Café Amazon」（昼食）
タイで人気のコーヒーチェーン日本1号店

12：45～14：00
川内村「天山文庫」（詩人・草野心平の別荘と資料館の見学）

15：00～16：30
田村市「あぶくま洞」（鍾乳洞の見学）
神秘的な地底空間

17：30頃着
郡山駅

9：50～11：15
川内村「第４回かわうち祭り―秋の陣―」（交流）

9：00出発
スカイパレスときわ

2017かつらお感謝祭

1泊2日地元のお祭や里山で自然の
豊かさを感じるコース
地元のお祭や里山で自然の
豊かさを感じるコース

Course A-2Aルート 農村体験と郷土料理

本モニターツアーは、平成30年度復興庁「福島12市町村の
将来像実現のための調査・推進事業」として実施するものです。

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見 体感モニターツアー
参加者募集 

～いいこと、いいひと、いいところ～

平成30年度復興庁事業

●お願い／ご旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により時間が変更になる場合がございます。
●記入例／JR　　　バス　　 船　　　徒歩

No.1001

2018年11月3日（土/祝）～4日（日）
［ 東京駅発着  ］
大 人 10,000円 小 人 7,000円
大 人　7,000円 小 人 4,900円
［ 福島県内発着 ］

●募集人員／20名（最少催行人員5名）
●集合・解散／JR郡山駅
●訪問市町村／葛尾村、田村市、川内村

スカイパレスときわ

［ お部屋割りについて ］
お部屋は、男女別の相部屋となります。（ご夫婦、ご家族等のグループでご参加の
場合は、個室対応をさせていただきます。※部屋数の制限等の理由からご希望に
添えない場合があります。予めご了承ください。）

ツアー日程

※大人（12才以上）、小人（6才以上～12才未満）旅行代金（お一人様）

宿泊施設
目次 月日

11/31 スカイパレス
ときわ 1泊2食付 和 室

田村市常葉町
山根字殿上160
TEL.0247-77-2070

■全行程  中型貸切バス  1台
※バスガイドなし
利用予定バス会社名：福島観光自動車

添乗員　1名が同行し
旅程管理を行います。

朝食：1回
昼食：2回
夕食：1回

施設名 食事条件 客室設備 備考連絡先

貸切バス 食事条件 添乗員



目次 月 日 行　程 食事

朝

昼

夕

朝

昼

夕

1

2

（土）

12
月

1
日

（日）

12
月

2
日

※個別にJR券をお送りいたします。
　（裏面をご確認下さい）

東京駅8：08 やまびこ127号　　　郡山駅9：33

10：40～12：30
田村市船引「蓮笑庵」
（民画家・渡辺俊明氏のアトリエ見学と昼食）

9：50集合／10：00出発
郡山駅（貸切バス）

13：15～14：15
葛尾村「café 嵐が丘」（ティータイム）
丘の上の隠れ家カフェ 

15：00～16：00
田村市常葉「しいたけテイク」（しいたけ収穫体験）

17：20
田村市都路「ファームハウス都路」（泊）
お客様の田舎をコンセプトにしたおもてなしの宿

郡山駅18：30 やまびこ154号　　　東京駅19：48

8：30出発
ファームハウス都路

9：30～13：00
川内村「農家民宿あきもと」
（里山、農家体験と昼食）

13：40～14：40
川内村「Café Amazon」（スイーツ付きティータイム）
タイで人気のコーヒーチェーン日本1号店 

15：00～16：00
川内村「天山文庫」
（詩人・草野心平の別荘と資料館の見学）

17：30頃着
郡山駅

1泊2日農家体験を通して
田舎暮らしに親しむコース
農家体験を通して
田舎暮らしに親しむコース

Course A-3Aルート 農村体験と郷土料理

川内村「天山文庫」

本モニターツアーは、平成30年度復興庁「福島12市町村の
将来像実現のための調査・推進事業」として実施するものです。

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見 体感モニターツアー
参加者募集 

～いいこと、いいひと、いいところ～

平成30年度復興庁事業

●お願い／ご旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により時間が変更になる場合がございます。
●記入例／JR　　　バス　　 船　　　徒歩

No.1002

2018年12月1日（土）～2日（日）
［ 東京駅発着  ］
大 人 10,000円 小 人 7,000円
大 人　7,000円 小 人 4,900円
［ 福島県内発着 ］

●募集人員／15名（最少催行人員5名）
●集合・解散／JR郡山駅
●訪問市町村／田村市、葛尾村、川内村

ファームハウス都路

［ お部屋割りについて ］
お部屋は、男女別の相部屋となります。（ご夫婦、ご家族等のグループでご参加の
場合は、個室対応をさせていただきます。※部屋数の制限等の理由からご希望に
添えない場合があります。予めご了承ください。）

ツアー日程

※大人（12才以上）、小人（6才以上～12才未満）旅行代金（お一人様）

宿泊施設
目次 月日

12/11 ファームハウス
都路

洋室
和室1泊2食付 猫アレルギーの

方は不可
田村市都路町
古道下ノ久保131-2 
TEL.0247-75-3329

■全行程  中型貸切バス  1台
※バスガイドなし
利用予定バス会社名：福島交通

添乗員　1名が同行し
旅程管理を行います。

朝食：1回
昼食：2回
夕食：1回

施設名 食事条件 客室設備 備考連絡先

貸切バス 食事条件 添乗員



目次 月 日 行　程 食事

朝

昼

夕

朝

昼

夕

1

3

2

※個別にJR券をお送りいたします。
　（裏面をご確認下さい）

東京駅8：08 やまびこ127号　　　郡山駅9：33

いわき駅16：18 特急ひたち22号　　　東京駅18：43

16：00到着 Jヴィレッジ（泊）
日本初のサッカーナショナルトレーニングセンターとして開設。東日本大震災から
7年4ヵ月の時を経て、今年7月、新たな宿泊棟を加えて再始動。
 （夕食は「結のはじまり」）女将の笑顔と手料理でおもてなしする楢葉町の隠れた晩酌処

6：30出発 旅館小松屋

7：00～15：00
葛尾村「ツール・ド・かつらお 第3回福島民報杯」
（大会運営ボランティア/朝食と昼食弁当） 

18：00到着 川内村「旅館小松屋」（泊）
（かわうちの湯入浴、蕎麦酒房 天山で夕食懇親）
かえるの詩人・草野心平もたびたび逗留していた宿。併設の蕎麦酒房「天山」では
川内村の湧水と国産のそば粉を使った手打ちそばをご賞味下さい。

9：50集合／10：00出発
郡山駅（貸切バス）

11：30～13：00
川内村「いわなの郷」
（いわな釣り体験と昼食）

16：10～17：10
葛尾村「ツール・ド・かつらおイベント会場」（ボランティアの打合せ）

14：30～15：30
川内村「Café Amazon」
（スイーツ付きティータイム）
タイで人気のコーヒーチェーン日本1号店

13：20～14：20
川内村「天山文庫」
（詩人・草野心平の別荘と資料館を見学）

13：40～14：00
楢葉町「天神岬」（見学）

14：30～15：00
いわき市「道の駅よつくら港」（ショッピング）

郡山東IC
17：00頃着
郡山駅

15：30頃着
いわき駅 いわき中央IC 〈常磐・磐越自動車道〉

13：30出発
Jヴィレッジ（ドローン操縦体験、スポーツジム体験）

（月）

10
月

15
日

（日）

10
月

14
日

朝

昼

夕

（土）

10
月

13
日

郡 山 駅18：05 やまびこ152号　　　東京駅19：28

2泊3日

宿泊施設
目次 月日

10/131 旅館小松屋 1泊2食付 川内村上川内町分211
TEL.0240-38-2033

10/142 Jヴィレッジ 1泊朝食付

和 室

シングル
ツイン

楢葉町山田岡字美シ森8
TEL.0240-26-0111

■全行程  中型貸切バス  1台
※バスガイドなし
利用予定バス会社名：福島観光自動車

添乗員　1名が同行し
旅程管理を行います。

朝食：2回
昼食：3回
夕食：2回

施設名 食事条件 客室設備 備考連絡先

貸切バス 食事条件 添乗員

Jヴィレッジに泊まって、
「ツール・ド・かつらお」の
運営を手伝う3日間コース

Jヴィレッジに泊まって、
「ツール・ド・かつらお」の
運営を手伝う3日間コース

Course B-1Bルート スポーツ＆スポーツボランティアと地域交流

ツール・ド・かつらお（2018年6月撮影）

本モニターツアーは、平成30年度復興庁「福島12市町村の
将来像実現のための調査・推進事業」として実施するものです。

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見 体感モニターツアー
参加者募集 

～いいこと、いいひと、いいところ～

平成30年度復興庁事業

●お願い／ご旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により時間が変更になる場合がございます。
●記入例／JR　　　バス　　 船　　　徒歩

No.1003

2018年10月13日（土）～15日（月）
［ 東京駅発着  ］
大 人 12,000円 小 人 8,400円
大 人　8,000円 小 人 5,600円
［ 福島県内発着 ］

●募集人員／15名（最少催行人員5名）
●集合／JR郡山駅　●解散／JRいわき駅、JR郡山駅
●訪問市町村／川内村、葛尾村、楢葉町、いわき市

Jヴィレッジ旅館小松屋（天山）

ツアー日程

※大人（12才以上）、小人（6才以上～12才未満）旅行代金（お一人様）

［ お部屋割りについて ］
旅館小松屋は、男女別の相部屋、Ｊヴィレッジはシングルもしくはツインの個室となりま
す。（ご夫婦、ご家族等のグループでご参加の場合は、個室対応をさせていただきます。
※部屋数の制限等の理由からご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。）



目次 月 日 行　程 食事

1

2

（金）

1
月

25
日

（土）

1
月

26
日

朝

昼

夕

夕

朝

昼

10：30集合／10：35出発
湯本駅（貸切バス）

10：50～12：30
いわき市「いわきFCパーク」（見学と昼食）
Jリーグ加盟を目指すサッカーチーム
日本初！ 商業施設併設型のクラブハウス

いわき湯本IC 〈常磐自動車道〉 広野IC

13：30～14：30
ボランティア事前打合せ

14：45到着
Jヴィレッジ（ドローン操縦体験、スポーツジム体験）（泊）
日本初のサッカーナショナルトレーニングセンターとして開設。
東日本大震災から7年4ヵ月の時を経て、今年7月、新たな宿泊棟を加えて再始動。

5：30出発
Jヴィレッジ

6：00～14：00
Jヴィレッジ再開記念ハーフマラソン
（大会運営ボランティア体験/朝食と昼食弁当）

14：30～15：30
楢葉町「天神岬温泉しおかぜ荘」（温泉入浴）

15：50～16：20
広野町「ひろのてらす」（ショッピング）
広野町のテラスのように心くつろぐ憩いの場

18：20頃着
いわき駅

広野IC 〈常磐自動車道〉 四倉IC

16：40～17：20
いわき市「ワンダーファーム」（ショッピング）
「五感を耕す。農と食の体験」をコンセプトにしたトマトのテーマパーク

※個別にJR券をお送りいたします。
　（裏面をご確認下さい）

上野駅8：00 特急ひたち3号　　　湯本駅10：17

いわき駅19：18 特急ひたち28号　　　東京駅21：44

1泊2日

Jヴィレッジに泊まって、
大会ボランティアに
参加するコース

Jヴィレッジに泊まって、
大会ボランティアに
参加するコース

Bルート スポーツ＆スポーツボランティアと地域交流 Course B-2

JヴィレッジJヴィレッジ

本モニターツアーは、平成30年度復興庁「福島12市町村の
将来像実現のための調査・推進事業」として実施するものです。

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見 体感モニターツアー
参加者募集 

～いいこと、いいひと、いいところ～

平成30年度復興庁事業

●お願い／ご旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により時間が変更になる場合がございます。
●記入例／JR　　　バス　　 船　　　徒歩

No.1005

2019年1月25日（金）～26日（土）
［ 東京駅発着  ］
大 人 10,000円 小 人 7,000円
大 人　7,000円 小 人 4,900円
［ 福島県内発着 ］

●募集人員／20名（最少催行人員5名）
●集合／JR湯本駅　●解散／JRいわき駅
●訪問市町村／いわき市、楢葉町、広野町

Jヴィレッジ

［ お部屋割りについて ］
シングルもしくはツインの個室となります。（ご夫婦、ご家族等のグループでご参加
の場合は、同室対応をさせていただきます。※部屋数の制限等の理由からご希望
に添えない場合があります。予めご了承ください。）

ツアー日程

※大人（12才以上）、小人（6才以上～12才未満）旅行代金（お一人様）

宿泊施設
目次 月日

1/251 Jヴィレッジ 1泊2食付 シングルツイン
楢葉町山田岡字美シ森8
TEL.0240-26-0111

■全行程  中型貸切バス  1台
※バスガイドなし
利用予定バス会社名：報徳バス

添乗員　1名が同行し
旅程管理を行います。

朝食：1回
昼食：2回
夕食：1回

施設名 食事条件 客室設備 備考連絡先

貸切バス 食事条件 添乗員



目次 月 日 行　程 食事

●お願い／ご旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により時間が変更になる場合がございます。
＊帰還困難区域内の移動では一般車が自由に通行できる路線を通行します。放射線量が高く立ち入りが制限されて
いる地域や、立ち入りに特別な許可が必要な場所への訪問は行いません。

●記入例／JR　　　バス　　 船　　　徒歩

福島の海の恵みと
浜通りの今を
楽しむ3日間コース

福島の海の恵みと
浜通りの今を
楽しむ3日間コース

2泊3日

Cルート 福島の海の魅力と浜通りの今 Course C-1

南相馬市・北泉海岸

本モニターツアーは、平成30年度復興庁「福島12市町村の
将来像実現のための調査・推進事業」として実施するものです。

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見 体感モニターツアー
参加者募集 

～いいこと、いいひと、いいところ～

平成30年度復興庁事業

No.1006

（日）

10
月

21
日

（月）

10
月

22
日

（火）

10
月

23
日

朝

昼

夕

朝

昼

夕

夕

朝

昼

楢葉町「木戸川鮭やな場」（見学） 国道6号線
＊一部帰還困難区域

南相馬市小高「双葉屋旅館」（昼食）

南相馬市小高「厩舎みちくさ」（引馬体験）
引退したフォスターホースや被災馬等を預かって世話をする厩舎

南相馬市「サーフィンの聖地・北泉海岸」（見学）

南相馬市「道の駅南相馬」（ショッピング）

16：15 南相馬市「農家民宿いちばん星」（泊） 
田舎の自然が体験できる野菜ソムリエがいる宿

8：50出発
展望の宿 天神 楢葉町「JAEA楢葉遠隔技術開発センター」（見学）

国家プロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」の拠点！ 
バーチャルリアリティシステムや遠隔操作ロボット試験施設の見学など

福島駅19：16 やまびこ156号　　　東京駅20：48

相馬IC 〈常磐自動車道〉

18：10頃 福島駅

南相馬市「福島ロボットテストフィールド」（見学）
国家プロジェクト「福島イノベーション・コースト構想」の拠点！ 
世界に類を見ない陸・海・空のロボットの一大研究開発拠点に向けて施設整備中

相馬市「絆cafeいそべ・レナトスソーラーパーク」（ティータイム）
地域住民の交流の場

相馬市「磯部水産加工場」（ショッピング）

9：00 農家民宿いちばん星 南相馬市「萱浜海岸」（車窓）
第69回全国植樹祭の開催地

松川浦大橋 相馬市「松川浦」（関係者の講話と昼食）

南相馬IC南相馬市「セデッテかしま」（ショッピング）
年間100万人以上が来訪！ 相双地方の物産が揃っています。

福島市「福島県物産館」（日本酒飲みくらべとショッピング）
福島県内の「こだわりの味・匠の技」もある名産品を展示販売。
全国新酒鑑評会の金賞受賞数が6年連続日本一の福島県の日本酒を飲み比べ。

上野駅8：00 特急ひたち3号　　　いわき駅10：23

10：30集合／10：35出発
いわき駅（貸切バス）
いわき市「復興・久之浜漁港まつり2018」
　　　　（まつり見学、昼食）
いわき市「ワンダーファーム」（トマト狩り体験）
「五感を耕す。農と食の体験」をコンセプトにしたトマトのテーマパーク

16：30 楢葉町「展望の宿 天神」（バーベキュー）（泊）
全客室から太平洋が望め、海を一望できる源泉100％の露天風呂がある展望の宿

※個別にJR券をお送りいたします。
　（裏面をご確認下さい）

1

2

3

2018年10月21日（日）～23日（火）
［ 東京駅発着  ］
大 人 12,000円 小 人 8,400円
大 人　8,000円 小 人 5,600円
［ 福島県内発着 ］

●募集人員／20名（最少催行人員5名）
●集合／JRいわき駅　●解散／JR福島駅
●訪問市町村／いわき市、楢葉町、南相馬市、相馬市、福島市

展望の宿 天神農家民宿 いちばん星

ツアー日程

※大人（12才以上）、小人（6才以上～12才未満）旅行代金（お一人様）

宿泊施設
目次 月日

10/211 展望の宿
天神 1泊2食付 楢葉町北田上ノ原27-29

TEL.0240-25-5726

10/222 農家民宿
いちばん星

和 室
洋 室

和 室1泊2食付 南相馬市原町区金沢字追合116
TEL.0244-26-9461

■全行程  中型貸切バス  1台
※バスガイドなし
利用予定バス会社名：福島観光自動車

添乗員　1名が同行し
旅程管理を行います。

朝食：2回
昼食：3回
夕食：2回

施設名 食事条件 客室設備 備考連絡先

貸切バス 食事条件 添乗員

［ お部屋割りについて ］
お部屋は、男女別の相部屋となります。（ご夫婦、ご家族等のグループでご参加の
場合は、個室対応をさせていただきます。※部屋数の制限等の理由からご希望に
添えない場合があります。予めご了承ください。）



目次 月 日 行　程 食事

●お願い／ご旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により時間が変更になる場合がございます。
＊帰還困難区域内の移動では一般車が自由に通行できる路線を通行します。放射線量が高く立ち入りが制限されて
いる地域や、立ち入りに特別な許可が必要な場所への訪問は行いません。

●記入例／JR　　　バス　　 船　　　徒歩

（火）

11
月

6
日

（水）

11
月

7
日

朝

昼

夕

夕

朝

昼1

2

10：00 いわき市「久ノ浜漁港」　 （富岡のつり船 長栄丸）
　　　　（早めの昼食（軽食）・双葉沖の海洋生物資源調査～船上海釣り体験）
　　　　※釣った魚は夕食時にご提供いたします。
　　　　※悪天候時は双葉の漁業についての講話と福島の今を知るツアーを予定

東京駅6：53 特急ひたち1号　　　いわき駅9：18

いわき駅16：18 特急ひたち22号　　　東京駅18：43

※個別にJR券をお送りいたします。
　（裏面をご確認下さい）

9：30集合／9：35出発
いわき駅（貸切バス）

16：00 いわき市「久ノ浜漁港」 国道6号線
＊一部帰還困難区域

17：20～20：00 浪江町「新妻荘いふ」（夕食・懇談）

20：15到着 浪江町「いこいの村なみえ」（泊）
6月にフルオープンしたばかりの町の公共宿泊施設。
コテージはログハウスタイプの仮設住宅を活用している。

9：10～9：30 浪江町「請戸漁港」（見学）

浪江町「請戸小学校」（車窓）

12：00～14：30 楢葉町「木戸の交民家」（昼食と地域の方との懇親）

10：30～11：30 富岡町「リプルンふくしま」（見学）
 8月にオープンした、特定廃棄物の埋立処分について学べる体験型の情報館

15：30頃到着 いわき駅

8：30出発 いこいの村なみえ 浪江町「大堀地区・室原地区」経由
　　　　＊一部帰還困難区域

No.1007

9：35～10：00 浪江町「大平山霊園東日本大震災慰霊碑」（見学）

海釣り体験を楽しみ、
交流を通して
福島の今を知るコース

海釣り体験を楽しみ、
交流を通して
福島の今を知るコース

1泊2日

Cルート 福島の海の魅力と浜通りの今 Course C-2

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

本モニターツアーは、平成30年度復興庁「福島12市町村の
将来像実現のための調査・推進事業」として実施するものです。

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見 体感モニターツアー
参加者募集 

～いいこと、いいひと、いいところ～

平成30年度復興庁事業

2018年11月6日（火）～7日（水）
［ 東京駅発着  ］
大 人 10,000円 小 人 7,000円
大 人　7,000円 小 人 4,900円
［ 福島県内発着 ］

●募集人員／20名（最少催行人員5名）
●集合・解散／JRいわき駅
●訪問市町村／いわき市、浪江町、富岡町、楢葉町

［ お部屋割りについて ］
お部屋は、男女別の相部屋となります。（ご夫婦、ご家族等のグループでご参加の
場合は、個室対応をさせていただきます。※部屋数の制限等の理由からご希望に
添えない場合があります。予めご了承ください。）

ツアー日程

※大人（12才以上）、小人（6才以上～12才未満）旅行代金（お一人様）

宿泊施設
目次 月日

11/61 いこいの村
なみえ

1泊朝食付
（お弁当） コテージ

浪江町高瀬丈六10
TEL.0240-34-6161 

■全行程  中型貸切バス  1台
※バスガイドなし
利用予定バス会社名：報徳バス

添乗員　1名が同行し
旅程管理を行います。

朝食：1回
昼食：2回
夕食：1回

施設名 食事条件 客室設備 備考連絡先

貸切バス 食事条件 添乗員

いこいの村なみえ



目次 月 日 行　程 食事

●お願い／ご旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により時間が変更になる場合がございます。
●記入例／JR　　　バス　　 船　　　徒歩

No.1008

夕

朝

昼

昼

夕

※訪問先
の農家に
て朝ごはん
体験

朝

1

2

（土）

11
月

17
日

（日）

11
月

18
日

※個別にJR券をお送りいたします。
　（裏面をご確認下さい）

東京駅8：08 やまびこ127号　　　福島駅9：46

福島駅17：50 やまびこ152号　　　東京駅19：28

10：00集合／10：10出発
福島駅（貸切バス）

12：00～14：00 福島市「イタリアンレストラン ラ・セルヴァティカ」（昼食）
オール福島県食材を用いたイタリア郷土料理のフルコース

15：00～17：00 伊達市「梁川の農家」（あんぽ柿作り体験）

18：00 飯舘村「宿泊体験館きこり」（泊）「村民の森あいの沢」の緑豊かな湖畔に建つ宿
（夕食は「までい工房美彩恋人」の郷土料理）

10：30～11：30 福島市「景井農園」
（りんご狩り体験と農家の嫁あるある講話～福島市編
ふくしま農業女子ネットワーク・景井愛実さん）

  8：00～11：00 飯舘村「細杉さん宅」
（農家の朝ごはん体験と農家の嫁あるある講話～飯舘村編／細杉ケサヨさん）

12：00～13：00 川俣町「川俣軍鶏料理」（昼食）

13：15～14：00 川俣町「斎栄織物」（フェアリーフェザー見学）
　　　　　　　　　　　　世界一薄い絹織物

14：05～15：00 川俣町「シルクピア・からりこ館」
（織物体験：コースター作り）

15：05～15：20 川俣町「道の駅かわまた」（ショッピング）

17：10頃着 福島駅

7：45出発 宿泊体験館きこり

11：05～11：30 飯舘村「いいたて道の駅までい館」（ショッピング）

16：10～17：00 福島市「福島県物産館」（日本酒飲みくらべとショッピング）
福島県内の「こだわりの味・匠の技」もある名産品を展示販売。
全国新酒鑑評会の金賞受賞数が6年連続日本一の福島県の日本酒を飲み比べ。

伝統の「までい」文化と
スローライフを体験するコース〈秋編〉
伝統の「までい」文化と
スローライフを体験するコース〈秋編〉

1泊2日

Dルート 結でつながり丁寧に暮らす里山の体験 Course D-1

シルクピア・からりこ館

本モニターツアーは、平成30年度復興庁「福島12市町村の
将来像実現のための調査・推進事業」として実施するものです。

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見 体感モニターツアー
参加者募集 

～いいこと、いいひと、いいところ～

平成30年度復興庁事業

2018年11月17日（土）～18日（日）
［ 東京駅発着  ］
大 人 10,000円 小 人 7,000円
大 人　7,000円 小 人 4,900円
［ 福島県内発着 ］

●募集人員／20名（最少催行人員5名）
●集合・解散／JR福島駅
●訪問市町村／福島市、伊達市、飯舘村、川俣町

［ お部屋割りについて ］
お部屋は、男女別の相部屋となります。（ご夫婦、ご家族等のグループでご参加の
場合は、個室対応をさせていただきます。※部屋数の制限等の理由からご希望に
添えない場合があります。予めご了承ください。）

ツアー日程

※大人（12才以上）、小人（6才以上～12才未満）旅行代金（お一人様）

宿泊体験館きこり

宿泊施設
目次 月日

11/171 宿泊体験館
きこり 1泊夕食付 和 室 飯舘村深沢市沢166-6

TEL.0244-42-1019

■全行程  中型貸切バス  1台
※バスガイドなし
利用予定バス会社名：福島観光自動車

添乗員　1名が同行し
旅程管理を行います。

朝食：0回
昼食：2回
夕食：1回

施設名 食事条件 客室設備 備考連絡先

貸切バス 食事条件 添乗員



しみ餅作り

目次 月 日 行　程 食事

●お願い／ご旅程は運輸機関のダイヤ改正および各地の道路状況により時間が変更になる場合がございます。
●記入例／JR　　　バス　　 船　　　徒歩

No.1009

夕

朝

昼

昼

夕

※訪問先
の農家に
て朝ごはん
体験

朝

1

2

（土）

1
月

19
日

（日）

1
月

20
日

東京駅8：08 やまびこ127号　　　福島駅9：46 ※個別にJR券をお送りいたします。
　（裏面をご確認下さい）

10：00集合／10：10出発
福島駅（貸切バス）

10：30～11：30 福島市「四季の里」（いちご狩り体験）

13：30～15：00 福島市飯坂「安斎果樹園」
（農作業体験と農家の嫁あるある講話～福島市編／安斎さと子さん）

11：45～13：00 福島市「ゆず沢の茶屋」（昼食）
ゆずみそ焼きおにぎりや田楽が名物の郷土料理

16：45 飯舘村「宿泊体験館きこり」（泊） 
　　　　　「村民の森あいの沢」の緑豊かな湖畔に建つ宿

（夕食は「までい工房美彩恋人」の郷土料理）

16：00～16：30 飯舘村「いいたて道の駅までい館」（ショッピング）

福島駅17：50 やまびこ152号　　　東京駅19：28

16：10～17：00 福島市「福島県物産館」（日本酒飲みくらべとショッピング）
福島県内の「こだわりの味・匠の技」もある名産品を展示販売。
全国新酒鑑評会の金賞受賞数が6年連続日本一の福島県の日本酒を飲み比べ。

7：45出発 宿泊体験館きこり

8：00～11：30 飯舘村「細杉さん宅」
（農家の朝ごはんとしみ餅作り体験、農家の嫁あるある講話
 ～飯舘村編／細杉ケサヨさん）

12：00～13：00 川俣町「川俣軍鶏料理」（昼食）

13：15～14：30 川俣町「斎栄織物」（フェアリーフェザー見学）
　　　　　　　　　　　　世界一薄い絹織物

15：05～15：20 川俣町「道の駅かわまた」（ショッピング）

14：35～15：00 川俣町「シルクピア・からりこ館」
（織物体験：コースター作り）

17：10頃着 福島駅

伝統の「までい」文化と
スローライフを体験するコース〈冬編〉
伝統の「までい」文化と
スローライフを体験するコース〈冬編〉

1泊2日

宿泊施設
目次 月日

1/191 宿泊体験館
きこり 1泊夕食付 和 室 飯舘村深沢市沢166-6

TEL.0244-42-1019

■全行程  中型貸切バス  1台
※バスガイドなし
利用予定バス会社名：福島交通

添乗員　1名が同行し
旅程管理を行います。

朝食：0回
昼食：2回
夕食：1回

施設名 食事条件 客室設備 備考連絡先

貸切バス 食事条件 添乗員

Dルート 結でつながり丁寧に暮らす里山の体験 Course D-2

本モニターツアーは、平成30年度復興庁「福島12市町村の
将来像実現のための調査・推進事業」として実施するものです。

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見 体感モニターツアー
参加者募集 

～いいこと、いいひと、いいところ～

平成30年度復興庁事業

2019年1月19日（土）～20日（日）
［ 東京駅発着  ］
大 人 10,000円 小 人 7,000円
大 人　7,000円 小 人 4,900円
［ 福島県内発着 ］

●募集人員／20名（最少催行人員5名）
●集合・解散／JR福島駅
●訪問市町村／福島市、飯舘村、川俣町

ツアー日程

※大人（12才以上）、小人（6才以上～12才未満）旅行代金（お一人様）

宿泊体験館きこり

［ お部屋割りについて ］
お部屋は、男女別の相部屋となります。（ご夫婦、ご家族等のグループでご参加の
場合は、個室対応をさせていただきます。※部屋数の制限等の理由からご希望に
添えない場合があります。予めご了承ください。）



申 込 方 法

旅 行 条 件（要 約）

お 問 合 せ

1 オンラインでお申込み
●ホープツーリズムのホームページ　　
　https://www.hopetourism.jp/
　「企画ツアー」ウェブ予約ページよりお申込みください。

2 お電話でお申込み
●電話番号 024-525-4060 へお問い合わせください。

3 メールでお申込み
●メール本文に、以下の必要事項をすべてご記入の上、お申込み専用メール
　アドレス hopetourism@tif.ne.jp へお送りください。

● お名前（フリガナ）   ● 電話番号  ● ご住所（郵便番号）　　 ● メールアドレス
●  性別　● 生年月日  ● 年齢　　  ● ご参加希望のツアー名  ● 参加人数

【募集型旅行契約】　この旅行は、（公財）福島県観光物産交流協会が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様
は、当協会と募集型企画旅行契約を締結する事となります。●お取消の場合は、お早めにご連絡下さい。●添乗員同行。●特別補償：当協
会は、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、身体又は手荷物の上に被った一定の被害について、あらかじめ定める額
の補償金、又は見舞金をお支払いいたします。●個人情報の取り扱い：お客様から頂戴した個人情報は、お客様との連絡やその他旅行に
必要な運送、食事機関等の手配及びサービスの受領の為、必要な範囲で利用させていただきます。●申込み後、お客様の都合により取消
される場合には、お一人様につき下記の料率で取消料をいただきます。●この旅行条件は2018年8月28日を基準としています。●詳しい旅
行条件を説明した書類をお渡ししております。事前に確認の上お申し込み下さい。

取消日

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

20日前～8日前

旅行代金の20％
7日前～2日前

30％
前日

40％
当日

50％
旅行開始後

100％

【旅行企画・実施】
福島県知事登録旅行業第２-３６２号

（公財）福島県観光物産交流協会
受付時間：月曜日～金曜日  8:30～17:30　TEL：024-525-4060
総合旅行業務取扱管理者　支倉 文江

〒960-8053  福島県福島市三河南町1番２０号　コラッセふくしま７階

このツアーの旅行代金は、参加者の皆様にモニターとしてご協力いただく条件で設定された
ものです。今後のより良いツアーの企画・実施のため、旅行終了時にアンケートへご協力いた
だきます。また、旅先の魅力等に関する積極的な情報発信についても可能な範囲でご協力をお願
いいたします。今後、復興庁などが作成するパンフレット類やWeb発信などに、ツアー中に
撮影した写真・アンケート結果を使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取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、担当者から説明にご不明点があれば、遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。

［ 集合場所までの交通費について ］
■福島県外にお住まいのお客様には集合場所までの乗車券と特急券（東北新幹線または特急ひたち）をご用意いたします（この費用は各コース
　の東京駅発着旅行代金に含まれます）。
①ツアー申込時に最寄りの（各コース詳細チラシに記載の東北新幹線または特急ひたち）の駅と切符の送付先をご指定ください。後程、指定
旅行会社より確認の上、郵送いたします。

②各コース詳細チラシ記載の東北新幹線または特急ひたちの指定席がお取りできない場合は他の東北新幹線または特急でご用意いたします。
予めご了承ください。

■福島県内にお住まいのお客様は集合場所まで各自お集まり下さい。

福島県の主に浜通りと阿武隈地域を
訪ね、地元の人、食、文化と触れあう、
宿泊滞在型の交流体験の旅です。まる
でそこに暮らすような、素朴で温かい
旅の楽しみを発見してみてください。

あ  ぶ くま

ふくしま 浜通り・あぶくま
発見  体感モニターツアー

～いいこと、いいひと、いいところ～
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