
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、
その旨お申し出ください。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

旅行代金 3万円未満 3万円以上6万円未満

お申込金 6,000円～旅行代金まで 12,000円～旅行代金まで

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）旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払
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。

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

（日帰り旅行にあたっては11日目）

20日目にあたる日
以降の解除

（日帰り旅行にあたっては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

無　料 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%

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旅行契約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。

　
　コロナ対策についてのご案内
 ・37.5度以上の発熱が確認された場合、ご乗車いただけません。
 ・バス座席はフィジカルディスタンスを考慮し、半分の座席利用とします。
 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止への取組みにご協力をお願いします。

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。

■旅行企画・実施
　　　福井県知事登録旅行業 第2-201号

（公社）福井県観光連盟　ツアー2
ふ く い

91 
TEL（0776）23-3789　FAX（0776）23-3790
〒910-0004 福井市宝永2丁目4-10 福井県宝永分庁舎
営業時間／8:30～17:15　　休業日／土、日、祝日、年末年始　　総合旅行業務取扱管理者／荒木敬司
インターネットはコチラ >>> https://www.fuku-e.com/230_tour

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。2023年3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。

ご旅行条件（要約） 見て！知って！
遊んで！学ぶ！

もっと福井を

目指せ！恐竜博士！
福井で過ごす恐竜尽くしの１日

若狭湾に面した６市町を横断！
若狭路セレクション

芸妓とふれあい、
閉ざされた秘境の石切場へと
向かうあわら旅

お寺好き必見！仏像に会いに行こう！
小浜のお寺をめぐる

北陸新幹線延伸記念！
鉄道と港のまち敦賀の浪漫旅

My さばへしこ本漬け
体験と若狭湾の発酵・
醸造文化に触れる旅

伝統産業の
集積地 丹

たんなん

南地域での
伝統文化に触れる

絶景の五色の湖を満喫！
三
み

方
かた

五
ご こ

湖の秘密を知る旅

繊維王国・
福井の羽

は ぶ た え

二重に出会う旅

福井のお城を巡り、福井の歴史を知る

※�2023年3月1日現在、県民割、全国旅行支援などの旅行代金割引施策の詳細が不明のため、お申し込み時点の旅※�2023年3月1日現在、県民割、全国旅行支援などの旅行代金割引施策の詳細が不明のため、お申し込み時点の旅
行代金および割引適用条件等はふくいドットコムHPにて最新の情報をご確認いただき、お申し込みください。行代金および割引適用条件等はふくいドットコムHPにて最新の情報をご確認いただき、お申し込みください。

https://www.fuku-e.com



JR敦賀駅（９：２０）⇒日向へしこ酵房 日の出屋（へしこ本漬け体験）⇒活魚料理 味一休（昼食）⇒御食国若狭おばま食文化館（見
学）⇒小浜酒造（見学）⇒若狭国吉城歴史資料館（見学）⇒若狭海遊バザール千鳥苑（試飲・お買い物）⇒JR敦賀駅（17：４０頃）

●��建物が国登録有形文化財の若狭国吉城歴史資料館では案
内人による解説と人気の「御城印」をプレゼント。

●��ご昼食は新鮮で上質な若狭の旬な料理をご堪能。
●��伝統的なへしこ小屋で、へしこの本漬け作業を体験していただきます。
１年後には熟成発酵した完成品（鯖のへしこ２本）をご自宅にお届けします。

●��若狭海遊バザール千鳥苑に隣接する「若狭シーサイド・ブルワリー」
では、福井初のクラフトビール「若狭ビール」をお楽しみいただけます。

POINT

Myさばへしこ本漬け体験と若狭湾の発酵・醸造文化に触れる旅 ※�2023年3月1日現在、県民割、全国旅行支援などの旅行代金割引施策の詳細が不明のため、お申込み時点での旅行代金※�2023年3月1日現在、県民割、全国旅行支援などの旅行代金割引施策の詳細が不明のため、お申込み時点での旅行代金
および割引適用条件等はふくいドットコムHPにて最新の情報をご確認いただき、お申し込みください。および割引適用条件等はふくいドットコムHPにて最新の情報をご確認いただき、お申し込みください。

若狭国吉城歴史資料館若狭国吉城歴史資料館

御食国若狭おばま食文化館御食国若狭おばま食文化館

期間：２０２3年6月3日（土）
旅行代金：大人13,000円
募集人数：20名様（最少催行人員：10名様）
昼食： 若狭フィッシャーマンズワーフ 海幸苑で、 

鯖遊膳プレミアム
貸切バス会社：敦賀海陸運輸株式会社

JR敦賀駅（10：00）⇒萬徳寺（参拝）⇒明通寺（参拝）⇒若狭フィッ
シャーマンズワーフ 海幸苑（昼食）⇒神宮寺（参拝）⇒妙楽寺（参拝）⇒
道の駅若狭おばま（お買い物）⇒JR敦賀駅（16：50頃）

●��小浜市内に現存する寺社仏閣の中でも、国宝や国・市の重要文化財などに指
定される古刹を中心とした「八ヶ寺」のうち四ヶ寺をガイドのご案内でめぐります。

●��ご昼食は「酒粕」を食べて小浜の海で育ったブランド魚「よっぱ
らいサバ」をどうぞ！

POINT

お寺好き必見！仏像に会いにいこう！小浜のお寺をめぐる

明通寺明通寺

神宮寺神宮寺

※全コースに添乗員が同行します。

詳細はこちらから→

JR福井駅（10：00）⇒福井県産業会館（THE恐竜in福井～恐竜博物館を飛び出した恐竜たち～）
⇒花月楼（昼食）⇒かつやま恐竜の森（化石発掘体験）⇒道の駅恐竜渓谷かつやま（お買い物）⇒ 
廣部硬器（恐竜の立体ぬり絵体験）⇒JR福井駅（16：50頃）

●��福井県産業会館では企画展「THE恐竜in福井～恐竜博物館を飛
び出した恐竜たち～」に入場し、恐竜の生態や繁栄ぶりを学びます。

●��かつやま恐竜の森では約1億2千万年前の白亜紀前期
の石を割って化石発掘に挑戦！

●��廣部硬器ではまっしろな恐竜の焼物に色ぬり体験をし
ます。お土産にどうぞ！

POINT

目指せ！恐竜博士！福井で過ごす恐竜尽くしの１日

恐竜立体ぬり絵 恐竜立体ぬり絵 

◆ 持ち物・服装について
・ 軍手または手袋（必須）（滑り止めが付いているものが好ましいです）
・ 小さい袋などあれば、見つけた化石を一時保管しておくのに便利です
（必須ではないです）

・つま先の出ない履物（会場内には尖った石もあります）
※ 化石発掘体験では3歳以下の方は会場に入ることができません。会場

周辺からの見学となります。予めご了承ください。

期間：２０２3年5月20日（土）
旅行代金：大人17,000円
募集人数：15名様（最少催行人員：10名様）
昼食： あわら北潟温泉hanaゆらりで、花籠御膳
貸切バス会社：福井交通株式会社

JR福井駅（9：00）⇒伝統芸能館（芸妓とふれあい伝統お遊び体験）⇒蓮如上人記念館（見学）⇒道の駅蓮如
の里あわら（お買い物）⇒あわら北潟温泉hanaゆらり（昼食）⇒宮谷石切場跡（見学）⇒JR福井駅（17：00頃）

●��伝統芸能館では芦原温泉芸妓による唄や踊りの他にも“とらとら”や
“金毘羅船船”などのお座敷遊び体験ができます。
●��蓮如上人ゆかりの地である吉崎御坊跡の記念館では蓮如上人の御心、精神に触れます。
●��宮谷石切場跡では森林浴をしながら廃坑となった秘境の石切場まで
ガイド同行でピクニックします。

POINT

芸妓とふれあい、閉ざされた秘境の石切場へと向かうあわら旅
吉崎御坊吉崎御坊

宮谷石切場跡宮谷石切場跡

◆  持ち物・服装について 森の中や足元の悪い場所を歩きます。
汚れても良い服装・歩きやすい靴でご参加ください。

期間：２０２3年6月10日（土）
旅行代金：大人12,500円
募集人数： 20名様 

（最少催行人員：10名様）
昼食：竹田の油揚げ 谷口屋で、釜飯御膳
貸切バス会社：福井交通株式会社

期間：２０２3年7月15日（土）
旅行代金：大人15,000円
募集人数：20名様（最少催行人員：10名様）
昼食： 永平寺禅どうふの郷 幸家で、 

料理長おすすめ「凛」RIN
貸切バス会社：福井交通株式会社

JR福井駅（9：00）⇒一乗谷朝倉氏遺跡博物館（見学）⇒一乗谷朝倉氏遺跡 復原町並（見学）⇒道の駅一乗谷あさくら水の駅 
（お買い物）⇒大本山永平寺（参拝）⇒竹田の油揚げ 谷口屋（昼食）⇒久保田酒造（見学）⇒丸岡城（見学）⇒JR福井駅（16：30頃）

JR福井駅（9：00）⇒愛宕坂・細井順子碑（散策）⇒東野東吉織物（見学）⇒ゆめ
おーれ勝山（手織りコースター作り）⇒永平寺禅どうふの郷 幸家（昼食）⇒黒龍
酒造「ESHIKOTO」⇒羽二重餅の古里（お買い物）⇒JR福井駅東口（16：00頃）

●��福井県を代表する観光スポットを集めました！福井は初めてという方にオススメです！
●��一乗谷朝倉氏遺跡博物館・一乗谷朝倉氏遺跡�復原町並・丸岡城では
現地のガイドによる解説付き！

●��約260年の歴史を持つ久保田酒造では酒造見学と利き酒をお楽しみ
いただけます（お土産としておちょこ付き）。

POINT

●��愛宕坂にある細井順子碑をボランティアガイドの案内で見学。
●��東野東吉織物で、羽二重織りの緻密な行程等を見学。
●��はたや記念館�ゆめおーれ勝山で、コースター作り体験。

POINT

福井のお城を巡り、福井の歴史を知る 繊維王国・福井の羽
は ぶ た

二重
え

に出会う旅

愛宕坂 花回廊愛宕坂 花回廊

大本山永平寺大本山永平寺

羽二重餅羽二重餅

丸岡城丸岡城

期間：２０２3年7月8日（土）
旅行代金：大人16,000円
募集人数： 20名様（最少催行人員：10名様）
昼食：うなぎ料理 徳右ェ門で、竹うな重
貸切バス会社：敦賀海陸運輸株式会社

JR敦賀駅（9：50）⇒美浜町レイクセンター（電池推進遊覧船）⇒レインボーライン（自由見学）⇒うなぎ料理 徳右ェ門（昼
食）⇒BRIDAL LAND WAKASA（見学）⇒年縞博物館（見学）⇒道の駅三方五湖（お買い物）⇒JR敦賀駅（17：10頃）

●��美浜町レイクセンターでは全国初の再生可能エネルギーだけを動力
とする電池推進遊覧船に乗船し、三方五湖の景色を楽しみます。

●��若狭町に誕生したドレスの聖地「BRIDAL�LAND�WAKASA」ではドレスの歴史を見学します。
●��「世界標準のものさし」とも呼ばれる年縞を展示している年縞博物館
ではガイドによる案内付きで奇跡の湖の謎に迫ります。

POINT

絶景の五色の湖を満喫！ 三
み か た

方五
ご こ

湖の秘密を知る旅
福井県年縞博物館福井県年縞博物館

BRIDAL LAND WAKASABRIDAL LAND WAKASA

期間：２０２3年7月1日（土）
旅行代金：大人13,500円
募集人数： 20名様 

（最少催行人員：10名様）
昼食： ホテルうみんぴあで、 

エクセレントランチ
貸切バス会社：敦賀海陸運輸株式会社

●��高浜町の絶景を楽しめる中山寺ではフォトジェニックな景色が撮影できるかも？
●��若狭おばま食文化館では古くから塩や海産物などを納める御食国とし
て重要な役割を果たした若狭の歴史を解説！

●��昼食はホテルうみんぴあの小浜・若狭湾の眺望が広がるレストラン
で地元の食材を使用した創作料理をお楽しみください。

POINT

若狭湾に面した6市町を横断！ 若狭路セレクション 三方五湖レインボーライン山頂公園三方五湖レインボーライン山頂公園

期間：２０２3年6月17日（土）
旅行代金：大人9,500円
募集人数： 20名様（最少催行人員：10名様）
昼食： 敦賀さざなみリゾートちょうべいで、発酵食御膳
貸切バス会社：敦賀海陸運輸株式会社

JR敦賀駅（10：00）⇒敦賀市立博物館（見学）⇒敦賀さざなみリゾートちょうべい（昼食）⇒敦賀まち歩き（敦賀鉄道資料館・人道
の港 敦賀ムゼウム・ランプ小屋・金崎宮・敦賀赤レンガ倉庫）⇒自由散策⇒JR敦賀駅（16：55頃）

●��北陸新幹線の起点であり終点でもある敦賀を一足先に満喫！歴史から町並
まで楽しめます。（2024年春に北陸新幹線は敦賀駅まで延伸開業します）

●��昼食はへしこなど“発酵”の力を取り入れた食材50品目以上を
使って献立した「発酵食御膳」。

●��鉄道と港の歴史に関連した「敦賀のみどころ」を地元のボラン
ティアガイドによる案内付きでお楽しみいただきます。

POINT

鉄道と港のまち敦賀の浪漫旅

越前そばの里越前そばの里

期間：２０２3年6月24日（土）
旅行代金：大人15,500円
募集人数： 20名様（最少催行人員：10名様）
昼食：うるしやで、お昼の点心
貸切バス会社：福井交通株式会社

JR福井駅（9：30）⇒越前市まち歩き⇒うるしや（昼食）⇒卯立の工芸館（見学）⇒岡太神社・
大瀧神社（自由参拝）⇒越前そばの里（そば打ち体験・お買い物）⇒JR福井駅（16：40頃）

●��「越前打刃物」の昔の職人町のゆかりの地を巡り、打刃物工房を見学します。
●��卯立の工芸館では昔ながらの道具を使って和紙を漉く伝統工芸士の技を見学。
●��越前そばの里ではそば打ち体験をお楽しみいただけます。打ったそばはそのままお土産に！
●��昼食は昭和天皇も来訪されたそばの名店「うるしや」でおろしそ
ばや焼き鯖寿司が入った「お昼の点心」。

POINT

伝統産業の集積地 丹
た ん な ん

南地域での伝統文化に触れる

越前打刃物越前打刃物

敦賀市立博物館敦賀市立博物館

人道の港 敦賀ムゼウム人道の港 敦賀ムゼウム

期間：２０２3年5月14日（日）
旅行代金：大人12,500円（小学生以下10,500円）
募集人数：20名様（最少催行人員：10名様）
昼食： 花月楼で、釜炊きボッカケ御膳 

※小学生以下の方にはお子様用昼食のご用意も可能です。ご予約時にお申し付けください。

貸切バス会社：福井交通株式会社

◆ 持ち物・服装について　そば打ち体験では体験中に衣服
が汚れる場合がありますのでエプロンをお持ちください。
※越前そばの里では1枚50円（税別）で販売しております。

◆ 注　電池推進遊覧船は、当日悪天候により、欠航とな
る場合があります。その場合は若狭国吉城歴史資料館
の見学に変更させていただきます。予めご了承ください。

期間：２０２3年5月13日（土）
旅行代金：大人19,800円
募集人数：20名様（最少催行人員：10名様）
昼食：活魚料理 味一休で、若狭御膳
貸切バス会社：敦賀海陸運輸株式会社

JR敦賀駅（9：15）⇒青葉山ハーバルビレッジ（オリジナル健康ブレンド薬膳茶づくり体験）⇒中山寺⇒ホテルうみ
んぴあ（昼食）⇒御食国若狭おばま食文化館（見学）⇒レインボーライン山頂公園⇒JR敦賀駅（17：05頃）


