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福井県内・金沢発着！！

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

●東京から

JR／北陸新幹線・東海道新幹線・北陸線特急で������� 約3時間30分
飛行機／羽田一小松空港(金沢・福井)一福井(バス) �������� 約2時間
自動車／東名・名神・北陸自動車道で����������� 約6時間30分
高速バス／東京駅八重洲南口―福井����������� 約8時間20分

●大阪から

JR／湖西線特急で������������������ 約1時間50分
JR／新快速で(敦賀まで)� ������������������ 約2時間
自動車／名神・北陸自動車道で ��������������� 約3時間
高速バス／阪急三番街一福井�������������� 約3時間30分

●名古屋から

JR／北陸線特急で�������������������� 約2時間
自動車／名神・北陸自動車道で ��������������� 約2時間
東海北陸自動車道白鳥IC経由で����������� 約3時間
高速バス／名駅バスセンター
JR名古屋駅―福井 ����������� 約2時間50分

2.ご旅行代金について

（1）
各コース記載の旅行代金は、小型タクシー1台の代金です。
（2）
旅行代金は原則としてご出発の21日前まで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。

（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

旅行開始後の
解除又は
無連絡不参加
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%

21日目にあたる日 20日目にあたる日
7日目にあたる日
以前の解除
以降の解除
以降の解除

（日帰り旅行にあたっては11日目） （日帰り旅行にあたっては10日目）

無 料

10.最少催行人員

最少催行人員は1名様です。

4.お客様による契約の解除

旅行開始日
の前日の解除

当日の解除

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。

6.旅行代金に含まれないもの

有料道路、駐車料金、入場拝観料及び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、チップなどの個人的料金などは旅行代金に含まれていません。

11.添乗員等

（1）
添乗員は同行いたしません。
（2）
タクシー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.旅行業務取扱い管理者について

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。

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ったときに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超算して14日以内に当連盟に対し
て申し出があった場合に限り損害を賠償いたします。ただし損害額の如何にかかわらず損害限度額
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宿泊機関の種類又は名称の変更。⑥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。

福井 おすすめ観光コース

福井県への交通のご案内

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。2021年8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。

越 前・若 狭 周 遊

観光タクシープラン

お申し込みのご案内

■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
TEL(0776)23-3789

越前：福井交通㈱

く

い

FAX(0776)23-3790

〒910-0004 福井市宝永2丁目4-10
営業時間／8:30～17:15
休業日／土、日、祝日、年末年始

■運行タクシー会社

ふ

ツアー291
総合旅行業務取扱管理者／荒木 敬司

若狭：敦賀海陸運輸㈱

インターネットはコチラ >>> http://www.fuku‐e.com/
■ご相談、お申し込みは上記又は下記の販売店をご利用ください。
(受託販売)

越前周遊観光コース

福井交通㈱

若狭周遊観光コース

敦賀海陸運輸㈱

TEL（0776）-23-0108
TEL（0770）-22-3123

福井県観光
おもてなし認定
ドライバーが
親切にご案内
いたします。

観光タクシープランの
観光タクシー
プランの 魅力
おもてなし認定
1 ドライバー
2
がご案内！

お得な料金！

明智光秀 天狗党の乱
観光タクシー のご利用に際して
越前をめぐるコースの発着地は、福井市内の場合は、JR 福井駅改札口または
福井駅から半径 1km 以内のホテル、旅館です。あわら温泉の場合は、あわら
温泉の各旅館・ホテル及び JR 芦原温泉駅とします。
若狭をめぐるコースの発着地は、敦賀市内の場合は、JR 敦賀駅または敦賀駅
から半径 3km 以内のホテル、旅館、小浜市内の場合は、JR 小浜駅または小
浜駅から半径 1km 以内のホテル、旅館です。
範囲を超える場合は別途費用が必要となります。
同一箇所発着の場合は、別途追加料金がかかります。

代表的観光地
3 めぐりをご用意

（2 〜 8 時間）

大河ドラマゆかりの地をめぐるコースも設定！

● 1 台 4 名様まで乗車可。
●ジャンボタクシーをご利用の場合はお問合せください。
●有料道路代金、駐車料金、入場拝観料及び食事代金は含みません。
●コースは記載コース、または逆コースも可能です。
●（  ）内の数字は滞在時間の目安です。お客様のご希望により時間調整は可能です。
●見学箇所が休館の場合は、他施設の見学時間が増えます。
●食事時間は含んでおりません。( EM は除く )
●タクシー乗車中は、
シートベルトを着用してください。尚、
車内は禁煙とさせていただきます。
●乗降場所又は宿泊地を必ずご連絡ください。
●恐竜博物館コースは、ゴールデンウィーク、旧盆時期、多客時期は、シャトルバスに乗
り換えていただく場合があります。タクシードライバーも同行します。
2022 年 12 月 5 日以降は恐竜博物館が全館休館のため、恐竜博物館が含まれるコー
スは運行いたしません。
●施設の休業日には、運休となる場合がありますので、ご予約時にお確かめください。

ようこそ!!
地球と文化の歴史遺産が迫力あふれる福井へ

おもてなし観光タクシーで巡る

福井ふるさと百景の旅

最少
催行人員
1名様

料金
1台当たり

【期間】2022年10月1日
（土）〜2023年3月31日
（金）

※お申し込み前に表紙の
「観光タクシーのご利用に際して」
および、裏表紙の
「お申し込みのご案内」
をご確認ください。

越前周遊観光コース
2時間
EA

大河ドラマゆかりの地観光コース

8,200円（小型1台）

瀧谷寺と東尋坊

TA

〜名勝庭園と世界三大奇勝めぐり〜
あわら温泉⇒東尋坊⇒瀧谷寺⇒あわら温泉
（50）

EB

（30）

〜日本最古級の天守閣と竹ミュージアム〜
EL

吉崎御坊と東尋坊

〜蓮如上人ゆかりの地と世界三大奇勝〜
（30）

大本山永平寺と丸岡城

EM

〜禅の心の修行道場と日本最古級の天守閣〜

（50）

13,300円（小型1台）

KA

恐竜博物館（あわら温泉福井市内発着）
KB

大安禅寺と一乗谷朝倉氏遺跡

15,300円（小型1台）

KC

大本山永平寺・丸岡城・東尋坊

〜歴史好きなら、 一度は訪れたい観光地〜

福井市内⇒一乗谷朝倉氏遺跡又は一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒永平寺⇒丸岡城⇒あわら温泉

4時間30分
EJ

（60）

あんと

（40）

石川県 立
音楽堂

ゆっくり一乗谷朝倉氏遺跡と永平寺

〜時間をかけて味わう福井の歴史〜

恐竜博物館と一乗谷朝倉氏遺跡

〜太古と戦国時代の二大ロマン〜

あわら温泉⇒福井県立恐竜博物館⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館
⇒福井市内
EN

（70）

（30）

▲一乗谷朝倉氏遺跡博物館

バス
ターミナル

気比の松原と西福寺

WD

〜敦賀の美しき名勝〜

3時間

（25）

〜敦賀歴史探訪〜

（15）

4時間

金沢観光情報センター

WC

▲丸岡城

▲福井県立恐竜博物館

（30）

⇒敦賀市内

（70）

（30）

17,500円（小型1台）

レインボーライン・熊川宿

〜神秘の湖と古の宿場町〜

敦賀市内⇒三方五湖レインボーライン⇒熊川宿⇒小浜市内
（70）

（40）

▲日本海さかな街

日本が世界に誇るブライダルファッションデザイナー・
桂由美の名作ドレスを集めた日本発のミュージアム

若狭から京都を結ぶ
重要な宿場

▲気比の松原

名称三方五湖・若狭湾が
一望できる360°
パノラマビュー

一乗谷朝倉氏遺跡・大本山永平寺・東尋坊
（60）

（30）

（30）

日本三大松原

（20）

〜福井のベストスポット〜
（60）

（30）

 方五湖レインボーラインと
三
BRIDAL LAND WAKASA・年縞博物館

（60）

福井市内⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒永平寺⇒東尋坊⇒あわら温泉

（30）

17,500円（小型1台）

松原神社⇒氣比神宮⇒敦賀市内

Rinto

「世界三大恐竜博物館の一つ」

（40）

敦賀市内⇒三方五湖レインボーライン⇒年縞博物館⇒BRIDAL LAND WAKASA

（70）

「現存十二天守」の一つ

（35）

〜奇跡の湖とブライダルの聖地〜

（20）

金沢駅 東口

（30）

WE

敦賀ムゼウムと金崎宮・氣比神宮
人道の港 敦賀ムゼウム・赤レンガ倉庫・旧敦賀港駅舎⇒金崎宮⇒

金 沢フォーラス

明通寺・神宮寺・妙楽寺と熊川宿

〜小浜・国宝お寺めぐりと鯖街道の宿場町〜

4時間

13,500円（小型1台）

20,000円（小型1台）

敦賀市内⇒熊川宿⇒瓜割の滝⇒明通寺⇒神宮寺⇒妙楽寺⇒小浜市内

（30）

敦賀市内⇒日本三大松原 気比の松原⇒

金沢駅西口

金沢駅
コンコース

4時間30分

（30）

WB

●ご予約は希望時間の 3 時間前までにお願いします。
●終着点のあわら温泉については、
あわら温泉の各旅館・ホテル及び JR 芦原温泉駅とします。
●金沢駅より半径 1km 以内であれば旅館、ホテルからのご出発も可能です。ご希望の場
合は、ご予約の際にお申し出ください。

(80)

（2022 年 12 月 4 日までのコースとなっております。12 月 5 日以降は恐竜博物館が全館休館のため、運行いたしません。）

タクシー
のりば

（20）

10,800円（小型1台）

観光タクシーのご利用に際して

福井市内⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒永平寺⇒あわら温泉

EK

みどりの窓口

（15）

⇒日本海さかな街⇒敦賀市内

（50）

くつろぎ館

新幹線改札口

17,400円（小型1台）

（100）

一乗谷朝倉氏遺跡と東尋坊

在来線改札口

敦賀 天狗党ゆかりの地

（25）

※高速料金別

〜戦国歴史ロマンと世界三大奇勝めぐり〜

A PA ホテル

2022年10月オープン！

10,800円（小型1台）

敦賀市内⇒氣比神宮⇒日本三大松原 気比の松原⇒西福寺書院庭園

《集合場所》金沢観 光情報センターカウンター前

一乗谷朝倉氏遺跡と大本山永平寺・丸岡城
（45）

WA

（80）

（100）

（30）

日本最大の中世都市遺跡
「一乗谷朝倉氏遺跡」の価値や魅力を
楽しみながら学べる博物館

〜天狗党の乱の足跡をたどる〜

2時間30分

金沢駅⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒東尋坊⇒あわら温泉

おすすめダイジェスト！〜

福井市内⇒永平寺⇒丸岡城⇒東尋坊⇒あわら温泉

EI

※高速料金別

〜禅の心の修行道場と戦国時代の歴史ロマン〜

32,500円（小型1台）

▲瀧谷寺

若狭周遊観光コース

大本山永平寺と一乗谷朝倉氏遺跡

5時間30分

（70）

（35）

2.5時間

（15）

（45）

（60）

あわら温泉⇒大安禅寺⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒福井市内

（70）

「青天を衝け」天狗党ゆかりの地観光コース

金沢駅⇒永平寺⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒あわら温泉

〜越前松平ゆかりの地と戦国歴史ロマン〜

（100）

（50）

※高速料金別

〜福井の二大人気観光地めぐり〜

29,500円（小型1台）

▲劔神社

敦賀市内⇒新保陣屋⇒来迎寺⇒松原神社⇒氣比神宮⇒敦賀市内

大本山永平寺と東尋坊

5時間

（100）

〜初めての福井

（120）

26,500円（小型1台）

（70）

あわら温泉⇒福井県立恐竜博物館⇒福井市内

4時間

（120）

金沢駅⇒永平寺⇒東尋坊⇒あわら温泉

〜太古の時代へタイムスリップ！〜

（40）

（30）

（30）

WF

4時間30分

越前 光秀・戦国武将ゆかりの地

〜光秀雌伏と戦国の歴史秘話〜
称念寺⇒瀧谷寺⇒あわら温泉

金沢発

（2022 年 12 月 4 日までのコースとなっております。12 月 5 日以降は恐竜博物館が全館休館のため、運行いたしません。）

EH

（60）

大本山永平寺と一乗谷朝倉氏遺跡

福井市内⇒永平寺⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒福井市内

EG

（60）

（40）

福井市内⇒明智神社と西蓮寺⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒

（55）

１日まるごと越前 〜太古から中世の歴史を体感〜

〜禅の心の修行道場と戦国時代の歴史ロマン〜

3時間30分

MC

30,600円（小型1台）

⇒福井市内

（30）

（60）

（60）

（20）

23,100円（小型1台）

6時間

あわら温泉⇒東尋坊⇒丸岡城⇒永平寺⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館

福井市内⇒永平寺⇒丸岡城又は越前竹人形の里⇒あわら温泉

EF

（90）

8時間

福井市内⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒明智神社
（70）

23,500円（小型1台）

⇒あわら温泉

（30）

越
 前 光秀・信長ゆかりの地 〜光秀雌伏の時と信長のルーツ〜
（30）

 乗谷朝倉氏遺跡と大本山永平寺と白山平泉寺
一
〜ふくい遺産 歴史探訪〜

福井県で
最初の日本名勝庭園

⇒岡太神社・大瀧神社⇒劔神社⇒福井市内

（30）

福井市内⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒永平寺⇒白山平泉寺

12,300円（小型1台）

（70）

（20）

6時間

（20）

あわら温泉⇒吉崎御坊又は北潟湖畔⇒東尋坊⇒あわら温泉

EE

MB

（30）

織田家発祥の地に鎮座する
織田信長公ゆかりの社

19,300円（小型1台）

5時間

越前和紙の里⇒越前そばの里⇒めがねミュージアム又はグラスガーデン⇒福井市内

（30）

ED

一
 乗谷朝倉氏遺跡と伝統工芸の里
〜戦国時代の歴史ロマンと福井が誇る伝統工芸〜
（50）

丸岡城と竹人形

3時間

「麒麟がくる」明智光秀ゆかりの地観光コース

福井市内⇒一乗谷朝倉氏遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館⇒うるしの里⇒

（30）

あわら温泉⇒丸岡城⇒越前竹人形の里⇒あわら温泉

EC

17,400円（小型1台）

4時間30分

▲BRAIDAL LAND WAKASA

▲熊川宿

▲レインボーライン

