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「花換まつり×桂由美氏コラボイベント」を開催します。 
～本日より、トークショー有料観覧席（4/1実施）および春を感じる若狭路ツアー（4/2実施） 

の販売を開始します～ 

 

（公社）福井県観光連盟では、2024年春の北陸新幹線福井・敦賀開業、また開業後の大阪 

・関西万博や中部縦貫自動車道の全線開通を見据え、県内の市町や観光事業者等と連携・協 

力し、賑わいづくりや観光コンテンツの開発・支援を進めています。 

この度、嶺南エリアの賑わい創出と誘客拡大を目的に、北陸新幹線開業１年前イベントし 

て、（一社）敦賀観光協会や嶺南の市町、また昨年 4月にオープンしたウエディングドレス 

の聖地「YUMI KATSURA MUSEUM WAKASA」などの事業者と連携し、「花換まつり×桂由美氏コラ 

ボイベント」を開催しますので、お知らせします。 

このコラボイベントでは、“恋の宮”金崎宮で開催される嶺南に春を告げるお祭り「花換 

まつり」にて、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氏によるトーク 

ショーやミニブライダルショーを開催するほか、翌日には「YUMI KATSURA MUSEUM WAKASA」 

において桂由美氏とのトークセッションやランチ、また“日本初”再生可能エネルギーを活 

用した電池推進遊覧船で巡る三方五湖など、プレミアムな時間を過ごせるバスツアーも開催 

いたします。 

 なお、今年の「桜の小枝」は、桂由美氏の直筆メッセージ「おしあわせに」が付された 

2023年限定バージョンとなります。 

 本日２７日より、有料観覧席の販売（4/1（土）13時からのトークショー）と 

4/2（日）「春を感じる若狭路バスツアー」の抽選販売を開始いたしますので、あわせて報道

の方よろしくお願いいたします。 

記                                                                   

１ コラボイベント詳細 

（1）4月 1日（土）花換まつり×桂由美氏コラボイベント 

・開催場所：金崎宮拝殿（敦賀市金ヶ崎町 1-4） 

  ・参加方法：当日現地集合（※事前予約不要） 

  ・スケジュール 

   13:00～13:30 桂由美氏×金崎宮 田村宮司トークショー【MC：福田布貴子氏】 

（※基本は立見席ですが、本日より 20名限定で有料観覧席を販売いたします。 

詳細は敦賀観光協会のサイトをご覧ください。）   

（公社）福井県観光連盟 

担当者：領家、内藤 

電話：0776-23-3677 

E-mail：info@fukuioyado.com  

敦賀観光協会サイト 

mailto:info@fukuioyado.com%20／%20shinkansen-kaigyo@pref.fukui.lg.jp


   14:00～15:00 金崎宮神事 

   15:00～15:10 敦賀の民謡と伝統的舞いの披露 

（※出演：花柳流さくら会 withとても敦賀すきすき（下記参照）） 

   15:10～15:40 YUMI KATSURAミニブライダルショー（※立見席のみ） 

   15:50～16:00 紅白餅まき（※桂由美氏も参加） 

 

◆ 「とても敦賀すきすき」とは 

令和 4年 7月 1日、敦賀高校に創設された敦賀の民謡の保存・伝承を目的に、高校生 9名でスタート

した部活動の団体名です。 

 

（2）4月 2日（日）春を感じる若狭路バスツアー   

   ・本日よりツアーの抽選販売を開始いたします（20名限定/お一組 4名様まで）。 

・集合場所：JR福井駅東口もしくは JR敦賀駅 

・旅行代金：おひとり様につき 10,000円 

  ・募集人員：20名（最少催行人数 10名）【お一組 4名様まで】 

・販売方法：メール受付による抽選販売（電話では受付していません） 

・お申込み方法：メールに必要事項（代表者の方のお名前・お申込み人数・当日の電話連

絡先・ご住所）を記載しお申込み【申込先：tour291@fukuioyado.com】 

・お申込み期間：2/27（月）10：00～3/8（水）17：15まで 

  ・ツアー行程 

   JR福井駅東口 ＝＝ JR敦賀駅 

   ＝＝ YUMI KATSURA MUSEUM WAKASA（館内見学・桂由美氏とトークセッション＆ランチ） 

   ＝＝ レインボーライン山頂公園（園内見学） 

   ＝＝ 三方五湖（“日本初”再生可能エネルギーを活用した電池推進遊覧船で遊覧） 

   ＝＝ 園芸 LABOの丘（ハーブのアロマオイルで香りや色をつける石けんづくり） 

   ＝＝ JR敦賀駅 ＝＝ JR福井駅東口 

 

２ その他 

    ・当日取材に来ていただける場合は事前にご連絡をお願いいたします。      

     【担当；領家、内藤：0776-23-3677】 

    ・4/2のバスにはご乗車できませんので、お車をご準備ください。 

 

お申込み方法詳細 

mailto:tour291@fukuioyado.com】


桜見物の男女が「花換えましょう」と声を掛け合い、互いの桜の小枝を交換して思いを確かめ合う…そんな言い伝えを今

に届ける「花換まつり」。嶺南に春を告げるこのお祭りで、桂由美氏のトークショー&ミニブライダルショーを開催します！
開催場所：金崎宮拝殿

・13:00~13:30  桂由美氏 × 金崎宮 田村宮司トークショー（MC：福田布貴子氏）
※基本は立見席ですが、20名限定で有料席も販売（詳細は「敦賀観光協会」のサイトをご覧下さい）

・14:00~15:00  金崎宮神事

・15:00~15:10 敦賀の民謡と伝統的舞いの披露
※出演：花柳流さくら会withとても敦賀すきすき

・15:10~15:40 YUMI KATSURA ミニブライダルショー
※立見席のみ

・15:50~16:00  紅白餅まき ※桂由美氏も参加

北陸新幹線福井・敦賀開業1年前イベント

花換まつり×桂由美氏コラボイベント
令和5年4月1日（土）～ 2日（日）

JR福井駅東口（9:00） ＝＝ JR敦賀駅（10:00）

＝＝ YUMI KATSURA MUSEUM WAKASA（館内見学・桂由美氏とトークセッション&ランチ）
※桂由美氏はこの場所のみの登場となります。バスには同乗いたしません。

＝＝ レインボーライン山頂公園 ＝＝ 三方五湖（電池推進船乗船）＝＝ 園芸LABOの丘（体験）

＝＝ JR敦賀駅（16:40） ＝＝＝ JR福井駅東口（17:40）

ツア－開催日：4月2日（日）

ハーブのアロマオイルで香りや色をつける石けんづくり

当コースは当広告からのお申込みは承っておりません。詳しくはHPのお知らせ
をご覧いただくか、資料をご請求いただいた上でお申込みください。

イベント開催日：4月1日（土）

主催:(一社)敦賀観光協会
共催:(公社)福井県観光連盟

旅行企画・実施 : (公社)福井県観光連盟 ツアー291
TEL : 0776-23-3789

金崎宮 田村宮司

2023年限定
バージョン
“桜の小枝”

桂由美氏直筆の
メッセージ 花換まつり

※ランチイメージ

※ミニブライダルショーイメージ

桂由美 氏

○全体企画/運営 （公社）福井県観光連盟 ○協賛 美浜町、若狭町、（一社）敦賀観光協会、 ㈱ レインボーライン
○協力 YUMI KATSURA MUSEUM WAKASA、㈱ユミカツラインターナショナル ○後援 福井県、敦賀市

花換まつり×桂由美氏コラボイベント

旅行代金：10,000円
募集人員：20名（最少催行人員10名）【お一組4名様まで】

※こちらのツアーは“抽選販売”商品です



春を感じる若狭路バスツアー
・2022年4月にオープンしたばかりのウエディングドレスの聖地「YUMI KATSURA 
MUSEUM WAKASA」にて、世界的ウエディングドレスデザイナー桂由美氏のトーク
セッションが楽しめます！
・恋人の聖地である「レインボーライン山頂公園」見学や、“五色の湖”三方湖での
日本初！再生可能エネルギーを活用した電池推進遊覧船乗船など、春の若狭路も満喫！

■お申込み案内
お申し込みいただく前に、裏面のご案内とご注意を必ずお読みください。
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。

■お申込みの流れ…こちらの商品はメール受付”抽選販売“です。（電話では受付していません）
①メールに必要事項（代表者の方のお名前・お申込人数・当日の電話連絡先・ご住所）を記載しお申込み。【お一組4名様まで】
（送信先メールアドレス：tour291@fukuioyado.com）【お申込み期間：2/27（月）10:00～3/8（水）17:15まで】
②3/9（木）17:15までに、当選者の方にのみメールにて連絡いたします。
③当選者の方には、併せてツアー内容のご案内と旅行代金の振込先も連絡いたしますので、3/17（金）までに旅行代金の振込を
お願いします。【※期日（3/17）までにお振込がない場合は、お申込みはキャンセルさせていただきます】

■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291
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

JR福井駅東口(9:00) ＝＝ JR敦賀駅(10:00)

＝＝ YUMI KATSURA MUSEUM WAKASA （館内見学・桂由美氏とトークセッション＆ランチ）
※桂由美氏はこの場所のみの登場となります。バスには同乗いたしません。

＝＝ レインボーライン山頂公園 ＝＝ 三方五湖（電池推進船乗船）＝＝ 園芸LABOの丘（体験）

＝＝ JR敦賀駅(16:40) ＝＝＝ JR福井駅東口(17:40)

旅行日：2023年4月2日(日) 旅行代金：10,000円
募集人員：20名（最少催行人員10名）【お一組4名様まで】

こちらのツアーは“抽選販売”を行います。
詳細は、以下の「お申込みの流れ」をご確認ください。

お申込み詳細はこちら

ハーブのアロマオイルで香りや色をつける石けんづくり

※ランチイメージ

桂由美氏

貸切バス会社：福井交通株式会社
昼食：YUMI KATSURA MUSEUM WAKASAにてランチ付
全行程添乗員が同行いたします。



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。

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。

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
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。

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

取消料・違約金
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お申し込みいただく前に、この頁のご案内とご注意を必ずお読みください。
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）

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便への変更。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２９１
ＴＥＬ:（０７７６）２３-３７８９
〒910-0004福井県福井市宝永2丁目4-10 福井県宝永分庁舎
営業時間／8:30～17:15（土・日・祝日休み）
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
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