
 

      
  
 
※弘前バル街チケットはオプショナル販売です。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
■出発日 ２０１４年７月５日（土） １泊２日 ■最少催行人員／２０名様  
■添乗員／全行程添乗員同行プラン：函館駅発～函館駅帰着まで同行いたします。 
        ２日目フリープラン：函館駅発～１日目宿泊ホテルまで同行いたします。 
■食事条件／朝食1 回 ■宿泊ホテル／ベストウエスタンニューシティ弘前（２２２２名名名名１室利用）１室利用）１室利用）１室利用）        
※6/20 受付締切後、お申込いただきました皆様へ最終のご案内を送付させていただきます。 
※最少催行人員に満たない場合はご出発日の１０日前までにご連絡いたします。 
■旅行代金に含まれるもの■ 
函館～青森往復JR 券、旅行日程に明示したバス運賃、宿泊費（１泊） 
日程表に明示した食事代（朝１、昼0、夕0）、添乗員同行費用 
■後援：北海道渡島総合振興局・函館市・函館商工会議所・弘前商工会議所・北海道新幹線新函館開業対策推進機構

日時日時日時日時    行行行行                程程程程    食食食食    事事事事    

7/57/57/57/5    

（土（土（土（土））））    

〇函館駅ご集合〇函館駅ご集合〇函館駅ご集合〇函館駅ご集合7777：：：：30303030 オプショナル：駅弁みかどの特製弁当（パック茶付）をご希望者へご用意いたします。オプショナル：駅弁みかどの特製弁当（パック茶付）をご希望者へご用意いたします。オプショナル：駅弁みかどの特製弁当（パック茶付）をご希望者へご用意いたします。オプショナル：駅弁みかどの特製弁当（パック茶付）をご希望者へご用意いたします。1111 個個個個1,2001,2001,2001,200円（要事前申込）円（要事前申込）円（要事前申込）円（要事前申込）    

    スーパー白鳥スーパー白鳥スーパー白鳥スーパー白鳥16161616号号号号                                貸切バス貸切バス貸切バス貸切バス                                        ★ホテルへ荷物を預けて弘前市内観光へ！★ホテルへ荷物を預けて弘前市内観光へ！★ホテルへ荷物を預けて弘前市内観光へ！★ホテルへ荷物を預けて弘前市内観光へ！オプショナルツアーは裏面をご確認ください。オプショナルツアーは裏面をご確認ください。オプショナルツアーは裏面をご確認ください。オプショナルツアーは裏面をご確認ください。    

函館駅函館駅函館駅函館駅        新青森駅新青森駅新青森駅新青森駅            弘前各ホテル弘前各ホテル弘前各ホテル弘前各ホテル    …………                    終終終終    日日日日    フフフフ    リリリリ    ーーーー    タタタタ    イイイイ    ムムムム                    …………    ホテルホテルホテルホテル    

            8888：：：：08080808                    10101010：：：：16161616                                            11111111：：：：30303030頃頃頃頃                                                                    オプショナル：弘前バル街チケット（前売オプショナル：弘前バル街チケット（前売オプショナル：弘前バル街チケット（前売オプショナル：弘前バル街チケット（前売3,5003,5003,5003,500円）円）円）円）    

朝：朝：朝：朝：OPOPOPOP    

昼：昼：昼：昼：――――    

夕：—夕：—夕：—夕：— 

7/67/67/67/6    

（日）（日）（日）（日）    

★★★★添乗員同行プラン添乗員同行プラン添乗員同行プラン添乗員同行プラン            オプショナル：青森老舗駅弁屋、伯養軒の特製弁当（パック茶付）をご希望者へご用意いたします。１個オプショナル：青森老舗駅弁屋、伯養軒の特製弁当（パック茶付）をご希望者へご用意いたします。１個オプショナル：青森老舗駅弁屋、伯養軒の特製弁当（パック茶付）をご希望者へご用意いたします。１個オプショナル：青森老舗駅弁屋、伯養軒の特製弁当（パック茶付）をご希望者へご用意いたします。１個1,2001,2001,2001,200円（要事前申込）円（要事前申込）円（要事前申込）円（要事前申込）    

貸切バス貸切バス貸切バス貸切バス        青森クラフトフェア青森クラフトフェア青森クラフトフェア青森クラフトフェアAAAA----linelinelinelineを見学を見学を見学を見学                                                                                                                                        スーパー白鳥２１号スーパー白鳥２１号スーパー白鳥２１号スーパー白鳥２１号    

ホテルホテルホテルホテル        モヤヒルズ（Ａモヤヒルズ（Ａモヤヒルズ（Ａモヤヒルズ（Ａ----line2014line2014line2014line2014））））        ＡＡＡＡ----Ｆａｃｔｏｒｙ・青森駅前Ｆａｃｔｏｒｙ・青森駅前Ｆａｃｔｏｒｙ・青森駅前Ｆａｃｔｏｒｙ・青森駅前（散策）（散策）（散策）（散策）…青森駅青森駅青森駅青森駅  函館駅函館駅函館駅函館駅    

    11111111：：：：00000000頃発頃発頃発頃発                                                                                                                                                                                                    17171717：：：：09090909                    19191919：：：：08080808    

朝：○朝：○朝：○朝：○    

昼：—昼：—昼：—昼：—    

夕：夕：夕：夕：OP  OP  OP  OP  
☆☆☆☆フリープランフリープランフリープランフリープラン                                                                                                                                                        白鳥またはスーパー白鳥白鳥またはスーパー白鳥白鳥またはスーパー白鳥白鳥またはスーパー白鳥    

ホテルホテルホテルホテル    …………        終日フリータイム終日フリータイム終日フリータイム終日フリータイム（オプショナルツアー等でお楽しみ下さい）（オプショナルツアー等でお楽しみ下さい）（オプショナルツアー等でお楽しみ下さい）（オプショナルツアー等でお楽しみ下さい）        …………    新青森駅または青森駅新青森駅または青森駅新青森駅または青森駅新青森駅または青森駅        函館駅函館駅函館駅函館駅    

※※※※おおおお子様子様子様子様（（（（６６６６～～～～１１１１１１１１才才才才））））はははは上記料金上記料金上記料金上記料金よりよりよりより 2,0002,0002,0002,000 円引円引円引円引きにてごきにてごきにてごきにてご参加参加参加参加いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

※※※※幼児幼児幼児幼児（（（（００００～～～～5555 才才才才））））はははは JRJRJRJR 座席座席座席座席をををを利用利用利用利用せずせずせずせず、、、、食事食事食事食事なしのなしのなしのなしの利用利用利用利用のののの場合場合場合場合はははは 6,0006,0006,0006,000 円円円円となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

※※※※1111 名様名様名様名様１１１１室利用室利用室利用室利用はははは上記代金上記代金上記代金上記代金にににに 1111，，，，００００００００００００円追加円追加円追加円追加にてにてにてにてごごごご利用利用利用利用いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

弘前城（イメージ） 

ＰコードＰコードＰコードＰコード    北海道：14511 



 

 

日本旅行函館支店（FAX：0138-62-3775）行 

お名前（代表者） お名前（同行者）※2名以上の参加の場合、備考欄にご記入ください。 
ふりがな ふりがな 

  

連絡先（電話） 連絡先（FAX） 

緊急連絡先                      当日の緊急連絡に使用させていただきます。携帯電話番号等ご記入下さい。 

住所 最終日程表・ご案内等の送付に使用いたします。漏れのないようにご記入お願いします。 

〒       －       

 

 

  ・申し込みプラン  希望コースに○印をご記入ください。 

（   ）全行程添乗員同行プラン（19,800 円） ・ （   ）2 日目フリープラン（17,300 円） 
  フリープランフリープランフリープランフリープラン申し込み申し込み申し込み申し込みのお客様のお客様のお客様のお客様は復路JR 時刻を下記よりお選びください。（添乗員同行プランは S 白鳥21 号利用です。） 

列車名 新青森／青森発 → 函館着 列車名 新青森／青森発 → 函館着 

白鳥93 8：08／8：24 → 10：26 S 白鳥95 9：12／9：29 → 11：40 

S 白鳥1 10：17／10：30 → 12：22 S 白鳥5 11：30／11：50 → 13：42 

S 白鳥11 12：45／13：00 → 14：58 白鳥17 14：51／15：06 → 17：02 

S 白鳥19 15：39／16：01 → 17：55 S 白鳥21 16：53／17：09 → 19：08 

S 白鳥25 18：53／19：05 → 20：56 S 白鳥27 19：47／20：00 → 21：54 

    復路利用希望列車  列車名         号        駅 （   ：   ）発     

  ・利用ルームタイプ  （シングルルーム利用の場合両コースとも 1,000 円の追加料金を頂戴します。） 

   （   ）ツインルーム（2 名1 室）利用    ・   （   ）シングルルーム（1 名1 室）利用 

オプショナルのご案内（ご希望ございましたら、人数を下表へご記入下さい。） 
オプショナル（弁当・バル関係） 料金 申込人数 

1 日目朝食  「みかど」の特製幕の内弁当（パックお茶付） 1,200 円 名 

第7 回弘前バル街（土手町・鍛冶町周辺） 前売チケット（5 枚つづり） 3,500 円 名 

2 日目夕食  「伯養軒」の特製幕の内弁当（パックお茶付） 1,200 円 名 

1 日目オプショナルツアー 13：00～16：00 ホテル発着（最少催行人員各コース10名、人員に満たない場合中止の場合あり） 

オプショナルツアーの企画・実施：青森県知事登録 旅行業第3-146号 合名会社西谷 たびすけ 

禅林街での座禅体験と小粋なまちあるき 5,800 円 名 

岩木山神社参詣とりんご公園シードル工房へ 4,800 円 名 

りんご公園シードル工房と蔵元玉田酒造店を巡る 5,800 円 名 

1 日目オプショナルツアー 16：30～18：00 ホテル発着（最少催行人員1名） 

弘前路地裏探偵団 弘前バル街特別版 1,500 円 名 

２日目オプショナルツアー 9：30～12：30 ホテル発着（最少催行人員各コース10名、人員に満たない場合中止の場合あり） 

日本屈指の田んぼアート、田舎館村を巡るツアー 4,300 円 名 

ミニりんご箱の製作体験 板柳町りんごツアー 5,300 円 名 

弘前の農を巡るツアー 5,000 円 名 

※オプショナルツアーの詳細につきましては、たびすけ（℡：0172-55-0268）までお気軽にお問合せ下さい。 

 
AAAA---- linelinelineline    2014201420142014 あおもりクラフトフェアとは？あおもりクラフトフェアとは？あおもりクラフトフェアとは？あおもりクラフトフェアとは？    

2011 年から毎年 7 月、八甲田山麓の丘陵モヤヒルズを会場に開催され

ているクラフトイベントです。木工・陶芸・アクセサリー・ファッション

等々、全国から公募で選ばれた 150 組のクラフト作家が出展します。会

場では青森市内のフレンチ・イタリアンなどのレストランも出店します。 

【備考・通信欄】 



 13:00～16:00　ホテル発着

9:30～12:30　ホテル発着

■　禅林街での座禅体験と小粋なまちある 5,800 円
禅宗三十三ヶ寺が建ち並ぶ禅林街での座禅体験。そして弘前公園や洋館巡りなど、弘前のまちある
きも楽しんでみましょう。

■　岩木山神社参詣とりんご公園シードル工房へ 4,800 円
津軽の人々の心のふるさと岩木山、その麓に広がるアップルロードを巡り、パワースポット岩木山
神社とりんご公園にこの春オープンしたシードル工房 kimori を訪ねます。

■　りんご公園シードル工房と蔵元玉田酒造店を巡る 5,800 円
弘前酒づくりの新旧を巡るツアー。この春オープンのシードル工房 kimori、そして長い歴史を誇る
カネタ玉田酒造店を訪ねます。もちろん試飲可能です。

■ 弘前路地裏探偵団　弘前バル街特別版
  　　　　　1,500 円　16:30～18:00

定番の弘前観光とは、ひと味ちがった路地裏まちあるき。いまや全国に
名を轟かせるまちあるきガイド「弘前路地裏探偵団」が、ガイドブック
には載らない街の魅力を説きながら、弘前バル街を楽しむポイントもご
案内します。

■ 第 7回弘前バル街
　  　　　チケット前売り 3,500 円

17:00　開会式（百石町・かだれ横丁）　

2011 年夏に始まり毎年 2 月と 7 月に開催、今回七回目を迎えます。
弘前フランス料理研究会が中心となり実行委員会を結成。土手町・
鍛冶町など弘前の中心繁華街をメインに、市内一円約 70 店舗が参加
します。函館西部地区バル街とも深い絆で結ばれたイベントです。

■　日本屈指の田んぼアート、田舎館村を巡るツアー 4,300 円
天守閣を模した役場建物からの眺望には、田に広がる鮮やかな彩りの「富士山と羽衣伝説」が広が
ります。このほか稲作盛んな津軽の農村地域を巡ります。

■　ミニりんご箱の製作体験　板柳町りんごツアー 5,300 円
弘前市のおとなり、りんごの町で知られる板柳町。ここにあるセレクトショップ monoHAUS でオ
シャレなりんご箱の製作を体験してみましょう。

■　弘前の農を巡るツアー 5,000 円
弘前の新しいシードル工房 kimori、りんご卸売市場、道の駅など、弘前の一次産品、その生産と流
通の現場を巡る旅です。

弘前バル街も楽しめる
初夏の弘前・青森  満喫２日間  オプショナルツアー

函館西部地区バル街×日本旅行函館支店

函館西部地区バル街実行委員会

■ A-line　2014 あおもりクラフトフェア
（全行程添乗員同行プラン 2日目コースに含まれます。）

2011 年から毎年 7 月、八甲田山麓の丘陵モヤヒルズを会場に開催されているクラフトイベントです。木工・陶芸・
アクセサリー・ファッション等々、全国から公募で選ばれた 150 組のクラフト作家が出展します。会場では青森市
内のフレンチ・イタリアンなどのレストランも出店します。

（上記の 3コースは、2日目フリープランにてご参加ください。）


