
まだまだ寒いこの季節！ハイパワー暖房エアコンや
布団、肌着など寒さ対策におススメの商品をご紹介！

暮らしに笑顔をお届けします♪

2018・2

Ｖｏｌ.１1

『すまいる通信』とは

暮らしと住まいをサポートする「ＪＡ鶴岡すまいるプラザ』の

事業内容や、取り扱いしている商品、お役立ち情報などを

紹介する情報誌です！

2017.11.11(土 )

けさらんツアー　
旅だより

旅行センターでは、春のツアー企画を多数ご用意しております！

今回のけさらんツアーでは、新潟駅発のＳＬばんえつ

物語号に乗車頂き、車窓からの景色を堪能頂きました。

また、新潟ふるさと村では、名物へぎそば御膳に舌鼓、

新潟名産品のお買物も楽しんで頂きました。

弥彦神社菊祭りでは、色とりどりの菊を観賞頂きました。

SL ばんえつ物語に乗車
名物へぎそば御膳名物へぎそば御膳名物へぎそば御膳

彌彦菊祭り彌彦菊祭りＳＬばんえつ物語ＳＬばんえつ物語

弥彦菊祭り弥彦菊祭り

越後一宮弥彦神社越後一宮弥彦神社新潟ふるさと村店内新潟ふるさと村店内

弥彦菊祭り弥彦菊祭り

詳しくは、掲載ページをご覧ください。

まだまだ寒いこの季節！ハイパワー暖房エアコンや
布団、肌着など寒さ対策におススメの商品をご紹介！PICK　UP　CONTENTS

名物へぎそば御膳に舌鼓名物へぎそば御膳に舌鼓

ＳＬばんえつ物語車外よりＳＬばんえつ物語車外より



お問い合わせは、担当　志田まで

お問い合わせは、担当　河﨑まで

寒さが続く今の季節にぴったり おススメ品‼

特別価格

おススメ品‼おススメ品‼

◎　紳士用、 婦人用共にサイズＳ、Ｍ、Ｌ、ＬＬの 4 種類をご用意！

◎　３月末までのＪＡ鶴岡特別価格でご奉仕！

円
（税 込）

6,400通常価格　￥７，５６０円（税込）のところ

ふとんのようなニオイを防ぎ、汗臭等にも 効果発揮‼
消臭・抗菌防臭加工 羽毛布団デオパワー

特別価格

効果発揮‼効果発揮‼

◎　生地 ： 綿 100％ 60 サテン 2 層キルト 1.3ｋｇ

円
（税 込）

30,000

人工酵素がニオイを分解して、ニオイがなくなる！人工酵素がニオイを分解して、ニオイがなくなる！

◎　シングルのみとなります。
通常価格　￥４２，３００円（税込）のところ

寒冷地仕様の２層キルトでボリュームアップ‼
羽毛掛けふとん クラコウ６０-Ⅱ

特別価格

ボリュームアップ‼ボリュームアップ‼

◎　生地 ： 綿 100％ 60 サテン 2 層キルト

円
（税 込） 80,000

◎　サイズ ： シングル 150×210ｃｍ、 ダブル 190×210ｃｍ

シングル 通常価格　￥８８，０００円（税込）のところ

 6 星！プレミアム  
ゴールドラベル獲得!! 

 ★★★★★★ 

中材は、プレミアムゴールドラベルの 1.2 ㎏！中材は、プレミアムゴールドラベルの 1.2 ㎏！

◎　中材 ： ウクライナ産プレミアムホワイトダウン 93％ 1.2ｋｇ

特別価格 円58,000
ダブル 通常価格　￥１２３，０００円（税込）のところ

（税 込）

健康肌着 ひだまり 希（男女共）

エベレスト登山隊が信頼する肌着！一枚で冬肌着三枚分の暖かさ！エベレスト登山隊が信頼する肌着！一枚で冬肌着三枚分の暖かさ！

◎　贈答用に包装もいたします！

JA食材宅配のご紹介
JAふれあい食材の

こだわり

バラエティ

手間いらず

献立アドバイス

経済的

安心・安全・良質

お届けする食材が毎日変わります。

          農・畜産物は100％国産品を使用。
          低添加・無添加で体にやさしい。

　　　お買い物の手間がかからず、　　
　　　     ガソリン代も省けます。

　　　クッキングアドバイス表でお料理　
　　　メニューをアドバイスします。

　　毎回使いきれる分量でお届けします。
　　無駄がなく経済的です。

さわやか
コース

肉・魚・野菜入バランスよい◎ 
2人用 1ヶ月当り 12,960円(税込）

※こちらの
コースは
週2回の
お届け

スタミナ
コース

魚介類を控えたお肉中心 
2人用 1ヶ月当り 15,120円(税込）

基本
コース

肉・魚入 栄養バランスよい◎ 
2人用 1ヶ月当り 15,120円(税込）

お魚
コース

お魚中心。旬のおいしさが満載 
 2人用 1ヶ月当り 16,200円(税込）

実際にお届けしているコースを紹介します！週3回1日おきにお届けします。



280,800 円
（税 込）

お問い合わせは、電化センター ☎23-1491( 直通）葉山まで

8畳
MSZ-HXV2518

工事費別途

外気温
－15℃でも
パワフル暖房

室外機の
凍結を防止

吹き出し口
最 高

６０℃温風！

山形の冬
も

山形の冬
も

快適快適

寒冷地のために生まれたハイパワー暖房エアコンのご紹介寒冷地のために生まれたハイパワー暖房エアコンのご紹介
MITSUBISHI

寒冷地仕様

寒冷地のための、３つのこだわり！！

東北電力推薦‼

～暖房エアコンのメリット～

充実した快適機能搭載の
ハイスペック暖房強化モデル

自動おそうじ機能付きの
コンパクト暖房強化モデル

快適から清潔まで、基本性能を
搭載した暖房強化モデル

冷暖房とも主に
205,200 円

（税 込）

8畳
MSZ-NXV2518

工事費別途

冷暖房とも主に
162,000 円

（税 込）

8畳
MSZ-KXV2518

工事費別途

冷暖房とも主に

ＨＸＶシリーズ ＮＸＶシリーズ ＫＸＶシリーズ



お問い合わせは、プロパン☎23-7714( 直通）　担当　加藤まで

円（税 込）

ＲＨＳ７２Ｗ２２Ｅ３ＲＣ－ＳＴＷ

※工事費は別になります。

リンナイだけの快適機能

●汚れても焦げつきにくい、ヒートオフ構造

快適性

●煙やニオイを抑える、スモークオフ機能
トップレートの裏側に
装着したアルミパネル
によって熱を分散させ、
表面の温度上昇を抑え
ます。

トップレートの裏側に
装着したアルミパネル
によって熱を分散させ、
表面の温度上昇を抑え
ます。

グリル庫内の汚れ 99.9％カット！

ココットが油はねを抑えて、
グリルの清掃性が飛躍的に向上。

便利性 誰でも簡単！

下ごしらえした材料を入れてモードを選ぶだけで
火力を自動調節し調理します。
5 種類の定番メニューが自動調理できます。
  （焼き餃子・ハンバーグ・煮魚・煮もの・茶碗蒸し）

●「コンロオートメニュー」登場

リンナイ　ビルトインコンロ　　　　　　　　  のご紹介

リンナイ ビルトインコンロ ＤＥＬＩＣＩＡ

リンナイ　ビルトインコンロ　　　　　　　　  のご紹介

おいしいという名のガスコンロ。おいしいという名のガスコンロ。

お客様の声が“進化”のヒントになりました。
底面は、両側の溝に油が
流れるウェーブ形状。
よりヘルシーにおいしく
仕上がります。

底面 3.3ｍｍ厚の
ココットは熱伝導がよく
耐久性に優れています。

グリル内の汚れが無いのが
何よりです。魚はふっくらと、
おいしそうに焼きあがります。

料理に時間がかけられない
ので、時短ができそうで
うれしいです。

①ガスメーターはこんなとき、自動的にガスを止めます。 復帰ボタン

ガスが止まった原因は、
「表示部」で分かります。
※通常は文字表示は出ていません。特 集

②もしも地震がきたときの対応

自分の身を守りましょう！
まず、身の安全を確保してください。

火の始末をしましょう！
ガスを使用しているときは、揺れが
収まってから器具栓を閉めて下さい。

地震発生後のご注意
ガス漏れやガスのニオイがするときは、ガスの使用を
やめて、器具栓、ガスの元栓、ガスメーターバルブ、
および容器バルブをすべて閉めて、ＬＰガス販売店か
緊急時連絡先に連絡してください。➡ ➡

175,000



ＪＡ鶴岡セレモニー互助会は、会員特典が充実 !　墓石関連にもご利用出来ます！
セレモニー互助会は、七五三、成人式、結婚式、ご葬儀など、人生の節目となる儀礼に備えて

費用を積み立てる制度です。

ＪＡセレモニー
互助会ご加入

5つの
メリット

ＪＡの総合事業を生かした
をご用意しております特 典

各コースにおいて、半年払い・年払いの会員様には掛金割引が
付きます！月払いでお支払いいただく場合よりも断然お得。

ご加入いただいてから半年（180日）経過した時点で先取り利用
が可能！（※半年分の掛金払い込み完了が必要です）
万が一の場合、満期日にならなくても各コースで全額先取り利用出来ます。

葬儀ご利用代金から割引いたします。

5年間の積立金が満期になりましたら満期後の積立金には、年2回（半年ごと）
6か月定期預金利息相当の割増金が付与されます。

会員様の諸事情により、万が一ご解約される場合でも、ＪＡ鶴岡セレモニー
互助会は掛金全額返還となりますので、別途解約手数料はかかりません。

１．掛金割引が付きます！

２．先取り利用が出来ます！

３．10,000 円割引！

４．割増金が付きます！

５．解約手数料はかかりません！

様々な節目にご利用出来るプランとして、積立 4コースをご用意
お問い合わせは、セレモニー☎25-5535まで



置き型手すり

福祉用具のレンタル・販売を行っております。福祉用具のレンタル・販売を行っております。福祉用具のレンタル・販売を行っております。

福祉課　福祉用具 ☎25 - 4345お問い合わせは、 まで

歩 行 器 杖 スロープ 突っ張り型手すり
全ての介護度の方がレンタルできる商品 （要支援１～要介護５）

介護保険利用 介護保険利用介護保険利用介護保険利用介護保険利用
月 /200円 月 /300円 月 /100円 月 /410円 月 /308円

介護ベッド 車 い す マットレス エアマット 徘徊感知器

介護保険利用 介護保険利用介護保険利用介護保険利用介護保険利用
月 /1,000円 月 /400円 月 /200円 月 /1,028円 月 /822円

要介護２～５の方がレンタルできる商品

ポータブルトイレ シャワーチェア 浴 槽 台

介護保険利用 介護保険利用
20,000円

介護保険利用

全ての介護度の方が１～２割負担で購入できる商品 (特定福祉用具販売) 

25,920円 18,900円

※レンタル価格は一例です。商品のサイズ・機種によってレンタル料が違います。

※レンタル価格は一例です。商品によってレンタル料が違います。

※価格は一例です。商品によって価格が違います。

特定福祉用具とは、介護に必要な用具で、
利用者の肌が直接触れるため、レンタル
が出来ない物、例えばポータブルトイレ
入浴用品などです。
まず利用者が全額 (10 割 ) を支払い購入、
後で市町村役場へ申請して払い戻し (8 ～
9 割 ) を受けます。
この方法を償還払いといいます。



出発日
7/10（火）

２泊３日
酒田港（10：00 出航）

　125,000
お一人様 旅行代金　（税込）

▶食事：朝食 2 回、昼食 3 回、夕食 3 回　▶申込金：30,000 円
▶添乗員同行　▶募集締切：6/8（金）

大人お一人様

7/10
（火）

円～ （2 名以上 1 室）

▶募集人員 350 名様（最少催行 250 名）

（水）

※ 上記の写真は全てイメージです。

けさらんツアー！！思い立ったら旅に出よう！ 思い立ったら旅に出よう！ けさらんツアー！！

出発日
6/23（土）
2 泊 3 日

鶴岡（8：00 発）－新潟港～～（新日本海フェリー / ツーリストＡ）～～

～【船中泊】

　55,800
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 600P 付

大人お一人様

6/23

（月）

円（5 名以上 1 室）/ 申込は 2 名以上

▶募集人員 30 名様（最少催行 20 名）▶生活購買会利用 1,200 円割引

（土）

（日）

4 名１室利用の場合　56,800円
2 名１室利用の場合　59,800円

～～小樽港－桂沢湖－富良野（昼食）－中富良野 / ファーム富田－丘の町美瑛：展望花畑　四季彩の丘

－マイルドセブンの丘（セブンスターの木など車窓より見学）－旭山動物園（自由昼食）－

登別温泉　ホテルまほろば【泊】（17：30 頃着）

* ポピー、ルピナス、シャクヤク、金魚草など

登別温泉（8：00 発）－函館港～～（新日本海フェリー /2 等）～～

～青森港－（高速道）－鶴岡（21：00 頃着）

お部屋によって旅行代金が異なりますので、ご相談下さい。

出発日
6/10（日）

１泊２日

鶴岡（8：00 発）－道の駅朝日（休憩）－新潟駅～～～～越後湯沢駅－越後湯沢（昼食）－

榛名山ロープウェイ－伊香保温泉：ホテル木暮【泊】（16：00 頃着）

　37,800
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 380P 付▶生活購買会利用 800 円割引

大人お一人様

6/10
（日）

ホテル（8：30 発）－浅間酒造観光センター－軽井沢／星のリゾート『ハルニレテラス』

（自由食）－こんにゃくパーク－鶴岡（20：30 頃着）

円 （5 名以上 1 室）

▶募集人員 30 名様（最少催行 20 名）

（月）

4 名以上利用の場合　38,800円

6/11
* 到着後ご自由に散策

* お買物

出発日
6/17（日）

日 帰 り
鶴岡（7：30 発）－今代司酒造　 　　　　バイキング網元（90 分食べ放題）

－「丸尚」箸工場－ストックバスターズ－新潟ぽんしゅ館ー鶴岡（20：30 頃着）

　11,880
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 120P 付▶生活購買会利用 240 円割引

▶添乗員同行、庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス貸切バス：ガイドなし

大人お一人様

6/17

円

▶募集人員 25 名様

（日）
* 日本が誇るモノづくりの

（20 名参加の場合）

* 佐渡前・天然魚をお届け・直売所有り

富良野・旭川動物園 登別温泉富良野・旭川動物園＆登別温泉

世界最速の芸術鑑賞

京都芸術劇場「都をどり」京都芸術劇場「都をどり」京都芸術劇場「都をどり」
京都桜名所めぐりと京都桜名所めぐりと

どなた様でもお申込みいただけます。どなた様でもお申込みいただけます。

庄内空港（7：15 発）－羽田空港－伊丹空港（10：00 着）－京都市内（昼食）－東寺－三十三間堂

－知恩寺－京都市内（夕食）－清水寺－京都東急ホテル又は三井ガーデン四条クラス【泊】（20：00 頃着）
4/8

（月）

（日）
* 湯どうふ会席

京都市内（8：30 発）－仁和寺－龍安寺－金閣寺－京都市内（昼食）－銀閣寺－

京都芸術劇場「春秋座」都をどり－京都市内（夕食）－京都市内【泊】（19：40 頃着）
* 京の伝統的な家庭料理「おばんざい」

出発日
4/8（日）
2 泊 3 日

　126,000
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 1,260P 付 ▶添乗員同行▶滋賀観光バス、又は都観光バス、又は両備バス：ガイド付

大人お一人様 円（2 名以上 1 室）

▶募集人員 20 名様（最少催行 15 名）▶生活購買会利用 2,520 円割引

1 名１室利用の場合　132,000円

4/9

4/10
（火）

* ライトアップ観光

清水寺ライトアップ ゆどうふ会席ゆどうふ会席 京都 都をどり京都 都をどり 金閣寺金閣寺

3 名１室利用の場合　57,800円

6/24

6/25

* パッチワークの路

新日本海フェリーで行く新日本海フェリーで行く新日本海フェリーで行く

展望花畑：四季彩の丘展望花畑：四季彩の丘 マイルドセブンの丘マイルドセブンの丘新日本海フェリー新日本海フェリー

「現美新幹線」で行く
伊香保・星のリゾート　　　　　　　　　散策の旅　『ハルニレテラス』

/ 申込は 2 名以上

* 現美新幹線にて芸術観賞

*15 の個性あるショップやレストランが並ぶ、
９棟のモダンな建物を広いウッドデッキ
でつないだ「小さな街」

榛名山ロープウェイ榛名山ロープウェイハルニレテラスハルニレテラス 浅間酒造観光センター浅間酒造観光センター

出発日
5/13（日）

日 帰 り
鶴岡（7：30 発）－新庄－あ・ら・伊達な道の駅－ホテル森の風（昼食）

フラワーガーデン森の風（見学）－湯沢ロイヤルホテル－鶴岡（20：00 頃着）

　12,800
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 130P 付▶生活購買会利用 260 円割引

▶添乗員同行、庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス貸切バス：ガイドなし

大人お一人様

5/13

円

▶募集人員 25 名様

（日）
* ホテルでランチ

（25 名参加の場合）

* 日本最大級・本格的ガーデニング公園をお楽しみ下さい。 * 弁当積込

*ＲＯＩＣＥ’チョコが買えるお店で休憩

あ・ら・伊達な路の駅あ・ら・伊達な道の駅 フラワーガーデン お楽しみプレゼント付

特別な母の日　３食付 / ミニプレゼント付3 食付 / ミニプレゼント付特別な母の日
特別な父の日　海鮮食べ放題＆酒蔵巡り特別な父の日　海鮮食べ放題＆酒蔵巡り

ミニプレゼント付ミニプレゼント付

* 酒蔵見学「きき酒・買い物」

* 日用品・台所用品が
老舗・伝統技をどうぞ 毎日バーゲン

* 締めは、日本酒・夕食付

今代司酒造 バイキング網元バイキング網元 新潟ぽんしゅ館新潟ぽんしゅ館 お楽しみプレゼント付お楽しみプレゼント付

7/11

船内にてイベントや様々な施設でお楽しみ下さい。
●夕食は「フレンチコース」

　【受託販売】 ＪＡ鶴岡旅行センター　（詳しくは、旅行センターまでお問い合わせ下さい。）

（木）
7/12

【船中泊】 

富山港（8：00 入港）
自由行動、又はオプショナルツアー（別途有料）をご用意

●夕食は「和食コース」 【船中泊】 

酒田港（13：00 入港）

富山港（18：00 出港）
船内にてイベントや様々な施設でお楽しみ下さい。

船内にてイベントや様々な施設でお楽しみ下さい。

船内イベント 多種多彩‼

夕食後のイベントは「ドルフィンホール」にて開催！

（例）・ダンス教室 ・星座教室 ・カジノ教室 ・輪投げ大会

 ・カラオケ教室 ・フィットネス ・シアター など

～楽しみ方は、まさにお客様次第♪♪～

Ａコース：絶景に感動！立山黒部アルペンルートコース
Ｂコース：黒部峡谷トロッコ列車と、おわら風の盆実演鑑賞コース
Ｃコース：古都金沢名所巡りと加賀屋系列店「金沢茶屋」コース
Ｄコース：世界遺産五箇山と白川郷の合掌造り集落コース

オプショナルツアーのご案内（別途有料）

▼裏面に続く

　420,000円

京都市内－（半日自由行動）－京都駅（11：30 頃）－〔空港バス〕－伊丹空港（12：30 頃着）

－伊丹空港（14：00 発）－羽田空港－庄内空港（17：00 頃着）

【企 画】　農協観光【企 画】　農協観光

▶添乗員同行、庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス貸切バス：ガイドなし

▶添乗員同行、庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス貸切バス：ガイド付



住建相談

食材宅配 旅行センター

ＬＰガス セレモニー福祉サービス
次号予告

次号 Vol.12 は、6月中旬発行予定！
電化センター

〈JA鶴岡すまいるプラザ〉
月～金曜日・午前 8時 45 分～午後 5時 15 分

〒997-0841　山形県鶴岡市白山字西野191
☎0235-23-5045( 生活課代表）　　FAX0235-23-6150

土・日・祝休業日営業時間

山形県知事登録旅行業　第２－２５６号　　　 ＪＡ鶴岡旅行センター　
〒997-0841　山形県鶴岡市白山字西野 191　☎0235-25-7728　FAX0235-25-7055

旅行企画・
実施※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししております。

事前にご確認のうえお申込み下さい。

出発日
4/30（月）

鶴岡（6：30 発）－【みちのくの小京都】角館桜まつり（観光・昼食弁当）

－仙北市西木町－刺巻湿原－鶴岡（18：30 頃着）

　9,500
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 100P 付▶生活購買会利用 200 円割引

大人お一人様

4/30
（月）

円
▶募集人員 30 名様（最少催行 20 名）

角館の桜まつりと角館の桜まつりと角館の桜まつりと
出発日

5/11（金）
１泊２日

鶴岡（5：30 発）－( 高速道）－河口湖畔（昼食）－

富士芝桜まつり－ホテル美富士園【泊】（17：10 頃着）

　34,800
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 350P 付▶生活購買会利用 700 円割引

大人お一人様

5/11
（金）

ホテル（8：00 発）－花の都公園－山梨県立リニア見学センター

－高坂ＳＡ( 自由昼食）－道の駅朝日（休憩）－鶴岡（19：00 頃着）

円 （4 名以上 1 室）

▶募集人員 30 名様（最少催行 20 名）

5/12
（土）

3 名 1 室利用の場合　３６，８００円
2 名 1 室利用の場合　３７，８００円

あじさいの名所、鎌倉長谷寺とあじさいの名所、鎌倉長谷寺と出発日
5/1（火）

１泊２日
鶴岡（8：00 発）－お菓子の城（昼食）－つつじが岡公園－花の芸術村あしかがフラワーパーク

（夕方と夜の大藤まつり見学）－ホテルルートイン足利駅前【泊】（20：30 頃着）

　29,500
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 300P 付▶生活購買会利用 600 円割引

大人お一人様

5/1
（火）

ホテル（8：00 発）－ひたち海浜公園：青い絨毯ネモフィラ

－那珂湊（昼食・お買い物）－鶴岡（18：50 頃着）

円 （1・2 名 1 室利用）

▶募集人員 30 名様（最少催行 20 名）

5/2
（水）

出発日
6/7（木）

1 泊 2 日

　38,000
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 380P 付▶生活購買会利用 760 円割引

大人お一人様

6/7
（木）

円 （2 名 1 室利用）

▶募集人員 25 名様（最少催行 20 名）

1 名 1 室利用の場合　４６，０００円

鶴岡（7：30 発）－沼田（昼食）－鎌倉・長谷寺－

鶴岡八幡宮－ホテルニューグランド【泊】（18：30 頃着）

人気の冷麺店のランチ人気の冷麺店のランチ人気の冷麺店のランチ

※ 上記の写真は全てイメージです。

*2500 株を超える色とりどりの「あじさい」鑑賞

* 世界一ともいわれるツツジの大郡落は見事！

東北楽天イーグルスを応援しよう！

東北楽天イーグルス観戦ツアー
出発日 4/7（土）楽天 VS福岡ソフトバンクホークス

旅行代金 両日、内野指定席 1塁側Ａシート １２，８００円  /　　　　　　 ９，０００円大人お一人様 ４歳～中学生

鶴岡（8：40 頃発）－六丁目農園（昼食）

－「野球観戦」－鶴岡（21：00 頃着）
* 自然派ビュッフェレストラン

* 内野指定席 1 塁側Ａシートご用意！

▶募集人員 40 名様（最少催行 30 名）▶けさらんハッピーポイント 100P 付▶生活購買会利用 200 円割引
▶添乗員同行▶庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス：ガイドなし

★3/2 までの早期申込割引▲800 円　（3/2 まで　４歳～中学生申込締切）

カタクリ群生地と刺巻湿原カタクリ群生地と刺巻湿原

日 帰 り

* 日本一の規模を誇る
かたくり群生地の郷

* ミズバショウ群生地

角館しだれ桜角館しだれ桜 角館川沿いの桜並木角館川沿いの桜並木 かたくり群生地の郷かたくり群生地の郷 ミズバショウ群生地ミズバショウ群生地

出発日
6/2（土）

鶴岡（7：30 発）－ぴょんぴょん舎（昼食）　　　　　　　　　　

－盛岡市内「東北絆まつり」－鶴岡（20：00 頃着）

　11,600
お一人様 旅行代金　（税込）

▶けさらんハッピーポイント 120P 付▶生活購買会利用 240 円割引

▶添乗員同行▶庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス：ガイドなし

大人お一人様

6/2
（土）

円
▶募集人員 40 名様（最少催行 30 名）

日 帰 り
* 盛岡冷麺・焼肉・ミニサラダ

～東北絆まつり盛岡～～東北絆まつり盛岡～

ナムル・ミニキムチ付

盛岡さんさ祭り盛岡さんさ祭り 山形花笠音頭山形花笠音頭

80万株の芝桜「富士芝桜まつり」と花の都公園80万株の芝桜「富士芝桜まつり」と花の都公園 リニア見学センターリニア見学センター●

/ 申込は 2 名以上

* バス内朝食枝豆おにぎり弁当付

* 屋外のお花畑。富士山を背景にした絶景！ * 試験車両見学 / 走行試験が見られるかも！？

リニア見学センターリニア見学センター河口湖畔河口湖畔富士山と芝桜富士山と芝桜 花の都公園花の都公園

世界が息を呑んだ美しさ！日本一の大藤まつりと世界が息を呑んだ美しさ！日本一の大藤まつりと
青い絨毯ネモフィラ・北関東花めぐりの旅青い絨毯ネモフィラ・北関東花めぐりの旅

つつじが岡公園つつじが岡公園 大藤まつり大藤まつり ネモフィラネモフィラ 那珂湊市場那珂湊市場

* 世界が息を呑んだ美しさ、600 畳敷きの大藤棚や藤の花回廊など鑑賞！ライトアップも見事です！

* きのこ山菜わっぱ膳

* 一面に広がるライトブルーの瑠璃唐草群生地は圧巻！

* 海鮮丼・お買い物もどうぞ

みなとまち横浜・世界遺産国立西洋美術館

▶添乗員同行▶庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス：ガイドなし

* 鎌倉初代将軍源頼朝ゆかりの神社 * 夕食は、中華街にてふかひれ中華コース料理を堪能

6/8
（金）

ホテル（8：45 発）－国立西洋美術館 * 本館は「ル・コルビュジエの建築作品、近代

建築運動への顕著な貢献」の構成資産として、

－東京都内（昼食）－鶴岡（19：00 頃着） 世界文化遺産に登録されています。

長谷寺あじさい長谷寺あじさい 鶴岡八幡宮鶴岡八幡宮 ふかひれコース料理ふかひれコース料理 国立西洋美術館国立西洋美術館

6/2（土）楽天 VS東京ヤクルトスワローズ ★5/1 までの早期申込割引▲800 円　（5/1 まで　４歳～中学生申込締切）

4/7
（土）

鶴岡（8：40 頃発）－伊達の牛タン（昼食）

－「野球観戦」－鶴岡（21：00 頃着）
* 牛タン定食

* 内野指定席 1 塁側Ａシートご用意！

6/2
（土）

4/7 自然派ビュッフェ4/7 自然派ビュッフェ 6/2 伊達の牛タン6/2 伊達の牛タン 楽天 2018 スローガン楽天 2018 スローガン

▶添乗員同行▶庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス：ガイドなし

▶添乗員同行▶庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス：ガイド付

▶添乗員同行▶庄内交通又は大和交通又はアールエス観光バス：ガイドなし


