
お申し込みは裏面をご覧ください

☝▶列車及び高速乗合バスは貸切ではない為、お席の確保はありません。
※記載している時刻はあくまで目安です。最終案内書にてご確認ください。　※掲載している紅葉などの見頃は気象状況により前後する場合があります。

11/20～12/12の土日祝出発日

11/20㈯、21㈰、23㈷、27㈯、28㈰、12/4㈯、5㈰、11㈯、12㈰

10/23～11/14の土日祝出発日

10/23㈯、24㈰、30㈯、31㈰、11/3㈷、6㈯、7㈰、13㈯、14㈰

9,800円［税込］［税込］ ［税込］［税込］

お一人様
大人

小学生以下

最少催行人員10名

広島駅(10:05）ご備後庄原駅(11:56）＝かんぽの郷庄
原（昼食）＝帝釈峡・神龍湖で遊覧船 ＝
　東城の街並み散策 ＝
道の駅遊YOUさろん東城（お買物）＝東城駅(16:21）
高速乗合バス＝広島駅新幹線口(19:12頃）

広島駅（10:05）ご備後庄原駅（11:56）＝かんぽの郷庄原
（昼食）＝熊野神社参拝＝備後落合駅ご《JR木次線三段
式スイッチバック体験》ご出雲坂根駅＝奥出雲おろち
ループ（買物）＝グリーンフィールド西城《ジェラート》
＝備後落合駅（17:15）ご広島駅（20:56）

帝釈峡・神龍湖
遊覧船で秋満喫と
東城の街さんぽツアー

［税込］［税込］［税込］

最少催行人員10名
円
［税込］［税込］［税込］小学生以下

最少催行人員10名

［税込］［税込］［税込］

最少催行人員10名
円6,800

比婆道後帝釈国定公園の帝釈峡。カルス
ト台地の作り出した迫力の奇岩や絶壁の
神龍湖を遊覧船で楽しみます。

紅葉の名所 帝釈峡神龍湖

直線距離約1kmの1区間ながら高低差
162mという激しい急勾配を列車の進行
方向を２回にわたって前後を切替えジグ
ザグに約７kmの線路を走る方式で、JR
西日本ではここだけ！

三段式スイッチバック

熊野神社境内には県天然記念
物の迫力の巨杉がそそりたつ

森に自生する植物や地元野菜
を使うグリーンフィールド西城
のジェラート

鉄道ファンに人気の
備後落合駅

切り返しのため並行
している2本の線路

11/20㈯、21㈰、23㈷、27㈯、28㈰、12/4㈯、5㈰、11㈯、12㈰

広島駅（10:05）ご備後庄原駅（11:56）＝

9,800円［税込］［税込］

お一人様
大人

※画像はイメージです

懐かしい気配の残る
レトロな東城の町並み

［税込］［税込］小学生以下

最少催行人員10名

［税込］［税込］［税込］

最少催行人員10名
円
［税込］［税込］［税込］小学生以下

最少催行人員10名

［税込］［税込］［税込］

最少催行人員10名
円6,800

そうだ、芸備線で行こう。

庄原ライナー原原庄庄庄庄 ナナイナイ原ラ庄庄原 イイイナイイナイ ーナーナララ原原原原原原原原原 イナイナイナナイナイナナナナイナイ庄庄庄庄庄庄庄庄庄庄庄庄庄庄庄庄庄原原原原ライイイイナイナイイナイイナイイナイナナナーナーナーナーナーナーナーナーナ原原原原ララララ
広島県中山間地域魅力向上事業補助金適用事業

備後庄原駅から貸切バス 庄原から地元「やまなみガイド」同行！

私たちが
ご案内
いたしま

す！

高速乗合
バスの旅旅旅バスのバスバス
高速乗合高速乗合高速乗合高速乗合

列車及び高速乗合バスは貸切ではない為、お席の確保はありません。

※小学生以下料金の方はお子様セットメニューをご用意いたします※小学生以下料金の方はお子様セットメニューをご用意いたします

木次線三段スイッチバック体験と
森の中の地元

素材ジェラートツアー
木次線三段スイッチバック体験木次線三段スイッチバック体験木次線三段スイッチバック体験木次線三段スイッチバック体験木次線三段スイッチバック体験木次線三段スイッチバック体験木次線三段スイッチバック体験

広島発 10:05
矢賀発 10:09
戸坂発 10:15
安芸矢口発 10:20

～

三次着 11:27
三次発 11:30
備後庄原着 11:56

快速「庄原ライナー」
時刻表 10/23～12/12

の土日祝 運行

帝釈峡・神龍湖帝釈峡・神龍湖帝釈峡・神龍湖

道の駅遊YOUさろん東城（お買物）＝
高速乗合バス＝広島駅新幹線口(19:12頃）

懐かしい気配の残る懐かしい気配の残る
レトロな東城の町並みレトロな東城の町並み
懐かしい気配の残る懐かしい気配の残る
レトロな東城の町並みレトロな東城の町並み

東城のお買い物で
使える東城町
ICカード「ほろか」

1000円チャージ
プレゼント

東城のお買い物で東城のお買い物で東城のお買い物で

参加特典
初日10/23のみ



とうじょうは

森の自生植物や地元野
菜を使うグリーンフィー
ルド西城のジェラート

自分好みのりんごが
みつかる？りんご狩り

10/28㈭、11/11㈭出発日 10/28㈭、11/1出発日

13,000円［税込］［税込］ ［税込］［税込］

お一人様
大人

小学生以下

最少催行人員10名／食事：県民の森 焼肉弁当

広島駅(7:53）ご三次駅(9:52）＝（貸切バス）＝
三次もののけミュージアム＝県民の森（昼食&散策）
＝比婆山連峰竜王山駐車場＝
熊野神社（県天然の巨木杉群）＝熊野の大トチ（巨木）
＝備後落合駅（17:15）ご（三次駅乗換）ご広島駅(20:56）

［税込］［税込］［税込］

最少催行人員10名／食事：県民の森 焼肉弁当
円
［税込］［税込］［税込］

小学生以下

最少催行人員10名／食事：県民の森 焼肉弁当最少催行人員10名／食事：県民の森 焼肉弁当

［税込］［税込］［税込］

最少催行人員10名／食事：県民の森 焼肉弁当
円10,000

11/2㈫、16㈫出発日 11/2㈫、1出発日

13,000円［税込］［税込］ ［税込］［税込］

お一人様
大人

小学生以下

最少催行人員10名／食事：ひば・道後山高原荘 松花堂弁当

広島駅（7:53）ご三次駅（9:52）＝（貸切バス）＝
三次もののけミュージアム＝ひば・道後山高原荘（昼食
＆散策）＝道後山月見ヶ丘駐車場＝山上観光りんご園
（リンゴ狩り）＝グリーンフィールド西城（自家製アイス）
＝備後落合駅（17:15）ご（三次駅乗換）ご広島駅（20:56）

［税込］［税込］［税込］

最少催行人員10名／食事：ひば・道後山高原荘 松花堂弁当
円
［税込］［税込］［税込］

小学生以下

最少催行人員10名／食事：ひば・道後山高原荘 松花堂弁当最少催行人員10名／食事：ひば・道後山高原荘 松花堂弁当

［税込］［税込］［税込］

最少催行人員10名／食事：ひば・道後山高原荘 松花堂弁当
円10,000

ご旅行条件（抜粋）

り
帰
日 旅行開始日の前日から起算して

11日前まで 10～８日前まで ７～２日前まで

無料 旅行代金の30％ 旅行代金の
40％

旅行開始日の
前日

旅行開始日の
当日

旅行代金の
50％

旅行代金の
100％旅行代金の20％

旅行開始後の解除
及び無連絡不参加

〇詳しい旅行条件の説明をWEBサイト（https://shobara-info.com/topics/1397）にてご確認のうえ
　お申込みください。　
●申込金／日帰りツアーは、旅行代金の全額を申し受けます。尚、申込金はご旅行代金や取消料の
一部に充当します。

●取消料／旅行契約成立後、お客様の都合で契約を取り消される場合には旅行代金に対してお一人
につき下記の料率で取消料をいただきます。但し、契約解除のお申出をされた当社の営業時間内
とします。営業時間終了後に着信したFAX、Eメール等は翌営業日の受付となります。

●責任・免責事項は、標準旅行業約款の規約によります。
※個人情報のお取扱いについて／ご予約・お申し込み時にいただくお客様個人情報は、お客様との
　連絡ならびに旅行の遂行と今後のご案内等に利用致します。　
　旅行手配に必要な場合にのみ運送・宿泊機関など第三者に提供します。
　詳しい旅行条件書は、WEBサイト（https://shobara-info.com/topics/1397）でご覧いただけます。
運行バス会社:備北交通㈱、帝釈観光㈱、広交観光㈱、㈲君田交通、よしじまタクシー、ひろでんモビリティサービス㈱

お申し込みの流れ

①お客様

②当機構

③お客様

④当機構 ご出発5日前から7日前に、最終案内文書・各チケットを発送致します。

⑤お客様 ご旅行当日、各自指定バス・指定列車へご乗車ください。

■旅行企画・実施
広島県知事登録旅行業　第　地域－421号

募集型企画旅行実施可能区域／
庄原市・三次市・神石高原町・府中市・新見市（岡山県）・高梁市（岡山県）
日南町（鳥取県）・奥出雲町（島根県）・飯南町（島根県）・雲南市（島根県）

庄原市三日市町4-10
里山の駅　庄原ふらり内
総合旅行業務取扱管理者／坂田忠則

（一社）庄原観光推進機構

TEL（0824）75－0173 FAX（0824）75－0172

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行の取り扱う営業所での取引の責任者です。
この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく
上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

（一社）全国旅行業協会正会員

営業時間8:30～17:15

※営業時間後のFAX等の受信は、翌営業日の扱いとなります。

（庄原DMO）

専用のＷＥＢ受付ページでお申込、お支払い方法をご選
択ください。また、旅行条件書・個人情報のお取扱いにつ
いては申込時にご確認下さい。※未成年の方は、未成
年参加同意書に親権者の同意が必要になります。

お支払い方法にしたがってメール又は、振
込用紙（ゆうちょ銀行）を発送いたします。

お支払い方法に従って、指定期日までにお支払い下さい。（
旅行代金を弊社が受領した時点で、お申込みとなります。）

※画像はイメージです

※キャンセル料は補助金適用前の料金に適用になります。

国営備北丘陵公園（19:50）＝（特別便）＝三次駅（20:41頃）ご JR芸備線ご 広島駅（22:28頃）

光の公園をたっぷり約2時間半
お楽しみください

広島駅新幹線口3番ホーム（14:05）＝高速乗合バス＝三次駅前（15:41）＝（特別便）＝国営備北丘陵公園（16:15頃）

（点灯開始17：30～）

4,800［税込］［税込］［税込］4,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,8004,800
　　　　　2021年 11/2０㈯・27㈯

12/4㈯・11㈯・18㈯・24㈮
2022年 1/8㈯・9㈰

出発日

全催行保証！

▶高速乗合バス及び列車は貸切では
　ない為、お席の確保はありません。

70万球の電球が光輝く幻想的な世界へ

晴天の日の山頂からは比婆山・
御陵の峰を仰ぎ、伯耆大山や
道後山を望むことができます。

標高1,256m
紅葉の鮮やかな竜王山

芸備線乗車体験と秋の備北満喫の旅

※記載している時刻はあくまで目安です。最終案内書にてご確認ください。※掲載している紅葉などの見頃は気象状況により前後する場合があります。

自分好みのりんごが自分好みのりんごが
みつかる？りんご狩りみつかる？りんご狩り

お一人様

「道後山」は日本三百名山の一つ。山頂
周辺になだらかに広がる草原とパノラ
マ、季節がみせる自然の美しさが魅力。

中国山地の山景色を楽しめる！

最大催行人員40名（このプランには添乗員はつきません）

高速乗合
バスツアーバスツアーバスツアーバスツアー
高速乗合高速乗合高速乗合&

芸備線乗車体験芸備線乗車体験芸備線乗車体験芸備線乗車体験芸備線乗車体験芸備線乗車体験

広島駅（22:28頃）
（点灯開始17：30～）

標高1,256m

旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅

地元ガイド

がご案内
いたしま

す！

ひばやま

プラン プラン


