
3,200円

福井県福井市

旅行代金：おひとり様
(税込)

※雨天決行ですが、行程上危険と判断される場合、

　中止とさせていただく場合がございます。4月5日(金)

予定行程

平和堂旅行センター
ホームページ

歩行距離：約5km
※諸状況により一部コース・時間が変更になる場合がございます。

ツアー情報満載！

スマート
フォンの方は
コチラ▶

【旅行企画・実施】 【お申込み・お問合せ】
滋賀県知事登録旅行業 第２－１０９号 

(一社)日本旅行業協会正会員
株式会社平和堂(旅行センター)

滋賀県彦根市西今町1番地

ツアーのポイント

実施日

平和堂のまちあるきツアー じもとりっぷ

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、バス代､入場代、添乗/ガイド諸経費）

○旅行代金を添えて下記旅行センターまでお申込み下さい。
○お申し込みの際には詳しい旅行条件書（全文）をお渡し致します。事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。
○安心してご参加頂くため、旅行傷害保険へのご加入をおすすめ致します。
○当日は別途お渡し致します行程表をご持参くださいませ。
○福井駅までの交通費及び駐車料金は、お客様負担となります。
○気温や天候、気象条件により、桜の開花状況は変わります。あらかじめご了承ください。
○雨天等、悪天候の場合や、混雑時には行程を変更する場合がございます。

足羽神社 橘曙覧　記念文学館と愛宕坂 昼食場所　愛宕庵

※ツアー実施の7日前までにお申し込みがない場合、ツアーを中止させていただく場合がございます。
■最少催行人員：1名様よりツアーを実施いたします。

■じもとガイドさん・平和堂の添乗員又は係員同行
■昼食：蕎楽 愛宕庵の名物、おろし醤油かつ丼と越前おろし蕎麦セット
■お土産：福井銘菓 ･羽二重くるみ

福井が誇る桜の名所！足羽山･足羽河原を巡ります！

足羽河原の桜(イメージ)

募集人員：
15名様
おひとり様から

ご参加いただけます。

～福井が誇る桜の名所！足羽山･足羽河原歴史散策～

じもと
ガイドさんと歩こう！『福井』



※「歩こう!竹生島」コースは、
　5名様からツアーを実施いたします。ガイドさんと一緒に歩いてじもと再発見　おひとり様からご参加いただけます。

他にも多数コースをご用意しています。詳しくは売り場設置のパンフレットをご覧くださいませ。

平和堂のまちあるきツアー～じもとりっぷ～

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共１５名様
■　集合/　　　　　津幡駅（８：２０）
■　解散/　　　　  倶利伽羅駅（１４：００頃）
■　歩行距離/　　　約４．８km
■　昼食/　　　　　倶利伽羅不動境内食堂/倶利伽羅そば+おにぎり
■　お土産/　　　　不動大福

4月28日（日）・4月29日（月・祝）
津幡駅＝倶利伽羅不動寺・・不動が池・・倶利伽羅公園・・五社権現・・倶利伽羅公園展望・・
古戦場・・倶利伽羅不動寺山頂堂・・念仏赤餅月見学・・倶利伽羅不動境内食堂（昼食）・・・・倶利伽羅駅

■コースのポイント/約6,000本の八重桜の名勝倶利伽羅公園を2日間特別企画厄除け
　　　　　　　　“念仏赤餅”つきが開催されます。

津幡町

歩こう！津幡～倶利伽羅さん八重桜と厄除け“念仏赤餅”つき散策～

旅 行 代 金
(おひとり様)

倶利伽羅さん
八重桜まつり 念仏赤餅つき 倶利伽羅そば お土産「不動大福」

(税込)

（旅行代金に含まれているもの：昼食代・往路バス代(津幡駅⇒倶利伽羅不動寺）・添乗/ガイド諸経費）

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共１５名様
■　集合/　　　　　JR金沢駅東口バス乗り場7番付近（１０：２５）
■　解散/　　　　  JR金沢駅（１５：００頃）
■　歩行距離/　　　約３km
■　昼食/　　　　　梅梅/麻婆豆腐定食
■　お土産/　　　　上生菓子４個

4月15日（月）・4月25日（木）
JR金沢駅東口バス乗り場7番付近＝橋場町バス停・・・ひがし茶屋街・・・主計町茶屋街・・・金沢蓄音器館・・・
梅梅（昼食）・・・越山甘清堂にて上生菓子手作り体験・・・東本願寺金沢別院・・・JR金沢駅

■コースのポイント/金沢の古民家を改装した人気中華料理屋「梅梅」の麻婆豆腐定食と、
　　　　　　　　   金沢の伝統文化和菓子作り体験を楽しめます♪

金沢市

歩こう！金沢 ～風情ある金沢の街並み散策と上生菓子手作り体験～

旅 行 代 金
(おひとり様)

(注意)
・往路は路線バスとなる為、時間厳守でお願いします。

ひがし茶屋街
「写真提供：金沢市」

金沢蓄音器館
「写真提供：金沢市」

上生菓子
手作り体験：越山甘清堂 梅梅「麻婆豆腐定食」

(税込)

（旅行代金に含まれているもの：バス代金（往路）、昼食代金、和菓子手作り体験料、金沢蓄音器館入館料、添乗/ガイド諸経費）

(注意)
・桜の見頃はその年の気象状況により大きく変わり、見頃にご覧頂けない場合もございます。

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共１5名様
■　集合/　　　　　ＪＲ小松駅(９：５０)
■　解散/　　　　　ＪＲ小松駅(１５：００頃)
■　歩行距離/　　　約６km
■　昼食/　　　　　キッチン＆カフェほんだ/八百屋さん直営のサラダバー,鶏のからあげ、ごはん、みそ汁
■　お土産/    　    日本遺産に認定された「小松の石文化」をイメージしたタルト菓子

4月3日（水）・4月8日（月）

■コースのポイント/全国でも珍しい浮島にある小松天満宮と、桜の名所 芦城公園などの前田家ゆかりの地を
　　　　　　　　　めぐりながら歴史を感じていただけるコースです。

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、添乗/ガイド諸経費）

小松市

(税込)

歩こう！小松 ～浮島の小松天満宮と桜の名所芦城公園～

旅 行 代 金
(おひとり様)

浮島の小松天満宮 葭島神社 桜の名所 芦城公園
八百屋さん

直営サラダバー付ランチ

ＪＲ小松駅・・・町家外観を見ながら移動・・・葭島神社・・・小松天満宮・・・
キッチン＆カフェほんだ（昼食）・・・小松城址・・・芦城公園・・・ＪＲ小松駅

旧森田銀行 三国バーガー
（昼食）

瀧谷寺

行程

■　最少催行人員/　1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の10日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　15名様
■　集合/　　　　　えちぜん鉄道三国駅(１１：００)
■　解散/　　　　　えちぜん鉄道三国駅(１５：３０頃)
■　歩行距離/　　　約３．５km
■　昼食/　　　　　三國湊座の名物・三国バーガーセット
■　お土産/　　　　三国名物！酒まんじゅう

5月25日（土）
えちぜん鉄道三国駅(11:05発)･･･瀧谷寺･･･三國湊座(昼食)・・･マチノクラ･･･岸名家･･･旧森田銀行
･･･元大野屋･･･西光寺･･･いとや提灯･･･えちぜん鉄道三国駅

■コースのポイント/北前船の寄港地･湊町三国の歴史を知るツアー｡
　       　　　　　　あわら温泉などにご宿泊のお客様にもおすすめのツアーです！

（旅行代金に含まれているもの：昼食代･添乗/ガイド諸経費）

坂井市坂井市

(税込)

歩こう！三国湊 ～歴史ある北前船の寄港地
三国湊ときたまえ通り散策～

旅 行 代 金
(おひとり様)

岸名家
(注意)・三国駅までの交通費及び駐車料金は、お客様ご負担となります。
・瀧谷寺は寺専属ガイド及び添乗員でのご案内となり､地元ボランティアガイドは昼食後からの合流､ご案内となります。
・福井駅から電車にてお越しのお客様は､えちぜん鉄道一日フリーきっぷ(大人1,000円）のご利用が便利です！

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共１5名様
■　集合/　　　　　ＪＲ敦賀駅（９：５５）
■　解散/　　　　　ＪＲ敦賀駅（１６：４０頃）
■　歩行距離/　　　約9km
■　昼食/　　　　　そば処大手門/日替わりランチ
■　お土産/          小堀菓舗　昆布さぶれ　と　氣比の松葉焼

4月4日（木）・4月25日（木）

■コースのポイント/戦国時代の波瀾、芭蕉も旅して、杉原千畝の命のビザでたくさん降り立った町
　　　　　　　　「敦賀」をタイムスリップしながら辿ってみましょう！

（旅行代金に含まれているもの：路線バス代（敦賀駅→気比の松原）、昼食代、ムゼウム展示協力金、添乗/ガイド諸経費）

敦賀市

(税込)

歩こう！敦賀 ～つるが歴史さんぽ～

旅 行 代 金
(おひとり様)　　気比の松原 都怒我阿羅斯等像 氣比神宮 日替わりランチ（一例）

ＪＲ敦賀駅＝（路線バス）＝気比の松原バス停・・・気比の松原・・・松原神社・・・武田耕雲斎等の墓
・・・大手門（昼食）・・・八幡神社・・・博物館通り・・・旧敦賀港駅舎（敦賀鉄道資料館）・・・
・・・人道の港　ムゼウム（入場）・・・金崎宮・・・氣比神宮・・・JR敦賀駅

行程

■　最少催行人員/　各出発日共5名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共１5名様
■　集合/　　　　　JR近江今津駅（９：１５）
■　解散/　　　　　JR近江今津駅（１４：４０頃）
■　歩行距離/　　　約２．４km
■　昼食/　　　　　西庵
■　お土産/          ざぜん草もなか(２個）

5月10日（金）・5月24日（金）

■コースのポイント/西国三十三所札所めぐり第三十番札所「宝厳寺」のある島として、
　　　　　　　　　古来より人々に厚い信仰を集めてきた竹生島を訪ねます。

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、乗船代、竹生島拝観料、添乗/ガイド諸経費）

(税込)

歩こう！竹生島 ～琵琶湖に浮かぶ秘境の島　
“竹生島”を訪ねて～

旅 行 代 金
(おひとり様)竹生島 宝厳寺 都久夫須麻神社 昼食（イメージ）

JR近江今津駅・・・琵琶湖周航の歌資料館・・・琵琶湖周航の歌記念碑・・・今津港～～竹生島
（宝厳寺・都久夫須麻神社）～～今津港・・・西庵（昼食）・・・泉慶寺・・・ＪＲ近江今津駅



2,900円

福井県坂井市

旅行代金：おひとり様
(税込)

※雨天決行ですが、行程上危険と判断される場合、

　中止とさせていただく場合がございます。5月25日（土）

予定行程

平和堂旅行センター
ホームページ

歩行距離：約3.5km
※諸状況により一部コース・時間が変更になる場合がございます。

ツアー情報満載！

スマート
フォンの方は
コチラ▶

【旅行企画・実施】 【お申込み・お問合せ】
滋賀県知事登録旅行業 第２－１０９号 

(一社)日本旅行業協会正会員
株式会社平和堂(旅行センター)

滋賀県彦根市西今町1番地

ツアーのポイント

実施日

平和堂のまちあるきツアー じもとりっぷ

（旅行代金に含まれているもの：昼食代･添乗/ガイド諸経費）

○旅行代金を添えて下記旅行センターまでお申込み下さい。
○お申し込みの際には詳しい旅行条件書（全文）をお渡し致します。事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。
○安心してご参加頂くため、旅行傷害保険へのご加入をおすすめ致します。
○当日は別途お渡し致します行程表をご持参くださいませ。
○三国駅までの交通費及び駐車料金は、お客様ご負担となります。
○瀧谷寺は寺専属ガイド及び添乗員でのご案内となり､地元ボランティアガイドは昼食後からの合流､ご案内となります。
○福井駅から電車にてお越しのお客様は､えちぜん鉄道一日フリーきっぷ(大人1,000円）のご利用が便利です！

岸名家 旧森田銀行 三国バーガー（昼食）

※ツアー実施の10日前までにお申し込みがない場合、ツアーを中止させていただく場合がございます。
■最少催行人員：1名様よりツアーを実施いたします。

■じもとガイドさん・平和堂の添乗員又は係員同行
■昼食：三國湊座の名物・三国バーガーセット
■お土産：三国名物！酒まんじゅう

北前船の寄港地･湊町三国の歴史を知るツアー｡あわら温泉などにご宿泊のお客様にもおすすめのツアーです！

瀧谷寺

募集人員：
15名様
おひとり様から

ご参加いただけます。

～歴史ある北前船の寄港地三国湊ときたまえ通り散策～

じもと
ガイドさんと歩こう！『三国湊』



ガイドさんと一 緒に歩いてじもと再 発 見 　 おひとり様 からご参 加いただけます 。

他にも多数コースをご用意しています。詳しくは売り場設置のパンフレットをご覧くださいませ。

平和堂のまちあるきツアー～じもとりっぷ～

橘曙覧
記念文学館と愛宕坂 昼食場所 愛宕庵足羽河原の桜(イメージ)

行程

■　最少催行人員/　1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　15名様
■　集合/　　　　　JR福井駅(９：４０)
■　解散/　　　　　JR福井駅(１５：３０頃)
■　歩行距離/　　　約５km
■　昼食/　　　　　蕎楽 愛宕庵の名物、おろし醤油かつ丼と越前おろし蕎麦セット
■　お土産/　　　　福井銘菓･羽二重くるみ

4月5日（金）
JR福井駅(9:55発)＝(路線バス)＝足羽山公園下バス停･･･毛谷黒瀧神社･･･藤島神社･･･
･･･継体天皇像・・・足羽神社・・・蕎楽 愛宕庵(昼食）・・・橘曙覧記念文学館･･･愛宕坂茶道美術館
･･･足羽河原･･･浜町､グリフィス記念館＝(路線バス)＝福井駅･･･福井城址･･･JR福井駅

■コースのポイント/福井が誇る桜の名所！足羽山･足羽河原を巡ります！

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、バス代､入場代、添乗/ガイド諸経費）

福井市福井市

(税込)

歩こう！福井 ～福井が誇る桜の名所！
足羽山･足羽河原歴史散策～

旅 行 代 金
(おひとり様)

足羽神社
(注意)・福井駅までの交通費及び駐車料金は、お客様負担となります。
・気温や天候、気象条件により、桜の開花状況は変わります。あらかじめご了承ください。
・雨天等、悪天候の場合や、混雑時には行程を変更する場合がございます。

(注意)
・桜の見頃はその年の気象状況により大きく変わり、見頃にご覧頂けない場合もございます。

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共１5名様
■　集合/　　　　　ＪＲ小松駅(９：５０)
■　解散/　　　　　ＪＲ小松駅(１５：００頃)
■　歩行距離/　　　約６km
■　昼食/　　　　　キッチン＆カフェほんだ/八百屋さん直営のサラダバー,鶏のからあげ、ごはん、みそ汁
■　お土産/    　    日本遺産に認定された「小松の石文化」をイメージしたタルト菓子

4月3日（水）・4月8日（月）

■コースのポイント/全国でも珍しい浮島にある小松天満宮と、桜の名所 芦城公園などの前田家ゆかりの地を
　　　　　　　　　めぐりながら歴史を感じていただけるコースです。

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、添乗/ガイド諸経費）

小松市

(税込)

歩こう！小松 ～浮島の小松天満宮と桜の名所芦城公園～

旅 行 代 金
(おひとり様)

浮島の小松天満宮 葭島神社 桜の名所 芦城公園
八百屋さん

直営サラダバー付ランチ

ＪＲ小松駅・・・町家外観を見ながら移動・・・葭島神社・・・小松天満宮・・・
キッチン＆カフェほんだ（昼食）・・・小松城址・・・芦城公園・・・ＪＲ小松駅

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共１５名様
■　集合/　　　　　津幡駅（８：２０）
■　解散/　　　　  倶利伽羅駅（１４：００頃）
■　歩行距離/　　　約４．８km
■　昼食/　　　　　倶利伽羅不動境内食堂/倶利伽羅そば+おにぎり
■　お土産/　　　　不動大福

4月28日（日）・4月29日（月・祝）
津幡駅＝倶利伽羅不動寺・・不動が池・・倶利伽羅公園・・五社権現・・倶利伽羅公園展望・・
古戦場・・倶利伽羅不動寺山頂堂・・念仏赤餅月見学・・倶利伽羅不動境内食堂（昼食）・・・・倶利伽羅駅

■コースのポイント/約6,000本の八重桜の名勝倶利伽羅公園を2日間特別企画厄除け
　　　　　　　　“念仏赤餅”つきが開催されます。

津幡町

歩こう！津幡～倶利伽羅さん八重桜と厄除け“念仏赤餅”つき散策～

旅 行 代 金
(おひとり様)

倶利伽羅さん
八重桜まつり 念仏赤餅つき 倶利伽羅そば お土産「不動大福」

(税込)

（旅行代金に含まれているもの：昼食代・往路バス代(津幡駅⇒倶利伽羅不動寺）・添乗/ガイド諸経費）

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共１５名様
■　集合/　　　　　JR金沢駅東口バス乗り場7番付近（１０：２５）
■　解散/　　　　  JR金沢駅（１５：００頃）
■　歩行距離/　　　約３km
■　昼食/　　　　　梅梅/麻婆豆腐定食
■　お土産/　　　　上生菓子４個

4月15日（月）・4月25日（木）
JR金沢駅東口バス乗り場7番付近＝橋場町バス停・・・ひがし茶屋街・・・主計町茶屋街・・・金沢蓄音器館・・・
梅梅（昼食）・・・越山甘清堂にて上生菓子手作り体験・・・東本願寺金沢別院・・・JR金沢駅

■コースのポイント/金沢の古民家を改装した人気中華料理屋「梅梅」の麻婆豆腐定食と、
　　　　　　　　   金沢の伝統文化和菓子作り体験を楽しめます♪

金沢市

歩こう！金沢 ～風情ある金沢の街並み散策と上生菓子手作り体験～

旅 行 代 金
(おひとり様)

(注意)
・往路は路線バスとなる為、時間厳守でお願いします。

ひがし茶屋街
「写真提供：金沢市」

金沢蓄音器館
「写真提供：金沢市」

上生菓子
手作り体験：越山甘清堂 梅梅「麻婆豆腐定食」

(税込)

（旅行代金に含まれているもの：バス代金（往路）、昼食代金、和菓子手作り体験料、金沢蓄音器館入館料、添乗/ガイド諸経費）

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共１5名様
■　集合/　　　　　ＪＲ敦賀駅（９：５５）
■　解散/　　　　　ＪＲ敦賀駅（１６：４０頃）
■　歩行距離/　　　約9km
■　昼食/　　　　　そば処大手門/日替わりランチ
■　お土産/          小堀菓舗　昆布さぶれ　と　氣比の松葉焼

4月4日（木）・4月25日（木）

■コースのポイント/戦国時代の波瀾、芭蕉も旅して、杉原千畝の命のビザでたくさん降り立った町
　　　　　　　　「敦賀」をタイムスリップしながら辿ってみましょう！

（旅行代金に含まれているもの：路線バス代（敦賀駅→気比の松原）、昼食代、ムゼウム展示協力金、添乗/ガイド諸経費）

敦賀市

(税込)

歩こう！敦賀 ～つるが歴史さんぽ～

旅 行 代 金
(おひとり様)　　気比の松原 都怒我阿羅斯等像 氣比神宮 日替わりランチ（一例）

ＪＲ敦賀駅＝（路線バス）＝気比の松原バス停・・・気比の松原・・・松原神社・・・武田耕雲斎等の墓
・・・大手門（昼食）・・・八幡神社・・・博物館通り・・・旧敦賀港駅舎（敦賀鉄道資料館）・・・
・・・人道の港　ムゼウム（入場）・・・金崎宮・・・氣比神宮・・・JR敦賀駅

行程

■　最少催行人員/　各出発日共1名様からツアーを実施いたします。
　　 　　　　　　　　　※ツアー実施日の7日前までにお申し込みがない場合、
　　　　　　　　　　　ツアーを中止させて頂く場合がございます。
■　募集人員/　　　各出発日共１５名様
■　集合/　　　　　JR長浜駅（１１：００）
■　解散/　　　　　JR長浜駅（１５：４０頃）
■　歩行距離/　　　約６．８km
■　昼食/　　　　　茂美志屋/御坊さん通り（長浜名物のっぺいうどんと豆腐の田楽）
■　お土産/          菓匠禄兵衛名代草餅（２個）

４月26日（金）・5月8日（水）

■コースのポイント/秀吉公に縁深く、花の名所としても知られる古社寺を訪ねます。昼食は長浜名物です。

（旅行代金に含まれているもの：昼食代、大通寺・総持寺入山料、路線バス代（神照寺前～長浜駅）、添乗/ガイド諸経費

(税込)

歩こう！長浜 ～秀吉公の築いた城下町、
“長浜”の古社寺を訪ねる～

旅 行 代 金
(おひとり様)総持寺 大通寺 長浜八幡宮

長浜名物
のっぺいうどんセット

ＪＲ長浜駅・・・豊国神社・・・知善院・・・茂美志屋（昼食）・・・大通寺・・・長浜八幡宮・舎那院・・
総持寺・・・神照寺＝JR長浜駅前


