
貸切バス安全性評価認定三ツ星連続取得中！
平和交通の兄弟会社

〇 〇

　※1　全コース税込表示　　※2　そらまめツアー スカイタウン・スカイマンションは接続便へご乗車、稲毛海岸駅で乗り継ぎとなります。 × ×

朝 × 朝 ×

昼 〇 昼 〇

× ×

〇 〇

・宝登山の澄んだ空気で春を迎えよう

・秩父の街が見渡せる小高いレストランで手ごねハンバーグに舌鼓 〇 〇

・どこか懐かしい秩父駅周辺を散策！秩父神社の水占おみくじが楽しい × ×

・広々とした洋菓子屋さんで、旅のお土産をたっぷりゲット♪ 朝 × 朝 ×

昼 〇 昼 〇

× × × ×

〇 〇 〇 〇

・青く広がるお花の絨毯に包まれて、メルヘンチックなひとときを。 ・ビビッドなポピーと可愛く写真をパシャリ

・にぎやかな市場で海鮮昼食とお買い物を楽しもう ・記念艦三笠の士官室で海軍カレー昼食。気分は海軍！？

・めんたいパークの「めんたいソフト」は甘じょっぱ美味しい！ ・軍港巡りでは、運がよければレアな軍艦に出会えるかも。

・最後は道の駅でお買い物。旅の思い出を持ち帰ろう！ ・船着き場で横須賀ならではのお土産をお買い物

最少催行

人数
15名

こども 11,200円 バスガイド 昼 こども 12,000円 バスガイド 昼
5/17(火)・5/28(土)

大人 13,400円 添乗員
食事

朝

ネモフィラに囲まれて…ひたち海浜公園と那珂湊おさかな市場 くりはま花の国と海軍カレーランチ・軍港巡りツアー

4/16(土)・4/26(火)
大人 11,900円 添乗員

食事
朝 最少催行

人数
15名

バスガイド バスガイド

食事 食事

最少

催行

人数
15名

最少

催行

人数
15名

大人こども共通 8,500円 大人こども共通 8,800円

添乗員 添乗員

最少催行

人数
12名 4/8(金) 5/14(土)・5/26(木)

こども 12,800円 バスガイド 昼
3/30(水)

大人 13,250円 添乗員
食事

朝

バスガイドさんの楽しいおはなし付き！　丸一日旅行を満喫したい方へ
車で行くにはちょっと大変な関東近郊県へ、バスでお出かけしませんか？

最少

催行

人数
15名

最少

催行

人数
12名

ロープウェイに乗って宝登山散策♪　秩父の街並み満喫旅
　海鮮・いちご狩り・はちみつ
　　　　春の房総くいしんぼう旅

犬吠崎灯台・銚子の海の幸と
海辺ショッピング

添乗員 添乗員

バスガイド バスガイド

　　　　　　　　　　そらまめツアー　さんつぶ 食事 食事

3/27(日)・3/29(火) 4/3(日)　

大人こども共通 8,750円 大人こども共通 8,750円

あすか交通プレゼンツ 　　　　　　　　　　そらまめツアー　ふたつぶ

　日帰りバス旅行特集vol.3
添乗員付き　近場へおでかけコース　 のんびり出発・夕方に帰ってきます

帰ってきてからのおうち時間に余裕があって、ほどよく旅行したい方にオススメ。

　　　茂原公園の桜鑑賞と
　　　　　玉前神社ガイドツアー

　　　大原漁港 港の朝市と
　　　　　　春の大多喜めぐり

ポ
イ
ン
ト

行
程

ガーデンタウン1番 6：35---幸町公民館 6：45---稲毛海岸駅 7：05---検見川浜駅（駅側） 7：15---ベイタウン・コア 7：30---宝

登山(散策105分)---にぐるまやダイニング(昼食60分)---秩父駅周辺(散策60分)---花園フォレスト(買い物30分)---18：30～

19：00頃各バス停到着予定

スカイタウン 6：35---スカイマンション 6：40---↓ 稲毛海岸駅で本便へ乗り継ぎ

ガーデンタウン1番 7：35---幸町公民館 7：45---稲毛海岸駅 8：05---検見川浜駅（駅側） 8：15---ベイタウン・コア 8：30---ひ

たち海浜公園(鑑賞90分)---那珂湊おさかな市場(昼食/買物105分)---かねふくめんたいパーク(買物40分)---道の駅いたこ(休

憩/買物15分)---18：10～18：50頃各バス停到着予定 ※花の開花状況に関わらず、ツアーは催行いたします。

スカイタウン 7：35---スカイマンション 7：40---↓ 稲毛海岸駅で本便へ乗り継ぎ

スカイタウン 8：05---スカイマンション 8：10---
稲毛海岸駅↓ 
ベイタウン・コア 8：10---検見川浜駅（PIA側）

8：20---稲毛海岸駅 8：35---ガーデンタウン1
番 8：50---幸町公民館 9：00---茂原公園(散
策60分)---シーサイドオーツカ(昼食55分)---

玉前神社(ガイドツアー60分)---あられちゃんち
(買物30分)---16：00～16：40頃各バス停到着
予定 ※花の開花状況に関わらず、ツアーは催行いたします。

・水辺に咲く桜にうっとり
・ホテルこだわりの彩り
美しい和洋創作ランチ

・神社参道のフルーツ
大福がオススメ！

スカイタウン 6：50---
スカイマンション 6：55---稲毛海岸駅↓
ガーデンタウン1番 6：50---幸町公民館 7：00---

稲毛海岸駅 7：20---検見川浜駅（駅側） 7：30--
-ベイタウン・コア 7：45---大原港の朝市(買物60
分)---大多喜観光本陣(ガイドツアー60分)---大多

喜ハーブガーデン(昼食/買物80分)---新風堂(休
憩/買物45分)---16：00～16：40頃各バス停到着
予定

スカイタウン 9：35---
スカイマンション 9：40---稲毛海岸駅↓ 
ベイタウン・コア 9：40---検見川浜駅（PIA側） 9：

50 ---稲毛海岸駅 10：05---ガーデンタウン1番
10：20---幸町公民館 10：30---漁港食堂KUttA 
(昼食60分)---図那いちご園(いちご狩り40分)---

はちみつ工房(見学/買物80分)--房総四季の蔵(買
物30分)--17：20～18：10頃各バス停到着予定

スカイタウン 7：35---
スカイマンション 7：40---稲毛海岸駅↓ 
ガーデンタウン1番 7：35---幸町公民館 7：45---

稲毛海岸駅 8：05---検見川浜駅（駅側） 8：15---
ベイタウン・コア 8：30---道の駅季楽里あさひ(買物
30分)---犬吠テラステラス・犬吠埼(見学/買物45

分)---ウオッセ21(昼食/買物90分)--屛風ヶ浦(散
策30分)--16：30～17：10頃各バス停到着予定

・地元で獲れた海産物
や加工品がいっぱい

・ガイドさんと一緒に
歩く大多喜城下は、
新たな発見が沢山

・ハーブをふんだんに
使ったお洒落なラン
チ♪

・2021年11月オープン
のおしゃれ漁港食堂で
名物丼のランチ

・甘酸っぱいイチゴ食べ
放題♪

・午前中の道の駅は新
鮮な野菜が勢ぞろい

・犬吠埼のNewスポッ
ト テラステラス散策

・銚子の海産物が盛り

行
程

行
程

Vol.３

３.４.５月

ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

沢山のウオッセ21で昼食も一緒に。
・国の名勝に指定された関東ローム層

・はちみつ採り見学、複数種類のはちみつ
を味見してからお買い物

・工場直売のお菓子店で大人気のおかき
爆買い

スカイタウン 6：45---スカイマンション 6：50---↓ 稲毛海岸駅で本便へ乗り継ぎ

ガーデンタウン1番 6：45---幸町公民館 6：55---稲毛海岸駅 7：15---検見川浜駅（駅側） 7：25---ベイタウン・コア 7：40---く

りはま花の国(鑑賞85分)---記念艦 三笠(昼食/見学90分)---軍港巡り(体験65分)---17：20～18：00頃各バス停到着予定
※花の開花状況に関わらず、ツアーは催行いたします。 ※荒天等の事由により軍港巡りが欠航となった場合、立ち寄り先が変更となりますのでご了承ください。

電話受付

はじめました！

近くのバス停

から乗れる

ゆとりのある

立寄り行程

旅の充実度別で

選びやすい

18名様

限定！

20名様

限定！



24時間受付OK

　TEL:043-445-7791 チケット購入サイト(パスマーケット）からチケット選択 

　(受付時間：平日9：00～17：00)

　　ツアー名・出発日・お名前・住所・電話番号

　　生年月日・お連れ様情報をお伺いします。

× × × ×

× × × ×

「あすか交通ツアー」

で検索♪

　ツアー専用HP 公式Twitter

〇 × 〇 × 　※上記にわんちゃんの金額含む

× × × × 10名最少催行人数

最少催行人数 12名
乗り場

添乗員
食事

朝 添乗員
食事

朝

バスガイド 昼 バスガイド 昼

3/25(金)・4/12(火)
5/11(水)

4/2(土)・5/21(土)
大人 13,500円

こども 12,100円

 申込み締切り 最新情報

withわんシャトル
お問合せ

全席ペットカバー完備。愛犬とくつろげる車内でゆったり旅行♪
お客様は皆様わんちゃん連れなので、気兼ねなくご乗車いただけます。

T E L　： 043-445-7791
(受付時間：平日9：00～17：00)

MAIL ：  be.transse011@gmail.com
ドギーズアイランドコース マザー牧場＆アウトレットコース 注意事項

バスガイド 昼 バスガイド 昼

最少催行人数 13名 最少催行人数 13名

大人こども共通 5,400円 大人こども共通 5,000円

添乗員
食事

朝 添乗員
食事

朝

　　　　　　　　　　そらまめツアー　ひとつぶ 申込方法

バスガイド・添乗員なし　お買い物とお出かけでちょっぴり気分転換♪
近所のお友達とのお出かけにも◎

お気軽コース！
海ほたると木更津アウトレット

お気軽コース！
成田山と酒々井アウトレット

4/17(日)・4/21(木) 5/8(日)・5/23(月)

①右のQRコード読み取り、もしくはインターネットで「パスマーケット」

と検索し、サイトを開く

②虫めがねマークの検索欄から「あすか交通」と

入力し、虫めがねマークもしくは「検索する」を

クリック ※ QRから開くとすでに検索後の状態です

③行きたい日付のツアーを選ぶ

④チケットを申し込む から必要事項を入力・決済

⑤確認通知メールが届く

①使用車両…ご参加人数によって、マイクロバス～大型バスのいずれかで運行いたします。 ②運行状況…新型コロナ感染状況次第で増便・

減便・中止となる可能性がございます。申込前に最新情報をご確認いただきますよう、お願い致します。 ③お子様料金は、満4歳以上小学生以

下の場合適用となります。 ④旅行取引条件書を最終確認にてお知らせいたしますので、必ずご確認ください。 ⑤記載しているすべてのツ

アーについて、乗車時の検温消毒、車内換気を徹底します。また、マスクの着用をお願い致します。 ⑥当日の道路状況により、ツアー行程に変

動が発生する場合がございますので、ご了承ください。

憩/買物15分)---18：10～18：50頃各バス停到着予定

スカイタウン 9：20---スカイマンション 9：25---稲毛海岸駅↓

ベイタウン・コア 9：25---検見川浜駅（PIA側） 9：35 ---稲毛海岸駅

9：50---ガーデンタウン1番 10：05---幸町公民館 10：15---海ほ

たる (自由昼食/買物90分)--- 三井アウトレットパーク木更津(買物

120分)--- 17：00～17：40頃各バス停到着予定

スカイタウン 9：20---スカイマンション 9：25---稲毛海岸駅↓

ガーデンタウン1番 9：20---幸町公民館 9：30---稲毛海岸駅 9：50

---検見川浜駅（駅側） 10：00---ベイタウン・コア 10：15---成田山

新勝寺(自由散策/自由昼食120分)--- 酒々井プレミアムアウトレット

(買物120分)---16：40～17：20頃各バス停到着予定

・海の上から眺める開放
的な東京湾！！

・必見アクアラインシア
ター！海の底で道が繋
がる感動映像。（５階）

・日本一の店舗数
木更津のアウトレット
でゆったりお買い物

・1000年以上の歴史
を誇るお不動さまで
パワーチャージ

・参道を散策し、美味し
い昼食を見つけて。

・カジュアルブランドが
多く揃うアウトレットで
気軽にお買い物を。

行程 行程

ポイント ポイント

●ご旅行代金お振込●

お電話にて受付後、申込内容とお振込み先

詳細を郵送いたします。

ネットで申込

クレジット決済・ PayPay残高※でご購入いただけます。

※ヤフーIDでログイン時に選択可

※お振込み用紙の発送はしておりません。お振込手数

料は恐れ入りますがお客様の方でご負担願います。

※ 土日祝は繋がりませんので、ご了承ください。

旅行企画・主催：あすか交通株式会社 旅行業取扱番号 第2-672 ANTA正会員

〒261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町2-19-46 TEL: 043-246-3431 取扱管理者 都築妙野

スカイタウン 8:15---ベイタウン・コア 8:40---検見川浜駅（PIA側）

8:50---稲毛海岸駅 9:00---ポートプラザちば 9:15---マザー牧場

（自由散策・自由昼食 180分）---木更津アウトレット（買物100分）--

-（各バス停18：30～19：30頃到着予定）

・たっぷり３時間半滞在
・ツアー限定ドリンクチ
ケット付き♪

・ふかふか天然芝で、
思いっきり走れる！

・レストラン、ショップも
充実

平日 休日

大人 2,800 3,000

子供 1,300 1,450

わんちゃん 1,600 1,800

１便目
スカイタウン 8：40---ベイタウン・コア 9：05---検見川浜駅（PIA側）

9：15 --稲毛海岸駅 9：25---ポートプラザちば 9：40---ドギーズアイ

ランド(滞在10：30～14：15)--15：00～16：00頃各バス停到着予定

２便目
スカイタウン 11：50---ベイタウン・コア 12：15---検見川浜駅（PIA

側）12：25 ---稲毛海岸駅 12：35---ポートプラザちば 12：50---

ドギーズアイランド(滞在13：40～17：10)---18：00～19：00頃

各バス停到着予定

ポイント

ポイント

・屋内わんちゃんOKのジンギスカンを楽しめるレストラ
ンあり。バスで来ているからビールもOK♪

・マザー牧場内ドッグランで自由に遊ぼう
・遊び疲れたらバスでリラックスしながら移動。
木更津のアウトレットでお目当てのものをゲットして。

・わんちゃんOK店舗のマップあり◎

※ 出発時刻の5

分前までにはお

越しください。

出発時刻になって

もご連絡がつか

ない場合は、やむ

を得ず出発するこ

とがございます。

検見川浜駅のみ、コースによってバス停位置が駅側・PIA側に分かれますのでご注意ください。

駅側

４月以降の締切り

そらまめ さんつぶ

そらまめ ふたつぶ

そらまめ ひとつぶ

withわんドギーズ

withわんマザー牧場

・・・出発日14日前

・・・出発日14日前

・・・出発日5営業日前

・・・出発日5営業日前

・・・出発日5営業日前

３月出発のコース締切り・・・すべて3/17(木)

八街市のリゾートドッグラン

PIA側

電話で申込

旅行代金の30％以下

旅行代金の40％以下

旅行代金の50％以下

旅行代金の100％無連絡不参加又は開始後

出発日当日

出発日前日

出発日7日前～2日前

お客様（お一人毎）からの旅行契約の解除に係る取消料

申込が最少催行人数に満
たずツアー中止となる場合
は、７日前までにご連絡い

たします。


