
【参加費 ・ 定員】
旅行中の食費・移動費・観光費全てコミコミ！

お一人様  159,000円  / 20名

タウンオーナーズクラブ事務局（当日は現地スタッフへ繋がります）

TEL : 0120-64-6909
mail : toc@town-group.jp

申込締切：2021年9月28日（火）必着 ※定員になり次第、締め切りとなりますので
    予めご了承ください。

【日時】

2021年10月31日（日）～11月3日（水）〔3泊4日〕

行程の詳細情報はオーナーズクラブ事務局へお問い合わせください

10月31日（日）

11月1日（月）

11月2日（火）

昼食
夕食

朝食
昼食
夕食

09:30発 11:10着　飛行機で羽田空港から新千歳空港へ
　　　　　　　　　　貸切バスで移動
12:15  ～  13:15　「しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌」で
　　　　　　　　会席料理の昼食
15:00  ～  16:00　「有珠山ロープウェイ」を観光
　　　  16:30頃　ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート&スパ　着

　　　　　　　　ホテルにて朝食
　　　  08:30発　ホテルを出発　貸切バスで移動
11:00  ～  12:00　「函館七飯ゴンドラ」を観光
12:40  ～  14:30　「市場亭 / 函館自由市場」で海鮮の昼食&お買い物
14:45  ～  15:45　「五稜郭・函館奉行所」を観光
16:15  ～  17:15　「函館山展望台」を観光
　　　  17:30頃　ラビスタ函館ベイ　着

　　　　　　　　ホテルにて朝食
　　　  08:45発　ホテルを出発　貸切バスで移動
09:35  ～  10:21　はやぶさ18号で新函館北斗駅から奥津軽いまべつ駅へ
11:15  ～  11:45　「青函トンネル記念館」を観光
11:50  ～  12:10　「竜飛崎」を観光
12:40  ～  13:40　「レストラン竜泊」で中泊メバル膳の昼食
14:20  ～  15:20　「高山稲荷神社」を観光
　　　 17:00頃　南部屋・海扇閣(浅虫温泉)　着

朝食
昼食

　
　
　

  旬
の食材を堪能！

写真はイメージです

　
　
  北

海道
の味覚満載！

写真はイメージです

　
　
   旅

情あ
ふれる料理！

写真はイメージです

1名参加で1人部屋希望の
場合は追加料金有り

観光場所、お食事内容は変更される場合があります。
予めご了承ください。 11月3日（水） 　　　　　　　　ホテルにて朝食

　　　  08:40発　ホテルを出発　貸切バスで移動
09:10  ～  10:10　「世界文化遺産・三内丸山遺跡」を観光
11:10  ～  12:00　「弘前城」を観光
12:30  ～  13:30　「富士見館」で会席料理の昼食
13:35  ～  14:15　「りんご狩り」を体験
14:30  ～  15:30　「もみじ山」を観光
17:35発 19:05着　飛行機で青森空港から羽田空港へ

朝食
昼食

　
　
    

本格
料亭の味！

写真はイメージです

夕食

美しい紅葉シーズンの北海道・青森を巡るTOCオリジナルプラン美しい紅葉シーズンの北海道・青森を巡るTOCオリジナルプラン 弊社スタッフも随行致しますので、お気軽にご参加ください。

昭和新山の近くにある有珠山
ロープウェイ山麓駅から、一気
に有珠山山頂へ。昭和新山の
姿と一緒に、約2万年前の火山
活動でできた有珠山を間近で
観察しましょう。ロープウェイか
らも昭和新山を望むことができ
ます。
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※画像はイメージです

有珠山ロープウェイ有珠山ロープウェイ 函館七飯ゴンドラ函館七飯ゴンドラ
函館七飯ゴンドラからは、大沼国定公園や駒
ケ岳を眼前に、噴火湾(内浦湾)越しに室蘭・
羊蹄山・ニセコ連峰まで広大なみなみ北海
道を見渡せます。ゴンドラ山頂には遊歩道沿
いに３つの展望台があり、オールシーズン様
々な自然の表情を見せてくれます。
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函館自由市場函館自由市場

函館駅前の繁華街と松風町、新川町と続く住宅地
の中央部に位置する『はこだて自由市場』は、函館
市民の買物市場。鮮魚、青果、乾物など市民の食
卓を飾る生鮮品を扱うお店が軒を連ねています。

函館駅前の繁華街と松風町、新川町と続く住宅地
の中央部に位置する『はこだて自由市場』は、函館
市民の買物市場。鮮魚、青果、乾物など市民の食
卓を飾る生鮮品を扱うお店が軒を連ねています。

五稜郭・函館奉行所五稜郭・函館奉行所

江戸時代末期に現在の元町公園か
ら五稜郭に移転、箱館戦争を経て解
体されました。2010（平成22）年に部
分復元が終了、内部が一般公開され
ている歴史的復元建造物です。
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函館山函館山

函館の夜景は世界三大夜景のひとつとして有名です。函館港と大
森浜の海に挟まれた街の形に灯りがくっきりと浮かび上がって、
間近に迫ってくる光景は圧巻です。
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竜飛崎竜飛崎

津軽半島の最北端にあり、津軽海峡に突き出た岬が龍飛岬です。
突端には白亜円形の大型灯台があり、「日本の灯台50選」に選ば
れた灯台でもあります。天気の良い日には、津軽海峡を挟んだ北
海道の松前半島や海峡を行き交う船舶を見渡すことができます。
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高山稲荷神社高山稲荷神社

五穀豊穣、海上安全、商売繁盛の神様として大変ご利益の
ある神社です。ここでしか見ることのできない幾重にも連な
る鳥居はとてもインパクトがあり、一見の価値があります。
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三内丸山遺跡三内丸山遺跡 日本最大級の縄文集落跡です。発
掘調査によって当時の自然環境や
生活、ムラの様子などの解明が進
められています。遺跡は通年で公
開され、自由に見学することがで
きます。
令和3年7月27日（火）、「北海道・北
東北の縄文遺跡群」の世界文化遺
産登録が決定しました。
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弘前城弘前城

弘前城跡を整備して作られた公園で面積は約49ha。
本丸、二の丸、三の丸、四の丸、北の郭（くるわ）、西の郭の6
郭からなる平山城。城跡は、全体が国指定史跡、建造物の
ほとんどは国指定重要文化財に指定されており、桜の名所
としても知られています。敷地内には、弘前城植物園・武徳
殿休憩所などがあります。 
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厳選された宿に宿泊厳選された宿に宿泊

2008年に「洞爺湖サミット」が開催されたホテル。
各国の首相も宿泊したラグジュアリーホテルです。
2008年に「洞爺湖サミット」が開催されたホテル。
各国の首相も宿泊したラグジュアリーホテルです。

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

7年連続「朝食の美味しいホテル」北海道第
１位！
7年連続「朝食の美味しいホテル」北海道第
１位！

館内すべてに郷土色豊かな絵画・工芸品を展示し
た、くつろぎゆたかな宿です。
館内すべてに郷土色豊かな絵画・工芸品を展示し
た、くつろぎゆたかな宿です。

ラビスタ函館ベイラビスタ函館ベイ

南部屋・海扇閣  (浅虫温泉)南部屋・海扇閣  (浅虫温泉)

青函トンネル記念館青函トンネル記念館

海 底 2 4 0 m 、総 延 長
53.85Km。津軽海峡の海
の底を貫く青函トンネル。
「展示ホール」では構想か
ら42年、過酷な条件の中
で繰り広げられた数々の
軌跡を、当時の資料をもと
に音や映像、立体モデル
などを交えて、わかりやす
く紹介しています。
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TOC国内旅行
３泊４日 秋の 周遊ツアー・


