
東京発着１日バスツアー（案） 

 

1．ひたち海浜公園Ａ 

東京＝＝常磐自動車道（１３３ｋｍ、１１０分）＝＝国営ひたち海浜公園 http://hitachikaihin.jp/ 

（公園散策・ネモフィラ、約１２０分）＝＝（１６ｋｍ、３０分）＝＝日立おさかなセンター

http://hitachi-osakana-center.com/（散策・自由昼食・お買い物、約９０分）＝＝（２４ｋｍ、４０

分）＝＝めんたいパーク大洗 https://mentai-park.com/park/ooarai/（工場見学・買い物、約４０分）＝

＝常磐自動車道（１３０ｋｍ、１２０分）＝＝東京 

 

08:30     ホテル発 

10:30-12:30  国営ひたち海浜公園 

13:00-14:30  日立おさかなセンター 

15:10-15:50  めんたいパーク大洗 

18:00      ホテル着 

 

 

2．ひたち海浜公園Ｂ 

東京＝＝東北道（１４７ｋｍ、１２５分）＝＝国営ひたち海浜公園 http://hitachikaihin.jp/（約９０

分）＝＝（１６ｋｍ、３０分）＝＝日立おさかなセンターhttp://hitachi-osakana-center.com/（自由

食、約９０分）＝＝北関東道（１３３ｋｍ、１１０分）＝＝あしかがフラワーパーク

https://www.ashikaga.co.jp/（約６０分）＝＝東北道（９５ｋｍ、９５分）＝＝東京 

 

08:30  ホテル発 

10:30-12:00 国営ひたち海浜公園 

12:30-14:00 日立おさかなセンター 

15:50-16:50 あしかがフラワーパーク 

18:40  ホテル着 
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3．南房総Ａ 

東京＝＝京葉道・館山自動車道（８８ｋｍ、１００分）＝＝八天堂きさらづ http://hattendo.jp/factory/ 

クリームパン、３０分）＝＝１０ｋｍ、１５分＝＝養蜂場はちみつ工房 http://hachimitsu-

koubou.com/about-us（養蜂場見学、はちみつ試食体験、３０分）＝＝３８ｋｍ、４０分＝＝南房総、

道楽園（回転寿司）http://yamato-f.jp/dorakuen/ ＝＝（３ｋｍ、６分）＝＝道の駅おおつの里花倶楽

部 http://www.hana-kurabu.jp/（３０分）＆イチゴ狩り（３０分）＝＝館山自動車道・京葉道 

（１３０ｋｍ、１２０分）＝＝東京 

 

09:00  ホテル発 

10:40-11:10 八天堂きさらづ 

11:20-11:50 養蜂場見学、はちみつ試食体験 

12:30-14:00 南房総、道楽園（回転寿司） 

14:10-14:40 道の駅おおつの里花倶楽部 

14:40-15:10 イチゴ狩り 

17:10  ホテル 

 

 

4．南房総Ｂ 

東京＝＝首都高（４０ｋｍ、８０分）＝＝東京湾アクアライン＝＝（３０ｋｍ、３５分）＝＝和蔵酒造

酒菜館 http://www.city-kimitsu.jp/kanko/spot/shoping/sake-wakura.html（試飲、買い物）＝＝ 

１１ｋｍ、２０分＝＝富津岬展望塔 https://tokyo-bay.biz/pref-chiba/city-futtsu/ch0045/（東京湾を一

望）＝＝４５ｋｍ、６０分＝＝南房総市内（昼食）＝＝２２ｋｍ、４０分＝＝道の駅ちくら潮風王国

https://shiokaze-oukoku.jp/（お花畑）＝＝２１ｋｍ、４０分＝＝南房総道楽園 http://yamato-

f.jp/dorakuen02/ ＝＝館山自動車道（１０１ｋｍ、１１０分）＝＝東京 

 

08:30  ホテル発 

10:20  東京アクアライン 

11:00-11:30 和蔵酒造酒菜館菜館 

11:50-12:10 富津岬展望塔 

13:10-14:30 南房総市内（昼食） 

15:10-15:40 道の駅ちくら潮風王国 

16:20-17:00 南房総道楽園 

19:00  ホテル着 
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5．成田山・鹿島神宮・香取神社 

東京＝＝京葉道・東関東道（７４ｋｍ、１００分）＝＝成田山新勝寺 https://www.naritasan.or.jp/  

＝＝１．４ｋｍ、５分＝＝米屋観光センターhttps://ykc.nagomi-yoneya.co.jp/ （昼）＝＝４２ｋｍ、

４５分＝＝鹿島神宮 http://kashimajingu.jp/ ＝＝東関東道（１８ｋｍ、３０分）＝＝香取神宮

https://katori-jingu.or.jp/ ＝＝東関東道（９１ｋｍ、１００分）＝＝東京 

 

09:00  ホテル発 

10:40-11:40 成田山新勝寺 

11:50-13:20 米屋観光センター 

14;10-15:10 鹿島神宮 

15:40-16:40 香取神宮 

18:00  ホテル着 

 

 

6．北関東金運パワースポットめぐり（大宝八幡宮、大前恵比寿神社、鷲子山上神社） 

東京＝＝７９ｋｍ、９５分＝＝大宝八幡宮 https://www.daiho.or.jp/index.html ＝＝３９ｋｍ、６０分

＝＝益子焼共販センターhttp://www.mashikoyakikyouhan.jp/ （昼）＝＝９．５ｋｍ、２０分＝＝ 

大前恵比寿神社 http://www.ebisujinja.com/ ＝＝４３ｋｍ、６０分＝＝鷲子山上神社

http://www.torinokosan.com/ ＝＝常磐道（１６０ｋｍ、１６５分）＝＝東京 

 

08:30  ホテル発 

10:10-10:50 大宝八幡宮 

11:50-13:20 益子焼共販センター 

13:40-14:20 大前恵比寿神社 

15:20-16:00 鷲子山上神社 

18:45  ホテル着 

 

●大宝八幡宮（大宝八幡宮） 

 茨城県下妻市にある関東最古の八幡宮。かつて大宝城があった場所であり、宝くじ等の 

 高額当選が相次ぎ、財運招福のパワースポットとして有名です。 

  

●大前恵比寿神社（おおまええびすじんじゃ） 

 栃木県真岡市にある、１５００年以上前に建立された神社。金の鯛を持つ高さ約２０ｍ 

 の恵比寿様が鎮座しており、金運アップ・縁結びのご利益で有名です。本殿・拝殿は、 

 精緻な美しい彫刻が施された権現造りで、県指定文化財となっております。 

 

●鷲子山上神社（とりこのさんしょうじんじゃ） 

 栃木・茨城の県境をまたぐ鷲子山（とりのこさん）の山頂にある別名ふくろう神社。 
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 古代よりふくろう（不苦労）が幸福を呼ぶ神の使いとして崇敬されている神社です。 

 巨大ふくろう像をはじめたくさんのふくろうがおり、運気上昇、金運のパワースポット 

 として有名です。 

 

7．あしかがフラワーパークＡ 

東京＝＝（東北道６９ｋｍ、７０分）＝＝羽生ＰＡ（休）＝＝東北道（３２ｋｍ、４０分＝＝あしかが

フラワーパーク https://www.ashikaga.co.jp/ ＝＝６．６ｋｍ、１６分＝＝佐野（昼、佐野ラーメ

ン？）＝＝８．６ｋｍ、１６分＝＝いわふねフルーツパーク http://iwafune-ichigo.jp/ ＝＝東北道 

（４２ｋｍ、４０分）＝＝蓮田 PA(休)＝＝東北道（４５ｋｍ、６０分）＝＝東京 

● フルーツ・野菜狩り： １から１１月ミニトマト、１～４月イチゴ狩り、８から１０月ぶどう狩

り、９～１１月梨狩り 

 

08:30  ホテル発 

09:40-09:55 羽生ＰＡ（休） 

10:35-12:30 あしかがフラワーパーク 

12:50-14:10 佐野ラーメン 

14:40-15:40 いわふねフルーツパーク 

16:20-16:35 蓮田 PA(休) 

17:40  ホテル着 

 

 

8．あしかがフラワーパークＢ 

東京＝＝東北道（６３ｋｍ、６５分）＝＝権現堂桜堤 http://www.satte-

k.com/event/sakura/index.html ＝＝東北道（４６ｋ、５３分）＝＝あしかがフラワーパーク

https://www.ashikaga.co.jp/（昼）＝＝３０ｋｍ、５０分＝＝古河桃まつり

https://www.ibarakiguide.jp/seasons/momo.html ＝＝東北道（７５ｋｍ、９０分）＝＝東京 

● 古河桃まつり（３月２０日から４月５日） 

 

08:30  ホテル発 

09:35-10:30 桜権現堂桜堤堤 

11:30-13:30 あしかがフラワーパーク 

14:30-16:00 古河桃まつり 

17:30  ホテル着 
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権現堂桜堤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古河桃まつり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大阪発着１日バスツアー（案） 

 

1．天橋立 

大阪＝＝舞鶴若狭自動車道（１６６ｋｍ、１４５分）＝＝伊根町（伊根湾めぐり遊覧船２５分

https://www.inewan.com/02yuransen.html ６８０円）＝＝（１６ｋｍ、２０分）＝＝天橋立ワイナリ

ー(昼、バイキング平日１３００円 http://www.amanohashidate.org/wein/）＝＝（２ｋｍ、３分）＝＝ 

天橋立傘松公園スカイデッキ ６６０円 https://www.amano-hashidate.com/030kasamatu.html＝＝ 

（１０ｋｍ、１７分）＝＝智恩寺（６０分自由）http://www.monjudo-chionji.jp/ ＝＝京都縦貫自動車道

（１４１ｋｍ、１４５分）＝＝大阪 

 

08:30  ホテル発 

11:00-11:40 伊根湾 

12:00-13:30 天橋立ワイナリー 

13:35-14:00 天橋立傘松公園スカイデッキ 

14:20-15:20 智恩寺 

17:45  ホテル着 

 

●天橋立の名物は三人寄れれば文殊の知恵で知られる智恩寺門前にある四軒茶屋（吉野茶屋、彦兵衛茶

屋、勘七茶屋、ちとせ茶屋）で味あう「知恵の餅」。 

 

 

2．和歌山 

大阪＝＝阪和自動車道（９０ｋｍ、１００分）＝＝和歌浦天満宮 https://www.wakayama-

kanko.or.jp/spot/detail.php?id=58 （ ３ ０ 分 ） ＝ ＝ ４ ５ ０ ｍ 、 ５ 分 ＝ ＝ 紀 州 東 照 宮

http://www.wakayamakanko.com/sightseeing/history8.html ＝＝４０ｋｍ、６０分＝＝道成寺（昼）御

食事処雲水 http://www.unsui.jp/group/index.html ＝＝１７ｋｍ、２５分＝＝湯浅醤油（３０分）

https://www.yuasasyouyu.co.jp/  ＝ ＝ ２ １ ｋ ｍ 、 ３ ０ 分 ＝ ＝ 黒 潮 市 場 （ ６ ０ 分 ）

http://www.kuroshioichiba.co.jp/ ＝＝阪和自動車道・阪神高速４号湾岸線（９０ｋｍ、１００分）＝

＝大阪 

●和歌山名物： マグロ・クエ、和歌山ラーメン、しらす丼、めはり寿司、藤桃庵のジェラート、梅干し 

 

08:30  ホテル発 

10:10-10:40 和歌浦天満宮 

10:45-11:45 紀州東照宮 

12:45-14:00 道成寺（昼）御食事処雲水 

14:30-15:00 湯浅醤油 

15:30-16:30 黒潮市場 

18:10  ホテル着 
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ＯＲ 

 

道成寺＝＝（３５ｋｍ、４０分）＝＝黒潮市場＝＝１８ｋｍ、４０分＝＝貴志駅（たま二世駅長）＝＝阪

神高速４号湾岸線（８１ｋｍ、１１０分）＝＝大阪 

https://www.wakayama-kanko.or.jp/marutabi/himetabi/05_tamamuseum.html  

 

12:45-14:00 道成寺（昼）御食事処雲水 

14:40-15:40 黒潮市場 

16:20-16:40 貴志駅（たま二世駅長） 

18:30  ホテル着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．淡路島 七福神めぐり Visiting The Seven Deities of Good Fortune 

大阪＝＝神戸淡路鳴門自動車道（１０４ｋｍ、１００分）＝＝（1）智禅寺（弁財天）＝＝６．１ｋｍ、

１５分＝＝（2）長林寺（福禄寿）＝＝１９ｋｍ、３０分＝＝（3）護国寺（布袋尊）＝＝９．６ｋｍ、  

１６分＝＝道の駅うずしおレストラン（昼）http://eki.uzunokuni.com/ ＝＝１１ｋｍ、１６分＝＝（4）

万福寺（恵美酒）＝＝６．５ｋｍ、１５分＝＝（5）覚住寺（毘沙門天）＝＝２２ｋｍ、４０分（6）宝生

寺（寿老人）＝＝１１ｋｍ、２５分＝＝（7）八浄寺（大黒天）＝＝阪神高速７号来北神戸線＝＝（９４

ｋｍ、１２０分）＝＝大阪 （または逆コース） 

●名物 淡路島バーガー http://awajishima-burger.com/   

●名物 たこせんべい http://www.takosato.co.jp/  

 

08:30  ホテル発 

10:10-10:30 智禅寺（弁財天） 

10:45-11:05 長林寺（福禄寿） 

11:35-11:55 護国寺（布袋尊） 

12:15-13:30 道の駅うずしおレストラン（昼） 

https://www.wakayama-kanko.or.jp/marutabi/himetabi/05_tamamuseum.html
http://eki.uzunokuni.com/
http://awajishima-burger.com/
http://www.takosato.co.jp/


13:50-14:10 万福寺（恵美酒） 

14:25-14:45 覚住寺（毘沙門天） 

15:25-15:45 宝生寺（寿老人） 

16:10-16:30 八浄寺（大黒天） 

18:30  ホテル着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


