
北海道中央バスグループ
株式
会社

旅行企画実施：

協力： 北海道中央バス（株）企画協力：

北海道・北東北の縄文遺跡群を
聞いて・見て・触れて・学んで
体験し縄文人の心の豊かさを
感じる旅に出かけませんか。

2016年
5月～11月

縄文旅
J O M O N T A  B I



旅行代金 大人・こども お一人様

6,500円 ★忍路・地鎮山・西崎山と3つの環状列石を見学！
★フゴッペ洞窟やよいち水産博物館で縄文文化を学びます！
★人気のニッカウヰスキー工場にも立寄ります！

集合／各中央バスターミナル待合室（出発の15分前）

　  ポイント

旅行代金 大人・こども お一人様

9,900円
出発日 Y0A120

8/27（土）

5/21（土）

6/18（土）

7/9（土）

★帯広市内で出土した土器を見学！
★ツアー初登場！富良野市博物館を見学！
★富良野で人気の「フラノマルシェ」にも立寄ります！

集合／中央バス札幌ターミナル待合室（出発の15分前）

■ご旅行方面／帯広～富良野
■募集人員／ 40名
■最少催行人員／ 15名　　 
■食事／昼食１回

　  ポイント

旅行代金 　  ポイント大人・こども お一人様

5,000円
出発日 Y0A110

★縄文前期の網漁が盛んで尖底土器を利用した美々貝塚
を見学！
★縄文のお墓を見ることが出来るキウス周堤墓も見学！
★縄文後期の土坑墓が発見されたカリンバ遺跡も見学！

集合／中央バス札幌ターミナル待合室（出発の15分前）
札幌（8:30）＝＝＝キウス周堤墓（10:00～10:30）＝＝＝美々貝塚（10:50～11:20）＝＝＝新千歳空港〈自由昼食〉（11:40～13:00）＝＝＝＝
＝＝千歳市埋蔵文化財センター（13:30～14:20）＝＝カリンバ遺跡（14:30～14:50）＝＝恵庭市郷土資料館（15:00～15:50）＝＝札幌（16:50頃）

■ご旅行方面／千歳～恵庭
■募集人員／ 40名
■最少催行人員／ 25名　■食事／なし

出発日 Y0A119

8/20（土）
■ご旅行方面／小樽～余市
■募集人員／ 40名
■最少催行人員／ 25名　
■食事／昼食１回

旅行代金 大人・こども お一人様

6,000円
出発日 Y0A111

★ツアー初登場！札幌市丘珠遺跡を見学！
★先史時代の貴重な出土品などを展示している江別市
　郷土資料館を見学！
★「紅葉山49号遺跡」は石狩を代表する遺跡です。

集合／中央バス札幌ターミナル待合室（出発の15分前）
札幌（8:30）＝北海道埋蔵文化財センター（9:10～10:30）＝江別市郷土資料館（10:40～11:30）＝後藤遺跡（11:40～11:50）＝札幌市丘珠縄文遺跡（12:15～12:35）＝
＝石狩〈昼食〉（13:05～13:55）＝＝＝＝いしかり砂丘の風資料館（14:00～15:00）＝＝＝＝紅葉山49号遺跡（15:25～15:55）＝＝＝＝札幌（16:30頃）

■ご旅行方面／江別～石狩
■募集人員／ 40名
■最少催行人員／ 20名　■食事／昼食１回6/25（土）

　  ポイント
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※写真は全てイメージです。　◆全コースで添乗員は同行いたしません。　※全コース復路 JR札幌駅北口降車ができます。（往路は札幌駅には立寄りません。）北の縄文道民会議 会員割引の特典付

北の縄文
環状列石と岩壁刻画を観る
北の縄文
環状列石と岩壁刻画を観る

帯広・富良野の縄文を観る帯広・富良野の縄文を観る

縄文人の
ワザとチカラ
縄文人の
ワザとチカラ

北の縄文
静川遺跡と北黄金貝塚
北の縄文
静川遺跡と北黄金貝塚

北の円筒土器と
しりべしミュージアムロード
北の円筒土器と
しりべしミュージアムロード

縄文遺跡の発掘体験と
現場見学
縄文遺跡の発掘体験と
現場見学

縄文の河川漁縄文の河川漁

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

旅行代金 　  ポイント大人・こども お一人様

6,500円
出発日 Y0A115

★苫東地区にある静川遺跡を見学！
★北黄金貝塚・入江高砂貝塚も見学！
★ご昼食は伊達・ひろやで上品な松花堂弁当をご用意！

集合／中央バス札幌ターミナル待合室（出発の15分前）
札幌（8:00）＝高速道路＝静川遺跡（9:40～10:20）＝高速道路＝北黄金貝塚（11:50～12:50）＝伊達・ひろや〈昼食〉（13:05～14:00）＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝入江高砂貝塚・貝塚館（14:25～15:25）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝高速道路＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝札幌（17:30頃）

■ご旅行方面／苫小牧～伊達～洞爺
■募集人員／ 40名
■最少催行人員／ 25名　■食事／昼食1回

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

札幌（8:00）＝麻生（８:20）＝小樽（9:00）＝忍路環状列石（9:15～9:45）＝地鎮山環状列石（9:50～10:15）＝西崎山環状列石（10：20～10：50）＝よいち水産博物館（11:05～12:05）＝余市〈昼食〉（12:10～13:10）＝
＝ニッカウヰスキー北海道蒸留所〈見学〉（13:15～14:20）＝フゴッペ洞窟（14:30～15:00）＝小樽総合博物館〈運河館のみ〉（15:35～16:10）＝小樽（16:15頃）＝麻生（16:55頃）＝札幌（17:15頃）

旅行代金 　  ポイント大人・こども お一人様

7,900円
出発日 Y0A116

★とまりん館にはたくさんの縄文土器があります！
★岩内付近の縄文遺跡を訪ねます！
★後志方面の美術館を2ヶ所見学します！

集合／各中央バスターミナル待合室（出発の15分前）
札幌（8:00）＝＝＝＝麻生（8:20）＝＝＝＝小樽（9:10）＝＝＝＝とまりん館（10:50～11:50）＝＝＝＝岩内〈昼食〉（12:05～12:50）＝＝＝＝岩内町郷土館（13:00～13:30）＝＝＝＝
＝＝＝岩内東山円筒文化遺跡（13:40～13:55）＝西村計雄記念美術館（14:05～14:55）＝小川原脩記念美術館（15:20～16:00）＝小樽（17:40頃）＝麻生（18:30頃）＝札幌（18:50頃）

■ご旅行方面／岩内～倶知安
■募集人員／ 40名
■最少催行人員／ 25名　
■食事／昼食１回

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

旅行代金 　  ポイント大人・こども お一人様

7,500円
6/4（土）

★本物の遺跡発掘現場を見学！
★お客様には発掘作業を体験していただきます！

集合／中央バスターミナル待合室（出発の15分前）

札幌（7:45）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝高速利用＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝帯広百年記念館（10:40～12:10）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝帯広〈昼食〉（12:15～13:00）＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝富良野市博物館（15:00～15:40）＝＝＝＝＝＝＝＝＝フラノマルシェ（16:10～16:30）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝高速利用＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝札幌（19:00頃）

■ご旅行方面／厚真
■募集人員／ 8名
■最少催行人員／ 5名　
■食事／昼食１回

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。※当コースはジャンボタクシーでの運行となります。

静川遺跡

キウス周堤墓

岩内町郷土館

北海道最古の土器

発掘体験

発掘体験

忍路環状列石

いしかり砂丘の風資料館

北黄金貝塚

動物形土製品

岩内東山円筒文化遺跡（遠望）

富良野市博物館

西崎山環状列石

江別市郷土資料館

札幌（8:30）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝厚真町〈発掘体験・発掘現場見学・昼食〉（10:30～15:30）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝札幌（17:30頃）

出発日 Y0A118



グリーンピア大沼
（洋室又は和室/バス・トイレ付）

宿泊ホテル

大船遺跡

※写真は全てイメージです。　◆全コースで添乗員は同行いたしません。　※全コース復路 JR札幌駅降車ができます。（往路は札幌駅には立寄りません。）北の縄文道民会議 会員割引の特典付

旅行代金 　  ポイント大人・こども お一人様

出発日 Y2A101 ■ご旅行方面／青森～大湯～八戸
■募集人員／ 40名
■最少催行人員／ 15名
■食事／朝食2回、昼食3回、夕食1回6/10（金）

69,800円
※1名1室は5,000円追加で承ります。

宿
泊
旅
行
北東北三県の
縄文ロマンを訪ねる
北東北三県の
縄文ロマンを訪ねる

宿
泊
旅
行
北の縄文
NEXT世界遺産候補を
全て観る

北の縄文
NEXT世界遺産候補を
全て観る

旅行代金 大人・こども お一人様

出発日 Y1A110

★宿泊は温泉付のグリーンピア大沼
でゆったり！

★縄文遺跡をじっくり見学！

■ご旅行方面／千歳～伊達～洞爺～森～函館
■募集人員／ 20名
■最少催行人員／ 14名　
■食事／朝食１回、昼食2回、夕食1回

　  ポイント

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

2名1室

1泊目：青森ワシントンホテル
　　　（洋室/バス・トイレ付）

2泊目：八戸ワシントンホテル
　　　（洋室/バス・トイレ付）

小牧野遺跡（青森市）
縄文時代後期に作られた
環状列石を主体とする遺跡で、
国指定史跡です。

宿泊ホテル

2日間

3日間

札幌（8:00）＝＝高速利用＝＝キウス周堤墓（8:50～9:20）＝＝高速利用＝＝北黄金貝塚（11:00～12:00）＝＝伊達・ひろや〈昼食〉（12:10～13:00）＝
＝＝＝＝＝＝ 入江高砂貝塚・貝塚館（13:20～14:20）＝＝＝＝＝＝ 八雲町郷土資料館（15:30～16:30）＝＝＝＝＝＝ グリーンピア大沼（泊）（17:10頃）

ホテル（8:00）＝＝＝＝函館市縄文文化交流センター・垣ノ島遺跡（9:10～10:40）＝＝＝＝大船遺跡（10:50～11:30）＝＝
＝＝＝＝＝＝森〈昼食〉（1２:20～1３:10）＝＝＝＝＝＝鷲ノ木遺跡（13:20～14:00）＝＝＝＝＝＝高速利用＝＝＝＝＝＝札幌（18:00頃）

集合／中央バス札幌ターミナル待合室（出発の15分前） 食事日程

10/1
（土）

朝
・
昼

10/2
（日）

昼
・
夕

10/1（土）
※1名1室は3,000円追加で承ります。
29,800円2～4名

1室

ホテル（9：00）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝大湯環状列石（10：10～11：10）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

鹿角あんとらあ（昼食）（11：30～12：30）＝＝＝御所野遺跡（13：20～15：00）＝＝＝八戸（泊）（16：00頃）

6/10
（金）

6/11
（土）

朝
・
昼

昼
・
夕

朝
・
弁

6/12
（日）

★2泊3日で行程もゆったり！
★往路は北海道新幹線に乗車します！
★1泊目の青森ではホテルの夕食付！

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

集合／JR札幌駅北口鐘の広場（出発の30分前） 食事日程

三内丸山遺跡

ホテル（8：45）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝是川縄文館（9：00～10：50）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝みちのく有料道路＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝青森空港 新千歳空港（15：00～16:00）

函館市縄文文化交流センター

土器づくりのご案内
・粘土は工房で用意します。
・服が汚れますのでエプロン
 をご用意下さい。
・ご昼食やお飲み物は各自で
 ご持参ください。

野焼きのご案内

日
帰
り
体
験
旅
行

出発日 Y0A112

旅行代金
大人お一人様4,000円 ★時代考証に合わせた再現可能

な縄文土器を指導を受けなが
らつくります。

集合／中央バス札幌ターミナル待合室（出発の15分前）

札幌（8:30）＝＝＝＝＝＝＝＝石狩市 公民館陶芸室〈粘土～土器づくり〉（9:30～15:00）＝＝＝＝＝＝＝＝札幌（16:00頃）

■ご旅行方面／石狩　■募集人員／ 15名　■最少催行人員／ 6名　■食事／なし（各自持参）

　  ポイント

札幌（8:30）＝＝＝＝＝＝＝＝石狩 紅葉山49遺跡〈野焼き〉（9:30～14:00）＝＝＝＝＝＝＝＝札幌（15:00頃）

体験ツアー
石狩で縄文土器づくり
体験ツアー
石狩で縄文土器づくり
体験ツアー
石狩で縄文土器づくり
体験ツアー
石狩で縄文土器づくり

Y0A113出発日

旅行代金
大人お一人様4,500円 ★自ら体験してつくった土器を縄文時代と同じ

方法で薪を使って焼きあげます。

集合／中央バス札幌ターミナル待合室（出発の15分前）

■ご旅行方面／石狩
■募集人員／ 15名
■最少催行人員／ 6名　■食事／なし（各自持参）7/30（土）

7/2（土）

　  ポイント体験ツアー
石狩で縄文土器野焼き
体験ツアー
石狩で縄文土器野焼き
体験ツアー
石狩で縄文土器野焼き
体験ツアー
石狩で縄文土器野焼き

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

両コースにご参加していただくと・・・

なります！！

お得なお知らせ！

野焼きのご旅行代金が、
500円お得に

・大雨や強風時には中止になります。その場
合、弊社より当日の朝にご連絡させて頂き
ます。なお、後日野焼きを行い、弊社にてお
預かりさせて頂きます。
・土器づくりにご参加されたお客様で、野焼き
にご参加できないお客様の土器は、野焼き
して、弊社にてお預かりさせて頂きます。
・野焼きは遺跡にて行いますので、折りたたみ
イスや敷物があると便利です。また、ご昼食
やお飲み物は各自でご持参ください。

旅行代金 大人・こども お一人様

6,900円
出発日 Y0A117

9/17（土）

★昨年オープンした北海道博物館を見学！
★深川の音江環状列石や神居古潭竪穴群遺跡を見学！
★芦別の野花南周堤墓も見学！

集合／中央バス札幌ターミナル待合室（出発の15分前）

■ご旅行方面／江別～旭川　
■募集人員／ 40名
■最少催行人員／ 25名　　 
■食事／昼食１回

　  ポイント日
帰
り
旅
行

北海道博物館と
縄文遺跡群
北海道博物館と
縄文遺跡群

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

札幌（9:00）＝＝＝＝北海道博物館（9:30～10:30）＝＝＝＝高速利用＝＝＝＝音江環状列石（12:00～12:40）＝＝＝＝深川市〈昼食〉（12:55～13:45）＝＝＝＝
＝＝神居古潭竪穴住居遺跡（14:15～14:40）＝＝野花南周堤墓（15:30～16:00）＝＝星の降る里百年記念館（16:20～17:00）＝＝高速利用＝＝札幌（18:50頃）

音江環状列石

北海道博物館

旅行代金 大人・こども お一人様

6,900円
出発日 Y0A130

9/4（土）

★縄文と果物狩りを組み合せた新コース！
★縄文ツアー初心者の方におすすめです！
★出発も遅く、帰りも早い行程です！

集合／各中央バスターミナル待合室（出発の15分前）

■ご旅行方面／余市
■募集人員／４０名
■最少催行人員／ 25名　　
■食事／昼食１回

　  ポイント日
帰
り
旅
行

秋の果物狩りと余市町の
縄文に触れる
秋の果物狩りと余市町の
縄文に触れる

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

札幌（9:00）＝＝＝麻生（9:20）＝＝＝小樽（10:10）＝＝＝＝余市・山本観光果樹園〈果物狩り〉（10:40～11:40）＝＝＝＝余市〈昼食〉（11:50～12:40）＝＝＝
＝＝＝＝よいち水産博物館（12:50～13:30）＝＝＝＝フゴッペ洞窟（13:40～14:10）＝＝＝＝小樽（14:40頃）＝＝＝麻生（15:30頃）＝＝＝札幌（16:00頃）

フゴッペ洞窟

よいち水産博物館

新青森駅＝三内丸山遺跡〈昼食・見学〉（12：20～15：00）＝小牧野遺跡（15:20～16：20）＝青森（泊）（16：45頃）

札幌駅（6:52） （特急S北斗・指定席利用） 新函館北斗駅 （北海道新幹線はやぶさ・指定席利用）



※1名1室でも2名1室と同料金です。

※1名1室でも2名1室と同料金です。

宿
泊
旅
行

宿
泊
旅
行

宿
泊
旅
行

津軽と北秋田の
縄文遺跡を観る
津軽と北秋田の
縄文遺跡を観る

新潟の火焔型土器と
佐渡の縄文を訪ねる
新潟の火焔型土器と
佐渡の縄文を訪ねる

錦秋の糸魚川ヒスイ峡と
能登・真脇遺跡を観る
錦秋の糸魚川ヒスイ峡と
能登・真脇遺跡を観る

2日間

3日間

3日間

旅行代金 　  ポイント大人・こども お一人様

出発日 Y2A106 ■ご旅行方面／津軽～弘前～北秋田
■募集人員／ 25名
■最少催行人員／ 10名
■食事／朝食1回、昼食2回、夕食1回10/7（金）

59,800円1～2名
1室

1泊目：シルバーフェリー
　　　2等船室（カーペットタイプ
　　　の相部屋）

2泊目：ホテルクラウンパレス秋北
　　　（洋室／バス・トイレ付）

ご宿泊のご案内

1泊目：新日本海フェリー
　　　ツーリストB
        （2段ベッドタイプの相部屋）

2泊目：万代シルバーホテル
　　　（洋室/バス・トイレ付）

ご宿泊のご案内

氷見天然温泉
ルートイングランティア氷見 
和蔵の宿
（洋室／バス・トイレ付）

ご宿泊のご案内

10/7
（金）

10/8
（土）

ー

ー

昼
・
夕

朝
・
昼

ー

10/9
（日）

★北東北でまだコースに入れたことのない遺跡へ
　ご案内！
★伊勢堂岱遺跡ではたっぷり2時間お取りしました！
★10月の連休利用コースです！

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

集合／苫小牧西港フェリーターミナル1F（出発の60分前） 食事日程

旅行代金 　  ポイント大人・こども お一人様

出発日 Y3A103 ■ご旅行方面／佐渡～十日町～長岡
■募集人員／ 25名
■最少催行人員／ 15名
■食事／朝食2回、昼食2回、夕食0回9/9（金）

64,800円1～2名
1室

小樽港（10：30）～～～新日本海フェリー～～～船中（泊）

～～新潟港〈朝食〉（6:00～6:40）＝＝タクシー＝＝新潟港～～佐渡汽船～～両津港＝＝堂の貝塚（9:30～9:45）＝＝
＝＝＝三宮貝塚（10:00～10:15）＝＝＝佐渡博物館（10:20～11:20）＝＝＝藤塚貝塚（11:30～11:45）＝＝＝
＝＝大須〈昼食〉（12:00～12:45）＝＝長者ケ平遺跡（13:15～13:30）＝＝海運資料館（13:40～14:20）＝＝
＝新穂歴史民俗資料館（15:15～15:45）＝両津港～～佐渡汽船～～新潟港＝タクシー＝新潟〈泊〉（18:00頃）

9/9
（金）

9/10
（土）

朝
・
昼

朝
・
昼

9/11
（日）

★佐渡の縄文遺跡を訪ねる新コース！
★新潟県十日町市の国宝火焔型土器を見学！
★新潟県長岡市の博物館で縄文土器を見学！

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

集合／小樽フェリーターミナル1F（出発の90分前） 食事日程

旅行代金 　  ポイント大人・こども お一人様

出発日 Y3A104 ■ご旅行方面／糸魚川～氷見～能登～珠洲
■募集人員／ 25名
■最少催行人員／ 15名
■食事／朝食1回、昼食2回、夕食1回１１/5（土）

74,800円2名1室

11/5
（土）

11/6
（日）

★北陸最大級の真脇遺跡を訪ねる新コース！
★日本随一のヒスイ産地「小滝川ヒスイ峡」に
行きます！
★漁業の町で有名な「氷見市」の温泉ホテルに宿泊！

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

集合／新千歳空港1F・ANA団体カウンター前（出発の60分前） 食事日程

※写真は全てイメージです。　◆全コースで添乗員は同行いたしません。　北の縄文道民会議 会員割引の特典付

ホテル（8:00）＝＝真脇遺跡・縄文館（10:30～12:00）＝＝珠洲〈昼食〉（12:40～13:30）＝＝

伊勢堂岱遺跡

十日町市博物館
国宝指定番号1
（十日町市博物館所蔵）

苫小牧西港（23:59）～～～シルバーフェリー～～～船中（泊）

～～八戸港（7:30）＝＝大平山元遺跡・外ヶ浜町大山ふるさと資料館（11:00～11:30）＝＝

ホテル（8:00）＝＝＝＝伊勢堂岱遺跡（8:40～10:40）＝＝＝＝大館〈昼食〉（11:20～12:00）＝＝＝＝

＝＝＝＝＝山形県立博物館（10:30～11:30）＝＝＝＝＝山形〈昼食〉（11:40～12:30）＝＝＝＝＝
＝＝＝うきたむ風土記の丘考古資料館（13:30～15:30）＝＝＝高速利用＝＝＝仙台（17:00頃）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝高速利用＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝青森空港 新千歳空港（15:00～16:00）

＝＝十三湖〈昼食〉（12:10～13:00）＝＝田小屋野貝塚（車窓）＝＝亀ヶ岡石器時代遺跡（13:40～14:00）＝＝
＝＝木造亀ヶ岡考古資料館（14:05～15:00）＝＝弘前大学（16:10～16:40）＝＝大館（18:00頃）

亀ヶ岡石器時代遺跡

大平山元遺跡

佐渡・長者ケ平遺跡

佐渡・新穂民俗資料館

ホテル（7:45）＝＝高速利用＝＝十日町市博物館（9:15～10:15）＝＝馬高縄文館（11:05～11：50）＝＝
＝＝＝＝＝新潟県立歴史博物館〈見学・昼食〉（11:45～14:15）＝＝＝＝＝高速利用＝＝＝＝＝

真脇遺跡公園

新千歳空港（7:30） 羽田空港 富山空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝高速利用＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝小滝川ヒスイ峡（13:30～13:50）＝＝フォッサマグナミュージアム（14:20～15:20）＝＝

＝＝長者ケ原考古館・遺跡公園（15:30～16:30）＝＝高速利用＝＝氷見〈泊〉（18:30頃）

旅行代金 　  ポイント大人・こども お一人様

出発日 Y2A107 ■ご旅行方面／山形～高畠～仙台～奥松島
■募集人員／ 25名
■最少催行人員／ 15名
■食事／朝食1回、昼食2回、夕食0回10/29（土）

54,800円
※1名1室は2,000円追加で承ります。

宿
泊
旅
行
山形の「縄文の女神」と
仙台・奥松島の縄文を観る
山形の「縄文の女神」と
仙台・奥松島の縄文を観る 2名1室

1泊目：アークホテル仙台青葉通り
　　　（洋室／バス・トイレ付）

2泊目：太平洋フェリー
　　　 2等船室（カーペットタイプ
　　　 の相部屋）

奥松島縄文村歴史資料館

ご宿泊のご案内

3日間

地底の森ミュージアム

10/29
（土）

昼

朝
・
昼

弁
・
夕

朝
・
昼

10/30
（日）

10/31
（月）

★国宝「縄文の女神」を見学する新コース！
★山形県置賜地域の縄文をじっくり見学！
★奥松島まで足を伸ばし縄文を学びます！

※見学先の都合や交通事情等により、行程が変更となる場合がございます。

集合／新千歳空港1F・ANA団体カウンター前（出発の60分前） 食事日程

山形県立博物館
国宝「縄文の女神」

ホテル（8:50）＝＝仙台市博物館（9:00～9:40）＝＝仙台縄文の森広場（10:00～11:00）＝＝

～～苫小牧西港（11:00）

＝＝＝地底の森ミュージアム（11:10～12:10）＝＝＝仙台〈昼食〉（12:20～13:10）＝＝＝

新千歳空港（7:30～8:00） 仙台空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝高速利用＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝新潟空港 新千歳空港（17:30～18:30）

＝奥松島縄文村歴史資料館（13:50～15:50）＝仙台港（19:40）～～太平洋フェリー～～船中（泊）

※1名1室は2,000円追加で承ります。

羽田空港 新千歳空港（20:30～21:40）＝珠洲焼資料館（13:30～14:１0）＝能登空港

長者ケ原考古館

小滝川ヒスイ峡

苫小牧西港へは中央バスをご利用ください



札幌/中央バスターミナル 1F待合室

旅行の
お申し込みの
ご案内

集合場所のご案内

考古学専門家による旅のナビゲーター 変更になる場合がありますので予めご了承ください。
［五十音順］

2016 20164
4

阿部 千春 （あべ ちはる）

北海道環境生活部縄文世界遺産推進室
特別研究員

「中空土偶」の国宝指定に向け
て取り組みをした中心人物。 縄
文のスペシャリスト。

阿部 明義 （あべ あきよし）

北海道埋蔵文化財センター
調査部 主査

1996年から道内各地で縄文
時代などの発掘調査に関わる。

右代 啓視 （うしろ ひろし）

北海道開拓記念館
主任 学芸員

北方考古学を専門とし、最近は
北方四島の考古学調査を実施。
北方島文化研究会を主宰。

工藤 義衛 （くどう ともえ）

石狩市教育委員会
いしかり砂丘の風資料館 学芸員

北海道の土器文化と郷土史を研
究中。また、石狩鍋の歴史につい
ても造詣が深い。

長沼   孝 （ながぬま たかし）

北海道埋蔵文化財センター
常務理事兼務第1調査部長

北海道・北東北の縄文遺跡群の
世界遺産登録推進に長く関わり、
同地域の縄文文化・遺跡に精通。

鈴木 琢也 （すずき たくや）

北海道開拓記念館
学芸員

交流と交易をテーマに日本の考古
学を研究。考古学を中心に研究活
動を展開、北の交易ルートを探る。

2016.04
総合（国内）旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関しご不明な点があれば、ご遠慮なく左記の取扱管理者にお尋ねください。

小樽/中央バス小樽ターミナル 1F待合室

中央バス
小樽ターミナル

本 　 　 社 滝 川 営 業 所
TEL.011-221-1122 TEL.0125-26-1188

TEL.011

FAX.011-221-0117

221-0912予約センター
北海道知事登録旅行業

旅行企画
実　　施

北海道中央バスグループ
第2-470号・JATA正会員

札幌市中央区大通東1丁目３番地 中央バス札幌ターミナル2F 滝川市栄町 4丁目 9番 1号 中央バス滝川ターミナル 1F
営業時間／平日9:00～17：30・土曜9:00～14:00（日祝定休）
◎総合旅行業務取扱管理者／井端　慎一

営業時間／平日9:00～18：00・土曜9:00～14:30（日曜定休）
◎総合旅行業務取扱管理者／本間　宏之

FAXお申込み24時間受付中

日帰りツアーの一部商品は
インターネット予約ができます！

http://www.cb-tours.com

FAX用紙に
①コース名　②出発日
③代表者および参加者全員のお名前・年齢・郵便番号・住所・
　連絡先をご記入ください。
※満席でお受けできない場合もございます。予約のご回答は営業時間内にさせて
　いただきます。

縄文旅コースのご案内（お申込み前に必ずお読みください）

◆野外遺跡を見学する時、雨天・荒天などでご覧いただけない場合
があります。予めご了承ください。

◆天候及び道路事情等により、行程及び見学地・見学時間が変更
となる場合があります。予めご了承ください。

◆考古学専門家による旅のナビゲーターは、同行または現地での
ご案内となります。また、パンフレットに記載のない専門家
及び現地ガイドがご案内する場合もあります。予めご了承くだ
さい。

◆特に記載がない限り貸切バスを利用いたします。但し、ご参加者
が8名以下の場合はジャンボタクシー利用になる場合もござい
ますが、ご返金はありません。最終日程表にてご案内いたします。

◆添乗員及びバスガイドは同行いたしません。

◆旅行代金に含まれるもの・・・
　行程表に明記された貸切バス・フェリー・航空機・JR・タクシー
等の交通機関費用、観光施設入場料、ホテル宿泊代金、食事代金、
消費税諸税（追加飲食等には、別途諸税がかかります。）

◆遺跡によっては、徒歩見学があります。普段履き慣れた歩きやすい
靴でお越しください。

◆旅行代金は全て税込み価格です。


