
便利でお得な便利でお得な

福島観光自動車（株）おすすめ福島観光自動車（株）おすすめ

★宿泊者向け観光コースプラン★★宿泊者向け観光コースプラン★
お手軽猪苗代コース❶
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館・
世界のガラス館～磐梯熱海温泉

★所要時間4時間
★運行期間：通年

★所要時間4時間
★運行期間：通年

★所要時間4時間
★運行期間：通年

★所要時間4時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間7時間
★運行期間：通年

★所要時間7時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間8時間
★運行期間：通年

★所要時間8時間
★運行期間：通年

★所要時間7時間
★運行期間：通年

★所要時間7時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

★所要時間6時間
★運行期間：通年

お手軽猪苗代コース❷
磐梯熱海温泉～猪苗代湖（車窓）～
野口英世記念館・世界のガラス館～郡山市内

二本松歴史探訪コース❶
郡山市内～智恵子の生家と智恵子記念館「見学」～
霞ヶ城公園「旧二本松藩戒石銘碑」～大隣寺～岳温泉

二本松歴史探訪コース❷
岳温泉～大隣寺～霞ヶ城公園「旧二本松藩戒石銘碑」～
智恵子の生家と智恵子記念館～郡山市内

猪苗代・裏磐梯コース❶　
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～
野口英世記念館・世界のガラス館～
磐梯高原「桧原湖・五色沼」～磐梯高原

猪苗代・裏磐梯コース❷
磐梯高原～磐梯高原「桧原湖・五色沼」～野口英世記念館・
世界のガラス館～猪苗代湖（車窓）～郡山市内　

猪苗代・裏磐梯コース❸ 大内宿・会津若松コース❶

大内宿・会津若松コース❷

いわき市内観光コース❶

いわき市内観光コース❷

郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館・
世界のガラス館～磐梯高原「桧原湖・五色沼」～
猪苗代・表磐梯　

猪苗代・裏磐梯コース❹
猪苗代・表磐梯～磐梯高原「桧原湖・五色沼」～
野口英世記念館・世界のガラス館～
猪苗代湖（車窓）～郡山市内

猪苗代・裏磐梯コース❺
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館・
世界のガラス館～ゴールドライン～磐梯高原
「桧原湖・五色沼」～レークライン～
中ノ沢温泉・横向温泉

★所要時間7時間　
★運行期間：ゴールドライン・スカイライン運行可能期間

★所要時間7時間　
★運行期間：ゴールドライン・スカイライン運行可能期間

★所要時間7時間
★運行期間：ゴールドライン・レークライン運行可能期間

★所要時間7時間
★運行期間：ゴールドライン・レークライン運行可能期間

★所要時間7時間
★運行期間：ゴールドライン・レークライン運行可能期間

★所要時間7時間
★運行期間：ゴールドライン・レークライン運行可能期間

★所要時間6時間　
★運行期間：ゴールドライン・レークライン運行可能期間

★所要時間6時間　
★運行期間：ゴールドライン・レークライン運行可能期間猪苗代・裏磐梯コース❻

中ノ沢温泉・横向温泉～レークライン～
磐梯高原「桧原湖・五色沼」～ゴールドライン～
野口英世記念館・世界のガラス館～猪苗代湖（車窓）～郡山市内

猪苗代・会津若松コース❶
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館～会津若松観光
「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・
七日町散策・福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中から
２ヵ所選択～会津若松市内

郡山市内～塔のへつり～湯野上温泉駅(車窓)～大内宿～
会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・
御薬園・七日町散策・福島県立博物館・会津酒造歴史館」の
中から1ヵ所選択～会津若松市内

会津若松市内～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・
会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・
会津酒造歴史館」の中から１ヵ所選択～大内宿～
湯野上温泉駅（車窓）～塔のへつり～郡山市内

郡山市内～白水阿弥陀堂～塩屋埼灯台～
アクアマリンふくしま/いわき･ら・ら・ミュウ～いわき市内

いわき市内～塩屋埼灯台～アクアマリンふくしま/
いわき･ら・ら・ミュウ～白水阿弥陀堂～郡山市内

会津若松市内～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・
会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・
会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～野口英世記念館～
猪苗代湖（車窓）～郡山市内

猪苗代・会津若松コース❸
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館～会津若松観光
「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・
七日町散策・福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中から
3ヵ所選択～会津若松市内

猪苗代・会津若松コース❹

猪苗代・喜多方・裏磐梯コース❶

猪苗代・喜多方・裏磐梯コース❷

会津・喜多方・裏磐梯福島たっぷり満喫コース❶

会津・喜多方・裏磐梯福島たっぷり満喫コース❷

会津若松市内～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・
会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・
会津酒造歴史館」の中から３ヵ所選択～野口英世記念館～
猪苗代湖（車窓）～郡山市内

郡山市内～猪苗代湖（車窓）～蔵の街喜多方散策～
磐梯高原「五色沼」～磐梯高原

磐梯高原～磐梯高原「五色沼」～蔵の街喜多方散策～
猪苗代湖（車窓）～郡山市内

郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館～会津若松観光「鶴ヶ城・
飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・
会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～蔵の街喜多方散策～
磐梯高原「五色沼」～飯坂温泉・穴原温泉・土湯温泉

飯坂温泉・穴原温泉・土湯温泉～磐梯高原「五色沼」～蔵の街喜多方散策～
会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・
七日町散策・福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中から2ヵ所選択～
野口英世記念館～猪苗代湖（車窓）～郡山市内

猪苗代・会津若松コース❷

会津若松・裏磐梯コース❶
郡山市内～猪苗代湖(車窓)～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・
会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・
会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～ゴールドライン～
磐梯高原「桧原湖・五色沼」～レークライン～スカイライン～高湯温泉

会津若松・裏磐梯コース❷
高湯温泉～スカイライン～レークライン～磐梯高原「桧原湖・
五色沼」～ゴールドライン～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・
会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・
会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～猪苗代湖（車窓）～郡山市内

猪苗代・会津若松・裏磐梯コース❶
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館～会津若松観光
「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・
福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～ゴールドライン～
磐梯高原「桧原湖・五色沼」～レークライン～土湯温泉

猪苗代・会津若松・裏磐梯コース❷
土湯温泉～レークライン～磐梯高原「桧原湖・五色沼」～ゴールドライン～
会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・
七日町散策・福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～
野口英世記念館～猪苗代湖（車窓）～郡山市内

猪苗代・会津若松・裏磐梯コース❸
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館～会津若松観光
「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・
福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～ゴールドライン～
磐梯高原「桧原湖・五色沼」～レークライン～野地温泉

猪苗代・会津若松・裏磐梯コース❹
野地温泉～レークライン～磐梯高原「桧原湖・五色沼」～ゴールドライン～
会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・
七日町散策・福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～
野口英世記念館～猪苗代湖（車窓）～郡山市内

会津若松・裏磐梯コース❸
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・
会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・
福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～
磐梯高原「五色沼」～磐梯高原

会津若松・裏磐梯コース❹
磐梯高原～磐梯高原「五色沼」～会津若松観光
「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・
七日町散策・福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中
から２ヵ所選択～猪苗代湖（車窓）～郡山市内

小：¥16,000  中：¥20,000  ジ：¥24,000

小：¥16,000  中：¥20,000  ジ：¥24,000 小：¥28,000  中：¥35,000  ジ：¥42,000 小：¥28,000  中：¥35,000  ジ：¥42,000

小：¥28,000  中：¥35,000  ジ：¥42,000 小：¥28,000  中：¥35,000  ジ：¥42,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥32,000  中：¥40,000  ジ：¥47,000

小：¥32,000  中：¥40,000  ジ：¥47,000

小：¥35,000  中：¥42,000  ジ：¥49,000

小：¥35,000  中：¥42,000  ジ：¥49,000

小：¥30,000  中：¥36,000  ジ：¥42,000

小：¥30,000  中：¥36,000  ジ：¥42,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥28,000  中：¥35,000  ジ：¥42,000

小：¥28,000  中：¥35,000  ジ：¥42,000

小：¥28,000  中：¥35,000  ジ：¥42,000

小：¥28,000  中：¥35,000  ジ：¥42,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥16,000  中：¥20,000  ジ：¥24,000

小：¥16,000  中：¥20,000  ジ：¥24,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

小：¥24,000  中：¥30,000  ジ：¥36,000

裏磐梯五色沼

福島県の名所を
観光タクシーで巡る！

福島観光自動車株式会社 024  944  7311



福島観光自動車株式会社
福島県郡山市横塚2-1-3

〈URL〉http://www.fukushimakanko.co.jp/　〈E-mail〉info@fukushimakanko.co.jp

本社・郡山営業所

☎ 024（944）7311
福島営業所

☎ 024（504）7100

二本松営業所

☎ 0243（22）2108
会津中央営業所

☎ 0241（27）2126

お申込
お問合せは
こちらへ

★郡山市内発着★★郡山市内発着★

郡山発着　お手軽猪苗代コース
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館・
世界のガラス館～郡山市内

★所要時間5時間　
★運行期間：通年

小：¥20,000
中：¥25,000
ジ：¥30,000

郡山発着　猪苗代・裏磐梯コース
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館・
世界のガラス館～磐梯高原「桧原湖・五色沼」～郡山市内

★所要時間6時間　
★運行期間：通年

小：¥30,000
中：¥36,000
ジ：¥42,000

郡山発着　会津若松・裏磐梯コース
郡山市内～猪苗代湖(車窓)～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・
会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・
会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～磐梯高原「五色沼」～郡山市内

★所要時間8時間　
★運行期間：通年

小：¥32,000
中：¥40,000
ジ：¥47,000

郡山発着　猪苗代・会津若松コース❶
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館～会津若松観光
「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・
福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～郡山市内

★所要時間7時間　
★運行期間：通年

小：¥28,000
中：¥35,000
ジ：¥42,000

郡山発着　猪苗代・会津若松コース❷
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館～会津若松観光
「鶴ヶ城・飯盛山・会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・
福島県立博物館・会津酒造歴史館」の中から３ヵ所選択～郡山市内

★所要時間8時間　
★運行期間：通年

小：¥32,000
中：¥40,000
ジ：¥47,000

郡山発着　三春町観光見学コース
郡山市内～福島県環境創造センター交流棟『コミュタン福島』～
三春滝桜（車窓）～さくら湖～春田大橋～三春ダム資料館～
三春の里田園生活館～郡山市内

★所要時間3時間　
★運行期間：通年

小：¥12,000
中：¥15,000
ジ：¥18,000

郡山発着　鍾乳洞コース
郡山市内～入水鍾乳洞～あぶくま洞～星の村天文台～
郡山市内

★所要時間5時間　
★運行期間：通年

小：¥25,000
中：¥30,000
ジ：¥35,000

郡山市内のお花見めぐりコース
郡山市内～荒池公園～酒蓋公園～香久池公園～五百渕公園～
開成山公園～逢瀬川堤の桜～郡山市内

★所要時間2時間　
★運行期間：桜の開花時期

小：¥08,000
中：¥10,000
ジ：¥12,000

枝垂れ桜の最高位・両横綱コース
郡山市内～紅枝垂れ地蔵桜～三春滝桜～さくらの公園～
郡山市内

★所要時間3時間　
★運行期間：桜の開花時期

小：¥12,000
中：¥15,000
ジ：¥18,000

田村町の古木の桜めぐり
郡山市内～日本大学構内の桜～田村神社境内の桜～
弥明の桜～長興寺しだれ桜～東山霊園の桜並木～
大安場史跡公園～郡山駅

★所要時間4時間　
★運行期間：桜の開花時期

小：¥16,000
中：¥20,000
ジ：¥24,000

須賀川市の枝垂れ桜コース
郡山市内～笹原川の千本桜～照光寺の枝垂れ桜～長沼永泉寺の
枝垂れ桜～横田陣屋御殿桜～護真寺参道のさくら並木～
古舘の枝垂れ桜～釈迦堂川の両岸～郡山市内

★所要時間5時間　
★運行期間：桜の開花時期

小：¥25,000
中：¥30,000
ジ：¥35,000

三春滝桜と魅惑の枝垂れ桜コース
郡山市内～上石不動桜～忠七桜～五斗蒔田桜～
紅枝垂れ地蔵桜～三春滝桜～三春町桜谷・福聚寺・三春城～
郡山市内

★所要時間5時間　
★運行期間：桜の開花時期

小：¥20,000
中：¥25,000
ジ：¥30,000

郡山発着　会津・喜多方・裏磐梯福島たっぷり満喫コース
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・
会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・会津酒造
歴史館」の中から２ヵ所選択～蔵の街喜多方散策～磐梯高原「五色沼」～郡山市内

★所要時間9時間　
★運行期間：通年

小：¥36,000
中：¥45,000
ジ：¥52,000

郡山発着　大内宿・会津若松コース
郡山市内～塔のへつり～大内宿～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・
会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・
会津酒造歴史館」の中から2ヵ所選択～郡山市内

★所要時間9時間　
★運行期間：通年

小：¥36,000
中：¥45,000
ジ：¥52,000

郡山発着　いわき市内観光コース
郡山市内～白水阿弥陀堂～塩屋埼灯台～
アクアマリンふくしま/いわき･ら・ら・ミュウ～郡山市内

★所要時間8時間　
★運行期間：通年

小：¥32,000
中：¥40,000
ジ：¥47,000

郡山発着　猪苗代・会津若松・喜多方コース
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～野口英世記念館～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・
会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・
会津酒造歴史館」の中から２ヵ所選択～蔵の街喜多方散策～郡山市内

★所要時間8時間　
★運行期間：通年

小：¥32,000
中：¥40,000
ジ：¥47,000

郡山発着　たっぷり会津若松市内観光コース
郡山市内～猪苗代湖（車窓）～会津若松観光「鶴ヶ城・飯盛山・
会津武家屋敷・会津藩校日新館・御薬園・七日町散策・福島県立博物館・
会津酒造歴史館」の中から４ヵ所選択～郡山市内

★所要時間8時間　
★運行期間：通年

小：¥32,000
中：¥40,000
ジ：¥47,000

磐梯山と猪苗代湖

※小：は、小型ハイヤー・中：は、中型ハイヤー・
　ジ：は、ジャンボタクシーの略です。
※小：は、小型ハイヤー・中：は、中型ハイヤー・
　ジ：は、ジャンボタクシーの略です。

・記載の料金は1台あたりの料金（税込）となっております。
・東北運輸局に認可を受けているプランとなります。 原則、所要時間やコースの変更は出来ません。
・高速道路を利用する揚合は別途高速代金をご負担頂くようになります。また、拝観料、駐車料は実費となります。
・満車の揚合はお受けできませんのでお早めにお問い合わせ下さい。
・予約後の取消に関しましては当社規定のキャ ンセル料が発生しますのでご注意下さい。

★郡山市内発着★★郡山市内発着★

注意事項
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