
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年7月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

福 島

会津地方の観光というと、磐梯山や五色沼といった自然や幕末のイメージが強い
かもしれませんが、実は深い仏教の歴史を持つ町なのです。会津は日本海側と
太平洋側からの文化の出会う所で、東北の入口でもあります。この地には古墳
時代から遠く離れた中央国家との交流があったとされ、早くから仏教文化が伝え
られました。平安初期には高僧、徳一（とくいつ）が会津の五薬師はじめ多くの寺
院をひらき、東北地方でいち早く仏教文化が花開いたのです。現に会津地方に
は平安初期から近世に至るまでの多くの寺院や素晴らしい仏像が多く残り、「仏都・会津」とも呼ばれるほどです。この度は、
日本遺産にも認定された「会津の三十三観音めぐり」から仏都会津を代表する名刹をじっくりと訪れます。旅の後半では福島
県浜通りにも足を延ばし、南相馬に残る「驚きの巨大石窟」大悲山石仏や平安の面影を色濃く残す国宝伽藍「白水阿弥陀堂」
を訪れる行程といたしました。モミジにイチョウに、色とりどりに色づく福島の美しい自然とあわせてお楽しみください。

裏面もご覧ください

ツアープランナーより

秋に色づく仏都会津ととっておきの国宝仏教遺産 4日間

�◯奈良、平安の時代から仏教が栄
え、今も多くの名刹が残る会津を
「仏都」をテーマに巡ります。�
◯都と会津を繋ぐ会津西街道を北
上。茅葺屋根の美しい大内宿を訪
れます。�

��◯会津の東西南北に延び、各地の文
化との交流の役割を果たした五
街道の史跡を辿ります。

ここにご注目  旅のポイント

喜多方の秋を彩る大イチョウと鎌倉時代建立と言われる新宮熊野神社の長床
© 喜多方観光物産協会（イメージ）

紅・黄に色づく会津の美しい紅葉を訪ねます
四方を山に囲まれた会津は、紅葉の名所と
しても全国的に知られています。この度は、
紅葉の美しい秋限定の設定とし、錦模様の
紅葉が美しい安達太良山麓や裏磐梯をドラ
イブ。車窓や展望台から色づく木々の絶景
をお楽しみください。喜多方では源頼朝の
勧請と言われる古社「新宮熊野神社」を訪問。
「長床」と呼ばれる寝殿造りの拝殿と大イ
チョウの黄色の世界は目を見張るほどです。
新宮熊野神社の文殊堂に収められた重要文
化財「五台山文珠菩薩」も必見です。

錦色に輝く安達太良山の紅葉（イメージ）
© 「福が満開、福のしま。」福島県観光復興推進委員会

勝常寺 南相馬

 会津若松 大悲山の石仏群

福島

郡山（1泊）
猪苗代湖

恵隆寺
円蔵寺

芦ノ牧温泉
（2泊）

大内宿

 いわき

左下り観音堂

秋の紅葉を楽しむ 楽楽

サービス
お荷物

裏磐梯のドライブも楽しみます（イメージ）　©裏磐梯観光協会
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ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年7月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

■最少催行人員：10名　■食事：朝食3回、昼食3回、夕食2回　
■添乗員：東京駅ご出発から東京駅ご到着まで随行いたします。
■ホテル：芦ノ牧温泉／丸峰　本館（トイレ・バス付き和室）丸峰本館の大浴場・
露天風呂は、7/20現在メンテナンス中となっており、別館の檜風呂がご利用
いただけます。　郡山／ダイワロイネット郡山駅前（トイレ・バス付き洋室　ツイ
ンルーム）　■利用予定バス会社：福島交通または同等クラス
■利用運送機関：新幹線普通車指定席、JR特急ひたち普通車指定席
※例年の紅葉の見頃にあわせて設定しておりますが、年によって見頃は前後し
ます。あらかじめご了承ください。

1

東京駅10：36発D郡山駅11：57着B（安達太良山山麓
や裏磐梯をドライブし、喜多方へ）B徳一が開いた東北
を代表する名刹、○勝常寺（内部の12の仏像はいずれも
国宝・重文）B○新宮熊野神社の文殊堂や、イチョウの美
しい長床にご案内しますB芦ノ牧温泉
� 【2連泊】（芦ノ牧温泉泊）ssy

2

芦ノ牧温泉09：00発B会津美里（清水の舞台を思わせる
懸け造の○左下り観音堂）B○大内宿B会津柳津（徳一
が開いたとされる名刹で、会津赤べこの発祥地でもある
○福満虚空蔵菩薩圓蔵寺）B弘法大師が彫ったとされる
立木観音で知られる○恵隆寺B芦ノ牧温泉16：00着
� （芦ノ牧温泉泊）ahy

3
芦ノ牧温泉09：00発B会津若松（珍しい木造らせん建築
の●さざえ堂へ。その後、猪苗代にて徳一が開山した寺
院で、会津で最も栄えた寺院であった○慧日寺跡、●慧
日寺資料館にご案内）B郡山16：00着�（郡山泊）ahs

4
郡山09：00発B南相馬に残る石窟「大悲山石仏」（○薬師堂
石窟、○観音堂石窟）Bいわき（国宝・○白水阿弥陀堂に
参拝）Bいわき駅16：18発D東京駅18：43着
ご自宅までお荷物を託送します。� ahs

集合・日数・出発日 旅行代金

【東京駅集合・4日間】 
11月6日（日） , 8日（火） ¥188,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥25,000にて承ります）

日本遺産「三十三観音めぐり」の名刹を巡る

高僧・徳
と く い つ

一が築いた仏教の理想の都

徳一の時代から時をくだって江戸、会津藩の藩祖保科正之の時代、巡礼が日本各地で盛
んに行われるようになり、会津藩でも藩民の巡礼熱の高まりを受けて、正之は徳一の時
代からの由緒ある寺院で構成する三十三観音を定めたのでした。当時、家の中で窮屈な
暮らしをしていた農家の女性は、田畑の仕事がひと段落した7月頃、講仲間と共に親睦
と娯楽を兼ねた観音巡りに旅立
ち、ひととき羽を伸ばしたのでし
た。今回は、三十三観音の中でも
最も特徴的な木造三層懸造り様式
（清水寺と同工法）で建てられた
左(さ）下り観音（第二十一番札所）
や、弘法大師が根のついた大樹か
ら彫り出した立木観音で知られる
恵隆寺（第三十一番札所）などの名
刹も訪れる行程としています。

仏都・会津の礎を築いた徳一は、奈良時代から平安初期、最澄や空海と同世代で親しく
交流を持ち、一目置かれた高僧です。奈良東大寺、興福寺で法相宗を学び、当時の堕落
した都の仏教を嫌い、真の仏教を
求めて会津の地に移りました。日
本仏教史最大の対決とも言われる
最澄との5年にわたる論争で知ら
れ、会津の気質にも通じる一途で
気骨ある高僧として知られます。
今回の旅では、徳一が開いたと伝
えられる慧日寺跡や、赤べこ発祥
の寺院としても知られる圓蔵寺、
国宝の仏像を有する勝常寺など、
徳一ゆかりの地も訪れます。 赤べこ発祥の寺と言われる圓蔵寺

清水寺と同工法で建てられた第二十一番札所「左下り観音堂」 

【薬師堂石仏】平安時代の如来と菩薩坐像が残る
驚きの石窟が目の前に
大悲山に残る3つの石窟のうち最も保存状態のよい「薬師堂石仏」。砂岩の崖を間口15
メートル、高さ5.5メートルにかけて掘り抜き、4体の如来像と2体の菩薩像が浮き彫り
された圧巻の光景が広がります。顔は石芯塑像のため剥落してしまっていますが、光背
の線刻や彩色などもしっかりと残ります。光背の火炎紋や唐草紋は東大寺盧舎那仏の台
座に似ており、首の太さや衣の幅などから、平安前期のものと言われています。平安前
期といえば中国の唐の影響が強
く、大陸では洛陽の龍門や敦煌の
莫高窟にも多くの石窟が残された
時代。薬師堂石仏もまさに「莫高
窟」へ来たかのような錯覚を覚え
るほどです。今回は、南相馬市
教育委員会のご助力を得て、普
段保護しているガラス戸を開け
ていただき、石窟の内部へ。間
近で迫力の石窟をご覧いただく
機会といたしました。

高さ 3 メートルほどもある大悲山薬師堂の如来坐像

【観音堂石仏】日本最大の
千手観音石仏と千仏の面影
「大悲山」もうひとつの見どころが「観音堂石仏」で
す。ここには大悲山の本尊であったとされる千手
観音坐像が刻まれています。こちらも剥落が多い
ですが、残る千手観音の頭部や手の姿から推定さ
れる大きさはなんと9メートル。日本最大の石仏が
平安期にこの地に刻まれていたのです。その左右
にはシルクロードの千仏洞の如く、鮮やかな化仏
が彫られています。現在確認できる千手の配置は、
頭の上に化仏を捧げる平
安期の京都清水寺本尊を
ルーツとする「清水型千
手観音」となっています。
同型の平安時代の仏像は
中尊寺にも残されてお
り、大陸と都、そして東
北の繋がりを今に感じる
石窟です。背後の鮮やか
な化仏はベゼクリクやキ
ジルといったシルクロー
ドの千仏洞を思わせるオ
リエンタルな雰囲気を漂
わせています。

現地合流プラン：郡山駅合流/いわき駅解散 ￥12,000引き

千手観音石仏の大きさはなんと
9 メートル。日本最大級の磨崖
仏です
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