
別紙

番号 旅行会社 出発地 目的地 利用交通機関

1 ANA X 東京近郊 沖縄 航空機のみ 10/15 ～ 10/17

2 ANA X 東京近郊 沖縄 航空機のみ 10/22 ～ 10/24

3 エイチ・アイ・エス 東京近郊 山梨 バスのみ

4 クラブツーリズム 東京近郊 群馬 バスのみ 10/21 ～ 10/22

5 JTBメディアリテーリング 東京近郊 青森 鉄道＋バス＋フェリー 10/19 ～ 10/21

6 ジャルパック 東京近郊 － 航空機のみ

7 T-LIFEホールディングス 東京近郊 福島 鉄道＋バス 10/17 ～ 10/18

8 T-LIFEホールディングス 東京近郊 鹿児島 航空機＋バス＋フェリー 10/21 ～ 10/23

9 T-LIFEホールディングス 東京近郊 長野 バスのみ

10 東武トップツアーズ 東京近郊 北海道 航空機＋バス 10/8 ～ 10/11

11 東武トップツアーズ 東京近郊 東京 鉄道＋バス 10/21 ～ 10/22

12 日本旅行 名古屋 栃木 鉄道＋バス 10/22 ～ 10/23

13 日本旅行 東京近郊 茨城 バスのみ 10/23 ～ 10/24

14 日本旅行 東京近郊 山梨 鉄道＋バス 11/3 ～ 11/4

15 日本旅行 東京近郊 茨城 バスのみ 11/13 ～ 11/14

16 阪急交通社 福岡 北海道 ・山形・岐阜・静岡  鉄道＋バス 10/24 ～ 10/28

17 阪急交通社 福岡 鹿児島 航空機＋バス 10/26 ～ 10/28

18 阪急交通社 東京近郊 奈良 鉄道＋バス 10/28 ～ 10/30

19 阪急交通社 東京近郊 奈良 鉄道＋バス 10/30 ～ 11/1

20 阪急交通社 福岡 奈良 鉄道＋バス 10/30 ～ 11/1

21 阪急交通社 東京近郊 北海道・岩手・福井・鹿児島 鉄道＋バス 10/30 ～ 11/3

22 阪急交通社 福岡 大分 バスのみ

23 阪急交通社 名古屋 宮崎・鹿児島 鉄道＋バス＋フェリー 11/4 ～ 11/7

24 阪急交通社 福岡 佐賀 バスのみ

25 読売旅行 東京近郊 山梨 バスのみ

26 読売旅行 東京近郊 北海道 航空機＋バス 10/17 ～ 10/19

27 読売旅行 東京近郊 岩手・宮城 鉄道＋バス 10/17 ～ 10/19

28 読売旅行 福岡 石川 鉄道＋バス 10/17 ～ 10/19

29 読売旅行 東京近郊 沖縄 航空機＋バス＋フェリー 10/17 ～ 10/21

30 読売旅行 東京近郊 青森・秋田 鉄道＋バス 10/18 ～ 10/20

31 読売旅行 東京近郊 山梨 バスのみ

32 ワールド航空サービス 東京近郊 大分 航空機＋バス 10/10 ～ 10/13

33 ワールド航空サービス 名古屋 北海道 航空機＋バス 10/12 ～ 10/15

34 ワールド航空サービス 東京近郊 佐賀・長崎 航空機＋バス＋フェリー 10/13 ～ 10/16

35 ワールド航空サービス 名古屋 三重・和歌山 鉄道＋バス 10/13 ～ 10/16

36 ワールド航空サービス 名古屋 北海道 航空機＋バス 10/13 ～ 10/17

37 ワールド航空サービス 福岡 福岡・長崎・大分・宮崎・鹿児島 鉄道＋バス 10/14 ～ 10/19

38 ワールド航空サービス 名古屋 福島・新潟 航空機＋鉄道＋バス 10/18 ～ 10/22
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