
〈旅行企画・実施〉
〒457-0819 名古屋市南区滝春町1番80
愛知県知事登録旅行業第2-1349号　全国旅行業協会々員
総合旅行業務取扱管理者  杉山 太一　☎（052）825-4120

〒457-0819 名古屋市南区滝春町1番80 愛知県知事登録旅行業第2-1349号　全国旅行業協会々員　総合旅行業務取扱管理者  杉山 太一

総合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きに関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取り扱い管理者におたずね下さい。

※お申し込みの際、参加者全員の
　お名前と年齢をお伺いいたします。

お気軽に
お電話下さい。

電話・ホームページ
で予約

詳しい旅行条件を
記載した書面を
お送りします

コンビニ又は郵便局で振込み
（振込手数料は弊社負担）

出 発
（受領書をご持参下さい）

平日 9:30～18：00（土・日・祝日定休）営業時間

●
取
消
料

鯱バス株式会社
鯱バスツアーセンター

☎（052）825-4120
旅
行
条
件
（
抜
粋
）

●ご旅行お申込みの際は、申込金（旅行費用の20%以上）をお支払いいただきます。●特に記載の無い場
合、満12歳以上の方は大人代金、満4歳以上の方は小人代金となります。●残金のお支払いは出発日の
14日前までにお願いいたします。●旅行代金には特にお断りしてある以外は乗物、宿泊、見学費など団体
行動中の費用と諸税が含まれています。●お申込みの営業所にて詳細行程表をお渡ししますが、旅行費
用、コース内容、宿泊施設名、運輸機関の発着時刻等は運賃改訂、法令、天災地変、動乱、気象条件その他
不可抗力の事由で変更することがあります。●最少催行人員は30名です。●最少催行人員に満たないと
きは旅行を中止する場合があります。この場合旅行開始日の前日から起算して宿泊コースは13日、（日帰
りは3日前）に当る日より前にご連絡します。●添乗員は原則として同行致しません。●ご旅行中の旅程管
理は添乗員又はその代行者（バス乗務員）が行ないますが、総括旅程管理は鯱バスツアーセンターで行な
います。●お客様の都合により取消される場合、次に定める取消料を申し受けます。●その他の事項につ
いては当社旅行業約款によります。ご希望の方は当社にご請求下さい。

宿　泊
日帰り
旅行代金の

20日～8日前まで
10日～8日前まで

20　％

旅行中の
前途放棄
全　額

7日～2日前まで

30　％

出発日の前日

40　％

当　日

50　％

お問い合わせ・お申し込みは

※道路交通法の改正によりバス座席においてシートベルトの着用をお願い致します。幼児（2・3才）の方も特に注釈がない限りはバス
　座席料が必要になりますのでご注意下さい。尚、２才未満のお子様はシートベルトの着用ができないためご参加はご遠慮下さい。幼児ご同伴参加者へのご案内 バス運転士募集！ 地元で安心して永く働ける

☎052-825-4115 担当：早坂

2021年 桜の競演2021年 桜の競演

ゴールデンウィークに出かけよう！ゴールデンウィークに出かけよう！

詳しい乗車場所の地図は
鯱バスツアーサイト乗車地一覧で！

鯱バス東濃営業所
岐阜県土岐市下石町 304-1011

高蔵寺駅北 多治見駅北
多治見税務署
東側バス停車場

ヤマダ電機テックランド
高蔵寺店前

お得なキャンペーンも
実施中♪

高蔵寺・東濃地区に　
乗車地が増えました！

WEB& 乗車地
 リニューアル！

春の旅
発着場所 ■名古屋・北部　■名古屋・南部　■知多・金山　■西春・岩倉・小牧　■高蔵寺・東濃

約1,000本の
桜を見学

世界遺産

醍醐寺の
「雨月茶屋」で
桜御膳の昼食      
        
        
        
        
        

京都御所内の
有名な
しだれ桜見学

※写真は全てイメージです。

昼食イメージ ①
各地→雨月茶屋（桜御膳の昼食）→醍醐寺（境内に広がる約
1,000本の桜を見学）→京都御所（有名なしだれ桜を見学）→
井筒八ツ橋本舗追分店（買物）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り
※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。※昼食は11時からになります。

AN0722 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:15発8:05発7:50発7:40発7:30発

帰着時間…18:00～18:304/2（金）・8（木）
AP0722 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町

8:15発8:05発7:50発7:30発7：10発
帰着時間…18:00～18:504/1（木）・9（金）

AK0722 西春駅東岩倉駅西小牧駅
8:15発7:45発7:10発

帰着時間…18:00～18:504/3（土）・15（木）

AQ0722 製鉄公園太田川駅金山駅
8:25発8:10発7:30発

帰着時間…17:40～18:304/7（水）・10（土）

AG0722 高蔵寺駅多治見駅東濃車庫
7:55発7:25発7:05発

帰着時間…18:20～18:554/4（日）・14（水）
旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 10,980円

① 各地→名阪上野ドライブイン（雪隠れ鍋膳の昼食・買物）→吉野山（約３万本の桜見学 約２時間３０分滞在）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。※昼食は１１時からになります。

AN0724 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
9:15発9:05発8:50発8:40発8:30発 帰着時間…19:40～20:10

4/4（日）・12（月）

AP0724 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
9:15発9:05発8:50発8:30発8：10発 帰着時間…19:40～20:30

4/10（土）・15（木）

AG0724 高蔵寺駅多治見駅東濃車庫
8:55発8:25発8:05発 帰着時間…20:00～20:35

4/8（木）・11（日）

AQ0724 製鉄公園太田川駅金山駅
9:25発9:10発8:30発 帰着時間…19:30～20:10

4/5（月）・14（水）

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 8,800円

昼食イメージ

※写真は全てイメージです。

約3万本の
桜の競演を見学

ゆっくり
2時間30分滞在！

雪隠れ鍋膳の昼食

① 各地→光前寺（桜鑑賞・買物）→ビアンデさくら亭（牛鍋と竹の子ご飯の昼食）→高遠城址公園（桜鑑賞）→みは
らしファーム（いちご1パック摘み取り）→各地 ー 昼 ー

AN0294 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:40発8:30発8:15発8:05発7:55発 帰着時間…18:00～18:30

4/3（土）・6（火）・12（月）・16（金）

AP0294 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
8:35発8:25発8:10発7:50発7：30発 帰着時間…18:05～18:55

4/4（日）・7（水）・11（日）・17（土）

AK0294 小牧駅岩倉駅西西春駅東
8:35発8:00発7:40発 帰着時間…17:55～18:45

4/1（木）・9（金）・14（水）

AG0294 東濃車庫多治見駅高蔵寺駅
9:05発8:45発8:15発 帰着時間…17:35～18:10

4/5（月）・10（土）・15（木）

AQ0294 金山駅太田川駅製鉄公園
8:25発7:45発7:30発 帰着時間…18:15～18:55

4/2（金）・8（木）・13（火）・18（日）

※写真は全てイメージです。

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 8,980円

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。※いちごは食べ放題ではありません。

いちご1パック摘み取り！

① 各地→橿原神宮（神武天皇ゆかりの神社を参拝）→橿原観光ホテル（季節の御膳の昼食）→壺阪寺（さくら大仏参
拝と大雛曼荼羅鑑賞）→針テラス（買物）→各地 ー 昼 ー

※写真は全てイメージです。

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。
※混雑状況により、行程が変更となる場合がございます。 ※渋滞状況により、針テラスでの買物は休憩のみとなる場合がございます。

AN0716 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:20発8:10発7:55発7:45発7:35発 帰着時間…19:30～20:00

4/6（火）・10（土）

AP0716 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
8:20発8:10発7:55発7:35発7：15発 帰着時間…19:30～20:20

4/7（水）・11（日）

AK0716 西春駅東岩倉駅西小牧駅
8:20発7:50発7:15発 帰着時間…19:30～20:20

4/4（日）・8（木）

AG0716 高蔵寺駅多治見駅東濃車庫
8:00発7:30発7:10発 帰着時間…19:50～20:25

4/12（月）

AQ0716 製鉄公園太田川駅金山駅
8:30発8:15発7:35発 帰着時間…19:20～20:00

4/5（月）・9（金）

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 9,500円

日
本
最
大
級
・

圧
巻
の
2
5
0
0
体
の

ひ
な
人
形
が
並
ぶ

① 各地→JA農産物直売所いってみーな池田（買物）一霞間ヶ渓花畑（花畑鑑賞）→谷汲あられの里（買物）→料理
旅館 立花屋（満願御膳の昼食）→谷汲山華厳寺（桜鑑賞）→根尾薄墨桜（桜鑑賞）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。        

AN0717 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:35発8:25発8:10発8:00発7:50発 帰着時間…17:00～17:30

4/1（木）・11（日）・13（火）

AP0717 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
8:20発8:10発7:55発7:35発7：15発 帰着時間…16:55～17:45

4/2（金）・8（木）・12（月）

AK0717 西春駅東岩倉駅西小牧駅
8:40発8:10発7:40発 帰着時間…16:55～17:45

4/4（日）・9（金）

AG0717 高蔵寺駅多治見駅東濃車庫
8:20発7:50発7:30発 帰着時間…16:45～17:20

4/6（火）・10（土）

AQ0717 金山駅太田川駅製鉄公園
8:25発7:45発7:30発 帰着時間…17:10～17:50

4/3（土）・5（月）

※写真は全てイメージです。

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 7,980円昼食は料理旅館立花屋で

満願御膳
昼食は料理旅館立花屋で

満願御膳

日本三大桜 根尾「薄墨桜」と華厳寺の桜＆
霞間ヶ渓の花畑

※写真は全てイメージです。

16時到着！翌日は12時出発！！

AN0725 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
9:05発8:55発8:40発8:30発8:20発

帰着時間…17:30～18:004/29（祝木）
AP0725 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町

9:15発9:05発8:50発8:30発8：10発
帰着時間…17:20～18:104/30（金）

AQ0725 製鉄公園太田川駅金山駅
9:15発9:00発8:20発

帰着時間…17:20～18:005/5（祝水） 

① 各地→竜宮海鮮市場（金目釜飯の昼食）→ホテル
※１6時の到着　自由夕食 ー 昼 ー

② ホテル（ゆっくり１２時の出発　自由昼食）→各地 朝 ー ー

●食事：朝1 昼1 夕0付　●宿泊：ローズホテル横浜
※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみ添寝で6,000円です。
※ホテルのチェックアウトは１１時です。お荷物は出発までフロントでお預かりいたします。

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

20,980円
3名１室

22,980円
2名１室

27,980円
1名１室

自由に
港町横浜を
満喫

なんと
滞在時間
20時間！！！

横浜主要観光地や
東京へもアクセス抜群！

●山下公園まで徒歩3分
●みなとみらいまで電車で4分
●渋谷まで電車で最速35分

中華街の
ホテルに泊まる！

宿泊ホテルは
中華街の中なので
一歩出れば
異国情緒満載

1泊2日

AN0723 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:15発8:05発7:50発7:40発7:30発

帰着時間…17:45～18:154/9（金） 5/7（金） 6/13（日）
AP0723 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町

8:25発8:15発8:00発7:40発7：20発
帰着時間…17:35～18:254/23（金） 5/16（日） 6/4（金）

AK0723 小牧駅岩倉駅西西春駅東
8:05発7:30発7:00発

帰着時間…17:55～18:455/30（日） 6/18（金）

AQ0723 製鉄公園太田川駅金山駅
8:25発8:10発7:30発

帰着時間…17:35～18:154/16（金） 5/21（金） 6/27（日）

① 各地→竜宮海鮮市場（桶盛海鮮御膳の昼食）→城ケ崎海岸
（断崖絶壁のつり橋から相模湾の眺望見学）→ホテル ー 昼 夜

②

ホテル→お宮の松（「金色夜叉」の銅像を車窓見学）→箱根関
所跡（当時を再現した関所を見学）→箱根神社（箱根のパワース
ポットを参拝）→元箱根・・・（芦ノ湖ミニクルーズ）・・・箱根園（釜飯
膳の昼食）→ジャンボひものセンター（買物）→各地 朝 昼 ー

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

24,980円
4名１室

28,980円
3名１室

30,980円
2名１室

●食事：朝1 昼2 夕1付
●宿泊：伊東温泉 サン・ハトヤ
※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみ添寝で6,000円です。

客室は全室オーシャンビュー客室は全室オーシャンビュー

パワースポット
箱根神社を参拝
パワースポット
箱根神社を参拝

CMでおなじみのホテルへ泊まる！
CMでおなじみのホテルへ泊まる！

昼食イメージ

1泊2日

   伊東に行くなら
　「ハ・ト・ヤ♪」
   伊東に行くなら
　「ハ・ト・ヤ♪」

① 各地→銀の森（地元の名産品の買物）→恵那峡山菜園（飛騨豚しゃぶしゃぶ御膳）→妻籠宿（木曽路
の宿場町を散策）→清内路峠のおつけもの（漬物店で買物）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。 

AN0732 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
9:40発9:30発9:15発9:05発8:55発 帰着時間…17:50～18:20

4/25（日） 5/2（日）

AP0732 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
9:35発9:25発9:10発8:50発8：30発 帰着時間…17:55～18:45

4/29（祝木） 5/3（月）

AK0732 小牧駅岩倉駅西西春駅東
9:45発9:10発8:40発 帰着時間…17:45～18:35

5/8（土）

AG0732 東濃車庫多治見駅高蔵寺駅
10:05発9:45発9:15発 帰着時間…17:20～17:55

5/4（祝火）

AQ0732 金山駅太田川駅製鉄公園
9:25発8:45発8:30発 帰着時間…18:15～18:55

5/9（日）

※写真は全て
　イメージです。

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 8,500円

飛騨牛100g そば2人前野菜フルーツ1kg

うれしい
お土産付き！

① 各地→名阪伊賀上野ドライブイン（松阪牛すき焼きの昼食）→長谷寺（牡丹鑑賞）→室生寺（シャクナゲ
鑑賞）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。 

AN0443 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
9:00発8:50発8:35発8:25発8:15発 帰着時間…18:30～19:00

4/24（土）・29（祝木） 5/4（火）

AP0443 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
9:00発8:50発8:35発8:15発7：55発 帰着時間…18:30～19:20

4/25（日）・30（金） 5/5（祝水）

AK0443 西春駅東岩倉駅西小牧駅
9:00発8:30発7:55発 帰着時間…18:30～19:20

4/22（木）・27（火） 5/2（日）

AG0443 高蔵寺駅多治見駅東濃車庫
8:40発8:10発7:50発 帰着時間…18:50～19:25

4/23（金）・28（水） 5/1（土）

AQ0443 製鉄公園太田川駅金山駅
9:10発8:55発8:15発 帰着時間…18:20～19:00

4/21（水）・26（月） 5/3（祝月）

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 9,280円

奈良大和路を彩る花めぐり!奈良2大花の寺をめぐる人気コース

※写真は全てイメージです。

150種7000株の牡丹

3000株のシャクナゲ



発着場所 ■名古屋・北部 　 ■名古屋・南部 　■知多・金山　■西春・岩倉・小牧 　■高蔵寺・東濃

GoToトラベルキャンペーン支援事業について

鯱バスツアーの新型コロナウイルス対策

ご乗車時に非接
触体温計にて
体温チェックを
行います。37.5℃以上のお客
様には当日参加をご遠慮いた
だきますのでご了承ください。

乗車時の検温
各自マスク
を着用して
ご参加くだ
さい。また、ガイド・ドライ
バー共マスクを着用して
運行します。

マスクの着用
バスへのご
乗車の際に
アルコール
消毒をお願いしており
ます。

乗車時の消毒
お客様へのお願い

走行中は外気導入モ
ードとし、常時換気を
実施します。約5分で
車内の空気が入れ替
わり、車内の密閉防
止に繋がります。

車内の換気
上限人数を38名定員とし
、他のグループのお客様
が隣に来ないようお席を
ご用意します。※1列目は
飛沫防止のため空席とさ
せていただきます。

乗車人員の制限
バス車内は運行前・
運行終了後に換気を
行い、車内設備の消
毒を行っています。

車内の消毒
昼食時などの長時間
の停車の際、最低1
回以上窓を開けて換
気・消毒を行います。

停車時の換気
使い捨て抗菌おしぼ
りをご用意しており
ます。また、接触機会
の削減のためお茶の
サービスを中止して
います。

車内サービス
フェイスガードを各車
両10枚前後ご用意し
ています。必要なお
客様は乗務員までお
声がけください。

フェイスガード
バス車内の対策

発売時には事業支援期間の対象外となっておりますので「旅行代金」でのお支払いになります。
今後、国の方針により事業期間となる場合は発表内容に準じた対応をさせていただきます。

約１５種類の

スイーツ食べ放題！
約１５種類の

スイーツ食べ放題！

① 各地→朝霧高原もちや（力鍋膳の昼食）→富士本栖湖リゾート（東日本最大級の芝桜を見学）→富士ミルク
ランド（買物）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。

AN0726 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:15発8:05発7:50発7:40発7:30発 帰着時間…18:35～19:20

4/17（土）・24（土）・30（金） 5/5（祝水）・16（日）・22（土）

AP0726 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
8:25発8:15発8:00発7:40発7：20発 帰着時間…18:40～19:30

4/20（火）・25（日） 5/7（金）・15（土）

AQ0726 製鉄公園太田川駅金山駅
8:25発8:10発7:30発 帰着時間…18:40～19:20

4/18（日）・22（木）・26（月） 5/1（土）・10（月）・18（火）

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 9,480円

力鍋膳の昼食力鍋膳の昼食

※写真は全てイメージです。

東日本最大級の
８０万株の芝桜
東日本最大級の
８０万株の芝桜 富士芝桜 2021
東京ドーム４．３個分（約２０ｈａ）に咲く７種、
約８０万株の芝桜と残雪残る富士山との競演を見学約１５種類の

スイーツ食べ放題！
約１５種類の

スイーツ食べ放題！

① 各地→蓬莱橋（世界一の木造歩道橋渡橋）→掛川花鳥園（ビーフシチューセットの昼食とバードシー見学）→キウイフ
ルーツカントリーＪＡＰＡＮ（キウイフルーツ食べ放題）→袋井観光センター（買物）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。

AN0719 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:15発8:05発7:50発7:40発7:30発 帰着時間…18:00～18:30

4/14（水）・26（月） 5/8（土）・21（金）

AP0719 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
8:25発8:15発8:00発7:40発7：20発 帰着時間…17:50～18:40

4/6（火）・21（水） 5/1（土）・17（月）

AK0719 小牧駅岩倉駅西西春駅東
8:05発7:30発7:00発 帰着時間…18:10～19:00

4/18（日）・30（金） 5/16（日）・28（金）

AG0719 東濃車庫多治見駅高蔵寺駅
8:00発7:40発7:10発 帰着時間…18:15～18:50

4/16（金）・27（火） 5/12（水）・23（日）

AQ0719 製鉄公園太田川駅金山駅
8:25発8:10発7:30発 帰着時間…17:50～18:30

4/11（日）・24（土） 5/9（日）・19（水）

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 9,980円

キウイフルーツ食べ放題と

掛川花鳥園バードショー

キウイフルーツの食べ放題！
生育状況により２～３種類の品種があります
キウイフルーツの食べ放題！
生育状況により２～３種類の品種があります
キウイフルーツの食べ放題！

ビーフシチュー
セットの昼食

花
と
鳥
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク

「
掛
川
花
鳥
園
」
で

バ
ー
ド
シ
ョ
ー
を
見
学

花
と
鳥
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク

「
掛
川
花
鳥
園
」
で

バ
ー
ド
シ
ョ
ー
を
見
学

「
掛
川
花
鳥
園
」

※写真は全てイメージです。

① 各地→近江神宮（かるたの聖地参拝）→びわこ大津館（湖国の迎賓館でフレンチコースの昼食）→びわこバレイ山麓
駅　  びわこテラス（琵琶湖一望の眺望）　  山麓駅→びわこ大橋米プラザ（買物）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。

AN0721 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:45発8:35発8:20発8:10発8:00発 帰着時間…18:20～18:50

4/27（火） 5/14（金）・30（日）

AP0721 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
8:45発8:35発8:20発8:00発7：40発 帰着時間…18:20～19:10

4/26（月） 5/11（火）・21（金）

AK0721 西春駅東岩倉駅西小牧駅
8:45発8:15発7:40発 帰着時間…18:20～19:10

5/7（金）・26（水）

AG0721 高蔵寺駅多治見駅東濃車庫
8:25発7:55発7:35発 帰着時間…18:40～19:15

5/6（木）・17（月）

AQ0721 製鉄公園太田川駅金山駅
8:55発8:40発8:00発 帰着時間…18:10～18:50

4/30（金） 5/12（水）・29（土）

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても!10,800円

※写真は全てイメージです。

「湖国の迎賓館」びわこ大津館でフレンチランチ琵琶湖一望の絶景を独り占め！

① 各地→レストラン嵐山（丹波牛すき焼き食べ放題の昼食＆嵐山散策）→晴明神社（安倍晴明ゆかりの神社を参拝）
→京都井筒八つ橋本舗追分店（京都土産の買物）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。

AN0715 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:40発8:30発8:15発8:05発7:55発 帰着時間…17:55～18:25

4/24（土）・29（祝木）

AP0715 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
8:40発8:30発8:15発7:55発7：35発 帰着時間…17:55～18:45

4/23（金）・25（日）

AK0715 西春駅東岩倉駅西小牧駅
8:40発8:10発7:35発 帰着時間…17:55～18:45

4/28（水） 5/2（日）

AG0715 高蔵寺駅多治見駅東濃車庫
8:20発7:50発7:30発 帰着時間…18:15～18:50

4/20（火） 5/1（土）

AQ0715 製鉄公園太田川駅金山駅
8:50発8:35発7:55発 帰着時間…17:45～18:25

4/19（月）・26（月）

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 11,500円※写真は全てイメージです。

①
各地→華蔵寺（吉良上野介ゆかりのお寺を参拝）→蒲郡オレ
ンジパーク（たけのこ御膳の昼食＆いちご狩り盛り放題・食べ放
題）→蒲郡海鮮市場（地元海産物の買物）→安城産業文化公
園デンパーク（入園・季節のお花を鑑賞）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り
※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。

AN0729 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
9:15発9:05発8:50発8:40発8:30発

帰着時間…17:50～18:204/11（日）・23（金）・29（祝木）
AP0729 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町

9:25発9:15発9:00発8:40発8：20発
帰着時間…17:40～18:304/10（土）・25（日）・28（水）

AK0729 西春駅東岩倉駅西小牧駅
9:15発8:45発8:10発

帰着時間…17:50～18:404/15（木）・18（日）

AQ0729 製鉄公園太田川駅金山駅
9:35発9:20発8:40発

帰着時間…17:30～18:104/17（土）・26（月）

AG0729 高蔵寺駅多治見駅東濃車庫
9:15発8:45発8:25発

帰着時間…17:50～18:254/21（水）・24（土）

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様 旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様 

どの日に
行っても! 9,980円

安城産業文化公園
デンパークで
季節のお花を鑑賞

ど～んと1
kg

盛り放題！
ど～んと1

kg

盛り放題！

新規乗車地開設
＆

Webリニューアル記念！
＆

園内

いちご食べ
放題

盛り放題
！！

園内

いちご食べ
放題

盛り放題
！！

① 各地→長寿寒天館（寒天工場の見学と試食）→蓼科高原バラクライングリッシュガーデン（ランチ＆テイータイム・
庭園見学）→蓼科チーズケーキ工房（買物）→各地 ー 昼 ー

※写真は全てイメージです。

●食事：昼食付　●日帰り　※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。

AN0718 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:25発8:15発8:00発7:50発7:40発 帰着時間…19:10～19:40

5/1（土）・13（木）・17（月）・23（日）

AP0718 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
8:20発8:10発7:55発7:35発7：15発 帰着時間…19:15～20:05

5/2（日）・8（土）・16（日）・25（火）

AK0718 小牧駅岩倉駅西西春駅東
8:20発7:45発7:25発 帰着時間…19:05～19:55

5/6（木）・9（日）・21（金）・29（土）

AG0718 東濃車庫多治見駅高蔵寺駅
8:50発8:30発8:00発 帰着時間…18:45～19:20

5/7（金）・15（土）・19（水）・30（日）

AQ0718 金山駅太田川駅製鉄公園
8:10発7:30発7:15発 帰着時間…19:25～20:05

5/3（祝月）・11（火）・22（土）・27（木）

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様

どの日に
行っても! 11,200円

季節ごとに異なる表情が楽しめる
様々なテーマガーデン
季節ごとに異なる表情が楽しめる
様々なテーマガーデンテーマガーデン

本格的なランチと
テイータイム
本格的なランチと
テイータイム
本格的なランチと
テイータイム

☆愛知・岐阜在住者限定！☆

豪華プレゼント
キャンペーン開催中！！

ツアーサイトリニューアルOPEN記念

など他にもたくさんご用意♪

クイズとアンケートに答えるだけで豪華景品が抽選で当たるキャンペーンを開催中♪
詳しくはQRコードからキャンペーンサイトをCHECK！

白樺湖 池の平ホテル
ペア宿泊券

ズワイガニ
2杯

冷凍ミナミ
マグロ1kg

近江牛
500g

応募期間は2021/2/1～2021/3/19です。
※愛知・岐阜県在住のお客様のみご参加いただけます。
当社からの各種ツアー賞品・キャンペーン等のご案内メール配信を
許諾いただける方が応募対象となります。
※お電話での応募受付はできかねます。

①
各地→静岡浅間神社（駿河国総社参拝）→焼津さかなセン
ター（まぐろづくし膳の昼食とまぐろカマ詰め放題）→グリンピア
牧之原（新茶の茶摘み体験と買物）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り
※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。

AN0727 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:45発8:35発8:20発8:10発8:00発

帰着時間…18:30～19:004/10（土）・19（月） 5/2（日）・18（火）
AP0727 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町

8:55発8:45発8:30発8:10発7：50発
帰着時間…18:20～19:104/13（火）・22（木） 5/4（祝火）・22（土）

AK0727 小牧駅岩倉駅西西春駅東
8:35発8:00発7:30発

帰着時間…18:40～19:304/17（土）・26（月） 5/15（土）・31（月）

AQ0727 製鉄公園太田川駅金山駅
8:55発8:40発8:00発

帰着時間…18:20～19:004/15（木）・25（日） 5/6（木）・30（日）

AG0727 東濃車庫多治見駅高蔵寺駅
8:30発8:10発7:40発

帰着時間…18:45～19:204/18（日）・29（祝木） 5/10（月）・27（木）
旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様 旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様 

どの日に
行っても!10,300円

静岡新茶の
茶摘み体験

まぐろカマ（約1kg）
詰め放題！！

水揚げ日本一だからできる！
大トロ、中トロ入りまぐろづくし膳の昼食まぐろカマ詰め放題！！

※写真は全てイメージです。

旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様 旅行代金：大人・小人共（4歳以上）・お一人様 

どの日に
行っても! 9,480円

ちこり村のヘルシーランチと南信州アスパラ詰め放題ちこり村のヘルシーランチと南信州アスパラ詰め放題ちこり村のヘルシーランチと

  アスパラ詰め放題♪
  （5～6本は入ります）

※写真は全てイメージです。

りんごパイ作り体験
※作ったパイは持ち帰りになります

ヘルシーランチの昼食
※状況によりセットメニューに
　なる場合があります。

  島崎藤村ゆかりの宿場町
「馬籠宿」を散策
島崎藤村ゆかりの宿場町

を散策 ①
各地→馬籠宿（中山道の宿場町を散策）→ちこり村（ヘルシー
ランチの昼食）→三和観光農園（アスパラ詰め放題とりんごパ
イ作り体験）→お菓子の里飯田城（買物）→各地 ー 昼 ー

●食事：昼食付　●日帰り
※幼児（２・３歳）の方はバス座席のみで3,000円です。

AN0720 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:30発8:20発8:05発7:55発7:45発

帰着時間…17:30～18:004/7（水）・23（金） 5/6（木）・19（水）
AP0720 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町

8:25発8:15発8:00発7:40発7：20発
帰着時間…17:35～18:254/16（金）・24（土） 5/9（日）・28（金）

AK0720 小牧駅岩倉駅西西春駅東
8:35発8:00発7:30発

帰着時間…17:25～18:154/12（月）・29（祝木） 5/13（木）・22（土）

AQ0720 金山駅太田川駅製鉄公園
8:15発7:35発7:20発

帰着時間…17:45～18:254/4（日）・20（火） 5/4（祝火）・16（日）

AG0720 東濃車庫多治見駅高蔵寺駅
8:55発8:35発8:05発

帰着時間…17:05～17:404/2（金）・17（土） 5/2（日）・24（月）

観光農園を楽しもう♪を楽しもう♪


