
幼児ご同伴参加者へのご案内 バス運転士募集！

〈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鯱バス株式会社

■名古屋・北部　■名古屋・南部　■知多・金山　■西春・岩倉・小牧　■高蔵寺・東濃発着場所
shachi-bus.com

新緑の旅
ガイドまたは
添乗員付き

●
取
消
料

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　％

毎年大人気！さくらんぼ 狩り！！

高蔵寺・東濃地
区に乗車地が増えました！高蔵寺・東濃地
区に乗車地が増えました！

〒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

鯱バスツアーセンター
☎（052）825-4120

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。

地元で安心して永く働ける
☎052-825-4115 担当：早坂

●食事：なし　●日帰り　※3歳以上未就学児は700円引※幼児(２歳)の方はさくらんぼ狩りとバス座席で4,000円です。※自由昼食プランです。

①
ー 昼 ー

AN0737 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:55発8:45発8:30発8:20発8:10発

帰着時間…17:50～18:205/25(火)・29（土）・31(月)　6/3(木)・6(日)・12(土)・14(月)・17（木）・19（土）・22（火）・24（木）・27（日）・29（火）　7/2(金)・4（日）

AP0737 帰着時間…18:05～18:555/26(水)・30(日)　6/1(火)・5(土)・7(月)・13(日)・15（火）・18（金）・20（日）・23（水）・25（金）・28（月）・30（水）　7/3(土)赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
8:50発8:40発8:25発8:05発7：45発

AQ0737 帰着時間…18:20～19:00

帰着時間…17:45～18:35

5/25(火)・27(木)・30(日)　6/2(水)・5(土)・9(水)・14(月)・16（水）・19（土）・21（月）・24（木）・26（土）・29（火）　7/1(木)・4（日）金山駅太田川駅製鉄公園
8:40発8:00発7:45発

AK0737 5/27(木）・29(土)　　6/1(火)・3(木)・7(月)・12(土)・15（火）・17（木）・20（日）・22（火）・25（金）・27（日）・30（水）　7/2(金)小牧駅岩倉駅西西春駅東
9:00発8:25発7:55発

AG0737 帰着時間…17:50～18:255/26(水)・31(月)　　6/2(水)・6(日)・9(水)・13(日)・16（水）・18（金）・21（月）・23（水）・26（土）・28（月）　7/1(木)・3(土)東濃車庫多治見駅高蔵寺駅
9:20発9:00発8:30発

AN0201 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…18:00～18:30

6/12(土)・14(月)・18(金)・27(日)

AP0201
帰着時間…18:15～19:05
6/13(日)・15(火)・21(月)・26(土)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

AK0201
帰着時間…17:55～18:45
6/16(水)・19(土)　7/1(木)・3(土)小牧駅岩倉駅西西春駅東

8:35発8:00発7:30発

AG0201
帰着時間…18:00～18:35
6/20(日)・22(火)　7/2(金)・4(日)東濃車庫多治見駅高蔵寺駅

8:55発8:35発8:05発

旅行代金：大人・小人（小学生以上）お一人様

どの日に
行っても! 9,700円

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! 9,200円

旅行代金：大人・中学生以上・お一人様

どの日に
行っても! 10,480円

●食事：昼食付　●日帰り　※３歳以上未就学児は1,000円引き※幼児(２歳)の方はバス座席とさくらんぼ狩りで4,000円です。

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

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♪

各地→高森または松川地区さくらんぼ農園（園内食べ放題のさくらんぼ狩り）→ビアンデさくら亭（信州味噌
きのこ鍋膳の昼食）→駒ヶ根高原（新緑の高原散策と飲むヨーグルト試飲）→お菓子の里飯田城（手作り銘菓の
お買物）→各地　※さくらんぼ狩りは30分間です

さくらんぼ狩りとさわやか駒ヶ根高原さくらんぼ狩りとさわやか駒ヶ根高原南信州

信州味噌の
きのこ鍋膳の昼食
信州味噌の
きのこ鍋膳の昼食

① ー ーー
各地→明野地区さくらんぼ農園（園内食べ放題のさくらんぼ狩り）→八ヶ岳リゾートアウトレット(標高1000mのアウトレット
モールで買物＆自由昼食)→八ヶ岳チーズケーキ工房(山梨土産の買物)→各地　※さくらんぼ狩りは30分間です

●食事：昼食付　●日帰り　※小人(4才～小学生)2,000円引※幼児(２・３歳)の方はバス座席とさくらんぼ狩りで４,000円です。

AN0733 北高校上小田井駅浄心駅黒川駅大曽根駅
8:55発8:45発8:30発8:20発8:10発 帰着時間…17:20～17:50

6/1(火)・9(水)・16(水)・28(月)

AP0733
帰着時間…17:35～18:25
6/2(水)・10(木)・21(月)・29(火)赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町

8:50発8:40発8:25発8:05発7:45発

AK0733
帰着時間…17:15～18:05
6/8(火)・14(月)・23(水)小牧駅岩倉駅西西春駅東

9:00発8:25発7:55発

AQ0733
帰着時間…17:50～18:30
6/3(木)・15(火)・22(火)・30(水)金山駅太田川駅製鉄公園

8:40発8:00発7:45発

AG0733
帰着時間…17:20～17:55
6/7(月)・17(木)・24(木)東濃車庫多治見駅高蔵寺駅

9:20発9:00発8:30発

① ー ー昼
各地→信濃比叡廣拯院（園原のパワースポット参拝）→湯多利の里伊那華（和洋中バイキングの昼食と温泉入浴）→さくらんぼ園
（園内食べ放題のさくらんぼ狩り）→そばの城（南信州の特産物のお買物）→各地　※さくらんぼ狩りは30分間です

昼神温泉さくらんぼ狩り
大作戦！
さくらんぼ狩り
大作戦！

山梨
明野
山梨
明野

ちょっぴり
さくらんぼ（100g

）

お土産付き！

ちょっぴり
さくらんぼ（100g

）

お土産付き！

八ヶ岳リゾート

アウトレットでお買
い物♪八ヶ岳リゾート

アウトレットでお買
い物♪

ランチバイキングとランチバイキングと
さくらんぼ狩りさくらんぼ狩り

ホテルで和洋中
約70種類の
バイキング

温泉ご入浴も
できます

タオル（小）付き

温泉ご入浴も
できます

タオル（小）付き

①

②

各地→長滝白山神社（白山信仰由来の社参拝）→飛騨高山まつり
の森（和食膳の昼食と高山まつりミュージアム見学）→平湯大滝
（飛騨三大名瀑見学）→ホテル
ホテル→新穂高ロープウェイ（日本唯一の2階建てロープウェイ乗車）
→西穂高口（標高2,000m超からの眺望）→しらかば平→高山市内の
町並み（飛騨の小京都自由散策、自由昼食）→各地

ー 昼 夜

朝 ーー

金山駅太田川駅製鉄公園
8:40発8:00発7:45発

AP0735 赤池駅平針徳重鳴海駅西大同町
8:30発8:20発8:05発7:45発7:25発

AN0735 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…17:30～18:005/15（土）・31（月） 6/26（土） 7/12（月）

帰着時間…17:45～18:355/23（日） 6/5（土）・20（日） 7/2（金）
AQ0735

帰着時間…17:35～18:155/28（金） 6/11（金） 7/10（土）・18（日）
西春駅東岩倉駅西小牧駅
8:55発8:25発7:50発

AK0735

帰着時間…17:20～18:105/29（土） 6/13（日） 7/4（日）

●食事：朝1 昼1 夕1付　●宿泊：岡田旅館
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみ添寝で6,000円です。

旅行代金：大人・中学生以上・お一人様

4名1室 3名1室 2名1室 1名1室

旅行
代金22,980円 旅行

代金25,980円 旅行
代金24,980円 旅行

代金 27,980円 旅行
代金26,980円 旅行

代金29,980円 旅行
代金32,980円 旅行

代金35,980円
黒字日程価格 赤字日程価格 黒字日程価格 赤字日程価格 黒字日程価格 黒字日程価格赤字日程価格 赤字日程価格

※写真は全てイメージです。

高蔵寺駅多治見駅東濃車庫
8:20発7:50発7:30発

AG0742

西春駅岩倉駅小牧駅
8:40発8:10発7:35発

AK0742

製鉄公園太田川駅金山駅
8:50発8:35発7:55発

AQ0742

① 各地→近江神宮（参拝）→逢坂山かねよ（日本一のきんし丼の昼食）→商人の街 近江八幡（案内人と散策）→
ラ コリーナ近江八幡（クラブハリエ直営店で買物）→各地 ー 昼 ー

AN0742 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…17:30～18:00

7/4（日）・7（水）・16（金）

AP0742
帰着時間…17:30～18:20
7/6（火）・11（日）・17（土）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…17:20～18:00
7/2（金）・12（月）・18（日）

帰着時間…17:30～18:20
7/3（土）・9（金）・19（月）

帰着時間…17:50～18:25
7/5（月）・10（土）・14（水）

●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。

高蔵寺駅多治見駅東濃車庫
8:25発7:55発7:35発

AG0741

西春駅岩倉駅小牧駅
8:45発8:15発7:40発

AK0741

製鉄公園太田川駅金山駅
8:55発8:40発8:00発

AQ0741

① 各地→鳥羽国際ホテル（フレンチコースの昼食）→伊勢神宮内宮・おかげ横丁→VISON多気（今春新オープン！
食と健康をテーマにしたリゾート施設で買物）→各地 ー 昼 ー

AN0741 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…18:00～18:30

7/10（土）・28（水）

AP0741
帰着時間…18:00～18:50
7/13（火）・22（木）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…17:50～18:30
7/12（月）・23（金）

帰着時間…18:00～18:50
7/14（水）・30（金）

帰着時間…18:20～18:55
7/16（金）・29（木）

●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。

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! 9,380円

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! 13,500円

"日本一のきんし丼"
を食べよう！

鳥羽湾を
一望 鳥羽国際ホテルのフレンチコース鳥羽国際ホテルのフレンチコース

エリザベス女王陛下も訪れた
老舗ホテルのフレンチコース

2021年OPEN新スポット！
「VISON多気」でお買い物♪※写真は全てイメージです。

※写真は全てイメージです。

宿 泊 プ ラ ン

①

②

各地→あわくらんど（おかやま豚しゃぶしゃぶの昼食）→中国
庭園燕趙園（中国雑技ショー見学）→ホテル
ホテル→白兎神社（因幡の白うさぎ伝説の神社参拝）→中村商店（賀露港
の海の幸のお買物）→鳥取砂丘・砂丘会館（日本最大級の砂丘見学と因幡
の地元料理の昼食）→各地

ー 昼 夜

朝 昼 ー

製鉄公園太田川駅金山駅
8:45発8:30発7:50発

AP0740 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

AN0740 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…18:30～19:005/22（土） 6/8（火） 7/9（金）・17（土）

帰着時間…18:30～19:205/30（日） 6/19（土） 7/16（金）
AQ0740

帰着時間…18:20～19:005/17（月）・29（土） 6/25（金） 7/3（土）
西春駅東岩倉駅西小牧駅
8:35発8:05発7:30発

AK0740

帰着時間…18:30～19:205/23（日） 6/5（土）・28（月） 7/18（日）

●食事：朝1 昼2 夕1付　●宿泊：千年亭
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみ添寝で6,000円です。
※当日の道路事情により燕趙園と白兎神社の立寄日が入れ替わる場合があります。

旅行代金：大人・中学生以上・お一人様

4名1室 3名1室 2名1室

旅行
代金 24,800円 旅行

代金 27,800円 旅行
代金26,800円 旅行

代金29,800円 旅行
代金28,800円 旅行

代金 31,800円
黒字日程価格 赤字日程価格 黒字日程価格 赤字日程価格 黒字日程価格 赤字日程価格

※写真は全てイメージです。

外国気分で？山陰の“ハワイ”外国気分で？山陰の“ハワイ”

氷見漁港直送の鯛しゃぶしゃぶ
食べ放題の夕食

中国庭園「燕趙園」
山陰の砂漠!?「鳥取砂丘」

標高2000m超の
天空の眺望

標高2000m超の
天空の眺望


