
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

●
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25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　％

緑新 旅の

●乗車場所・所要時間のご案内●

名古屋北部出発

名古屋南部出発

太田川・金山出発

小牧・岩倉・西春出発

東濃地区出発

各乗車場所の出発時間につきましては、催行決定時に出発時間を記載した行程表をお送りいたします。
WEB予約でクレジットカード決済ご利用のお客様に関しましては、サイト掲載の行程表をご確認ください。

乗車場所の詳細は鯱バスツアーサイトまたはお電話にてご確認ください。

大曽根駅⇒(10分) ⇒黒川駅⇒(10分)⇒浄心駅⇒(15分)⇒
上小田井駅⇒(10分)⇒如意・北高校

名鉄太田川駅⇔(40分)⇔金山駅北イオン金山店前
※目的地方面により乗車の順番が変わります。

名鉄小牧駅⇔(35分)⇔名鉄岩倉駅⇔（30分）⇔名鉄西春駅
※目的地方面により乗車の順番が変わります。

高蔵寺駅⇔（30分）⇔多治見駅⇔（20分）⇔鯱バス東濃車庫
※目的地方面により乗車の順番が変わります。名鉄大同町駅⇒(20分)⇒名鉄鳴海駅⇒(20分)⇒徳重

⇒(15分)⇒平針⇒(10分)⇒名鉄赤池駅

ガイドまたは
添乗員付き

〒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

5月出発は前号（春の旅）またはWEBをご覧ください5月出発は前号（春の旅）またはWEBをご覧ください

宿 泊 プ ラ ン

●目的地：長野県　●食事：朝1 昼2 夕1付　●宿泊：白樺リゾート池の平ホテル
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみ添寝で6,000円です。※２日目参拝の白衣は当日お渡しいたします

旅行代金：大人・4歳以上・お一人様

4名1室 3名1室 2名1室

29,980円
33,980円

黒字出発日

赤字出発日

31,980円
35,980円

33,980円
37,980円

※青字はお問い合わせ多数
　の日程です。
※青字はお問い合わせ多数
　の日程です。

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

夏の大人気ツアー！メロン狩り夏の大人気ツアー！メロン狩り

１室２名～４名利用は同じ料金！１室２名～４名利用は同じ料金！

①
②

ー 昼 夜

朝 ー昼

各地→飯田市内（地元グルメを選べるクーポンで昼食）→元善光寺（御開帳と参拝）→諏訪大社上社本宮（信濃國一之宮参拝）→白樺湖（泊）

ホテル→善光寺（公認案内人付きで、善光寺本堂と善光寺前立本尊自由参拝と善光寺大勧進、大僧正お会い、護摩祈願）→円乗院（精進料理の昼食）→各地（17：50～18：55）

①
②

ー 昼 夜

朝 ー昼

各地→鬼ヶ城（真鯛しゃぶしゃぶ膳の昼食）→南紀勝浦温泉 15：00頃着（早めの到着で太平洋一望の名湯「忘帰洞」などをお楽しみください）（泊）

ホテル→熊野那智大社（熊野三山の一つの社参拝）→那智の滝（那智を代表する名瀑を見学）→パーク七里御浜（鶏陶板焼き膳の昼食）→各地（17：00～18：05）

①
②

ー 昼 夜

朝 ー昼

各地→ほっきょ荘（和膳の昼食）→大本山永平寺（曹洞宗の大本山。禅の寺を参拝）→鶴仙渓（北陸随一の渓谷美を見学）→山中温泉（泊）

ホテル→近江町市場（加賀の台所で買物）→兼六園（日本三大庭園を現地ガイドが案内）→堤亭（加賀郷土料理治部煮の昼食）→各地（16：25～17：35）

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです写真提供：善光寺写真提供：善光寺

※参拝料、法要料はツアー代金に含まれません※参拝料、法要料はツアー代金に含まれません

次号（夏の旅）は、5月下旬頃発表予定です次号（夏の旅）は、5月下旬頃発表予定です

メロン
1玉狩り！！
メロン

1玉狩り！！

さくらんぼ＆メロン3種
高級フルーツ食べ放題！
さくらんぼ＆メロン3種
高級フルーツ食べ放題！

グレート家康公「
葵」武将隊

メンバーの一人が
公園内をご案内！グレート家康公「
葵」武将隊

メンバーの一人が
公園内をご案内！

知立名物！
大あんまき(あずき

)

1本プレゼント♪

知立名物！
大あんまき(あずき

)

1本プレゼント♪

あさり釜
まぶし御膳
の昼食

あさり釜
まぶし御膳
の昼食

メロン
1/2賞味！
メロン
1/2賞味！

詳細はwebで！詳細はwebで！

詳細はwebで！詳細はwebで！

詳細はwebで！詳細はwebで！

詳細はwebで！詳細はwebで！ 詳細はwebで！詳細はwebで！

5/22（日）
6/9（木）・26（日）

夕朝食は
食べ放題
バイキング

夕朝食は
食べ放題
バイキング

ＣＭでお馴染みの

「白樺リゾート池の
平ホテル」へ宿泊

ＣＭでお馴染みの

「白樺リゾート池の
平ホテル」へ宿泊

七年に一度の盛儀七年に一度の盛儀
詳細はwebで！詳細はwebで！

大洞窟風呂「忘帰洞」のホテル浦島と名勝「那智の滝」大洞窟風呂「忘帰洞」のホテル浦島と名勝「那智の滝」

●目的地：愛知県　●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時頃になります。
AN0050 名古屋北部出発（8：35～9:20発）

名古屋南部出発（8：15～9：20発） 金山・太田川出発（8：40～9：30発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（8：15～9：05発）西春・岩倉・小牧出発（8：05～9：10発）

AP0050

AK0050

AQ0050

AG0050

6/4（土）・6（月）・9（木）・12（日）・14（火）・17（金）・22（水）・25（土）・30（水）
7/4（月）・8（金）・13（水）・16（土）・21（木）・24（日）・29（金）
8/3（水）・18（木）

6/1（水）・7（火）・11（土）・19（日）・23（木）・27（月）
7/2（土）・5（火）・7（木）・10（日）・14（木）・18（月）・20（水）・26（火）・30（土）
8/1（月）・5（金）・7（日）・10（水）・16（火）

6/3（金）・8（水）・16（木）・24（金）・26（日）・28（火）
7/1（金）・3（日）・11（月）・19（火）・23（土）・27（水）
8/4（木）・17（水）・20（土）

6/10（金）・13（月）・15（水）
7/15（金）・28（木）・31（日）
8/9（火）

6/2（木）・5（日）・18（土）・20（月）・21（火）・29（水）
7/6（水）・9（土）・12（火）・17（日）・22（金）・25（月）
8/2（火）・6（土）・8（月）・19（金）・21（日）

① 各地→ロワジールホテル豊橋(ランチバイキングの昼食)→道の駅めっくんはうす(地元野菜の買物)→マルカ農園観光部
(メロン2玉狩り＆1/4カット賞味)→ラグーナテンボスフェスティバルマーケット(買物)→各地（17：50～19：00） ー 昼 ー

●旅行代金：大人・小人共(4歳以上)・お一人様

累計参加者数
10,000名
突破！

累計参加者数
10,000名
突破！

Shachi bus tour

伊良湖メロン狩りとロワジールホテル豊橋ランチバイキング伊良湖メロン狩りとロワジールホテル豊橋ランチバイキング

伊良湖ビューホテルランチバイキングと
メロン２玉狩り＆１玉持ち帰り
伊良湖ビューホテルランチバイキングと
メロン２玉狩り＆１玉持ち帰り

丹波で初夏のフルーツ祭り！丹波で初夏のフルーツ祭り！

三河メロン1玉狩り！

●目的地：愛知県　●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。
※グレート家康公「葵」武将隊はバス1台につき1名がご案内します。

●目的地：愛知県　●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。
※グレート家康公「葵」武将隊はバス1台につき1名がご案内します。

8,480円8,480円

AN0860 名古屋北部出発（8:15発～9:00発）

名古屋南部出発（7:55発～9:00発） 金山・太田川出発（8:30発～9:10発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（8:10発～9:00発）小牧・岩倉・西春出発（7:55発～9:00発）

AP0860

AK0860

AQ0860

AG0860

6/2（木） 7/23（土） 8/12（金）・18（木）

6/13（月）・19（日） 7/6（水） 8/13（土）

6/26（日） 7/1（金）・16（土） 8/7（日）

6/4（土） 7/2（木）・12（火） 8/14（日）

6/18（土） 7/31（日）
① 各地→七福醸造ありがとうの里(白だし工場見学＆買物)→蒲郡オレンジパーク(あさり釜まぶし御膳の昼食＆メロン1玉狩り+1/16カットご賞味)→岡崎城(武将隊の案内＆三河

武士の館入館)→カクキュー八丁味噌の郷(味噌蔵の見学＆買物)→藤田屋(名物・大あんまきの買物＆大あんまき1個お持ち帰り)→各地（16：40～17：45） ー 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

●目的地：愛知県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人は500円引き、4歳以上未就学児は4,000円引きです。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。
※4歳以上未就学児はメロン狩り、持ち帰りはありません。
※8月10日出発は食事内容がスペシャルバイキングになりますので
大人15,200円、小人14,200円、4歳以上未就学児は9,700円になります。

●目的地：愛知県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人は500円引き、4歳以上未就学児は4,000円引きです。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。
※4歳以上未就学児はメロン狩り、持ち帰りはありません。
※8月10日出発は食事内容がスペシャルバイキングになりますので
大人15,200円、小人14,200円、4歳以上未就学児は9,700円になります。
AN0861 名古屋北部出発（8:00発～8:45発）

名古屋南部出発（7:50発～8:55発） 金山・太田川出発（8:00発～8:40発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:40発～8:30発）西春・岩倉・小牧出発（7:30発～8:35発）

AP0861

AK0861

AQ0861

AG0861

6/22（水） 7/10（日）・26（火） 8/5（金）

6/11（土） 7/14（木） 8/4（木）

7/4（月）・24（日） 8/10（水）

6/30（木） 7/18（月）・30（土）

7/8（金）・21（木）
① 各地→ニュー渥美観光（メロン2玉狩りと1玉持ち帰りと1/2賞味）～伊良湖ビューホテル（太平洋一望のレストランで
ランチバイキング）～道の駅とよはし（地元特産品の買物）→各地（17：00～18：10） ー 昼 ー

合計３玉
持ち帰り！！
合計３玉
持ち帰り！！

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

佐藤錦佐藤錦 アンデスメロンアンデスメロン

クインシーメロンクインシーメロン タカミメロンタカミメロン

※写真は全て
　イメージです
※写真は全て
　イメージです

AN0863 名古屋北部出発（8:00発～8:45発）

名古屋南部出発（7:40発～8:45発） 金山・太田川出発（8:15発～8:55発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:35発～8:25発）小牧・岩倉・西春出発（7:40発～8:45発）

AP0863

AK0863

AQ0863

AG0863

6/19（日）・24（金） 7/1（金）

6/18（土）・20（月） 7/3（日）

6/6（月） 7/2（土）

6/14（火）・25（土） 7/4（月）

6/12（日）
① 各地→ささやま玉水(神戸牛イセエビあわび三大味覚御膳の昼食＆佐藤錦・メロン3種食べ放題)→玉水ゆり・あじさい園
(ゆり・あじさいを鑑賞)→まけきらい稲荷(勝ち運の神様を参拝)→各地（18：10～19：15） ー 昼 ー

●旅行代金：大人・小人共(4歳以上)・お一人様

メロン＆さくらんぼ食べ放題メロン＆さくらんぼ食べ放題

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

贅
の
極
み

神戸牛
イセエビ
あわび御膳

夏の花 ゆりとあじ
さいを鑑賞

夏の花 ゆりとあじ
さいを鑑賞

AN0852 名古屋北部出発
（8:20発～9:05発）

6/4（土）AP0852 名古屋南部出発
（7:55発～9:00発）

5/25（水） 6/19（日）AQ0852 太田川・金山出発
（8:10発～8:50発）

5/21（土） 6/17（金）AK0852 西春・岩倉・小牧出発
（8:05発～9:10発）

6/13（月）AG0852 高蔵寺駅～東濃車庫出発
（8:40発～9:30発）

AN0876 名古屋北部出発
（9:00発～9:45発）

AP0876 名古屋南部出発
（8:40発～9:45発）

AQ0876 金山・太田川出発
（9:00発～9:40発）

AK0876 小牧・岩倉・西春出発
（8:40発～9:45発）

AG0876 東濃車庫～高蔵寺駅出発
（8:35発～9:25発）

●目的地：和歌山県　●食事：朝1 昼2 夕1付
●宿泊：ホテル浦島なぎさ館、または日昇館
※小人（小学生以下）は1室3～4名利用の場合2,000円引きです。
2名1室の場合は大人料金になります。小人は1名1室はできません。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席とホテル施設使用料で8,000円です。

5/22（日） 6/23（木）
7/28（木）
6/15（水） 7/3（日）
5/19（木） 6/5（日）
7/6（水）
5/25（水） 6/29（水）

6/9（木）

AN0877 名古屋北部出発
（8:35発～9:20発）

AP0877 名古屋南部出発
（8:00発～9:05発）

AQ0877 太田川・金山出発
（8:30発～9:10発）

5/29（日） 6/6（月）
7/1（金）・13（水）
5/30（月） 6/10（金）
7/3（日）
5/23（月） 6/26（日）
7/7（木）・15（金）

●目的地：石川県　●食事：朝1 昼2 夕1付　●宿泊：山中グランドホテル
※小人（小学生以下）は1室3～4名利用の場合1,000円引きです。
2名1室の場合は大人料金になります。小人は1名1室はできません。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席と施設使用料で10,500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

太平洋を
一望！

早めの
到着で
温泉三昧！

早めの
到着で
温泉三昧！

大洞窟風呂『忘帰洞
』

大洞窟風呂『忘帰洞
』

園内は地元
ガイドがご案内
園内は地元
ガイドがご案内

加賀の台所
「近江町市場」
加賀の台所
「近江町市場」

食事は食べ放題バイ
キング

（夕朝食）
食事は食べ放題バイ

キング

（夕朝食）

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

1300年の歴史の名湯 山中温泉
日本三名園「兼六園」と

全コースQRコードから
直接予約ができます

●乗車場所一覧は
電話番号掲載面をご確認下さい。

お好きなものをお好
きなだけ♪

ランチバイキングの
ご昼食お好きなものをお好
きなだけ♪

ランチバイキングの
ご昼食

11,300円11,300円

13,500円13,500円

旬のメロン

2玉狩り!!
旬のメロン

2玉狩り!!

13,200円13,200円
●旅行代金：
　大人・中学生以上・お一人様
●旅行代金：
　大人・中学生以上・お一人様

あなたは
どっち？
あなたは
どっち？

選べる
お土産付き
選べる
お土産付き

詳細はwebで！詳細はwebで！

佐藤錦
2パック(400g)

佐藤錦
2パック(400g)

メロン3玉
(2Kg)
メロン3玉
(2Kg)

「善光寺前立本尊御開帳」と白樺湖池の平ホテル
善光寺は

白衣を着て参拝
善光寺は

白衣を着て参拝
・本坊大勧進、大僧正お会い
・護摩祈願
・善光寺本堂 善光寺前立本尊自由参拝
・宿坊で精進料理の昼食

・本坊大勧進、大僧正お会い
・護摩祈願
・善光寺本堂 善光寺前立本尊自由参拝
・宿坊で精進料理の昼食

※当社でご用意します※当社でご用意します

兼六園兼六園

食事は食べ放題

バイキング
（夕朝食）

食事は食べ放題

バイキング
（夕朝食）

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

黒字出発日

1名1室

25,800円 27,800円 29,800円 33,800円

旅行代金：大人・中学生以上・お一人様

黒字出発日 23,800円 29,800円
1名1室2～4名1室

●目的地：兵庫県　●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、ご昼食とゆり・あじさい園見学の順番が入れ替わる場合がございます。

那智の滝那智の滝

鬼ヶ城鬼ヶ城


