
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　％

●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

夏の旅

〒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

6月出発は前号（新緑の旅）またはWEBをご覧ください6月出発は前号（新緑の旅）またはWEBをご覧ください

※♥マークは催行決定日です。
※青字はご予約多数です。
※♥マークは催行決定日です。
※青字はご予約多数です。

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

次号（初秋の旅）は、7月中旬頃発表予定です次号（初秋の旅）は、7月中旬頃発表予定です

豚陶板焼き膳の昼
食

豚陶板焼き膳の昼
食

園内食べ放題のぶ
どう狩り！

持ち帰り付！（別途用
意）園内食べ放題のぶ

どう狩り！

持ち帰り付！（別途用
意）

松阪牛
せいろ蒸しの昼食

松阪牛
せいろ蒸しの昼食

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！

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。

9,990円9,990円 AN0880 名古屋北部出発（8:20発～9:05発）

名古屋南部出発（7:55発～9:00発） 太田川・金山出発（8:10発～8:50発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（8:40発～9:30発）西春・岩倉・小牧出発（8:05発～9:10発）

AP0880

AK0880

AQ0880

AG0880

7/13（水）・15（金）・18（月）・22（金）・24（日）・28（木）・31（日）
8/2（火）・7（日）・12（金）・14（日）・17（水）・19（金）・21（日）

7/14（木）・16（土）・19（火）・24（日）・29（金）・30（土）
8/3（水）・5（金）・8（月）・12（金）・13（土）・18（木）・20（土）

7/16（土）・21（木）・23（土）・26（火）・30（土）31（日）
8/5（金）・7（日）・10（水）・15（月）・20（土）

7/15（金）・17（日）・20（水）・23（土）・25（月）29（金）
8/4（木）・6（土）・9（火）・13（土）・14（日）・19（金）・21（日）

7/17（日）・22（金）・27（水）
8/1（月）・6（土）・11（木）・16（火）

① 各地→ビアンデさくら亭（豚陶板焼き膳の昼食）→駒ヶ根高原（飲むヨーグルト試飲と散策）→豊丘地区もも園（桃2個狩り）
→道の駅とよおかマルシェ（桃食べ放題と買物）→各地（17:25～18:40） 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：長野県　●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。
●目的地：長野県　●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。

桃桃南信州・　　もも大作戦！！

桃2個
狩り！
桃2個
狩り！

桃食べ放題（20分
間）

桃食べ放題（20分
間）

高原の
飲むヨーグルト

試飲

※カップにて
　提供となります
※カップにて
　提供となります ※色・柄が異なる場合があります。

※色・柄はお選びいただけません。
※色・柄が異なる場合があります。
※色・柄はお選びいただけません。

※写真は全て
　イメージです
※写真は全て
　イメージです

特製チーズケーキ
1ホール（5号）
特製チーズケーキ
1ホール（5号）

地ビール２本
と野沢菜1袋
地ビール２本
と野沢菜1袋 10,800円10,800円 AN0882 名古屋北部出発（9:00発～9:45発）

名古屋南部出発（8:40～9:45発） 金山・太田川出発（9:15発～9:55発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（8:35発～9:25発）小牧・岩倉・西春出発（8:40発～9:45発）

AP0882

AK0882

AQ0882

AG0882

7/28（木） 8/1（月）・16（火）・28（日） 9/7（水）・19（月）

7/30（土） 8/4（木）・22（月） 9/16（金）・28（水）

7/25（月） 8/13（土）・31（水） 9/4（日）・22（木）

7/31（日） 8/7（日）・25（木） 9/2（金）・13（火）・25（日）

7/26（火） 8/19（金） 9/10（土）
① 各地→名阪関ドライブイン（松阪牛せいろ蒸し膳の昼食）→青蓮寺湖観光村（園内食べ放題のぶどう狩り）→
赤目四十八滝（渓谷に沿う滝を見学）→各地（18:20～19:25） ー 昼 ー

●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

●目的地：三重県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人500円引き、4歳～未就学児は1,500円引きです。
　4歳～未就学児は食事内容が変わります。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。
※昼食は11:00からとなります
※持ち帰りのぶどうは大きさにより1～2房になります

●目的地：三重県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人500円引き、4歳～未就学児は1,500円引きです。
　4歳～未就学児は食事内容が変わります。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。
※昼食は11:00からとなります
※持ち帰りのぶどうは大きさにより1～2房になります

癒しの
スポット！
癒しの
スポット！赤目四十八滝と青蓮寺湖ぶどう狩り赤目四十八滝と青蓮寺湖ぶどう狩り白樺湖・コキア＆イングリッシュガーデンと

アフタヌーンティーランチ
白樺湖・コキア＆イングリッシュガーデンと

アフタヌーンティーランチ

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

11,480円11,480円
AN0883 名古屋北部出発（7:25発～8:10発） 名古屋南部出発（7:00発～8:05発）

太田川・金山出発（7:15発～7:55発） 高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:45発～8:35発）

AP0883

AQ0883 AG0883
7/15（金）・20（水）・28（木） 8/6（土）・12（金）・23（火） 9/1（木）・11（日）・25（日） 7/9（土）・17（日）・31（日） 8/9（火）・17（水）・21（日） 9/3（土）・15（木）・18（日）

7/12（火）・23（土） 8/3（水）・14（日）・29（月） 9/7（水）・17（土）・30（金） 7/18（月） 8/27（土） 9/23（金）
① 各地→白樺湖レイクサイドプラザ（アフタヌーンティーランチの昼食とコキア＆イングリッシュガーデン見学。ゆっくり3時間滞在）
→蓼科チーズケーキ工房（買物）→各地（18:10～19:20） 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：長野県　●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。
●目的地：長野県　●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。

当日選べる持ち帰り！

標高1000ｍ超の眺望！

9,990円9,990円
AN0884 名古屋北部出発（8:30発～9:15発）

名古屋南部出発（7:55発～9:00発） 太田川・金山出発（8:25発～9:05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（8:15発～9:20発）

AP0884

AK0884

AQ0884

AG0884

7/2（土）・20（水）・30（土） 8/12（金）・21（日） 9/1（木）・17（土）

7/5（火）・17（日） 8/3（水）・18（木）・31（水） 9/6（火）・24（土）

7/10（日）・26（火） 8/9（火）・27（土） 9/14（水）・25（日）

7/8（金）・23（土） 8/14（日）・25（木） 9/3（土）・9（金）・21（水）

7/14（木） 8/6（土） 9/11（日）
① 各地→胡麻の郷（ごまのテーマパーク見学）→鉄板ダイニング天満（鉄板焼きコースの昼食）→関ヶ原ウォーランド（風鈴祭り見学）→伊吹山ドライブウェイ

→伊吹山山頂（琵琶湖一望の景色を見学）→エアーかおる本丸（話題のタオルショップで買物）→各地（17:05～18:15） 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：滋賀県　●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11:00からになります
●目的地：滋賀県　●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11:00からになります

高山植物の伊吹山と鉄板焼きランチ高山植物の伊吹山と鉄板焼きランチ

※写真は全て
　イメージです
※写真は全て
　イメージです

（当たる持ち帰り品一例）
・近江牛肩バラ(240g)
・はちみつバウムクーヘン1ホール
・近江牛しぐれ煮1箱
・近江牛ハンバーグ100g×3個
その他地元名産品など

（当たる持ち帰り品一例）
・近江牛肩バラ(240g)
・はちみつバウムクーヘン1ホール
・近江牛しぐれ煮1箱
・近江牛ハンバーグ100g×3個
その他地元名産品など

くじ引きで当たる持ち帰り！！くじ引きで当たる持ち帰り！！

全員にエアーかおる本丸の
オリジナルタオルプレゼント

人気のメロン狩り　　＆さくらんぼ狩り人気のメロン狩り　　＆さくらんぼ狩り

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

詳細はwebで！詳細はwebで！

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

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

7/15（金）・28（木）
8/9（火）

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

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

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円旬のメロン

2玉狩り!!
旬のメロン

2玉狩り!!
●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
※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。
●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。

メロン1/2賞味！メロン1/2賞味！

詳細はwebで！詳細はwebで！

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

●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） 7/26（火） 8/5（金）

7/14（木） 8/4（木） 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！！

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

イメージイメージ

メロン
1玉狩り！！
メロン

1玉狩り！！

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！

詳細はwebで！詳細はwebで！

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。
※　印は催行決定ですが、参加条件があります。

●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。
※　印は催行決定ですが、参加条件があります。

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

7/23（土） 8/12（金）・18（木）

7/6（水） 8/13（土）

6/26（日） 7/1（金）・16（土） 8/7（日） 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

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

●目的地：長野県　●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。※さくらんぼ狩りは30分間です

AN0864 名古屋北部出発（7:45～8:30発）

AP0864 名古屋南部出発（7:20～8:25発）

AK0864 西春・岩倉・小牧出発（7:30～8:35発）

AQ0864 太田川・金山出発（7:35～8:15発）

AG0864 高蔵寺駅～東濃車庫出発（8:05～8:55発）
6/19（日）・22（水）・26（日）

6/17（金）・27（月）①
各地→そらさんぽ天龍峡（眼下に映る天竜川の景色眺望）→ドライブイン酒蔵（飲茶風セイロ膳
の昼食）→南信州地区さくらんぼ農園（園内食べ放題のさくらんぼ狩り）→道の駅 とよおかマルシェ
（南信州の特産品の買物）→各地（16:30～18:00） ー 昼 ー

飲茶風
セイロ膳の昼食

9,980円
詳細はwebで!

さくらんぼ狩りの定番！さくらんぼ狩りの定番！

フルーツ王国
やまなし

イメージ

甲州郷土料理
「ほうとう」和膳の昼食

●目的地：山梨県　●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。
※さくらんぼ狩りは30分間です

AN0866 名古屋北部出発（7:00～7:45発）

AP0866 名古屋南部出発（6:35～7:40発）

AK0866 西春・岩倉・小牧出発（6:45～7:50発）

AQ0866 太田川・金山出発（6:50～7:30発）

AG0866 高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:20～8:10発）

6/30（木） 7/2（土）

6/21（火）・27（月） 7/3（日）

6/20（月）・26（日）

6/18（土）・23（木） 7/1（金）

6/22（水）
各地→ハイジの村クララ館（ほうとう和膳の昼食）→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）→各地（17:05～18:20）ー 昼 ー

11,980円
●旅行代金：
　大人・小人共(4歳以上)
  ・お一人様 

①

詳細はwebで!

●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

昼神温泉deランチバイキングとさくらんぼ狩りdeランチバイキングとさくらんぼ狩り
●目的地：長野県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人(4才～小学生)は2,000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。
※さくらんぼ狩りは30分間です
AN0865 名古屋北部出発（8:00～8:45発）

AP0865 名古屋南部出発（7:35～8:40発）

AK0865 西春・岩倉・小牧出発（7:45～8:50発）

AQ0865 太田川・金山出発（7:50～8:30発）

AG0865 高蔵寺駅～東濃車庫出発（8:20～9:10発）

6/22（水）・28（火）

6/25（土）・30（木）

6/18（土）・23（木）・29（水）

6/21（火）・27（月）

6/20（月）
各地→信濃比叡 廣拯院（比叡山にゆかりのある寺院を参拝）→湯多利の里 伊那華（和洋中バイキングの昼食と温泉入浴）→南信州地区
さくらんぼ農園（園内食べ放題のさくらんぼ狩り）→道の駅 そばの城（南信州の特産品の買物）→各地（17:25～18:40） ー 昼 ー

11,480円
●旅行代金：大人・中学生以上・お一人様

■黒字日出発

12,480円
■赤字日出発

①

詳細はwebで!

イメージイメージ

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♪

8,980円8,980円
AN0891 名古屋北部出発（8:30発～9:15発）

名古屋南部出発（8:10発～9:15発） 金山・太田川出発（8:45発～9:25発）

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

AP0891

AK0891

AQ0891

AG0891

7/15（金）・23（土） 

7/16（土）・22（金）

7/19（火）・26（火）

7/17（日）・24（日）

7/28（木）
① 各地→常滑焼き物さんぽ道(ノスタルジックな街並みを散策)→つくだに街道(大エビフライ定食の昼食)→観光農園花ひろば(ひまわり狩り5本+すいか1玉

お持ち帰り)→魚太郎(地元海産物の買物)→えびせんべいの里(名物・えびせんべいの買物)→各地（16:45～18:00） 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
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。
●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。

14万本のひま
わり畑 ひまわり5本

お持ち帰り
スイカ1玉
お土産付き！

※写真は全てイメージです。

空くじなし！

または

駒ヶ根高原散策駒ヶ根高原散策 7月出発限定！7月出発限定！
お洒落で
サスティナブルな
マスクプレゼント!!

お洒落で
サスティナブルな
マスクプレゼント!!

6/11（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）

6/18（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）

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

7/4（月）・24（日） 8/10（水）

6/18（土）・19（日）・24（金）・29（水）

6/12（日）・18（土）・20（月）・23（木）・28（火）

6/12（日）・21（火）・30（木）

7/2（土）・12（火） 8/14（日）

★★



車内飲食の禁止
水分補給以外の車内でのご
飲食をおことわりしており
ます。

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、国や県などの方針により事業期間となる場合は発売内容に準じた対応をさせていただきます。

GoToトラベルキャンペーン等の支援事業について
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。

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。

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。

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。

8,980円8,980円
AN0885 名古屋北部出発（8:10発～8:55発）

名古屋南部出発（7:50発～8:55発） 金山・太田川出発（8:25発～9:05発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:45発～8:35発）小牧・岩倉・西春出発（7:50発～8:55発）

AP0885

AK0885

AQ0885

AG0885

7/20（水）・23（土） 8/7（日）

7/26（火）・30（土） 8/6（土）

7/31（日） 8/9（火）

7/18（月）・24（日） 8/3（水）

8/5（金）
① 各地→椿大神社(伊勢国一之宮を参拝)→信楽陶芸村国道店(近江御膳の昼食)→美冨久酒造(酒蔵見学)→貴生川駅
(信楽高原鉄道乗車)　　信楽駅(降車)→信楽陶芸村本店(のぼり窯カフェでティータイム)→各地（17:55～19:00） 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：滋賀県　●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。
●目的地：滋賀県　●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。

※通常ご旅行代金11,980円が甲賀市より3,000円
　の補助を受けて、8,980円となっております。
※通常ご旅行代金11,980円が甲賀市より3,000円
　の補助を受けて、8,980円となっております。

詳細はwebで!

ど～んと桃1箱付き！

旬のもも

ど～んと約8玉
お土産付！

本物ののぼり窯を
改装した

登り窯カフェ♪ ローカル列車に
揺られて
緑あふれる

陶芸の里を満喫♪

信楽高原鉄道

AN0886 名古屋北部出発（7:45発～8:30発） 名古屋南部出発（7:35発～8:40発）

金山・太田川出発（8:00発～8:40発） 高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:25発～8:15発）

AP0886

AQ0886 AG0886
7/15（金）・23（土） 8/5（金）・16（火）・28（日） 7/18（月）・31（日）8/7（日）・22（月）

7/9（土）・19（火）・25（月） 8/2（火）・20（土）  7/11（月）8/13（土）
① 各地→ととや新兵衛（海鮮バーベキューの昼食）→焼津さかなセンター（海産物の買物）→キウイフルーツカントリージャパン
（キウイフルーツ食べ放題）→秋葉総本山可睡斎（風鈴まつり見学と参拝）→各地（17:50～19:00） ー 昼 ー

11,480円11,480円●旅行代金：
　大人・小学生以上・
　お一人様

●旅行代金：
　大人・小学生以上・
　お一人様

●目的地：静岡県　●食事：昼食付　●日帰り
※４歳～未就学児1,000円引きです。食事内容が変わります。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。

●目的地：静岡県　●食事：昼食付　●日帰り
※４歳～未就学児1,000円引きです。食事内容が変わります。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。

詳細はwebで!
詳細はwebで!

AN0888 名古屋北部出発（8:05発～8:50発）

名古屋南部出発（7:45発～8:50発） 金山・太田川出発（8:20発～9:00発）

東濃車庫～高蔵寺駅 出発（7:40発～8:30発）小牧・岩倉・西春出発（7:45発～8:50発）

AP0888

AK0888

AQ0888

AG0888

7/3（日） 8/8（月） 9/8（木）

7/7（木）・19（火） 8/6（土）

8/28（日）

7/9（土）・25（月） 8/5（金）

9/10（土）
① 各地→高雄観光ホテル(涼しい川床で川床料理を堪能)→嵐山(自由散策)→土山サービスエリア(買物)→
各地（18:00～19:05） ー 昼 ー

11,500円11,500円
●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：京都府　●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。
●目的地：京都府　●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。

地元の味を
楽しむ
川床料理

9,800円9,800円
AN0887 名古屋北部出発（7:35発～8:20発）

名古屋南部出発（7:00発～8:05発） 太田川・金山出発（7:30発～8:10発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:15発～8:05発）小牧・岩倉・西春出発（7:20発～8:25発）

AP0887

AK0887

AQ0887

AG0887

7/14（木）・30（土） 8/13（土）・18（木）・30（火） 9/3（土）・14（水）・23（金）

7/16（土）・27（水） 8/2（火）・15（月）・28（日） 9/4（日）・17（土）・26（月）

7/12（火）・25（月） 8/11（木）・20（土） 9/2（金）・10（土）・22（木）

7/10（日）・19（火） 8/6（土）・16（火）・25（木） 9/8（木）・19（月）・28（水）

7/22（金） 8/7（日）・24（水） 9/9（金）・24（土）
① 各地→月うさぎの里（海鮮4種乗っけ盛丼の昼食と園内でうさぎと触れ合い）→御誕生寺（通称「猫寺」と呼ばれる猫好き
スポット参拝）→越前そばの里（越前そば試食と買物）→各地（17:10～18:20） 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

詳細はwebで!
海鮮4種
乗っけ盛丼
食べ放題
まぐろ、サーモン
甘えび、いか

猫好きスポット
御誕生寺を
参拝

10,600円10,600円

AN0890 名古屋北部出発（8:25発～9:10発）

名古屋南部出発（8:05発～9:10発） 太田川・金山出発（8:40発～9:20発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（8:00発～8:50発）小牧・岩倉・西春出発（8:05発～9:10発）

AP0890

AK0890

AQ0890

AG0890

7/30（土） 8/4（木）

7/24（日） 8/14（日）

7/17（日）

7/16（土） 8/3（水）

8/8（月）
① 各地→彦根城城下町(自由散策)→海水園(鮮度が売りの鮎料理を堪能)→道の駅あいとうマーガレットステーション
(ひまわり畑でお花摘み5本)→各地（17:05～18:15） 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：滋賀県　●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。
●目的地：滋賀県　●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。

詳細はwebで!

-お品書き-
先付/造り鮎の造り/焼き物泳ぎ鮎の塩焼きと鮎の一夜干し/
煮物鮎の甘露煮/揚げ物鮎の天婦羅/食事/鮎ごはん/デザート

関西最大級のいけすを持つ
海水園で鮎料理をご賞味

宿 泊 プ ラ ン

詳細はwebで! 詳細はwebで!

9,990円9,990円
AN0892 名古屋北部出発（8:05発～8:50発）

名古屋南部出発（7:30発～8:35発） 太田川・金山出発（8:05発～8:45発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（8:10発～9:00発）小牧・岩倉・西春出発（8:00発～9:05発）

AP0892

AK0892

AQ0892

AG0892

7/9（土）・21（木）・31（日） 8/11（木）・26（金）

7/6（水）・24（日） 8/1（月）・20（土）

7/13（水） 8/7（日）

7/3（日）・29（金） 8/4（木）・17（水）・29（月）

7/16（土） 8/10（水）
① 各地→道の駅清流しろとり（「山の中のさんぷる屋」で食品さんぷる「デコスイーツトッピング」体験）→味の里奥美濃しろとり（うどん＆そば食べ放題と郡上御膳の昼食）

→大滝鍾乳洞（平均気温15℃の東海地区最大級の鍾乳洞見学）→郡上八幡散策（清流と暮らす城下町を散策）→各地（17:15～18:35） ー 昼 ー

●旅行代金：
　大人・小学生以上・お一人様
●旅行代金：
　大人・小学生以上・お一人様

●目的地：岐阜県　●食事：昼食付　●日帰り
※4歳～未就学児は1,000円引きです。食事内容が変わります。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。

●目的地：岐阜県　●食事：昼食付　●日帰り
※4歳～未就学児は1,000円引きです。食事内容が変わります。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。

スイーツさんぷる
デコトッピング作り体験♪

自然の造形美！
神秘の大滝鍾乳洞見学！ うどん・そば食べ放題 12,980円12,980円

AN0893 名古屋北部出発（7:15発～8:00発） 名古屋南部出発（7:05発～8:10発）

金山・太田川出発（7:30発～8:10発） 高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:00発～7:50発）

AP0893

AQ0893 AG0893
7/25（月） 8/9（火）

7/22（金） 8/15（月） 8/8（月）
① 各地→新金谷駅　  きかんしゃトーマス号乗車（車内にて昼食弁当）　  千頭駅（トーマスフェア見学→掛川花鳥園
（バードショーを見学）→各地（17:50～18:50） ー 弁 ー

●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
●目的地：静岡県　●食事：昼食付　●日帰り　※2歳～小人は1,500円引きです。●目的地：静岡県　●食事：昼食付　●日帰り　※2歳～小人は1,500円引きです。

※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。

※写真は全てイメージです。

※大人はSLの里茶飯弁当になります

トーマス
フェアも
入場♪

小人はトーマス弁当の昼食だよ♪

7/7（木）・18（月）・21（木）・22（金）・30（土） 8/4（木）・6（土）・16（火）・19（金）・27（土）

①
栄・中部電力MIRAI TOWER(旧テレビ塔)前→名古屋マリンライダーで名古屋港でスプラッシュイン！→名古屋港
ガーデン埠頭(降車)→キッチンくま(海老フライ定食の昼食)→かかみがはら航空宇宙博物館(宇宙や飛行機について
学べる博物館を見学)→犬山城下町(自由散策)→名古屋駅(17:20頃)→栄(17:35頃) ー 昼 ー

●旅行代金：お一人様●旅行代金：お一人様

●目的地：愛知県　●食事：昼食付　●日帰り
※昼食は11:00からとなります。　※幼児は食事がお子様ランチとなります。
※名古屋港ガーデン埠頭以降は観光バス乗車になります。

●目的地：愛知県　●食事：昼食付　●日帰り
※昼食は11:00からとなります。　※幼児は食事がお子様ランチとなります。
※名古屋港ガーデン埠頭以降は観光バス乗車になります。

詳細はwebで!

飛行機や
宇宙について
まなぼう！
※写真は全て
　イメージです。

①

②

ー 昼 夜

朝 ー昼

各地→京の台所 月の蔵人（自家製豆腐膳の昼食）→美山かやぶきの里（懐かしい風情の町並みを散策）→湯の花温泉（泊）

ホテル→出雲大神宮（縁結びの社参拝）　保津川下り（約16kmの渓流を約2時間で下る舟下り）　レストラン嵐山（京のおばんざいビュッフェの昼食）→
嵐山地区（渡月橋界隈の町並みを自由散策）→マールブランシュロマンの森（人気の洋菓子店で買物）→各地（18:00～19:05）

AN0895 名古屋北部出発
（7:40発～8:25発）

AP0895 名古屋南部出発
（7:20発～8:25発）

AQ0895 金山・太田川出発
（7:30発～8:10発）

AK0895 小牧・岩倉・西春出発
（7:20発～8:25発）

AG0895 東濃車庫～高蔵寺駅出発
（7:15発～8:05発）

7/31（日） 8/27（土）
9/19（月）

7/2（土） 8/5（金）
9/4（日）

7/10（日） 8/21（日）
9/9（金）

7/28（木） 8/7（日）
9/25（日）

8/26（金）　9/3（土）

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

30,800円
34,800円

黒字出発日

赤字出発日

33,800円
37,800円

36,800円
40,800円

詳細はwebで!

詳細はwebで!

①

②

ー 昼 夜

朝 ー昼

各地→おぎのや諏訪店（峠の釜めしの昼食）→武田神社（信玄公ゆかりの社参拝）→甲斐善光寺（甲斐の名刹参拝）→モンデ酒造（ワイナリー見学）→石和温泉（泊）

ホテル→彩石の蔵（甲州天然石工房見学）→桔梗信玄餅（工場見学と買物）→ハーブ庭園 旅日記富士河口湖庭園（ふじさんデッキよりの眺め見学）→
みはらし亭（甲州の味覚膳の昼食）→各地（17:00～18:10）

AN0896 名古屋北部出発
（7:30発～8:15発）

AP0896 名古屋南部出発
（7:10発～8:15発）

AQ0896 太田川・金山出発
（7:20発～8:00発）

AK0896 西春・岩倉・小牧出発
（7:15発～8:20発）

AG0896 高蔵寺駅～東濃車庫出発
（7:50発～8:40発）

7/18（月） 8/17（水）
9/10（土）
8/23（火） 9/24（土）
7/29（金） 8/27（土）
9/11（日）
8/1（月） 9/5（月）

8/4（木） 9/19（月）

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！

旅行代金：大人・中学生以上・お一人様

2～4名1室 1名1室

黒字出発日

赤字出発日

24,800円
28,800円

30,800円
34,800円富士山と河口湖を一望！

信玄公ゆかりの「武田神社」参拝

バームクーヘンと
紅茶の

ティータイム♪

ビタミンの宝庫
キウイフルーツ食べ放題！

●目的地：石川県　●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。
※乗っけ盛丼食べ放題は30分間です。

●目的地：石川県　●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。
※乗っけ盛丼食べ放題は30分間です。

夏の
味覚

「キッチンくま」で名物・
海老フライ定食の昼食♪
「キッチンくま」で名物・
海老フライ定食の昼食♪

※写真は全てイメージです。

※写真は全てイメージです。

詳細はwebで!

9,990円9,990円
AN0889 名古屋北部出発（7:35発～8:20発） 名古屋南部出発（7:25発～8:30発）

金山・太田川出発（7:50発～8:30発） 高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:15発～8:05発）

AP0889

AQ0889 AG0889
7/22（金）・27（水） 8/2（火）・27（土） 9/10（土）・28（水） 7/24（日） 8/6（土）・24（水） 9/1（木）・19（月）

7/16（土）・29（金） 8/10（水）・30（火） 9/4（日）・23（金） 7/17（日） 8/18（木） 9/8（木）
① 各地→エスパルスドリームプラザ（バンノウ水産でまぐろ食べ比べ膳の昼食）→日の出港　（富士山清水みなとクルーズ）　日の出港→日本平夢テラス
（富士山、駿河湾一望の眺望）→日本平たいらぎ（みかんジュース、冷凍みかん賞味と買物）→各地（18:05～19:20） 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：静岡県　●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。
●目的地：静岡県　●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。

みかんジュース
冷凍みかん賞味まぐろ食べ比べの昼食※写真は全てイメージです。

地物食材を取り入れ
た

郷土料理バイキング
の昼食地物食材を取り入れ
た

郷土料理バイキング
の昼食

伊那路りんご狩りと伊那路りんご狩りと

9,480円9,480円 AN0881 名古屋北部出発（7:50発～8:35発）

名古屋南部出発（7:25発～8:30発） 太田川・金山出発（7:40発～8:20発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（8:10発～9:00発）西春・岩倉・小牧出発（7:35発～8:40発）

AP0881

AK0881

AQ0881

AG0881

9/3（土）・8（木）・11（日）・16（金）

9/4（日）・9（金）・12（月）・20（火）

9/5（月）・15（木）・18（日）

9/1（木）・10（土）・13（火）・19（月）

9/6（火）・17（土）
① 各地→バイキングレストラン菜 ち々ゃん（地産地消のコンセプトの地元のお母さん達が作る郷土料理の昼食）→駒ヶ根シルクミュージアム（養蚕・製糸の歴史の展示を見学）→細江のりんご狩り園

（園内食べ放題のりんご狩りと梨食べ放題）→元善光寺（本多義光公ゆかりの寺参拝）→ドライブイン酒蔵（焼きたてたい焼き賞味と買物）→各地（17:20～18:35） ー 昼 ー

●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

●目的地：長野県　●食事：昼食付　●日帰り　※小人(4才～小学生)500円引きです。持ち帰りはありません。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。※昼食は11：00からになります※りんご狩りは30分間です。持ち帰りのりんごと梨は別途用意いたします
●目的地：長野県　●食事：昼食付　●日帰り　※小人(4才～小学生)500円引きです。持ち帰りはありません。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。※昼食は11：00からになります※りんご狩りは30分間です。持ち帰りのりんごと梨は別途用意いたします

おふくろの味バイキングおふくろの味バイキング
シーズン先

取り

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

りんご1個待ち帰り！りんご1個待ち帰り！ 梨1個待ち帰り！梨1個待ち帰り！

焼きたて
たい焼き
賞味！！

焼きたて
たい焼き
賞味！！

園内食べ放題のりんご狩り
＆

梨食べ放題！

詳細はwebで!

AW0894 栄（旧テレビ塔）8:30発

大人（中学生以上） 小人（小学生） 幼児（2歳以上未就学児）

11,000円 8,900円 6,300円

●目的地：京都府　●食事：朝1 昼2 夕1付
●宿泊：おもてなしの宿　渓山閣
※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。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみ添寝で6,000円です。
※AGルートはマールブランシュロマンの森の買物が
　井筒八ッ橋本舗に変わります。

●目的地：山梨県　●食事：朝1 昼2 夕1付　●宿泊：石和びゅーほてる
※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)の方はバス座席のみ添寝で6,000円です。

詳細はwebで!

11,800円11,800円
AN0897 名古屋北部出発（8:35発～9:20発）

名古屋南部出発（8:15発～9:20発） 金山・太田川出発（8:50発～9:30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（8:15発～9:20発）

AP0897

AK0897

AQ0897

AG0897

7/25（月）・30（土） 8/26（金）

7/23（土） 8/18（木）・31（水）

8/27（土）

7/24（日） 8/6（土）

8/9（火）
① 各地→Dreamオーシャン(焼き肉食べ放題ビュッフェの昼食)→鳥羽港(乗船)　鳥羽湾めぐり　イルカ島(イルカやアシカの
ショーを見学)　鳥羽湾めぐり　鳥羽港(下船)→各地 ー 昼 ー

●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

●目的地：三重県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人(4才～小学生)は1,500円引きです。※幼児(２・３歳)の方は4,000円です。
●目的地：三重県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人(4才～小学生)は1,500円引きです。※幼児(２・３歳)の方は4,000円です。

※写真は全てイメージです。

イルカやアシカの
ショーを満喫！


