
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

秋の旅
10月出発は前号（初秋の旅）または

WEBをご覧ください
10月出発は前号（初秋の旅）または

WEBをご覧ください

検査パッケージ検査パッケージ

〒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

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。

次号（忘年・新春の旅）は、11月上旬頃発表予定です次号（忘年・新春の旅）は、11月上旬頃発表予定です鯱バスツアーは全コース、ワクチン・検査パッケージ限定ツアー！

京都タワーで
ランチビュッフェ
京都タワーで

ランチビュッフェ

京料理湯豆腐膳
の昼食

京料理湯豆腐膳
の昼食

宝くじが当たる!?
出雲福徳神社参拝
宝くじが当たる!?
出雲福徳神社参拝

豚しゃぶしゃぶ食べ放題の昼食豚しゃぶしゃぶ食べ放題の昼食

ミニスイーツバイキング＆フリ
ーソフトドリンク付

ミニスイーツバイキング＆フリ
ーソフトドリンク付

醍醐寺境内の「雨月茶屋」で
醐山料理の昼食

醍醐寺境内の「雨月茶屋」で
醐山料理の昼食

たっぷり2時間の
紅葉散歩♪

たっぷり2時間の
紅葉散歩♪

造形美×紅葉の競演
東福寺

造形美×紅葉の競演
東福寺

色付く山々が美しい
長谷寺

色付く山々が美しい
長谷寺

境内全体が
　色付く永観堂
境内全体が
　色付く永観堂

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！

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！

京都タワーホテル
ランチビュッフェと東福寺

談山神社と長谷寺の紅葉

比叡山延暦寺の紅葉

富岡製糸場と舌切り雀ゆかりの磯部温泉

　　　　　　 もみじ参道「光明寺」と
　 もみじ苑「北野天満宮」
　　　　　　 もみじ参道「光明寺」と
　 もみじ苑「北野天満宮」

　　　　　千里浜なぎさドライブウェイ
立山連峰一望「雨晴海岸」と開湯1200年「和倉温泉」
　　　　　千里浜なぎさドライブウェイ
立山連峰一望「雨晴海岸」と開湯1200年「和倉温泉」

どっさり南信州どっさり南信州！！！！

　　　　 名所・醍醐寺の紅葉と
　　実相院門跡「床もみじ」
　　　　 名所・醍醐寺の紅葉と
　　実相院門跡「床もみじ」

香嵐渓の紅葉と
家康ゆかりの地めぐり
香嵐渓の紅葉と

家康ゆかりの地めぐり

10,800円10,800円 AN0920 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） 金山・太田川出発（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）

AP0920

AK0920

AQ0920

AG0920

11/20（日）・25（金） 12/1（木）

11/19（土）・23（水）・29（火）

11/27（日） 12/2（金）・4（日）

11/24（木）・26（土）・28（月）

12/3（土）
① 各地→京都タワーホテル(ランチビュッフェ)→東福寺(通天橋から望む紅葉を鑑賞＆参拝)→永観堂(京都屈指のもみじ寺
を参拝)→井筒八つ橋本舗追分店(地元土産の買物)→各地（18：25～19：30頃） 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：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。

9,980円9,980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

※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：実相院門跡写真提供：実相院門跡

写真提供：北野天満宮写真提供：北野天満宮※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです9,980円9,980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。

AN0921 名古屋北部出発（7:40発～8:25発） 名古屋南部出発（7:20発～8:25発）

金山・太田川出発（7:55発～8:35発）

AP0921

AQ0921
11/17（木）・27（日） 12/2（金） 11/19（土）・22（火）  12/1（木）

11/23（水）・29（火）  12/4（日）11/21（月）・25（金）  12/3（土）
① 各地→総本山光明寺（もみじ参道で紅葉見学・参拝）→八ッ橋とししゅうやかた（京料理湯豆腐膳の昼食・買物）→北野
天満宮（もみじ苑で紅葉見学・参拝）→各地（18：15～19:20頃） ー 昼 ー

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:15発～8:05発）AG0921

京の紅葉２大競演！

光明寺光明寺
北野天満宮北野天満宮

千里浜なぎさドライブウェイ千里浜なぎさドライブウェイ 雨晴海岸雨晴海岸

11,980円11,980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。
※床もみじの写真撮影はできません。

●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。
※床もみじの写真撮影はできません。

AN0787 名古屋北部出発（7:30発～8:15発） 名古屋南部出発（7:10発～8:15発）

金山・太田川出発（7:45発～8:25発）

AP0787

AQ0787
11/19（土）・30（水） 12/4（日） 11/23（水）・26（土） 12/3（土）

11/24（木）・27（日） 12/1（木）11/20（日）・28（月） 12/2（金）
① 各地→雨月茶屋（秋会席の昼食）→醍醐寺（境内一面の紅葉見学・参拝）→京つけもの大安（買物）→実相院門跡
（床もみじ見学・参拝）→各地（17：50～18:55頃） ー 昼 ー

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:05発～7:55発）AG0787

太閤ゆかりの

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

9,980円9,980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

●目的地：奈良県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人（4才～小学生）は500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。
※談山神社は駐車場から本殿まで10分ほど歩きます。

●目的地：奈良県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人（4才～小学生）は500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。
※談山神社は駐車場から本殿まで10分ほど歩きます。

AN0923 名古屋北部出発（7:15発～8:00発）

名古屋南部出発（6:55発～8:00発） 金山・太田川出発（7:30発～8:10発）AP0923 AQ0923
11/28（月）

11/21（月）・25（金） 11/22（火）・27（日）
① 各地→長谷寺(国宝の本堂から望む山々の紅葉を満喫)→柿の葉ずし ヤマト あすか店夢宗庵(柿の葉寿司の昼食)→談山神社
(約3,000本のカエデが色付く紅葉を楽しむ)→道の駅 針テラス(地元土産の買物)→各地（18:20～19:25頃） ー 昼 ー

奈良奈良

※写真は全て
　イメージです
※写真は全て
　イメージです

7,800円7,800円
AN0925 名古屋北部出発（8:35発～9:20発）

名古屋南部出発（8:25発～9:30発） 金山・太田川出発（8:50発～9:30発）

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

AP0925

AK0925

AQ0925

AG0925

11/19（土）・28（月）

11/21（月）・26（土）

11/22（火）・27（日）

11/18（金）・20（日）・23（水）

11/17（木）
① 各地→まるや八丁味噌(味噌蔵の見学＆買物)→伊賀八幡宮(家康ゆかりの神社を参拝)→真福寺(名物・竹前料理の昼食)→
松平東照宮(美しい天井絵を見学＆参拝)→香嵐渓(愛知県屈指の紅葉をたっぷり2時間鑑賞)→各地（16:40～17:50頃） 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

AN0924 名古屋北部出発（7:25発～8:10発）

名古屋南部出発（7:05発～8:10発） 金山・太田川出発（7:40発～8:20発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7：00発～7:50発）小牧・岩倉・西春出発（7:05発～8:10発）

AP0924

AK0924

AQ0924

AG0924

11/6（日）・23（水）

11/8（火）・13（日）

11/19（土）・21（月）

11/12（土）・14（月）

11/15（火）
① 各地→近江神宮(かるたで有名な神宮を参拝)→びわ湖楽園ホテル井筒(湖国御膳の昼食)→比叡山延暦寺(東塔地区・
横川地区を参拝)→めんたいぱーくびわ湖(買物)→各地（18:10～19:15頃） ー 昼 ー

●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。

※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

9,990円9,990円 AN0025 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）西春・岩倉・小牧出発（7:10発～8:15発）

AP0025

AK0025

AQ0025

AG0025

11/20（日）・22（火）・24（木）・27（日）・28（月） 12/2（金）・3（土）

11/21（月）・23（水）・25（金）・28（月）・30（水） 12/3（土）

11/20（日）・23（水）・25（金）・27（日）・29（火） 12/1（木）・2（金）

11/22（火）・24（木）・26（土）・29（火） 12/1（木）・4（日）

11/21（月）・26（土）・30（水） 12/4（日）
① 各地→出雲福徳神社（福を呼ぶと言われる社を参拝）→ドライブイン酒蔵（豚しゃぶしゃぶ食べ放題の昼食・買物）→農産物直売所あざれあ（野菜

2kg詰め放題）→丸宮農園（園内食べ放題のりんご狩りと5kg持ち帰り）→信濃路下條そばの城（買物）→各地（17：25～18:40頃） 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。※園内食べ放題のりんご狩りは30分間です。
●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。※園内食べ放題のりんご狩りは30分間です。

①
②

ー 昼 夜

朝 ー昼

各地→月うさぎの里（和膳の昼食）→千里浜なぎさドライブウェイ（日本で唯一、車で走れる砂浜道路をバスでドライブ）→巌門（能登の奇勝見学）→和倉温泉（泊）
ホテル→ひみ番屋街（海産物の買物）→雨晴海岸（万葉集ゆかりの景勝地見学）→高岡大仏（北陸を代表する大仏を見学）→新湊きっときと市場（市場の和定食の昼食）→高岡山瑞龍寺（前田利長ゆかりの寺参拝）→各地（18:25～19:35頃）

AN0922 名古屋北部出発
（7:35発～8:20発）

AP0922 名古屋南部出発
（7:00発～8:05発）

AQ0922 太田川・金山出発
（7:30発～8:10発）

AK0922 小牧・岩倉・西春出発
（7:20発～8:25発）

AG0922 東濃車庫～高蔵寺駅出発
（7:15発～8:05発）

10/23（日） 11/12（土）
12/8（木）

10/28（金） 11/20（日）
12/3（土）

10/15（土） 11/25（金）
12/23（金）

11/3（木） 12/12（月）

11/7（月） 12/18（日）

旅行代金：大人・小人共(4歳以上)・お一人様

4名1室 3名1室 1名1室2名1室

24,800円
27,800円

黒字出発日

赤字出発日

26,800円
29,800円

28,800円
31,800円

34,800円
37,800円

●目的地：石川県　●食事：朝1 昼2 夕1付
●宿泊：大観荘
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみ添寝で
　6,000円です。

①

②

ー 昼 夜

朝 ー昼

各地→石井味噌（信州味噌蔵見学と三年味噌の豚汁御膳の昼食）→布引観音（善光寺参りゆかりの寺参拝）→磯部温泉（泊）

ホテル→少林山達磨寺（縁起だるま発祥の寺参拝）→こんにゃくパーク（話題のスポットで見学・買物）→富岡製糸場（世界文化遺産を見学）→荻野屋
（名物「峠の釜めし」の昼食）→各地（18:15～19:20頃）

AN0929 名古屋北部出発
（7:30発～8:15発）

AP0929 名古屋南部出発
（7:10発～8:15発）

AQ0929 太田川・金山出発
（7:20発～8:00発）

AK0929 西春・岩倉・小牧出発
（7:15発～8:20発）

10/24（月） 11/2（水）

10/31（月）11/14（月）

11/10（木）

11/16（水）

旅行代金：大人・小人共(4歳以上)・お一人様

4名1室 3名1室 2名1室

28,800円
34,800円

黒字出発日

赤字出発日

31,800円
37,800円

36,800円
42,800円

●目的地：群馬県　●食事：朝1 昼2 夕1付
●宿泊：舌切り雀のお宿 磯部ガーデン
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみ添寝で6,000円です。
※歩行時間が長い見学地が一部ございます。歩きやすい服装でご参加下さい。

毎年大人気
ツアー！
毎年大人気
ツアー！

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

※仕入状況より品物が変わります※仕入状況より品物が変わります

波打ち際を快走！

日本でココだけ！
約8kmの砂浜を快走

！！日本でココだけ！
約8kmの砂浜を快走

！！ 万葉集ゆかりの景勝
地から

立山連峰を眺望
万葉集ゆかりの景勝

地から

立山連峰を眺望

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

アワビ付き
和会席の夕食
アワビ付き
和会席の夕食

 世界文化遺産

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

画像提供：富岡市画像提供：富岡市

話題の人気スポット
「こんにゃくパーク」で買物

話題の人気スポット
「こんにゃくパーク」で買物

高崎だるまゆかりの寺
少林山達磨寺で開運祈願
高崎だるまゆかりの寺
少林山達磨寺で開運祈願

伝教大師
1300年大遠忌

不滅の法灯が照らす
根本中堂・東塔地区
不滅の法灯が照らす
根本中堂・東塔地区

慈覚大師が開いた
横川中堂

慈覚大師が開いた
横川中堂

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

びわ湖の
味覚満載
湖国御膳を

堪能

びわ湖の
味覚満載
湖国御膳を

堪能
●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。

なんと！なんと！
りんご5kg＆野菜2kgの詰め放題
今年は　　　　合計約７kgの持ち帰り！！
りんご5kg＆野菜2kgの詰め放題
今年は　　　　合計約７kgの持ち帰り！！

約3,000本のカエデが
色付く談山神社

約3,000本のカエデが
色付く談山神社

秋麗の上州路



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。

旅行代金割引等の支援事業について

鯱バスツアーの新型コロナウイルス対策
その他対策につ
いては、鯱バス
ツアーサイトを
ご覧ください。

ワクチン・検査パッケージ限定ツアーについて

・上記の証明と合わせて、身分証明書(免許書・保険証等居住地がわかるもの)のご提示をお願いいたします。
・12歳未満の方は保護者同伴の場合、上記証明は必要ありません。
・PCR検査等の陰性証明は有効期限の記載が必要です。出発日が有効期限内であることを必ずご確認ください。

ご乗車の際にどちらかの証明が必要となります。

またはワクチン3回以上接種済であること PCR検査などの結果が陰性であること

検査パッケージ検査パッケージ

★1名2席利用プランがご利用いただけます。ご予約の際にお申し出ください。

AN0926 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・西春・岩倉出発（8:15発～9:20発）

AP0926

AK0926

AQ0926

AG0926

10/19（水）・23（日） 11/5（土）・16（水）

10/21（金）・30（日） 11/8（火）・18（金）

10/15（土）・26（水） 11/2（水）・19（土）

10月22（土）・27（木） 11/3（木）・12（土）

10/16（日） 11/9（水）
① 各地→南宮大社（美濃國一之宮 鉄の神様参拝）→胡麻の郷（胡麻製品の買物）→Sekigahara花伊吹（いちめん松茸鍋の昼食）→伊吹山ドライブウェイ

→伊吹山山頂（眺望と紅葉見学）→エアーかおる本丸（話題のタオルショップで買物）→各地（17:55～19:05頃） ー 昼 ー

●目的地：岐阜県　●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：岐阜県　●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。

9,990円9,990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

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

充実の
持ち帰り！

AN0927 名古屋北部出発（8:00発～8:45発）

名古屋南部出発（7:25発～8:30発） 太田川・金山出発（8:00発～8:40発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（8:05発～8:55発）小牧・岩倉・西春出発（7:55発～9:00発）

AP0927

AK0927

AQ0927

AG0927

10/17（月）・22（土）・27（木） 11/6（日）

10/15（土）・31（月） 11/3（木）

10/19（水）・30（日） 11/4（金）

10/21（金）・25（火） 11/5（土）

10/29（土） 11/2（水）
① 各地→ドライブインみぼろ湖（松茸朴葉味噌膳の昼食）→白山白川郷ホワイトロード→ふくべの大滝（紅葉見学）→
世界遺産白川郷（秋色の合掌造り集落見学）→各地（18:15～19:15頃） ー 昼 ー

●目的地：岐阜県　●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：岐阜県　●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。

10,980円10,980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

AN0928 名古屋北部出発（7:45発～8:30発） 名古屋南部出発（7:20発～8:25発）

太田川・金山出発（7:35発～8:15発） 西春・岩倉・小牧出発（7:30発～8:35発）

AP0928

AK0928AQ0928
10/23(日)・28(金) 11/13(日)・18(金) 10/19(水)・25(火) 11/20(日)

10/20(木)・30(日) 11/15(火)10/16(日)・26(水) 11/1(火)・9(水)
① 各地→かしも明治座（明治時代の芝居小屋を案内付きで見学）→舞台峠観光センター（ブランド米「銀の朏」と飛騨牛朴葉味噌膳の昼食）→夕森渓谷
（一帯に広がる約1万5千本の紅葉を案内付きで見学）→ちこり村（買物）→各地（17:15～18:25頃） ー 昼 ー

●目的地：岐阜県　●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：岐阜県　●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。

8,480円8,480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

松茸朴葉みそ膳
の昼食

AN0930 名古屋北部出発（8:00発～8:45発）

名古屋南部出発（7:25発～8:30発） 太田川・金山出発（8:00発～8:40発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（8:05発～8:55発）小牧・岩倉・西春出発（7:55発～9:00発）

AP0930

AK0930

AQ0930

AG0930

10/15（土）・24（月） 11/2（水）・10（木）

10/17（月）・27（木） 11/4（金）・14（月）

10/21（金）・31（月） 11/7（月）・12（土）

10/18（火）・29（土） 11/6（日）・11（金）

10/22（土） 11/8（火）
① 各地→せせらぎ街道（約65kmのドライブコースの紅葉を車窓見学）→飛騨まつりの森（飛騨牛炙り寿司御膳の昼食と
山車ミュージアム見学）→高山市内散策（古い町並み散策）→各地（18:15～19:35頃） ー 昼 ー

●目的地：岐阜県　●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：岐阜県　●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。

9,800円9,800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

※写真は全て
　イメージです
※写真は全て
　イメージです

パワースポット
「竜神の滝」の紅葉見学

パワースポット
「竜神の滝」の紅葉見学

明治時代の
芝居小屋を見学
明治時代の
芝居小屋を見学

AN0781 名古屋北部出発（8:25発～9:10発） 名古屋南部出発（8:15発～9:20発）

金山・太田川出発（8:40発～9:20発） 高蔵寺駅～東濃車庫出発（8:10発～9:00発）

AP0781

AQ0781 AG0781
10/22（土） 11/6（日）・19（土） 10/29（土） 11/3（木）・20（日）

10/23（日） 11/13（日）・26（土） 10/30（日） 11/17（木）
① 各地→新金谷駅　（大井川鐡道ＳＬかわね路号　車内でふるさと弁当の昼食）　千頭駅（乗換）　（あぷとライントロッコ列車 奥大井の渓谷
眺めながら乗車）　閑蔵駅→いっぷく茶処やませき（川根茶専門店で買物）→各地（19:00～20:10頃） ー 昼 ー

●目的地：静岡県　●食事：昼食付（弁当）　●日帰り
※小人(2歳～小学生)1,500円引きです。 ※あぷとラインは自由席になります。
●目的地：静岡県　●食事：昼食付（弁当）　●日帰り
※小人(2歳～小学生)1,500円引きです。 ※あぷとラインは自由席になります。

12,480円12,480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

※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

約65kmに
わたる景観美
「せせらぎ街道」
の紅葉を堪能！

高山祭り
ミュージアム見学！

飛騨牛
炙り寿司御膳の
昼食

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

AN0931 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）西春・岩倉・小牧出発（7:15発～8:20発）

AP0931

AK0931

AQ0931

AG0931

10/16（日）・31（月）　11/5（土）・10（木）・15（火） 12/1（木）

10/20（木）・30（日） 11/7（月）・12（土）・27（日） 12/2（金）

10/22（土）・28（金） 11/4（金）・26（土） 12/4（日）

10/25（火）・29（土） 11/1（火）・11（金）・19（土） 12/3（土）

10/23（日） 11/6（日）・18（金）
① 各地→三ヶ日ふるさと園（園内食べ放題の三ヶ日みかん狩り）→焼津さかなセンター（まぐろ尽くしの昼食・海産物の買物）→島田市ばらの丘公園
（秋バラ見学とバラソフトクリーム賞味）→KADODE OOIGAWA（お茶どら焼き作り体験・買物）→各地（17:20～18:30頃） ー 昼 ー

●目的地：静岡県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人（4歳～小学生）1,500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。
※みかん狩り園内食べ放題は30分間です。

●目的地：静岡県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人（4歳～小学生）1,500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。
※みかん狩り園内食べ放題は30分間です。

11,800円11,800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

ばらソフトクリーム
賞味

体験も充実♪

三ヶ日みかん狩
り

バラ園見学

お茶どら焼き作
り

持ち帰り一例 特選グルメ10!
①まぐろ尽くしの昼食
②園内食べ放題の三ヶ日みかん狩り
③バラ園でばらソフトクリーム賞味
④お茶どら焼き作り体験
⑤～⑩持ち帰り充実
アジ干物2枚、黒はんぺん8枚 、
しらす70g、鰹タタキ1本、
キウイプリン1個、桜海老煎餅1枚

AN0932 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） 西春・岩倉・小牧出発（7:15発～8:20発）

AP0932

AK0932AQ0932
11/28（月） 12/10（土） 11/30（水） 12/5（月）

12/1（木） 12/2（金）11/26（土）・29（火）
① 各地→鳳来寺山(色付く秋の山を散策)→砥鹿神社(三河国一之宮を参拝)→ヤマサちくわの里(ちくの里膳の昼食)→普門寺(豊橋随一の
もみじ寺を参拝＆特別御開帳)→JAひまわりグリーンセンター音羽(産直で買物)→各地（18:40～19:50頃） ー 昼 ー

●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。※普門寺駐車場から本堂まで10分程度歩きます。
●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。※普門寺駐車場から本堂まで10分程度歩きます。

8,980円8,980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

AN0934 名古屋北部出発（7:50発～8:35発）

名古屋南部出発（7:40発～8:45発） 金山・太田川出発（8:05発～8:45発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:30発～8:20発）西春・岩倉・小牧出発（7:20発～8:25発）

AP0934

AK0934

AQ0934

AG0934

11/21（月） 12/10（土）

11/29（火） 12/4（日）

11/28（月） 12/6（火）

11/27（日） 12/1（木）

11/19（土） 12/2（金）
① 各地→油山寺（山門からの見返りもみじ見学・参拝）→秋葉総本殿 可睡斎（本格的精進料理の昼食と境内約1,000本の紅葉見学・参拝）
→法多山尊永寺（参道から境内にかけての紅葉見学・参拝）→浜名湖グルメパーク（買物）→各地（16:50～18:00頃） ー 昼 ー

※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

普門寺にて
ツアー限定特別公開！
重要文化財の
仏像たちを拝観！

霊峰・
鳳来寺山の紅葉
霊峰・
鳳来寺山の紅葉

●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。

9,990円9,990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※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：油山寺写真提供：油山寺

写真提供：
 秋葉総本殿 可睡斎
写真提供：
 秋葉総本殿 可睡斎

写真協力：法多山尊永寺写真協力：法多山尊永寺

目の霊山
油山寺
目の霊山
油山寺

厄除け観音
法多山尊永寺
厄除け観音
法多山尊永寺

秋葉総本殿
可睡斎

秋葉総本殿
可睡斎

秋葉総本殿 可睡斎の
精進料理の昼食

秋葉総本殿 可睡斎の
精進料理の昼食

10,980円10,980円
AN0915 名古屋北部出発（7:45発～8:30発） 名古屋南部出発（7:20発～8:25発）

太田川・金山出発（7:35発～8:15発） 西春・岩倉・小牧出発（7:30発～8:35発）

AP0915

AK0915AQ0915
10/13（木）・18（火） 11/3（木） 10/23（日）・29（土） 11/6（日）

10/16（日）・28（金） 11/1（火）10/8（土）・20（木） 11/5（土）
① 各地→恵那川上屋（栗菓子の買物）→松茸山（松茸宝探し）→恵那峡山菜園（松茸膳の昼食）→妻籠宿（中山道の
宿場町散策）→ちこり村（買物）→各地（17：25～18：40頃） 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：岐阜県　●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：岐阜県　●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。

恵那・秋の味覚！松茸宝さがし

詳細はwebで！詳細はwebで！

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

全員に松茸1本と

旬のきのこ持ち帰り
全員に松茸1本と

旬のきのこ持ち帰り

見つけた松茸は
すべてお持ち帰り
見つけた松茸は
すべてお持ち帰り

松茸御膳の昼食松茸御膳の昼食

協力：東美濃歴史街道協議会協力：東美濃歴史街道協議会

詳細はwebで!

鍋いちめんを松茸で覆う！
贅沢まつたけ鍋膳の昼食

・松茸３本（箱入）
・エアーかおる
  特製タオル

AN0933 名古屋北部出発（8:15発～9:00発）

名古屋南部出発（7:40発～8:45発） 太田川・金山出発（8:10発～8:50発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:55発～8:45発）小牧・岩倉・西春出発（8:00発～9:05発）

AP0933

AK0933

AQ0933

AG0933

11/15（火）・28（月） 12/4（日）

11/24（木）・29（火） 12/3（土）

11/26（土） 12/1（木）

11/18（金）・27（日） 12/2（金）

11/20（日）
① 各地→若狭海遊バザール千鳥苑（地ビール飲み放題と海鮮バイキングの昼食）→レインボーライン（若狭路の紅葉を車窓、展望台から見学）→
三方石観世音（北陸霊場の隠れた紅葉スポット見学）→日本海さかな街（海産物の買物）→各地（17:50～19:00頃） ー 昼 ー

●目的地：福井県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人1,000円引き。4歳から未就学児は1,500円引きです。
※未成年者とツアー後、運転される方に地ビール飲み放題はありません。

●目的地：福井県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人1,000円引き。4歳から未就学児は1,500円引きです。
※未成年者とツアー後、運転される方に地ビール飲み放題はありません。

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

9,980円9,980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

穴場の紅葉スポット
三方石観世音
穴場の紅葉スポット
三方石観世音 昼食は地ビール飲み放題付

海鮮バイキング！
昼食は地ビール飲み放題付

海鮮バイキング！

３つの持ち帰り
①牛サーロイン肉1枚（約100g）
②飛騨牛入りハンバーグ（1個）
③飛騨牛カレー1箱

AN0935 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）

AP0935

AK0935

AQ0935

AG0935

11/20（日）・26（土）・29（火）

11/19（土）・27（日）

11/19（土）・21（月）

11/20（日）・23（水）・26（土）

11/23（水）・27（日）
① 各地→道の駅パレットピアおおの（地場産品の買物）→瑞穂せっきーファーム（園内食べ放題の柿狩り）→Sekigahara花伊吹（三大和牛食べ比べの昼食）→谷汲山華厳寺
（飛騨・美濃紅葉33選の名所で紅葉見学と参拝）→谷汲あられの里（工場直送あられの買物）→各地（17:55～19:05頃） ー 昼 ー

9,800円9,800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●目的地：岐阜県　●食事：昼食付　●日帰り

※4才～小人は500円引きです。持ち帰りはありません。
※日程により立ち寄り順序が入れ替わる場合があります。
※柿狩り園内食べ放題は30分間です。

●目的地：岐阜県　●食事：昼食付　●日帰り
※4才～小人は500円引きです。持ち帰りはありません。
※日程により立ち寄り順序が入れ替わる場合があります。
※柿狩り園内食べ放題は30分間です。

近江牛すき焼き・近江牛おこわおにぎり
松阪牛サラダ・飛騨牛たたき風作りの昼食

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!

約1kgの持ち帰り付
（大人のみ）

三河
紅葉巡り

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

昼食は大井川鐡道特製
「ふるさと弁当」

地元ブランド米
「銀の朏」
釜焚きご飯と

飛騨牛朴葉味噌の
昼食


