
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

忘年と新春の旅
22 22 3300

11月出発は前号（秋の旅）または
WEBをご覧ください

11月出発は前号（秋の旅）または
WEBをご覧ください

〒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（早春の旅）は、1月上旬頃発表予定です次号（早春の旅）は、1月上旬頃発表予定です

ロワジールホテル豊橋ランチバイキングと
伊良湖先取りいちご狩り　

ロワジールホテル豊橋ランチバイキングと
伊良湖先取りいちご狩り　

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！

AN0800 名古屋北部出発（8:20発～9:05発）

名古屋南部出発（8:10発～9:15発） 金山・太田川出発（8:35発～9:15発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（8:00発～8:50発）西春・岩倉・小牧出発（7:50発～8:55発）

AP0800

AK0800

AQ0800

AG0800

12/10（土）・23（金）・28（水）

12/17（土）

12/7（水）・26（月）

12/15（木）・30（金）

12/13（火）・24（土）
① 各地→えびせんべいとちくわの共和国（買物）→ロワジールホテル豊橋（和洋バイキングの昼食）→ニュー渥美観光
（園内食べ放題のいちご狩り）→ラグーナテンボス（フェスティバルマーケットで買物）→各地（17:20～18:30） 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。
※いちご狩りの時間は30分間です。

●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。
※いちご狩りの時間は30分間です。

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

通常
旅行代金
通常
旅行代金11,000円11,000円 4,400円4,400円 6,600円6,600円適用後

価格
適用後
価格

割引額割引額

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 14,000円14,000円 5,000円5,000円 9,000円9,000円割引額割引額

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

※ご予約時にお選びください※ご予約時にお選びください

・〇〇牛すき焼き
・〇〇牛しゃぶしゃぶ
・〇〇牛陶板焼き

・〇〇牛すき焼き
・〇〇牛しゃぶしゃぶ
・〇〇牛陶板焼き

○○祈願で有名な札所参拝○○祈願で有名な札所参拝 ○○○○パークでお買物○○○○パークでお買物

人数によりタイプが
変わります

人数によりタイプが
変わります

2日目昼食
博多水炊き膳
2日目昼食
博多水炊き膳

2日 夕食
ふくステーキ
2日 夕食
ふくステーキ

ホテルで
和洋バイキング

の昼食

ホテルで
和洋バイキング

の昼食

ジャンボ
えびフライと
釜飯の昼食

ジャンボ
えびフライと
釜飯の昼食

園内食べ放題の
いちご狩り♪
園内食べ放題の
いちご狩り♪

AN0940 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）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:05発～7:55発）小牧・岩倉・西春出発（7:10発～8:15発）

AP0940

AK0940

AQ0940

AG0940

12/5（月）・9（金）・11（日）・15（木）・17（土）・19（月）

12/8（木）・10（土）・16（金）・18（日）・22（木）

12/5（月）・10（土）・12（月）・16（金）・18（日）・25（日）

12/8（木）・11（日）・15（木）・19（月）・22（木）

12/9（金）・12（月）・17（土）・25（日）
① 各地→どこに行くかは当日のお楽しみ♪→各地（17:20～18:25） ー 昼 ー

●目的地：ヒミツ！　●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。
※選べるお土産はご予約時にお知らせください。当日の変更はできません。

●目的地：ヒミツ！　●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。
※選べるお土産はご予約時にお知らせください。当日の変更はできません。

詳細はwebで！詳細はwebで！

詳細はwebで！詳細はwebで！

３種類から選べる
持ち帰り！

３種類から選べる
持ち帰り！

❶いちご1kg❶いちご1kg ❷〇〇牛500g❷〇〇牛500g

抹茶スイーツまたは
お土産の引き換えクーポン付き

！抹茶スイーツまたは
お土産の引き換えクーポン付き

！アウトレットで年末の
お買物♪

アウトレットで年末の
お買物♪

❸本ズワイガニ1匹
（約370g）
❸本ズワイガニ1匹
（約370g）

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

年末感謝のありがと３ミステリー年末感謝のありがと３ミステリー
３大ブランド牛
食べ比べの昼食

名古屋北部出発（12:00発～12:45発） 名古屋南部出発（11:40発～12:45発）

金山・太田川出発（12:15発～12:55発）

AN0948

AQ0948

AP0948

12/18（日） 12/11（日）

12/17（土）・28（水）
AK0948

12/16（金）
① 各地→ジャズドリーム長島（アウトレットモールでお買物）→名古屋マリンライダー（名古屋港ガーデン埠頭のサンセット
クルーズ）→なばなの里（西日本最大級のイルミネーション見学）→各地（19:20～20:25） ー ー ー

●目的地：三重県　●食事：なし　●日帰り●目的地：三重県　●食事：なし　●日帰り

旅行代金：
お一人様
旅行代金：
お一人様

3,200円3,200円割引額割引額大人（中学生以上）大人（中学生以上）

小人（小学生）小人（小学生）

幼児（3歳以上未就学児）幼児（3歳以上未就学児）

8,000円8,000円 4,800円4,800円

名古屋マリンライダー名古屋マリンライダー サンセットクルーズとサンセットクルーズと

湘南の風香る江の島・鎌倉早春を呼ぶ「あたみ梅まつり」と
文豪の隠れ湯 湯河原温泉
湘南の風香る江の島・鎌倉早春を呼ぶ「あたみ梅まつり」と
文豪の隠れ湯 湯河原温泉

福岡名所めぐり・大正浪漫の門司港レトロ地区

水陸両用
バス

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

AN0949 名古屋北部出発（7:55発～8:40発）

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

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:30発～8:20発）小牧・岩倉・西春出発（7:35発～8:40発）小牧・岩倉・西春出発（11:40発～12:45発）

AP0949

AK0949

AQ0949

AG0949

12/10（土）・22（木）・25（日）

12/18（日）・24（土）

12/11（日）・27（火）

12/9（金）・17（土）・26（月）

12/8（木）・23（金）
① 各地→三井アウトレットパーク滋賀竜王(買物＆自由昼食)→ラコリーナ近江八幡(洋菓子店で買物)→めんたいパークびわ湖
(2021年OPENの新施設で買物)→フレンチレストラン オペラ(アフタヌーンティーの軽食)→各地（17:40～18:45） ー 昼 ー

●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。

三井アウトレットパーク
滋賀竜王とアフタヌーンティ
三井アウトレットパーク
滋賀竜王とアフタヌーンティ

滋賀で
お買物楽しもっ♪

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

かわいいい♪アフタヌーンティの
軽食

かわいいい♪アフタヌーンティの
軽食

宿宿 泊泊 ププ ンンララ

岡崎の大河ドラマ館と早春の蒲郡いちご狩り

9,980円9,980円 AN0946 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（8:15発～8:55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（7:30発～8:35発）

AP0946

AK0946

AQ0946

AG0946

1/24（火）・29（日） 2/4（土）・14（火）・23（木） 3/2（木）・14（火）・25（土）

1/23（月）・28（土） 2/7（火）・20（月）・26（日） 3/5（日）・17（金）・29（水）

1/26（木）・31（火） 2/11（土）・16（木） 3/9（木）・26（日）

1/22（日）・27（金） 2/1（水）・18（土）・28（火） 3/6（月）・18（土）・31（金）

1/25（水）・30（月） 2/5（日）・24（金） 3/11（土）・20（月）
① 各地→カクキュー八丁味噌の郷（伝統の味噌蔵見学）→どうする家康 岡崎 大河ドラマ館（見学）→岡崎城（家康ゆかりの城に入城）→蒲郡
オレンジパーク（ジャンボえびフライ膳の昼食と園内食べ放題のいちご狩り）→ラグーナテンボス（買物）→各地（16:30～17:40） 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

8,990円8,990円

●目的地：愛知県　●食事：昼食付　●日帰り
※4才～未就学児は1,500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：愛知県　●食事：昼食付　●日帰り
※4才～未就学児は1,500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。

※いちご狩りの時間は30分間です。※いちご狩りの時間は30分間です。

※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11,800円11,800円

名古屋北部出発（7:30発～8:15発） 名古屋南部出発（7:20発～8:25発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:10発～8:00発）金山・太田川出発（7:45発～8:25発）

AN0947

AQ0947

AP0947

AG0947
1/28（土） 2/3（金）・13（月）・19（日） 3/1（水）・5（日）

1/30（月） 2/8（水）・12（日） 3/8（水）・26（日）

1/31（火） 2/4（土）・17（金）・27（月） 3/3（金）・18（土）

1/29（日） 2/10（金）・25（土） 3/12（日）
① 各地→どうする家康 静岡 大河ドラマ館（見学）→静岡浅間神社（参拝）→日本平・月日星（海鮮丼の昼食）
→日本平ロープウェイ→久能山東照宮（参拝）→各地（18:00～19:00） 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

●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。

家康ゆかりの久能山東照宮と
静岡の大河ドラマ館

①

②

ー ー 夜

朝 ー ー

朝 夜昼

名古屋駅西口→大阪南港～名門大洋フェリー（船中泊）
～新門司港→南蔵院（涅槃像が有名な宝くじに縁のある寺参拝）→博多はねや総本店（水炊き膳の昼食）→大宰府天満宮（学問の神で有名な社参拝）
→門司港レトロ地区（夕日に映える風景を見学散策）→三井倶楽部（重要文化財の建物で食する「ふぐステーキ」の早めの夕食）→新門司港～名門大洋フェリー（船中泊）

③ ～大阪南港→名古屋駅西口（12:40～14：00）
AW0950 名古屋駅西口出発

（14:00発）

●目的地：福岡県　●食事：朝2 昼1 夕2付
●宿泊：名門大洋フェリー（船中泊）
※小学生以上は同料金です。未就学児以下のご参加
　はご遠慮ください。
※船室はツーリストと１名１室のファーストはインサイド
　（窓なし）の部屋になります。
※ファーストの2名利用は洋室、3～4名利用は和洋室
　または和室になります（指定はできません）。
※デラックスは1～2名1室のみになります。
※1日目・3日目はガイドが同行しません。2日目は現地ガイドがご案内します。
※このツアーは全行程添乗員が同行します。

12/18（日） 1/17（火）
2/8（水） 3/9（木）

旅行代金：大人・小学生以上・お一人様

ツーリスト[相部屋] ファースト[個室] デラックス[個室 2名1室]

黒字出発日

デラックス[個室 1名1室]

32,000円 44,000円 56,000円 78,000円
12月出発
（青字） 19,200円 28,000円 40,000円 62,000円

①

②

ー 昼 夜

朝 ー昼

各地→沼津ぐるめ街道の駅竜宮海鮮市場（金目鯛釜めし膳の昼食）→熱海梅園梅まつり（公園一面を埋め尽くす梅の競演を見学）→來宮神社（縁結びの神、
大楠の有名なパワースポット参拝）→お宮の松（車窓見学）→湯河原温泉（泊）
ホテル→江の島（日本百景に選ばれる景勝地で散策）→鶴岡八幡宮（源頼朝ゆかりの社参拝）→鎌倉観光会館味亭（ゆばわっぱ御膳の昼食）→高徳院[鎌倉大仏]
（日本三大仏の大仏殿を見学と参拝）→各地（19:40～20:50）

AN0951 名古屋北部出発
（8:00発～8:45発）

AP0951 名古屋南部出発
（7:40発～8:45発）

AQ0951 金山・太田川出発
（8:15発～8:55発）

AK0951 西春・岩倉・小牧出発
（7:30発～8:35発）

AG0951 高蔵寺駅～東濃車庫出発
（7:45～8:35発）

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

1/11（水） 2/4（土）
3/2（木）
1/17（火） 2/6（月）・28（火）

1/21（土） 2/19（日）

1/25（水） 2/22（水）

1/30（月） 2/14（火）

旅行代金：大人・小学生以上・お一人様

4名1室 3名1室 2名1室

黒字出発日 25,800円 27,800円 29,800円
赤字出発日 30,800円 32,800円 34,800円

瀬戸内海をフェリーで行く！
全行程
添乗員
同行

全行程
添乗員
同行

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

大宰府天満宮大宰府天満宮

門司港レトロ地区門司港レトロ地区

和洋室和洋室

南蔵院涅槃像南蔵院涅槃像 福岡グルメの食事
全食事付！（朝食２回、昼食１回、夕食２回）

ツーリスト デラックスファースト

詳細はwebで！詳細はwebで！
駿河の

海鮮丼の昼
食駿河の

海鮮丼の昼
食

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

伊豆の早春を呼ぶ「あたみ梅まつり」見学

伊豆の早春を呼ぶ「あたみ梅まつり」見学

検査パッケージ検査パッケージ全コース、ワクチン・検査パッケージ対象バスツアー！

通常
旅行代金
通常
旅行代金

適用後
価格
適用後
価格

通常
旅行代金
通常
旅行代金

適用後
価格
適用後
価格

2,600円2,600円割引額割引額6,500円6,500円 3,900円3,900円通常
旅行代金
通常
旅行代金

適用後
価格
適用後
価格

2,000円2,000円割引額割引額5,000円5,000円 3,000円3,000円通常
旅行代金
通常
旅行代金

適用後
価格
適用後
価格

なばなの里イルミネーション
今年の
テーマは
天空の船

＋1
スタンプ

プライベート空間もある

2段ベッドの相部屋です
プライベート空間もある

2段ベッドの相部屋です

全国旅行支援額 12,800円 16,000円 16,000円 16,000円

12月限定ツアー！12月限定ツアー！ 全

全

全

全

は全国旅行支援対象コースです
※青字が対象日です

お申込み時に予算に達している場合は、通常の旅行
代金での販売になります。マークのないコースも対
象になる場合がありますので、お問合せください。

全

11月1日現在

詳細はwebで！詳細はwebで！

詳細はwebで！詳細はwebで！



全国旅行支援事業について ■対象期間：2022年10月11日～2022年12月20日出発

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。
・奇数でのお申込の場合、相席となる場合があります。

■ご乗車の際に下記のご呈示・ご提出をお願いいたします。
①ワクチン3回以上接種証明またはPCR検査結果・抗原定性/定量検査の陰性証明のご呈示
②身分証明書のご呈示
③目的地の各都道府県が定める書類の提出 ※各都道府県により異なります。

・お客様の御都合によるキャンセルの際の取消料は割引前のご旅行代金を基準に算出されます。
・対象コースは11月1日現在のものです。
・割り当てられた販売補助金が予算に達し次第終了となります。終了後のご予約は通常ご旅行代金での販売となります。
・感染拡大により各都道府県の意向で目的地が支援対象から除外される場合、旅行を中止する場合がございます。

若狭カニ対決！

AN0679 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）

AP0679

AK0679

AQ0679

AG0679

12/12（月）・19（月）・25（日）　1/6（金）・15（日）・21（土）・30（月）
2/6（月）・12（日）・18（土）・26（日）　3/5（日）・11（土）・17（金）・26（日）

12/21（水）　1/5（木）・14（土）・23（月）・29（日）
2/7（火）・17（金）・19（日）・25（土）　3/3（金）・9（木）・12（日）

12/13（火）・22（木）　1/8（日）・20（金）・26（木）
2/4（土）・9（木）・23（木）　3/2（木）・7（火）・19（日）

12/5（月）・16（金）・24（土）　1/9（月）・19（木）・27（金）
2/2（木）・11（土）・24（金）・27（月）　3/4（土）・13（月）・18（土）・21（火）

12/8（木）　1/13（金）・28（土）
2/5（日）・14（火）　3/6（月）・25（土）

① 各地→小牧かまぼこ（買物）→氣比神宮（北陸道総鎮守参拝）→若狭海遊バザール千鳥苑（ジャンボずわいガニ＆
カニづくし膳の昼食）→日本海さかな街（北陸の海の幸買物）→各地（16:45～17:55） ー 昼 ー

●目的地：福井県　●食事：昼食付　●日帰り
※4歳以上未就学児は食事内容が変わります。カニ付ではありません。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。

●目的地：福井県　●食事：昼食付　●日帰り
※4歳以上未就学児は食事内容が変わります。カニ付ではありません。
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみで3,000円です。

詳細はwebで!

大きさはなんと！
約500g！！

お品書き
・ジャンボずわいガニ１杯
　（約500g）
・かに鍋 ・かに脚お刺身
・かに甲羅焼き ・かに珍味
・かに茶碗蒸し ・かに味噌
・かに風味サラダ
・かにちらし寿司

AN0939 名古屋北部出発（9:00発～9:45発）

名古屋南部出発（8:25発～9:30発） 太田川・金山出発（8:55発～9:35発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（8:40発～9:30発）小牧・岩倉・西春出発（8:45発～9:50発）

AP0939

AK0939

AQ0939

AG0939

12/9（金）・17（土）・23（金）・24（土）・27（火） 1/5（木）・8（日）・16（月）・20（金）・24（火）・31（火）
2/3（金）・5（日）・10（金）・16（木）・19（日）・25（土）　3/2（木）・6（月）・10（金）・12（日）・14（火）・18（土）

12/11（日）・20（火）・24（土）・26（月）　1/15（日）・17（火）・21（土）・24（火）・31（火）
2/3（金）・6（月）・12（日）・20（月）・21（火）　3/4（土）・7（火）・12（日）・16（木）・21（火）

12/6（火）・15（木）・23（金）・25（日）・　1/5（木）・7（土）・16（月）・22（日）・28（土）
2/2（木）・5（日）・10（金）・18（土）・20（月）　3/4（土）・6（月）・14（火）・20（月）・21（火）

12/6（火）・11（日）・17（土）・25（日）・27（火）　1/7（土）・15（日）・17（火）・21（土）・28（土）
2/6（月）・12（日）・16（木）・19（日）・25（土）　3/2（木）・5（日）・7（火）・16（木）・20（月）

12/9（金）・15（木）・20（火）・26（月）　1/8（日）・20（金）・22（日）
2/2（木）・18（土）・21（火）　3/5（日）・10（金）・18（土）

① 各地→小牧かまぼこ（買物）→日本海さかな街（選びる昼食と海産物の買物）→敦賀赤レンガ（敦賀の貿易を語る施設
を見学）→黒壁スクエア（北国街道に残るノスタルジックな街並み散策）→各地（17:10～18:20） ー 昼 ー

●目的地：福井県　●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。
※日本海さかな街の食事はお店により休業日がございます

●目的地：福井県　●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。
※日本海さかな街の食事はお店により休業日がございます

クーポンを使って
10のお店から

選べる蟹料理の昼食
！

食事内容
一例

12,800円12,800円
名古屋北部出発（7:30発～8:15発） 名古屋南部出発（7:20発～8:25発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:10発～8:00発）金山・太田川出発（7:45発～8:25発）

AN0944

AQ0944

AP0944

AG0944

1/8（日）・9（月）・21（土）　2/4（土）・5（日）・11（土）・13（月）・19（日）・22（水）・26（日）
3/5（日）・7（火）・11（土）・16（木）・18（土）

1/8（日）・14（土）・18（水）・24（火）　2/5（日）・9（木）・15（水）・17（金）・18（土）・23（木）
3/4（土）・9（木）・11（土）・19（日）・22（水）

1/7（土）・14（土）・21（土）・　2/3（金）・4（土）・11（土）・12（日）・19（日）・25（土）・26（日）
3/2（木）・4（土）・12（日）・18（土）

1/7（土）・17（火）・26（木）　2/7（火）・12（日）・16（木）・18（土）・23（木）・25（土）
3/5（日）・12（日）・19（日）

① 各地→秋葉総本殿可睡斎（日本最大級のひな祭り見学）→焼津さかなセンター（てんこ盛り海鮮丼の昼食と買物）→蓬莱橋（世界一の
木造歩道橋渡橋）→グリンピア牧之原（抹茶ジェラートと静岡いちごのおやつタイム）→各地（17:20～18:20） 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

●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。

日本最大級！
32段 1,200体のひな祭り見学

日本最大級！
32段 1,200体のひな祭り見学

てんこ盛り海鮮丼と

　焼津の漁師鍋の昼
食てんこ盛り海鮮丼と

　焼津の漁師鍋の昼
食

充実の海産物持ち帰り！

9,990円9,990円
AN0816 名古屋北部出発（7:55発～8:40発）

名古屋南部出発（7:35発～8:40発） 金山・太田川出発（8:10発～8:50発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:30発～8:20発）小牧・岩倉・西春（7:35発～8:40発）

AP0816

AK0816

AQ0816

AG0816

1/28（土）　2/20（月）　3/8（水）・26（日）

1/30（月）　2/24（金）　3/3（金）

1/14（土）　2/27（月）　3/13（月）

1/6（金）　2/8（水）　3/25（土）

1/9（月）　2/13（月）　3/19（日）
① 各地→与吉屋（焼きガキ食べ放題の昼食）→神明神社[石神さん]（女性の願いを叶えるパワースポット参拝）→
土産センター王将（海産物の買物）→各地（16：45～17：50） 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：三重県

●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。
※焼きガキ食べ放題の時間は１時間です。

●目的地：三重県
●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。
※焼きガキ食べ放題の時間は１時間です。

女性の願いを叶える「石神さん」参拝女性の願いを叶える「石神さん」参拝

名古屋北部出発（7:30発～8:15発） 名古屋南部出発（7:20発～8:25発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:15発～8:05発）金山・太田川出発（7:45発～8:25発）

AN0945

AQ0945

AP0945

AG0945

1/7（土）・15（日）・20（金）・22（日）・30（月）　2/5（日）・6（月）・12（日）・18（土）・23（木）・25（土）
3/4（土）・10（金）・12（日）・19（日）・21（火）・27（月）

1/13（金）・17（火）・20（金）・26（木）・28（土）　2/4（土）・11（土）・12（日）・19（日）・25（土）・28（火）
3/7（火）・12（日）・21（火）・23（木）・30（木）

1/9（月）・15（日）・22（日）・26（木）・30（月）　2/5（日）・11（土）・18（土）・23（木）・26（日）・28（火）
3/7（火）・10（金）・15（水）・19（日）・27（月）・30（木）

1/13（金）・17（火）・28（土）
2/4（土）・6（月）・19（日）・26（日）　3/4（土）・15（水）・23（木）

① 各地→エスパルスドリームプラザ（バンノウ水産でマグロづくし膳の昼食）→三保の松原（富士山を望む景勝地見学）→かどやいちご狩り園
（園内食べ放題のいちご狩り）→焼津さかなセンター（駿河の海産物の買物）→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

●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。
※いちご狩りの時間は30分間です。

●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。
※いちご狩りの時間は30分間です。

2023　初 詣

9,980円9,980円
AN0941 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）

AP0941

AK0941

AQ0941

AG0941

1/4（水）・14（土）・29（日）

1/3（火）・11（水）・26（木）

1/1（日）・10（火）・22（日）

1/8（日）・16（月）・31（火）

1/7（土）・24（火）
① 各地→金神社（商売繁盛の神参拝）→Sekigahara花伊吹（近江牛づくし食べ放題の昼食と初夢大抽選会）→
多賀大社（厄除けで有名な社参拝）→岡村本家（酒蔵見学と試飲）→各地（16：55～18：05） 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：岐阜県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人は500円引き、4才から未就学児は2,000円引きです。
　抽選会はありません。4才から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。
※岡村本家の試飲はツアー後、運転をする方と未成年者には提供できません。

●目的地：岐阜県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人は500円引き、4才から未就学児は2,000円引きです。
　抽選会はありません。4才から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。
※岡村本家の試飲はツアー後、運転をする方と未成年者には提供できません。

商売の神「金神社」商売の神「金神社」

近江牛づくし
食べ放題の昼食
近江牛づくし
食べ放題の昼食

近江國一之宮「多賀大社」近江國一之宮「多賀大社」

紅ずわい蟹1杯紅ずわい蟹1杯
近江牛ハンバーグ
100g×3個

近江牛ハンバーグ
100g×3個

近江牛肩バラ計240g近江牛肩バラ計240g
はちみつバウム
クーヘン1箱
はちみつバウム
クーヘン1箱

豪華賞品が当たる！
初夢大抽選会！！

（商品一例）

空クジなし♪

9,300円9,300円
AN0805 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）

AP0805

AK0805

AQ0805

AG0805

1/1（日）・3（火）・15（日）・23（月）

1/1（日）・6（金）・19（木）・28（土）

1/2（月）・9（月）・22（日）・29（日）

1/2（月）・8（日）・21（土）・25（水）

1/3（火）・14（土）・31（火）
① 各地→伊勢神宮外宮（豊受大明神参拝）→伊勢夫婦岩めおと横丁（2段お重膳の昼食）→伊勢神宮内宮・おかげ横丁
（皇大神宮参拝と街並み散策）→土産センター王将（海産物の買物）→各地（18：00～19：05） ー 昼 ー

●旅行代金：
　大人・小人以上・お一人様
●旅行代金：
　大人・小人以上・お一人様

紅白てこね寿司
とおせちの
２段お重の昼食

紅白てこね寿司
とおせちの
２段お重の昼食

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

※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※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

9,990円9,990円
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）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:05発～7:55発）金山・太田川出発（7:45発～8:25発）

AN0942

AQ0942

AP0942

AG0942
1/2（月）・12（木）・21（土）・27（金） 2/4（土）

1/1（日）・9（月）・23（月） 2/2（木）・11（土）

1/7（土）・18（水）・29（日） 2/5（日）

1/4（水）・15（日） 2/6（月）
① 各地→ホテル平安の森（湯豆腐御膳の昼食）→岡崎神社（「うさぎ神社」といわれる社を参拝）→三尾神社（うさぎの印の御朱印がかわいい神社参拝）

→三井寺（近江の国、西国霊場を代表する寺を参拝）→井筒八ッ橋本舗（京菓子の買物）→各地（17：50～18：55） 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。
※岡崎神社は昼食後、各自参拝となります。
※混雑状況よって井筒八ッ橋本舗での買物をしない場合があります。

●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。
※岡崎神社は昼食後、各自参拝となります。
※混雑状況よって井筒八ッ橋本舗での買物をしない場合があります。

岡崎神社岡崎神社

ホテル平安の森京都の
湯豆腐膳の昼食

ホテル平安の森京都の
湯豆腐膳の昼食

夫婦兎の
三尾神社参拝

夫婦兎の
三尾神社参拝

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

9,800円9,800円
名古屋北部出発（7:30発～8:15発） 名古屋南部出発（7:20発～8:25発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:15発～8:05発）金山・太田川出発（7:45発～8:25発）

AN0943

AQ0943

AP0943

AG0943
1/5（木）・15（日）

1/7（土）・30（月）

1/13（金）・22（日）

1/18（水）
① 各地→小國神社（遠江國一の宮参拝）→ゆい桜えび館（桜えび釜めし御膳の昼食）→富士山本宮浅間大社
（駿河國一の宮参拝）→静岡サービスエリア（買物）→各地（18：00～18：55） 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。

遠江國
小國神社
遠江國
小國神社

駿河國　富士山本宮浅間大社駿河國　富士山本宮浅間大社
由比名物
「桜えび」
釜めしの昼食

由比名物
「桜えび」
釜めしの昼食

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

13,800円13,800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：長野県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人は1,500円引き、4才から未就学児は2,500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。

●目的地：長野県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人は1,500円引き、4才から未就学児は2,500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。

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）

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

AN0804

AQ0804

AP0804

AG0804
1/1（日）・3（火）

1/2（月）・3（火）

1/2（月）

1/1（日）
① 各地→諏訪大社上社本宮（信濃國一宮参拝）→白樺湖池の平ホテル（正月限定バイキングの昼食）→各地
（18：10～19：20） ー 昼 ー

三が日
限定！

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

和洋中約30種類
食べ放題！

カニ足も食べ放題！！
和洋中約30種類
食べ放題！

カニ足も食べ放題！！

諏訪大社上社本宮で初詣！諏訪大社上社本宮で初詣！

甘海老200
g

甘海老200
g

アジ干物2枚アジ干物2枚

しらす70gしらす70g

鮪ブロック2
00g

鮪ブロック2
00g

静岡いちご静岡いちご抹茶ジェラー
ト

抹茶ジェラー
ト

しっかり！
おやつ
タイム

10,800円10,800円

昼食は港町・
清水のまぐろ
尽くし膳！！

昼食は港町・
清水のまぐろ
尽くし膳！！

●目的地：三重県　●食事：昼食付　●日帰り
※4才～未就学児は500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：三重県　●食事：昼食付　●日帰り
※4才～未就学児は500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。

旅行代金：
お一人様
旅行代金：
お一人様

5,000円5,000円割引額割引額大人・小人大人・小人

幼児幼児

13,800円13,800円通常
旅行代金
通常
旅行代金

適用後
価格
（青字）

適用後
価格
（青字）
適用後
価格
（青字）

適用後
価格
（青字）3,920円3,920円割引額割引額9,800円9,800円

8,800円8,800円
5,880円5,880円通常

旅行代金
通常
旅行代金

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

通常
旅行代金
通常
旅行代金 3,520円3,520円8,800円8,800円 5,280円5,280円

適用後
価格
適用後
価格
（青字）

割引額割引額

全 全 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!


