
3月催行状況
2月14日
時点

■名古屋北部 出発
(大曽根駅・黒川駅・浄心駅・上小田井駅・如意北高校前)

■名古屋南部 出発
(大同町駅・鳴海駅・徳重・平針・赤池 駅)

※2月14日時点のご集客状況です。残席わずかのツアーは
満席となっている可能性がございます。ご了承ください。

■西春駅・岩倉駅・小牧駅 出発

出発日 催行状況 ツアータイトル 残席数

3月1日 水 出発間近 家康ゆかりの久能山東照宮と静岡の大河ﾄﾞﾗﾏ館 11

3月1日 水 催行決定 早咲きの桜 伊豆・かんなみの桜 8

3月4日 土 催行決定 ローカル列車に乗って信楽の里と月ヶ瀬梅渓「梅まつり」 0

3月5日 日 催行決定 関ヶ原ぎゅう、ぎゅ～う 食ってけ!持ってけ!!祭り 24

3月11日 土 催行決定 若狭・ｼﾞｬﾝﾎﾞずわい蟹＆かにづくし 23

3月11日 土 出発間近 南信州・3種のいちご狩り 28

3月12日 日 催行決定 抹茶の里、にしおdeいちご狩りと三河一色のうなぎ丼 0

3月13日 月 出発間近 関ヶ原ぎゅう、ぎゅ～う 食ってけ!持ってけ!!祭り 32

3月17日 金 出発間近 関ヶ原ぎゅう、ぎゅ～う 食ってけ!持ってけ!!祭り 31

3月19日 日 催行決定 SLに乗って家山さくらのﾄﾝﾈﾙと農家ﾚｽﾄﾗﾝの創作ﾋﾞｭｯﾌｪ 17

3月24日 金 出発間近 浜松の大河ドラマ館と湖畔のﾎﾃﾙﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 30

3月26日 日 催行決定 年度末だよ！さんきゅ～ﾐｽﾃﾘｰ 20

3月28日 火 催行決定 SLに乗って家山さくらのﾄﾝﾈﾙと農家ﾚｽﾄﾗﾝの創作ﾋﾞｭｯﾌｪ 9

出発日 催行状況 ツアータイトル 残席数

3月2日 木 催行決定 ローカル列車に乗って信楽の里と月ヶ瀬梅渓「梅まつり」 12

3月3日 金 出発間近 早咲きの桜 伊豆・かんなみの桜 32

3月9日 木 催行決定 「うまし国・三重」松阪いちご狩りと焼肉ﾋﾞｭｯﾌｪ 26

3月12日 日 催行決定 ローカル列車に乗って信楽の里と月ヶ瀬梅渓「梅まつり」 19

3月12日 日 出発間近 ｾﾝﾄﾚｱﾎﾃﾙ・ﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞと水陸両用ﾊﾞｽでｽﾌﾟﾗｯｼｭ体験 26

3月12日 日 出発間近 名湯・草津温泉と軽井沢あるき 33

3月16日 木 出発間近 関ヶ原ぎゅう、ぎゅ～う 食ってけ!持ってけ!!祭り 32

3月18日 土 出発間近 家康ゆかりの久能山東照宮と静岡の大河ﾄﾞﾗﾏ館 29

3月20日 月 出発間近 SLに乗って家山さくらのﾄﾝﾈﾙと農家ﾚｽﾄﾗﾝの創作ﾋﾞｭｯﾌｪ 21

3月22日 水 出発間近 関ヶ原ぎゅう、ぎゅ～う 食ってけ!持ってけ!!祭り 27

3月24日 金 催行決定 抹茶の里、にしおdeいちご狩りと三河一色のうなぎ丼 9

3月26日 日 出発間近 SLに乗って家山さくらのﾄﾝﾈﾙと農家ﾚｽﾄﾗﾝの創作ﾋﾞｭｯﾌｪ 24

出発日 催行状況 ツアータイトル 残席数

3月5日 日 催行決定 ローカル列車に乗って信楽の里と月ヶ瀬梅渓「梅まつり」 15

3月10日 金 出発間近 知多半島いちご狩りと歴史と文化の「半田ﾚﾝｶﾞ倉庫」 31

3月18日 土 催行決定 抹茶の里、にしおdeいちご狩りと三河一色のうなぎ丼 8

3月18日 土 出発間近 ｾﾝﾄﾚｱﾎﾃﾙ・ﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞと水陸両用ﾊﾞｽでｽﾌﾟﾗｯｼｭ体験 30

3月20日 月 出発間近 ローカル列車に乗って信楽の里と月ヶ瀬梅渓「梅まつり」 28

3月25日 土 出発間近 浜松の大河ドラマ館と湖畔のﾎﾃﾙﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 21

3月26日 日 出発間近 SLに乗って家山さくらのﾄﾝﾈﾙと農家ﾚｽﾄﾗﾝの創作ﾋﾞｭｯﾌｪ 28



3月催行状況
2月14日
時点

※2月14日時点のご集客状況です。残席わずかのツアーは
満席となっている可能性がございます。ご了承ください。

■金山駅・太田川駅 出発

■東濃地区 出発
（高蔵寺駅・多治見駅・鯱バス東濃営業所）

出発日 催行状況 ツアータイトル 残席数

3月1日 水 催行決定 ローカル列車に乗って信楽の里と月ヶ瀬梅渓「梅まつり」 0

3月3日 金 催行決定 抹茶の里、にしおdeいちご狩りと三河一色のうなぎ丼 27

3月4日 土 出発間近 若狭・ｼﾞｬﾝﾎﾞずわい蟹＆かにづくし 32

3月7日 火 出発間近 静岡・久能山石垣いちご狩りと絶景！三保の松原 27

3月7日 火 催行決定 関ヶ原ぎゅう、ぎゅ～う 食ってけ!持ってけ!!祭り 27

3月8日 水 催行決定 家康ゆかりの久能山東照宮と静岡の大河ﾄﾞﾗﾏ館 23

3月11日 土 催行決定 ローカル列車に乗って信楽の里と月ヶ瀬梅渓「梅まつり」 1

3月12日 日 出発間近 静岡・久能山石垣いちご狩りと絶景！三保の松原 14

3月17日 金 出発間近 ローカル列車に乗って信楽の里と月ヶ瀬梅渓「梅まつり」 28

3月18日 土 出発間近 若狭・ｼﾞｬﾝﾎﾞずわい蟹＆かにづくし 30

3月25日 土 出発間近 奥志摩 浦村焼きガキ食べ放題と女性のﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄ「石神さん」 20

3月25日 土 出発間近 SLに乗って家山さくらのﾄﾝﾈﾙと農家ﾚｽﾄﾗﾝの創作ﾋﾞｭｯﾌｪ 20

3月26日 日 出発間近 家康ゆかりの久能山東照宮と静岡の大河ﾄﾞﾗﾏ館 24

3月27日 月 催行決定 SLに乗って家山さくらのﾄﾝﾈﾙと農家ﾚｽﾄﾗﾝの創作ﾋﾞｭｯﾌｪ 0

3月31日 金 出発間近 年度末だよ！さんきゅ～ﾐｽﾃﾘｰ 20

出発日 催行状況 ツアータイトル 残席数

3月3日 金 催行決定 ローカル列車に乗って信楽の里と月ヶ瀬梅渓「梅まつり」 19

3月11日 土 催行決定 抹茶の里、にしおdeいちご狩りと三河一色のうなぎ丼 27

出発日 催行状況 ツアータイトル 残席数

3月9日 木 出発間近 瀬戸内海をﾌｪﾘｰで行く！福岡名所めぐり・門司港ﾚﾄﾛ地区 24

■名古屋駅発


