
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
（ANルート）

名古屋南部出発
（APルート）

太田川・金山出発
（AQルート）

小牧・岩倉・西春出発
（AKルート）

東濃地区出発
（AGルート）

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

のの春春 旅旅
ガイドまたは
添乗員付き

3月出発は前号（早春の旅）または
WEBをご覧ください

3月出発は前号（早春の旅）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（新緑の旅）は、4月中旬頃発表予定です次号（新緑の旅）は、4月中旬頃発表予定です検査パッケージ検査パッケージ5月7日出発までの鯱バスツアーは全コース、ワクチン・検査パッケージツアーです！

ゴールデンウィーク特集ゴールデンウィーク特集

鯱バスは2023年　創立　　 周年を迎えます！鯱バスは2023年　創立　　 周年を迎えます！

ハウス育ちだから
安心の甘味の
さくらんぼダヨ！

ハウス育ちだから
安心の甘味の
さくらんぼダヨ！

「おぎのや」
峠の釜めしの昼食
「おぎのや」
峠の釜めしの昼食

南アルプスさくらんぼ狩り南アルプスさくらんぼ狩り

大井川レトロ列車と農家レストランのビュッフェランチ

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

12,980円12,980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

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

●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。
※4歳～未就学児は1,500円引きです。
※このコースの太田川乗車はありません。

●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。
※4歳～未就学児は1,500円引きです。
※このコースの太田川乗車はありません。

シーズン
先取りの
１番乗り!!
シーズン
先取りの
１番乗り!!
シーズン
先取りの
１番乗り!!
シーズン
先取りの
１番乗り!!

0969

0967

大曽根駅～北高校出発（7:30発～8:15発）

大同町～赤池出発（7:05発～8:10発） 金山出発（8:00発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:50発～8:40発）西春・岩倉・小牧出発（7:15発～8:20発）

5月2・4・6・8・13・15

5月3・5・7・9・13

5月3・6・11・14

5月1・5・7・10・14

5月4・12
① 各地→おぎのや諏訪（名物「峠の釜めし」の昼食）→南アルプスさくらんぼ園（温室育ちの先取りさくらんぼ狩り ※園内
30分間食べ放題）→各地（17:35～18:50） ー 昼 ー

詳細はwebで！詳細はwebで！

10,800円10,800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：富山県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人（4歳～小学生）1,000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。

●目的地：富山県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人（4歳～小学生）1,000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。

大曽根駅～北高校出発（7:40発～8:25発）

大同町～赤池出発（7:05発～8:10発） 太田川・金山出発（7:40発～8:20発）

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

4月22・25・29　　5月3

4月23・27　　5月4

4月29　　5月1

4月24・28・30　　5月5

4月30　　5月2
① 各地→いなみ木彫りの里創遊館（富山和膳の昼食）→砺波チューリップ公園（2023となみチューリップフェア見学）→
各地（17:55～19:15） ー 昼 ー

0856

0965

0975

チューリップが奏でる 色彩
のシンフォニーチューリップが奏でる 色彩
のシンフォニー

※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

11,300円11,300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：静岡県　●食事：昼食付　●日帰り
※2歳～小人は1,000円引きです
※大井川レトロ列車は指定席です

●目的地：静岡県　●食事：昼食付　●日帰り
※2歳～小人は1,000円引きです
※大井川レトロ列車は指定席です※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

国内最大級！
300品種300万本の
チューリップが

色鮮やかに咲きそろう！
2023 となみチューリップフェア2023 となみチューリップフェア

ヤマザキマザック工作機械博物館と
岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

70
＋1
スタンプ

詳細はwebで！詳細はwebで！

●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。
※昼食は11時からです。

●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。
※昼食は11時からです。

お茶の国７大お楽しみ一例お茶の国７大お楽しみ一例

大曽根駅～北高校出発（8:00発～8:45発）

大同町～赤池出発（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）

4月20・22・26・30
5月1・3・5・8・13・17・19・20・22・27
6月1・4・8・11

4月21・23・28・30
5月2・6・14・16・18・21・23・25・27・28
6月2・6・10・11

4月20・23・27・29
5月1・4・6・12・13・15・21・24・26・31
6月3・5・9

4月22・24・29
5月3・5・7・20・29
6月4

4月21・24・28
5月2・4・7・14・28・30
6月3・7・10
① 各地→焼津さかなセンター（大盤振る舞いの7大食べ放題の昼食と買物）→島田市ばらの丘公園（庭園や大温室に咲き誇る
春バラの競演を見学）→まるとう農園（本場「静岡茶」の農園でお茶7大お楽しみ）→各地（17:30～18:40） ー 昼 ー

ありがとう
企画
第1弾！

 焼津・7大食べ放題とお茶の国7つのお楽しみ 焼津・7大食べ放題とお茶の国7つのお楽しみ

※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

15種類のお寿司と
鮪汁

15種類のお寿司と
鮪汁

❶ 茶摘み体験(持ち帰り）
❷ 深蒸し茶詰め放題
❸ 新茶の天ぷら賞味
❹ お茶アイス賞味
❺ 深蒸し茶試飲
❻ お茶工場見学
❼ 茶飴プレゼント

❶ 茶摘み体験(持ち帰り）
❷ 深蒸し茶詰め放題
❸ 新茶の天ぷら賞味
❹ お茶アイス賞味
❺ 深蒸し茶試飲
❻ お茶工場見学
❼ 茶飴プレゼント

びっくり7大食べ放題！

お茶の国静岡7大お楽しみ

おおいた・ゆふいん散策と別府温泉おおいた・ゆふいん散策と別府温泉

①

②

ー ー 夜

朝 ー ー

朝 夜昼

名古屋駅西口→大阪南港～フェリーさんふらわあ（船中泊）
～別府国際観光港→宇佐神宮（全国4万あまりの八幡さまの総本宮参拝）→湯布院 神楽（香草豚蒸籠蒸し御膳の昼食）→ゆふいん地区散策（メインストリート「湯の坪街道」や絶景の
「金鱗湖」を散策）→①べっぷ3地獄見学（海地獄・血の池地獄・龍巻地獄）または②別府温泉保養ランド（日本有数の泥湯入浴）→別府交通センター（買物）→別府国際観光港～フェリーさんふらわあ（船中泊）

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

●目的地：大分県　●食事：朝2 昼1 夕2付
●宿泊：フェリーさんふらわあ（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。
※船室はプライベートベッドとスーペリアはインサイド（窓なし）の部屋になります。
※デラックスは2名1室利用のみ、スーペリアは1名または2名1室です。
※2日目の別府観光：①べっぷ3地獄見学または②紺屋鉱泥湯ご入浴の
　選択は当日、添乗員が確認いたします。
※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

5月12　6月23　7月7

旅行代金：大人・小学生以上・お一人様
プライベートベッド[相部屋] スーペリア[個室] デラックス[個室 2名1室]

黒字出発日 39,990円 52,990円 64,990円

新造船「さんふらわあ」で行く！

全行程
添乗員
同行

全行程
添乗員
同行

八幡宮の総本宮・宇佐神宮八幡宮の総本宮・宇佐神宮

全食事付！
・ 朝食2回
・ 昼食1回
・ 夕食2回

（海地獄・血の池地獄・龍巻地獄）（海地獄・血の池地獄・龍巻地獄） （別府温泉保養ランド）（別府温泉保養ランド）

詳細はwebで！詳細はwebで！

2023年就航！日本初の環境に優しいLNG燃料フェリー2023年就航！日本初の環境に優しいLNG燃料フェリー2023年就航！日本初の環境に優しいLNG燃料フェリー2023年就航！日本初の環境に優しいLNG燃料フェリー0970

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

ゆふいんの町並みゆふいんの町並み

香草豚
蒸籠蒸し膳

2日目昼食

プライベートベッド
（相部屋）

スーペリア
（1名1室） デラックス

おんせんの街「別府」では観光or温泉入浴を当日お選びいただけます

観光「べっぷ3地獄」見学 温泉「日本有数の泥湯」入浴

4月30　　5月4 5月6

4月29　　5月5 5月3
① 各地→新金谷駅　　（大井川鐡道の昭和レトロ客車列車に乗車）　　家山駅→KADODE OOIGAWA（農家レストランのランチ
ビュッフェとお茶プリンのデコレーション体験）→蓬莱橋（世界一長い木造歩道橋を渡橋）→各地（17:50～19:00）ー 昼 ー

大曽根駅～北高校出発（8:20発～9:05発） 大同町～赤池出発（8:10発～9:15発）

金山・太田川出発（8:35発～9:15発） 西春・岩倉・小牧出発（7:50発～8:55発）

宿宿 泊泊 ププ ンンララ

昭和レトロな客車列車に乗って
プチタイムトリップ⁉

農家レストラン「Da Monde」の

創作ビュッフェの昼食
農家レストラン「Da Monde」の

創作ビュッフェの昼食

詳細はwebで！詳細はwebで！

写真映えおススメ！

お茶プリンの
デコレーション

体験

詳細はwebで！詳細はwebで！

6,980円6,980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：岐阜県　●日帰り
※4歳～小人は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。
※このコースは自由昼食です。

●目的地：岐阜県　●日帰り
※4歳～小人は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。
※このコースは自由昼食です。

大曽根駅～北高校出発（8:15発～9:00発） 大同町～赤池出発（7:40発～8:45発）

小牧・岩倉・西春出発（8:10発～9:15）太田川・金山出発（8:15発～8:55発）
4月30　　5月4

4月29　　5月2

5月3

5月5
① 各地→ヤマザキマザック工作機械博物館（珍しい工作機械の博物館を見学）→湯の華アイランド（地元で人気の産直市場で買物※自由昼食）→

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館（日本有数の実機展示数を誇る博物館を見学）→各地（16:35～17:55） ー ー ー

0976
２つの
博物館を
見てみよう！

２つの
博物館を
見てみよう！

日本有数・大迫力の
実機展示の博物館見学
日本有数・大迫力の
実機展示の博物館見学

世界でも珍しい
　工作機械の
　　博物館を見学
世界でも珍しい
　工作機械の
　　博物館を見学

詳細はwebで！詳細はwebで！

さぬきの国の名所めぐりと 琴平温泉琴平温泉
弘法大師ゆかりの

「善通寺」参拝
弘法大師ゆかりの

「善通寺」参拝

①
②

ー 昼 夜

朝 ー昼

各地→淡路ハイウェイオアシス（蒸籠御膳の昼食）→善通寺（弘法大師生誕の地参拝）→琴平温泉（伯）※早めの到着です。金比羅宮参拝は自由参拝

ホテル→栗林公園（四国唯一の特別名勝見学）→屋島（源平合戦ゆかりの地を現地ガイドがご案内）→南山（さぬきうどん膳の昼食）→各地（18:05～19:10）

大曽根駅～北高校出発
（7:30発～8:15発）
大同町～赤池出発

（7:10発～8:15発）
金山・太田川出発

（7:20発～8:00発）
小牧・岩倉・西春出発
（7:10発～8:15発）
東濃車庫～高蔵寺駅出発
（7:05発～7:55発）

●目的地：香川県　●食事：朝1 昼2 夕1付　●宿泊：琴参閣
※幼児(２・３歳)の方はバス座席のみ添寝で6,000円です。
※2名1室、1名1室は洋室になる場合がございます。
　お選びいただけません。 4月16

5月27
4月22
5月30
4月1
5月14
4月7
5月7
4月9
5月26

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 1～2名1室

黒字出発日 30,980円 32,980円 35,980円
赤字出発日 34,980円 36,980円 39,980円

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

❶ 15種類のお寿司
❷ 漬け鮪刺身
❸ 甘海老刺身
❹ 鰹タタキ
❺ うなぎひつまぶし
❻ 揚げ餃子
❼ 鮪汁

❶ 15種類のお寿司
❷ 漬け鮪刺身
❸ 甘海老刺身
❹ 鰹タタキ
❺ うなぎひつまぶし
❻ 揚げ餃子
❼ 鮪汁



全国旅行支援事業について ■対象期間：2023年1月10日～3月30日または3月31日まで

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。
・当日の受付時にご提示できない場合はご乗車できません（当日キャンセル扱いとなります）。

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、日程は2月15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。

青字出発日

5月7日
出発まで

飲茶セイロ蒸し膳の昼食
・フリーソフトドリンク
・プチスイーツ食べ放題付♪

2023年 お花見ツアー
0842

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 10,800円10,800円 2,160円2,160円 8,640円8,640円
割引額割引額通常

旅行代金
（黒字）

通常
旅行代金
（黒字）

適用後
価格
（青字）

適用後
価格
（青字）

詳細はwebで！詳細はwebで！

●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。●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。

大曽根駅～北高校出発（7:30発～8:15発） 大同町～赤池出発（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）
3月25・29　　4月1・5・9

3月26・30　　4月3・6・8

3月27・31　　4月2・7

3月28　　4月4
① 各地→覚林寺（おてらんちの昼食）→身延山久遠寺（樹齢400年の桜の競演見学）→静岡サービスエリア（静岡
マルシェで買物）→各地（17:50～18:45） 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

全国しだれ桜
10選！

樹齢400年「身延山久遠寺」の
しだれ桜見学 身延山唯一の日本庭園と

550年の歴史と
風格の宿坊「覚林坊」の
「おてらんち」の昼食

詳細はwebで！詳細はwebで！

8,900円8,900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：奈良県　●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時からです。
●目的地：奈良県　●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時からです。

大曽根駅～北高校出発（8:00発～8:45発）

大同町～赤池出発（7:40発～8:45発） 金山・太田川出発（8:00発～8:40発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:35発～8:25発）小牧・岩倉・西春出発（7:45発～8:50発）

4月2・10・15

4月3・8

4月5・9

4月1・7・14

4月6
① 各地→道の駅 針テラス（ヤマトポーク葛きり鍋御膳の昼食） →吉野山（約３万本の桜見学 約２時間の滞在）→各地
（18:30～19:50） ー 昼 ー

0724

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

古の
桜の名所
いにしえ

詳細はwebで！詳細はwebで！

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

●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。

大曽根駅～北高校出発（7:30発～8:15発） 大同町～赤池出発（7:05発～8:10発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（7:50発～8:40発）太田川・金山出発（7:20発～8:00発）
4月7・9・10・12・14

4月7・9・11・14・15

4月8・10・13・15・16

4月8・16
① 各地→大草山城址公園（地元民に愛される桜の名所見学）→光前寺（早太郎伝説の里で桜見学）→ビアンデさくら亭
（豚肉すき焼き膳の昼食）→高遠城址公園（南信州の桜の定番の名所を見学）→各地（18：10～19：20） ー 昼 ー

0838

南信州 桜見学の穴場！
大草山城址公園の桜
南信州 桜見学の穴場！
大草山城址公園の桜

豚すき焼きと筍ご飯の昼食豚すき焼きと筍ご飯の昼食

詳細はwebで！詳細はwebで！

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

●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。

大曽根駅～北高校出発（7:50発～8:35発）

大同町～赤池出発（7:30発～8:35発） 金山・太田川出発（7:50発～8:30発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（7:25発～8:15発）小牧・岩倉・西春出発（7:30発～8:35発）

3月28　　4月1・7・12

3月29　　4月2・8

3月25　　4月5・15

3月26・31　　4月4・9・14

3月30　　4月6
① 各地→醍醐寺（参拝と「醍醐の花見」見学）→アーバンホテル五条プレミアム（ランチビュッフェ）→京都御苑（約1,000本の
桜見学）→京つけもの大安（買物）→各地（18:40～19:45） ー 昼 ー

0839

醍醐寺醍醐寺

京都御苑京都御苑

詳細はwebで!

旅行代金：
お一人様
旅行代金：
お一人様

2,360円2,360円割引額割引額大人・中学生以上大人・中学生以上

2歳～小人2歳～小人

11,800円11,800円
通常
旅行代金
（黒字）

通常
旅行代金
（黒字）
通常

旅行代金
（黒字）

通常
旅行代金
（黒字）

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）2,060円2,060円割引額割引額10,300円10,300円
9,440円9,440円
8,240円8,240円

大曽根駅～北高校出発（8:00発～8:45発）

大同町～赤池出発（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）

3月19・28　4月8

3月20・26　4月1

3月18・26　4/2

3月25・27　4月1

3月25　4月2
① 各地→KADODE OOIGAWA（創作ビュッフェの昼食と団子焼き体験）→家山地区（家山の桜見学）→家山駅
　 （大井川鐡道SL列車）　 新金谷駅→各地（17:35～18:45） ー 昼 ー

●目的地：静岡県　●食事：昼食付　●日帰り●目的地：静岡県　●食事：昼食付　●日帰り

農家レストラン
「Da Monde」の
創作ビュッフェの昼食

農家レストラン
「Da Monde」の
創作ビュッフェの昼食 ※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

0960

湖畔のホテルで
和洋折衷の
出来立て料理の
バイキング

湖畔のホテルで
和洋折衷の
出来立て料理の
バイキング

大曽根駅～北高校出発（9:00発～9:45発）

大同町～赤池出発（8:50発～9:55発） 金山・太田川出発（9:15発～9:55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（8:30発～9:35発）

3月24　4月1・10・20　5月1・18・27

3月27　4月3・8・28　5月2・15・26

3月25　4月6・17　5月12・20

3月28　4月4・14・24　5月13・24・29

3月29　4月7・15　5月8・30
① 各地→浜名湖レークサイドプラザ（和洋バイキングの昼食）→どうする家康 浜松大河ドラマ館（見学）→浜松城天守閣
（家康ゆかりの城入城）→浜松グルメパーク（買物）→各地（18:10～19:20） ー 昼 ー

●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。

旅行代金：
お一人様
旅行代金：
お一人様

1,990円1,990円割引額割引額大人・中学生以上大人・中学生以上

4歳～小人4歳～小人

9,980円9,980円 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）1,890円1,890円割引額割引額9,480円9,480円
7,990円7,990円
7,590円7,590円

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

浜松の大河ドラマ館と湖畔のホテルランチバイキング

詳細はwebで!

0966

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：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。
※荘川桜は桜が咲いていない場合は立ち寄りません。

●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。
※荘川桜は桜が咲いていない場合は立ち寄りません。

大曽根駅～北高校出発（7:40発～8:25発）

大同町～赤池出発（7:05発～8:10発） 太田川・金山出発（7:40発～8:20発）

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

4月16・19・22・24・28・29　5月2・7

4月15・18・21・25・30　5月3

4月15・23・29　5月5

4月17・20・22・23・26・30　5月1・6

4月16・27　5月4
① 各地→長滝白山神社（白山信仰の社参拝）→ドライブインみぼろ湖（豚朴葉みそ膳の昼食）→荘川桜（湖岸に咲く樹齢450年の
桜を見学）→世界遺産白川郷（春の芽吹きが咲く合掌造り集落を見学）→各地（17：55～19：15） ー 昼 ー

0968 詳細はwebで！詳細はwebで！

4月下旬～5月上旬は
「荘川桜」が見ごろです！
4月下旬～5月上旬は
「荘川桜」が見ごろです！

豚朴葉みそ膳の
昼食

豚朴葉みそ膳の
昼食

飛騨牛グルメ
持ち帰り
飛騨牛グルメ
持ち帰り

●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。
※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

0843 詳細はwebで！詳細はwebで！

大曽根駅～北高校出発（8:20発～9:05発）

大同町～赤池出発（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）

4月2・8・11・15・17・19・21・24・29

4月1・2・9・14・17・19・22・27・30

4月6・9・12・16・18・20・23・25・30

4月5・8・13・16・18・20・22・26・29

4月1・10・15・21・23・28
① 各地→大樹寺（松平・徳川家の菩提寺を参拝）→まるや八丁味噌（味噌蔵見学）→蒲郡オレンジパーク（筍御膳の昼食と園内食べ放題と約1kg盛放題の

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（「魚太郎」も出店した新しいマーケットで買物）→各地（16:30～17:40） ー 昼 ー

たっぷり

約1kg
お持ち帰り！

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

※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

いちご狩り食
べ放題＆

約1kg盛り放
題！いちご狩り食

べ放題＆

約1kg盛り放
題！

大人気コース！大人気コース！

季節の味覚♪
筍御膳のご昼食
季節の味覚♪
筍御膳のご昼食

家康ゆかりの
「大樹寺」参拝
家康ゆかりの
「大樹寺」参拝

岡崎城を望む
「ビスタライン」
岡崎城を望む
「ビスタライン」

※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：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

大曽根駅～北高校出発（8:30発～9:15発）

大同町～赤池出発（8:20発～9:25発） 金山・太田川出発（8:45発～9:25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（8:00発～9:05発）

3月25　　4月9・22

4月8・29

4月1・16

3月26　　4月15・23・30

4月2
① 各地→えびせんべいとちくわの共和国（買物）→伊良湖オーシャンリゾート（和洋中のランチブッフェ）→ニュー渥美観光
（園内食べ放題のいちご狩り）→ヤマサちくわの里（買物）→各地（17:40～18:50） ー 昼 ー

旅行代金：
お一人様
旅行代金：
お一人様

2,360円2,360円割引額割引額大人大人

小人小人

11,800円11,800円通常
旅行代金
（黒字）

通常
旅行代金
（黒字）
通常
旅行代金
（黒字）

通常
旅行代金
（黒字）
通常
旅行代金
（黒字）

通常
旅行代金
（黒字）

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）2,260円2,260円割引額割引額11,300円11,300円
9,440円9,440円
9,040円9,040円

4歳～未就学児4歳～未就学児
適用後
価格

（青字）

適用後
価格

（青字）1,960円1,960円割引額割引額9,800円9,800円 7,840円7,840円

0971
詳細はwebで！詳細はwebで！

シーズン最後の
いちご狩り !!

詳細はwebで！詳細はwebで！

10,800円10,800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：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。※小人は1,000円引き、4歳～未就学児は1,500円引きです。
●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。※小人は1,000円引き、4歳～未就学児は1,500円引きです。

大曽根駅～北高校出発（7:10発～7:55発） 大同町～赤池出発（7:00発～8:05発）

高蔵寺駅～東濃車庫出発（6:55発～7:45発）金山・太田川出発（7:25発～8:05発）
4月21・27　　5月1・10・13

4月24・26・29　　5月8・12

4月22・28　　5月2・11

4月25　　5月9
① 各地→まかいの牧場（農園レストランで健康バイキングの昼食）→富士本栖湖リゾート（富士芝桜まつりと
ピーターラビットTM イングリッシュガーデン見学）→各地（17:40～18:50） ー 昼 ー

0851

農園レストランで
バイキングの昼食
農園レストランで
バイキングの昼食

詳細はwebで！詳細はwebで！

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

●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。※昼食は11時からです。
※ヘブンスそのはらのロープウェイは片道15分の乗車になります。

●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。※昼食は11時からです。
※ヘブンスそのはらのロープウェイは片道15分の乗車になります。

大曽根駅～北高校出発（8:20発～9:05発）

大同町～赤池出発（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）

4月21・23・26・29　　5月2

4月20・23・25・29　　5月1

4月22・27　　5月3

4月22・24・28・30　　5月3

4月30　　5月4
① 各地→ドライブイン酒蔵（飲茶風セイロ御膳の昼食）→花桃の里（日本一の桃源郷見学）→ヘブンスそのはら（ロープウェイに乗って標高1,400mの別世界からの眺望）

→各地（17:25～18:40）　※当日の混雑状況により花桃の里とヘブンスそのはらの順序が入れ替わる場合がございます ー 昼 ー

0973

※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

詳細はwebで！詳細はwebで！

●目的地：三重県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人は1,500円引き、4歳～未就学児は3,000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。※名古屋マリンライダーはオープンバスです。

●目的地：三重県　●食事：昼食付　●日帰り
※小人は1,500円引き、4歳～未就学児は3,000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。※名古屋マリンライダーはオープンバスです。

大曽根駅～北高校出発（9:10発～9:55発）

大同町～赤池出発（8:50発～9:55発） 金山・太田川出発（9:25発～10:05発）

東濃車庫～高蔵寺駅出発（8:45発～9:35発）小牧・岩倉・西春出発（8:50発～9:55発）

4月2　　5月14

4月16　　5月27

4月1　　5月26

4月15　　5月28

4月14　　5月13
① 各地→名古屋港ガーデン埠頭→（名古屋マリンライダーに乗ってサンセットクルーズ）→なばなの里（はまぐり釜めしの昼食と
園内一面に咲く季節の花 を々見学）→ジャズドリーム長島（アウトレットモールでお買物）→各地（17:00～18:05） ー 昼 ー

0972

「はまぐりかまめし」
の昼食
「はまぐりかまめし」
の昼食

詳細はwebで！詳細はwebで！

10,800円10,800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

大同町～赤池出発（7:00発～8:05発） 太田川・金山出発（7:35発～8：15発）
5月17・28　　6月5・17　　7月1 5月21・25　　6月1・7・25　　7月3・9
① 各地→高野山宿坊「赤松院」（お寺の精進料理の昼食）→金剛峯寺（期間限定 持仏御本尊開帳と参拝。専門ガイドが
ご案内）→各地（18:15～19:15） ー 昼 ー

0974

金剛峯寺は専門ガイドがご案内 期間限定！持仏御本尊開帳

宿坊赤松院で
精進料理の昼食

※写真は全てイメージです※写真は全てイメージです

●目的地：和歌山県　●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：和歌山県　●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

写真提供：金剛峯寺写真提供：金剛峯寺 写真提供：金剛峯寺写真提供：金剛峯寺

気象状況等により開花時期が前後する場合はございます。
開花状況に関わらず催行決定したコースは出発いたします。

通常
旅行代金
（黒字）

通常
旅行代金
（黒字）
通常
旅行代金
（黒字）

通常
旅行代金
（黒字）

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

10,980円10,980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


