
■ご来店の際、補助対象者全員の ①接種証明書または陰性証明書 ②住所が記載された身分証明書 をご提示ください。 ■対象県居住者以外の参加者や、
「バス座席のみ」の幼児は補助の対象外です。 ■取消料は補助適用前の旅行代金より算出いたします。また、補助額は取消料に適用できません。 ■『ぎふ旅

コイン』はスマートフォン・タブレット専用アプリの登録が必要です。チャージするためのポイントカードを当日お渡しいたします。 ■当社に割り当てられた補助額の予算が消化され次第、割引
を終了いたします。 ■新型コロナウイルスの感染状況により、当キャンペーンおよびツアー実施を中止する場合があります。

❶バス乗車定員を減らし「密」を軽減します。
❷バス車内は約５分で空気が入れ替わる換気装置が付いています。
❸バス車内は抗菌・抗ウイルス加工した車両を利用いたします。
❹乗務員、添乗員はマスクを着用いたします。

❶旅行中はマスク等を着用してください（各自持参）
❷車内では大声での会話、飲酒および食事はお断りいたします。
❸ご乗車前に検温・体調確認をいたします。発熱（37.5度以上）や
　咳など体調のすぐれない方の乗車をお断りいたします。

当社は、お客様に安心してご利用いただけるよう、関係各所と協力して新型コロナウイルス感染拡大予防に努めて企画旅行実施をしております。そのためお客様へのお願い事項等、ご理解ご協力のうえ
ご参加くださいますようお願いいたします。

（日帰り）
60439-20・21

（日帰り）
60501-21

（日帰り）
60458-20・21

出発日 7月9・10・14
出発時間 岐阜駅9：00岐阜市橋8：50羽島8：1021

ぎふ旅コイン

2,000円

（大小共通料金）（昼食・入場・つめ放題・お土産）

旅行代金（おひとり） 補助額 キャンペーン価格

10,000円5,000円 5,000円

出発日 7月920 大垣～羽島
7月10・1421 岐阜～羽島

出発時間 20大垣Ⓐ7：25 大垣Ⓑ7：40 大垣浅草8：00 羽島8：20
岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40 羽島8：2021

（大小共通料金）（昼食・ロープウェイ）

旅行代金（おひとり） 補助額 キャンペーン価格

11,400円5,000円 6,400円

ぎふ旅コイン

2,000円

コース 各地～平湯あんき屋（飛騨牛の鉄板蒸し焼き
御膳の昼食）～新穂高ロープウェイ（標高2,156mの
山頂から北アルプスを眺望）～ 20羽島18：30～各地
21岐阜駅18：30～各地

（大小共通料金）（昼食・入場）

旅行代金（おひとり） 補助額 キャンペーン価格

9,000円 4,500円 4,500円

ぎふ旅コイン

2,000円

コース

出発時間 20大垣Ⓐ7：25 大垣Ⓑ7：40 大垣浅草8：00 羽島8：20
岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40 羽島8：2021

※乗鞍スカイラインが通行止めの場合は高山・古い町並散策に変更となります。

7月10・12・1420 大垣～羽島 7月9・11・1321 岐阜～羽島

 各地～アルプス街道平湯（飛騨牛の朴葉みそ焼き
御膳の昼食）～ 乗鞍スカイライン～ 乗鞍・畳平（標高
2,702ｍを散策）～奥飛騨クマ牧場（クマのエサ付）～
20羽島18：50～各地 21岐阜駅18：50～各地

コース 各地～横蔵寺～谷汲あられ～鉄板ダイニング
天満（近江牛鉄板焼き）（トウモロコシつめ放題&
メロン1玉）…関ケ原ウォーランド（日本一の風鈴まつり）
～胡麻の郷～関ケ原古戦場記念館（シアターで関ケ原
の合戦を再現）～羽島16：10～各地

（トウモロコシつめ放題&（近江牛鉄板焼き）
メロン1玉）

（大小共通料金）（昼食・入場）

旅行代金（おひとり） 補助額 キャンペーン価格

11,000円5,000円 6,000円

ぎふ旅コイン

2,000円

出発時間 20大垣Ⓐ7：25 大垣Ⓑ7：40 大垣浅草8：00羽島8：20
岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40 羽島8：2021

7月10・1320 大垣～羽島
7月11・1421 岐阜～羽島

コース 各地～飛騨高山古い町並みと陣屋前朝市散策
～高山グリーンホテル（昼食）…飛騨物産館
～飛騨大鍾乳洞
～20羽島17：50～各地 21岐阜駅17：50～各地

出発日

牧歌の里 お花畑＆白川郷
飛騨三大肉食べづくし

（4才～大小共通料金）（昼食・入場料）

旅行代金（おひとり） 補助額 キャンペーン価格

8,800円 4,400円 4,400円

ぎふ旅コイン

2,000円

出発時間 20 岐阜市橋8：10 岐阜駅8：20大垣浅草7：10 羽島7：30
コース 各地～ひるがの高原・牧歌の里（季節の花畑や
動物たちの見学）～御母衣湖（飛騨牛・飛騨豚・荘川
けーちゃん）～世界遺産・白川郷合掌集落
～岐阜駅17：00～各地

7月10・14出発日

ラベンダー畑（イメージ）ラベンダー畑（イメージ） 昼食（イメージ）昼食（イメージ）

羽島から帰着
羽島 大垣浅草 大垣Ⓑ 大垣Ⓐ 岐阜市橋 岐阜駅
帰着時間 20分後 30分後 40分後 30分後 40分後

羽島 大垣浅草岐阜市橋岐阜駅
40分後岐阜駅から帰着 60分後10分後帰着時間帰着時間の目安

飛騨古川 白壁の街並みと
料理旅館 八ツ三館・季節懐石

（大小共通料金）（昼食）

旅行代金（おひとり） 補助額 キャンペーン価格

13,500円5,000円 8,500円

ぎふ旅コイン

2,000円

コース

出発時間

街並み（イメージ）街並み（イメージ）昼食（イメージ）昼食（イメージ）

20大垣Ⓐ7：45 大垣Ⓑ8：00 大垣浅草8：20 羽島8：40
羽島8：00 岐阜市橋8：40 岐阜駅8：5021

 各地～ 飛騨古川・料理旅館八ツ三館（季節の
懐石料理）…飛騨古川街並み散策～道の駅スカイドーム
神岡ひだ宇宙科学館カミオカラボ（スーパーカミオカンデ
の施設概要や研究内容を見学）～
20羽島18：30～各地 21岐阜駅18：30～各地

● 先附 ● お椀
● 鮪、スズキ等のお造り
● 岩魚塩焼き
● 飛騨牛ミニステーキ
● 揚物 ● 汁物 ● ご飯
● 飛騨漬物 ● フルーツ

【おしながき/大小共通】【おしながき/大小共通】

7月920 大垣～羽島 7月1421 岐阜～羽島出発日

（日帰り）
60457-20・21

飛騨大鍾乳洞と
飛騨牛ミニ会席＆高山古い町並み

（日帰り）
60468-20・21

飛騨大鍾乳洞（イメージ）飛騨大鍾乳洞（イメージ） 昼食（イメージ）昼食（イメージ）

（日帰り）
60460-20

岐阜県発着バスツアー岐阜県発着バスツアー 割引を受ける全員が
岐阜県または県の
定める県（※）在住

6/1~7/14発までの
岐阜県内旅行

ワクチン・検査
パッケージ制度の
条件（※）に合致 4つの

条件を

満たせば

（※）ワクチン・検査パッケージ条件とは：下記①②のいずれか
① 新型コロナウイルスワクチンを3回接種済みであること
② 出発日の3日前以降に採取した検体によるPCR検査または
抗原定量検査の結果が陰性であること

（※）岐阜県の定める隣接県とは（2022/6/22現在）： 岐阜県
および愛知、三重、静岡、滋賀、富山、福井、長野、新潟の各県

カッコーパルック
取扱旅行会社へ

ご来店
※インターネット予約の場合
来店支払いをお選びください



■ご来店の際、補助対象者全員の ①接種証明書または陰性証明書 ②住所が記載された身分証明書 をご提示ください。 ■対象県居住者以外の参加者や、
「バス座席のみ」の幼児は補助の対象外です。 ■取消料は補助適用前の旅行代金より算出いたします。また、補助額は取消料に適用できません。 ■『ぎふ旅

コイン』はスマートフォン・タブレット専用アプリの登録が必要です。チャージするためのポイントカードを当日お渡しいたします。 ■当社に割り当てられた補助額の予算が消化され次第、割引
を終了いたします。 ■新型コロナウイルスの感染状況により、当キャンペーンおよびツアー実施を中止する場合があります。

❶バス乗車定員を減らし「密」を軽減します。
❷バス車内は約５分で空気が入れ替わる換気装置が付いています。
❸バス車内は抗菌・抗ウイルス加工した車両を利用いたします。
❹乗務員、添乗員はマスクを着用いたします。

❶旅行中はマスク等を着用してください（各自持参）
❷車内では大声での会話、飲酒および食事はお断りいたします。
❸ご乗車前に検温・体調確認をいたします。発熱（37.5度以上）や
　咳など体調のすぐれない方の乗車をお断りいたします。

当社は、お客様に安心してご利用いただけるよう、関係各所と協力して新型コロナウイルス感染拡大予防に努めて企画旅行実施をしております。そのためお客様へのお願い事項等、ご理解ご協力のうえ
ご参加くださいますようお願いいたします。

この旅行は名阪近鉄旅行（以下当社といいます）が企画旅行・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
を締結することになります。旅行契約の内容･条件は本紙面及び当社旅行業約款（募集型  企画旅行契約の部）によります。
1.お申込み　●お申込みは電話・郵便・ファクシミリでもできますが、翌日から3日以内にお申込書とお申込金（旅行代金の20％）又は、旅行代金を
納めて頂き正式契約といたします。　●個室型コースは原則として2名様以上でお申し込みください。　2.旅行代金　●旅行代金は出発日の14日
前までにお納めください。　●各コースに明示された旅行代金は大人･おひとり様（満12才以上）旅行代金で、小人旅行代金は満6才以上12才未
満の方に適用いたします。　●小人旅行代金は、特に記載のない限り1,000円引です。　●6才未満の幼児を同伴される場合、バス座席のみご提
供の旅行代金として4,000円を申し受けます。座席予約のない幼児はご乗車いただけません。　●旅行代金には特に記載のない限り規定の交
通費（往復のバス運賃など）、食事費、観光費等、団体行動の費用･消費税等一切を含みます。但し、指定集合場所まで及び解散場所からの交通
費、その他個人的性質の諸費用は含まれておりません。又、利用施設における追加飲食及びルームチャージについては別途消費税がかかりま
す。　●18歳未満の方のご参加は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。　●15才未満の方のご参加は、保護者の方のご同行
を条件とさせていただく場合があります。　●各種交通機関の運賃･料金等が本紙作成日以降に改訂された場合は、旅行代金を変更することが

あります。　3.最少催行人員　●参加されるお客様が最少催行人員（25名又はコース毎に記載）に満たない場合は旅行の実施を中止させて頂
くことがあります。この場合は原則として14日前までに連絡させていただきます。なお、少人数の場合中型･小型バスを利用することがあります
のでご了承下さい。　4.見学　●コース表示内の太文字は下車観光地です。　5.貸切バス会社　●原則として「名阪近鉄バス」を利用します。　
6.旅程管理・添乗業務　●お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を行うため、ご旅行中の旅程管理は添乗員またはその代行者（バス乗務員）が行
いますが、総括旅程管理は名阪近鉄旅行ツアーセンターで行います。　7.旅行傷害保険のおすすめ　●各コースとも特別補償の対象になります
が、お客様自身で充分な額の旅行傷害保険に加入することをおすすめします。（名阪近鉄旅行各窓口でもお取り扱いしております）　8.取消料※
出発日の前日より起算。　●お申込みのあと、お客様の都合で旅行を取消される場合、人員減及び出発日、コースの変更は次に定める取消料を
申し受けます。　●取消受付時
間は、お申し込み場所の営業時
間内を基準とします。　　※そ
の他の条件については当社の定
める旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）による他、別途お渡しする旅行書面によります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　旅行条件・旅行代金の基準日 2022年6月23日

〈日帰り旅行〉
取消日と
取消料率

出発日の
10日前～8日前

出発日の
7日前～2日前 出発日の前日 当日 無連絡不参加および

旅行開始後

20％ 30％ 40％ 50％ 100％

愛知県知事登録旅行業第2-970号
旅行業務取扱管理者 田中圭子

名古屋市中村区名駅三丁目21番7号 名古屋三交ビル6階
全国旅行業協会会員 旅行業公正取引協議会会員

宿場町「馬籠宿」を散策 岐阜県（日帰り）
60456-20・2125名様限定のゆったりツアー 岐阜県（日帰り）

60437-20

恵那うなぎまぶし丼と恵那鶏陶板焼き
メロン1玉お土産付

馬籠宿（イメージ）馬籠宿（イメージ）昼食（イメージ）昼食（イメージ）

大垣～羽島20 7月10・12
7月9・11・1321 岐阜～羽島

出発日

出発時間
岐阜駅8：30 岐阜市橋8：40 羽島9：20

20大垣Ⓐ8：25 大垣Ⓑ8：40 大垣浅草9：00 羽島9：20
21

出発時間 20大垣Ⓐ8：05 大垣Ⓑ8：20 大垣浅草8:40 羽島9：00

（大小共通料金）（昼食・入場）

旅行代金（おひとり） 補助額 キャンペーン価格

12,000円 5,000円 7,000円
ぎふ旅コイン
2,000円

コース 各地～恵那川上屋～恵那峡展望台～恵那峡山菜園（うなぎまぶし
丼と恵那鶏陶板焼きの昼食）（網系メロン1玉お土産）～中山道・馬籠宿～
ちこり村～20羽島16：20～各地／21岐阜駅16：20～各地

（大小共通料金）（昼食・お土産）

旅行代金（おひとり） 補助額 キャンペーン価格

5,000円 5,600円

ぎふ旅コイン

2,000円10,600円

レストランももちどり「フランス料理」と
　　　　　牧歌の里ラベンダー畑

昼食（イメージ）昼食（イメージ）ももちどり外観（イメージ）ももちどり外観（イメージ）

出発日 7月9

コース 各地 ～ 道の駅古今伝授の里 ～ レストランももちどり（創作
フランス料理のランチ）～ひるがの高原・牧歌の里（ラベンダーが見頃）
～郡上八幡散策～羽島17：00～各地

牧歌の里（ラベンダーが見頃）
レストランももちどり（創作

フランス料理のランチ）

岐阜県発着バスツアー岐阜県発着バスツアー 割引を受ける全員が
岐阜県または県の
定める県（※）在住

6/1~7/14発までの
岐阜県内旅行

ワクチン・検査
パッケージ制度の
条件（※）に合致 4つの

条件を

満たせば

（※）ワクチン・検査パッケージ条件とは：下記①②のいずれか
① 新型コロナウイルスワクチンを3回接種済みであること
② 出発日の3日前以降に採取した検体によるPCR検査または
抗原定量検査の結果が陰性であること

（※）岐阜県の定める隣接県とは（2022/6/22現在）： 岐阜県
および愛知、三重、静岡、滋賀、富山、福井、長野、新潟の各県

カッコーパルック
取扱旅行会社へ

ご来店
※インターネット予約の場合
来店支払いをお選びください


