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ツアーに参加される皆様へのお願い
当社は、お客様に安心してご利用いただくため関係各所と協力してコロナウイルス感染拡大予防に努め旅行の実施
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いただきますようお願いします。

❶旅行中はマスク等着用をしてください。（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（事前にお渡しする健康チェックシートを提出）。
発熱（37.5度以上）や咳などの体調がすぐれない方の乗車をお断りいたします。

❹その他、事前にお渡しする書面を必ずお読みください。

新型コロナウイルス感染予防に対する弊社ツアーの取組はホームページにてご覧いただけます

詳しくは

ツアーに参加される皆様へのお願い
当社は、お客様に安心してご利用いただくため関係各所と協力してコロナウイルス感染拡大予防に努め旅行の実施
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いただきますようお願いします。
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❸ご乗車前に検温・体調確認をいたします（事前にお渡しする健康チェックシートを提出）。
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詳しくは

■ご来店およびバス乗車の際、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。　
■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。　
■新型コロナウィ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。

■ご来店およびバス乗車の際、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。　
■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。　
■新型コロナウィ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。

電話番号のおかけ間違いのないようおかけください
電話一本で簡単予約！ ①商品番号（各コース右上記載） ②出発希望日 

③お名前・年齢（参加者全員） ④参加人員 
⑤代表者の住所・電話番号

営業時間

9:15～17:45
カッコーパルック
予約センター

予約時に①～⑤を
お知らせください

☎（052）563-7551
本社総合旅行センター

（名駅・名古屋三交ビル6階）地下鉄・国際センター駅すぐ

電話または
インターネット
で予約

お支払い
方法 ご出発▶コンビニ振込支払い（振込1件につき事務手数料100円かかります）
▶クレジット支払い（インターネット予約又は直営窓口）

旅行書類等送付▶
▶▶▶▶▶▶▶▶

営業時間
9：15～17：45
（日・祝休み）

総合旅行業務取扱管理者
明慶 久美

ご旅行中の万が一の事故に備えていただくためにお勧めします。ご希望の方には旅行代金に加算してご請求でき
ます。お申し込みの際に窓口係員までお知らせください。
保険料（お一人）/日帰り500円、1泊2日1,000円、2泊以上はお尋ねください ※この保険の申し込みは直営店のみ

旅行傷害保険（任意）のお勧め
（ご自宅からご帰宅までの事故を保証）

直営
窓口

愛知県知事登録旅行業第2-970号　
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
総合旅行業務取扱管理者　田中 圭子　全国旅行業協会会員

協賛

旅行業公正取引
協議会会員

企画旅行・実施
株式
会社
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カッコーパルック 検索検索

インターネット予約
詳しくは
ホームページへ

https://www.kakopal.com

24時間受付

※集合は新幹線地下街エスカ内です。※集合時間は出発時間の20分前名古屋駅／JR名古屋駅太閤通口（西口）

旅行条件・旅行代金の基準日 2022年9月28日

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総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。 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総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

一宮Ⓐ（一宮駅南口時計塔前）  一宮Ⓑ（バロー一宮西店前）P  木曽川（専用駐車場）P  江南Ⓐ（江南駅西口ロータリー）  江南Ⓑ（平和堂江南店駐車場）P集合場所一覧 Pは無料駐車場有（予約制）

電話一本で簡単予約！

052-563-7500 営業時間

9:15～17:45
10:00～18:00

カッコーパルック
予約センター

一宮
旅行センター

ご旅行中の万が一の事故に備えていただくためにお勧めします。ご希望の方には旅行代金に加算してご請求できま
す。お申し込みの際に窓口係員までお知らせください。
保険料（お一人）/日帰り500円、1泊2日1,000円、2泊以上はお尋ねください ※この保険の申し込みは直営店のみ

旅行傷害保険（任意）のお勧め
（ご自宅からご帰宅までの事故を保証）

総合旅行業務取扱管理者　大隅 友里恵
（木曜日休業）

（バロー 一宮西店内）
0586-47-0202
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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
総合旅行業務取扱管理者　田中 圭子　全国旅行業協会会員

協賛

旅行業公正取引
協議会会員

企画旅行・実施
株式
会社

カッコーパルック 検索検索

インターネット予約
詳しくは
ホームページへ

https://www.kakopal.com

24時間受付

①商品番号（各コース右上記載） ②出発希望日 
③お名前・年齢（参加者全員） ④参加人員 
⑤代表者の住所・電話番号

ご予約後
ご来店

予約時に①～⑤を
お知らせください ▶

旅行条件・旅行代金の基準日 2022年9月28日

西尾ツウ旅

一色産うなぎの兼光・特上丼
塩づくり体験とかぼちゃ寺

愛知県（日帰り）
60534-10

出発時間 10 名古屋8：30出発日 10月8

 名古屋～えびせんべいとちくわの共和国～ハズ観音・かぼちゃ寺～
吉良饗庭塩の里（塩づくり体験）～うなぎの兼光（一色産うなぎ特上丼）～
道の駅にしお～ありがとうの里（白だし工場見学）～名古屋17:00

コース

塩づくり（イメージ）

西尾ツウ旅

一色産うなぎの兼光・特上丼
塩づくり体験とかぼちゃ寺

愛知県（日帰り）
60534-30

 各地～ハズ観音・かぼちゃ寺～吉良饗庭塩の里（塩づくり体験）～
うなぎの兼光（一色産うなぎを約１尾使用した特上丼）
～道の駅にしお～ありがとうの里（白だし工場見学）～江南Ⓐ17:40～一宮Ⓑ18:30

コース

出発日 10月10
出発時間 江南Ⓐ7：30 江南Ⓑ7：40 木曽川8：00 一宮Ⓐ8：10 一宮Ⓑ8：2030

愛知県（日帰り）
60535-10

出発時間 10 名古屋9：00出発日 10月8・10

 名古屋～えびせんべいとちくわの共和国～フェスティバルマーケット
（トリックアート迷宮館）～蒲郡オレンジパーク（みかん狩り食べ放題＆
シャインマスカット1房お土産）（あさり釜まぶしの昼食）
～一色さかな広場（三河産うなぎの蒲焼1尾お土産）～名古屋16:50

コース

（3才～大小共通料金）（昼食・みかん狩り・入場料・鰻、シャインマスカット1房お土産）

旅行代金（おひとり）LOVEあいちキャンペーン価格
11,000円6,000円

（このツアーは愛知県から5,000円の補助を受けています）
（3才～大小共通料金）（昼食・みかん狩り・入場料・鰻、シャインマスカット1房お土産）

旅行代金（おひとり）LOVEあいちキャンペーン価格
11,000円6,000円

（このツアーは愛知県から5,000円の補助を受けています）

蒲郡“トリックアート”でお楽しみ

初物みかん狩り食べ放題と
三河産うなぎ&シャインマスカットお土産

蒲郡“トリックアート”でお楽しみ 愛知県（日帰り）
60535-30

 各地～えびせんべいとちくわの共和国～フェスティバルマーケット
（トリックアート迷宮館）～蒲郡オレンジパーク（みかん狩り食べ放題&
シャインマスカット1房お土産）（あさり釜まぶしの昼食）～
一色さかな広場（三河産うなぎの蒲焼1尾お土産）～江南Ⓐ17:30～一宮Ⓑ18:20

コース

※小学3年生以下の方は塩づくり体験はできません。保護者の
方とご一緒に、ひとつのコンロでの体験となります。

（大小共通料金）
（昼食・体験）

旅行代金（おひとり）LOVEあいちキャンペーン価格
10,000円5,000円

（このツアーは愛知県から5,000円の補助を受けています）

※小学3年生以下の方は塩づくり体験はできません。保護者の
方とご一緒に、ひとつのコンロでの体験となります。

（大小共通料金）
（昼食・体験）

旅行代金（おひとり）LOVEあいちキャンペーン価格
10,000円5,000円

（このツアーは愛知県から5,000円の補助を受けています）

出発日 10月8・10
出発時間 江南Ⓐ7：30 江南Ⓑ7：40 木曽川8：00 一宮Ⓐ8：10 一宮Ⓑ8：2030

トリックアート（イメージ）トリックアート（イメージ）

シャインマスカット
（イメージ）

みかん（イメージ）

シャインマスカット
（イメージ）
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相席あり
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相席あり
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初物みかん狩り食べ放題と
三河産うなぎ&シャインマスカットお土産

うなぎ（イメージ）

塩づくり（イメージ）

うなぎ（イメージ）みかん（イメージ）

このアイコンのあるツアーへ奇数人員でご参加の場合、他のグループと
相席となる場合があります。
（バス1台定員40名以下）マークの無いコースは、他のグループとの相席はありません。

他のグループとの
バス席
相席あり このアイコンのあるツアーへ奇数人員でご参加の場合、他のグループと

相席となる場合があります。
（バス1台定員40名以下）マークの無いコースは、他のグループとの相席はありません。

他のグループとの
バス席
相席あり
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来店予約の場合は来店時に確認します。
インターネット・電話予約で振込支払い
の場合は当日受付時に確認します。

ワクチン検査パッケージの確認ついて


