
電話一本簡単予約！ 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

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

0586-47-0202
一宮旅行センター

一宮市八幡1-16（バロ一一宮西店）

営業時間
9：15～17：45
（日・祝休業）

営業時間
10：00～18：00
（木曜日休業）

総合旅行業務取扱管理者：明慶 久美

総合旅行業務取扱管理者：大隅 友里恵

ご旅行中の万が一の事故に備えていただくため、ご加入をおすすめします。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

●

　国際
　センター
●ビル

地下鉄桜通線
国際センター駅名古屋駅徒歩8分

地下鉄
1番出口

●

ユニモール
14番出口

●

Ｊ
Ｒ
名
古
屋
駅
桜
通
口

名古屋三交
ビル６F

桜通

江
川
線

（ユニモール地下街）

大名古屋
ビルヂング

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
公式サイトで

http://www.kakopal.com

24時間受付

ご予約後、
ご来店

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28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％052-563-7500 営業時間

9：15～17：45
カッコーパルック
予約センター

※キャンペーン期間中は店舗が混雑します
電話がつながりにくい場合、店頭で長い待ち時間が発生
する場合もございますことをあらかじめご了承のうえ
お申し込みください。

愛西市 はすの花畑と津島神社
レンコン街道＆名港トリトン半日観光

出発日

はす粉入りシフォンケーキお土産付 愛知県（日帰り）
60495-10

出発時間 10 名古屋9：207月 11・12・13

 名古屋～道の駅立田ふれあいの里（お買物）…森川はす田
（赤・白・ピンクのカラフルなはすの花が咲き誇る畑見学）～
あいさいレンコン街道ドライブ～津島神社～名港トリトン
～名古屋13：00

コース

（大小共通料金）（お土産）

旅行代金（おひとり）LOVEあいちキャンペーン価格
4,000円2,000円

（このツアーは愛知県から2,000円の補助を受けています。）

ハスの花（イメージ） 名港トリトン（イメージ）ハスの花（イメージ）

お料理高評価！ぜひこの機会に 愛知県（日帰り）
60492-10はす粉入りシフォンケーキお土産付 愛知県（日帰り）

60495-10

出発時間 10 名古屋10：20出発日 7月13

南知多 佐宗（さそう）の特別懐石
̶黒毛和牛・伊勢海老・活魚̶

●食前酒 ●前菜 ●国産黒毛和牛A5
ステーキ ●冷鉢 ●旬の活魚盛り 
●伊勢海老鬼瓦焼き ●茶碗蒸し 
●伊勢湾産イカ姿 ●大海老フライ 
●活穴子の焼きおにぎり ●デザート

【お品書き/大人】【お品書き/大人】※小人はお子様会席

昼食一例※写真は春のイメージとなり、
実際のお食事内容とは異なります。

 名古屋～半田赤レンガ建物（常設展見学）～南知多・
割烹の宿「佐宗」（特別懐石の昼食）～魚太郎～えびせんべいの里
～名古屋16：50

コース

旅行代金（おひとり）

13,500円（小人10,000円）
（小人はお子様メニュー）（昼食・入場）

LOVEあいちキャンペーン価格
8,500円（小人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。）

カッコーパルック 検索検索インターネット予約は24時間受付！
※ LOVEあいちキャンペーン商品はご予約後のご来店が必須となります。 http://www.kakopal.com

蒲郡・西尾のお中元ツアー

出発日

愛知県（日帰り）
60493-10

出発時間 10 名古屋8：50
7月9・10・12

 名古屋～道の駅藤川宿（お買物）～
蒲郡オレンジパーク（マスクメロン1玉お土産＆ぶどう2房狩りお土産）
（あさり釜まぶしの昼食）～フェスティバルマーケット
（三河湾一望！観覧車空さんぽ）～一色さかなセンター
（うなぎの蒲焼１尾お土産）～名古屋16：50

コース

（大小共通料金）（昼食・フルーツ・観覧車・鰻）

旅行代金（おひとり）LOVEあいちキャンペーン価格
10,800円5,800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。）

初物ぶどう狩りと
メロン＆鰻蒲焼き夏ギフトつき

ぶどう（イメージ） メロン1玉（イメージ）

一色港から高速船で約20分

出発日

愛知県（日帰り）
60491-10

出発時間 10 名古屋8：30
7月 9・14

 名古屋～ありがとうの里（白だし工場見学）～
一色港～佐久島…民宿さざなみ（島味ランチ）&（島内の
アートめぐり散策）…佐久島～一色港…一色さかな広場
（カットわかめプレゼント）～名古屋17：20

コース

昼食（イメージ）おひるねハウス（イメージ）

（大小共通料金）（昼食・乗船）

旅行代金（おひとり）LOVEあいちキャンペーン価格
8,500円4,500円

（このツアーは愛知県から4,000円の補助を受けています。）

お得にメロンをご堪能！

出発日

 名古屋～えびせんべいとちくわの共和国～
ラグーナおさかな市場（選べる丼ぶりランチ）～
渥美（メロン食べ放題とメロン1玉狩り）～道の駅田原
～ちくわの里（豆竹輪プレゼント）～
名古屋17：30

コース

愛知県（日帰り）
60494-10

伊良湖マスクメロン1玉狩り
&食べ放題

出発時間 10 名古屋8：20
7月 11・14

メロン狩り（イメージ）カットメロン（イメージ）

（3才～大小共通料金）（昼食・メロン狩り・メロン食べ放題）

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。）

人気の離島！ひまか島

イメージ

ピチピチ島味グルメフルコース
愛知県（日帰り）

60474-10

出発時間

コース

出発日 7月 10・12

 名古屋～中部国際空港・セントレア（自由見学）～
片名港～三河湾クルーズ（海上タクシーいそなぎ）～西港
～ひまか島・大陽荘（島味フルコースの昼食）＆（島内散策）
～西港～片名港～魚太郎本店～えびせんべいの里
（えびせんべいプレゼント）～名古屋17：00

10 名古屋9：30

●たこ塩辛 ●酢物 ●お刺身
●ゆで海老 ●ゆでたこ
●焼魚 ●大あさり焼 
●海老しんじょう
●たこ飯 ●汁物 ●デザート

【お品書き】【お品書き】

（大小共通料金）（昼食・乗船料）

旅行代金（おひとり様）

11,000円
LOVEあいちキャンペーン価格

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）

1300年の伝統漁法

昼うかい（イメージ）

木曽川遊覧～昼うかい～
犬山散策と明治村

愛知県（日帰り）
60466-10

コース

出発日 7月 11・14
出発時間 10名古屋9：40

うなぎ釜めし弁当（イメージ）

 名古屋～犬山城下町（犬山城または街並み散策）
～木曽川鵜飼遊覧船（日本で唯一！昼うかい／昼食付）
～博物館明治村（入場）～名古屋17：00

（　）は4才～小人代金（船・昼食・入場）
（このツアーは愛知県から5,000円の補助を受けています）

旅行代金（おひとり様）LOVEあいちキャンペーン価格
5,800円（5,000円） 10,800円（10,000円）

ダ･ヴィンチ没後500年「夢の実現」展

うなぎ（イメージ）

コース

愛知県（日帰り）
60449-10

出発日 7月 10 出発時間 10名古屋9：40

 名古屋 ～ 高浜やきものの里かわら美術館
（ダ･ヴィンチ没後500年「夢の実現」展）～ 碧南海浜
水族館（三河の生き物に出会える水族館）～ うなぎの
兼光（三河一色産うなぎ約1尾丼）～ 一色さかな広場
～ 松鶴園（抹茶スイーツお土産付）
～名古屋16：50

《最後の晩餐》（再現作品）2019年
制作：東京造形大学

（大小共通料金）（昼食・お土産・入場料）

旅行代金（おひとり様）

10,000円
LOVEあいちキャンペーン価格

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）

割引を受ける全員が
愛知県または北陸信越・
中部地域ブロック（※）
にお住まい

条
件

1
ワクチン・検査
パッケージ制度
条件（※）に合致

条
件

2
7/14発までの
キャンペーン対象
ツアーご予約

条
件

3
愛知県内の
キャンペーン対象
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

条
件

4愛 知 県 発 着 バ スツ アー が お 得！

ご参加条件は4つ！
必ずご確認ください

（※）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
陰性証明には条件があります。
愛知県公式WEBにてご確認ください。

（※）北陸信越・中部地域ブロックとは：
愛知県および岐阜、三重、静岡、長野、福井、石川、
富山、新潟の各県（2022/6/28現在）

名古屋7月



電話一本簡単予約！ ①商品番号（各コース右上記載） ②出発希望日 
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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

●

　国際
　センター
●ビル

地下鉄桜通線
国際センター駅名古屋駅徒歩8分

地下鉄
1番出口

●

ユニモール
14番出口

●

Ｊ
Ｒ
名
古
屋
駅
桜
通
口

名古屋三交
ビル６F

桜通

江
川
線

（ユニモール地下街）

大名古屋
ビルヂング

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
公式サイトで

http://www.kakopal.com

24時間受付

ご予約後、
ご来店

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
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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
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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28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％052-563-7500 営業時間

9：15～17：45
カッコーパルック
予約センター

※キャンペーン期間中は店舗が混雑します
電話がつながりにくい場合、店頭で長い待ち時間が発生
する場合もございますことをあらかじめご了承のうえ
お申し込みください。

愛西市 はすの花畑と津島神社
レンコン街道＆名港トリトン半日観光

出発日

はす粉入りシフォンケーキお土産付 愛知県（日帰り）
60495-10

出発時間 10 名古屋9：207月 11・12・13

 名古屋～道の駅立田ふれあいの里（お買物）…森川はす田
（赤・白・ピンクのカラフルなはすの花が咲き誇る畑見学）～
あいさいレンコン街道ドライブ～津島神社～名港トリトン
～名古屋13：00

コース

（大小共通料金）（お土産）

旅行代金（おひとり）LOVEあいちキャンペーン価格
4,000円2,000円

（このツアーは愛知県から2,000円の補助を受けています。）

ハスの花（イメージ） 名港トリトン（イメージ）ハスの花（イメージ）

お料理高評価！ぜひこの機会に 愛知県（日帰り）
60492-10はす粉入りシフォンケーキお土産付 愛知県（日帰り）

60495-10

出発時間 10 名古屋10：20出発日 7月13

南知多 佐宗（さそう）の特別懐石
̶黒毛和牛・伊勢海老・活魚̶

●食前酒 ●前菜 ●国産黒毛和牛A5
ステーキ ●冷鉢 ●旬の活魚盛り 
●伊勢海老鬼瓦焼き ●茶碗蒸し 
●伊勢湾産イカ姿 ●大海老フライ 
●活穴子の焼きおにぎり ●デザート

【お品書き/大人】【お品書き/大人】※小人はお子様会席

昼食一例※写真は春のイメージとなり、
実際のお食事内容とは異なります。

 名古屋～半田赤レンガ建物（常設展見学）～南知多・
割烹の宿「佐宗」（特別懐石の昼食）～魚太郎～えびせんべいの里
～名古屋16：50

コース

旅行代金（おひとり）

13,500円（小人10,000円）
（小人はお子様メニュー）（昼食・入場）

LOVEあいちキャンペーン価格
8,500円（小人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。）

割引を受ける全員が
愛知県または北陸信越・
中部地域ブロック（※）
にお住まい

条
件

1
ワクチン・検査
パッケージ制度
条件（※）に合致

条
件

2
7/14発までの
キャンペーン対象
ツアーご予約

条
件

3
愛知県内の
キャンペーン対象
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

条
件

4愛 知 県 発 着 バ スツ アー が お 得！

ご参加条件は4つ！
必ずご確認ください

（※）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
陰性証明には条件があります。
愛知県公式WEBにてご確認ください。

（※）北陸信越・中部地域ブロックとは：
愛知県および岐阜、三重、静岡、長野、福井、石川、
富山、新潟の各県（2022/6/28現在）

名古屋7月


