
■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。

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

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
犬 山 駅（犬山駅西口大万証券前）

集合場所一覧Pは無料駐車場有（予約制）

※下記商品は発売中のコースにつき満席となる場合があります。

出発日
出発時間

8月27

 各地～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）
～江南Ⓐ18：00～一宮Ⓑ18：50

コース

江南Ⓐ7：30 江南Ⓑ7：40 木曽川8：00 一宮Ⓐ8：10 一宮Ⓑ8：2030

ピチピチ島味グルメフルコース
愛知県（日帰り）

60475-30

出発日
出発時間

コース

8月9・19・22・25
江南Ⓐ7：30 江南Ⓑ7：40 木曽川8：00 一宮Ⓐ8：10 一宮Ⓑ8：2030

（大小共通料金）（昼食・乗船料）

旅行代金（おひとり）
11,600円

LOVEあいちキャンペーン価格

6,600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

茹でたこ・お造り・車海老は4名盛（イメージ）

 各地～中部国際空港セントレア～
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・大海老（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）
～江南Ⓐ17：00～一宮Ⓑ17：50

真夏のフルーツ3大収穫祭 蒲郡“トリックアート”でお楽しみ愛知県（日帰り）
60514-30

出発時間

 各地～道の駅藤川宿～えびせんべいとちくわの共和国
～蒲郡（マンゴー1個・メロン1玉・ナシ1玉狩り）
（あさり釜まぶしの昼食）～竹島・八百富神社（散策）～
フェスティバルマーケット（海産物などお買物）～
江南Ⓐ17：30～一宮Ⓑ18：20

コース

出発日 8月8・10・12・13
マンゴー（イメージ） メロン（イメージ）

蒲郡でレア体験マンゴー＆メロン＆ナシ狩り
愛知県（日帰り）

60512-30

出発日
出発時間

8月11・13・18・20・23・27・28・29

 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（巨峰1房＆梨2玉狩り）（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Ⓐ18：00～一宮Ⓑ18：50

コース

（大小共通料金）（昼食・フルーツ狩り）

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）
（3才～大小共通料金）（昼食・巨峰、梨狩り・入場料・鰻お土産）

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）

ナシ（イメージ） 巨峰（イメージ） ナシ（イメージ） トリックアート（イメージ）

江南Ⓐ7：30 江南Ⓑ7：40 木曽川8：00 一宮Ⓐ8：10 一宮Ⓑ8：2030 江南Ⓐ7：30 江南Ⓑ7：40 木曽川8：00 一宮Ⓐ8：10 一宮Ⓑ8：2030

三河産うなぎ夏ギフトつき
旬を先どり初物巨峰となしのW狩り

イメージ

一色港から高速船で約20分

島味ランチ＆
佐久島 アートな島さんぽ

（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。）

おひるねハウス（イメージ） 昼食（イメージ）

愛知県（日帰り）
60491-30 メ～テレ60周年記念大会 愛知県（日帰り深夜着）

60516-30

（3才～大小共通料金）（花火観覧場所・入場料）

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。）

内海花火大会と
半田赤レンガ建物

※バスガイドがお供しない場合があります。
※雨天決行。天災で中止の場合の代替日はございません。

他のグループとの
バス席
相席あり

出発日
出発時間

8月20
花火（イメージ）

花火打上げ台が
すぐ目の前！
花火打上げ台が
すぐ目の前！

江南Ⓑ12：10 木曽川12：30
一宮Ⓐ12：50 一宮Ⓑ13：00

30

コース 各地～半田赤レンガ建物～
内海海水浴場（内海花火大会/ツアー専用観覧
場所確保）～江南Ⓑ22：50～一宮Ⓑ23：30

8/31

2022/7/25



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

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 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

http://www.kakopal.com

24時間受付

●お問い合わせ・お申し込みは……
直営旅行センター又は、受託販売店

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。

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 ▶

（大小共通料金）（昼食・入場料）

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）

奇々怪々な特別展「怖～い浮世絵」 愛知県（日帰り）
60513-30

出発日 8月10・27

一色産うなぎの兼光 特上うな丼一色産うなぎの兼光 特上うな丼

出発時間

歌川国芳「相馬の古内裏・滝夜叉姫と大骸骨」（部分）うなぎ（イメージ）

コース 各地～安城市歴史博物館（特別展「怖～い浮世絵」）～
道の駅にしお岡ノ山～うなぎの兼光（一色産うなぎ約1尾丼）～
碧南海浜水族館（三河の生き物に会える水族館）～
おとうふ市場・大まめ蔵～江南Ⓐ18：00～一宮Ⓑ18：50

信楽絵付け＆しゃぶしゃぶランチ
ローカル高原鉄道とお花畑

出発日

滋賀県T-1（日帰り）
61346-30

出発時間
8月23・26・28 9月11・17・24

（大小共通料金）（昼食・体験・入場・鉄道乗車）

旅行代金（おひとり） 助成金割引 割引後旅行代金
8,500円 3,000円 5,500円

江南Ⓐ7：30 江南Ⓑ7：40 木曽川8：00 一宮Ⓐ8：10 一宮Ⓑ8：2030

ブルーメの丘ひまわり畑
（8月）（イメージ）

絵付体験（イメージ）信楽高原鉄道（イメージ）

コース 各地～貴生川駅＝信楽高原鉄道＝信楽駅～
信楽陶苑たぬき村（信楽焼たぬきに絵付け体験と朝宮茶
しゃぶしゃぶの昼食）～甲賀流リアル忍者館～滋賀農業
公園ブルーメの丘（季節の花畑と動物ふれあい体験）～
一宮Ⓑ17：30

のこり席わずかです！

滋賀県甲賀市の助成により

※LOVEあいちキャンペーン商品ではありません
3,000円割引き

ワクワク！鉄板焼きパフォーマンスショー 岐阜県（日帰り）
60501-21

出発日 8月10・14・17・20・21
昼食（イメージ） 風鈴まつり（イメージ）シェフ（イメージ）

コース
出発時間 岐阜駅9：00岐阜市橋8：50羽島8：1021

（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

ぎふ旅コイン
2,000円

近江牛鉄板焼きランチと
トウモロコシつめ放題＆メロンお土産

 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～関ヶ原古戦場記念館（シアターで関ヶ原
の合戦を再現）～羽島16：10～各地

岐阜県発着のバスツアー

（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
10,900円5,900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）

お得にメロンをご堪能！ 愛知県（日帰り）
60494-30

出発日 8月15・18・20・31

 各地～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）～江南Ⓐ17：50～一宮Ⓑ18：40

コース

伊良湖マスクメロン1玉狩り
　　　　　　　 ＆食べ放題

メロン狩り（イメージ）カットメロン（イメージ）

江南Ⓐ8：10 江南Ⓑ8：20 木曽川8：40 一宮Ⓐ8：50 一宮Ⓑ9：0030 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

マイカー乗り入れ禁止 岐阜県（日帰り）
60458-20・21

乗鞍スカイライン・畳平

（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

8月9・16・2120 大垣～羽島 8月15・20・2521 岐阜～羽島出発日

飛騨牛ランチ！ 岐阜県（日帰り）
60439-20・21

新穂高ロープウェイ
出発日 8月11・19・23・27・2920 大垣～羽島

8月12・22・26・2821 岐阜～羽島

（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

飛騨三大肉食べづくし飛騨三大肉食べづくし 岐阜県（日帰り）
60460-20

牧歌の里 お花畑＆白川郷

（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

8月13・14・17・23出発日 20 大垣～岐阜

※LOVEあいちキャンペーン商品ではありません

条件を必ず
ご確認のうえ
お申し込み
下さい


