
三重交通 各旅行店舗受託販売・特約店

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

電話または
インターネット
で予約

ご
出
発

書
類
送
付

▶
コンビニで振込支払い
（振込1件につき事務手数料
100円かかります）
※インターネット予約は
　クレジット支払OK

▶ ▶

☎（059）213-1135三重会館
☎（059）254-3555イオン津城山
☎（059）236-5135中勢旅行支店

営業時間 10：00～18：00
（定休日：土日祝）
営業時間 10：00～19：00
（新規受付18：30まで、木曜定休）
営業時間 10：00～18：00
（定休日：土日祝）

☎（0598）56-7558アピタ松阪三雲
☎（0596）24-3103伊勢旅広場
☎（0597）22-2877南紀旅行支店

営業時間10：00～19：00
（新規受付18：00まで、水曜定休）
営業時間9：30～18：00
（定休日：木土日祝）
営業時間9：30～12：30/
13：30～18：00（定休日：土日祝）

059-221-3500
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予約センター又はインターネット予約に限る

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）

ご希望地から
ツアー貸切

グループで貸切運行をご希望の方はお見積りいたします。
（設定出発日以外でも可、1車両30名未満の場合は保証料金
〔バス代、有料道路等の諸経費〕をいただきます）

15名以上のグループはご希望の場所まで送迎いたしま
すのでご相談ください。（1コース1グループ）※但し送迎
距離・時間等でお断り又は有料となる場合があります。

あなたの街まで
送迎サービス

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

旅行業公正取引
協議会会員

企画旅行・実施
株式
会社 協

賛
三重交通
三重急行

名阪近鉄バス
八風バス 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

マークの
説明 OP オプション（各自選択）

夕食がグループ毎にレストラン
又はお部屋又は会食場グループホテルに

露天風呂あり
夕食が
大広間広間トイレ付ワイド

バスの設定あり

マイカーでは行けない二大避暑地

奥飛騨ガーデンホテル焼岳宿泊

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

2名１室3～4名１室
29,000円28,000円無印出発
33,000円

1名１室
39,000円
43,000円32,000円○印出発

（１朝・1昼・１夕食）※2日目の昼食は付いていません。

ひだ・焼岳温泉と上高地・乗鞍畳平・高山ひだ・焼岳温泉と上高地・乗鞍畳平・高山

出発日

コース ①各地～平湯（昼食）～上高地（約2時間）～
焼岳温泉（泊）  ②焼岳～平湯大滝（落差64メートルの名瀑）～乗鞍スカイライン～
標高2,702ｍ乗鞍・畳平～
高山・古い町並（自由昼食/約2時間
滞在）～505152関18：20～各地

畳平（イメージ）上高地（イメージ） 夕食（イメージ）

7月7・18・㉚ 8月5・17 9月⑩・1950 津・関

7月⑨・31 8月8・㉗ 9月13・2552 名張・伊賀・関
7月8・14 8月7・⑳ 9月6・1451 伊勢・松阪・関

（各地乗車時間はお尋ねください）
出発時間

※乗鞍スカイラインが通行止めとなった場合は、
　「飛騨大鍾乳洞」の入場に変更となります。

広間 F-13（1泊）
66512-50・51・52

長野県・
岐阜県

50 津・卸7：10～関8：30 51 伊勢車庫6：20～関8：30 名張駅6：30～関8：3052
上高地～ （約2時間）

標高2,702ｍ乗鞍・畳平

8つの源泉を持つ温泉自慢の宿 ラヴィエ川良に泊まる

ラヴィエ川良宿泊

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

1名１室2～4名１室
36,000円29,000円無印出発
42,000円35,000円青色出発

（1朝・2昼・1夕食・ロープウェイ・リフト）

 ①各地～沼津（金目鯛釜飯の昼食）～伊豆パノラマパーク（ロープウェイに
乗って碧テラスから景色を眺望）～伊東温泉（泊）（夕食は約60種の海鮮バイキング
をお楽しみください）  ②伊東～城ケ崎（高さ23mの吊り橋を散策）～
いろり海産（海産物お買物）～大室山（リフトに乗って山頂から富士山など景色を
眺望と散策）～酪農王国オラッチェ（農園の洋食
ランチと動物とふれあい体験）～
三島わさび専門店～5051関19：50～各地

コース

東伊豆・伊東温泉 絶景ハイライト

門脇吊り橋（イメージ） 大室山（イメージ）

静岡県F-11（1泊）
65027-50・51

出発日 8月23 9月7・13・1950 津・関 8月24 9月8・1651 伊勢・松阪・関
出発時間 （各地乗車時間はお尋ねください）50 津・卸7：10～関8：30 51 伊勢車庫6：20～関8：30

碧テラス（イメージ）

（金目鯛釜飯の昼食）
（夕食は約60種の海鮮バイキング

をお楽しみください） （高さ23mの吊り橋を散策）
乗って碧テラスから景色を眺望）

（ロープウェイに

（リフトに乗って山頂から富士山など景色を
眺望と散策）

ぶらり歩きたい温泉街と美肌効果のラジウム泉

夕食（イメージ）

万翆楼宿泊

50 津・卸7：10～関8：30 51 伊勢車庫6：20～関8：30

7月22 8月2・27 9月12・2050 津・関
7月6・18・28 8月8・18 9月1・1451 伊勢・松阪・関

出発時間

出発日

（各地乗車時間はお尋ねください）
コース ①各地～西の屋（昼食）～白壁土蔵群の倉吉散策～
三朝温泉（泊）　②三朝～三徳山・投入堂遥拝所（遠方より参拝）
～海産物店～山陰松島（浦富海岸島めぐりクルーズ）～鳥取砂丘（海鮮丼御膳の昼食
と散策）～道の駅あわくらんど～
関18：40～各地

広間 鳥取県F-15（1泊）
67527-50・51

とっとり王道観光と三朝♨万翆楼

1名1室2名1室
43,000円34,000円

3～4名1室
32,000円
（1朝・2昼・1夕食・船）

（
お
ひ
と
り
）

旅
行
代
金

黒部ビューホテル宿泊

コース ①各地～石井味噌（信州味噌の蔵元ランチ）～松本城や町並み自由散策～
穂高神社～大町温泉（泊）
②大町～扇沢～（ロープウェイや
高原バスに乗ってアルペンルート
通り抜け）～立山駅～
5052関20：00～各地

立山ロープウェイ
（イメージ）

大町温泉と松本・穂高めぐりが魅力的 F-14（1泊）
65535-50・52

長野県・
富山県広間

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

2名１室3～4名１室
40,000円39,000円無印出発
43,000円

1名１室
47,000円
50,000円42,000円○印出発

（小学生3,000円引）（1朝・2昼・1夕食・アルペンルート）
※バスガイドはお供しません。添乗員が同行します。

出発日 7月8・31 8月⑥・17・21 9月4・15・㉔ 10月7・16・㉙50 松阪・関
7月28 8月7・⑳・28 9月⑩・16・30 10月⑮・23 11月⑤52 伊賀・関

出発時間 50 松阪車庫7：10～関8：30 伊賀車庫7：10～関8：3052 （各地乗車時間はお尋ねください）

立山黒部アルペンルート通り抜けと大町温泉

ホテル＆リゾーツ和歌山みなべ宿泊

南紀白浜アドベンチャーワールド 滞在4時間
パンダに会おう～紀州みなべ千里浜温泉～ 和歌山県F-12（1泊）

67022-50・51・52

楓浜（撮影日：2022年1月8日）
（イメージ）

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

1名1室2～4名1室
38,000円30,000円黒色無印
41,000円33,000円青色無印

設定なし39,000円□印出発
設定なし46,000円●印出発

42,000円34,000円青色○印

（1朝・1昼・1夕食・入場）※2日目の昼食は付いていません
※4才～小学生は4,000円引

 ①各地～黒潮市場（まぐろ御膳の昼食）～湯浅醤油
（醤油蔵見学）～紀州みなべ千里浜温泉（泊）  ②みなべ～紀州梅
の里なかた～アドベンチャーワールド（入場券付・自由昼食/
約4時間滞在）～5051関18：10～各地52伊賀18：10～各地

コース

7月16・㉘ 8月11・29 9月23・2952 関・伊賀

7月10・30 8月5・17・23 9月4・22・2850 津・関
7月11・21・㉕ 8月⑥・18・24 9月11・1751 伊勢・松阪・関

出発日

出発時間 50 津卸8：10～関9：30
関8：30～伊賀車庫10：1052

51 伊勢車庫7：20～関9：30
（各地乗車時間はお尋ねください）

まちのミニ動物園もお楽しみ

南信州 もも狩り＆食べ放題
スイートコーン狩り

コース
11,000円（4才～大小共通料金）（昼食・狩り）

旅行代金
（おひとり）

出発日

（各地乗車時間はお尋ねください）

7月19・24 8月2・1650 津・関

出発時間

7月21・27 8月7・13・1951 伊勢・松阪・関
7月30 8月5・1752 伊賀・関

50 津・卸7：10～関8：30 51 伊勢車庫6：20～関8：30
伊賀車庫6：50～関8：3052

桃狩り（イメージ） 飯田市動物園（イメージ）スイートコーン（イメージ）

長野県F-1（日帰り）
60433-50・51・52

 各地～そばの城（信州そばの昼食）～飯田市
動物園～スイートコーン2本狩り～桃園（2個狩り）～
とよおかマルシェ（桃食べ放題とお買物）～
505152関18：20～各地

意外と知らないマンゴーの生態

旅行代金
（おひとり）10,800円

愛知県F-2（日帰り）
60434-50・51

（大小共通料金）（昼食・フルーツ狩り）

マンゴー（イメージ） メロン（イメージ） ピーチ（イメージ）

（各地乗車時間はお尋ねください）出発時間
50 津・卸7：10～関8：30 51 伊勢車庫6：20～関8：30

 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・ピーチ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）～
5051関17：00～各地

コース

昼食（イメージ）

出発日
天空テラス（イメージ）

6月30 7月12・19・31 
8月6・13・19・26 9月4・11・15

コース

日本海と三方五湖のW絶景

三方五湖 絶景の天空テラスと
海の幸バイキング

6月29 7月11・23 8月5・18・31 
9月3・25

出発時間
旅行代金
（おひとり）10,800円（小学生1,000円引）（昼食・ケーブル）

福井県F-9（日帰り）
61344-51・52

メタセコイア（イメージ）

51 松阪・関

52 上野・御代

51 松阪車庫6：20～関7：40 上野車庫6：50～御代IC7：2052
（各地乗車時間はお尋ねください）

 各地～メタセコイア並木道～涼風景・瓜割の滝～
箸匠せいわ（オリジナルマイ箸作り体験）～若狭海遊バザール
千鳥苑（海の幸バイキング）～三方五湖レインボーライン
（ケーブルカーで登る絶景スポット！三方五湖・天空テラス）～
日本海さかな街～51関19：30～各地52御代IC19：30～各地

標高1100mの絶景が最高

天空リゾート・びわ湖テラス＆

人気のスイーツ店

天空リゾート・びわ湖テラス＆

人気のスイーツ店

旅行代金
（おひとり） 10,600円

（小学生1,000円引、3才～幼児お子様メニュー2,000円引）（昼食・ロープウェイ）

（各地乗車時間はお尋ねください）

無
印 11,400円□

印

出発時間

 各地～びわ湖テラス（ロープウェイで標高1,100mの
天空リゾートへ）～レストラン・オペラ（具だくさんのビーフ
シチューランチ）～びわ湖大橋米プラザ～ラ・コリーナ
近江八幡（かわいい 外観が人気のスイーツ店でお買物）
～5051関17：50～各地

コース

50 津・卸7：10～関8：30 51 伊勢車庫6：20～関8：30

昼食（イメージ）

（具だくさんのビーフ
びわ湖テラス（ロープウェイで標高1,100mの

天空リゾートへ）
シチューランチ）
近江八幡（かわいい 外観が人気のスイーツ店でお買物）

ラ・コリーナ

イメージ

滋賀県F-10（日帰り）
61331-50・51

出発日 7月15 8月5 9月12 10月12・2150 津・関
7月23 8月25 9月16 10月16・3051 伊勢・松阪・関

丹波フルーツお中元祭

マスクメロン（イメージ） 昼食（イメージ）桃（イメージ）

兵庫県F-7（日帰り）
61354-50・51

 各地～豆屋黒兵衛～ささやま玉水（神戸牛＆あわび
＆ホタテ3大味覚御膳）（マスクメロン・桃・パイナップル
など5つのフルーツお土産）～ささやま城下町（昔ながら
の街並み散策）～5051関18：10～各地

コース

12,800円（大小共通料金）（昼食・お土産）
旅行代金
（おひとり）

7月23・28 8月7・13・1950 津・関出発日

（各地乗車時間はお尋ねください）出発時間

7月24・29 8月6・14・2551 伊勢・松阪・関

50 津・卸7：30～関8：50 51 伊勢車庫6：40～関8：50

三元豚しゃぶランチ

桃とメロン（イメージ） ブルーベリー（イメージ） 昼食（イメージ）

長野県F-3（日帰り）
60467-50

出発日 8月6・10・1650 松阪・津・関

（各地乗車時間はお尋ねください）出発時間
50松阪車庫6：20～関8：30

10,800円（4才～小学生500円引）（昼食・狩り）
旅行代金
（おひとり）

名物ジャンボえびフライ

9,800円（2才～大小共通料金）（入場料・昼食・ぶどう狩り）

愛知県F-8（日帰り）
60469-50・51

旅行代金
（おひとり）
 各地～南知多ビーチランド（アシカ＆イルカショー）
～えびせんべいの里～まるは食堂りんくう店（名物ジャンボ
えびフライランチ）～めんたいパーク～岡崎駒立ぶどう狩り
（～8/12：デラウェア2房狩り・8/23～：巨峰1房狩り）
（ちょっぴり試食付）～5051関17：00～各地

コース

南知多まるは食堂ランチ
ビーチランド＆ぶどう狩り

イルカショー（イメージ） ぶどう狩り（イメージ） 昼食（イメージ）

7月22・28 8月2・11・23 
9月3・13・19

50 津・関出発日

（各地乗車時間はお尋ねください）出発時間
7月23 8月1・12・30 9月10・1551 伊勢・松阪・関

50 津・卸7：10～関8：30 51 伊勢車庫6：20～関8：30

岡崎「葵」武将隊がおもてなし! 愛知県F-6（日帰り）
60480-50・51

9,900円（大小共通料金）（昼食・フルーツ狩り・武将隊）
旅行代金
（おひとり）
 各地～えびせんべいとちくわの共和国～
蒲郡オレンジパーク（メロン1玉狩り）
（あさり釜まぶしの昼食）～幸田なし園（梨2玉狩り）～
岡崎公園（葵武将隊と行く岡崎公園歴史めぐり）～
カクキュー八丁味噌の郷（味噌蔵見学）～
岡崎駒立ぶどう狩り（巨峰1房狩り）～
5051関17：50～各地

コース

メロン狩り（イメージ） ぶどう狩り（イメージ） 葵武将隊（イメージ）

8月25 9月1・8・1050 津・関出発日

（各地乗車時間はお尋ねください）出発時間
8月22 9月1251 伊勢・松阪・関

50 津・卸7：10～関8：30 51 伊勢車庫6：20～関8：30

出発日 7月22・31 8月8・1350 津・関
7月23・29 8月1・751 伊勢・松阪・関 ♥は出発決定日

駒ヶ根 フルーツ＆ベジ大作戦
もも・メロン・ブルーベリー・とうもろこし

 各地～三和観光農園（ブルーベリー狩り食べ放題）
～駒ヶ根（三元豚しゃぶの昼食）（桃とメロン食べ放題）
～みはらしファーム（とうもろこし3本狩り）～
50関18：30～各地

コース

三河メロン・梨・巨峰三種狩り
メロン3玉もちかえり

渥美メロン狩り&食べ放題

14,400円（3才～小学生3,000円引 ※メロン2玉狩りと
 1玉土産はつきません）
（昼食・メロン）

旅行代金
（おひとり）

5051関18：30～各地帰着

愛知県F-4（日帰り）
60398-50・51

（各地乗車時間はお尋ねください）出発時間
50松阪車庫6：20～関8：30 51 伊勢車庫6：20～関8：30

5051関18：20～各地帰着

メロン2玉狩りと半玉おやつ付き
伊良湖メロン狩りと朝どれ海鮮料理

13,000円旅行代金
（おひとり）

（3才～幼児2,000円引
※メロン2玉狩りは
つきません）
（昼食・メロン）

愛知県F-5（日帰り）
60416-50・51

（各地乗車時間はお尋ねください）出発時間
50松阪車庫6：20～関8：30 51 伊勢車庫6：20～関8：30

（大小共通料金）

マスクメロン1玉＆もも1箱
神戸牛＆活きアワビランチ6月27 7月4・11・17・22 8月6・1250 松阪・津・関出発日

6月30 7月26 8月2451 伊勢・松阪・関 ♥は出発決定日

6月25 7月13・23 8月1050 松阪・津・関出発日
7月3・2951 伊勢・松阪・関 ♥は出発決定日

詳しくは

詳しくは

三重交通グループ 北勢地区の出発もあります
チラシご希望の方にはご送付いたします

バスツアー
※当日の乗客が少なく空席がある場合でも払い戻しはいたしません
※お一人様1席追加確保に限る　※会員貸切には適用いたしません

2席をひとりで広々使う2席をひとりで広々使う
ワイドバス
…5,000円4,000円ひとりで2席

1席1日
につき

隣席確保料隣席確保料 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。

GoToトラベル再開時の割引適用について

カッコーパルックの公式LINE
お得な情報を随時配信しています
★今なら新規お友達登録で
300円引クーポン
プレゼント！

他のグループとの
バス席
相席あり

このマークがあるコースで奇数人員での参加
は他のグループと相席となる場合があります。

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。

お友達
募集中！ 詳しくは

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

当チラシ作成時点ではGoToトラベル事業は一時停止です。再開の公式発表
以前のご予約も、再開時に定められた支援ルールに基づき割引等の適用をす
る予定です。それまでは各プラン表示の旅行代金でのお支払いとなります。

夏旅

（バス1台定員40名以下）
Kak k o Pa l o o k b u s to u r

カコハル
の

2022.

6～10月 三重（中南勢）


