
カッコーパルック/バス2212冬号/D4/4C/三重・北勢_おもて

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！

052-563-7500
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

桑名サンシパーク
☎（0594）31-8121

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）

営業時間10：00～18：00（木曜休み）総合旅行業務取扱管理者　片山 葵莉子

三重交通 四日市旅広場
☎（059）353-2488
営業時間10：00～18：00（水・日・祝休み）

受託販売
特約店

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
八風バス

名阪近鉄バス
三重急行

名阪近鉄旅行
直営窓口

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▶
▶▶▶▶▶▶▶▶

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

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

大人気の桔梗信玄餅詰め放題

石和びゅーほてる宿泊

山梨県N-7（1泊）
64527-40

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

0名１室0～0名１室
00,000円00,000円無印出発
00,000円00,000円○印出発

（□□・□□・□□・□□・□□）

広間

 ①各地～長寿村権六（ほうとうの昼食）～
八ヶ岳リゾートアウトレット～武田神社～いさわ温泉（泊）
②石和～彩石の蔵～シャトー勝沼～桔梗信玄餅工場（信玄餅詰め放題）～
信玄館（山梨3大肉の昼食）～忍野八海～
桑名Ⓑ19：20～各地

コース
出発時間
出発日 1月10・⑭・26 2月7・14・2040 鈴鹿～桑名Ⓑ

鈴鹿6：20 日永7：00 四日市7：15 桑名Ⓑ8：0540

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

1名１室2～5名１室
34,000円27,000円無印出発
39,000円32,000円○印出発

（1朝・2昼・1夕食・信玄餅詰め放題）

山梨いさわ温泉 富士北麓・忍野八海
全景（イメージ）

グランドホテル太陽宿泊

千葉県N-11（1泊）
64528-40

出発時間
 ①各地～御殿場（昼食）～東京湾アクアライン・海ほたる～
東京ドイツ村（菜の花など見学）～房総・白浜温泉（泊）  
②白浜～道の港まるたけ（海産物お買物）～
鴨川シーワールド（シャチのショーなどを見学）
～ザ・フィッシュ（昼食）～アクアライン～
桑名Ⓑ20：00～各地

コース
鈴鹿6：20 日永7：00 四日市7：15 桑名Ⓑ8：0540

出発日 1月27 2月5・10・27 3月2・⑪・17・26・2940 鈴鹿～桑名Ⓑ

広間全室オーシャンビュー！南房総最南端のホテル

一足早い春の房総半島・白浜温泉と鴨川シーワールド

鴨川シーワールド（イメージ） 夕食（イメージ）東京ドイツ村（イメージ）

お刺身5種食べ放題お刺身5種食べ放題

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

1名１室2～4名１室
49,000円35,000円無印出発
53,000円39,000円○印出発

（1朝・2昼・1夕食・入場料）
4才～小学生は3,000円引

三国観光ホテル宿泊

東尋坊温泉に泊まる北陸冬のグルメ旅 広間

出発日 1月⑧・16・22・29 2月8・17・㉕ 
3月④・10・22・26

40 鈴鹿～桑名Ⓑ

出発時間 鈴鹿6：30 日永7：10 四日市7：25 桑名Ⓑ8：1540

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

1名１室2～4名１室
45,000円38,000円無印出発
49,000円42,000円○印出発

（1朝・2昼・1夕食・入場）

コース ①各地～新オープン・一乗谷朝倉氏遺跡博物館～話題の人気店油揚げの
老舗谷口屋（昼食）～羽二重餅の古里～東尋坊～東尋坊温泉（泊）  
②東尋坊～おみやげの駅さいさいいちば～金沢
ひがし茶屋街～千里浜なぎさドライブウェイ～
千里浜（焼きカキ食べ放題の昼食）～
桑名Ⓑ18：40～各地

福井県N-9（1泊）
65541-40

夕食（イメージ）

福井ズワイ蟹会席と石川焼カキ食べ放題

シェフによる“ライブキッチン”ディナーバイキング 島根県N-10（1泊）
67532-40

出発時間
 ①各地～西の屋（昼食）～足立美術館～松江しんじ湖（泊）
②松江～出雲大社～大根島・由志園（カニしぐれ御膳の昼食）～海産物店～
お菓子の壽城～鈴鹿19：40～各地

コース

ワイドバス出発日 1月4・16・24 2月2・14・20 3月❹・22
出発日 1月9・15・27 2月12 3月10・17・2840 鈴鹿～桑名Ⓑ

桑名Ⓑ6：55 四日市7：45 日永8：00 鈴鹿8：4040

出雲大社と足立美術館 松江しんじ湖
出雲大社  神楽殿（イメージ）

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

１名１室2名１室3～4名１室
36,000円34,000円32,000円無印出発
42,000円39,000円37,000円●印出発

（1朝・2昼・1夕食・入場）

出発時間

2泊3日 愛媛・道後温泉と安芸の宮島 厳島神社

夕食（2日目：イメージ）道後温泉別館  飛鳥乃湯泉（イメージ）

①ホテルルナパーク ②ホテルみや離宮宿泊

広間 1日目
2
日
目

1
日
目

出発日 1月17・29 2月13・24 3月11 4月11・㉑40 鈴鹿～桑名Ⓑ
桑名Ⓑ6：55 四日市7：45 日永8：00 鈴鹿8：4040

愛媛県
広島県

N-8（2泊）
67534-40

宿泊 ホテル一畑
（2021年5月リニューアル）

お詫び特典：1月・2月出発の方は
館内利用券 一人1,000円分付

※12～2月末まで大浴場の改修工事につき、ご利用できません。

忍野八海（イメージ）

まつやまに泊まろう割5,000円割引（2/28まで）（2/28まで）
新型コロナウイルスワクチン3回接種済又は検査結果（陰性）の提示でお得に!

●割引を受けるには「ワクチン・
　検査パッケージ」条件を満
　たすことが必須です。
●専用の同意書・利用明細書
　をご持参下さい。

●感染状況等により政府や愛媛県、松山市
　がキャンペーン中止を判断する場合があ
　ります。
●お取消料は通常旅行代金にかかります。

 ①各地～淡路（自由昼食）～
道後温泉（泊）  ②道後～タオル美術館
～今治（昼食）～千光寺公園～宮島口
～連絡船～宮島（泊）
③宮島【世界遺産・厳島神社を各自で
参拝】～連絡船～宮島口～最上稲荷
（参拝・昼食）～鈴鹿19：30～各地

コース 旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

59,000円無印出発
65,000円□印出発
67,000円○印出発

（2朝・2昼・2夕食・連絡船）※1日目の昼食は付いていません。

54,000円
60,000円

5,000円
5,000円

通常代金2～4名１室

※3/1以降出発は「まつやまに泊まろう割」の割引対象外です。

お支払い額
2/28発まで割引額

設定なし設定なし

温泉街の湯畑・手湯・足湯や散策を楽しむ

ホテルヴィレッジ宿泊

群馬県N-2（1泊）
64526-40

ワイドバス出発日 1月12 2月22 3月10・⑱

“源泉かけ流し”草津温泉・ホテルヴィレッジと軽井沢

出発時間

出発日 1月⑧・24 2月1・10・13・18 3月5・14・22・3140 鈴鹿～桑名Ⓑ

鈴鹿6：30 日永7：10 四日市7：25 桑名Ⓑ8：1540

コース ①各地～きのこ村深山（お煮かけそばの
昼食）～草津温泉（泊）
（湯畑の温泉街を散策）  ②草津～浅間酒造～
旧軽井沢銀座散策～善光寺（精進料理の昼食）
～桑名Ⓑ19：30～各地

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

1名１室2～4名１室
35,000円29,000円無印出発
47,000円35,000円□印出発
設定なし40,000円○印出発

（1朝・2昼・1夕食）

ディナーバイキング（イメージ）湯畑（イメージ） 旧軽井沢（イメージ）

※水曜日出発は浅間酒蔵に
　立寄りません。

上州牛のすき焼き・お寿司など
約40種類
上州牛のすき焼き・お寿司など
約40種類

下田ビューホテル宿泊

静岡県N-1（1泊）
65028-40

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

2名１室3～4名１室
30,000円27,000円無印出発
35,000円

1名１室
38,000円
43,000円32,000円○印出発

（1朝・2昼・1夕食・入場料・遊覧船）

出発時間

南伊豆・下田温泉 “絶景の宿”とぐるり半島7大巡り

 ①各地～沼津（金目鯛釜飯の昼食）～❶浄蓮の滝～❷下田港黒船クルーズ
（1・3月出発予定）又は河津桜まつり（2月出発予定）～下田温泉（泊）  
②下田～海産物店～❸龍宮窟（天窓が広がる洞窟）～❹アロエセンター～
❺石廊崎あいあい岬～
❻土肥金山（昼食と入場）～
❼三島わさび専門店～
桑名Ⓑ19：30～各地

コース

夕食（イメージ） 名
物
、金
目
鯛
三
大
料
理
付

出発日 1月9・13・19・25・㉘ 2月1・6・9・12・15・17・23 
3月1・④・16・19・24・28

40 鈴鹿～桑名Ⓑ

鈴鹿6：20 日永7：00 四日市7：15 桑名Ⓑ8：0540

黒船「サスケハナ」（イメージ）河津桜（イメージ）

里山里海のローカル列車「のと鉄道」にご乗車

ホテルこうしゅうえん宿泊
※千里浜なぎさドライブウェイは悪天候により通行止めとなる場合があります。

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

1名１室2～4名１室
47,000円39,000円無印出発
51,000円43,000円○印出発

（1朝・1昼・1夕食・ミールクーポン・入場）

石川県N-3（1泊）
65544-41

出発時間
出発日 1月20・25・29 2月3・⑪・24 3月1・5・⑪・16・24

日永6：40 四日市6：55 桑名Ⓑ7：4541

広間

のと鉄道（イメージ） 夕食（イメージ）

 ①各地～ひみ番屋街（自由昼食/1,000円分の金券付）～和倉-里山里海を
眺望するローカル線「のと鉄道」に乗車-穴水～『あぜのきらめき』イルミネーション
（3月12日出発まで）～輪島温泉（泊）  ②輪島～輪島・朝市～宇宙科学博物館 
コスモアイル羽咋（アポロ月着陸船などを展示/
案内人付で解説）～千里浜なぎさドライブウェイ～
寿司割烹小林（昼食）～兼六園～桑名Ⓑ19：50～各地

コース

兵庫県N-6（1泊）
67025-40

コース

温泉（イメージ）

温泉テーマパーク「太閤の湯」入浴券付

有馬温泉「金泉銀泉」の宿 有馬きらり
soraかさい「紫電改」と世界

遺産姫路城

画像提供：神姫バスグループ

soraかさい

 ①各地～神戸中華街（中華ランチと散策）～北野異人館エリア（散策）～
有馬温泉（泊）（15：30頃到着。各自で温泉街を散策）（温泉テーマパーク「太閤の湯」
入場券付）  ②有馬～新名所soraかさい（「紫電改」の
実物大模型など歴史にまつわる展示）～姫路（昼食と
姫路城や好古園など散策/入場は各自負担）～
鈴鹿17：20～各地

有馬きらり宿泊

桑名Ⓑ7：15 四日市8：05 日永8：20 鈴鹿9：0040出発時間

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

2～4名１室
33,000円無印出発
35,000円□印出発

（１朝・２昼・１夕食・入浴券）

出発日 2月6・19 3月7・19 4月2・2440 桑名Ⓑ～鈴鹿

夕食（イメージ）

岡山の名所をとことん巡ります！

鷲羽グランドホテル備前屋甲子宿泊

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

1名１室2～4名１室
42,000円34,000円無印出発
46,000円38,000円○印出発

（1朝・2昼・1夕食・狩り）

 ①各地～おさふねサービスエリア（昼食）～岡山後楽園（入場）～
鷲羽山展望台～鷲羽温泉（泊）
②鷲羽～倉敷美観地区～吉備津神社～
西の屋菊ヶ峠（昼食）～いちご狩り食べ放題～
鈴鹿19：10～各地

コース

岡山県N-4（1泊）
67531-40

出発時間 桑名Ⓑ6：55 四日市7：45 日永8：00 鈴鹿8：4040
出発日 1月6・22 2月2・12・24 3月1・⑱ 4月2・20・2840 桑名Ⓑ～鈴鹿

広間

̶夕日と瀬戸大橋の絶景̶ 鷲羽温泉
岡山後楽園と倉敷美観地区＆いちご狩り

わしゅう

岡山後楽園（イメージ） 露天風呂（イメージ） 夕食（イメージ）

鳥取県N-5（1泊）
68324-40

出発時間

広間

 ①各地～西の屋（まつり寿司と牛すき焼き御膳の昼食）～
白壁土蔵群の倉吉散策～はわい温泉（泊）  ②はわい～因幡の白うさぎ 白兎神社～
賀露港海産物店～鳥取砂丘（ズワイ蟹づくし御膳の
昼食と散策）～粟倉～鈴鹿18：20～各地

コース

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）

2～4名１室
34,000円無印出発
39,000円○印出発

（1朝・2昼・1夕食）

出発日 1月6・㉑・26・31 2月10・12・16・24 3月8・16・24・3040 鈴鹿～桑名Ⓑ
桑名Ⓑ6：55 四日市7：45 日永8：00 鈴鹿8：4040

ホテル全景（イメージ） 大浴場（イメージ） 夕食（イメージ） 2日目の昼食（イメージ）

2日目は
ズワイ蟹づくしの昼食

足元ゆったり化粧室・トイレ付ワイドバスで行く

山陰はわい温泉「望湖楼」と
倉吉・白兎神社・鳥取砂丘

はくと

望湖楼宿泊

能登半島・輪島温泉 ずわい蟹1杯付き会席
棚田を彩るイルミネーション「あぜのきらめき」

（イメージ）

お詫び特典：1月・2月出発の方は館内利用券 一人500円分付
※1月～2月末まで、湖上露天風呂は改修工事のためご利用できません。

あぜのきらめきイルミネーション（3月12まで）

河津桜まつり（期間2月予定）、1・3月は黒船クルーズ

幕末にタイムスリップ！
（1・3月出発予定）
幕末にタイムスリップ！
（1・3月出発予定）

河津桜まつり（2月出発予定）河津桜まつり（2月出発予定）

全国旅行支援の1月以降の開始に伴う
補助金適用について

当該事業は一旦12/27で終了です。1月以降（開始日）
は、正式発表後に定められた支援ルールに基づき割引等
を適用する予定です。それまでの間にご予約され対象と
なる方には当社より個別にご連絡させていただきます。

お知らせ
当社の実施するバスツアーはバスガイドがお供しない場合が
あり、その時は添乗員（ツアースタッフ）が同行いたします。

※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
…4,000円3,000円ひとりで2席

1席1日
につき

隣席確保料隣席確保料

バス座席
について

日帰りコースは奇数人員での参加は他のグループと相席
になる場合がありますので予めご了承のうえお申し込み
ください。（宿泊コースは当面の間相席はありません）

2022. 2023.

12～3月 三重（北勢）
中南勢地区の出発もあります中南勢地区の出発もあります中南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

三重交通
グループ

Kakko Palook bus tour

冬旅
このマークのコースに
設定日あり

足元ゆったりシートで快適に!
化粧室・トイレ付 車内装備

・USBポート
・プラズマクラスター
・無料Wi-Fi

（草津温泉・松江しんじ湖・はわい温泉）

空
席
コ
ー
ス
の

チ
ェ
ッ
ク
は

こ
ち
ら

まだ間に合う！（支援補助金＋地域クーポン※一部除く）
全国旅行支援は

12月27日まで延長決定！！
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。

詳しくは
❶バス車内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



カッコーパルック/バス2212冬号/D4/4C/三重・北勢_うら

■帰着予定時間（目安）
桑名Ⓐ 桑名Ⓑ 四日市 日永 鈴鹿
記載時間桑名から帰着 20分後 65分後 75分後 －
20分後 記載時間 45分後 55分後 85分後
－鈴鹿・日永から帰着 85分後 40分後 30分後 記載時間

75分後 55分後 10分後 記載時間 －

桑 名 Ⓐ（桑名駅バスターミナル0番）

桑 名 Ⓑ（桑名サンシパーク乗り場看板前）P

四 日 市（近鉄四日市駅バスターミナル1番）

日　　永（日永カヨー専用駐車場）P

鈴　　鹿（鈴鹿ハンター乗り場看板前）P

当社及びご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者
は、旅行のお申込みの際に提出した個人情報を、お客様
との連絡や運送・宿泊施設等の手配のため
に利用するほか、必要な範囲において当該
機関に提出します。その他の方針は当社
ホームページにてご確認ください。

・集合時間は出発時間の10分前
・出発日7日前以降の乗車場所変更は受付でき
ません
・運転手拘束時間や集客状況など当社の都合
により集合および解散場所まで予告なく専用
車又は他方面行バスにて本体バスに接続乗
換えいただく場合があります
・バス車内は禁煙です 
・バス座席指定は当社にお任せいただきます
・お客様駐車場利用の方はグループ同士の乗
合わせにご協力ください（台数制限有）

宿泊
日帰り

旅行代金の

出発日の20日前～8日前
出発日の10日前～8日前

20％
出発日の前日

40％
当日
50％

出発日の
7日前～2日前

30％

無連絡不参加及び
旅行開始後
100％

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
①お申込み/・当社が予約承諾の旨を通知し指定する日までに申込書と申込金（20％）又は全額を納め正式契約といたします
・原則として予約時点に未成年の方の単独参加は親権者の方の同意書を提出いただきます。また、旅行開始時点で15歳未満
及び中学生以下の方は親権者の同意書と保護者同行を条件とします・身体に障害等特別な配慮が必要となる方はその旨を
お申し出ください。コース内容や受入れ施設の事情等でお断りする、又は介助者等同行を条件とさせていただく場合があり
ます　②旅行代金/・出発の14日前までに納めてください・各コースに記載がない場合は満12歳以上の方は大人代金、 満6
歳以上の方に小人代金を適用します（航空機利用は満3歳以上に小人代金適用）・旅行代金には規定の交通費（バス運賃、通
行料等）、観光・食事費（各コース記載）、宿泊代（宿泊コース）、団体行動の諸費用、消費税等を含めた包括料金となります。宿
泊コースで幼児参加に対し施設使用料を申し受ける場合があります　③最少催行人員/25名（又はコースに記載）に満たな
い場合は旅行実施を中止させていただく場合があります。その際は原則、日帰りコースとして14日前、宿泊コース21日前に

連絡いたします。少人数の時は中型・小型バスを利用する場合があります ④発着時間/各コース記載（又はお渡しする日程
表）によります。なお天候、交通渋滞および交通機関等のスケジュール変更で延着することがあります　⑤宿泊/部屋指定プ
ランのない場合は和室・和洋室・洋室のいずれかを使用します。（禁煙・喫煙はお選びいただけません）
⑥貸切バス/原則「三重交通グループ（名阪近鉄バス・三重交通・三重急行・八風バス）」利用。航空商品等で現地バス利用は日
程表に記載します　⑦添乗員/原則同行なし　⑧旅程管理/お客様の安全かつ円滑な旅行を行うため旅行中の旅程管理は
添乗員代行者（バス乗務員等）および総括管理「名阪近鉄旅行ツアー予約センター」で行います　⑨取消料/お客様の都合に
より取消する場合、人員減、出発日及びコース変更は次表に定める取消料を申し受けます。グループ1室（個室型）コースで人
員変更の場合は取消料の他に最終参加人員による旅行代金との差額をいただきます
（出発日の前日から起算　※取消受付時間はお申込み場所の営業時間内となります）

旅行条件・旅行代金の基準日　2022年11月28日

幼児バス座席使用料についてご乗車についてのご案内

個人情報の取扱について

幼児同伴の方はお申し込み時に予約をお願いします
（無予約の場合は参加できません）

※幼児代金のあるコースはその代金を優先し適用

詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みくださいご案内集合場所一覧Pは無料駐車場有（予約制）

幼児１名につき1席
（6歳未満の方が対象） 1日に付 3,000円

丹波牛どーんと500ｇお土産！

神戸牛・丹波牛・三田牛
兵庫ブランド牛食べくらべ御膳

13,000円（大小共通料金）（昼食・お土産）
旅行代金
（おひとり）
 各地～豆屋黒兵衛～亀岡出雲大神宮（金運・長寿・
縁結び）～丹波ささやま玉水（ブランド牛食べくらべの昼食
と丹波牛お土産500g）～まけきらい稲荷（開運大勝利
祈願）～42鈴鹿18：00～各地43桑名Ⓑ18：10～各地

コース

お土産（イメージ）昼食（イメージ）

兵庫県N-27（日帰り）
61418-42・43

出発日

出発時間 四日市7：35 日永7：50 鈴鹿8：3042
桑名Ⓐ7：50 桑名Ⓑ8：2043

1月7・14・19・29 2月5・13・2442 四日市～鈴鹿
1月3・15・30 2月4・9・1743 桑名

シェフのファイアーパフォーマンスショー

近江牛鉄板焼きグルメと
ローザンベリー・ひかり奏でる丘

滋賀県N-28（日帰り）
61420-41・42

出発日 1月441 四日市～桑名

出発時間 41 日永8：55 四日市9：10 桑名Ⓑ10：00
日永8：55 鈴鹿9：3542

1月5・842 日永～鈴鹿

 各地～エアーかおる本丸（吸水性抜群のタオル直売店）～
鉄板ダイニング天満（一頭買い専門店で近江牛鉄板焼きの昼食）
～彦根城下町散策～ローザンイルミ・ひかり奏でる丘
（関西最大級のイルミネーション鑑賞）～
41桑名Ⓑ19：30～各地42鈴鹿19：40～各地

コース

イルミネーション（イメージ） 昼食（イメージ） 鉄板焼シェフ（イメージ）

9,900円（4才～大小共通料金）（昼食・入場料）
旅行代金
（おひとり）

古都奈良に早春を告げる伝統行事

奈良・若草山焼きと大花火＆春日大社奈良・若草山焼きと大花火＆春日大社

9,000円（大小共通料金）（夕食）※昼食は付いていません。

◆奈良礼賛　若草山焼き◆
若草山焼きは新年を飾る炎の祭典です。18時頃花火が打ち上げられ、
その後山焼きが始まります。若草山やその付近で各自自由見学となります。
※専用の観覧席はありません。屋外のため暖かい服装でご参加下さい。
※バスガイドがお供しない場合があります。

旅行代金
（おひとり）

※長時間露光により撮影したもので、
　実際の見え方とは異なります。

出発日
出発時間

奈良県N-29（日帰り）
61424-40

1月2840 桑名Ⓑ～鈴鹿

 各地～春日大社～神仙境（早めの夕食）～
若草山焼きと大花火～鈴鹿21：40～各地
コース

40桑名Ⓑ11：45 四日市12：35 日永12：50 鈴鹿13：30

（イメージ）

（イメージ）

イルカショーもお楽しみ

南知多いちご狩りとまるは食堂
名物ジャンボ海老フライランチ
南知多いちご狩りとまるは食堂
名物ジャンボ海老フライランチ

愛知県N-26（日帰り）
60572-41・42

出発日 1月28 2月8・18・27 3月7・18・2941 四日市～桑名

出発時間 41 日永7：20 四日市7：35 桑名Ⓑ8：25
日永7：20 鈴鹿8：0042

1月26 2月4・14 3月4・2442 日永～鈴鹿

 各地～えびせんべいの里～
南知多ビーチランド（イルカショーや水族館見学）～
まるは食堂（ジャンボ海老フライランチ）～
めんたいパーク～知多（いちご狩り食べ放題）～
41桑名Ⓑ16：50～各地42鈴鹿17：10～各地

コース
10,000円（2才～大小共通料金）（入場・昼食・いちご狩り）

旅行代金
（おひとり）

いちご狩り（イメージ） 昼食（イメージ） イルカショー（イメージ）

写真提供：若草山焼き行事実行委員会

初富士！清水港ミニクルーズ付

出発日

12,800円（３才～大小共通料金）（昼食・船・いちご狩り）

静岡県N-21（日帰り）
60565-41

旅行代金
（おひとり）

出発時間

コース

41 日永7：00 四日市7：15 桑名Ⓑ8：05

1月3・5・13・16・21・30
2月5・9・15・20・25・28
3月3・6・11・16・21・25

41 四日市～桑名

12,000円（3才～大小共通料金）（昼食・いちご狩り・アップルパイ作り）
旅行代金
（おひとり）
コース

長野県N-23（日帰り）
60574-41・42

出発時間

出発日

41 日永7：00 四日市7：15 桑名Ⓑ8：05
日永7：00 鈴鹿7：4042

1月24・28 2月4・7・13 
3月2・5・15・24・29

41 四日市～桑名

1月21・30 2月6・18・28 3月8・20・3142 日永～鈴鹿

8,800円（3才～大小共通料金）（昼食・いちご狩り）
旅行代金
（おひとり）

 各地～岡崎市東公園（サルやうさぎがいる動物園）～
蒲郡オレンジパーク（カニランチ）&（いちご狩り食べ放題）
～蒲郡海鮮市場～菟足神社（大きなうさぎの置物がお出迎え）
～ちくわの里～41桑名Ⓑ17：40～各地42鈴鹿18：00～各地

コース

愛知県N-25（日帰り）
60576-41・42

出発日 12月23・25 1月5・7・20 2月7・12・2241 四日市～桑名

出発時間 41 日永7：10 四日市7：25 桑名Ⓑ8：15
日永7：10 鈴鹿7：5042

12月24 1月9・25 2月4・2342 日永～鈴鹿

石垣いちご狩りと
焼津お寿司15種食べ放題

昼食（イメージ）

昼食（イメージ） いちご（イメージ）

 各地～焼津さかなセンター（お寿司食べ放題の昼食）
～エスパルスドリームプラザ～富士山清水みなとクルーズ
～石垣いちご狩り（食べ放題）～41桑名Ⓑ19：20～各地

 各地～みはらしファーム（いちご狩り食べ放題）
～駒ヶ根（３大肉しゃぶの昼食）～光前寺（参拝）～
三和観光農園（アップルパイ作り体験）～飯田（おしるこご賞味）
～41桑名Ⓑ18：30～各地42鈴鹿18：50～各地

旬の楽しみもりだくさん

三河いちご狩りとカニランチ
干支うさぎ参りお得ツアー

いちご（イメージ） 昼食（イメージ）菟足神社（イメージ）

※1/3は豆屋黒兵衛には立寄りません。

幸せ満腹♡ぶた＆とりはタベホーダイ

本格炭火手焼き

11,500円（3才～大小共通料金）（入場・昼食・いちご狩り）
旅行代金
（おひとり）

 各地～半田赤レンガ建物（赤レンガの歴史展示）
～うなぎの兼光（特上うな丼の昼食）～蒲郡海鮮市場～
蒲郡（いちご狩り）～41桑名Ⓑ18：10～各地42鈴鹿18：30～各地

コース

うなぎ（イメージ）

愛知県N-24（日帰り）
60571-41・42

三河一色産うなぎの兼光
特上うな丼といちご狩り

かね みつ

いちご狩り（イメージ）

出発日 1月11・19・30 2月9・2541 四日市～桑名

出発時間 41 日永9：20 四日市9：35 桑名Ⓑ10：25
日永9：20 鈴鹿10：0042

1月13・27 2月842 日永～鈴鹿

お年玉企画 豊川稲荷初詣で

渥美半島でＳＤＧｓと初物いちご狩りと
伊良湖新春バイキングと初詣

出発日

7,800円

愛知県N-22（日帰り）
63179-41

旅行代金
（おひとり）

出発時間

コース

昼食（イメージ）いちご狩り（イメージ）

41 桑名Ⓑ8：00四日市7：10日永6：55

※このコースは地域一体となった観光地の再生・観光サービスの
　高付加価値化事業のため、アンケートにご協力いただきます。

41 四日市～桑名

特別価格 （小学生300円引/
 3才～幼児800円引）
（昼食・いちご狩り）

 各地～マルカベジフル（ＳＤＧｓ・養蜂家による
ミツバチと農産物のお話）…いちご狩り（食べ放題）～
伊良湖オーシャンリゾート（新春バイキング）～道の駅
田原（ＳＤＧｓ・廃棄野菜のドレッシングづくり実演見学）
～豊川稲荷初詣で～桑名Ⓑ18：50～各地

信州和牛 三元豚 福味鶏 肉しゃぶ
伊那いちご狩りとアップルパイ作り

いちご（イメージ）

清水港（イメージ）
♥は出発決定日1月8・14

ユミカツラのドレスコレクション展 福井県N-13（日帰り）
61386-41

出発日

出発時間 41 日永7：00 四日市7：15 桑名Ⓑ8：05

 各地～小牧かまぼこ～気比神宮～
塩荘すずかけ亭（ずわい蟹尽くしの昼食）～BRIDAL 
LAND WAKASA（ユミカツラのドレスを展示）～
日本海さかな街～41桑名Ⓑ17：50～各地

コース

●カニ姿1杯 ●カニ鍋 
●焼カニ 
●カニ脚入り天ぷら 
●カニせいろ蒸し 
●カニ脚入りお刺身2種盛り
●カニ茶碗蒸し 
●おろし蕎麦
●和え物 ●漬物

昼食（イメージ）

敦賀 「ずわい蟹づくし」
　　 約２杯使用

島の名物料理に舌鼓

日間賀島ふぐ尽くし会席
愛知県N-15（日帰り）

60523-41

 各地～つくだ煮街道～片名港～
三河湾クルーズ（海上タクシーいそなぎ）～西港…日間賀島・
大海老（ふぐ尽くしの昼食と島内散歩）…西港～片名港
～えびせんべいの里～めんたいパーク～
41桑名Ⓑ16：30～各地

コース

出発日 1月13・24 2月4・27 3月10・2541 四日市～桑名

出発時間 41 日永7：00 四日市7：15 桑名Ⓑ8：05

●てっぴサラダ 
●とらふぐ刺身
●とらふぐ鍋 ●ふぐ唐揚げ
●茹でたこ足1本 ●たこ釜めし
●赤だし ●フルーツ

【お品書き】【お品書き】

13,000円（大小共通料金）（昼食・入場）
旅行代金
（おひとり）

旅行代金
（おひとり）13,600円

12月23 1月21・27 
2月5・11・23 3月5・10・15

41 四日市～桑名

（小人お子様メニュー3,000円引）
（昼食・乗船料）

人気の海鮮を一度に堪能！

蟹・のどぐろ・アワビ・ふぐ・ブリ
日本三景・天橋立 絶品海鮮づくし

13,400円（大小共通料金）（昼食）
旅行代金
（おひとり）
 各地～天橋立（蟹・のどぐろ・ふぐ・ブリ・アワビ
海鮮御膳）…天橋立・文殊エリア（知恵の文殊堂や松並木
など自由散策/天橋立ビューランド割引）～
豆屋黒兵衛～
42鈴鹿18：30～各地43桑名Ⓑ18：40～各地

コース

●焼きがに ●かに鍋 
●のどぐろ陶板焼き ●ブリしゃぶ 
●ふぐ刺し　●焼きあわび 
●橋立そば ●小鉢 ●御飯 
●吸い物 ●香の物

【お品書き】【お品書き】

昼食（イメージ）

京都府N-12（日帰り）
61419-42・43

出発日

出発時間 四日市7：35 日永7：50 鈴鹿8：3042
桑名Ⓐ7：50 桑名Ⓑ8：2043

1月4・21 2月5・22 3月5・2842 四日市～鈴鹿
1月9・27 2月13 3月1443 桑名

オープンキッチンできたてバイキング

うさぎづくしの岡崎神社と
千本鳥居・伏見稲荷大社

8,900円（4才～小学生1,000円引）（昼食）
旅行代金
（おひとり）

 各地～京つけもの大安～平安の森京都
（バイキングの昼食）～岡崎神社（2023年の干支！
うさぎを祀る神社）～伏見稲荷（朱塗りの千本鳥居など、
お稲荷さんの総本宮）～42鈴鹿18：10～各地43桑名Ⓑ18：20～各地

コース

伏見稲荷（イメージ） 岡崎神社（イメージ） バイキング（イメージ）

京都府N-19（日帰り）
61414-42・43

出発日

出発時間 四日市7：45 日永8：00 鈴鹿8：4042
桑名Ⓐ8：00 桑名Ⓑ8：3043

1月1・7・11・28 2月2・1842 四日市～鈴鹿
1月4・14・18・22 2月12・2843 桑名

化粧室付ワイドバス利用

 お正月特別 白樺湖 池の平ホテル
カニ・すし・おせちバイキングと諏訪大社

出発日

14,000円（3才～小学生1,000円引）（昼食）

長野県N-20（日帰り）
60568-41

旅行代金
（おひとり）

出発時間

コース

●カニ　●寿司
●おせち　●刺身
●ローストビーフ
●フカヒレスープ
●山賊焼き　●デザート
など約30種類

【お正月特別バイキング】【お正月特別バイキング】

昼食（イメージ）

41 日永7：00 四日市7：15 桑名Ⓑ8：05
1月１・２・３41 桑名

老舗料亭で味わう自家製生ゆば料理

京料理いそべ・京ゆばづくし御膳と
八坂神社・下鴨神社・河合神社

出発日

10,600円（大小共通料金）（昼食）

京都府N-18（日帰り）
61417-40

旅行代金
（おひとり）

出発時間

 各地～井筒八ッ橋～京料理・いそべ（自家製
京ゆばづくし御膳）…祇園（八坂神社や祇園花街散策）
～下鴨神社（干支詣り）…河合神社（美麗祈願）～
鈴鹿17：40～各地

コース

昼食（イメージ）八坂神社（イメージ）

1月5・12・21・28 2月5・13・2140 桑名Ⓑ～鈴鹿
40 桑名Ⓑ7：15 四日市8：05 日永8：20 鈴鹿9：00

神戸元町スイーツ店めぐり

南京町中華コースランチと
神戸ベイクルーズ

コース
10,600円（大小共通料金）（昼食・船）

旅行代金
（おひとり）

兵庫県N-17（日帰り）
61421-42・43

出発日

出発時間 四日市7：45 日永8：00 鈴鹿8：4042
桑名Ⓐ8：00 桑名Ⓑ8：3043

12月28 1月18・27 2月5・14・23 3月15・24・3142 四日市～鈴鹿
12月29 1月19・28 2月6・15・24 3月7・16・2543 桑名

三方五湖からの絶景もお楽しみ 福井県N-14（日帰り）
61409-41

出発時間

コース

天空テラス（イメージ）

昼食（イメージ）

若狭 冬の二大味覚ずわい蟹
×ふぐづくし

 各地～小牧かまぼこ～若狭みかた 水月花
（冬の二大味覚ずわい蟹×ふぐづくし会席の昼食）～
三方五湖レインボーライン（絶景の天空テラスを散策）
～日本海さかな街～41桑名Ⓑ17：20～各地

16,000円（大小共通料金）（昼食・ケーブル）
旅行代金
（おひとり）

日永7：00 四日市7：15 桑名Ⓑ8：0541

出発日 1月8・14・20・26 2月1・13・19・25
3月3・9・15・21

41 四日市～桑名

昼食
（イメージ）

 各地～中華街南京町・香港君悦飯店（中華コース
ランチと中華街散策）…神戸元町（おしゃれエリア元町で
スイーツ店めぐり）～神戸ベイクルーズ（豪華遊覧船で神戸港
を満喫）～42鈴鹿18：50～各地43桑名Ⓑ19：00～各地

鮨クーポン2,000円分付

明石・魚の棚商店街と
「紫電改」展示ミュージアム“soraかさい”

10,000円（大小共通料金）（ミールクーポン）

兵庫県N-16（日帰り）
61426-42・43

旅行代金
（おひとり）

出発日

出発時間 四日市7：15 日永7：30 鈴鹿8：1042
桑名Ⓐ7：30 桑名Ⓑ8：0043

12月24・27 1月4・8・17・2542 四日市～鈴鹿
12月22・25 1月6・18・2643 桑名

コース

うお たな

（イメージ）
提供：明石観光協会紫電改　提供：神姫バスグループ

 各地～明石・魚の棚（明石ブランドが並ぶ商店街
で自由昼食とお買物）（明石の鮨クーポン2,000円分付）～
soraかさい（「紫電改」の実物大模型や歴史を展示）～
42鈴鹿18：40～各地43桑名Ⓑ18：50～各地

●特製前菜2種盛り 
●蟹身入りフカヒレスープ 
●エビチリソース 
●小籠包
●エビ蒸し餃子 
●若鶏のユーリンチーソース 
●広東式チャーハン 
●ゴマ団子南京町（イメージ） クルーズ（イメージ）

 各地～池の平ホテル（お正月特別バイキングの昼食）
～チーズケーキ工房（ミニどら焼き）～
長寿寒天館（寒天餅プレゼント）～諏訪大社上社（初詣で）
～41桑名Ⓑ19：25～各地
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