
カッコーパルック/バス2301新春号/D4/4C/岐阜_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

名阪近鉄旅行
直営窓口
各営業状況については

ホームページをご確認下さい。

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）

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

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

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▶
▶▶▶▶▶▶▶▶

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

総合旅行業務取扱管理者　永田 健治

西岐阜（バロー市橋店内）
☎（058）275-9124
営業時間10：00～18：00（水曜休み）

総合旅行業務取扱管理者　酒井 智子

羽島（バロー羽島インター店内）
☎（058）397-0366
営業時間10：00～18：00（火曜休み）

総合旅行業務取扱管理者　田中 理江

大垣南（バロー大垣南店内）
☎（0584）87-3510
営業時間10：00～18：00（木曜休み）

初富士！富士北麓・忍野八海

石和びゅーほてる宿泊

出発日 2月12・16・22
出発時間

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～羽島19：20～各地

コース

地域クーポン 平日2,000円 休日1,000円
1名1室は7,000円増（1朝・2昼・1夕食・信玄餅詰め放題）

旅行代金2～5名1室
旅行代金（おひとり）

無印出発
販売補助金

21,000円5,000円26,000円

お支払い
実額

山梨いさわ温泉 桔梗信玄餅つめ放題
全景（イメージ）

山梨県G-7（1泊）
64527-20

岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40 大垣Ⓐ7：25 大垣Ⓑ7：40 大垣浅草8：00 羽島8：2020 出発時間 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・世界遺産姫路城
出発日 2月15・23 3月5・15・29 4月5・18

有馬きらり宿泊

兵庫県G-8（1泊）
67025-20

岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40 羽島8：20 大垣Ⓐ8：05
大垣Ⓑ8：20 大垣浅草8：40

20

コース ①各地～南京町中華街（昼食）
～北野異人館エリア散策～
有馬温泉（泊）（15：30頃到着）
②有馬～soraかさい（「紫電改」の
実物大模型）～姫路（昼食と散策）～
大垣Ⓐ17：50～各地

※3/31以降出発は全国旅行支援の対象外（販売補助金はありません）

3/30出発まで 地域クーポン 平日2,000円 休日1,000円
（1朝・2昼・1夕食・入浴券）

旅行代金2～4名1室
旅行代金（おひとり）

無印出発
販売補助金

28,000円5,000円33,000円
30,000円5,000円□印出発 35,000円

お支払い実額
3/30まで

出発日 2月13・17 
3月9・㉕・31

出雲大社・足立美術館・由志園 松江しんじ湖
シェフによる“ライブキッチン”ディナーバイキング

宿泊 ホテル一畑
（2021年5月リニューアル）

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～
大垣Ⓐ19：50～各地

コース

島根県G-9（1泊）
67532-20

岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40
羽島8：20 大垣Ⓐ8：05
大垣Ⓑ8：20 大垣浅草8：40
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地域クーポン 平日2,000円 休日1,000円
1名1室は2名1室代金の2,000円増（但し●印は3,000円増）
（1朝・2昼・1夕食・入場）

旅行代金
3～4名1室

旅行代金（おひとり）
販売補助金

27,000円5,000円32,000円
2名1室 29,000円

30,000円
32,000円

5,000円
5,000円
5,000円

34,000円
3～4名1室 35,000円
2名1室 37,000円

32,000円
34,000円

5,000円
5,000円

3～4名1室 37,000円
39,000円2名1室

お支払い
実額

無印
出発

○印
出発

●印
出発

ワイドバス出発日
2月8・⑱・24 3月2・8・16 出雲大社  神楽殿（イメージ）夕食（イメージ）

ライブキッチンで
焼きたてステーキなど
ライブキッチンで
焼きたてステーキなど

出発日 2月19・26 3月6・23 4月⑦・20・26
出発時間

2泊3日 愛媛・道後温泉と安芸の宮島 厳島神社

 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）～大垣Ⓐ19：30～各地

コース

①ホテルルナパーク
②ホテルみや離宮

広間 1日目
2
日
目

1
日
目

愛媛県
広島県

G-10（2泊）
67534-20まつやまに泊まろう割5,000円割引（2/28まで）（2/28まで）

宿泊

●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。

岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40 羽島8：20 大垣Ⓐ8：05 大垣Ⓑ8：20 大垣浅草8：4020

道後温泉本館/大竹伸朗「熱景/NETSU-KEI」
ⒸShinro Ohtake/dogo2021

厳島神社・大鳥居（撮影者：新谷孝一）

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
）
※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。
※4/1以降出発は全国旅行支援の対象外（販売補助金はありません）

（2朝・2昼・2夕食・連絡船）※1日目の昼食は付いていません。

無印出発2～4名1室
旅行代金

3月販売補助金

2月松山割＆販売補助金

3月お支払い実額

□印出発

15,000円
2月お支払い実額 44,000円 50,000円

59,000円 65,000円

49,000円 55,000円
10,000円

○印出発
67,000円

－

－
3/31出発まで 1泊につき 地域クーポン 平日2,000円 休日1,000円お詫び特典：2月出発の方は

館内利用券 一人1,000円分付
※2月末まで大浴場の改修工事につき、
　ご利用できません。

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

出発日 2月7・⑪・16・20・26 
3月1・6・16・24・27
4月1・4・12・20・24・28

“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

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）
（早めの到着！湯畑の温泉街を散策）
②草津～浅間酒蔵～旧軽井沢銀座～
善光寺（精進料理の昼食）～
岐阜駅19：00～各地

ディナーバイキング（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

群馬県G-2（1泊）
64526-20

岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40
大垣Ⓐ7：25 大垣Ⓑ7：40
大垣浅草8：00 羽島8：20
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ワイドバス出発日
2月2 3月11・19 4月10

ディナーバイキング（イメージ）湯畑（イメージ）

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

全室オーシャンビュー！南房総最南端のホテル

グランドホテル太陽宿泊

 2月9・15・19・㉕ 
3月3・5・9・14・20・23・㉕・31
4月3・⑧・14・㉒・27・㉚
出発時間

一足早い春の房総半島・白浜温泉と鴨川シーワールド
広間

出発日

千葉県G-6（1泊）
64528-20

岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40
大垣Ⓐ7：25 大垣Ⓑ7：40
大垣浅草8：00 羽島8：20

20

鴨川シーワールド（イメージ） 夕食（イメージ）

お刺身5種食べ放題お刺身5種食べ放題

 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～
羽島19：50～各地

コース

河津桜まつり（期間2月予定）、3月は黒船クルーズ

ホテル伊豆急宿泊

出発日  
2月⑧・⑫・⑭・18・㉒・㉔・㉗ 
3月7・10・13・⑱・22・26・30
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河津桜まつり（2月出発予定）又は下田港黒船クルーズ（3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～
羽島19：20～各地

コース

静岡県G-1（1泊）
65029-20

名
物
、金
目
鯛
料
理
付

夕食（イメージ）

岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40
大垣Ⓐ7：25 大垣Ⓑ7：40
大垣浅草8：00 羽島8：20

20

地域クーポン 平日2,000円 休日1,000円
1名1室は7,000円増（1朝・2昼・1夕食・入場料・遊覧船）

旅行代金2～5名1室
旅行代金（おひとり）

無印出発
販売補助金

22,000円5,000円27,000円
25,000円5,000円○印出発 30,000円
28,000円5,000円青色出発 33,000円

お支払い
実額

河津桜（イメージ）

河津桜まつり
（2月出発予定）
河津桜まつり
（2月出発予定）

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。

夕食（イメージ）

輪島温泉 蟹1杯付き会席
「あぜのきらめき」イルミネーション
 2月14・⑱・28 3月3・9・⑱・22

 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～
岐阜駅18：50～各地

コース

広間

出発日

石川県G-3（1泊）
65544-20

出発時間 岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40 大垣Ⓐ7：25 大垣Ⓑ7：40
大垣浅草8：00 羽島8：20
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地域クーポン 平日2,000円 休日1,000円
1名1室は8,000円増（1朝・1昼・1夕食・ミールクーポン・入場）

旅行代金2～4名1室
旅行代金（おひとり）

無印出発
販売補助金

34,000円5,000円39,000円
38,000円5,000円○印出発 43,000円

お支払い
実額

（イメージ）

あぜのきらめきイルミネーション（3月12まで）

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

 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～
大垣Ⓐ19：20～各地

コース

出発時間

広間 岡山県G-4（1泊）
67531-20

 2月9・⑱・22・26 
3月3・⑪・17・30 4月⑧・㉒・27
出発日

岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40
羽島8：20 大垣Ⓐ8：05
大垣Ⓑ8：20 大垣浅草8：40

20

夕日百選・鷲羽温泉
岡山後楽園と倉敷＆いちご狩り

わしゅう

岡山後楽園（イメージ） 夕食（イメージ）

いちご狩り（イメージ）

※4/1以降出発は全国旅行支援の対象外（販売補助金はありません）

3/31出発まで 地域クーポン 平日2,000円 休日1,000円
1名1室は8,000円増（1朝・2昼・1夕食・狩り）

旅行代金2～4名1室
旅行代金（おひとり）

無印出発
販売補助金

29,000円5,000円34,000円
33,000円5,000円○印出発 38,000円

お支払い実額
3/31まで

足元ゆったり化粧室・トイレ付ワイドバスで行く

 2月14・22・26 3月6・
14・22・28 4月7・⑮・21・25
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～大垣Ⓐ18：30～各地

コース

望湖楼宿泊

鳥取県G-5（1泊）
68324-20

出発日

岐阜駅7：30 岐阜市橋7：40
羽島8：20 大垣Ⓐ8：05
大垣Ⓑ8：20 大垣浅草8：40
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夕食（イメージ） 2日目の昼食（イメージ）

山陰はわい温泉「望湖楼」と
倉吉・白兎神社・鳥取砂丘

はくと

2日目はズワイ蟹づくしの昼食

ホテル全景（イメージ）

※4/1以降出発は全国旅行支援の対象外（販売補助金はありません）

3/31出発まで 地域クーポン 平日2,000円 休日1,000円
（1朝・2昼・1夕食）

旅行代金2～4名1室
旅行代金（おひとり）

無印出発
販売補助金

29,000円5,000円34,000円
○印出発 39,000円 設定なし －

お支払い実額
3/31まで

※4/1以降出発は全国旅行支援の対象外（販売補助金はありません）

3/31出発まで 地域クーポン 平日2,000円 休日1,000円
1名1室は14,000円増
（4才～小学生は3,000円引）（1朝・2昼・1夕食・入場料）

旅行代金2～4名1室
旅行代金（おひとり）

無印出発
販売補助金

30,000円5,000円35,000円
34,000円5,000円○印出発 39,000円

お支払い実額
3/31まで

お詫び特典：2月出発の方は
館内利用券 一人500円分付

※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。

※3/1以降出発は全国旅行支援の対象外（販売補助金はありません）

2/28出発まで 地域クーポン 平日2,000円 休日1,000円
1名1室は無印6,000円増、□印12,000円増、○印は不可
（1朝・2昼・1夕食）

旅行代金2～4名1室
旅行代金（おひとり）

無印出発
販売補助金

22,000円5,000円27,000円
28,000円5,000円□印出発 33,000円
33,000円5,000円○印出発 38,000円

お支払い実額
2/28まで

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）

のりかえなしでジブリパークへのりかえなしでジブリパークへ
運行日：土・日・祝・特定日 ダイヤ・

運賃等
詳しくは

パレットピアおおの/名神大垣/安八 ジブリパーク

にしみの
ライナー

2023.

1～4月 岐阜・大垣・羽島

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をしてコロナ
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
のお願い事項に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バス車内ではマスク着用等の感染予防対策をしてください（各自持参）。
❷車内では大声での会話はお控えください。
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
チェックシート提出）。発熱（37.5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関する弊社ツアーの取組みはホーム
ページにてご覧いただけます。

■支援条件 ●ワクチン接種歴（3回）または検査結果（陽性）の確認できる方 ●本人および居住地確認できる方
●「新しい旅のエチケット」や場面に応じた屋内・屋外での適切なマスク着用など感染対策にご協力いただける方

■ご案内 ●日帰りコースの地域クーポンは付与されない場合があります（付与は県毎ルール） ●地域
クーポンは原則、電子クーポンになります（スマホ等の機器が必要） ●旅行代金から補助額を差引いた
金額が「お支払い実額」です。なお、お取消しの際は割引前の旅行代金を基準に所定の取消料率を申
し受けます ●感染状況等により都道府県の判断でツアー中止する場合があります

旅行代金（税込）旅行代金（税込）
全国旅行支援

旅行者支払額

総額の 80％
販売補助金

総額の 20％
地域クーポン
平日 2,000円
休日 1,000円

日帰り
3,000円
日帰り
3,000円

宿泊
5,000円

（1泊あたり）

宿泊
5,000円

（1泊あたり）
■旅行商品（交通付）
　補助額（上限/1人あたり）
■旅行商品（交通付）
　補助額（上限/1人あたり）

全国2位受賞全国2位受賞プロが選ぶ優良観光バス30選
（第31回旅行新聞社）名阪近鉄バス
バスツアーKintetsu ×

早春旅カコハル
の

全国旅行支援
第2期スタート!!（一部コース除く） 全国旅行支援について（第2期）

期間：令和5年1月10日～3月31日（終了日は各県で異なる）
●「お支払い実額」での予約は、当社に割当される割
引補助金額が予算上限に達し次第終了となり、終了
後は「通常旅行代金」での販売になります。 ●各県
の定める受付開始日前に、ご予約された既存予約は
支援対象になりません。

陰性
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