
「緊急事態宣言」延長に伴うカッコーパルックツアー中止一覧 令和3年9月10日
名阪近鉄旅行株式会社

出発日 コース番号 発着地 目的地 ツアー名

9/13(月) 60321-30 尾張地区 長野県 南信州ざっくざく

9/15(水) 60309-41 三重北勢 愛知県 うなぎの兼光とシャインマスカット

9/15(水) 60321-20 岐阜県 長野県 南信州ざっくざく

9/16(木) 60309-21 岐阜県 愛知県 うなぎの兼光とシャインマスカット

9/16(木) 60320-10 名古屋市内 長野県 南信州ざっくざく

9/17(金) 60321-30 尾張地区 長野県 南信州ざっくざく

9/18(土) 60290-10 名古屋市内 長野県 上高地

9/18(土) 60308-10 名古屋市内 愛知県 みかわ３大フルーツ狩り

9/18(土) 60309-10 名古屋市内 愛知県 うなぎの兼光とシャインマスカット

9/18(土) 60314-30 尾張地区 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/18(土) 60320-10 名古屋市内 長野県 南信州ざっくざく

9/19(日) 60285-30 尾張地区 静岡県 大井川鐵道・きかんしゃトーマス号

9/19(日) 60314-30 尾張地区 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/19(日) 60321-20 岐阜県 長野県 南信州ざっくざく

9/19(日) 60321-30 尾張地区 長野県 南信州ざっくざく

9/20(月) 60309-20 岐阜県 愛知県 うなぎの兼光とシャインマスカット

9/22(水) 62331-20 岐阜県 大阪府・奈良県 第２回　西国三十三ヶ所　4・5・9番

9/23(木) 60309-30 尾張地区 愛知県 うなぎの兼光とシャインマスカット

9/23(木) 60314-30 尾張地区 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/23(木) 60315-10 名古屋市内 岐阜県 雲上の乗鞍スカイライン

9/23(木) 61248-10 名古屋市内 三重県 VISONと伊勢神宮

9/24(金) 60321-21 岐阜県 長野県 南信州ざっくざく

9/25(土) 60290-20 岐阜県 長野県 上高地

9/25(土) 60298-30 尾張地区 岐阜県 飛騨３大肉食べづくしと白川郷

9/25(土) 60298-41 三重北勢 岐阜県 飛騨３大肉食べづくしと白川郷

9/25(土) 60306-20 岐阜県 岐阜県 ガッタンゴーとカミオカラボ

9/25(土) 60310-21 岐阜県 静岡県 焼津・食べ放題＆転車台＆クルーズ

9/25(土) 60311-20 岐阜県 山梨県 清里テラスと八ヶ岳牧場

9/25(土) 60313-10 名古屋市内 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/25(土) 60313-21 岐阜県 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/25(土) 60314-41 三重北勢 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/25(土) 60315-21 岐阜県 岐阜県 雲上の乗鞍スカイライン

9/25(土) 60321-30 尾張地区 長野県 南信州ざっくざく

9/25(土) 60321-51 三重中南勢 長野県 南信州ざっくざく

9/25(土) 61230-50 三重中南勢 奈良県 奈良ホテル復刻ランチ

9/25(土) 61238-10 名古屋市内 和歌山県 世界遺産・高野山
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9/25(土) 61238-20 岐阜県 和歌山県 世界遺産・高野山

9/25(土) 61243-20 岐阜県 京都府 渓涼床・京料理ランチ

9/25(土) 61244-30 尾張地区 福井県 三方五湖・天空テラス

9/25(土) 61246-30 尾張地区 滋賀県 びわ湖テラス＆人気のスイーツ店

9/25(土) 61248-10 名古屋市内 三重県 VISONと伊勢神宮

9/25(土) 61251-50 三重中南勢 三重県 熊野世界遺産と絶景スポットめぐり

9/25(土) 61257-50 三重中南勢 京都府 嵯峨野トロッコ＆屋形船あそび

9/25(土) 61258-50 三重中南勢 京都府 太秦映画村＆京友禅染体験

9/25(土) 61265-20 岐阜県 福井県 えちぜん蕎麦屋巡りでござる

9/25(土) 61269-43 三重北勢 三重県 志摩スペイン村・パルケエスパーニャへの旅

9/25(土) 61270-52 三重中南勢 三重県 ナガシマリゾート

9/25(土) 62334-30 尾張地区 奈良県 第５回　西国三十三ヶ所　6～8番・番外

9/26(日) 60290-10 名古屋市内 長野県 上高地

9/26(日) 60293-20 岐阜県 愛知県 日間賀島＆やきもの散歩道

9/26(日) 60298-10 名古屋市内 岐阜県 飛騨３大肉食べづくしと白川郷

9/26(日) 60298-42 三重北勢 岐阜県 飛騨３大肉食べづくしと白川郷

9/26(日) 60302-21 岐阜県 岐阜県 新穂高ロープウェイ

9/26(日) 60306-21 岐阜県 岐阜県 ガッタンゴーとカミオカラボ

9/26(日) 60310-30 尾張地区 静岡県 焼津・食べ放題＆転車台＆クルーズ

9/26(日) 60311-21 岐阜県 山梨県 清里テラスと八ヶ岳牧場

9/26(日) 60313-10 名古屋市内 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/26(日) 60313-20 岐阜県 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/26(日) 60314-30 尾張地区 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/26(日) 60320-10 名古屋市内 長野県 南信州ざっくざく

9/26(日) 60321-41 三重北勢 長野県 南信州ざっくざく

9/26(日) 61238-42 三重北勢 和歌山県 世界遺産・高野山

9/26(日) 61243-30 尾張地区 京都府 渓涼床・京料理ランチ

9/26(日) 61244-50 三重中南勢 福井県 三方五湖・天空テラス

9/26(日) 61246-10 名古屋市内 滋賀県 びわ湖テラス＆人気のスイーツ店

9/26(日) 61248-30 尾張地区 三重県 VISONと伊勢神宮

9/26(日) 61258-20 岐阜県 京都府 太秦映画村＆京友禅染体験

9/26(日) 61260-50 三重中南勢 三重県 桑名・はまぐり御膳とアクアイグニス

9/26(日) 61265-21 岐阜県 福井県 えちぜん蕎麦屋巡りでござる

9/26(日) 61266-43 三重北勢 三重県 浜島郷土料理会席とエスパーニャクルーズ

9/26(日) 61272-50 三重中南勢 三重県 御在所ＲＷと椿大神社

9/26(日) 62334-20 岐阜県 奈良県 第５回　西国三十三ヶ所　6～8番・番外
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9/27(月) 60290-41 三重北勢 長野県 上高地

9/27(月) 60293-21 岐阜県 愛知県 日間賀島＆やきもの散歩道

9/27(月) 60298-21 岐阜県 岐阜県 飛騨３大肉食べづくしと白川郷

9/27(月) 60313-10 名古屋市内 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/27(月) 60314-50 三重中南勢 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/27(月) 60315-20 岐阜県 岐阜県 雲上の乗鞍スカイライン

9/27(月) 60316-30 尾張地区 長野県 白樺湖アフタヌーンティーと霧ケ峰

9/27(月) 60317-20 岐阜県 岐阜県 宇津江四十八滝と飛騨白壁土蔵の町並

9/27(月) 60321-20 岐阜県 長野県 南信州ざっくざく

9/27(月) 60321-50 三重中南勢 長野県 南信州ざっくざく

9/27(月) 61243-50 三重中南勢 京都府 渓涼床・京料理ランチ

9/27(月) 61246-30 尾張地区 滋賀県 びわ湖テラス＆人気のスイーツ店

9/27(月) 67017-10 名古屋市内 和歌山県 紀伊半島縦断・秘境めぐり

9/28(火) 60290-30 尾張地区 長野県 上高地

9/28(火) 60311-41 三重北勢 山梨県 清里テラスと八ヶ岳牧場

9/28(火) 60313-20 岐阜県 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/28(火) 60315-41 三重北勢 岐阜県 雲上の乗鞍スカイライン

9/28(火) 60316-20 岐阜県 長野県 白樺湖アフタヌーンティーと霧ケ峰

9/28(火) 60323-30 尾張地区 愛知県 豊田・やなで食す鮎づくし

9/28(火) 61238-20 岐阜県 和歌山県 世界遺産・高野山

9/28(火) 61243-10 名古屋市内 京都府 渓涼床・京料理ランチ

9/28(火) 61244-30 尾張地区 福井県 三方五湖・天空テラス

9/28(火) 61248-20 岐阜県 三重県 VISONと伊勢神宮

9/29(水) 60290-20 岐阜県 長野県 上高地

9/29(水) 60298-10 名古屋市内 岐阜県 飛騨３大肉食べづくしと白川郷

9/29(水) 60309-20 岐阜県 愛知県 うなぎの兼光とシャインマスカット

9/29(水) 60311-10 名古屋市内 山梨県 清里テラスと八ヶ岳牧場

9/29(水) 60313-10 名古屋市内 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/29(水) 60313-21 岐阜県 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/29(水) 60314-30 尾張地区 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/29(水) 60315-10 名古屋市内 岐阜県 雲上の乗鞍スカイライン

9/29(水) 60316-10 名古屋市内 長野県 白樺湖アフタヌーンティーと霧ケ峰

9/29(水) 60321-30 尾張地区 長野県 南信州ざっくざく

9/29(水) 60321-42 三重北勢 長野県 南信州ざっくざく

9/29(水) 61239-50 三重中南勢 和歌山県 世界遺産・高野山

9/29(水) 61246-50 三重中南勢 滋賀県 びわ湖テラス＆人気のスイーツ店
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9/29(水) 61248-21 岐阜県 三重県 VISONと伊勢神宮

9/29(水) 61255-11 名古屋市内 三重県 メナード青山リゾートと赤目四十八滝

9/30(木) 60290-21 岐阜県 長野県 上高地

9/30(木) 60298-30 尾張地区 岐阜県 飛騨３大肉食べづくしと白川郷

9/30(木) 60309-30 尾張地区 愛知県 うなぎの兼光とシャインマスカット

9/30(木) 60311-20 岐阜県 山梨県 清里テラスと八ヶ岳牧場

9/30(木) 60313-20 岐阜県 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/30(木) 60314-41 三重北勢 長野県 南信州シャインマスカット＆巨峰食べ放題

9/30(木) 60315-21 岐阜県 岐阜県 雲上の乗鞍スカイライン

9/30(木) 60315-30 尾張地区 岐阜県 雲上の乗鞍スカイライン

9/30(木) 60320-10 名古屋市内 長野県 南信州ざっくざく

9/30(木) 60321-41 三重北勢 長野県 南信州ざっくざく

9/30(木) 61239-51 三重中南勢 和歌山県 世界遺産・高野山

9/30(木) 61246-10 名古屋市内 滋賀県 びわ湖テラス＆人気のスイーツ店

9/30(木) 61264-43 三重北勢 三重県 VISONと伊勢神宮
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