
カッコーパルック三重プレミアムCPパンフ/A3/4C/うら

※写真は全て
　イメージです

コース

旅行代金（おひとり様）

（大小共通料金）（軽食）

尾張ルート名古屋・岐阜ルート

6,800円6,800円 7,000円7,000円

12月18・19・25・26・27・28・29・30

12月18・26・28・30

12月18・26・27・30

12月19・25・29

出発日 出発時間 帰着時間

江南Ⓐ7：30/江南Ⓑ7：40/木曽川8：00/
一宮Ⓐ8：10/一宮Ⓑ8：20

一宮Ⓑ18：30～
各地

大垣Ⓐ7：25/大垣Ⓑ7：40/
大垣浅草8：00/羽島8：20

岐阜駅7：30/岐阜市橋7：40/羽島8：20

羽島18：40～
各地

羽島18：40～
各地

戸田7：30/名古屋8：20 戸田18：00/
名古屋18：30

名古屋ルート

尾張ルート

大垣・羽島ルート

岐阜・羽島ルート

※写真は全て
　イメージです

コース

旅行代金（おひとり様）

11月20・26
12月1・10・17・26

出発日 出発時間 帰着時間

江南Ⓐ7：30/江南Ⓑ7：40/木曽川8：00/
一宮Ⓐ8：10/一宮Ⓑ8：20

一宮Ⓑ17：40～
各地

大垣Ⓐ7：25/大垣Ⓑ7：40/
大垣浅草8：00/羽島8：20

岐阜駅7：30/岐阜市橋7：40/羽島8：20

羽島17：50～各地

羽島17：50～各地

戸田7：30/名古屋8：20 戸田17：30/
名古屋18：00

鳥羽浦村

と伊勢神宮
※写真は全て
　イメージです

コース 〈各地〉～伊勢神宮内宮とおかげ横丁～浦村カキ小屋 焼き蒸しカキ食べ放題 ～（※1）二見・夫婦岩&めおと横丁～みやげセンター王将（お買物）～〈各地〉（※1）12月10日発はめおと横丁に　　 立寄りません。

人気のカキ小屋 与吉屋
焼きカキ蒸しカキ食べ放題

旅行代金（おひとり様）

（4才～小学生1,400円引）（昼食）

尾張ルート名古屋・岐阜ルート

9,800円9,800円 10,000円10,000円

11月28 12月2・10・18・22  
1月22 2月3・13・16・26
3月6・9・17・26

12月5・13・25 1月21・26 
2月7・12・21・25 3月5・14・19・25

12月1・6・11・20 1月23 
2月2・11・20・27 3月4・11・16・27

11月27 12月19
2月4・9・18・24 3月2・13・18・24

出発日 出発時間 帰着時間

江南Ⓐ7：30/江南Ⓑ7：40/木曽川8：00/
一宮Ⓐ8：10/一宮Ⓑ8：20

一宮Ⓑ18：10～
各地

大垣Ⓐ7：25/大垣Ⓑ7：40/
大垣浅草8：00/羽島8：20

岐阜駅7：30/岐阜市橋7：40/羽島8：20

羽島18：10～
各地

羽島18：10～
各地

戸田7：30/名古屋8：20 戸田17：50/
名古屋18：20

名古屋ルート

尾張ルート

大垣・羽島ルート

岐阜・羽島ルート

出発地

カキ小屋 カキ雑炊とお味噌汁も食べ放題

おかげ横丁の
おやつ3種食べ歩き付

今年の夏グランドオープン
食と健康をテーマにした

リゾート施設

全ルート共通

（大小共通料金）（食べ歩き券）

6,800円6,800円

VISON全景

ヴィソンヴィソン
と伊勢神宮と伊勢神宮

VISON

※昼食はついておりません。

12月2・6・11・22

12月3・14・19・27

12月2・6・11・22

 〈各地〉～VISON 話題の新スポットでスイーツや野菜などお買い物 ～伊勢神宮内宮とおかげ横丁 自由昼食  選べるおやつ3種食べ歩き付 ～みやげセンター王将（お買物）～〈各地〉

焼き牡蠣

買物風景

鮮魚や農産物など約60ブースでお値打ちに販売

年末限定開催

伊勢神宮内宮
お礼参り

新スポット
VISON ＆

名古屋ルート

尾張ルート

大垣・羽島ルート

岐阜・羽島ルート

 〈各地〉～紀伊長島港 年末大港市お買物 ～VISON 自由昼食  軽トラマルシェやスイーツなどお買物 ～伊勢神宮内宮とおかげ横丁 参拝 ～関 松阪牛太巻きの軽食 ～〈各地〉

コース番号61290-10

コース番号61248-10

コース番号61248-30

コース番号61248-20

コース番号61248-21

コース番号61303-10

コース番号61303-30

コース番号61303-20

コース番号61303-21

出発地

出発地

※昼食はついておりません。

マルシェヴィソン

野菜

ベーカリー

スイーツ

きいながしま
大港市 会場全景

コース番号61290-30

コース番号61290-20

コース番号61290-21

※写真は全て
　イメージです

コース

旅行代金（おひとり様）

出発日 出発時間 帰着時間

江南Ⓐ7：50/江南Ⓑ8：00/木曽川8：20/
一宮Ⓐ8：40/一宮Ⓑ8：50

一宮Ⓑ18：30～
各地

大垣Ⓐ8：05/大垣Ⓑ8：20/
大垣浅草8：40/羽島9：00

岐阜駅8：10/岐阜市橋8：20/羽島9：00

羽島18：20～各地

羽島18：20～各地

戸田8：10/名古屋9：00 戸田18：00/
名古屋18：30

全ルート共通

（大小共通料金）（昼食）

14,000円14,000円
1月12 2月13 3月5

1月19 2月5・22 3月6・21

 〈各地〉～ホテル アルティア鳥羽 地中海風リゾートホテルでフレンチの昼食 ～伊勢神宮内宮参拝とおかげ横丁散策～伊勢神宮外宮～関ドライブイン～〈各地〉

名古屋ルート

尾張ルート

大垣・羽島ルート

岐阜・羽島ルート

足元ゆったり
革張りシート・トイレつき

デラックスバス浪漫Ⅱで行くプレミアムプラン

伊勢志摩

1月11 2月3・12・20 3月4・10・19

1月14・20・29 2月15・23 
3月12・22

昼食 ホテル外観

※写真は全て
　イメージです

コース

旅行代金（おひとり様）

出発日 出発時間 帰着時間

江南Ⓐ7：30/江南Ⓑ7：40/木曽川8：00/
一宮Ⓐ8：10/一宮Ⓑ8：20

一宮Ⓑ18：20～
各地

大垣Ⓐ7：25/大垣Ⓑ7：40/
大垣浅草8：00/羽島8：20

岐阜駅7：30/岐阜市橋7：40/羽島8：20

羽島18：30～
各地

羽島18：30～
各地

鳴海7：15/徳重7：35/赤池8：00
赤池18：10/
徳重18：35/
鳴海18:55

 〈各地〉～VISON 自由昼食とお買物 ～伊勢神宮内宮とおはらい町・おかげ横丁～みやげセンター王将（お買物）～玉城いちご狩り 食べ放題 ～関ドライブイン～〈各地〉

緑区・赤池ルート

名古屋ルート

尾張ルート

大垣・羽島ルート

岐阜・羽島ルート

章
姫 いちご狩り
in
話題の新スポット話題の新スポットVISON 1月11・23 2月9・25

1月13・16・21・25・29 
2月1・6・15・17・25・27

1月9・14・18・22・26・30 
2月2・5・10・15・18・26

1月12・15・25 2月3・11・19 

1月8・12・14・16・19・21・27・30 
2月2・4・8・10・12・16・18・20・24 戸田7：30/名古屋8：20 戸田18：00/

名古屋18：30

（3才～大小共通料金）（いちご狩り）

尾張ルート名古屋・緑区・岐阜ルート

7,800円7,800円 8,000円8,000円

いちご

※写真は全て
　イメージです

コース

旅行代金（おひとり様）

1月1・3・4・5・7・12・19・24・30 
2月4

1月2・4・6・8・13・18・23・31 2月6

出発日 出発時間 帰着時間

江南Ⓐ7：30/江南Ⓑ7：40/木曽川8：00/
一宮Ⓐ8：10/一宮Ⓑ8：20

一宮Ⓑ18：40～
各地

大垣Ⓐ7：25/大垣Ⓑ7：40/
大垣浅草8：00/羽島8：20

岐阜駅7：30/岐阜市橋7：40/羽島8：20

羽島18：50～
各地

羽島18：50～
各地

戸田7：00/名古屋8：00 戸田18：00/
名古屋18：30

名古屋ルート

尾張ルート

大垣・羽島ルート

岐阜・羽島ルート

 〈各地〉～二見興玉神社・夫婦岩＆めおと横丁 参拝と昼食 ～伊勢神宮内宮とおかげ横丁～（※1）伊勢神宮外宮～関ドライブイン～〈各地〉（※1）1/1～3出発は伊勢神宮外宮には立寄りません。

（大小共通料金）（昼食）

尾張ルート名古屋ルート

8,000円8,000円 8,800円8,800円
岐阜ルート

8,400円8,400円

※1月1～3は二社詣でとなります。

1月1・2・3・4・5・6・8・9・10・11・
 　 17・25・29 
2月5

1月1・3・5・7・9・14・22・26 2月2

出発地

出発地

出発地

※昼食はついておりません。

おはらい町

伊勢神宮内宮 夫婦岩

コース番号62056-10

コース番号62056-30

コース番号62056-20

コース番号62056-21

コース番号61297-10

コース番号61297-11

コース番号61297-30

コース番号61297-20

コース番号61297-21

コース番号61296-10

コース番号61296-30

コース番号61296-20

コース番号61296-21

手水舎

玉城ふれあい農園玉城ふれあい農園

https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=62056
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61297
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61296

