
カッコーパルック三重プレミアムCPパンフ/A3/4C/おもて

●❶バス乗車定員を減らし「密」を軽減します。
●❷バス車内は約５分で空気が入れ替わる換気装置が付いています。
●❸バス車内は抗菌・抗ウイルス加工した車両を利用いたします。
●❹乗務員、添乗員はマスクを着用いたします。

●❶旅行中はマスク等を着用してください（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。
　発熱（37.5度以上）や咳など体調のすぐれない方の乗車をお断りいたします。

ご案内
当社は、お客様に安心してご利用いただけるよう、関係各所と協力して新型コロナウイルス感染拡
大予防に努めて企画旅行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
うえご参加くださいますようお願いいたします。また、感染状況の変化等、旅行の安全かつ円滑な実
施が困難となるときは当社の判断で旅行実施を中止いたします。

その他詳しくは
ホームページを
ご確認ください

●三重県内を旅行する皆様へ
三重県内を旅行する際は、「新しい旅のエチケット」や「新しい旅のルール」を守り、「感染リスクが高まる5つの場面」を避け、安全・安心な旅行をお願いします。
※旅行前には、三重県からの最新のお知らせを必ずご確認願います。
本事業は、みえ観光の産業化推進委員会（三重県雇用経済部観光局観光魅力創造課）からの委託を受け、一般社団法人 日本旅行業協会中部支部 三重地区委員
会が実施しています。

バスツアーの取り組み お客様にご協力いただくこと

名阪近鉄旅行直営旅行センター
桑名（スーパーサンシ桑名店内） ☎（0594）31-8121

コンビニ・クレジットカード支払いOK!

インターネット予約インターネット予約 24時間受付
カッコーパルック 検 索検 索

スマホ対応!
出発状況や
空席もチェック

企画旅行
実施会社

愛知県知事登録旅行業第2-970号　全国旅行業協会会員　旅行業公正取引協議会会員
〒450-0002 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　山本  雅也

協賛名阪近鉄　バス三重急行
三重交通　八風バス

店舗の営業状況についてはホームページをご確認下さい。

営業時間10：00～19：00（新規受付18：30まで、木曜定休）

四日市旅広場 ☎（059）353-2488
三 重 会 館 ☎（059）213-1135
イオン津城山 ☎（059）254-3555
中勢旅行支店 ☎（059）236-5135
アピタ松阪三雲 ☎（0598）56-7558
伊 勢 旅 広 場 ☎（0596）24-3103
南紀旅行支店 ☎（0597）22-2877

営業時間10：00～18：00（定休日：水・祝）

営業時間10：00～12：40/13：20～18：00（定休日：土日祝）

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18：00まで、水曜定休）

営業時間9：30～18：00（定休日：土日祝）

営業時間9：30～12：30/13：30～18：00（定休日：土日祝）

三重交通 各旅行店舗

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！電話一本で簡単予約！

059-221-3500カッコーパルック
予約センター

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

予約時に①～⑤をお知らせください

（FAX 052-586-2202）営業時間 9：15～17：45

◆ツアー発着場所
北 勢 ル ー ト

中 南 勢 ル ー ト

LINE
 お友達募集中！

WEB会員
 登録で更にお得！

ちょっといい
!旅

ちょっといい
!旅

キャンペーン
カコ

ちゃん

パル
く
ん 冬秋

キャンペーン期間：2021年11月1日～12月31日出発の弊社主催ツアーにご参加の方対象

詳しくは
ホームページ
にて

60歳以上の方限定
もれなく貰える次回の利用
割引券300円分プレゼント！

カコパル抽選会
日帰りツアーご招待や各ご当地
特産品など合計65名様に当たる！

自動
エントリー

幼児ご同伴参加者へのご案内（幼児バス座席使用料【幼児1名につき1席】6歳未満対象）
日帰り：
4,000円

1泊2日：8,000円
（以降1泊増す毎に4,000円増）

※シートベルト着用義務化に伴い幼児参加者に座席を確保いたします。
（尚、チャイルドシート・ジュニアシートの用意はありませんので予めご了承ください）
※幼児ご同伴の方は申込み時に必ず予約をしてください
　（無予約の場合は参加できません）

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。旅行契約の内容･条件は本紙面及び当社旅行業約款(募集型 企画旅行契約の部)によります。
1.お申込み　●お申込みは電話・郵便・ファクシミリでもできますが、翌日から3日以内にお申込書とお申込金(旅行代金の20％)又
は、旅行代金を納めて頂き正式契約といたします。　●個室型コースは原則として2名様以上でお申込下さい。
2.旅行代金　●旅行代金は出発日の14日前までに納めて下さい。　●各コースに明示された旅行代金は大人･おひとり様（満12才
以上）旅行代金で、小人旅行代金は満6才以上12才未満の方に適用いたします。但し航空商品につきましては満3才以上12才未満
の方に小人旅行代金を適用いたします。　●小人旅行代金は、特に記載のない限り、宿泊コースは大人旅行代金の2,000円引で
す。日帰りコースは 1,000円引です。　●旅行代金には特に記載のない限り規定の交通費(往復のバス運賃、航空運賃など)、宿泊
費、食事費、観光費等、団体行動の費用･消費税等一切を含みます。但し、指定集合場所まで及び解散場所からの交通費、その他個
人的性質の諸費用は含まれておりません。又、旅館における追加飲食及びルームチャージについては別途消費税がかかります。
※宿泊コースの宿によっては、食事・寝具なしの幼児の場合でも施設使用料として1,000円～3,000円程度現地にて申し受ける場
合があります。※20才未満の方のご参加は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。※15才未満の方のご参加は、
保護者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。　●各種交通機関の運賃･料金等が本紙作成日以降に改訂された
場合は、旅行代金を変更することがあります。
3.最少催行人員　●参加されるお客様が最少催行人員(25名又はコース毎に記載）に満たない場合は旅行の実施を中止させ
て頂くことがあります。この場合は原則として日帰りコース14日前、宿泊コース21日前までに連絡させて頂きます。なお、少人数
の場合中型･小型バスを利用することがありますのでご了承下さい。

4.発着時間　●ホテル･旅館への到着、出発時間は特に記載のない限り以下の時間帯になります。16：00～19：00着、7：00～9：00発
(各コース毎の詳細は別にお渡しする日程表(コース表)によります)なお、天候、交通渋滞および運輸機関のスケジュールの変更に
より延着することがありますのでご了承下さい。
5.見学　●コース表示内の太文字は下車観光地です。
6.宿泊　●お部屋は和室･和洋室･洋室です。又、表示旅館が同等クラスの施設に変わる場合がありますので、予めご了承下さい。
7.貸切バス会社　●原則中南勢地区は「三重交通」、北勢地区は「名阪近鉄バス」又は「三重交通」を利用します。但し、航空商品な
ど現地バス会社を利用する場合は別途お渡しする日程表に記載したバス会社となります。
8.旅程管理・添乗業務　●お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を行うため、ご旅行中の旅程管理は添乗員またはその代行者(バ
ス乗務員)が行いますが、総括旅程管理は名阪近鉄旅行ツアーセンターで行います。
9.旅行傷害保険のおすすめ　●各コースとも特別補償の対象になりますが、お客様自身で充分な額の旅行傷害保険に加入するこ
とをお勧めします。（名阪近鉄旅行各窓口でもお取り扱いしております）
10.取消料※出発日の前日より起算。●お申込みのあと、お客様の都合で旅行を取消される場合、人員減及び出発日、コースの変
更は次に定める取消料を申し受けます。●グループ一室（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頂きます。●取消受付時間は、お申し込み場所の営業時間内となります。

※その他の条件については当社の定める旅行業約款(募集型 企画旅行契約の部)による他、別途お渡しする旅行書面によります。
旅行条件・旅行代金の基準日 2021年10月18日

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％

●ご 案内 (お申し込 み前に必ずお 読 み下さい )

個人情報の取り扱いについて
名阪近鉄旅行（以下「当社」）およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込
みの際にご提出いただいた申込書又は電話でお伺いした個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関
等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。 ●このほ
か、当社及び販売店では ①当社が提携する企業が取り扱う商品、サービスに関する情報提供 ②当社の旅行商
品のご案内 ③アンケートのお願い ④統計資料の作成 にお客様の個人情報を利用させていただくことがあり
ます。 ●当社の個人情報の取り扱いに関することは、当社のホームページ又は店頭にてご確認下さい。

この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

●お問い合わせ・お申し込みは……
受託販売店

Pマークは
お客様駐車場あり（事前予約）

★バスツアーに参加すると

ポイントがたまる！
★ポイントアップキャンペーンを
　定期的に実施！

会員・お友達登録
でＷＥＢ先行発売＆

お得な情報をいち早くゲット！

★今なら新規お友達登録で

300円引き
クーポン
をプレゼント！

桑名サンシパーク

桑  名  駅

鈴鹿ハンター P

P

P

P
（スーパーサンシ桑名店前）

近鉄四日市駅

四日市・日永カヨー

関バスセンター

三重交通伊勢車庫 P
（伊賀市神田久志本町）
伊勢市駅前
三交松阪車庫 P
（松阪市大津町）
松 阪 駅 前
（JR側）
津・卸センター P
（津市高茶屋）
立合町バス停 P
（津市岩田）

（こざわ歯科クリニック前・ツアー専用駐車場）

（かつさと向かい側）

（近鉄四日市駅西口バスターミナル1番）

（桑名駅東口/バスターミナル0番）

津 駅 東 口
三重会館前バス停
関バスセンター P
御代インター森精機前 P
（三重交通バス停）

上 野 市 駅
三交伊賀車庫 P
（名張市西田原）

三交上野車庫 P
（伊賀市小田町/鍵屋の辻）

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・郵便局で振込支払い
旅行書類等送付 （振込1件につき100円かかります）

桑名・四日市・鈴鹿・関
津・松阪・伊勢・名張・伊賀

発 

着

安心

三重交通グループ

2021年11月～2022年1月出発

https://www.kakopal.com/sp/news/1598.html


カッコーパルック三重プレミアムCPパンフ/A3/4C/うら

11月10・14・22・3011月10・14・22・30
11月7・15・23・28 

42四日市・鈴鹿
43  桑 　名

コース 42〈四日市・日永・鈴鹿〉43〈桑名・サンシパーク〉5052〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉
～メナード青山リゾート ミニフレンチの昼食と標高600mのハーブのテーマパークを散策 ～
赤目四十八滝 マイナスイオンたっぷりの滝の回遊路を散策 ～関お土産店（※）～
42〈鈴鹿17：20～各地〉43〈サンシパーク17：30・桑名17：50〉5052〈時間はお尋ね下さい〉

北勢・中南勢発着（日帰り）
61267-42・43・50・52

出発日

ハーブのテーマパーク
メナード青山リゾート ミニフレンチと

赤目四十八滝（イメージ）

紅葉の赤目四十八滝
神島灯台

三島由紀夫の小説
『潮騒』の舞台

のんびり島ごはん
とばの離島神島
のんびり島ごはん
とばの離島神島

※写真は全て
　イメージです

11月4・12・21・27 
12月3・18 1月11・22
11月5・15・20・30 
12月10・21 1月12・23

42四日市・鈴鹿

43 桑　名

コース

北勢・中南勢発着

（日帰り）
61291-42・43・50・51

昼食

島の近海でとれる魚介使用
オーナーが腕をふるいます

11月6・23・25 
12月8・23 
1月15・27
11月8・14・29 
12月4・17・27 
1月16・28

出
発
日

42四日市・鈴鹿

43 桑　名

コース 42〈四日市・日永・鈴鹿〉43〈桑名・サンシパーク〉～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 ～二見・夫婦岩&めおと横丁～
海産物店 お買い物券1,000円分付 ～
42〈鈴鹿17：30～各地〉43〈サンシパーク17：50・桑名18：10〉

7:35 7:50 8:30 7:50 8:20

カキ小屋※写真は全て
　イメージです

鳥羽浦村

人気のカキ小屋 与吉屋
いよいよ
シーズンイン

焼き牡蠣

カキ雑炊とお味噌汁つき

北勢発着（日帰り）61294-42・43

と伊勢神宮焼きカキ蒸しカキ食べ放題

※12月8日発はめおと横丁に
　立寄りません。

 〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉～
道の駅パーク七里御浜 海鮮鍋御膳の昼食 ～
みかん狩り お土産付 ～ 世界遺産 鬼ヶ城 絶景の千畳敷と熊野灘 ～VISON 地元食材が並ぶ
 商業施設でお買物 ～〈時間はお尋ね下さい〉

11月14・19・26
11月5・15・21・27

50 関・津 ・松阪
伊賀・名張・関51

三重旅三重奏

と

昼食

鬼ヶ城みかん狩り VISON全景

中南勢発着

（日帰り）
61295-50・51

出発日

11月4・12・20・24
11月5・17・2552 関 ・ 津

50伊勢・松阪 

 42〈四日市・日永・鈴鹿〉43〈桑名・サンシパーク〉5051〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉
～鳥羽港〰〰　  〰〰神島 のんびり島ごはんの昼食  自由散策 〰〰　  〰〰鳥羽港～
鳥羽マルシェ お買物  ～42〈鈴鹿18：30～各地〉43〈サンシパーク18：40・桑名19：00〉
5051〈時間はお尋ね下さい〉

11月7・26・29 12月5 
1月18
11月23 12月19 1月2951伊賀・名張・関

50 津・松阪 

旅行代金
（おひとり様）10,000円10,000円

旅行代金
（おひとり様）

（昼食）（大小共通料金）

旅行代金
（おひとり様）10,000円10,000円

11,000円11,000円
（昼食）（大小共通料金）

旅行代金
（おひとり様）

旅行代金
（おひとり様）

（昼食）（4才以上共通料金）

出
発
日

（昼食・入山料・入場）（大小共通料金）

11月8・15 12月11・20・24
11月26 12月7・16・25

 42〈四日市・日永・鈴鹿・関〉43〈桑名・サンシパーク〉5051〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉
～鳥羽相差・海女小屋 はちまんかまど 海女さんたちの話を聞きながら手焼き魚介類の昼食 ～
神明神社・石神さん 女性の願い事を一つ叶えてくれるという言い伝え ～海産物店～
伊勢神宮内宮参拝とおかげ横丁散策～
42〈関17：10～各地〉43〈サンシパーク18：00・桑名18：20〉5051〈時間はお尋ね下さい〉

※写真は全てイメージです

51伊賀・名張・関
50 関・津・松阪 

神明神社・石神さん 伊勢神宮内宮

海女さんたちの話を聞きながら
新鮮な魚介を召し上がれ

石神さん 海女さん

目の前で焼きます

あ　　　 ま

相差
おうさつ

北勢・中南勢発着

（日帰り）
61292-42・43・50・51

11月29 12月6・12
11月25・30 12月15・21

出
発
日

43 桑　名
42四日市・鈴鹿・関

昼食（写真は4人盛り）

伊 勢 志 摩

アワビ てこね寿司 浜島焼貝

エスパーニャクルーズ

※写真は全て
　イメージです

 42〈四日市・日永・鈴鹿・関〉43〈桑名・サンシパーク〉5051〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉
～シーサイドホテル鯨望荘 浜島郷土料理会席の昼食 ～賢島エスパーニャクルーズ
 帆船型遊覧船で英虞湾めぐり ～伊勢夫婦岩 めおと横丁～
42〈関17：10～各地〉43〈サンシパーク18：00・桑名18：20〉5051〈時間はお尋ね下さい〉

11月10・18 12月15
11月3・19・27 12月16・24

関・津・松阪50
伊賀・名張・関51

出
発
日
旅行代金
（おひとり様）

（昼食・船）（4才～小学生2,000円引/お子様メニュー）
コース

コース

11月11・17・26 12月23
11月9・25 12月6・14・22

42四日市・鈴鹿・関
43 桑　名

北勢・中南勢発着

（日帰り）
61266-42・43・50・51

コース
（昼食・みかん狩り）（3才以上共通料金）

※写真は全て
　イメージです

13,600円13,600円

10,000円10,000円 10,000円10,000円

7:20 7:35 8:15 7:35 8:05

7:45 8:00 8:40 8:00 8:30

8:35 8:50 9:30 10:10 8:50 9:20

8:20 8:508:05 8:20 9:00 9:40

※中南勢ルートは立寄りません。

志摩・浜島温泉１泊２日の旅 ※写真は全て
　イメージです

ゆっくり
出発
ゆっくり
出発

早めの
帰着
早めの
帰着

眼下に太平洋を望む絶景露天風呂

露天風呂夕食（刺盛りは3～4人前）

出発日 11月12・28

宿　泊 シーサイドホテル鯨望荘

コース
13:40 14:2012:35 13:25

 ①〈サンシパーク・四日市・日永・鈴鹿〉～浜島温泉（泊）
②浜島～海産物店～伊勢神宮内宮参拝とおかげ横丁散策～VISON 自由昼食 ～関お土産店～〈鈴鹿14：50～各地〉

＆

北勢発着（1泊）66510-40

※2日間共、昼食は付きません。
　バス車内での飲食ができないため、1日目は昼食を済ませてバスにご乗車下さい。

※写真は全てイメージです

伊勢志摩 北勢発着

（日帰り）
61293-42・43

11月13・16・21・27・29 
12月1・6・18
11月14・19・22・26・28・30 
12月7・9・12・15・25

出
発
日43 桑　名

コース
42〈四日市・日永・鈴鹿・関〉43〈桑名・サンシパーク〉～
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～関お土産店～
42〈関16：50～各地〉43〈サンシパーク17：40・桑名18：00〉

8:35 8:50 9:30 10:10 8:50 9:20

ホテル外観

昼食

42四日市・鈴鹿・関

トロッコトロッコ

丸山千枚田丸山千枚田11月5・20・28 12月10・18 1月12・17・22・27
42 四日市・鈴鹿
43  桑　名

11月12・19 12月15・20 1月9・24・29

北勢発着

（日帰り）
61284-42・43

※温泉入浴時のタオルは付いていません。

コース 42〈四日市・日永・鈴鹿〉43〈桑名・サンシパーク〉～
専用の中型バスにのりかえて、日本の棚田百選・丸山千枚田めぐり～ホテル瀞流荘
 熊野地鶏薬膳鍋の昼食 ～瀞流荘駅＝ 元鉱山のトンネルを走るレトロなトロッコ電車 ••
 秘湯！源泉かけながし湯ノ口温泉入浴 •• トロッコ電車 ＝瀞流荘駅～世界遺産・鬼ヶ城
 絶景の千畳敷と熊野灘 ～42〈鈴鹿19：00～各地〉43〈サンシパーク19：20・桑名19：40〉

7:15 7:30 8:10 7:30 8:00

※写真は全て
　イメージです

出
発
日

コース 42〈四日市・日永・鈴鹿・関〉43〈桑名・サンシパーク〉～
VISON 話題の新スポットでスイーツや野菜などお買い物  笠庵賛否両論で和食のランチ ～
伊勢神宮とおかげ横丁 参拝 ～みやげセンター王将 お買物券1,000円付 ～
42〈関17：00～各地〉43〈サンシパーク17：30・桑名17：50〉

9:00 9:308:45 9:00 9:40 10:20

出
発
日

42四日市・鈴鹿・関

43 桑　名

11月2・13・21・24・29 
12月1・9・19・24
11月1・15・22・25・30 
12月5・7・15・25

7月20日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

ヴィソンヴィソン と伊勢神宮と伊勢神宮VISON

北勢発着（日帰り）61264-42・43

笠原シェフが
独自にアレンジをした
和食をお楽しみ下さい

昼食（イメージ）

昼食（イメージ）

出
発
日 伊賀・名張・関51

11月5・21・29 12月3・12・20・24

と

11月6・14・22 12月4・13・25

 〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉～桑名・七里の渡跡…
柿安本店 お買物 ～桑名・丁子屋 名物はまぐり御膳の昼食 ～
多度大社 参拝 ～アクアイグニス～関お土産店 あさりときゃらぶき
 詰め合わせ　 ～〈時間はお尋ね下さい〉

伊勢・松阪・津・関 50

桑名名物 焼きはまぐりや
はまぐり茶碗蒸し、はまぐり雑炊など

中南勢発着（日帰り）
61288-50・51

コース 〈各地〉～ジャズドリーム長島 ショッピング ～
なばなの里 人気レストラン マルセイユで洋食の夕食   国内最大級のイルミネーション見学 ～
5051〈関19：40～各地〉

※写真は全て
　イメージです

中南勢発着

（日帰り）
61287-50・51

夕食

コース 〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉～御在所ロープウエイ～おふろcafé湯守座
 温泉入浴   演劇やショー鑑賞   昼食 ～関お土産店～5051〈関16：30～各地〉

※写真は全て
　イメージです

東海エリア唯一 天然温泉に
癒される

現代の
大衆演劇

泥パックで
美しく

&

館内 ロープウェイ館内 演劇

11月6・24 12月7・26 1月11・23
出
発
日 伊賀・名張・関51

11月3・11・21 12月6・11・23 1月5・16・25伊勢・松阪・津・関 50

22,000円
（20,000円）

24,000円
（22,000円）

31,000円
2名1室3～4名1室 1名1室

（1朝・1夕食）（　）は小学生料金

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
様
）

旅行代金
（おひとり様）

（昼食）（大小共通料金）

旅行代金
（おひとり様）

（昼食・専用バス・トロッコ・入浴）（大小共通料金）

旅行代金
（おひとり様）

（昼食）（大小共通料金）

旅行代金
（おひとり様）

（昼食・お土産）（大小共通料金）
コース

旅行代金
（おひとり様）

（夕食・入場）（大小共通料金）

11月4・13・26 12月2・12・21 
1月6・14・22
11月7・25 12月6 
1月15・20・30

出
発
日51伊賀・名張・関

50 伊勢・松阪・関

旅行代金
（おひとり様）

（昼食・入浴・ロープウェイ）
（4才～小学生は500円引）

中南勢発着

（日帰り）
61286-50・51

10,000円10,000円

10,000円10,000円 10,000円10,000円

10,800円10,800円

10,000円10,000円
10,500円10,500円

豪華！刺盛
りと名物浜島焼き会席の夕食

https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61291
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61267
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61292
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61266
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61294
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61295


カッコーパルック三重プレミアムCPパンフ/A3/4C/うら

11月10・14・22・3011月10・14・22・30
11月7・15・23・28 

42四日市・鈴鹿
43  桑 　名

コース 42〈四日市・日永・鈴鹿〉43〈桑名・サンシパーク〉5052〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉
～メナード青山リゾート ミニフレンチの昼食と標高600mのハーブのテーマパークを散策 ～
赤目四十八滝 マイナスイオンたっぷりの滝の回遊路を散策 ～関お土産店（※）～
42〈鈴鹿17：20～各地〉43〈サンシパーク17：30・桑名17：50〉5052〈時間はお尋ね下さい〉

北勢・中南勢発着（日帰り）
61267-42・43・50・52

出発日

ハーブのテーマパーク
メナード青山リゾート ミニフレンチと

赤目四十八滝（イメージ）

紅葉の赤目四十八滝
神島灯台

三島由紀夫の小説
『潮騒』の舞台

のんびり島ごはん
とばの離島神島
のんびり島ごはん
とばの離島神島

※写真は全て
　イメージです

11月4・12・21・27 
12月3・18 1月11・22
11月5・15・20・30 
12月10・21 1月12・23

42四日市・鈴鹿

43 桑　名

コース

北勢・中南勢発着

（日帰り）
61291-42・43・50・51

昼食

島の近海でとれる魚介使用
オーナーが腕をふるいます

11月6・23・25 
12月8・23 
1月15・27
11月8・14・29 
12月4・17・27 
1月16・28

出
発
日

42四日市・鈴鹿

43 桑　名

コース 42〈四日市・日永・鈴鹿〉43〈桑名・サンシパーク〉～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 ～二見・夫婦岩&めおと横丁～
海産物店 お買い物券1,000円分付 ～
42〈鈴鹿17：30～各地〉43〈サンシパーク17：50・桑名18：10〉

7:35 7:50 8:30 7:50 8:20

カキ小屋※写真は全て
　イメージです

鳥羽浦村

人気のカキ小屋 与吉屋
いよいよ
シーズンイン

焼き牡蠣

カキ雑炊とお味噌汁つき

北勢発着（日帰り）61294-42・43

と伊勢神宮焼きカキ蒸しカキ食べ放題

※12月8日発はめおと横丁に
　立寄りません。

 〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉～
道の駅パーク七里御浜 海鮮鍋御膳の昼食 ～
みかん狩り お土産付 ～ 世界遺産 鬼ヶ城 絶景の千畳敷と熊野灘 ～VISON 地元食材が並ぶ
 商業施設でお買物 ～〈時間はお尋ね下さい〉

11月14・19・26
11月5・15・21・27

50 関・津 ・松阪
伊賀・名張・関51

三重旅三重奏

と

昼食

鬼ヶ城みかん狩り VISON全景

中南勢発着

（日帰り）
61295-50・51

出発日

11月4・12・20・24
11月5・17・2552 関 ・ 津

50伊勢・松阪 

 42〈四日市・日永・鈴鹿〉43〈桑名・サンシパーク〉5051〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉
～鳥羽港〰〰　  〰〰神島 のんびり島ごはんの昼食  自由散策 〰〰　  〰〰鳥羽港～
鳥羽マルシェ お買物  ～42〈鈴鹿18：30～各地〉43〈サンシパーク18：40・桑名19：00〉
5051〈時間はお尋ね下さい〉

11月7・26・29 12月5 
1月18
11月23 12月19 1月2951伊賀・名張・関

50 津・松阪 

旅行代金
（おひとり様）10,000円10,000円

旅行代金
（おひとり様）

（昼食）（大小共通料金）

旅行代金
（おひとり様）10,000円10,000円

11,000円11,000円
（昼食）（大小共通料金）

旅行代金
（おひとり様）

旅行代金
（おひとり様）

（昼食）（4才以上共通料金）

出
発
日

（昼食・入山料・入場）（大小共通料金）

11月8・15 12月11・20・24
11月26 12月7・16・25

 42〈四日市・日永・鈴鹿・関〉43〈桑名・サンシパーク〉5051〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉
～鳥羽相差・海女小屋 はちまんかまど 海女さんたちの話を聞きながら手焼き魚介類の昼食 ～
神明神社・石神さん 女性の願い事を一つ叶えてくれるという言い伝え ～海産物店～
伊勢神宮内宮参拝とおかげ横丁散策～
42〈関17：10～各地〉43〈サンシパーク18：00・桑名18：20〉5051〈時間はお尋ね下さい〉

※写真は全てイメージです

51伊賀・名張・関
50 関・津・松阪 

神明神社・石神さん 伊勢神宮内宮

海女さんたちの話を聞きながら
新鮮な魚介を召し上がれ

石神さん 海女さん

目の前で焼きます

あ　　　 ま

相差
おうさつ

北勢・中南勢発着

（日帰り）
61292-42・43・50・51

11月29 12月6・12
11月25・30 12月15・21

出
発
日

43 桑　名
42四日市・鈴鹿・関

昼食（写真は4人盛り）

伊 勢 志 摩

アワビ てこね寿司 浜島焼貝

エスパーニャクルーズ

※写真は全て
　イメージです

 42〈四日市・日永・鈴鹿・関〉43〈桑名・サンシパーク〉5051〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉
～シーサイドホテル鯨望荘 浜島郷土料理会席の昼食 ～賢島エスパーニャクルーズ
 帆船型遊覧船で英虞湾めぐり ～伊勢夫婦岩 めおと横丁～
42〈関17：10～各地〉43〈サンシパーク18：00・桑名18：20〉5051〈時間はお尋ね下さい〉

11月10・18 12月15
11月3・19・27 12月16・24

関・津・松阪50
伊賀・名張・関51

出
発
日
旅行代金
（おひとり様）

（昼食・船）（4才～小学生2,000円引/お子様メニュー）
コース

コース

11月11・17・26 12月23
11月9・25 12月6・14・22

42四日市・鈴鹿・関
43 桑　名

北勢・中南勢発着

（日帰り）
61266-42・43・50・51

コース
（昼食・みかん狩り）（3才以上共通料金）

※写真は全て
　イメージです

13,600円13,600円

10,000円10,000円 10,000円10,000円

7:20 7:35 8:15 7:35 8:05

7:45 8:00 8:40 8:00 8:30

8:35 8:50 9:30 10:10 8:50 9:20

8:20 8:508:05 8:20 9:00 9:40

※中南勢ルートは立寄りません。

志摩・浜島温泉１泊２日の旅 ※写真は全て
　イメージです

ゆっくり
出発
ゆっくり
出発

早めの
帰着
早めの
帰着

眼下に太平洋を望む絶景露天風呂

露天風呂夕食（刺盛りは3～4人前）

出発日 11月12・28

宿　泊 シーサイドホテル鯨望荘

コース
13:40 14:2012:35 13:25

 ①〈サンシパーク・四日市・日永・鈴鹿〉～浜島温泉（泊）
②浜島～海産物店～伊勢神宮内宮参拝とおかげ横丁散策～VISON 自由昼食 ～関お土産店～〈鈴鹿14：50～各地〉

＆

北勢発着（1泊）66510-40

※2日間共、昼食は付きません。
　バス車内での飲食ができないため、1日目は昼食を済ませてバスにご乗車下さい。

※写真は全てイメージです

伊勢志摩 北勢発着

（日帰り）
61293-42・43

11月13・16・21・27・29 
12月1・6・18
11月14・19・22・26・28・30 
12月7・9・12・15・25

出
発
日43 桑　名

コース
42〈四日市・日永・鈴鹿・関〉43〈桑名・サンシパーク〉～
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～関お土産店～
42〈関16：50～各地〉43〈サンシパーク17：40・桑名18：00〉

8:35 8:50 9:30 10:10 8:50 9:20

ホテル外観

昼食

42四日市・鈴鹿・関

トロッコトロッコ

丸山千枚田丸山千枚田11月5・20・28 12月10・18 1月12・17・22・27
42 四日市・鈴鹿
43  桑　名

11月12・19 12月15・20 1月9・24・29

北勢発着

（日帰り）
61284-42・43

※温泉入浴時のタオルは付いていません。

コース 42〈四日市・日永・鈴鹿〉43〈桑名・サンシパーク〉～
専用の中型バスにのりかえて、日本の棚田百選・丸山千枚田めぐり～ホテル瀞流荘
 熊野地鶏薬膳鍋の昼食 ～瀞流荘駅＝ 元鉱山のトンネルを走るレトロなトロッコ電車 ••
 秘湯！源泉かけながし湯ノ口温泉入浴 •• トロッコ電車 ＝瀞流荘駅～世界遺産・鬼ヶ城
 絶景の千畳敷と熊野灘 ～42〈鈴鹿19：00～各地〉43〈サンシパーク19：20・桑名19：40〉

7:15 7:30 8:10 7:30 8:00

※写真は全て
　イメージです

出
発
日

コース 42〈四日市・日永・鈴鹿・関〉43〈桑名・サンシパーク〉～
VISON 話題の新スポットでスイーツや野菜などお買い物  笠庵賛否両論で和食のランチ ～
伊勢神宮とおかげ横丁 参拝 ～みやげセンター王将 お買物券1,000円付 ～
42〈関17：00～各地〉43〈サンシパーク17：30・桑名17：50〉

9:00 9:308:45 9:00 9:40 10:20

出
発
日

42四日市・鈴鹿・関

43 桑　名

11月2・13・21・24・29 
12月1・9・19・24
11月1・15・22・25・30 
12月5・7・15・25

7月20日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

ヴィソンヴィソン と伊勢神宮と伊勢神宮VISON

北勢発着（日帰り）61264-42・43

笠原シェフが
独自にアレンジをした
和食をお楽しみ下さい

昼食（イメージ）

昼食（イメージ）

出
発
日 伊賀・名張・関51

11月5・21・29 12月3・12・20・24

と

11月6・14・22 12月4・13・25

 〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉～桑名・七里の渡跡…
柿安本店 お買物 ～桑名・丁子屋 名物はまぐり御膳の昼食 ～
多度大社 参拝 ～アクアイグニス～関お土産店 あさりときゃらぶき
 詰め合わせ　 ～〈時間はお尋ね下さい〉

伊勢・松阪・津・関 50

桑名名物 焼きはまぐりや
はまぐり茶碗蒸し、はまぐり雑炊など

中南勢発着（日帰り）
61288-50・51

コース 〈各地〉～ジャズドリーム長島 ショッピング ～
なばなの里 人気レストラン マルセイユで洋食の夕食   国内最大級のイルミネーション見学 ～
5051〈関19：40～各地〉

※写真は全て
　イメージです

中南勢発着

（日帰り）
61287-50・51

夕食

コース 〈乗車場所・時間はお尋ね下さい〉～御在所ロープウエイ～おふろcafé湯守座
 温泉入浴   演劇やショー鑑賞   昼食 ～関お土産店～5051〈関16：30～各地〉

※写真は全て
　イメージです

東海エリア唯一 天然温泉に
癒される

現代の
大衆演劇

泥パックで
美しく

&

館内 ロープウェイ館内 演劇

11月6・24 12月7・26 1月11・23
出
発
日 伊賀・名張・関51

11月3・11・21 12月6・11・23 1月5・16・25伊勢・松阪・津・関 50

22,000円
（20,000円）

24,000円
（22,000円）

31,000円
2名1室3～4名1室 1名1室

（1朝・1夕食）（　）は小学生料金

旅
行
代
金（
お
ひ
と
り
様
）

旅行代金
（おひとり様）

（昼食）（大小共通料金）

旅行代金
（おひとり様）

（昼食・専用バス・トロッコ・入浴）（大小共通料金）

旅行代金
（おひとり様）

（昼食）（大小共通料金）

旅行代金
（おひとり様）

（昼食・お土産）（大小共通料金）
コース

旅行代金
（おひとり様）

（夕食・入場）（大小共通料金）

11月4・13・26 12月2・12・21 
1月6・14・22
11月7・25 12月6 
1月15・20・30

出
発
日51伊賀・名張・関

50 伊勢・松阪・関

旅行代金
（おひとり様）

（昼食・入浴・ロープウェイ）
（4才～小学生は500円引）

中南勢発着

（日帰り）
61286-50・51

10,000円10,000円

10,000円10,000円 10,000円10,000円

10,800円10,800円

10,000円10,000円
10,500円10,500円

豪華！刺盛
りと名物浜島焼き会席の夕食

https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61293
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61284
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61264
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61288
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61287
https://www.kakopal.com/tour/search?task=search2&tour_code1=61286
https://www.kakopal.com/tour/detail/66510-40/


カッコーパルック三重プレミアムCPパンフ/A3/4C/おもて

●❶バス乗車定員を減らし「密」を軽減します。
●❷バス車内は約５分で空気が入れ替わる換気装置が付いています。
●❸バス車内は抗菌・抗ウイルス加工した車両を利用いたします。
●❹乗務員、添乗員はマスクを着用いたします。

●❶旅行中はマスク等を着用してください（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。
　発熱（37.5度以上）や咳など体調のすぐれない方の乗車をお断りいたします。

ご案内
当社は、お客様に安心してご利用いただけるよう、関係各所と協力して新型コロナウイルス感染拡
大予防に努めて企画旅行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
うえご参加くださいますようお願いいたします。また、感染状況の変化等、旅行の安全かつ円滑な実
施が困難となるときは当社の判断で旅行実施を中止いたします。

その他詳しくは
ホームページを
ご確認ください

●三重県内を旅行する皆様へ
三重県内を旅行する際は、「新しい旅のエチケット」や「新しい旅のルール」を守り、「感染リスクが高まる5つの場面」を避け、安全・安心な旅行をお願いします。
※旅行前には、三重県からの最新のお知らせを必ずご確認願います。
本事業は、みえ観光の産業化推進委員会（三重県雇用経済部観光局観光魅力創造課）からの委託を受け、一般社団法人 日本旅行業協会中部支部 三重地区委員
会が実施しています。

バスツアーの取り組み お客様にご協力いただくこと

名阪近鉄旅行直営旅行センター
桑名（スーパーサンシ桑名店内） ☎（0594）31-8121

コンビニ・クレジットカード支払いOK!

インターネット予約インターネット予約 24時間受付
カッコーパルック 検 索検 索

スマホ対応!
出発状況や
空席もチェック

企画旅行
実施会社

愛知県知事登録旅行業第2-970号　全国旅行業協会会員　旅行業公正取引協議会会員
〒450-0002 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　山本  雅也

協賛名阪近鉄　バス三重急行
三重交通　八風バス

店舗の営業状況についてはホームページをご確認下さい。

営業時間10：00～19：00（新規受付18：30まで、木曜定休）

四日市旅広場 ☎（059）353-2488
三 重 会 館 ☎（059）213-1135
イオン津城山 ☎（059）254-3555
中勢旅行支店 ☎（059）236-5135
アピタ松阪三雲 ☎（0598）56-7558
伊 勢 旅 広 場 ☎（0596）24-3103
南紀旅行支店 ☎（0597）22-2877

営業時間10：00～18：00（定休日：水・祝）

営業時間10：00～12：40/13：20～18：00（定休日：土日祝）

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18：00まで、水曜定休）

営業時間9：30～18：00（定休日：土日祝）

営業時間9：30～12：30/13：30～18：00（定休日：土日祝）

三重交通 各旅行店舗

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！電話一本で簡単予約！

059-221-3500カッコーパルック
予約センター

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

予約時に①～⑤をお知らせください

（FAX 052-586-2202）営業時間 9：15～17：45

◆ツアー発着場所
北 勢 ル ー ト

中 南 勢 ル ー ト

LINE
 お友達募集中！

WEB会員
 登録で更にお得！

ちょっといい
!旅

ちょっといい
!旅

キャンペーン
カコ

ちゃん

パル
く
ん 冬秋

キャンペーン期間：2021年11月1日～12月31日出発の弊社主催ツアーにご参加の方対象

詳しくは
ホームページ
にて

60歳以上の方限定
もれなく貰える次回の利用
割引券300円分プレゼント！

カコパル抽選会
日帰りツアーご招待や各ご当地
特産品など合計65名様に当たる！

自動
エントリー

幼児ご同伴参加者へのご案内（幼児バス座席使用料【幼児1名につき1席】6歳未満対象）
日帰り：
4,000円

1泊2日：8,000円
（以降1泊増す毎に4,000円増）

※シートベルト着用義務化に伴い幼児参加者に座席を確保いたします。
（尚、チャイルドシート・ジュニアシートの用意はありませんので予めご了承ください）
※幼児ご同伴の方は申込み時に必ず予約をしてください
　（無予約の場合は参加できません）

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。旅行契約の内容･条件は本紙面及び当社旅行業約款(募集型 企画旅行契約の部)によります。
1.お申込み　●お申込みは電話・郵便・ファクシミリでもできますが、翌日から3日以内にお申込書とお申込金(旅行代金の20％)又
は、旅行代金を納めて頂き正式契約といたします。　●個室型コースは原則として2名様以上でお申込下さい。
2.旅行代金　●旅行代金は出発日の14日前までに納めて下さい。　●各コースに明示された旅行代金は大人･おひとり様（満12才
以上）旅行代金で、小人旅行代金は満6才以上12才未満の方に適用いたします。但し航空商品につきましては満3才以上12才未満
の方に小人旅行代金を適用いたします。　●小人旅行代金は、特に記載のない限り、宿泊コースは大人旅行代金の2,000円引で
す。日帰りコースは 1,000円引です。　●旅行代金には特に記載のない限り規定の交通費(往復のバス運賃、航空運賃など)、宿泊
費、食事費、観光費等、団体行動の費用･消費税等一切を含みます。但し、指定集合場所まで及び解散場所からの交通費、その他個
人的性質の諸費用は含まれておりません。又、旅館における追加飲食及びルームチャージについては別途消費税がかかります。
※宿泊コースの宿によっては、食事・寝具なしの幼児の場合でも施設使用料として1,000円～3,000円程度現地にて申し受ける場
合があります。※20才未満の方のご参加は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。※15才未満の方のご参加は、
保護者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。　●各種交通機関の運賃･料金等が本紙作成日以降に改訂された
場合は、旅行代金を変更することがあります。
3.最少催行人員　●参加されるお客様が最少催行人員(25名又はコース毎に記載）に満たない場合は旅行の実施を中止させ
て頂くことがあります。この場合は原則として日帰りコース14日前、宿泊コース21日前までに連絡させて頂きます。なお、少人数
の場合中型･小型バスを利用することがありますのでご了承下さい。

4.発着時間　●ホテル･旅館への到着、出発時間は特に記載のない限り以下の時間帯になります。16：00～19：00着、7：00～9：00発
(各コース毎の詳細は別にお渡しする日程表(コース表)によります)なお、天候、交通渋滞および運輸機関のスケジュールの変更に
より延着することがありますのでご了承下さい。
5.見学　●コース表示内の太文字は下車観光地です。
6.宿泊　●お部屋は和室･和洋室･洋室です。又、表示旅館が同等クラスの施設に変わる場合がありますので、予めご了承下さい。
7.貸切バス会社　●原則中南勢地区は「三重交通」、北勢地区は「名阪近鉄バス」又は「三重交通」を利用します。但し、航空商品な
ど現地バス会社を利用する場合は別途お渡しする日程表に記載したバス会社となります。
8.旅程管理・添乗業務　●お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を行うため、ご旅行中の旅程管理は添乗員またはその代行者(バ
ス乗務員)が行いますが、総括旅程管理は名阪近鉄旅行ツアーセンターで行います。
9.旅行傷害保険のおすすめ　●各コースとも特別補償の対象になりますが、お客様自身で充分な額の旅行傷害保険に加入するこ
とをお勧めします。（名阪近鉄旅行各窓口でもお取り扱いしております）
10.取消料※出発日の前日より起算。●お申込みのあと、お客様の都合で旅行を取消される場合、人員減及び出発日、コースの変
更は次に定める取消料を申し受けます。●グループ一室（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頂きます。●取消受付時間は、お申し込み場所の営業時間内となります。

※その他の条件については当社の定める旅行業約款(募集型 企画旅行契約の部)による他、別途お渡しする旅行書面によります。
旅行条件・旅行代金の基準日 2021年10月18日

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％

●ご 案内 (お申し込 み前に必ずお 読 み下さい )

個人情報の取り扱いについて
名阪近鉄旅行（以下「当社」）およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込
みの際にご提出いただいた申込書又は電話でお伺いした個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関
等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。 ●このほ
か、当社及び販売店では ①当社が提携する企業が取り扱う商品、サービスに関する情報提供 ②当社の旅行商
品のご案内 ③アンケートのお願い ④統計資料の作成 にお客様の個人情報を利用させていただくことがあり
ます。 ●当社の個人情報の取り扱いに関することは、当社のホームページ又は店頭にてご確認下さい。

この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

●お問い合わせ・お申し込みは……
受託販売店

Pマークは
お客様駐車場あり（事前予約）

★バスツアーに参加すると

ポイントがたまる！
★ポイントアップキャンペーンを
　定期的に実施！

会員・お友達登録
でＷＥＢ先行発売＆

お得な情報をいち早くゲット！

★今なら新規お友達登録で

300円引き
クーポン
をプレゼント！

桑名サンシパーク

桑  名  駅

鈴鹿ハンター P

P

P

P
（スーパーサンシ桑名店前）

近鉄四日市駅

四日市・日永カヨー

関バスセンター

三重交通伊勢車庫 P
（伊賀市神田久志本町）
伊勢市駅前
三交松阪車庫 P
（松阪市大津町）
松 阪 駅 前
（JR側）
津・卸センター P
（津市高茶屋）
立合町バス停 P
（津市岩田）

（こざわ歯科クリニック前・ツアー専用駐車場）

（かつさと向かい側）

（近鉄四日市駅西口バスターミナル1番）

（桑名駅東口/バスターミナル0番）

津 駅 東 口
三重会館前バス停
関バスセンター P
御代インター森精機前 P
（三重交通バス停）

上 野 市 駅
三交伊賀車庫 P
（名張市西田原）

三交上野車庫 P
（伊賀市小田町/鍵屋の辻）

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・郵便局で振込支払い
旅行書類等送付 （振込1件につき100円かかります）

桑名・四日市・鈴鹿・関
津・松阪・伊勢・名張・伊賀

発 

着

安心

三重交通グループ

2021年11月～2022年1月出発

https://www.kakopal.com/sp/guide/about_office.html#tour-place
https://www.kakopal.com/pdf/jokensho.pdf
https://www.kakopal.com/sp/info/privacypolicy.html
tel:0592213500
https://www.kakopal.com/sp/guide/about_office.html
http://ryoko.sanco.co.jp/stores.php
https://page.line.me/925hnjdz?openQrModal=true
https://www.kakopal.com/sp/campaign/iitabi2021.html
https://www.kakopal.com/sp/guide/index.html
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