
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

