各務原店 オープン
3周年記念 特別企画
もりいけ

メッセージ

《全国旅行支援対象》クーポン券：なし

～ 嬉しい季節の十六升いろいろ

やました

犬山ツーリスト（株）として、3店舗目の各務原店をオープンさせたのはコロナ前の
2019年11月の事。岐阜県進出で希望に満ち溢れる日々を過ごすはずが・・・
約3年もの間、社員の中でも不安視する声が聞かれましたが、支えて頂いたお客様のお
陰をもちまして、もうすぐ無事3年目を迎えることができそうです（涙）
スタッフが素敵な笑顔でお仕事させて頂けることに感謝して、ご利用のお客様へ旅行
でお返しが出来ればとの思いで特別企画をご用意させて頂きました。
ご参加お待ちしております♪ これからも末永く宜しくお願い致します。

ちょっとsokoまで行ってきます。

各地（7：00～8：30）～亀山PA（亀山ローソク：買物）～

朝津味ファーマーズマーケット（買物）～

交通安全祈願をして無事到着
『 ただいま～ 』

～

～ お手頃なお昼の蟹三昧 ～
B : 12月9
D : 12月4

大人・小人 / 7,500円 割引前⇒ 12,500円

～ 海を見ながらhappyフレンチ ～
B : 12月8
D : 12月12

大人・小人 / 7,500円 割引前⇒ 12,500円

各地（7：00～8：30）～道の駅めっくんはうす（買物）～ クラウマラン（昼食）～

お陽様農園（いちご狩り）～えびせんとちくわの共和国（買物）～ 各地（18：30頃）

12月初旬からいちご狩りを楽しめる『お陽様農園』伊良湖はメロン狩りのイメージが強いけれど、実はいちごの産地でもあります。
シンプルなコースで食事は勿論手抜きせず、メインのいちご狩りと道の駅でのお買物をゆっくりお過ごし頂けます！

伊くま 本店（昼食）～ 名阪関ドライブイン（買物）～ 椿大社（参拝）～ 各地（18：30頃）

食べるの大好き
旅行も大好き
社長以外、女だらけの職場だけど
みんな仲良し
恥ずかしがり屋の2人はイラストで

ひと足早い春

なりた

はっとり

しみず

令和5年以降の全国割・平日にもう一泊キャンぺーンについては、詳細が分かり
次第、条件に応じて対応させて頂きます。
宿泊分の申込は20日前に締め切りとなりますので、ぜひお早めにご検討ください。
懐かしさと近未来を訪ねる

伊豆半島

熱海梅園

伊東

× 10匹

デザート付

お楽しみ お土産付♪
B : 12月16
D : 12月7 大人・小人 / 7,500円 割引前⇒ 12,500円

各地（7：00～8：30）～道の駅めっくんはうす（買物）～ うおずみ（昼食）～

出発日
A : 12月15
C : 12月5

大人・小人 / 4,600円

宿泊編

～ 自慢の地魚料理

出発日
A : 12月11・19
C : 12月3

道の駅とよはし（買物）～お陽様農園（いちご狩り）～ 各地（18：30頃）

割引前⇒ 7,600円

いちはら

道の駅とよはし（買物）～お陽様農園（いちご狩り）～ 各地（18：30頃）

各地（7：00～8：30）～えびせんとちくわの共和国（買物）～ 源氏 向山店（昼食）～

出発日 / A : 11月28・12月16 B : 11月30・12月19
C : 12月14 D : 12月9

たばた

割引前⇒ 12,500円

各地（7：00～8：30）～えびせんとちくわの共和国（買物）～ 源氏 向山店（昼食）～

出発日
A : 12月13
C : 12月18

亀山ローソク：暮らしに必要な灯り、昔はローソクが暗闇を照
らし、神仏では必需品として使用されていた。現代ではインテ
リアとして癒しのアロマとしても活用されている。
クリスマスも近いし、ちょっとのぞいてみましょうか(*^^*)
朝津味ファーマーズマーケット：地区最大の規模らしく
ちょっと気になるので行ってみよ～♪
ランチは『伊賀牛』 って・・・わくわくしかない♪
最後はやっぱり全てに感謝して
『伊勢の国の一の宮』椿大社をお参り。

はまだ

B : 12月2・20
D : 12月14 大人・小人 / 7,500円

お陽様農園（いちご狩り）～ヤマサのちくわ（買物）～ 各地（18：30頃）

《全国旅行支援対象》クーポン券：平日3,000円・休日1,000円

ありがとう

＆

花めぐり

河津桜

《 伊東温泉 》
温泉湧出口は約750口と全国でも
有数の源泉数を誇る伊東温泉。開
湯は平安時代と伝えられ、徳川家
光への献上湯が行われていたという
歴史もある。

出発日

河津桜まつりの約1か月の期間中は
屋台なども出回る。

A : 令和5年2月15

河津桜の原木は、河津町田中の個人宅の庭にあり
樹齢約88年、樹高約10m
河津桜は1月下旬頃から淡紅色の花が約1ヶ月にわたって咲き続る。

朝：1食

見覚えのある自販機発見！！

昼：2食

夕：1食

昔懐かしいレトロな自動販売機が約１００台も並んでいる珍しい『自販機
の聖地』４０年～半世紀ほど前に作られた年代物ばかりで、週末は「昭
和」の雰囲気を求める老若男女でにぎわっているという。
新型コロナで対面接触しない自販機の利便性があらためて注目される。

1日目 // 各地（7：00～8：00）～

未

超電導リニア(リニア中央新幹線)
2025年の大阪万博に向け早期開通を目指している。
東京-名古屋－大阪を約1時間で結ぶ予定。
って、大阪の人が東京に毎日通勤できちゃう時代Σ(･ω･ﾉ)ﾉ！

おすすめ！！

出発日

A : 12月9

夜

週末の中華街へＧO

※走行試験は不定期で行われておりますので、
ご覧いただけない場合がございます。

梯子酒・・・う～ん、きらびやかな光に導かれ
今宵出会える食材は？？？

2日目 // ホテル～ 河津桜まつり（散策）～ 韮山（昼食）～ 沼津（買物）～ 各地（18：30頃）

日本最古の湯と金刀比羅宮参拝

朝：1食

割引前⇒ 26,800円
割引前⇒ 27,800円
割引前⇒ 33,300円

金刀比羅宮

昼：1食
夕：なし（ OPあり）

ホテル内：重慶飯店（和室）中華コース料理

追加料金

7,150円/人 ）

1日目 // 各地（7：00～8：00）～諏訪おぎのや（昼食）～ 山梨県立リニア見学センター（見学）～
昔なつかしレトロ自販機（見学・買物）～ ホテル ローズ（泊） ※ホテルは中華街の一角

2日目 // ホテル ～ 鶴岡八幡宮（参拝）～ 長谷寺（参拝）～ 江の島（散策・自由昼食）～ 各地（18：30頃）

沼津（昼食）～ 三島大社（参拝）～ 熱海梅園（散策） ～

伊東温泉 ホテル ラヴィエ川良（泊）

レトロな自販機と
近未来の乗り物
リニアのギャップに

夕食は中華街でフリーでお済ませください。
少しずつ食べ歩き、がっつりコース料理、ほろ酔いで

「さぬきこんぴらさん」で有名な金刀比羅宮は、象頭
山の中腹に鎮座し、古来より海の神様、五穀豊
穰・大漁祈願・商売繁盛など広範な神様として信
仰を集めている。
参道口から御本宮までは785段、奥社までは1,368
段の石段がある。

刀比羅宮の境内では、古くから金刀比羅宮と縁故ある家柄をもって、唯一代々営
業を許されている飴屋。五人百姓と呼ばれ加美代飴を売っている。

出発日

２０２３年 初詣
出雲 玉造・皆生温泉 2泊3日
出雲大社

うさぎから連想される場所を考え

2023年、干支は『兎』

ると、真っ先に山陰を思い出す方も少なくないと思います。

1泊2日

さ～よならも言えず泣いている～
樹齢百年を越える梅の古木を含め、
私の踊り子よ あ、あ～船が出る♪
60品種：469本の梅が咲き誇りる
なんだか歌いたくなっちゃいますね(笑)

《全国旅行支援対象》クーポン券；平日3,000円・休日1,000円

昔

～

稲庭風うどん付
お楽しみ お土産付♪

出発日
A : 12月6・17
C : 12月10

四国の銘菓
一六タルト

松山城

A : 令和5年3月5

道後温泉本館

道後温泉本館
小説「坊っちゃん」の舞台にもなり現在、
国の重要文化財に指定
※共同浴場 入浴可（有料）
早起きして朝風呂へ

朝：2食

昼：3食（弁当あり）
夕：2食

1200年前、空海により唐から伝えられたといわれるうどん。空海の
故郷讃岐で育まれ、こんぴらさんへ参詣に来た人々によって全国に伝えらた。

1日目 // 各地（7：00～8：00）～ タオル美術館（見学・買物）～ 道後温泉 ホテルルナパーク（泊）
2日目 // ホテル ～ 松山城（見学）～マイントビア別子（昼食・見学）～ 父母ヶ浜（散策）～ ことひら温泉 琴参閣（泊）

ホテル玉泉

3日目 // ホテル～ 金刀比羅宮（参拝）～ 讃岐うどん（昼食）～ 各地（18：30頃）

神話『因幡の白うさぎ』の中で、出雲大社に祀られる『大
黒様』が白うさぎを救ってくださいます。

《乗車場所》

神話の国、出雲の地で♨に浸かりこれからの1年の健康と

幸せを願いませんか？

A : 令和5年1月30
朝：2食
昼：3食（弁当あり）
夕：2食

金
何 持
あ を 神
な願
た う 社

ホテル つるや

白兎神社

次か
第

Aルート
Bルート
Cルート
Ｄルート
旅行企画・実施

※土日祝出発のAルートは大口町役場からのご乗車が可能です。

犬山車庫⇒犬山駅⇒MV扶桑店⇒MV小牧堀の内店⇒小牧駅
犬山車庫⇒西可児⇒新可児⇒道の駅可児ッテ
犬山車庫⇒イオンタウン各務原鵜沼⇒新鵜沼駅⇒MV扶桑店⇒MV小牧堀の内店
犬山車庫～（桃花台） ローソン小牧池の内店向かい⇒桃ヶ丘2丁目バス停付近⇒桃花台交番付近

犬山ツーリスト株式会社

ご案内
※お申し込み後、お客様の都合により旅行を取消される場合は、

総合旅行業務取扱管理者 小川 誠
愛知県知事登録旅行業

(一社)全国旅行業協会正会員

割引前の価格を基準に下記の取消料を申し受けます。
＜取消料：旅行開始日の前日から起算・

第２種 ５６１号

取消料・旅行代金に対する料率＞

1日目 // 各地（7：00～8：00）～車中食（弁当）～ 金持神社（参拝）～ 玉造温泉

玉泉（泊）

2日目 // ホテル～ 出雲大社 ～ 松江城下町（散策・昼食） ～ 大根島経由 ～ 水木しげるロード（散策） ～
皆生温泉

つるや（泊）

3日目 // ホテル ～ 白兎神社（参拝）～ 鳥取砂丘（見学・昼食・買物） ～ 各地（19：00頃）

小牧旅行センター ０５６８－７１－０５０１
小牧市堀の内４－１４２

マックスバリュ小牧堀の内店内

扶桑旅行センター ０５８７－９１－２１２３
扶桑町高雄下野７

暫定営業時間・定休日 （最終受付 16：00）

マックスバリュ扶桑店内

各務原旅行センター ０５８－２１６－７１００
各務原市鵜沼西町３－３０９

１０：００～１７：００

水金 休み

暫定営業時間・定休日 （最終受付 16：00）
１０：００～１７：００

月木 休み

暫定営業時間・定休日 （最終受付 16：30）

イオンタウン各務原鵜沼内

１０：００～１７：００

日木 休み

宿泊コース：出発２０日前～８日前まで２０％、
日帰りコース出発の１０日前～８日前まで２０％
共通：出発の７日前～２日前まで３０％
出発の当日５０％

出発の前日４０％

旅行開始後は全額

※最少催行人員25名 利用バス会社：犬山ツーリスト（株）
※バスガイドもしくは添乗員がお世話いたします。
※詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、

事前にご確認の上、お申し込み下さい。
※このチラシの写真はすべてイメージです。

