県民割・GOTOキャンペーンが再開された際は、
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条件に基づき割引させて頂きます。

伊良湖メロン狩り

伊良湖メロン狩り

スタッフ一同
お待ちしております

2玉狩り✙1玉お土産✙半玉賞味
お刺身・煮魚・フライ
バランスよく色々楽しめるランチ

令和4年
4月～8月

2玉狩り✙半玉賞味

出発日

出発日
A： 6月6・18・22・30 7月8・12・18

A： 6月15・27

B： 6月8・14・24

B： 6月11・17・29

7月2・10

C： 6月10・20・26

7月6・14

C： 6月13・23

D： 6月12・16・28

7月4・16

D： 6月9・25

料 金 /
小学生

おひとり様

13,800円

10,000円（狩りもの+お土産なし

未就学児

5,500円（昼食なし

料 金 /

1/2試食付）

狩りもの+お土産なし

小学生

1/4試食付）

7月9・15

地魚メインのランチもいい感じ～

7月7

7月11
7月1・13

おひとり様

12,800円

10,000円（狩りもの+お土産なし

未就学児

3玉持ち帰りは重くて大変
2玉なら がんばれる！

5,500円（昼食なし

1/2試食付）

狩りもの+お土産なし

1/4試食付）

各地（7：00～8：30）～めっくんはうす（買物）～ 田原（昼食）～ メロン狩り～ 長栄（しらす買物）～

各地（7：00～8：30）～めっくんはうす（買物）～赤羽根（昼食）～長栄（しらす買物）～

ラグーナ・フェスティバルマーケット（買物）～各地（18：00～19：00頃）

道の駅とよはし（買物）～各地（18：00～19：00頃）

南信州さくらんぼ狩り

南信州貴陽狩り

日本にさくらんぼが
入ってきたのは、
明治元年（１８６８）

貴陽

おいしいさくらんぼの見分け方
１、実の粒が大きいこと。
実に張りがあり大きいほど旨い。
２、実の色、ツヤがあり着色が濃い色がよいが
濃すぎると熟れ過ぎの場合がある。
３、色の濃いわりに実が硬い。
４、枝（軸）が太く枯れていなくて緑色のものは
鮮度がいい証し。

※1名様・ 2名様は相席になる場合があります。

木によって、甘さが違うよ！
美味し木を見つけよう♪

6キロのお引越し完了
約2年ぶりに、〇〇へいってみよう～

料 金

出発日
A： 6月15・25

おひとり様

B： 6月21・26
小学生

C： 6月22・27

D： 6月24・28

なるべく全体が濃い紅色に染まっていて、
色むらや傷がないもの。また、きれいな円形
で張りがあり、持ったときにしっかりと重みを
感じる表面に白い粉（ブルーム）がついてい
るものは新鮮な証拠。
また貴陽は、果皮の紅色の部分に「輪紋」
と呼ばれるひび割れのようなスジが見られる
が、これは成熟の目安になるもので、輪紋
が出ているものはよく熟していて甘味が強
いといわれる。

未就学児

出発日

11,800円

10,000円（食べ放題つき

A： 8月16・19

B： 8月12・20

お土産なし）

食べ放題つき

5,500円（昼食なし

貴陽は山梨県で誕生したすもも

お土産なし）

各地（7：00～8：30）～ ひらなか農場（買物）～ 隠れ家レストラン（昼食）～ さくらんぼ狩り ～
お楽しみ
お土産つき

道の駅とよおかマルシェ（買物）～ 元善光寺（参拝）～各地（18：00～18：30頃）

C： 8月13・22

D： 8月17・21

料 金
おひとり様

小学生

11,800円

10,000円（食べ放題つき

未就学児

お土産なし）

食べ放題つき

5,500円（昼食なし

お土産なし）

各地（7：00～8：30）～無量寺（参拝）～ 隠れ家レストラン（昼食）～ 貴陽狩り ～ 大山田神社（参拝）～
お楽しみ
お土産つき

道の駅信濃路下条（買物）～ 各地（18：00～18：30頃）

琵琶湖を望むランチビュッフェと比叡山延暦寺
自然と温泉を満喫
☆ニッコウキスゲの咲き始め

世の中に山てふ山は多かれど
山とは比叡の御山（みやま）をぞいふ

☆今年御柱祭が行われる（４月～６月）
諏訪大社四社のうち二社参り

～石山寺～
西国三十三所観音霊場の
第十三番札所で、真言宗
の大本山にあたるお寺
「源氏物語」のはじまりの地
としても有名

出発日 / 全乗車場所共通 7月15
料 金 /
1日目

27,800円～29,800円

各地（7：00～8：30）～ 諏訪（昼食）～諏訪大社上社本宮（参拝）～

出発日 /

蓼科バラクライングリッシュガーデン（見学）～横谷温泉旅館（泊）
2日目

旅館 ～ 御射鹿池（見学）～ 霧ヶ峰高原 ～ 門前ひろば食祭館（昼食）～

諏訪大社下社秋宮（参拝）～ 角上魚類（買物）～ 各地（18：00～18：30頃）

料 金

C： 7月28 8月11

D： 7月29 8月9

おひとり様

子供料金 同額（食事あり）

11,800円

大津SA（買物）～各地（18：00～18：30頃）
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《 お品書き 》
・本日の先付け
～大矢田神社～
・甘露煮
日光東照宮と同様に豪華
・南蛮漬け
な彫刻と派手な色彩で飾
・活き造り
る様式が盛んに使われた江
・塩焼き
戸時代に建立された神社
・から揚げ
・鮎フライ
珈琲水まんじゅう
地元野菜添え
1個 お土産付
・鮎雑炊(時に鮎飯)
・香の物
・本日のデザート

A： 7月10 8月3 B： 7月8・28
出発日 / C： 7月7 8月5 D： 7月9 8月2

B： 7月26 8月19

各地（7：00～8：30）～ 石山寺（参拝）～ 大津（昼食）～ 比叡山延暦寺（参拝）～
御射鹿池（みしゃがいけ）

清流のほとりで天然鮎料理

※1名様・ 2名様は相席になる場合があります。

A： 7月30 8月23

水の都 大垣市
水まんじゅう

～善光寺前立本尊御開帳～

開催期間：令和4年4月3日～6月29日

4食付き

本堂に安置される秘仏の本尊「一光三尊阿弥陀如来像」の分身として鎌倉時代に造られた前立本尊を、
数えで7年に1度開扉する盛儀。新型コロナ感染拡大により、１年延期となり今春開催。

まだ まにあうよ～

全乗車場所共通

出発日 / 4月25（残りわずか） ・ 5月15（残りわずか） ・ 6月24（募集中）
子供料金 同額（食事あり）

料 金 / おひとり様

料 金 /

おひとり様

小学生以下の方 2,000円引き

11,800円

各地（7：00～8：30）～ 関刃物センター（買物）～大矢田神社（参拝）～ 美並（昼食）～
墨俣一夜城址・資料館（見学）～ 金蝶園（買物）～ お千代保稲荷（散策）～ 各地（18：00～18：30頃）

24,800円

（本館 2,200円UP）

牛
に
善引
光か
寺れ
参て
り

※空き状況によってはお受けできない場合がございます。

1日目 各地（7：00～8：00）～ 松本（昼食）～ 北向き観音（拝観）～ 万座温泉泊り（日進館 別館）
2日目 ホテル（8：30）～ 善光寺（拝観・昼食）～ 各地（18：30～19：00頃）
※夕・朝 バイキング

ご案内

旅行企画・実施

※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、

犬山ツーリスト株式会社

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

小牧旅行センター ０５６８－７１－０５０１
小牧市堀の内４－１４２

扶桑町高雄下野７

各務原旅行センター ０５８－２１６－７１００
各務原市鵜沼西町３－３０９

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％

水金 休み

１０：００～１５：００

出発の当日５０％

月木 休み

出発の前日４０％

旅行開始後は全額

※最少催行人員25名

暫定営業時間・定休日

マックスバリュ扶桑店内

ありましたら店頭にお問い合わせください。

宿泊コース：出発２０日前～８日前まで２０％、

暫定営業時間・定休日
１０：００～１５：００

20名～27名（中型）・25名～45名（大型）のツアー貸切も可能です。設定日以外のお日にちご希望等

＜取消料：旅行開始日の前日から起算・
取消料・旅行代金に対する料率＞

第２種 ５６１号

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

割引前の価格を基準に下記の取消料を申し受けます。

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、

暫定営業時間・定休日

イオンタウン各務原鵜沼内

１０：００～１５：００

事前にご確認の上、お申し込み下さい。

日木 休み

※このチラシの写真はすべてイメージです。

≪乗車場所≫

A

※ ルートの土日祝出発日は大口町役場の乗車も可能です。

