第9弾

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

5月～8月

犬得ツアー

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ありましたら店頭にお問い合わせください。

伊良湖メロン狩り

知多 お楽しみランチ＆梨もぎ

みて ”ピンクのAAAが目印”

1玉狩り + 半玉賞味

ようやく予約のとれた食事場所
1日30名様限定...ぜひ、お早めに！

丼

お手頃価格でメロン狩り

夏の暑さを少しでも良い方向にとらえて
お出かけしましょう♪
暑いから欲しくなるもの なぁ～に？

とにかく、メロン狩りを体験してみたい！
現地で半玉自分で食べちゃって
1玉のお土産で十分な方へおすすめ
どんぶり街道で
しらすがたっぷりのっている丼
シンプルだからこそ
わかる味がある

出発日
A： 7月3

B： 6月19

C： 6月21

7月17 D： 6月7

①②③④ 全部もらえちゃう

設
定
少日
なが
く
て

④旬の果物
梨もぎ 2玉 持ち帰

8,800円

料 金 / おひとり様

7月5

小学生

7月19

7,500円（狩りもの+お土産なし

未就学児

②地元の素材にこだわった
チータープリン1個
①のど シュワシュワ 甘い物・・・だいじ
美人サイダー1本

出発日 /

1/2試食付）

狩りもの+お土産なし

5,500円（昼食なし

③夏といえば
つめた～いもの1本
葛ごおりをどうぞ！

1/4試食付）

A： 8月4・19

B： 8月5・25

C： 8月26

D： 8月18

8,800円

おひとり様

料 金 /
小学生 同額

未就学児 席のみ 5,000円

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

各地（7：00～8：30）～ おかき屋辰心①（買物）～ 内海（昼食）～ チータープリン②（買物）～

メロン狩り～えびせんべいとちくわ共和国（買物）～各地（18：00～18：30頃）

えびせんパーク（買物）～ 飴文③（買物）～ 梨もぎ ④～ 各地（18：00～18：30頃）

若狭 瓜割の滝

日本のチロル 下栗の里としらびそ高原
マイクロバスでしか行けないバスツアー
1日 15名様限定

～瓜割の滝～ 瓜も割れるほどに冷たいことからこの名がつけら
れました。瓜割の滝の周辺に広がる森は、木の間から光が差し
込み、岩には苔が群生する幻想的な光景

下栗の里は、南アルプスを望む飯田市上村の東面傾斜面にあ
る標高800m～1,000mの地区。

最大傾斜38度の傾斜面に点在する耕地や家屋は、遠山郷を代

海鮮バイキング

と

好きなものを好きなだけ 60分勝負！！
地ビールも飲み放題（ソフトドリンクあり）

～ 若廣 ～
柿の葉寿司 5貫

表する景観を作りあげている。
こうした姿がオーストリア・チロル地方に似ていることから

「日本のチロル」と呼ばれる。

出発日 /

A： 6月10

現地ガイド案内あり
片道1キロほど歩きます。

B： 6月9
D： 6月7

C： 6月8

料 金 / おひとり様

箸作り体験あり・持ち帰り

8,800円

出発日 /

子供料金 同額（食事あり）

A： 7月20 8月27 B： 7月23 8月30

料 金 / おひとり様
小学生

C： 7月29 8月28 D： 7月30 8月29

8,800円

7,500円（お土産なし）

未就学児

5,500円（昼食なし

お土産なし）

各地（7：00～8：30）～ しらびそ高原（散策）～ 下栗の里（見学・昼食）～

各地（7：00～8：30）～ 昆布館（買物）～ 若狭（昼食）～ 瓜割の滝（散策）～

道の駅とよおかマルシェ（買物）～ 各地（18：00～18：30頃）

箸匠せいわ（体験・買物）～ 若狭フィッシャーマンズ・若廣（買物）～各地（18：00～18：30頃）

南信州さくらんぼ狩り4日間限定

舟山ひまわり園

たい茶漬けでサラサラとランチ

おみやげ付

&

飛騨の郷土料理 朴葉みそ

・すぐに食べられる五平餅
・お菓子つかみ取り
・じめじポット狩り
～ 元善光寺 ～
7年に1度の御開帳
コロナの影響で1年遅れ開催
A： 6月20

B： 6月18
D： 6月17

出発日 / C： 6月19

約20万本のひまわりは圧巻
「あなただけを見つめる」「情熱」「憧れ」

小学生 同額

おひとり様

9,500円

未就学児 食事なし・食べ放題つき 6,500円

出発日 /

A： 8月9・20
C： 8月10・19

～ 飛騨一宮 水無神社 ～
古来、水無神（みなしのかみ）
は、神通川（宮川）と飛騨川
の分水嶺、水源である位山に
鎮座する水主神として水徳を
仰がれ、生命、特に農作物に
実りをもたらす「作神（さくが
み）様」として信仰されてきた。

～ はなことば ～

料 金 /

高山散策

子供料金 同額（食事あり）

B： 8月17・22
D： 8月18・24

料 金 /

おひとり様

各地（7：00～8：30）～さくらんぼ狩り ～道の駅とよおかマルシェ（買物）～元善光寺（参拝）～

各地（7：00～8：30）～高山（昼食・自由散策）～飛騨一宮水無神社（参拝）～

飯田（昼食）～ 長岳寺（参拝）～各地（18：00～18：30頃）

ひまわり園（自由散策）～～各地（18：00～18：30頃）

日帰り

南信州トウモロコシ＆もも狩り

犬得第8弾

開催期間
令和4年4月3日～6月29日

善光寺御開帳

もも食べ放題付

南信州めいぶつ
ソースかつ丼弁当

料 金

もも食べ放題は、道の駅にて
つめた～く冷やされた物が用意されています。

おひとり様

8,800円

7,800円

※小人料金の設定はございません。

各地（7：00～8：00）～（車内昼食・お弁当）～善光寺（拝観）～各地（19：00～19：30頃）

トウモロコシ 3本狩り
もも 2玉狩り

出発日 /

A： 7月21 8月6
C： 7月23 8月9

料 金 / おひとり様

B： 7月24 8月8
D： 7月22 8月7

9,800円

犬得第8弾

子供料金
同額（食事あり）

伊勢物語に登場する

※カキツバタの開花時期が過ぎた場合、大樹寺のご案内になります。

A： 5月7・23

各地（7：00～8：30）～ 信濃比叡 広拯院（参拝）～ 下条村（昼食）～ 大山田神社（参拝）～
トウモロコシ狩り ～ 道の駅とよおかマルシェ（もも狩り・買物）～各地（18：00～18：30頃）

C： 5月10・26

出発日 / B： 5月5・18 Ｄ： 5月15・20
お土産付

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
愛知県知事登録旅行業

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

各務原市鵜沼西町３－３０９

10,000円

パンのトラ 食パンハーフ

各地（7：00～8：30）～豊川稲荷（自由参拝）～道の駅藤川宿（買物）～真福寺（昼食）～

取消料・旅行代金に対する料率＞

第２種 ５６１号

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％

暫定営業時間・定休日
１０：００～１５：００

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

各務原旅行センター ０５８－２１６－７１００

おひとり様

同額（食事あり） 焼鮎・茶碗蒸しつき

パンのトラ安城店（買物）～無量寿寺（かきつばた園）～藤田屋本店（買物）～各地（18：00～18：30頃）

＜取消料：旅行開始日の前日から起算・

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

稲荷ずし5個

料 金 子供料金

割引前の価格を基準に下記の取消料を申し受けます。

総合旅行業務取扱管理者 小川 誠
(一社)全国旅行業協会正会員

八橋かきつばた

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。

