
七年に一度の盛儀 !六善光寺御開帳コース ! ①信州善光寺
②元善光寺

③岐阜善光寺
④関善光寺

⑤祖父江善光寺東海別院
⑥甲斐善光寺

バスツアー

保存版

旅気分バスツアー 検索

※大人=中学生以上 小人=3才～小学6年（2才以下の方のご参加はお問い合わせください。）※各
コース最少催行人員：25名（マイクロバス利用の場合は15名）、添乗員：同行（別途記載を除く）※各
スケジュールはバス等の交通機関の都合、天候、現地事情により、旅程や内容が変更になる場合があ
ります。※集合時間：名古屋始発…出発時間の20分前、名古屋経由やその他の発地…出発時間
の5～10分前。※○印出発確定日は満席になっている場合がございます。※料金は全て税込み。お
一人様の料金です。※バス座席は当社で決めさせて頂きます。※写真は全てイメージです。※このDM
に掲載している各ツアーの詳しい内容・ご旅行条件書（パンフレット）はお申込時に発送致します。※今
後、このご案内が不要の場合は、お手数ではございますが、お電話にて不要の旨をご連絡下さいませ。

〒460-0007名古屋市中区新栄1-6-15 
愛知県知事登録旅行業第2-1065号（一社）全国旅行業協会（ANTA）正会員

株式会社JTN（ジェイティーエヌ）旅行企画実施

  【旅気分バスツアー利用予定バス会社】AMA交通など、東海3県のバス会社

他にもお得なツアーが多数有！
HPなら、24時間いつでも受付中！

裏面には【マイカー日帰り&宿泊プラン】もあります。ぜひご覧下さい。

詳細はコチラ↓

お電話でのお申し込み・お問い合わせ

☎052-269-2700
2022.4月▶7月

受付時間／月～土・１０時～１5時
定休日／日･祝休み （臨時休業有）
※お電話がつながりにくい時間帯が
　ございます。
　すぐにお申し込みいただける
　ホームページをご利用ください。

ホームページよりお申し込み頂くと、なんと全員 ※諸条件あり。詳しくは
　HPをご確認下さい。500円引き

LINE公式アカウント限定のお得なバスツアー
情報をメーリングよりも一足先に発信 !!

アカウント検索 @xew3187n▶ 

お友達募集中!

新型コロナウィルス感染防止に向けた当社の取り組みにつきましてはホー
ムページ又はお申し込み時に送付するパンフレットでご確認下さい。

ご来店でのお支払い並びに
お申し込み受付終了のご案内

この度、コロナウィルス感染対策並びにその他諸事
情により、ご来店でのお支払いやお申し込みを終
了致しました。お支払いに関しましては郵便局又は
銀行でのお振込みをお願い申し上げます。ホーム
ページでは24時間いつでもお申し込みができ、とっ
ても便利です！ホームページからのお申し込みにつ
きましてはクレジット決済やコンビニ決済もご利用
いただけます！スマホ割りもあります（※諸条件あり）。
この機会にお得に便利にご利用下さい！

※お電話の際に
「9030のDMを見た」

とお伝え下さい。

伊勢神宮外宮から内宮へ1日で
両参り！

★食べてご利益！
　末広がり・八つの三重名物のランチ
・「松阪牛」せいろ
・「イセエビ」、「みえ真鯛」、
  「ハマグリ」、「あおさ」入り
豪華海鮮汁

・伊勢志摩の郷土料理「手こね寿司」
・伊勢の歴史を残す「伊勢うどん」
・鳥羽産「めかぶ」
・茶碗蒸し・天ぷら

★江戸時代の町並みを再現した
　「おかげ横丁」を自由散策旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 7,480円 6,980円

詳細はこちら

名古屋発→関（昼食）→伊勢
神宮外宮（参拝）→伊勢神宮内宮
（参拝、おかげ横丁自由散策）→伊
勢（お買い物）→名古屋着（19:20）

行程

松阪牛・イセエビ・みえ真鯛 三重八大名物ランチ＆
お伊勢さん両参り

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
100300 名古屋（9:30） 26・29・30　　　2・44月 5月

食事

昼1

外宮 内宮（宇治橋）

「松阪牛」せいろ

あおさ

ハマグリ
みえ真鯛

手こね寿司

伊勢うどん
めかぶ

天ぷら

茶碗蒸し

昼食（イメージ）

パリの権威あるコンクールで8年連
続最高位を獲得しているパティシ
エ 小山進氏がオーナーを務める「パ
ティシエ エス コヤマ」でお買い物！
敷地内にはカフェやベーカリー、ショ
コラ、コンフィチュール、マカロンな
どの専門店があり、そこはまるでス
イーツのテーマパークです。

世界のパティシエ・辻口博啓プロデュー
スのベーカリー「マリアージュ ドゥ ファ
リーヌ」で出来立てパンのお買い物

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 7,980円 7,480円

詳細はこちら

名古屋発→アクアイグニス（パンのお
買い物）→神戸三田プレミアムアウトレット
（お買い物、自由昼食）→パティシエ エス 
コヤマ（お買い物）→名古屋着（19:20）

行程

小山ロール１本のお土産付き！
神戸三田プレミアム・アウトレットで女子力ＵＰ！

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
101700 名古屋（7:40） 30　　　　1・5・74月 5月

食事

なし

小山パティシエ

一番人気のスペシャリテ
「小山ロール」1本のお土産付

き!

小山ロール
辻口パティシエ マリアージュ ドゥ フェアリーヌ

「神戸三田プレミアム・
アウトレット」でお買い物

割引
クーポン付き!★関刃物センターで包丁研ぎ実演見学　

★道の駅で地元特産品のお買い物
旅行代金

（おひとり様）
ネット申込み
500円引き

全出発日 9,480円 8,980円

詳細はこちら

名古屋発→関刃物センター（お買い物）→関善
光寺（御開帳）→道の駅 美濃にわか茶屋（お買い物）→
白鳥（昼食）→観光列車「ながら」（美濃白鳥駅→郡上
八幡駅）→郡上八幡（自由散策）→名古屋着（17:30）

行程

予約困難！大人気観光列車「ながら」乗車体験＆
飛騨牛しゃぶしゃぶランチ

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
101800 名古屋（7:50） 30　　　　4・13・21　　　　5・17・254月 5月 6月

食事

昼1

ながら 昼食（イメージ）

清流と名水の城下町
 「郡上八幡」を散策

豪華寝台列車「ななつ星in九州」を

手掛けた水戸岡鋭治さんがデザイ
ン
A4等級以上の「飛騨牛」
しゃぶしゃぶ御膳

七年に一度の盛儀
関善光寺御開帳!

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 7,980円 7,480円

・近江牛すき焼き
・松阪牛ローストビーフ寿司
・飛騨牛ミニロール鉄板焼き
・近江牛ハンバーグ　・近江牛餡かけ皿そば
・近江牛カレー　　　・近江牛骨スープ
・近江牛雑炊　　　　・近江牛餡かけ炒飯 ★七年に一度の御開帳！祖父江善光寺を参拝

★3つの道の駅で地元特産品のお買い物
★胡麻ミュージアムを見学（胡麻製品のお土産付き）

〈全部食べ放題の昼食〉

詳細はこちら

名古屋発→祖父江善光寺東海別院（御開帳）→道の駅パレットピアおおの（お買い物）
→関ヶ原（昼食）→胡麻の郷（見学）→千代保稲荷（自由参拝）→道の駅クレール平田（お買
い物）→道の駅 立田ふれあいの里（お買い物）→名古屋着（17:50）

行程
コース番号 発着地（出発時間） 出発日
100600 名古屋（7:40） 29・30　　　1・2・3・44月 5月

食事

昼1

飛騨牛・近江牛・松阪牛食べ放題＆
七年に一度の御開帳＆3つの道の駅めぐり

日本三大稲荷のひとつ、
千代保稲荷神社を参拝

昼食（イメージ）
鉄板焼き

道の駅パレットピアおおの

祖父江善光寺東海別院御開帳

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 7,980円 7,480円

❶席で楽々注文！握り寿司オーダーバイキング！
　鮪、うに、イクラなど15種食べ放題！
❷さらに！うなぎのひつまぶし食べ放題！
❸さらにさらに！甘エビ食べ放題＆鮪味噌汁飲み放題！
❹富士山見ながら清水港クルーズ
❺苺大福作り体験（2個）
❻焼津さかなセンターで海産物のお買い物
❼わさび漬の田丸屋でわさび辛味体験
❽コーヒー＆お茶で一服　　　　❾静岡産深蒸し茶の試飲
10わさび柿の種小袋（お土産）　 11かつおせんべい1枚（お土産）
12かつお節パック1袋（お土産）　　   13みかわ海老せんべい1枚（お土産）
14粉末緑茶2本（お土産）　　
15清水港クルーズポストカード（お土産）

〈びっくり15大ポイント！〉

詳細はこちら

名古屋発→蒲郡（苺大福作り体験）→えびせんべい共和国（お買い物）→焼津さかなセンター（昼食）→
わさび漬の田丸屋（わさび辛味体験）→富士山清水港クルーズ→牧之原（静岡茶試飲）→名古屋着（18:50）
行程コース番号 発着地（出発時間） 出発日

100400 名古屋（7:40） 29・30　　　2・4・74月 5月

食事

昼1

焼津で握り寿司＆うなぎひつまぶし食べ放題＆
苺大福作り体験＆富士山清水港クルーズ
握り寿司オーダーバイキング!

昼食（イメージ）

甘えび食べ放題 苺大福作り体験
（2個）

うなぎのひつまぶし
食べ放題

富士清水港クルーズ

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 8,980円 8,480円

・近江牛ステーキ鉄板焼き
・近江牛古式しゃぶ鉄板焼き
・近江牛スープパスタ ・近江牛サラダ
・近江牛ご飯 ・鉄板焼きデザート ・コーヒー

★琵琶湖に浮かぶ多景島クルーズ！琵琶湖にある3つの島の
うちの1つ「多景島」の見塔寺を参拝します。
★藤の名所で知られる曼陀羅寺公園で約60本の藤の花を観賞！
★江戸時代の彦根城下町を再現した夢京橋キャッスルロードを散策
★胡麻ミュージアムを見学（胡麻製品のお土産付き）

〈近江牛鉄板焼きフルコース〉

詳細はこちら

名古屋発→曼陀羅寺公園（藤の花観賞）→胡麻の郷（お買い物）→関ヶ原（昼食）→彦根・
夢京橋キャッスルロード（お買い物）→びわ湖クルーズ（多景島散策）→名古屋着（18:20）
行程コース番号 発着地（出発時間） 出発日

102000 名古屋（7:40） 29・30　　　44月 5月

食事

昼1

近江牛ステーキ鉄板焼きフルコース＆
紫のトンネル！藤の花＆爽快！びわ湖クルーズ

昼食（イメージ）

鉄板焼き

ステーキカット

藤の花

びわ湖クルーズ 多景島

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 7,980円 7,480円

★ロープウェイに乗って標高1,400ｍの
　富士見台高原へ！天空に咲く可憐な水
　芭蕉を観賞！約1万株ある水芭蕉のうち、
　数株しかない「幸せの黄色い水芭蕉」
　を探そう！
★一本の枝から赤・白・桃の3色に咲く、
　珍しい花桃を観賞！
★藤の名所で知られる曼陀羅寺公園で
　約60本の藤の花を観賞！
※富士見台高原ロープウェイの往復乗車代
　（通常大人2,300円）は旅行代金に含まれます。
※花の見頃は天候等により前後します。

詳細はこちら

名古屋発→曼陀羅寺公園（藤の花観賞）→恵那（昼食）→ちこり村（お買い物）→花
桃の里（花桃観賞）→富士見台高原ロープウェイ（水芭蕉観賞）→名古屋着（19:00）
行程

ロープウェイで行く！天空の水芭蕉＆藤の花＆
花桃の里と飛騨牛しゃぶしゃぶランチ

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
102100 名古屋（7:40） 29・30　　　　1・24月 5月

食事

昼1

水芭蕉

A4等級以上の「飛騨牛」
しゃぶしゃぶ御膳の昼食

黄色い水芭蕉

富士見高原ロープウェイ

藤の花 花桃

（イメージ）

300品種300万本のチューリップが色鮮やかに咲きそろう「となみチューリッ
プフェア」。シンボルのチューリップタワーやチューリップスカイウォークから
の大花壇の地上絵は必見です。大人気の高さ4ｍ長さ30mの「花の大谷」や､
五連揚水水車のある「水車苑」など見どころ満載です！

詳細はこちら

名古屋発→高岡（早昼食）→高岡大仏（見学）→と
なみチューリップフェア（自由散策）→名古屋着（19:20）
行程

国内最大級！となみチューリップフェア＆
富山きときと海鮮丼

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
199800 名古屋（7:30） 29・30　　　　　　　1・44月 5月

※チューリップフェアの入場料
　（通常大人1,300円）は旅行代金に
　含まれます。

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 8,980円 8,480円

（イメージ）

花の大谷 チューリップタワー

食事 早昼1 ※昼食は10:50頃を予定

富山きときと海鮮丼の昼食

日本三大大仏の
1つとされる
高岡大仏を見物!

旅行代金
（おひとり様）

ネット申込み
500円引き

全出発日 7,800円 7,300円

おしゃれスポット
「恵那銀の森」でお買い物付き！

岐阜県恵那市で春の山菜採り放題（約45分）。
現地のガイドがご案内しますので、初めての方
でも安心してご参加頂けます。採取が期待で
きる山菜はわらび・いたどり・よもぎなどです。
各自袋をご持参頂き、たくさん詰めてお持ち帰
り下さい！

★タラの芽、こしあぶら、タケノコなど、春の山菜天ぷら食べ放題
　の昼食！恵那鶏･牛肉すき焼き、わかさぎ甘露煮、山菜御飯付き
★野菜の種、出汁パック1袋（お土産）
※山菜天ぷら食べ放題の山菜は天候や生育状況によって変更になる場合がございます。
※山菜は天候や生育状況により、採取できる内容や量が変わる場合がございます。
※山菜採り放題は雨天決行です。

詳細はこちら

各地出発→恵那（山菜採り）→恵那（昼食）→恵那銀の
森（お買い物）→大蔵木工所（木工ろくろ見学）→馬籠宿（散
策）→ちこり村（お買い物）→各地到着（17:20～18:00）

行程

春の山菜採り放題＆
山菜てんぷら食べ放題

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
199700 名古屋（7:50）一　社（8:30） 28・29・30　　　 1・2・3・4・5・6・7・84月 5月

食事

昼1

昼食（イメージ）

わらび

山菜天ぷら食べ放題

中山道の宿場町、馬籠宿を散策

食と自然のテーマパーク
「恵那銀の森」でお買い物

アツアツ
山菜づくし!

大人気！山梨の代表的銘菓
「桔梗信玄餅」詰め放題

★本堂と山門は国の重要
　文化財に指定されており、 
　撞木（しゅもく）造りの本
　堂は高さ約26メートルも
　あり、東日本最大級の
　木造建築物です。

★アワビの煮貝、
　アワビの煮貝御飯や
　甲州名物かぼちゃ
　ほうとうの昼食

詳細はこちら

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

赤文字
出発日 9,700円 9,200円

青文字
出発日 9,800円 9,300円

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
100900 名古屋（7:30） 7・12・15・24・29　　　20・265月 6月

名古屋発→長寿
村 権六（昼食）→桔
梗信玄餅工場テーマ
パーク（詰め放題）→
甲斐善光寺（御開帳）
→名古屋着（19:20）

行程

七年に一度の盛儀！甲斐善光寺御開帳＆
人気の桔梗信玄餅詰め放題

食事 昼1

甲斐善光寺

昼食（イメージ）飛騨牛朴葉陶板焼きの昼食！

元善光寺

★元善光寺（長野県飯田市）
　「一度詣れよ元善光寺、善光寺だけ
　では片詣り」という言葉があります。
　元善光寺は「善光寺」の名前の元に
　なった本田善光公の誕生地です。　
★岐阜善光寺（岐阜県岐阜市）
　戦国時代、岐阜城主となった織田信
　長公が武田信玄によって信州の善光
　寺から甲府へ移されていた善光寺の
　善光寺如来を岐阜へ移し、岐阜善光
　寺が創建されました。
★関善光寺（岐阜県関市）
　本堂は信州善光寺とうりふたつで、
　大仏殿、鐘楼など寺宝も多い寺です。
★祖父江善光寺東海別院（愛知県稲沢市）
　本堂は信州善光寺本堂の3分の2の
　大きさを誇ります。

詳細はこちら

旅行代金
（おひとり様）

ネット申込み
500円引き

赤文字
出発日 7,700円 7,200円

青文字
出発日 7,800円 7,300円

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
100800 名古屋（7:30） 24・28　　　7・11・15・23・28　　　26・284月 5月 6月

名古屋発→元善光寺
（御開帳）→恵那（昼食）
→関善光寺（御開帳）→岐
阜善光寺（御開帳）→祖父
江善光寺東海別院（御開
帳）→名古屋着（18:20）

行程

日帰りで行く！七年に一度の盛儀！
4つの善光寺御開帳めぐり

食事 昼1

岐阜善光寺

祖父江善光寺東海別院関善光寺

（イメージ）

★七年に一度の「善光寺
　前立本尊御開帳」では
　絶対秘仏である御本尊
　のお身代わり「前立本
　尊」（重要文化財）が
　公開されます。

★善光寺を公認案内人
　が歴史や境内をご案
　内します。

★昼食は「蓮華院」で
　伝統の精進料理を
　ご堪能ください。

詳細はこちら

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

赤文字
出発日 8,700円 8,200円

青文字
出発日 8,800円 8,300円

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
100700 名古屋（7:30） 23・27　　　6・8・14・24・28　　　18・274月 5月 6月

名古屋発→善光寺
宿坊「蓮華院」（昼食）
…信州善光寺（御開帳）
→名古屋着（19:20）

行程

日帰りで行く!七年に一度の盛儀！
信州善光寺御開帳

食事 昼1

©善光寺

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 7,480円 6,980円

★御殿場プレミアム・アウ
　トレットでショッピング！
　日本最大級の面積を誇
　り、国内外の著名ブラン
　ドをはじめ、スポーツ・
　アウトドアなど約290店
　が立ち並ぶ日本を代表
　するアウトレットショッピ
　ングリゾート！富士山を望
　みながら、街並みを散策
　するようにショッピング
　が楽しめます！

詳細はこちら

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
101200 名古屋（7:30） 5・6・85月

名古屋発→浜名湖（いちご狩り）→御殿場プレミアム
アウトレット（自由昼食、お買い物）→名古屋着（19:20）
行程

詳細はこちら

女子力UP! 国内最大級の御殿場プレミアムアウトレット＆
いちご狩り食べ放題

食事 なし

旬のいちご狩り
30分食べ放題

たっぷり
約3時間
滞在!

御殿場プレミアムアウトレット

旅行代金（おひとり様） ネット申込み500円引き

全出発日 6,980円 6,480円

★お菓子のテーマパーク！クラブハリエ最大のバーム
クーヘン専門店「ラ コリーナ近江八幡」でお買い物！
★辻口パティシエ監修のアクアイグニスで
スイーツのお買い物
★三井アウトレットパーク滋賀竜王で
ショッピング！お得なクーポン付き

詳細はこちら

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
100500 名古屋（7:50） 29・30　　　　2・4・74月 5月

名古屋発→ラ コリーナ近
江八幡（お買い物）→三井アウ
トレットパーク滋賀竜王（お買い
物、自由昼食）→いちご狩り食
べ放題→アクアイグニス（お買い
物）→名古屋着（17:50）

行程

旬のいちご狩り＆お菓子のテーマパーク＆
アウトレットパーク＆
辻口パティシエ監修のアクアイグニス

食事

なし

旬のいちご狩り
30分食べ放題

辻口パティシエ

ラ コリーナ近江八幡 スイーツのお買い物

三井アウトレットパーク滋賀竜王

★旬のいちご狩り30分食べ放題！
★伊勢神宮外宮から内宮へ1日で両参り！
★2021年春にオープンした話題のＶＩＳＯＮ（ヴィソン）で辻口パティシエの
　スイーツや産直市場で地元野菜のお買い物！

旅行代金
（おひとり様）

ネット申込み
500円引き

全出発日 6,980円 6,480円

詳細はこちら

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
199900 名古屋（8:00） 23・26・29・30　　　　2・4・7
199937 一　宮（7:35）稲　沢（8:00） 30　　　　　　　　　　 4
199942 津島（7:45）愛西（8:00）弥富（8:20） 29　　　　　　　　　　 1

4月
4月
4月

5月
5月
5月

各地出発→いちご狩り食べ放題→伊勢神宮外宮
（自由参拝）→伊勢神宮内宮（自由昼食・自由参拝・
おかげ横丁自由散策）→ＶＩＳＯＮ「ヴィソン」（お買い物）
→各地到着（18:20～19:00）

行程

いちご狩り食べ放題＆
お伊勢さん両参り＆
話題のVISON「ヴィソン」

ヴィソン

いちご狩り

伊勢神宮内宮（宇治橋）
辻口パティシエ

スイーツのお買い物

食事

なし

旅行代金
（おひとり様）

ネット申込み
500円引き

全出発日 5,980円 5,480円

旬のいちご狩り
30分食べ放題

苺大福作り体験（2個）

アサリ釜飯ランチ

★3つの道の駅で地元特産品のお買い物
★国の天然記念物「竹島」を散策
★日本七弁天の１つ、八百富神社を自由参拝
★案内人付きで味噌蔵見学
★味噌田楽ご賞味
★赤だし味噌100ｇ（お土産）
★みかわせんべい1枚（お土産）

詳細はこちら

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
100200 名古屋（8:00）一　社（8:40） 23・24・28　　　　　6・7・8
100237 一　宮（7:50）稲　沢（8:15） 24　　　　　　　　　 7
100242 津島（7:40）愛西（7:55）弥富（8:15） 23　　　　　　　　　 8

4月
4月
4月

5月
5月
5月

各地出発→まるや八丁味噌（見学）→道の駅・藤
川宿（お買い物）→えびせんべい共和国（お買い物）→
蒲郡（昼食、いちご狩り、大福作り体験）→竹島（自由散
策、八百富神社自由参拝）→蒲郡海鮮市場（お買い物）
→道の駅 筆柿の里 幸田（お買い物）→道の駅 にしお岡
ノ山（お買い物)→各地到着（17:40～18:20）

行程

いちご狩り食べ放題＆苺大福作り体験＆
3つの道の駅めぐり

食事 昼1

昼食（イメージ）

旅行代金
（おひとり様）

ネット申込み
500円引き

全出発日 7,480円 6,980円

いちご狩り30分
食べ放題

海鮮浜焼き食べ放題！

苺スイーツも食べ放題

★サザエ、ホタテ、海老、フルーツなど全部食べ
　放題！ソフトドリンクも飲み放題！
★道の駅「藤川宿」で地元特産品のお買い物
★国の天然記念物「竹島」を散策
★日本七弁天の１つ、八百富神社を自由参拝！
★案内人付きで八丁味噌蔵見学
★赤だし味噌100ｇ（お土産）
★みかわせんべい1枚（お土産）

詳細はこちら

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
100100 名古屋（8:00）一　社（8:40） 23・29・30　　　　 1・2・3・4
100137 一　宮（7:35）稲　沢（8:00） 29　　　　　　　　  3
100142 津島（7:25）愛西（7:40）弥富（8:00） 30　　　　　　　　  4

4月
4月
4月

5月
5月
5月

各地出発→まるや八丁味噌（見学）→道の駅・藤川宿（お買
い物）→蒲郡（昼食、いちご狩り）→蒲郡海鮮市場（お買い物）→竹島
（自由散策、八百富神社自由参拝）→ラグーナテンボス（お買い物）
→えびせんべい共和国（お買い物）→各地到着（18:00～19:05）

行程

※小人は1,000円引き食事 昼1

いちご狩り＆苺スイーツ食べ放題＆
牡蠣付き海鮮浜焼き食べ放題

牡蠣も
食べ放題！

（イメージ）

★浜名湖名産うなぎパイで知られる「春華堂」が昨年「SWEETS BANK
　（スイーツバンク）」をオープン！外観はダイニングテーブルや椅子、うなぎ
　パイのショッピングバッグなど、巨大なアイテムが散りばめられ、まるで
　こびとの世界に紛れ込んだよう。
★うなぎパイの製造ラインを自由見学（記念品付き）

詳細はこちら

旅行代金
（おひとり様）

ネット申込み
500円引き

全出発日 7,480円 6,980円

旬のいちご狩り
30分食べ放題

うなぎの陶板焼き
御膳の昼食

コース番号 発着地（出発時間） 出発日
101600 名古屋（7:40）一　社（8:20） 29・30　　　　　1・44月 5月

各地出発→春華堂スイーツバンク（お買い物）→う
なぎパイファクトリー（工場見学、お買い物）→浜松（昼
食）→浜松（いちご狩り）→豊川稲荷（自由参拝）→ちくわ
の里（お買い物）→各地到着（17:50～18:30）

行程食事

昼1

旬のいちご狩り

新スポット！春華堂スイーツバンク＆
いちご狩り食べ放題＆
うなぎの陶板焼きランチ

（イメージ）スイーツバンク


