ホテルランチ
LOVE あいちキャンペーン価格

（大人小人同額）

（このツアーは、愛知県から 6,000 円の補助を受けています。）

LOVE あいちキャンペーン価格

（小人 300 円引）

（このツアーは、愛知県から 6,000 円の補助を受けています。）
写真はすべてイメージです

写真はすべてイメージです

LOVE あいちキャンペーン価格

（大人小人同額）

（このツアーは、愛知県から 8,000 円の補助を受けています。）

写真はすべてイメージです

出発日

出発日

出発日

<コース>

<コース>

<コース>

清須市＝＝＝道の駅『田原めっくんはうす』＝＝海産物直売『長栄』＝＝

清須市＝＝＝＝＝『岡崎駒立ぶどう園』＝＝＝『クラウンパレス知立』＝

07:00-07:45

07:45-08:45

買物・休憩

買物

＝＝『伊良湖ビューホテル』＝＝＝『メロン 2 玉狩り＆半玉ご賞味』＝＝
昼食：和洋中 MIX 膳

マルカ農園

＝＝＝蒲郡『フェスティバルマーケット』＝＝＝清須市
買物

18：30 頃

30 分食べ放題 1 房お土産付き

ホテルランチ

＝＝＝＝道の駅『安城デンパーク』＝＝＝＝『一色さかな広場』＝＝＝
買物

<ご乗車場所> 旧西枇杷島庁舎・新川福祉センター・春日公民館・旧清洲庁舎・新清洲駅十六銀行

★各コースとも特別補償の対象になりますが、お客様自身で充分な額の旅行傷害保険に加入することをおすすめします（窓口でもお取り扱いしております）
★出発の 14 日前までに全額をお支払い下さい

★その他の条件につきましては標準旅行業約款に準じます

総合旅⾏業務取扱管理者 平本直靖

買物

昼食・入浴

＝＝＝『魚太郎』＝＝＝『えびせんべいの里』＝＝＝清須市

お問い合わせ・お申し込み

★添乗員またはガイドが同行いたします
★バス座席のみ（未就学児）…乗車代として 4,500 円（食事なし）が必要となります
★取消料は出発日の前日から起算して 10 日前以降…20％、当日…50％必要となります。※旅行代金（キャンペーン価格に補助金の額を加算した額）基準

入場

＝＝＝＝片名港～～～～『日間賀観光ホテル』～～～～片名港＝＝＝

17：30 頃

★最小催行人員…30 名（最小催行人員に満たない場合は旅行を中止することがあります）

★旅行代金には往復のバス運賃、食事費、観光費等の団体行動中の費用と諸税が含まれております
★旅行費用、コース内容、宿泊施設名、運輸機関等は運賃改定、法令天災地変、動乱、気象条件その他不可抗力の事由で変更することがあります
★免責事項…天災地変・同盟罷業等、失病等、運輸機関、宿泊機関等、当社以外の責による損害

07:30-08:30

海産物買物

＝＝＝『七福醸造ありがとうの里』＝＝＝清須市
工場見学・買物

清須市＝＝＝＝『新美南吉記念館』＝＝＝＝『つくだ煮街道』＝＝＝＝

海産物買物

買物

17：30 頃
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Tourist Chubu

《ご旅行のご案内》

㈱ツーリスト中部
ツーリスト中部
愛知県知事登録旅行業第２－１１３３号
愛知県清須市助七１－１７６
片岡ビル１Ｆ

様
TEL052TEL052-409409-8070

旅行日程 ２０２０年
２０２０年１０月中旬
１０月中旬（
月中旬（ ）日帰り
日帰り
行先 近場・
近場・蒲郡みかん
蒲郡みかん狩
みかん狩り・三谷温泉 方面

日程

ＦＡＸ０５２－４０９－９１３０
総合旅行業務取扱管理者
平本 直靖
携帯０９０－３３０５－８３３７

コース

食事

出発場所＝＝＝＝最寄 IC＝＝＝＝＝音羽蒲郡 IC＝＝＝＝＝＝＝
8:15 最終発
朝
＝＝＝『
オレンジパーク』
みかん狩
放題・
㌔お土産付
土産付＝
『オレンジパーク
』みかん
狩り食べ放題
・１㌔お
土産付
＝＝ 昼

１０／

（

）

夜
10:00/11:00
＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝『
＝＝＝＝＝『ホテル
＝＝『ホテル明山荘
ホテル明山荘』
明山荘』昼食＆
昼食＆入浴＝＝
入浴＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝
11:20～14:00
＝＝＝＝＝＝蒲郡『
フェスティバルマーケット
ルマーケット』
『フェスティバ
ルマーケット
』買物＝＝＝＝＝
14:15～15:00
＝＝岡崎『
まるや八丁味噌
八丁味噌』
見学･･買物
買物＝＝
＝＝岡崎
＝＝＝＝＝＝
『まるや
八丁味噌
』見学
＝＝
岡崎 IC＝
＝＝＝＝＝＝
＝
15:30～16:10
＝＝＝最寄 IC＝＝到着地（着）
17:40

＊ 道路事情などにより、一部行程が変更となる場合がございます

＜昼食先＞

三谷温泉『ホテル明山荘
ホテル明山荘』
明山荘』

お一人様ご旅行代金（３５名以上参加の場合）

LOVE あいちキャンペーン価格 ７ ,０ ０ ０ 円
（このツアーは、愛知県から６,
（このツアーは、愛知県から６,０００円の補助を受けております）
料金に含まれるもの:
料金に含まれるもの:バス代・旅程に含まれる入場料･食事･有料道路･駐車場代･
乗務員･添乗員費用・国内旅行傷害保険（最高 1000 万円）

×
○
×

Tourist Chubu

《ご旅行のご案内》

㈱ツーリスト中部
ツーリスト中部
愛知県知事登録旅行業第２－１１３３号
愛知県清須市助七１－１７６
片岡ビル１Ｆ

様
TEL052TEL052-409409-8070

旅行日程 ２０２０年
２０２０年１０月
１０月中旬（
中旬（ ）日帰り
日帰り
行先 近場・
近場・知多･
知多･日間賀島ふぐ
日間賀島ふぐ料理
ふぐ料理 方面

日程

ＦＡＸ０５２－４０９－９１３０
総合旅行業務取扱管理者
平本 直靖
携帯０９０－３３０５－８３３７

コース

食事

出発場所＝＝＝＝最寄 IC＝＝＝阿久比 PA＝＝＝美浜 IC=＝＝＝＝
8:30 最終発
＝＝半田『
新見南吉記念館』
入場＝＝
＝＝片名港
片名港～～
～～日間賀島
日間賀島・・・
『新見南吉記念館
』入場
＝＝
片名港
～～
日間賀島
・・・

１０／

（

）

朝
昼

×
○

夜
10:00/10:40
＝『日間賀観光ホテル
日間賀観光ホテル』
ホテル』ふぐ料
ふぐ料理～～片名港
～～片名港＝
片名港＝＝＝『
＝＝『魚太郎本店』
魚太郎本店』
11:20～14:00
14:20～15:10
＝＝＝＝『
美浜えびせんべいの
えびせんべいの里
『美浜
えびせんべいの
里』買物＝＝美浜 IC＝=＝＝＝＝
15:30～16:00
＝＝＝最寄 IC＝＝到着地（着）

×

17:15
＊ 道路事情などにより、一部行程が変更となる場合がございます

＜昼食先＞

日間賀島『日間賀観光ホテル
日間賀観光ホテル』
ホテル』

お一人様ご旅行代金（30 名以上参加の場合）

LOVE あいちキャンペーン価格 ８ ,５ ０ ０ 円
（このツアーは、愛知県から８
（このツアーは、愛知県から８,０００円の補助を受けております）
料金に含まれるもの:
料金に含まれるもの:バス代・旅程に含まれる入場料･食事･有料道路･駐車場代･
乗務員･添乗員費用・国内旅行傷害保険（最高 1000 万円）

