
旅行代金
(お1人様)

【全国旅行支援キャンペーンについて】全国旅行支援事業概要は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で需要が落ち込んでいる観光関連事業者を応援する為、旅行商品や宿泊サービスに対する旅行代

金の補助及び地域クーポン（観光施設などで使えるお買物券）を発行し、観光需要を促進する事業です。

対象予定期間：2022年10月11日(火)～12月20日(火) ※終了期間については変更となる可能性がございます

20名様
より

出発保証

Ｋ０３
日帰り 20名様

より

出発保証

～錦秋の白川郷＆ひるがの高原

コ

ー

ス

各地(7:35～8:35)～世界遺産・白川郷合掌造り

集落(自由散策)～味の里奥美濃しろとり(飛騨

牛しゃぶしゃぶ御膳の昼食)～ひるがの高原牧

歌の里(散策）～各地(17:00～18:00)

10月23･25 11月12･15

10月29 11月8･13･19

乗車ルート 出発日

11,000円

旅行代金(お1人様)
昼食代、入場料、
お持ち帰り代含む

もらってうれしい秋の味覚、地域の味!!

〇松茸1本 〇旬のキノコ2種 〇飛騨牛(100g)
〇栃の実せんべい､郡上合わせ焼、チーズケーキ

秋の白川郷

東濃鉄道
とうてつ貸切バスは『貸

切バス事業者安全性評価認

定制度』で三つ星の認定を

受けました。

このパンフレット記載のコースは、東
濃鉄道にて運行いたします。

Ｋ０５
日帰り

Ｋ０４
日帰り

コ

ー

ス

各地(7:00～8:10)～湯の山温泉駅≠≠【御在所ロープウェイ】≠≠山頂

ひろば（自由散策）≠≠湯の山温泉駅～名阪関ドライブイン(三重の五

大名物味覚膳の昼食、選べるアイス付)～VISON(新商業リゾート施設

でお買物など)～各地(18:50～20:00)

昼食代、お持ち帰り代含む

昼食代、ロープウェイ代、
選べるアイス代、お持ち帰り代含む

※写真はすべてイメージです。

※写真はすべてイメージです。

※写真はすべて
イメージです。

旅行代金(お1人様)

昼食代、ジェラード代含む

10月24･29 11月4･13･22･30 12月1･5

10月22･30 11月5･16･28       12月3･11

乗車ルート 出発日

三 重 の と

【三重の五大名物味覚

御膳のお品書き】
〇松阪牛のすき焼き

〇蒸しイセエビ

〇アワビ陶板焼き

〇てこね寿司(鮪)

〇伊勢うどん

〇めかぶ和え

〇丁稚ようかん

〇３種類より選べるアイス

のデザート付き

御在所ロープウェイ

五大名物味覚膳の昼食

赤福銘々箱（2個入）

お持ち帰り付

～ 紅葉景色から 冬景色へ

全国旅行支援助成により、
旅行代金が5,000円割引となり

8,500円
さらに！地域クーポンも付与されます！！

１３,１００円～３８，９００円

12,800円

夢京橋キャッスルロードと近江の紅葉名所めぐり 20名様
より

出発保証

彦
根

コ

ー

ス

各地(8:05～9:15)～夢京橋キャッスル

ロード・彦根キャッスルリゾート＆

スパ(自由散策、昼食は近江牛鍋と湖

国の味覚会席をご賞味！)～胡宮神社

(紅葉の新名所！参道など散策)～永源

寺(近江の紅葉の王道スポット！参道

など散策)～あいとうマーガレットス

テーション(味自慢のジェラードご賞

味とお買物)～各地(18:00～19:10)

10月24 11月5･16･23･28  12月1･11

10月22 11月12･19･27 12月3･9

乗車ルート 出発日

近江牛鍋と湖国の味覚会席の昼食

永源寺

胡宮神社

13,500円

※ツアーは紅葉の時期に関係なく出発します。

※永源寺はバス駐車場から自由散策です。

山門まで100段以上の階段や山道を徒歩で

移動となります。

[胡宮神社・永源寺]

11月上旬～11月下旬

延命長寿の神様が祀られた紅葉の新名所！

～横蔵寺&谷汲山華厳寺

飛騨牛しゃぶしゃぶ御膳

10,000円

20名様
より

出発保証

Ｋ０６
日帰り

コ

ー

ス

各地(8:30～9:40)～エアーかおる本丸(ギャラリー

見学とお買物)～胡麻の里(胡麻のテーマパークを

見学とお買い物)～Sekigahara花伊吹(一面松茸の

近江牛しゃぶしゃぶ御膳の昼食)～横蔵寺参道(紅

葉の名所散策)～谷汲山華厳寺参道(紅葉の名所散

策)～各地(17:00～18:00)

一面松茸の近江牛しゃぶしゃぶと紅葉めぐり昨秋人気
№1ｺｰｽ！

お
品
書
き

〇近江牛鍋 〇虹鱒刺身 〇近江牛肉味噌

〇天ぷら(小鮎･海老･野菜2種) 〇茶碗蒸し

〇公魚昆布巻 〇海老豆煮 〇氷魚釘煮

〇合鴨スモーク 〇赤蒟蒻 〇ごはん（近江米）

〇味噌汁 〇漬物 〇果物2種

もみじの里として親しまれる紅葉の名所

紅葉見頃
11月6･15･19･27      12月1･3

11月3･9･16･26･29 12月2･4

乗車ルート 出発日

※ツアーは紅葉の時期に関係なく出発します。

※横蔵寺・華厳寺ともにバス駐車場から自由散策で、横蔵寺

は約400m、華厳寺山門までは約700ｍ徒歩移動となります。

横蔵寺の舎利堂や瑠璃堂の拝観料は含みません。

ひるがの高原牧歌の里

【帰ってからも

お楽しみ♪お持ち帰り】

〇生松茸２本！ 〇魔法

のタオル 〇近江牛5等級

肩ロース肉約80ｇ

お
品
書
き

〇しゃぶしゃぶ【〇近江牛50ｇ 〇国産牛

60ｇ 〇松茸なんと3本分！】

〇松茸近江牛おこわおにぎり5貫 〇ロー

ストビーフ造り 〇ローストビーフサラダ

一面松茸の近江牛しゃぶしゃぶ御膳

横蔵寺

谷汲山参道

[横蔵寺・谷汲山]
11月中旬～12月上旬

紅葉見頃

旅行代金(お1人様)

全国旅行支援助成により、
旅行代金が5,000円割引となり

7,800円
【地域クーポンは付与されません】

全国旅行支援助成により、旅行代金
が40%（4,000円）割引となり

さらに！地域クーポンも付与されます！！

6,000円

全国旅行支援助成により、旅行代金
が40％（4,400円）割引となり

さらに！地域クーポンも付与されます！！

6,600円

【昼食割引券付高速バス往復乗車券】

名古屋おでかけきっぷ
都市間高速バス「可児多治見～名古屋線」の往復
乗車券と「名鉄グランドホテル」または「名古屋プリ

ンスホテルスカイタワー」の昼食割引券がセットに
なったきっぷです。

新商品❕

【きっぷ代】1,580円～2,180円（乗車区間により異なります。

食事代はレストランでお支払い下さい。）詳細はHPをご確認ください。

※このきっぷのお問い合わせ先 東濃鉄道㈱運輸部企画担当（ＴＥＬ0572-26-7122）

イメージ

2022.10～2023.3

とうてつ
高速バス

中央ライナー可児号

ドリーム可児号 で行く!!

東京宿泊

パック

便利でらくらく

ご旅行、ご出張に！

2022年10月11日～2023年3月31日帰着分まで

※全国旅行支援対象予定※

【全国旅行支援の割引額】
旅行代金の４０％（宿泊コースお一人様1泊につき最大8,000円、日帰り最大5,000円）

＋地域クーポン（平日3,000円、休日1,000円）が付与されます！！

※地域クーポンの日帰りコースは付与されない都道府県があります ※休日の考え方 日帰り：土･日･祝 宿泊：宿泊日とその翌日が土･日･祝の場合

旅行当日、ワクチン接種証明書(3回以上)又は有効期限内の陰性証明の提示及び、身分証明書をご持参くださいませ
〇全国旅行支援は「ワクチン・検査パッケージ」の活用を条件とした商品となります。お支払いの際及び旅行当日に本人確認＋①ワクチン接種証明書（3回以上）②旅行出発日に有

効期限内となる検査結果通知書（陰性証明） ①②のいずれかが必要となります。ご旅行当日にご提示いただけない場合は、割引前の旅行代金でのご対応となります。また、検査

結果が陽性の場合はご参加いただけません。その場合は割引前の旅行代金を基準とした取消料(50％)を申し受けます。予めご了承くださいませ。※12歳未満は監督者同伴を条件に検

査不要となります。 〇お客様の健康状態を確認させて頂く為、ご旅行当日は健康チェックシートをご提出ください 〇当社の感染防止対策にご協力いただきます様お願い致しま

す 〇取消料は割引前旅行代金を基準として、所定の取消料を申し受けます。 〇販売数に達し次第受付終了となり、割引の対象になら無い場合もございます。予めご了承くださ

い。 〇お客様の個人情報は、キャンペーンの利用状況を確認する目的で都道府県より提供を求められた場合、開示することがあります。予めご了承ください。



紅葉見頃
[東福寺通天橋

嵐山界隈]
11月中旬～

12月上旬

コ

ー

ス

各地(7:35～8:35)～ひみ番屋街(富山のうま

いもん対決！「寒ぶりミニ会席」VS「高

志の紅がに会席」、お買物）～道の駅雨

晴（晴れた日は、立山連峰の雪景色が抜

群）～各地(17:45～18:45)

〇ずわい蟹（約300gｻｲｽﾞ･１杯）
〇甘えび 〇茶碗蒸し
〇うどん鍋 〇付出し 〇御飯

お手軽！蟹一杯コース

11,800円

Ｋ０２
日帰り

20名様
より

出発保証

～はんなり京都の名所散歩

20名様
より

出発保証

※写真はすべてイメージです。

※写真はすべてイメージです。
※写真はすべてイメージ

旅行代金(お1人様)

旅行代金(お1人様)

旅行代金(お1人様)

20名様
より

出発保証

Ｋ０８
日帰り

Ｋ０７
日帰り

※写真はすべてイメージです。※写真はすべてイメージです。

コ

ー

ス

各地(7:05～8:15)～東福寺通天橋・開山堂

(紅葉の名所・参拝)～レストラン嵐山(京の

松茸尽くし御膳の昼食、昼食後は嵐山自由

散策)～京漬物西利(漬物専門店でお買物)～

各地(19:40～20:50)

11月13･23･26･28  12月3･9･11

11月9･15･27 12月1･4･10

乗車ルート 出発日

東福寺通天橋

京の松茸尽くし御膳の昼食

秋の嵐山

昼食代含む

昼食代、ロープウェイ代含む

昼食代、体験料含む

昼食代、拝観料含む

11,900円

旅のポイント

★東福寺通天橋

約2000本の紅葉が場

内を彩ります。通天

橋から見下ろす紅葉

は絶景として名高く、

鮮やかな渓谷美をご

堪能下さい。

20名様
より

出発保証

飛騨牛＆飛騨ポークのしゃぶしゃぶ御膳

新穂高ロープウェイ

10月19日に山頂に新デッキオープン！

11,800円

コ

ー

ス

各地(7:25～8:20)～アルプス街道平湯(飛騨牛

＆飛騨ポークのしゃぶしゃぶ御膳の昼食)～

新穂高ロープウェイ【しらかば平駅≠≠(日本

唯一の2階建てゴンドラで頂上へ)≠≠西穂高

口駅(新デッキオープン！山頂展望台より絶

景眺望)】～赤かぶの里(お買物)～各地(18:55

～19:50)

10月25･30  
11月6･12･23  12月2

10月23･29
11月8･14･27 12月4

乗車ルート 出発日

コ

ー

ス

各地(8:25～9:35)～恵那峡遊覧船(奇岩と大

パノラマ！30分絶景クルーズ)・恵那峡ビ

ジターセンター(自由見学)～恵那峡山菜園

(飛騨牛すき焼きと松茸ご飯食べ放題の昼

食)～恵那銀の森(お買物・自由散策)～出雲

福徳神社(宝くじが当たる⁉神社参拝)～馬

籠宿(名物のおやきを食べ歩きしながら散

策)～各地(17:25～18:35)

飛騨牛すき焼きと松茸ご飯食べ放題

【おたのしみ10ポイント】
①女性船長案内予定は、とうてつグ

リーンツアーだけ！恵那峡クルーズ

②松茸2本お持ち帰り！

③信州そば（2人前）④甘栗1袋 ⑤

自然薯せんべい1枚 ⑥栗キャン

ディ1個 ⑦ゆずみそせんべい1枚

⑧馬籠宿で自慢の「おやき」食べ歩

き ⑨宝くじ運気が上がる！？出雲

福徳神社参拝 ⑩昼食は飛騨牛すき

焼き＆秋の味覚松茸ご飯食べ放題＆

栗アイス付

乗車ルート 出発日

10月22･30
11月12･13･19･22･26･27

10,000円

旅行代金
(お1人様)

昼食代、乗船代、食べ歩き代、お持ち帰り代含む

恵那峡遊覧船

福井で

コ

ー

ス

各地(7:40～9:05)～若狭海鮮バザール・千鳥苑(シー

ズン到来！選べる蟹料理でお楽しみください)～越前

和紙の里(福井伝統芸能、和紙作り体験と見学)～越

前そばの里(福井名物越前そばなどお買物)～各地

(18:10～19:20)

〇ずわい蟹ジャンボ(約500ｇサイズ・１杯)
〇かに鍋 〇かに脚刺身 〇かに甲羅焼き
〇かに茶碗蒸し 〇かに風味サラダ
〇かに珍味 〇かにちらし寿司 〇かに味噌

選べる旬の
味覚コース
(グループご

とでプラン
をご選択く
ださい。)

11月16･19･23 12月3･16･21 1月5･13･21

11月12･27 12月15･19･24 1月11･15･23
乗車ルート 出発日

15,300円

お手軽！蟹１杯コース

※お申込時にグループ

ごとでプランをご選択

ください。

満腹満足！蟹尽くしコース

満腹満足！ジャンボ蟹＆蟹尽くしコース

20名様
より

出発保証
見
氷 うまい魚を

食べに行こう!

12,800円

【富山のうまいもん対決！お品書き】

11月26･29 12月9･18･22 1月9･15･20

11月23･27 12月3･12･16  1月7･12･18
乗車ルート 出発日

富山うまいも
ん対決！

(グループ内で

料理をご選択で

きます。)

そこでしか食べ
られないものが

※お申込時に、料理をご選択ください。

〇ゆでがに（１杯）〇かにと野菜の天
ぷら 〇かにちらし 〇地魚造り
〇大漁汁 〇小鉢

『高志の紅がに会席』『寒鰤ミニ会席』

〇鰤と地魚造り〇鰤しゃぶ 〇鰤大根
〇大漁汁 〇小鉢 〇御飯 〇漬物

11,800円～15,300円

Ｋ１０
日帰り

Ｋ０９
日帰り

旅行代金(お1人様)

全国旅行支援助成により、旅行代金
が40％（4,000円）割引となり

さらに！地域クーポンも付与されます！！

6,000円

全国旅行支援助成により、旅行代金
が40％（4,720円）割引となり

さらに！地域クーポンも付与されます！！

7,080円

全国旅行支援助成により、旅行代金
が40％（4,760円）割引となり

さらに！地域クーポンも付与されます！！

7,140円

全国旅行支援助成により、旅行代金がお手軽コース40％（4,720

円）、満腹満足コース5,000円が割引となる【予定】

さらに！地域クーポンも付与されます！！

7,080円

全国旅行支援助成により、
旅行代金が5,000円割引となり

さらに！地域クーポンも付与されます！！

7,800円

お手軽コース 満腹満足コース

10,300円※12月21日以降の設定は全国旅行支援の対象外となる予定です

※12月21日以降の設定は全国旅行支援の対象外となる予定です

※12月21日以降の設定は全国旅行支援の対象外となる予定です

※12月21日以降の設定は全国旅行支援の対象外となる予定です


