
全国旅行支援適用により、旅行代金が
お手軽コースは２,２００円割引､満腹満足コース２,９００円割引

となり

さらに！地域クーポンも付与されます！

8,800円

※写真はすべて
イメージです。 お手軽コース 満腹満足コース

昼食代､乗船料､いちご狩り代、

入場料含む

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。

コ

ー

ス

各地(6:55～8:10)～清水日の出港～～～富士山清水
みなとクルーズ(約40分乗船)～～～清水日の出港…
エスパルスドリームプラザ(見学とお買物)・バンノ
ウ水産(マグロ7種盛り御膳の昼食)～早川農園(久能
山いちご狩り、園内40分食べ放題)～ステップインた
まるや(お買物)～各地(18:50～20:00)

１３,１００円～３８，９００円

2023.2～2023.4

2023年3月31日帰着分まで！！

※全国旅行支援対象※

【全国旅行支援の割引額】旅行代金の２０％
（宿泊コースお一人様1泊につき最大5,000円、

日帰り最大3,000円）＋ 地域クーポン（平日2,000円、休日1,000円）が付与されます！！

※地域クーポンは、原則電子クーポンでのお渡しとなります。また、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。 陰性証明の場合、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。

発売中

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！

東濃鉄道

Ｐ０２
日帰り 富士山を眺めながら清水みなとクルーズ

全国旅行支援適用により、

旅行代金が2,480円割引となり

9,920円

12,400円

※写真はすべてイメージです

清水みなとクルーズ
マグロ7種盛膳

いちご狩り

【全国旅行支援を活用しておでかけしよう！！】

対象期間：２０２３年１月１０日(火)～予算が無くなり次第終了（都道府県ごとで異なります）

※ご注意※ 全国旅行支援の同意書記載やワクチン検査パッケージ確認の為、
代表者様には最寄りの店舗へご来店を予約必須条件としております。ご了承の上予約をお願い致します。 ※とうてつグリーンツアーＷＥＢサイトでは、チラシ掲載以外の商

品や、集客状況、全国旅行支援の最新情報などを随時更新してお
ります。ぜひご覧ください！！

〇ずわい蟹(約300gｻｲｽﾞ･１杯)
〇付出し〇甘えび 〇茶碗蒸し
〇うどん鍋 〇御飯

お手軽！蟹一杯コース 11,000円昼食代、入場料含む

福井で

コ

ー

ス

各地(7:55～9:05)～若狭海鮮バザール・千鳥苑(冬の

味覚！蟹料理をお楽しみください)～日本海さかな街

(海産物のお買物)～敦賀赤レンガ倉庫(自慢のジオラ

マなど見学)～小牧かまぼこ(名物かまぼこなどお買

物)～各地(17:35～18:45)

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

グループ毎で

プランをご選

択ください。

14,500円

お手軽！蟹１杯コース

※お申込時にグループごとで

料理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

11,600円

20名様
より

出発保証

Ｐ０９

日帰り

～まだ間に合う！まもなく蟹シーズン終了

旅行代金(お1人様)

※写真はすべてイメージです

選
べ
る
料
理

〇選べる料理プランは申込み時にご選

択ください。グループ内は同一料理と

なります。 〇入浴はできますが、タオ

ルをご持参ください。

コ

ー

ス

各地(7:20～8:30)～鳥羽ビュー

ホテル花真珠(名物味覚御膳対

決！浦村牡蠣食べ放題付牡蠣づ

くしプランVS伊勢海老＆サザエ

付鳥羽味覚プラン）～伊勢神宮

内宮(自由参拝又はおかげ横丁散

策など)～みやげセンター王将伊

勢店(海産物お買物)～

各地(18:30～19:40)

Ｐ０３
日帰り ～ゆったり伊勢神宮

≪浦村牡蠣６０分食べ放題付き
牡蠣づくしプラン≫

〇蒸し牡蠣食べ放題 〇カキフライ食べ放題
〇お造り3種盛り 〇牡蠣鍋 〇牡蠣釜飯
〇味噌汁 〇香の物 〇デザート

全国旅行支援適用により、
旅行代金が2,400円割引となり

9,600円
さらに！ 地域クーポンも付与されます！

12,000円
旅行代金(お1人様)

お
品
書
き

〇伊勢海老姿造り〇平目薄造り〇サザエ壺焼き〇牛
肉しゃぶしゃぶ〇茶碗蒸し〇伊勢海老赤だし〇名物め
かぶ 〇海老の塩焼き 〇香の物 〇デザート

20名様
より

出発保証

鳥羽の名物味覚プラン牡蠣づくしプラン

伊勢神宮

(C)伊勢志摩観光
コンベンション機構

昼食代､入浴料含む

≪伊勢海老姿造り＆サザエ壺焼き付き
鳥羽の名物味覚プラン≫

20名様
より

出発保証

さらに

地域クーポンも付与されます！

1月28  2月14･22･25
3月5･15･21

2月4･17･26
3月9･18･24

乗車ルート 出発日

〇石垣いちごの生育により、取り置きのものを
食べ放題に変更となる場合があります。
〇青ルートの降車順は、可児車庫～土岐市駅裏
～多治見駅北口の順となります。
〇昼食は遅めの13:00～のご案内になります。

旅行代金(お1人様)

令和五年 祇園新地甲部歌舞練場
新開場記念柿落とし公演

コ

ー

ス

各地(7:40～8:50)～井筒八ッ橋

本舗本店(お買物)……先斗町い

づもや(ひょうたん弁当の昼食

……祇園甲部歌舞練場「都を

どり」(お茶付・一等観覧席で

見学 約60分)……バス駐車場

～各地(18:25～19:15)

令和５年「都をどり」は

７年ぶりに本拠地･祇園甲

部歌舞練場で開催されま

す。令和の大改修を経て

生まれ変わった新開場､歌

舞練場の柿落し公演にし

て祇園の新時代の幕開け

を祝う「都をどり」をご

観覧くださいませ。

20名様
より

出発保証

17,800円
昼食代､お茶付一等観覧券代含む

Ｐ０８
日帰り

4月20

4月14･24

乗車ルート 出発日

※昼食場所から都をどり会場までは

約10分程徒歩での移動となります

※大人小人同額

※写真はイメージです

都をどり (画像提供：祇園甲部歌舞会)

ひょうたん弁当の昼食

全国旅行支援
対象外コース

旅行代金(お1人様)

20名様
より

出発保証

Ｐ１２
日帰り

20名様
より

出発保証

Ｐ１３

日帰り

コ

ー

ス

各地(7:25～8:55)～天竜峡そらさんぽ(自由

散策)～そばの城(わんこそば試食とお買物)

～不動温泉華菱(囲炉裏料理の昼食)～とよ

おかマルシェ(しめじポット狩り体験とお買

物)～アクアロマン中川園(3種のいちご食べ

くらべ、園内45分食べ放題）～各地(17:25

～18:55)

2月20･26 3月4･9

2月24･28 3月1･7

乗車ルート 出発日

全国旅行支援適用により、
旅行代金が2,000円割引となり

8,000円
さらに！ 地域クーポンも付与されます！

10,000円
昼食代､入場料含む

全国旅行支援適用により、
旅行代金が2,360円割引となり

9,440円
さらに！ 地域クーポンも付与されます！

11,800円旅行代金(お1人様)

昼食代､体験料､
いちご狩り代含む

3歳以上の幼児の旅行代金は、4,500円となり、

バス座席代といちご狩り代金を含みます。

※写真はすべて イメージです。

※写真はすべて
イメージです。

囲炉裏料理

いちご狩り

「章姫」「紅ほっぺ」
「ロマンベリー」
３種のいちご食べ放題！

コ

ー

ス

各地(7:20～8:35)～ホテルコンコ

ルド浜松(約40種以上のランチ

ビュッフェ）…家康公ゆかりの

地を自由散策～浜松プリン

Priful(お買物)～岡崎大河ドラマ

館(入館見学)～まるや八丁味噌

(お買物)～各地(18:20～19:30)

2月21･26 3月8･16･25

2月18･23 3月11･19･20

乗車ルート 出発日 〇青ルートの降車順は、可児車庫～土岐市駅裏～
多治見駅北口の順となります。
〇昼食は早めの11:00～のご案内になります。
〇3歳以上の幼児の旅行代金は、4,500円となり、
バス座席代とランチビュッフェ代金を含みます。

ランチビュッフェ

岡崎･大河ドラマ館

家康公ゆかりの地･自由散策おすすめスポット
●若き家康が城主として有名な出世城「浜松城」

●家康と秀吉二人の天下人が訪れた出世パワース

ポット「元城町東照宮」●浜松大河ドラマ館（3/1～

3/17は、3/18グランドオープン準備の為休館）

旅行代金
(お1人様)

酒蔵めぐり
路線バスで行く！

2023年3月31日
まで開催中!

東鉄バスや公共交通機関で対象の酒蔵
をめぐってスタンプを集めよう.集めたスタ
ンプの数に応じて日本酒や、「とうてつオ
リジナルグッズ」をプレゼント！
詳細は東濃鉄道HP、専用
チラシにてご確認ください。

～酒蔵めぐりスタンプラリー実施中～

マークの出発日は催行確定日です。

【催行確定日のご案内】

2月3･16･24 3月7･12･21

2月9･21･26 3月10･14･19･25

乗車ルート 出発日

1月31  2月13･19･28 3月2･13･21

1月26  2月8･17･23    3月8･17･26

乗車ルート 出発日


