
世界遺産 1度は行ってみたい桜の名所！

※お部屋タイプは全て洋室となり、3名一室

の場合は、ツインベット＋エキストラベット

4名一室はツインベット＋エキストラベット＋

ソファベットでのご案内となります。

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。

１３,１００円～３８，９００円

2023.3～2023.6

2023年3月31日帰着分まで！！

※全国旅行支援対象※

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

※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、催行状況、
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！！

10,800円

20名様
より

出発保証

コ

ー

ス

各地(8:05～9:15)～ロワジールホテル

豊橋「レストランフォーシーズンズ」

(シェフのこだわりランチバイキン

グ)･･･恋路ヶ浜(自由散策)～マルカ農

園観光部(伊良湖メロン2個狩り＋1/2

ご賞味、さらに！1個お持ち帰り付き)

～ヤマサちくわの里(専門店でお買物)

～各地(18:40～19:50)

Ａ０７
日帰り

ロワジールホテル豊橋ランチバイキング
13,800円

ランチバイキング、メロン狩り代
（ご賞味代、お持ち帰り代）含む

20名様
より

出発保証

☆７月～９月もメロン狩りの商品が
ございます！！
次号にて掲載させて頂きますので、
お楽しみにお待ちくださいませ。

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

観劇 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14･24

4月20

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)

旅行代金(お1人様)

Ａ０４
日帰り

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】

4月27･29  5月2･20･28  6月7･18･24

4月22･30  5月6･15･25  6月3･13･22

乗車ルート 出発日 昼食代､入場料､
特別拝観料含む

旅行代金
(お1人様)

コ

ー

ス

各地(7:20～8:35)～ホテルコンコ

ルド浜松(ランチビュッフェ)…

どうする家康浜松 大河ドラマ館

(入場見学･浜松城や元城町東照宮

などは自由見学)～鳳来山東照宮

(本殿の中を特別拝観)…鳳来寺(自

由参拝)～各地(18:30～19:40)

〇3歳以上の幼児の旅行代金は、4,800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。

〇青ルートの降車順は、可児～土岐～多治見の順となり

ます。 〇昼食は早めの11:00～のご案内になります。

〇歩きやすい靴や服装でご参加ください。

ランチビュッフェ（イメージ） 大河ドラマ館と浜松城（画像提供：浜松 大河ドラマ館事務局） 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11:15～のご案内になります。
〇3歳以上の幼児の旅行代金は、4,800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が、
メロンのご賞味やお持ち帰りはありません。

6月11･19･25･30

6月15･17･23･27

乗車ルート 出発日

※〇印500円増
13,800円～14,300円

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

Ａ０１

日帰り

旅行代金
(お1人様)

一目千本・吉野千本桜

コ

ー

ス

各地(7:30～8:40)～～

吉野山・如意輪寺駐車

場(吉野千本桜鑑賞、滞

在約2時間30分予定)～

名阪関ドライブイン(お

買物)～各地(19:35～

20:30)

〇中千本見学場所までは駐

車場より徒歩約1.8㌔(25分

程度)かかります。

〇駐車場からは自由散策と

なりますので、歩きやすい

服装などでお出かけくださ

い。

7,480円

※大人小人同額

7,480円～7,980円
※〇印500円増

4月2･7･9･11･15

4月5 ･8･13･16

乗車ルート 出発日

旅行代金(お1人様) 昼食弁当代含む

桜の見頃は気象状況により変化します。花の

見頃と関係なく催行される場合もあります。

コ

ー

ス

各地(7:00～8:00)～いな

み木彫りの里創遊館(海鮮

ちらし御膳の昼食)～

2023となみチューリップ

フェア(国内最多！700品

種300万本のチューリップ、

約2時間滞在予定)～牧歌

の里(入園見学･お買物)～

各地(18:10～19:05)

となみチューリップフェア

25名様
より

出発保証

4月25･29 5月2･4

4月27･30 5月3･5

乗車ルート 出発日

〇昼食は早めの11:00～のご案内になります。
〇花の開花状況に関係なく催行いたします。

9,800円

昼食代､入場料含む

※写真はイメージです

旅行代金
(お1人様)

旅行代金(お1人様)

7,800円

大 人

吉野千本桜(イメージ)

小 人

Ａ０３
日帰り

～チューリップが奏でる色彩シンフォニー

Ａ０２
日帰り

20名様
より

出発保証20名様
より

出発保証高原ビーフシチューといちご＆
スイーツ2種食べ放題！

コ

ー

ス

各地(7:05～8:35)～長寿

寒天館(お買物)～池の平

レイクサイドプラザ(高

原ビーフシチューの昼食

いちご＆スイーツ2種食

べ放題付)～

【 4/28～5/7期間】

聖光寺(桜まつり見学)

【上記期間以外】バラク

ライングリッシュガーデ

ン(自慢の庭園を見学)

～ 蓼科チーズケーキ工房

(お買物)～各地(17:35～

19:05)

4月23･28 5月3･7･13

4月26･30 5月1･5･11･14

乗車ルート 出発日

カーネーション
メロン１玉の
お持ち帰り付き！

お母さん

いつも

ありがとう！

※写真は
イメージです

※青ルートの復路は、

可児⇒土岐⇒多治見

の順でのご案内とな

ります。

昼食(イメージ)

8,980円
9,580円上記以外

4/28～
5/7

昼食代､お持ち帰り

代、入場料(ﾊﾞﾗｸﾗｲﾝ

ｸﾞﾘｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝ入場

時)含む

コ

ー

ス

①各地(8:00～9:45)～牧歌の里(バーベキューの昼食とチューリップなどお花畑散策)～ささ
ら屋 立山本店(白えびせんべい手焼き体験と工場見学)～越中つるぎ温泉【泊】
②ホテル～美女平駅(休憩)～(弥陀ヶ原)～室堂【雪の大谷フェスティバル】・ホテル立山

(白海老＆甘海老重の昼食)～立山あるぺん村(お買物)～各地(18:10～19:55)

コ

ー

ス

①各地(7:25～8:55)～きのこむら深山(昼食)～浅間酒造観光センター(お買物)～
草津温泉【泊】15:30早目の到着で、温泉や湯畑散策などゆったりとお楽しみ下さい。

②ホテル～鎌原観音堂(見学)～≪鬼押ハイウェイ≫～鬼押出し園(入園)～

佐久平プラザ21(昼食)～諏訪大社下社秋宮(参拝)～各地(17:10～18:40)

Ａ０５

1泊2日

5月10･12･14

乗車ルート 出発日 ４名１室 ３名１室 ２名１室

32,800 円 34,300 円 35,800 円

〇雪の大谷・室
堂では、特に暖
かい服装と歩き
やすい靴にてご
参加ください。

〇お部屋タイプ
は和室・洋室お
任せとなります

１泊４食、入場料､体験料含む

夕食イメージ

4月28 5月7･31   6月11･26

4月23 5月15･21 6月18･30

乗車ルート 出発日

2～4名１室同一料金！ 1名１室

24,800 円 29,800 円

源泉かけ流しの宿「草津温泉ホテルヴィレッジ」

〇夕食・朝食共に、オリジナルメ

ニュー満載のビュッフェスタイルで

のご提供となります

Ａ06

1泊2日

～こだわりのライブキッチンがお楽しみ！ホテルコンコルド浜松ランチビュッフェ～

今年も2玉狩り+1玉お持ち帰り付きで合計3玉！！

さらに現地で半玉ご賞味付き！

©立山黒部アルペンルート

宿泊：越中つるぎ温泉「つるぎ恋月」

とうてつバスで

フェスティバル

会場まで！

乗り換えが無い

から楽々です！
©立山黒部アルペンルート

草津温泉湯畑イメージ

宿泊：草津温泉「ホテルヴィレッジ」

20名様
より

出発保証

露天風呂ホテル全景 夕食

１泊４食、入場料含む


