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HIT
TOUR SUMMER

夏

夏号の100％出発確定コース一覧

■詳しくは裏面、または東海ツーリストＷＥＢサイトをご覧ください。 www.tokai-tourist.jp東海ツーリスト 検索

大型GWも終わり､そろそろ梅雨入りの知らせがくる季節となりました！梅雨

が明けると､いよいよ☆夏本番!!夏は､陽気な日差しがワクワクした気分を盛り

上げる季節です｡真心サービスのHITツアーで夏旅を満喫してみませんか？

7月2日(火) 6,500円鞍馬山ハイキング 8月22日(木) 9,800円天空の高野山

7月27日(土) 8,000円全国選抜
長良川花火大会

8月24日(土)
川床料理と

嵯峨野トロッコ列車

7月30日(火) 7,500円フライト･オブ･ドリームズ
セントレア

9月3日(火)
竹膳料理と
ブドウ狩り

7月31日(水) 12,700円 9月5日(木)
神秘の湖島･多景島と

三大牛プレミアムビュッフェ

8月7日(水) 7,500円伊吹山ハイキング 9月19日(木) 鞍馬山ハイキング

8月8日(木) 8,500円びわ湖大花火大会 9月27日(金)

13,900円

11,000円

10,800円

6,500円

10,800円

南信州 夏の桃づくし

びわ湖バレイ
蓬莱山･CAFE360



どのコースも楽しんでいただけると自信を持って、おすすめします!

祝・令和☆特別企画コース
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2018年10月にオープンした施設｢FLIGHT OF DREAMS｣

ボーイング787初号機が設置され､｢チームラボ｣のプロジェ

クションマッピングショーや多数のコンテンツが楽しめる空

間です｡シアトル本場の人気メニューやショッピングをお楽

しみください。

年縞博物館では､45ｍにも及ぶ実物の水月湖の年縞を展示

するほか､いくつもの偶然が重なり年縞が形成された“奇

跡の仕組み”などをパネルや映像を交えて詳しく紹介され

ています！この夏､あなたも地質学を学んでみませんか？

安心のネイチャーガイド･添乗員付き！秋の尾瀬ケ原ハイキング 越前で､自分だけのオリジナル和紙づくりが楽

しめます｡その他､名物･自然･伝統産業など､越

前を食べて､見て触れるコースです｡

憧れの尾瀬ケ原ハイキング3日間
最少遂行人員：20名～出発 越前･紙漉き体験

学ぼう地質学！
年縞博物館

7/30(火)･8/30(金)
出発決定

9/3(火)･9/20(金)
出発決定

7/16(火)･8/1(木) 7/4(木)・8/29(木)9/30(月)

味覚狩りコース

南信州の甘～い桃の食べ放題コース♪最初に､お好み

の桃を2個狩ったら､お腹いっぱい桃を食べすぎちゃっ

てください!!お話付で元善光寺の立寄りあり｡運気UP

のパワーも頂いてきちゃってください！

大樹寺と岡崎城を結ぶ約3㎞の直線は｢ビスタライン｣と呼

ばれ､歴史的眺望として約370年間守られてきました｡山門

から見る岡崎城は感動的です！

三河名物 真福寺の竹膳料理を食べ､食後のデザートに岡崎

のブドウ狩りをお楽しみ頂きます♪

毎年人気の南信州さくらんぼ狩り♪

今年は､落花生の詰め放題もプラスされました！

新緑の美しいこの季節､さくらんぼの味覚を満喫して

みませんか？

味覚狩りの殿堂｢メロン狩り｣ メロン狩りでは定番の

渥美半島へお出かけするコースです｡昼はホテルにて

嬉し楽しランチバイキング♪

メロンは2個狩り＋1/2試食あり♪満足間違いなし!!

さくらんぼ狩りと
落花生詰め体験

メロン狩りと
ホテルランチバイキング 南信州･夏の桃づくし 竹膳料理とブドウ狩り

7/24(水)･7/31(水)
出発決定

7/10(水)・8/23(金)6/11(火)･6/24(月)

※フライトパークの入場料は含まれておりません

※お申し込みは2名様以上から

※夜行出発となる為､表示時間の日付が出発日となります。

※天候によりご来光が見れない場合もあります。

※荒天中止･小雨決行
(天候が不明瞭な場合､出発中止の決定は午前10:00頃になります)

※雨天中止・順延なし
(天候が不明瞭な場合､出発中止の決定は午前10:00頃になります)

※雨天中止・順延なし

(天候が不明瞭な場合､出発中止の決定は午前10:00頃になります)

寺社仏閣めぐりコース

琵琶湖に浮かぶ､周囲600mの小さな島…多景島。

島内には日蓮宗の見塔寺や桜田門外の変で井伊直弼が水戸

藩士に暗殺された時､鮮血を滲ませたという題目岩などの

名所もあり！この機会に琵琶湖を内側から眺めてみません

か？お昼は三大牛プレミアムビュッフェ♪お楽しみに♪

近江を代表する三つの苔庭園を見物します｡国指定の

名勝庭園､小堀遠州作庭園など庭園としての見どころ

も満載です｡青竹や青もみじも見られ､新緑の時期が

美しいこの季節！今おすすめのコースです｡

夏のこの時期ならではの涼しい避暑地､夏の高野山を

訪れてみませんか？案内人の方と歩く奥の院は新た

な発見あり…かもしれない♪お昼は山内寺院にて､名

物･精進料理でおもてなし！

京都には歴史がある寺院が数多くあります｡寺院にはそ

れぞれ有名な仏像があり､寺院が創建された時から現在

に至るまで､多くの衆生の心の拠所となってきました｡

この旅は､仏像を知り尽くした案内人と見学をします！

仏像に興味がある方もない方も楽しめますよ♪

天空の高野山
～案内人と歩く奥の院～

おもしろ仏像ナビゲーター
と行く京都仏像めぐり

神秘の湖島･多景島と
三大牛プレミアムビュッフェ

隠れ近江の苔古刹
～青の庭園めぐり～

7/3(水)・9/5(木)
出発決定

7/9(火)･8/22(木)
出発決定

9/11(水)･9/24(火) 6/20(木)・6/26(水)

夏山ハイキングコース

眼下に日本最大の湖､琵琶湖を望むびわ湖バレイ！ふもとから

ロープウェイで約5分｡標高1,108mの打見山から1,174ｍの蓬

莱山にかけて広大なリゾートゾーンが広がっています｡近年に

オープンしたびわこテラスからの眺める琵琶湖は圧巻です！

鞍馬天狗や義経伝説で知られるパワースポット｢鞍

馬山｣＆和泉式部ゆかりの人気の恋愛パワースポッ

ト｢貴船神社｣この二つを結ぶルートが鞍馬山ハイキ

ングです！新緑の美しいこの季節にふさわしいハイ

キングコースとなっています。

ご好評により復活！雲海や山並から登ってくるご来光は

幻想的で､想い出に残る素晴らしい体験ができます｡新緑

の美しいこの季節の上高地はリフレッシュ間違いなし！

日本百名山の一つ､近江を代表する｢伊吹山｣は高山植物の

宝庫として知られ､多くの自然愛好家が訪れます｡山頂付

近は遊歩道がしっかり整備されているので､初心者の方で

も安心して散策を楽しむことができます♪

山頂カフェの伊吹ソフトクリームおすすめです！

乗鞍ご来光と
上高地散策

伊吹山ハイキング
～夏の高山植物をもとめて～

びわ湖バレイ
蓬莱山・CAFE360 鞍馬山ハイキング

9/10(火)・9/27(金)
出発決定

7/29(月)・8/7(水)
出発決定

7/18(木)･8/21(水)

夏限定・納涼コース

今年で36年目を迎える｢びわ湖大花火大会｣は､びわ湖の

夏の風物詩としてすっかり定着し､全国有数の花火大会と

して県内外からご好評です！有料観覧席付。スターマイ

ン､3～10号玉など約10,000発の打ち上げです。

約3万発の花火が､毎年30万人にもおよぶ人の目を

喜ばせます｡超ワイドなナイアガラは圧巻です!!

長良川の花火大会は有料観覧席はありません｡

こちらもご好評により､復活！京の夏…自然を肌で感じ､五

感で涼を味わう事が出来る､高雄のもみぢ家さんでの川床

料理をご堪能いただきます。

お昼からは､嵯峨野トロッコ列車に乗って竹林のお散歩♪

風情ある旅をお楽しみ頂くこと間違いなし！

昭和25年に始まった｢とうろう流しと大花火大会｣

僧侶の読経のなか､赤･青･黄の3色の灯篭約6000個が松原

海岸に流され､水上花火やスターマインなどの花火が夜空

を彩ります｡現地ではイス席にて観覧頂きます｡

夏だ！京都へいこう！
川床料理と嵯峨野トロッコ列車

第70回とうろう流しと
敦賀花火大会

第36回びわ湖大花火大会
全国選抜

長良川花火大会

8/8(木)
出発決定

7/27(土)
出発決定

7/11(木)･8/24(土)
出発決定

8/16(金)

フライト･オブ･ドリームズ
とセントレア

7/2(火)・9/4(水)

9/19(木)・9/30(月)

出発決定出発決定

東海ツーリスト株式会社
三重県知事登録旅行業 第2種-215号　後援/久居交通株式会社

営業時間／9:00～18:00（日・祝日休み）

〒518-0818 三重県伊賀市荒木322-1　総合旅行業務取扱管理者／廣田 愛

■お問合せ・お申込みは

TEL.0595-26-0451
至天理至天理

中瀬I.C中瀬I.C中瀬I.C

至亀山至亀山

電話予約の受付は5月27日(月)9:00～開始　次回発行予定（秋号） 2019年8月下旬折込予定　インターネット先行予約受付中!!

Ａコース乗車場所 約10分●伊賀ドライブイン（駐車場有） 約20分 約40分●東海ツーリスト伊賀店（駐車場有） ●桔梗が丘駅（南口） ●名張駅（東口） 目的地

Bコース乗車場所 ●名張駅（東口） ●桔梗が丘駅（南口） ●東海ツーリスト伊賀店（駐車場有） ●伊賀ドライブイン（駐車場有） 目的地

至天理

至亀山

東海ツーリスト

寺田橋

荒木バス停

●団体貸切料金プランはご相談くださいませ。   ●運転手の1日の拘束時間や集客状況など当社の都合により、ご集合場所から及び帰着場所まで専用車又は別のバスから本体バスに乗換えていただく場合があります。　●集客状況によりジャンボタクシーになる可能性があります。

取り決め（お申込前に必ずお読み下さい。）

1.天候・道路状況等の悪化の場合は、旅行を中止させていただく事があります。

2.宿泊コースのお部屋は和室・洋室です。又、表示旅館が同等クラスの施設に変わる場合がありますので、予めご了承下さい。

3.小人料金（12才未満）は日帰り500円引き、一泊は1,000円引きとなります。なお、シートベルト着用義務化に伴い、参加者全員の座席を確保するため、座席のみご利用のお客様・ お子様　

（2.3才）は､旅行代金をお問合せにてご確認ください。（2才未満のお子様はシートベルトの着用が出来ないため、お申込みをお断りしております。）

4.この旅行内容は2019年5月26日現在を基準としています。

5.お客様の都合により取り消しをされる場合は、次に定める取消料を申し受けます。

    ※宿泊コースは出発日20日前から20%の取消料がかかります。

6.欠航などで宿泊が延滞した場合は実費をいただきます。

7.すでに満席の場合もございますのでご了承下さい。

8. 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勧めします。

9.その他の事項については当社標準旅行業約款によります。 　※コースにより順路を変更する場合があります。

10.最少催行人員（25名様以上）に満たない場合は、旅行を中止させていただくことがあります。

11.久居交通(株)観光バス使用

約10分 約40分 約20分

ご案内

旅行開始日の前日より起算して出発日10日から8日前まで

20%

7日から2日前まで

30%

前日

40%

当日

50%

旅行開始後

全額

B-1 B-2 B-3 B-4

B-5 B-6 B-7 B-8

A-9 B-10 B-11 B-12

B-13 B-14 B-15 B-16

B-17 B-18 B-19 B-20

7:10～各地＝越前の里＝越前和紙の里＝

タケフナイフビレッジ＝花はす公園＝各地～20:05
7:40～各地＝フライト・オブ・ドリームズ…

中部国際空港＝めんたいパークとこなめ＝帰着～18:25

昼食＆おやつ付

11,800円
おやつ付

7,500円
昼食＆おやつ付

11,100円

6:55～各地＝ヤマトタカハシ昆布館＝日本海さかな街＝

年縞博物館＝箸匠せいわ＝道の駅･熊川宿＝帰着～20:20

7:00～各地＝山都飯田＝稲垣来三郎匠＝

さくらんぼ農園＝お菓子の里＝帰着～20:25

7:55～各地＝伊良湖ビューホテル＝マルカ農園

＝道の駅･田原めっくんはうす＝帰着～21:20

6:55～各地＝山都飯田＝元善光寺＝桃狩り＝

道の駅･南信州とよおかマルシェ＝帰着～19:45

昼食＆おやつ付

13,400円
昼食＆おやつ付

14,500円
昼食＆おやつ付

12,700円
昼食＆おやつ付

11,000円

7:50～各地＝大樹寺＝真福寺＝ブドウ狩り＝
八丁味噌＝帰着～19:50

7:00～各地＝遍照尊院＝奥之院＝金剛峯寺＝

帰着～19:30
6:50～各地＝広隆寺＝レストラン嵐山＝願徳寺＝

東寺＝帰着～18:50

6:55～各地＝胡麻の里＝花伊吹＝黒壁スクエア＝

彦根港～多景島～彦根港＝帰着～19:50

昼食＆おやつ付

9,800円
昼食＆おやつ付

11,000円
昼食＆おやつ付

10,800円
昼食＆おやつ付

9,800円

7:10～各地＝青岸寺庭園＝夢京橋キャッスルロード＝

教林坊庭園＝兵主神社＝びわ湖鮎家の郷＝帰着～20:20

22:00～各地＝乗鞍畳平駐車場…大黒岳…乗鞍お花畑…乗鞍畳平駐車場＝

大正池バス停(希望者のみ降車)＝上高地バスターミナル＝帰着～20:35
7:25～各地＝お千代稲荷＝伊吹山＝帰着～19:20

7:00～各地＝びわ湖バレイ山麓～山頂…レストラン
レイクビュー…びわこテラス…山頂～びわ湖バレイ
山麓＝井筒八つ橋本舗＝各地～18:50

おやつ付

11,000円
おやつ付

7,500円
昼食＆おやつ付

10,800円
おやつ付

6,500円

6:50～各地＝鞍馬…貴船口＝清水坂＝各地～19:40

11:30～各地＝日本海さかな街＝市営松原海水浴場＝帰着～1:40 12:20～各地＝琵琶湖花火大会会場＝帰着～0:00

昼食＆おやつ付

13,900円
夕食ミールクーポン＆おやつ付

11,800円
おやつ付

8,500円
おやつ付

8,000円

11:00～各地＝長良川花火大会会場＝帰着～2:30

【1日目】6:30～各地＝吹割渓谷＝源泉の宿・紫翠亭(泊)

【2日目】紫翠亭＝大清水…三平…尾瀬沼…沼尻…山小屋(泊)

 ※約15㎞のハイキングコース

【3日目】山小屋…鳩待峠＝紫翠亭(入浴)＝原田農園＝帰着～21:45 

 ※約11㎞のハイキングコース

2名1室:52,800円　3名1室:49,800円
4名以上:46,800円

食事＆おやつ付

7:15～各地＝もみぢ家＝八つ橋ししゅうやかた＝
トロッコ亀岡　トロッコ嵐山…嵐山散策＝帰着～20:00


