
かお けで
北近江観光北近江観光 北近江観光

LINE＠
始めました

HPはこちら

余呉観光バス

※LINEでの営業時間は10：00～16：00
となります

ID:＠kitaoumi

前回他社での契約団体様をご紹介頂いたお客様に、
ご予約成立でお好きな日帰りバスツアーに

※１万円以内のツアーに限ります。

団体バス旅行もおまかせ!!

１名様ご招待!
TEL 0749-85-3330
詳しくは北近江観光まで

7,000円4月3日（水）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・入園料金込み》

8,800円4月5日（金）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・入山料金込み》

8,000円4月26日（金）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・入園料込み》

7,000円4月25日（木）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・入園料金込み》

8,000円4月29日（月・祝）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・入園料込み》

9,000円4月8日（月）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・入園料金込み》

11,500円3月28日（木）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・入館料金込み》

3月30日（土）出発日
9,800円旅行代金／

お一人様
子供 8,000円

《税金・バス料金・昼食料金・観覧料込み》

※未成年の方のみのご参加
の場合、保護者の同意書が
必要となります。

5月2日（木・祝）～4日（土・祝）
旅行代金／
お一人様

出発日
《税金・バス料金・入園料金込み》

17,500円
16,500円

大人

中・高生

15,000円小学生

3月中のお申込みでさらに500円引き！

車中２泊
（乗務員２名）

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝はままつフラワーパーク（浜名湖花フェスタ２０１９見学10：40～
12：10）＝【高速】＝蒲郡オレンジパーク（昼食13：00～14：00/いちご狩り14：00～14：40）＝蒲郡海鮮市場（お買物15：00～15：30）
＝えびせんべいとちくわの共和国（お買物16：00～16：30）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（18：30）＝北近江リゾート到着（19：00）

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝出石（昼食・城下町散策
11：30～13：00）＝竹田城跡（見学14：00～16：00）＝お土産百選（お買物16：10～16：40）
＝【高速】＝北近江リゾート（19：30）＝長浜インター西側駐車場（20：00到着）

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝宝塚北SA（お買物10：10～11：10）＝【高速】＝
ホテル神戸フルーツ・フラワー（ランチバイキング11：30～13：00）＝三田花のじゅうたん（見学14：00～15：00）＝めんたい
パーク神戸三田（お買物15：40～16：10）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（18：30）＝北近江リゾート到着（19：00）

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：30）＝なばなの里（見学9：45～11：20）＝
桑名市（ランチバイキング11：40～12：40）＝天王川公園（藤まつり見学13：10～14：40）＝お千代保
稲荷（参拝・お買物15：10～16：10）＝長浜インター西側駐車場（17：30）＝北近江リゾート到着（18：00）

北近江リゾート（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝氷見番屋街（昼食・お買物11：20
～12：50）＝砺波チューリップ公園（見学13：30～15：00）＝おかき処御菓蔵（お買物15：10～
15：40）＝【高速】＝北近江リゾート（18：30）＝長浜イオン到着（19：00）

北近江リゾート出発（7：00）＝長浜インター西側駐車場（7：30）＝【高速】＝高遠城址公園（見学11：00
～12：20）＝【高速】＝駒ヶ根市（昼食・お買物13：00～14：20）＝光前寺（参拝・お買物14：30～
15：20）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（18：30）＝北近江リゾート到着（19：00）

北近江リゾート出発（7：00）＝長浜インター西側駐車場（7：30）＝【高速】＝赤い屋根（昼食・お買物10：40
～12：00）＝【高速】＝大塚国際美術館（見学12：40～15：30）＝【高速】＝淡路ハイウェイオアシス
（休憩16：20～16：45）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（19：30）＝北近江リゾート到着（20：00）

北近江リゾート（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝アサヒビール名古屋工場（見学・試飲
9：30～10：50）＝浩養園（昼食11：40～12：40）＝木下大サーカス（13：00着/開演13：40～
16：00）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（17：30）＝北近江リゾート到着（18：00頃）

１日目 北近江リゾート出発（22：00）＝長浜インター西側駐車場（22：30）＝彦根駅東口（23：00）＝
【高速】＝（途中サービスエリアで休憩2～3回）
２日目 東京ディズニーランド観光バス駐車場到着（7：30頃）※リゾートラインをご利用頂く場合がございます。…バス
の出発時間まで1日中楽しんでください…東京ディズニーランド観光バス駐車場（22：30）～車中泊～
3日目 【高速】＝（途中サービスエリアで休憩2～3回）＝彦根駅東口（6：00）＝長浜インター西側駐車場
（6：30）＝北近江リゾート到着（7：00頃）

今シーズン最後・
平成最後の
あま～い
いちご狩り!!

桜とチューリップの
コラボレーション!!

はままつフラワーパークの浜名湖花フェスタ2019見学!!

日本のマチュピチュを
ハイキング!!

一億輪の芝桜見物!!

ホテルでゆったり
ランチバイキング!!

日本最大級300万本のチューリップ!!

３万本の花の大谷・21万本の大花壇の地上絵!!

氷見漁港場外市場でお買物!

高遠城址のコヒガン桜

光前寺
紅しだれ桜

鑑賞ルートはなんと4ｋｍの
日本最大級の美術館

淡路島で
海鮮定食
付き 世界三大サーカスの

木下大サーカス!
大迫力の猛獣ショー!

昼食はこだわりの
名古屋めし!

出石名物
皿そばの
昼食!!

西日本最大級の
宝塚サービスエリア

でお買物!!

ディズニーランドorディズニーシー
お好きな方をお選び頂けます♪

天下第一の高遠城址＆天下第一の高遠城址＆天空の城・竹田城跡と天空の城・竹田城跡と

三田花のじゅうたんと三田花のじゅうたんと

なばなの里＆なばなの里＆ 天王川藤まつり
　　　　で花めぐり
天王川藤まつり
　　　　で花めぐり

２０１９となみチューリップフェアと２０１９となみチューリップフェアと

浜名湖花フェスタ２０１９と浜名湖花フェスタ２０１９と大塚国際美術館日帰りツアー 名古屋名物
＆鉄板焼き
名古屋名物
＆鉄板焼き木下大サーカスと木下大サーカスと木下大サーカスと

平成最後のいちご狩りツアー平成最後のいちご狩りツアー

桜の名所 出石の城下町散策桜の名所 出石の城下町散策 光前寺の桜の名所めぐり光前寺の桜の名所めぐり

ホテル神戸フルーツ・フラワーで
ランチバイキング
ホテル神戸フルーツ・フラワーで
ランチバイキング

氷見番屋街でお買物氷見番屋街でお買物
GW東京ディズニーリゾート東京ディズニーリゾートバスの旅バスの旅千葉

徳島 愛知 静岡・愛知

愛知・三重兵庫 長野

兵庫 富山



〒529-0205 滋賀県長浜市高月町唐川105-6

http//kok.co.jp/
旅行業務取扱管理者／木下 一樹

※最少催行人数：２５名※写真はすべてイメージです。　※すべてのツアーに添乗員同行致します。
旅行代金（お一人様）

旅行開始日の21日前までの取消し
旅行開始日の20日前～8日前までの取消し
旅行開始日の7日前～2日前までの取消し
旅行開始日前日の取消し
旅行開始当日の取消し
旅行開始後の取消し又は無断連絡不参加

無料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

キャンセル料金■お申込み・契約成立について／申込み金が必要です。当社の承諾と申込み金の受理をもって契約成立となります。お申込みは電話・ＦＡＸ・メールにて承ります。当社が予約を承諾した後、
郵送にて振込みのご案内をお送り致します。案内が届いてから3日以内に申込み金をお振込みいただくか、現金書留にて郵送ください。残金は出発の14日前までにお支払いください。申込み
金は旅行代金、取消料又は違約金の一部として取り扱います。申込み金（お一人様につき）は下記の表の通りです。■旅行内容の変更について／天災地変・運輸機関の同盟罷業等、当社の管
理できない事由により、行程等を変更する場合があります。■旅行の中止について／天災地変運輸機関の大幅なスケジュール変更等、当社の管理できない事由により予定通りの行程が実施
不可能となった場合、旅行実施を中止することがあります。■免責事項について／例えばお客様ご本人及び身廻り品に対してこうむられた損害が次の場合にはその責任を負いかねますので
ご了承下さい。1.天災地変等で生する旅行日程の変更もしくは旅行の中止。2.運送・宿泊期間の事故等で生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。3.官公署の命令。4.自由行動中の自己。
5.食中毒。6.盗難。7.運送機関の遅延・不通又はこれによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。■取消料について（お一人様につき）／お客様のご都合で旅行を取消さ
れる場合は旅行代金を対象として、上記の率による取消料をいただきます。■特別保証について／お客様が旅行参加中に、その生命、身体又は手荷物の上に蒙られた一定の損害について、当
社旅行業約款（主催旅行契約）の特別補償規定によりあらかじめ定める額の保証金・見舞金をお支払します。■その他／その他事項については、国土交通省認可の当社旅行業約款に基づき
ますのでご了承下さい。※このパンフレットに記載の代金及び行程は平成29年3月1日現在を基準としておりますので、運輸機関の運賃改定により変更される場合もあります。

（0749）85-5890  FAX MAIL info@kok.co.jp

※チケット関係のツアーはキャンセルの場合チケット料金が発生します。

滋賀県知事登録旅行業第2-247号　（一社）全国旅行業協会正会員

TEL（0749）85-3330

旅行企画実施

21,000円
23,000円
25,000円

旅行代金／
お一人様

4月18日（木）～19日（金）出発日

４名様１室

３名様１室

２名様１室

１泊4食
付き

《税金・バス料金・昼食料金・乗船料金込み》

25,000円
26,000円
28,000円

旅行代金／
お一人様

6月3日（月）～4日（火）出発日

４名様１室

３名様１室

２名様１室

１泊4食
付き

《税金・バス料金・昼食料金込み》

25,500円
26,500円
27,500円

旅行代金／
お一人様

5月12日（日）～13日（月）出発日

４名様１室

３名様１室

２名様１室

１泊4食
付き

《税金・バス料金・昼食料金・入館料金込み》

23,000円
旅行代金／
お一人様

5月26日（日）～27日（月）出発日

２名～５名
一室同額

１泊4食
付き

《税金・バス料金・昼食料金・入園料込み》

10,800円旅行代金／
お一人様

出発日
《税金・バス料金・昼食料金・観覧料金込み》

（小人同額）

4月20日（土）
5月18日（土）

42,000円
43,000円
45,000円

旅行代金／
お一人様

4月10日（水）～12日（金）出発日

４名様１室

３名様１室

２名様１室

2泊7食
付き

《税金・バス料金・昼食料金・乗船料金・体験料金込み》

阪神VS巨人〈３塁側アルプス席〉

阪神VS広島〈１塁側アルプス席〉

１日目 北近江リゾート出発（8：00）＝長浜インター西側駐車場（8：30）＝【高速】＝出石（昼食・散策12：
00～13：40）＝かばん工場たなか（見学14：00～14：30）＝城崎温泉到着（15：00頃）…温泉街
散策（外湯めぐり等…ゆっくりお過ごしください。）
２日目 城崎温泉出発（9：00）＝但馬海岸遊覧船（乗船10：30～11：30）＝浜坂（昼食・お買物11：50
～13：10）＝余部鉄橋展望台・道の駅あまるべ（見学・お買物13：40～14：20）＝【高速】＝北近江
リゾート（18：30）＝長浜インター西側駐車場到着（19：00頃）

１日目 北近江リゾート出発（7：00）＝長浜インター西側駐車場（7：30）＝【高速】＝高野山（昼食11：15～12：
10）＝奥之院（巡拝12：15～13：40）＝金剛峯寺（参拝13：50～14：30）＝川湯温泉到着（17：00頃）
２日目 川湯温泉出発（9：00）＝熊野本宮大社（参拝9：10～10：00）＝梅の里なかた（見学・お買物
11：15～11：45）＝海鮮せんべい南紀（昼食・お買物12：00～13：20）＝白浜とれとれ市場（お買物
13：30～14：20）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（18：30）＝北近江リゾート到着（19：00頃）

１日目 北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝立山町（昼食12：00～13：
00）＝雪の大谷（見学14：20～15：40）＝つるぎ温泉到着（17：30頃）
２日目 つるぎ温泉出発（9：00）＝尾崎かまぼこ（見学・お買物9：30～10：10）＝環水公園（乗船11：
00～12：20）＝ますのすしミュージアム（昼食12：50～14：20）＝新湊きっときと市場（お買物15：
00～15：30）＝北近江リゾート（19：00）＝長浜インター西側駐車場到着（19：30頃）

１日目 北近江リゾート出発（8：00）＝長浜インター西側駐車場（8：30）＝【高速】＝かんてんぱぱガーデン
（見学・お買物11：15～12：15）＝駒ヶ根市（昼食・いちご狩り12：30～14：00）＝アカシアの丘・
ふくろうの杜（展望リフトで見学15：20～16：20）＝白樺湖到着（16：30頃）
２日目 白樺湖出発（8：30）＝【高速】＝信州スカイパーク（花フェスタ２０１９見学9：30～11：30）＝
石井味噌（昼食・お買物12：10～13：20）＝松本城（見学13：40～15：00）＝【高速】＝長浜インター
西側駐車場（19：00）＝北近江リゾート到着（19：30頃）

北近江リゾート出発（8：00）＝長浜インター西側駐車場（8：30）＝【高速】＝大阪市内（ランチバイキング
11：30～12：30）＝浜甲子園駐車場（13：00）…（徒歩）…甲子園球場（試合開始14：00～）…（徒歩）
…浜甲子園駐車場（試合終了後１時間後に出発）＝【高速】＝長浜イオン＝北近江リゾート到着

１日目 北近江リゾート出発（7：00）＝長浜インター西側駐車場（7：30）＝【高速】＝吉野川ハイウェイオアシス
（昼食12：30～13：30）＝【高速】＝桂浜（坂本龍馬記念館等見学15：20～16：30）＝高知市内（17：00頃）
２日目 高知市出発（8：30）＝四万十川遊覧船（乗船・昼食11：10～12：20）＝松山城（見学15：20
～16：40）＝道後温泉到着（17：00頃）
3日目 道後温泉出発（8：30）＝ハタダお菓子館（お買物9：00～9：30）＝【しまなみ海道】＝伯方の
塩工場（見学11：20～12：00）＝大三島・大山祇神社（昼食・参拝12：15～14：00）＝【しまなみ
海道・高速】＝長浜インター西側駐車場（19：30）＝北近江リゾート到着（20：00頃）

城崎温泉でのんびり
温泉街散策・外湯めぐり!!

春の出石散策!!
但馬海岸「青の洞窟」
遊覧船乗船!!

富岩水上ラインで日本で唯一の
水のエレベーターを体験！

そびえたつ大迫力の雪の壁！ 富山の２大絶景を満喫！

信州の味覚70種類の
ディナーバイキング!!

オリジナル
地ビール飲み放題!!

大露天風呂に
プロジェクション
マッピングが登場!!

国宝松本城
見学!

高野山を
現地ガイドと巡拝!!

夕食はハーフ会席＆
ハーフバイキングを

ご用意!!

大自然・絶景
露天風呂をご堪能!!

デイゲーム
（14：00プレイボール）

を観戦!!

日本最後の清流四万十川を
遊覧船でゆったり周遊♪

全国にある
山祇神社の
総本社

日本最古の温泉の
ジブリ映画のモデルにも
なった道後温泉♪
※ホテルから道後温泉本館まで

無料送迎もあります。

夕食は
会席を
ご用意!!

熊野古道の入口
川湯温泉に宿泊!!メロン１玉の

お土産付き!!
メロン１玉の
お土産付き!!

甘～い
いちご狩り
体験も

山陰海岸ジオパーク但馬海岸遊覧船と山陰海岸ジオパーク但馬海岸遊覧船と 雪の大谷ウォークと雪の大谷ウォークと
越中つるぎ温泉１泊の旅越中つるぎ温泉１泊の旅

高野山巡拝＆熊野本宮大社参拝と高野山巡拝＆熊野本宮大社参拝と

プロ野球プロ野球甲子園観戦甲子園観戦ツアーツアー

高知・桂浜＆四万十遊覧と高知・桂浜＆四万十遊覧と
道後温泉＆道後温泉＆しまなみ海道２泊３日の旅しまなみ海道２泊３日の旅

城崎温泉外湯めぐり１泊の旅城崎温泉外湯めぐり１泊の旅

奥熊野・川湯温泉１泊の旅奥熊野・川湯温泉１泊の旅

VS
阪神

巨人
VS
阪神

広島

長野県初開催信州花フェスタ２０１９と信州花フェスタ２０１９と
池の平ホテル高原祭１泊の旅池の平ホテル高原祭１泊の旅

大迫力!

１
塁
側
ア
ル
プ
ス
席

３
塁
側
ア
ル
プ
ス
席

富山兵庫

長野 和歌山

兵庫

高知・愛媛


