
バスツアーバスツアー
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

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》

8,500円5月7日（火）
旅行代金／
お一人様出発日 8,800円5月10日（金）

旅行代金／
お一人様出発日 6,000円5月15日（水）

旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金込み》 《税金・バス料金・昼食料金・乗船料込み》 《税金・バス料金込み》

6月15日（土）出発日8,500円5月20日（月）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金込み》

8,000円4月30日（火・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》

5月18日（土）出発日
9,800円旅行代金／

お一人様
子供 8,000円

8,000円旅行代金／
お一人様

子供 7,000円

《税金・バス料金・昼食料金・観覧料込み》 《税金・バス料金・昼食料金・入場料込み》

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（8：00）＝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）

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝伊勢神宮外宮（参拝11：00～11：
50）＝千の杜（昼食12：10～13：20）＝伊勢神宮内宮（参拝・散策13：40～15：30）＝伊勢志摩みやげセンター
王将（お買物15：40～16：10）＝【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）

長浜インター西側駐車場出発（8：00）＝北近江リゾート（8：30）＝メタセコア並木（車窓）＝藤樹の里あどがわ（休憩9：30～9：50）
＝白髭神社（参拝10：00～10：30）＝琵琶湖ホテル（ランチバイキング11：30～13：00）＝大津港（ミシガンクルーズ13：30～
15：00）＝鮎家の郷（お買物16：00～16：30）＝長浜インター西側駐車場（18：00）＝北近江リゾート到着（18：30）

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】＝上高地（自由昼食・散策
11：30～15：00）＝お土産店（お買物15：30～16：10）＝【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）

北近江リゾート出発（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝山田海岸（潮干狩り10：30～12：30）＝
ビアシティ南知多（ランチバイキング13：00～14：15）＝魚ひろば（お買物14：30～15：00）＝えびせんパーク（しらす
乗せ放題・お買物15：20～16：00）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（18：00）＝北近江リゾート到着（18：30）

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】＝馬籠宿（散策10：30～
12：00）＝昼神温泉（ランチバイキング・入浴13：00～15：00）＝清内路峠のおつけもの（お買物
15：15～15：45）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（18：00）＝北近江リゾート（18：30頃）

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】＝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（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝木下大サーカス（9：40着
/開演10：10～12：30）＝浩養園（昼食13：00～14：10）＝【高速】＝ジャズドリーム長島（お買物
15：00～17：00）＝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）

びわ湖クルーズ80分間!!

オープンキッチンで作られる
30種類のお料理が
90分間食べ放題!! たっぷり3.5時間散策!!

乗り換えなしで
上高地へ!!

昼食は豪華な
会席をご用意!!

たっぷり２時間潮干狩り!!

高台のレストランで
ランチバイキング!!

篠島産しらす
升に乗せ放題の
お土産付き！昼神温泉の美人の湯でお肌もツルツル♪

風情ある石畳の街並み散策

アウトレットでたっぷり2時間お買物♪

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!

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!

西日本最大級の
宝塚サービスエリア

でお買物!!

知多半島の
海の幸をお買物!!

種類豊富な信州の地元食材を
使ったランチバイキング!

新元号
「令和」発表!!
特別企画

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

木下大サーカスと木下大サーカスと木下大サーカスと

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

伊勢神宮外宮＆内宮参拝と伊勢神宮外宮＆内宮参拝と

知多半島で潮干狩りと知多半島で潮干狩りと美人の湯・昼神温泉で
ランチバイキングと入浴
美人の湯・昼神温泉で
ランチバイキングと入浴

馬籠宿ぶらり散策と馬籠宿ぶらり散策と

ミシガンクルーズとミシガンクルーズと 新緑の上高地ウォーキング新緑の上高地ウォーキング
おかげ横丁散策おかげ横丁散策

琵琶湖ホテル
ランチバイキング
琵琶湖ホテル
ランチバイキング

ジャズドリーム長島でお買物ジャズドリーム長島でお買物
南知多でランチバイキング南知多でランチバイキング

名古屋名物＆名古屋名物＆
鉄板焼きと鉄板焼きと

愛知

愛知・三重 兵庫

三重 滋賀

愛知長野

長野

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／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、郵送にて確認書をお送り致します。確認書の指示通りお手続き後、契約成立とさせ
て頂きます。案内が届きましたら、旅行代金・出発場所等のご確認をお願い致します。■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

8,980円旅行代金／
お一人様

出発日
《税金・バス料金・昼食料金・入園料込み》

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》

22,500円
23,500円

旅行代金／
お一人様

6月23日（日）～24日（月）出発日

３・4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・参拝料金込み》

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）
5月18日（土）

阪神VS広島〈１塁側アルプス席〉

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）
6月29日（土）

中日VS阪神 内野Ｂ ３塁側

6月10日（月）※
6月16日（日）
6月21日（金）
※6月10日（月）は下記の行程と順番が
　変更となります。詳しくはお問合せ下さい。

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）＝【高速】＝千里浜（昼食11：30
～12：30）＝大本山總持寺祖院（参拝13：40～14：30）＝白米の千枚田（見学15：30～16：10）＝
輪島温泉到着（16：30頃）
２日目 輪島温泉出発（8：30）＝輪島朝市（見学・お買物8：40～10：10）＝能登ワイン（見学11：00～
11：40）＝能登食祭市場（昼食・お買物12：40～14：00）＝道の駅 雨晴（見学・お買物15：00～15：
30）＝【高速】＝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）

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】＝お菓子の城飯田城（お買物10：20～10：50）＝さくらんぼ園
（さくらんぼ狩り11：20～12：00）＝光前寺（参拝12：30～13：00）＝駒ヶ根市（昼食・お買物13：10～14：20）＝養命酒
（見学・お買物14：30～15：30）＝【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（9：30）＝長浜インター西側駐車場（10：00）＝【高速】＝名古屋市内（ランチバイキング
11：30～12：45）＝ナゴヤドーム（試合開始14：00～）…（試合終了後１時間後に出発）＝【高速】＝
長浜インター西側駐車場＝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】＝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（8:30）＝長浜インター西側駐車場（9:00）＝大阪市内（ランチバイキング11:30～
12:30）＝【高速】＝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

輪島の朝市を見学!!

山門修復工事が終了した
大本山總持寺祖院参拝!!

幾何学模様を描く
棚田・白米の千枚田見学!!

晴雨海岸の展
望台から

立山連峰を一望!!

お肉屋さんの特選料理!
牛・豚・馬の3種のしゃぶしゃぶ

ドームなので
中止の心配なし!!

ビール・チューハイ
積込み

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!!

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

デイゲーム（１４：００プレイボール）を観戦!!デイゲーム（１４：００プレイボール）を観戦!!

デイゲーム（１４：００プレイボール）を観戦!!デイゲーム（１４：００プレイボール）を観戦!!

さくらんぼ園内30分間食べ放題!!

中日

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

プロ野球プロ野球ナゴヤドーム観戦ナゴヤドーム観戦
ツアーツアー

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 広島

VS阪神

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!

白米の千枚田と白米の千枚田と輪島朝市＆輪島朝市＆
１塁側アルプス席

内野Ｂ ３塁側

大人気 南信州あま～いさくらんぼ狩り南信州あま～いさくらんぼ狩り

輪島温泉１泊の旅　輪島温泉１泊の旅　
石川

長野

兵庫

愛知

富山 長野

和歌山


