
北近江観光北近江観光

バスツアーでで けけかかおお
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

北近江観光のおすすめポイント
お茶・ビール・手作りパンの
車内積み込みサービス♪

詳しくは
北近江観光まで TEL 0749-85-3330

4,800円8月18日（日）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金込み》

8月23日（金）出発日

8月28日（水）出発日 9,800円9月12日（木）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・体験料金込み》

9月15日（日）出発日

8,980円9月20日（金）
旅行代金／
お一人様出発日

《税金・バス料金・昼食料金・参拝料金込み》

9月23日（祝・月）出発日 7,000円
8月16日（金）
9月5日（木）
10月7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》

※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。

8月19日（月）～21日（水）
旅行代金／
お一人様

出発日
《税金・バス料金・フリーパスポート料金込み》

14,500円
14,000円

大人

中・高生

13,500円小学生

車中２泊
（乗務員２名）

9,000円旅行代金／
お一人様

子供 7,000円

《税金・バス料金・昼食料金・体験料金込み》

8,500円旅行代金／
お一人様

子供 7,000円

《税金・バス料金・昼食料金・体験料金込み》

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・体験料金込み》

10,000円旅行代金／
お一人様

《税金・バス料金・昼食料金・観覧料金込み》
ⒸYOSHIMOTO KOGYO

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】＝キリンビール神戸三田（見学・試飲11：10
～12：20）＝神戸三田プレミアムアウトレット（自由昼食・お買物12：40～15：40）＝めんたいパーク神戸三田
（お買物16：00～16：30）＝【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（7：30）＝長浜インター西側駐車場（8：00）＝【高速】＝関善光寺（参拝9:30～10：
10）＝郡上美並観光ヤナ（昼食・体験11:00～12:40）＝【高速】＝郡上八幡（食品サンプル作り体験・
お買物13：30～15：30）＝【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）

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】＝東浦ぶどう園（ぶどう狩り10:40～11：20）＝常滑市
（昼食11：40～12：40）＝めんたいパーク（お買物13:00～13：30）＝【高速】＝花ひろば（ひまわり畑で花摘み14：30～15：
20）＝魚ひろば（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】＝駒ヶ根市（昼食11:00～12:10）＝くり栗坊主園（栗拾い
12:40～13:10）＝みはらしファーム（野菜詰め放題・お買物13:40～14:20）＝【高速】＝伊那市（りんご・なし狩り食べ放題14:50～
15:20）＝お菓子の里飯田城（お買物15:30～16:00）＝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）

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】＝農業公園ベルファーム（昼食・
散策11:00～13:00）＝おやつタウン（13:30～15:30）＝関ドライブイン（お買物16:00～
16:30）＝【高速】＝長浜インター西側駐車場（19:00）＝北近江リゾート（19:30頃）

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11：20～12：15）
＝奥之院（現地ガイドと巡拝12：30～14：00）＝お土産店（お買物14：10～14：30）＝金剛峯寺（参拝
14：40～15：20）＝【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（8：00）＝長浜インター西側駐車場（8：30）＝【高速】＝井筒八ッ橋（見学・お買物10：30
～11：00）＝嵐山（昼食・散策12：00～14：00）＝祇園花月（開演15：30～18：00）＝【高速】＝
長浜インター西側駐車場（19：30）＝北近江リゾート（20：00頃）

北近江リゾート（7：00）＝長浜インター西側駐車場（7：30）＝【高速】＝道の駅ななもり清美（休憩・お弁
当積込み10:00～10:15）＝上高地（散策11:30～15:00）＝お土産店（お買物16：00～16：30）
＝長浜インター西側駐車場（19：30）＝北近江リゾート到着（20：00）

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20～30分間）
２日目 富士急ハイランド到着（6：30頃）・・・バスの出発時間まで1日中楽しんでください・・・富士急ハイ
ランド出発（22：00）～車中泊～
3日目 【高速】＝（途中サービスエリアで休憩2～3回20～３０分間）＝彦根駅東口（5：30）＝長浜インター
西側駐車場（6：00）＝北近江リゾート到着（6：30頃）

海の幸の
昼食を
ご用意!!

アウトレットは半期に一度の大バーゲン!!

レタス＆天ぷらの食品サンプル作り

五郎丸ポーズの大仏参拝でラグビーワールドカップを応援!

花ひろばのひまわり畑で
写真映え!!巨峰

食べ
放題

嵐山散策で
京都を満喫♪新喜劇の座長はすっちー!

栗拾い500ｇ
お持ち帰り!!

高原野菜
2～3㎏詰め放題!!

ぶどう
１房狩り

りんご＆なし
食べ放題!!

2019年7月オープンのおやつタウンでMyベビースター作り体験!!

車内軽食積込みサービス!!

奥の院は現地ガイドの
案内付き!!

お弁当
積み込み!!

＆農業公園ベルファームでランチバイキング＆農業公園ベルファームでランチバイキング
ベビースターラーメン作り体験ベビースターラーメン作り体験

★★キリンビール神戸工場見学＆

花ひろばのひまわり摘み体験花ひろばのひまわり摘み体験
知多半島でぶどう狩り＆知多半島でぶどう狩り＆

＆金剛峯寺　参拝＆金剛峯寺　参拝
世界遺産・高野山を
現地ガイドと奥之院巡拝
世界遺産・高野山を
現地ガイドと奥之院巡拝 吉本祇園花月観覧吉本祇園花月観覧

京風バイキングと京風バイキングと嵐山散策＆嵐山散策＆ 上高地直行バスツアー上高地直行バスツアー

てんこ盛り南信州・初秋の味覚

夏
休み!!
夏
休み!!富士急ハイランド直行　夜行バス富士急ハイランド直行　夜行バス

食品サンプル作り体験食品サンプル作り体験
天然鮎料理と天然鮎料理と長良川のヤナ見学と長良川のヤナ見学と

神戸三田プレミアムアウトレットでお買物神戸三田プレミアムアウトレットでお買物

ぶどう・なし・りんご・栗・高原野菜

おやつタウンで

和歌山

山梨兵庫

愛知 長野

長野京都

三重

岐阜



グラウンド・ゴルフ発祥地
「潮風の丘とまり」でプレイ!! 梨狩り

食べ放題!!

中国雑技ショー
見学!!

グラウンドゴルフの
豪華景品
付き!!

グラウンドゴルフの
豪華景品
付き!!

〒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

１泊4食付き

21,000円
22,000円
24,000円

旅行代金／
お一人様

9月13日（金）～14日（土）出発日

４名様１室

３名様１室

２名様１室

《税金・バス料金・昼食料金・体験料金込み》

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】＝岡山県（昼食11：40
～12：40）＝潮風の丘とまり（グラウンドゴルフ14：00～16：40）＝はわい温泉到着（17：00頃）
２日目 はわい温泉出発（9：00）＝燕趙園（中国庭園・雑技ショー見学9：10～10：20）＝賀露港（お買物
11：00～11：30）＝鳥取砂丘（昼食・お買物11：50～13：30）＝梨狩り園（梨狩り13：40～14：30）
＝【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）

１泊4食付き

22,500円
24,500円
26,500円

旅行代金／
お一人様

9月25日（水）～26日（木）出発日

４名様１室

３名様１室

２名様１室

《税金・バス料金・昼食料金・乗船料金・入場料金込み》

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】＝伊豆フルーツパーク
（昼食12：00～13：00）＝三島スカイウォーク（散策13：15～14：30）＝土肥金山（見学15：45～
16：30）＝堂ヶ島温泉到着（17：00頃）
2日目 堂ヶ島温泉出発（8：30）＝駿河湾フェリー（土肥港発9：20～清水港着10：30）＝日本平夢
テラス（見学11：00～11：50）＝焼津さかなセンター（昼食・お買物12：30～14：00）＝【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泊4食付き

23,000円
25,000円
26,000円

旅行代金／
お一人様

10月29日（火）～30日（水）出発日

４名様１室

３名様１室

２名様１室

《税金・バス料金・昼食料金・乗船料金・入場料金込み》

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】＝灘菊酒造（昼食・見学
11：30～13：00）＝姫路港発（13：35）～小豆島フェリー（乗船）～福田港着（15：15）＝小豆島オリーブ
公園（見学15：50～16：30）＝小豆島温泉到着（16：40頃）
2日目 小豆島温泉出発（8：30）＝寒霞渓山頂（散策9：20～10：00）＋＋＋寒霞渓ロープウェイ（乗車）
＋＋＋こううん駅（10：20）＝二十四の瞳映画村（見学10：50～11：30）＝ベイリゾートホテル小豆島
（昼食11：40～12：30）＝福田港発（13：15）～小豆島フェリー（乗船）～姫路港着（14：55）＝【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）

はわい温泉１泊の旅はわい温泉１泊の旅
グラウンド・ゴルフグラウンド・ゴルフ 梨狩り梨狩り＆＆

25,000円旅行代金／
お一人様10月8日（火）～9日（水）

10月14日（月）～15日（火）

出発日
《税金・バス料金・昼食料金・乗船料金込み》

※3名様4名様料金はお問合せ下さい。

43,000円
45,000円
47,000円

旅行代金／
お一人様

9月30日（月）～10月2日（水）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・参拝料金込み》

１泊4食付き
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】＝沼津市（昼食12：20
～13：20）＝芦ノ湖海賊船（乗船14：20～15：00）＝箱根関所（見学15：20～16：00）＝箱根湯本
温泉＝到着（16：30頃）
２日目 箱根湯本温泉出発（9：00）＝鈴廣かまぼこの里（見学・お買物9：15～10：00）＝【高速】＝日本平・
久能山東照宮（昼食・参拝・お買物12：00～14：00）＝焼津さかなセンター（お買物14：45～15：
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】＝佐久市（昼食13：00
～14：00）＝鬼怒川温泉到着（17：00頃）
２日目 鬼怒川温泉出発（8：30）＝日光東照宮・日光山輪王寺（参拝9：00～10：50）＝いろは坂＝華厳
の滝（見学11：40～12：30）＝中禅寺湖（昼食・見学12：40～14：00）＝伊香保温泉到着（16：30頃）
3日目 伊香保温泉出発（8：30）＝水澤観音（参拝8：40～9：20）＝上州物産館（9：30～10：00）＝
【高速】＝こんにゃくパーク（工場見学・お買物11：00～11：50）＝おぎのや横川店（昼食12：30～
13：40）＝【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）

芦ノ湖海賊船から富士山見学!!

日本最長のつり橋三島スカイウォーク散策!!

駿河湾フェリーで
船旅気分も満喫!!

人気の
箱根湯本宿泊!!
各日２名様12組
限定企画!!

選べる夕食!!
８日（火）は

ディナーバイキング
１４日（月）は
会席料理

伊豆フルーツパーク
＆

焼津さかなセンター
で昼食!!

箱根湯本温泉１泊の旅箱根湯本温泉１泊の旅
日本平・久能山東照宮と日本平・久能山東照宮と
芦ノ湖遊覧船＆芦ノ湖遊覧船＆

鬼怒川＆伊香保温泉２泊３日の旅　鬼怒川＆伊香保温泉２泊３日の旅　
日光東照宮・華厳の滝・中禅寺湖と日光東照宮・華厳の滝・中禅寺湖と

西伊豆ぶらり１泊の旅西伊豆ぶらり１泊の旅
駿河湾フェリーと駿河湾フェリーと

小豆島温泉１泊の旅小豆島温泉１泊の旅
寒霞渓ロープウェイ空中散歩と寒霞渓ロープウェイ空中散歩と香川

栃木・群馬鳥取 神奈川

静岡


