LOVEあいちキャンペーンとは

新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、主に
県民による県内旅行を促進することで県内の観光関連産業を支援することを目的としています。

ご旅行代金（お１人様）（昼食付）（２才以上）
大人・小学生
割引前の価格Ⓐ
愛知県からの補助額Ⓑ

大人・小学生

LOVEあいちキャンペーン価格

大人・小学生

（お支払いいただくご旅行代金）Ⓐ-Ⓑ

8,000円
4,000円

4,000円

幼児（２才以上未就学児）
幼児（２才以上未就学児）
幼児
（２才以上未就学児）

6,000円
3,000円

3,000円

※取消料はLOVEあいちキャンペーン価格に愛知県の補助金額を加算した価格Ⓐの（旅行）代金を基準に算出されます。
※GoToトラベルキャンペーンなど、国や自治体による他の補助金・割引等と重ねて割引することはできません。また、地域共通クーポンのお渡しはありません。
※愛知県緊急事態措置等により、不要不急の外出自粛要請や、宿泊・立寄り先事業者に対しての休業協力要請のあった場合、ツアーを中止する場合がございます。
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安心してバス旅行をお楽しみいただくために
バス車内は常時、外気モード設定により

自然・屋外施設を取り入れた

プラズマクラスターイオン発生機で、

約５分で車内の空気が入れ替わります

コースづくりを提案します

バス中に浮遊する

（メーカー発表によります。）

カビ菌及びウイルス
を抑制し、空気をキレイ

窓が開閉するバスで運行いたします

休憩回数・休憩時間を多くとります

お食事は間隔をあけて席をご用意します

バスの定員には余裕を持ってご乗車いただきます

に保ちます

物！
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のある症状があるお客様には、旅行参加をご遠慮いただきます
・お客様にはマスク着用を要請します
・バス乗務員もマスク着用を徹底します
・バス車内にお客様にご利用いただける消毒液を設置します

常滑やきもの散歩道
レンガ造りの煙突や窯、黒塀の工場など、
独特な雰囲気の空間を散策♪

イメージ

お ・ジャンボエビフライ１尾 ・刺身１種・もすぐ酢
・ご飯 ・味噌汁 ・お漬物
品 ・はまち照り焼き
※仕入れ状況により、照り焼きの魚の部位や種類が変わる場合があります。
書 ※２才以上未就学児はお子様ランチとなります。
※昼食は11時頃からとなります。

って、いざ！
船に乗

・出発前にお客様の体調確認（体温、体調）を行い、発熱や感染の疑い

イメージ

イメージ
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日間賀島へ
！
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日間賀島 de 食べ歩き！

イメージ
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たこ唐
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※各ルートの設定期間はチラシの裏面をご参照ください。

コース

名古屋・岡崎

各地～常滑やきもの散歩道 （散策） ～ まるは食堂りんくう常滑店 （昼食） ～ めんたいパークとこなめ （お買物） ～
師崎港 ～～ ＜高速船＞ ～～ 日間賀島西港 ・ ・ ・ 日間賀島 （散策 ・ 食べ歩き） ・ ・ ・ 日間賀島西港 ～～ ＜高速船＞
～～ 師崎港 ～ えびせんべいの里 （お買物） ～ 各地

※名鉄海上観光船が運休の場合は、魚太郎とつくだ煮街道の立寄りに行程を変更し、乗船料及び食べ歩き代（弊社ツアー企画料金）を返金いたします。
また、その場合、帰着時間が1時間程早くなります。

コースNo. ・

コースNo.  岡崎

名古屋
設定日

8月

25火・27木・29土

9月

5土・7月・11金・17木・20日・22火・28月

設定日

17：40頃
岡崎
帰着

名鉄バスセンター４F9：00
17：20頃帰着

相見ルート43046C
西尾ルート43046B
西尾駅 東岡崎駅 岡崎車庫 相見駅 東岡崎駅 岡崎車庫
7:20
8:20
8:30
7:45
8:20
8:30

8月

27木・30日

9月

1火・11金・13日・19土・24木 6日・8火・21月・29火

24月

コース

※名鉄海上観光船が運休の場合は、魚太郎とめんたいパークとこなめの立寄りに行程を変更し、乗船料及び食べ歩き代（弊社ツアー企画料金）を返金
いたします。また、その場合、帰着時間が40分程早くなります。

コースNo. 

コースNo.  刈谷

豊田

刈谷車庫8：20 知立駅8：40
17：40頃知立駅帰着

梅坪駅8：15 名鉄トヨタホテル前8：30
17：50頃名鉄トヨタホテル前帰着

8月

29土

9月

1火・17木・20日・27日

設定日

設定日

豊田・刈谷・一宮・春日井

各地～常滑やきもの散歩道 （散策） ～ まるは食堂りんくう常滑店 （昼食） ～ つくだ煮街道 （お買物） ～ 師崎港 ～～
＜高速船＞ ～～ 日間賀島西港 ・ ・ ・ 日間賀島 （散策 ・ 食べ歩き） ・ ・ ・ 日間賀島西港 ～～ ＜高速船＞ ～～ 師崎港
～ えびせんパーク （お買物） ～ 各地

8月

24月・30日

9月

7月・13日・19土・25金

コースNo.  春日井

一宮

コースNo. ・

17：50頃

木曽川8：00 一宮8：40
17：30頃一宮帰着

8月

31月

9月

10木・18金・21月・25金

設定日

設定日

瀬戸ルート83046B
小牧ルート83046A
小牧駅 MV小牧堀の内 春日井車庫 瀬戸西
8:20
8:30
7:30
8:20

MV小牧堀の内 春日井車庫
・瀬戸西帰着
7:40

8月

31月

9月

6日・12土・18金・22火・26土 8火・24木・28月

ご案内 詳しい旅行条件を記載した書面 ( ご旅行条件書 ) をお渡しいたしますので、 事前にご確認の上お申し込みください。

この旅行は、名鉄観光バス株式会社 ( 以下「当社」といいます）が、企画・実施するもので、参加されるお客様と当社との契約は各コースごとに
記載されている条件及び、別途お渡しする取引条件書 ( ご旅行条件書 ) 及び当社旅行業約款 ( 募集型企画旅行契約の部 ) によります。
①最少催行人員 ／特に指定のないコースは、最少催行人員が 20 名となります。最少催行人員に満たない場合は、旅行を中止することがあります。
②添
乗
員／同行しません。
③食事のご案内 ／各コースのお食事につきましては、食物アレルギーの方への配慮は可能な限り対応をさせて頂きますが、アレルギー以外の理由
によるご対応は出来かねますので、あらかじめご了承ください。
④お申込み条件 ／お申し込み時点で 20 歳未満の方は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。旅行開始時点で 15 歳未満の方、
もしくは中学生以下の方は、親権者の同意書と保護者の同行が条件となります。身体に障害のある方、妊娠中の方はその旨をお申し出ください。
いずれの場合も、現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申し込みをお断りさせていただくか、介助者の同行を条件とさせていただく場合があります。
⑤募集型企画旅行の代金は、宿泊代・食事代・交通費・消費税などを含めた包括料金となります。
⑥基
準
日／このパンフレットに記載された旅行サービスの内容は 2020 年 8 月 4 日現在を基準としています。
⑦取
消
料／お客様のご都合により取消しされる場合、以下の取消料を申し受けます。
※お取消受付時間は、お申込み場所の営業時間内となります。〈取消日：旅行開始日の前日から起算／取消料 : 旅行代金に対する料率〉

国内日帰りｺｰｽ 出発の 10 日前から 8 日前まで・20％ 出発の 7 日前から 2 日前まで・30％ 出発の前日・40％ 出発の当日・50％ 旅行開始後・全額
[ 国内旅行傷害保険 ] ご加入の
おすすめ

旅行企画・実施／
（一社） 日本旅行業協会会員 観光庁長官登録旅行業 第 1857 号

総合旅行業務取扱管理者

〒454-0816 名古屋市中川区中京南通 2-7

当面の間、営業時間を短縮しております。

尾 藤 正 幸

ドラゴンズパックセンター名古屋

営業時間

052-365-1489

10：00〜17：00
年中無休

下記店舗が休業日の際のお問い合わせ・お取消しはドラゴンズパックセンターへご連絡ください。

蒲郡支店
岡崎支店
刈谷支店
碧南中央支店
春日井支店
瀬戸支店

0533-68-6141
0564-65-5445
0566-24-1112
0566-48-0022
0568-84-9421
0561-84-2211

お問合せ・ご予約は 電話・WEB 催行が
お電話 1 本で OK ！ で予約完了 決定！

振込用紙
等の書類を
送りします

当社ではお客様が予期せぬケガや
トラブルに遭遇した場合、旅行業
約款に基づく補償をいたしますが、
別途、お客様の任意で十分な保険
金額の国内旅行傷害保険にご加入
されることをおすすめいたします。
ご加入につきましては、当社直営
支店へお問い合わせいただくか、
当社ホームページでご案内してい
る旅行保険オンラインサイトから
お申込みください。L1411031

※バスガイドが乗務しない場合がございます。
※予約時にご旅行中の緊急連絡先をお伺いする場合がございます。
◎個人情報の取扱いについては、別途お渡しする「ご旅行条
件書」にてご確認ください。
★発売中のコースは、満席・催行中止の場合がありますの
でご了承ください。
★集客・降車ルート中はガイドが乗務しない場合があります。

バス座席のご案内
バス座席は当社にお任せいただきます。
（座席の希望は受け付けておりません）
※バスの座席は基本お申し込み順とさせていただきますが、
参加されたお客様の人数構成上（偶然や奇数）一番初めの
お申し込みでも一番前の座席とならない場合があります。
また、奇数人数でのお申し込みのお客様は相席となる場合
があります。10 名様以上のグループは、後方席をお願い
させていただく場合がございます。

ドラゴンズパック「 すたんぷカード 」
日帰りコース

1スタンプを、押印します。

は、

●ドラゴンズパックご参加時に、バス車内にてすたんぷを押印
します。すたんぷが12個になりましたら、次回ご利用の旅行
代金より2,000円の割引を致します！
●２０２０年中に有効期限が満了の「すたんぷカード」は、
２０２０年１２月３１日まで延長させていただきます。
※すたんぷカードの新規発行は２０２０年１２月３１日で
終了し、すたんぷカードの押印は２０２１年３月３１日で終
了いたします。
※新WEBポイントサービスは、２０２０年７月に開始予定で
したが、当分の間延期させていただきます。

受託販売

10：00〜17：00
土・日・祝日は休業

コンビニ又は郵便局又は
アプリ決済サービスで
払込ください

振込手数料は弊社負担

出発

旅行管理業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

