


★推奨ツアー申込書（ＦＡＸにご利用ください）
会員番号 － 年齢 区分（○をつけてください）氏　　名

会員氏名 会員　・　登録家族　・ 一般

会員　・　登録家族　・ 一般

会員　・　登録家族　・ 一般

会員　・　登録家族　・ 一般

会員　・　登録家族　・ 一般

自宅電話 　　　‐　　　　‐ ○をつけてください

Ｆ  Ａ  Ｘ 　　　‐　　　　‐ Ａコース 石垣いちご狩り
携帯電話 　　　‐　　　　‐ Ｂコース 姫路城

〒　　　－

行
先

出
発
日

月　　　日　

住所

申
込
会
員

大垣Ⓐ・大垣Ⓑ・大垣浅草　※○をつけてください

ツ
ア
ー
参
加
者
（
全
員
）

乗車
場所

開 催 日

参  加  費
（お 一 人 様）

（3歳～小学生500円引）（昼食・船・いちご狩り）
8,980円 6,500円

会員・登録家族一般料金

（弁当）
6,980円 4,600円

会員・登録家族一般料金

行　　程

3月22日（日）・3月24日（火）・3月28日（土）開 催 日
参  加  費
（お 一 人 様）

※3月21日出発は520円増し

行　　程

〈大垣Ⓐ7：25・大垣Ⓑ7：40・大垣浅草8：00〉－焼津さかなセンター【15種のにぎり寿司＆浜松ぎょうざ食
べ放題の昼食】－静岡わさび専門店－富士山清水みなとクルーズ－石垣いちご狩り【２品種の食べ放題】－〈大垣浅
草19：30・大垣Ⓑ19：40・大垣Ⓐ19：50〉 

〈大垣Ⓐ8：05・大垣Ⓑ8：20・大垣浅草8：40〉－車中弁当－世界遺産・姫路城【自由散策 /約２時間30分滞在】
－〈大垣Ⓐ18：50・大垣Ⓑ19：00・大垣浅草19：10〉

利用資格

申込方法 集合場所

会員と登録家族（参加は一般の方も出来ますが、助成および契約割引はありません）※従来の日帰り助成券は使用できません。

25名（全コース）

①希望ツアーの予約申込を「名阪近鉄旅行　大垣南旅行センター」にする。

②催行確定後「名阪近鉄旅行　大垣南旅行センター」へ会員証を持参のうえ来店して
　旅行代金を現金で支払う。

名阪近鉄旅行指定の集合場所

そ の 他 ※詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので事前にご確認の上お申し込みください。
・大人旅行代金は（満 12 歳以上）で小人旅行代金は（満 6歳以上１2歳未満）となります。
・幼児（6歳未満）同伴はシートベルト着用義務化に伴い座席使用料等、別途料金が必要となりますので詳しくは係員におたずねください。
  （チャイルドシートやジュニアシートの用意はありません。）
・取消料が発生する場合、一般料金に対して適用いたします。（助成は適用外）
・添乗員（バスガイド）同行いたします。

＊FAX申込の場合　下記の推奨ツアー申込書を記入のうえ送信。
＊TEL申込の場合「サービスセンターの会員であることを告げ」
　会員番号・会員名・参加者名等を伝える。

名阪近鉄旅行　大垣南旅行センター　営業時間　10:00～18:30
ＴＥＬ 0584－87－3510　　ＦＡＸ 0584－87－3512

最少催行人員 名阪近鉄バス利用バス会社 名阪近鉄旅行 愛知県知事登録第2-970号企画旅行実施

3月10日（火）・3月21日（土）・
3月30日（月）

Ａコース

Ｂコース

※写真は全てイメージです

※姫路城天守閣は有料/各自負担となります。混雑した場合、入場制限が
かかり入場できない場合があります。姫路城天守閣：大人1,000円／高
校生以下300円　好古園：大人310円／高校生以下150円　姫路城・
好古園共通券：大人1,050円／高校生以下360円
※桜の開花状況に関係なくツアーは催行します。

日本さくらの名所100選

姫路城姫路城世界
遺産
世界
遺産

イメージ

滞在/約2時間30分

ガーデンコート店内
外観

大　人

小学生

4,000円
2,000円

5,500円

3,000円

一般料金（当日）区　分 会員料金

ご予約・お問合せ

ご予約・お問合せ

要予約 “満腹の春”

利用資格

利用方法

注　　意

大垣フォーラムホテル　中国料理 萬里

会員と登録家族 ※期間中各店１人１枚限り
１、サービスセンターの会員であることを告げて予約してください。
２、予約後、サービスセンター事務局で施設利用助成券をお受け取りください。電話・FAX・HPからお申込も
できます。①会員番号②会員氏名③利用者氏名④店名⑤送付先をお知らせください。

３、現地にて施設利用助成券を添えて会員料金をお支払ください。
・予約のキャンセルは直接お店に連絡してください。
・日によって予約できない場合もありますのでご了承ください。
・旬の食材を利用するためメニューが変更になる場合があります。

※イメージですので詳細はHPをご覧ください。

※写真は全てイメージです

＜春のオーダーバイキング＞
２月20日（木）～ 3月８日（日）
17：30～21：00（20：45オーダーストップ）

＜ランチブッフェ＞
２月１日（土）～３月31日（火） 90分制

me
nu 

前菜・野菜・豆腐
１．本日の前菜3種盛合せ
２．青菜の炒め
３．レタスの広東ソース

海鮮料理
１．ホタテのＸＯ醤炒め
２．海老のチリソース煮
３．ズワイ蟹と玉子の炒め

肉料理
１．牛フィレ肉の黒胡椒炒め
２．牛すじの辛子煮込み
３．酢豚
４．鶏肉の唐揚げ

湯・飯・麺
１．フカヒレスープ
２．萬里名物担々麺
３．蟹肉入りチャーハン
４．四川焼きそば

点心
１．小龍包
２．焼餃子（肉）
３．春巻き
４．マンゴープリン
５．杏仁豆腐
６．胡麻団子

※センター会員にはソフトドリンク１杯サービス

※50種類の中から一部メニューを抜粋しております
※赤字はご注文１回限りの料理です
※メニュー内容は変更になる可能性があります

Tel．0584-74-3981（10：30～21：00） （※要予約〈2日前まで〉 ２名様より）

＜税・サ込＞

ガーデンコート直通Tel．052-683-4199（９：00～21：30）
〒460-0023 名古屋市中区金山町一丁目1番1号　JR・名鉄・地下鉄「金山」駅南口すぐ

ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋
ブッフェダイニング ガーデンコート 2F

推奨バスツアー お申し込みは名阪近鉄旅行へ 春のグルメプラン
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推奨バスツアー お申し込みは名阪近鉄旅行へ 春のグルメプラン

区　分 一般料金 会員料金

平　日
11：30～15：00

※最終入場は終了の１時間前

大人 3,300円 1,800円
シニア(65歳以上) 3,000円 1,500円
小学生 1,700円 900円
幼児(４歳～小学生未満) 1,000円  400円

土・日・祝
11：00～15：00
※２部制　[1]11：00～
　　　　　[2]13：00～

大人 3,800円 2,300円
シニア(65歳以上) 3,500円 2,000円
小学生 2,000円 1,200円
幼児(４歳～小学生未満) 1,000円  400円

＜税・サ込＞
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