
  出発決定コース一覧表
（注意）コースによっては、満席の場合もございますので岐阜バス旅行センター窓口にてご確認ください。 ～ 出発分

土 日 月 火 水 木 金
日帰り 日帰り 日帰り 日帰り 日帰り 日帰り 日帰り

企0376 企0369 企0566 企0369 企0369 企0490 企0559

企0726 企0383 宿泊 宿泊 企1012 企1184 企0584

企1012 企0490 企3151 東京ディズニーランド 企3151 東京ディズニーランド 宿泊 企1631 宿泊

企1830 企1182 企3154 東京ディズニーシー 企3154 東京ディズニーシー 企3151 東京ディズニーランド 企1830 企3151 東京ディズニーランド

企1299 企3154 東京ディズニーシー 宿泊 企3154 東京ディズニーシー

企1357 企3151 東京ディズニーランド

企1986 企3154 東京ディズニーシー

【満席】 3月18日現在↓ 【満席】 3月18日現在↓

宿泊 企1858 桜舞う！世界遺産姫路城

企3151 東京ディズニーランド

企3154 東京ディズニーシー

土 日 月 火 水 木 金
日帰り 日帰り 日帰り 日帰り 日帰り 日帰り

企0369 企0559 企1631 企0584 企0369 企0584

企0584 企0584 企1858 桜舞う！世界遺産姫路城 企1998 企0777 企1998

企1182 企0777 宿泊 企1858 桜舞う！世界遺産姫路城

企1830 企1012 企3083 宿泊

企1858 桜舞う！世界遺産姫路城 企1182 企6001

企1953 東海道五十三次街道歩き 第１回 企1830 きわみ
企1858 桜舞う！世界遺産姫路城 企6175 京都・神泉平八と将軍塚青龍殿

宿泊

企4991 西国三十三所 善光寺お礼参り

【満席】 3月18日現在↓ 【満席】 3月18日現在↓ 【満席】 3月18日現在↓

企0383 企1823 企1862

企1631 企1531 企1357 企0559 企0376

企1830 企1531 企1989

企1858 桜舞う！世界遺産姫路城

土 日 月 火 水 木 金
日帰り 日帰り 日帰り 日帰り

企1531 企1030 企0717 企1812

企1531 企1030

企1601 宿泊

企1986 企4991 西国三十三所 善光寺お礼参り

企0559 企0383 企0717 企0559 企1531 企0383 企0490

企0584 企0584 企1531 企1812 企0717 企1812

企0717 企0717 きわみ 企1531 宿泊

企1631 企1631 企6174 企3151 東京ディズニーランド

企3154 東京ディズニーシー

2019年3月18日 現在

なばなの里ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝといちご狩り

ちびっ子大集合！わくわくﾐｽﾃﾘｰ

日光東照宮と鬼怒川温泉

湯村温泉　常磐ホテル

MIHO MUSEUMしだれ桜といちご狩り

琵琶湖歴史探訪ハイキング（14）

大阪造幣局桜と通り抜けとﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

嵯峨野トロッコ列車桜トンネル 嵯峨野トロッコ列車桜トンネル 金沢ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝ　ﾎﾟｰﾙ・ﾎﾞｷｭｰｽﾞ

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｽﾀｼﾞｵ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

琵琶湖歴史探訪ハイキング（15）

高遠小彼岸桜といちご狩り 高遠小彼岸桜といちご狩り 吉野千本桜

大井川ＳＬ列車と掛川花鳥園 大井川ＳＬ列車と掛川花鳥園 吉野千本桜 大阪造幣局桜と通り抜けとﾊﾞｲｷﾝｸﾞ 高遠小彼岸桜といちご狩り

もう少しで催行決定！

日本平夢テラスとまぐろづくし 紅ほっぺいちご狩りと三河海鮮味覚膳 高遠小彼岸桜といちご狩り 日本平夢テラスとまぐろづくし 吉野千本桜 紅ほっぺいちご狩りと三河海鮮味覚膳 蒲郡いちご狩りとセントレア

もう少しで催行決定！ もう少しで催行決定！ もう少しで催行決定！ もう少しで催行決定！ もう少しで催行決定！ もう少しで催行決定！

吉野千本桜

京都御苑と仁和寺の桜

吉野千本桜 MIHO MUSEUMしだれ桜といちご狩り 高遠小彼岸桜といちご狩り 大阪造幣局桜と通り抜けとﾊﾞｲｷﾝｸﾞ

4月12日4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｽﾀｼﾞｵ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 吉野千本桜 ﾀﾞﾑｶｰﾄﾞ 九頭竜ダム＆真名川ダム

もう少しで催行決定！

嵯峨野トロッコ列車桜トンネル 吉野千本桜 伊勢神宮両参りと夫婦岩 日本平夢テラスとまぐろづくし 南知多揚げたて海老天ぷら食べ放題

もう少しで催行決定！ もう少しで催行決定！ もう少しで催行決定！ もう少しで催行決定！ もう少しで催行決定！ もう少しで催行決定！

紅ほっぺいちご狩りと三河海鮮味覚膳 なんばグランド花月吉本新喜劇 宝塚大劇場・Ｓ席月組１３時開演

敦賀かに会席と長浜・黒壁三十祭

敦賀かに会席と長浜・黒壁三十祭 南信州いちご狩りとケーキバイキング

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｽﾀｼﾞｵ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ いちごとｼｮｺﾗのﾊﾟﾉﾗﾏｽｲｰﾂﾌﾞｯﾌｪ

大井川ＳＬ列車と掛川花鳥園 大井川ＳＬ列車と掛川花鳥園 南信州いちご狩りとケーキバイキング ちびっ子大集合！わくわくﾐｽﾃﾘｰ

南知多いちご狩りとビール工場 日本平夢テラスとまぐろづくし 嵯峨野トロッコ列車桜トンネル 大井川ＳＬ列車と掛川花鳥園 南知多いちご狩りとビール工場 大井川ＳＬ列車と掛川花鳥園

4月5日3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日

伊勢神宮両参りと夫婦岩

南知多いちご狩りとビール工場

いちごとｼｮｺﾗのﾊﾟﾉﾗﾏｽｲｰﾂﾌﾞｯﾌｪ 蒲郡いちご狩りとセントレア 嵯峨野トロッコ列車桜トンネル

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｽﾀｼﾞｵ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 敦賀かに会席と長浜・黒壁三十祭 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｽﾀｼﾞｵ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

日本平夢テラスとまぐろづくし

みなみ信州お肉パラダイス 紅ほっぺいちご狩りと三河海鮮味覚膳 いちごとｼｮｺﾗのﾊﾟﾉﾗﾏｽｲｰﾂﾌﾞｯﾌｪ バス製造工場見学ツアー 大井川ＳＬ列車と掛川花鳥園

南知多揚げたて海老天ぷら食べ放題 南知多いちご狩りとビール工場 石垣いちご狩りと日本平夢ﾃﾗｽ

3月28日

南知多いちご狩りとビール工場 蒲郡いちご狩りとセントレア

3月29日

２０１９年 3月23日 2019年 4月12日
3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日


