








　　　　　　　
お申し込みはお電話又はWEBにて承ります。掲載のコースは継続企画もありますので、満席・満室の場合はご容赦ください。旅行サービス

2020年

4月3回
配布 3/30～4/3 5ページ

　　　　　　　
受付時間／9：15〜17：30 月 金〜
携帯から 06-6242-0945（有料）0120-275-221生活サポート事業部旅行係

お申し込み・お問い合わせは 旅行のお申し込みは、お電話又はホームページの
お申し込みフォームにて承ります。注文書提出ではございません。

●国内旅行取消料（施設により異なる場合があります）
コース 取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 宿泊プラン
1）21日目にあたる日以前の解除 無料
2）20日目にあたる日以降の解除（3～7を除く） 無料
3）7日目にあたる日以降の解除（4～7を除く） 無料
4）3日目にあたる日以降の解除（5～7を除く） 旅行代金の20％
5）旅行開始の前日の解除（6～7を除く） 旅行代金の20％
6）当日の解除（7を除く） 旅行代金の50％
7）無連絡不参加又は旅行開始後の解除 旅行代金の100％

総合旅行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。

生活協同組合　おおさかパルコープ
大阪府知事登録旅行業第2-1360号
総合旅行業務取扱管理者　川口薫

●掲載の旅行はすでに発売中の旅行も含まれます。よってお申込時に
満室・満員の日程がある場合もございます。
●現地ホテルフロントにてご宿泊代金をお支払い頂きます。
●特に記載のない限り、1室につき大人2名以上でのご利用となります。
●中学生以上は大人料金となります。
●掲載の写真はすべてイメージとなり実際と異なる場合がございます。

取消料について
ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降の取消又は変更
からお取消料の対象となります。※一部施設を除きます。お申込後、組合員さんの都合
により取り消しになる場合、旅行代金に対し右記の利率で取消料（お一人様につき）を
いただきます。又、組合員さんの都合で出発日及びコースの変更人員減をされる場合も
取消料をいただきます。取消料は営業時間内に申し出られた日を基準といたします。

上記プランは、当生協「旅行業約款（手配旅行契約）」によります。

レストランのご案内
・レストラン・ザ・ガーデン（バイキング）
・イタリアンダイニング ベルラーゴ
・日本料理 おおみ　
など、他にもございます。
詳しくはお問い合わせください。
※ご夕食はお席のご予約が必要です。

写真はすべてイメージ

トミカ・プラレールランド リカちゃんハウス カラクリ迷宮のお城 四季折々変わる旬魚を中心に、四国のご当地メニューも楽しめるビュッフェです。

期間 5名1室 4名1室 3名1室 小学生 幼児４歳以上
4/25〜5/518,900円 19,450円 20,000円 12,900円 6,950円

■ 旅行代金（お一人様／2泊4食＋キャンプ道具一式付／税・サ込）

設定日 4/25～5/5

チェックアウト 11：00
チェックイン 13：00

現地払い
クレジットカード可

■お部屋／海側和室（バス無し・トイレ付き）
■食事／夕食：ビュッフェ+夕食後はラウンジで『別腹デザートビュッフェ』 

をお楽しみください。朝食：ビュッフェ  食事場所：展望レストラン

2泊目

sunset dining buffet -GOSHIKI-
海側和室でゆっくり滞在

1泊目
初心者大歓迎！
手ぶらでキャンプパック

イメージです

お知らせ いちご狩りプランもあります（4/24まで）。詳しくはお問い合わせください。

※5/1〜5/4出発は大人お一人様1,100円UP ※３歳以下添寝は無料です。
※取消料は7日前より発生します。

キャンプに必要なレンタル道具一式と夕食、朝食がセットのお手軽キャンププ
ランです。また、滞在中１回休暇村本館展望大浴場をご利用いただけます。
■キャンプ場／オートサイト（電源なし）
■食事／夕食：バーベキュー 朝食：キャンプ朝食（ホットサンドや目玉焼きなど）
■レンタル道具／テント、タープ、シュラフ（寝袋）、テーブル、イス、電池式ラン

タン、食器セット、バーベキューコンロ、薪、炭（３ｋｇ）

天然ラドン温泉 現地払い
クレジットカード可

■ 食事／夕食：2種類のジ
ンギスカンとジャージー
牛食べ放題とビュッフェ
朝食：サービス朝食 
食事場所：レストラン

■お部屋／ロッジ館和室
（バス・トイレ無し）

※ロッジ館（バス無し・トイレ付き）は上記金額より大人のみ1,100円UP 
※本館（A期間）は上記金額より大人3,500円UP、小学生・幼児2,500円UP 
※本館（B期間）は上記金額より大人5,700円UP、小学生・幼児2,500円UP 
※本館（C期間）は設定がございません。ロッジ館をご利用ください。 
※３歳以下（添寝）無料　※取消料は7日前より発生します。

期間 大人 小学生 4歳〜未就学児
A 平日（下記除く） 10,850円 8,400円 7,400円B 土曜日、4/28〜5/1 11,950円
C 5/2〜5 14,150円 8,900円 7,900円

チェックアウト 10：00
チェックイン 15：00
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～蒜山ホースパークとジョイフルパークで
蒜山高原を満喫～

設定日 4/4～7/19（除外日：6/13） 大阪市内から
車で

約3時間

ロッジ館での夕食

ジョイフル
パーク

蒜山ホース
パーク

２歳でも
10 機種に
乗れる！

写真はすべてイメージ

昨年人気

＋

❶ジョイフルパークフリーパス1日券 （通常大人3,500円）
　3歳のお子様は現地でチケットをお買い求めください
❷蒜山ホースパークの引馬体験３00ｍ（通常大人1,870円）
　＋にんじんえさやりチケット※水曜日休園（祝日の場合は翌日木曜日）GWは営業
❸ジャージー牛乳入りソフトクリームプレゼント（お1人様1個）

特  典（4歳以上）

設定日 4/4～6/26（除外日：5/2～5、
5/29～31、6/8～11）

チェックイン 14：00 チェックアウト 11：00

大阪市内から
車で

約2時間

日本初！

写真はすべてイメージ

チェックアウト 11：00
チェックイン 15：00

アドベンチャーワールド
休園日

4/7・8・15・22、5/7・8・13・20・27、
6/3・10・17・24

●和室（6名定員）・洋室（3名定員）　●充実のアメニティ類
● 施設内で利用できる金券（500円相当分）付 ※一部対象外の商品あり

お一人様1,120円UPにて
ファンタジック棟アップグレード大好評！

現地払い
クレジットカード不可

アドベンチャーワールドまで車で6分

■ 食事／夕食：バイキング　朝食：バイキング又はセットメニュー
　食事場所：とれとれ亭（夕食・朝食とも）
■ お部屋（禁煙）／メルヘン棟 洋室：（2〜4名定員）、 

和室：（5〜6名定員）　　※全室バス・トイレ付
■ 大浴場／カタタの湯（滞在中無料）、とれとれの湯（滞在中1回無料）
※大人2名様以上よりお申込みください。※アドベンチャーワールド
なしのプランもございます。詳しくはお問い合わせください。

料金に
含まれる

もの

⃝1泊夕・朝食付
⃝とれとれの湯入館1回券
（通常大人：770円）
⃝アドベンチャーワールド入園1日券
（通常大人：4,800円）

■ 旅行代金（お一人様／1泊2食付／税・サ込）
6名1室 5名1室 4名1室 3名1室 2名1室

大人
（18才以上） 13,400円 13,900円 14,400円 14,900円 15,400円
セニア

（65才以上） 12,900円 13,400円 13,900円 14,400円 14,900円
中高生 12,400円 12,900円 13,400円 13,900円 14,400円

※上記料金の人数換算は中学生以上となり小学生以下は人数に含みません

4/28〜5/6は特別期間となり、お一人様2,200円アップ
小学生：10,390円、4歳〜未就学：8,380円、3歳：5,630円 ※2才以下は無料

大阪市内から
車で

約2.5時間

※注文書提出ではございません 
※組合員コードをお伺いしますのでご準備くださいお電話で予約

0120-275-221
携帯から 06-6242-0945（有料） 受付時間 9：15～17：30 ㈪～㈮

Webで検索！
24時間受付中
まいらいふ 旅行 検索

設定日 4/4～6/30（除外日：4/14、5/13・14・21・23、6/22～25）

https://www.omochaoukoku.com/

チェックアウト 10：00チェックイン 15：00

現地払い
クレジットカード不可

大阪市内から
車で

約1時間

JR宝塚線新三田駅より送迎有り

期間 4〜5名1室 3名1室 2名1室 小人（6〜11歳） 幼児（3〜5歳）

4/4〜
6/30

水・木曜日 10,000円 8,000円 6,000円
月・火・金・日曜日 11,000円 8,500円 6,500円

4/5〜10 12,500円 9,500円 7,500円
土曜日 15,700円 16,700円 17,700円 12,000円 9,000円
5/2〜5 22,700円 23,700円 25,700円 17,000円 12,000円

■旅行代金（お一人様／1泊2食付／税・サ込）

※ 4/29・30は月・火・金・日曜日料金 

設定日 4/4～7/17（除外日：5/2～5） 大阪市内から
車で

約1時間40分
現地払い

クレジットカード可チェックアウト 10：00
チェックイン 15：00

■ 食事／夕食:近江牛食べ放題ディナービュッフェ　朝食：和洋ビュッフェ　
食事場所：西館レストラン

■ お部屋／西館  和室８畳トイレ付バスなし（禁煙）全室レイクビュー
※ １名様でご予約の場合は1,100円増しとなります。 
※ 風呂付和室利用の場合はお一人様550円増しとなります。

期間 大人4・5名1室 大人3名1室 大人2名1室
4/4〜7/17

（下記除く）
平日 11,550円 12,100円 12,650円

休前日 13,200円 13,750円 14,300円
4/4・11 全日 14,850円 15,400円 15,950円

■ 旅行代金（お一人様／1泊2食付／税・サ込、入湯税150円別）

※ 小学生9,350円、4歳〜未就学児4,400円、
　3歳以下（添寝）無料。お布団をご利用の場合は550円必要となります。

毎回毎回

好評！好評！

※ 4/5〜10・12〜15・4/29〜5/1は休前日扱い ※取消料は7日前より発生します。

写真はすべてイメージ

特 典 大人の方に1ドリンクサービス（アルコール類）
ソフトドリンクはビュッフェコーナーにございます

1泊2食付プラン

■お部屋／本館 洋室 約30平米 バス・トイレ付 
■ 食事／朝食：ヨーロピアンブレックファースト　食事場所：レストラン イグレック
※3名利用時はソファーベッド＋ツインベッドになります。 ※添い寝・食事なしのお子様は無料。夕食に

お子様ランチをご希望の場合はお問い合せください。 ※取消料は14日前より発生します。

パルコープ・よどがわ
市民生協組合員限定

フィナンシェお一人様
1個プレゼント

■旅行代金（お一人様／1泊2食付／税・サ込）

期間 3名1室 2名1室
4/4〜4/30

平日・休日 15,500円
土曜・休前日 25,500円

5/1〜7/31
平日・休日 15,500円

金曜日、7/24 19,500円
土曜・休前日 25,500円

期間 3名1室 2名1室
4/4〜4/30

平日・休日 19,900円
土曜・休前日 29,900円

5/1〜7/31
平日・休日 20,000円

金曜日、7/24 24,000円
土曜・休前日 30,000円

■旅行代金（お一人様／1泊朝食付／税・サ込）

設定日 4/4～7/31（除外日：5/1～5、5/15～16） 設定日 4/4～6/30（除外日：5/2～5/5）現地払い
クレジットカード可

現地払い
クレジットカード可

チェックアウト 11：00チェックイン 15：00 チェックアウト 12：00チェックイン 15：00

大阪市内から
車で

約50分

大阪市内から
車で

約1時間

シャトルバス
大津駅から

15分毎
に運行

びわ湖浜大津駅から
徒歩

約5分
元町駅から

徒歩
約10分

※オーベルジュ…料理を楽しむためのホテル

写真はすべてイメージ

憧れのオーベルジュで  　　
「世界一の朝食」がついたプラン

ご好評につき
再掲載しました!!

「世界一」と称賛されたフラン
ス料理界の重鎮ベルナール・
ロワゾー氏の朝食をフランス
三ツ星レストラン出身のオー
ナーシェフ山口浩氏が受継
ぎ、厳選の品々をご賞味頂け
ます。世界一の朝食では、こ
こでしか味わえない焼きたて
のパン・フィナンシェ・兵庫県
産のハチミツやハム・リンゴ
やラズベリーなど手作りのコ
ンフィチュール（ジャム）など厳
選の品々をゆっくりとお召し上
がりいただけます。

写真はすべてイメージ

期間 4名1室 3名1室 2名1室
4/4〜
6/30

平日 7,500円 8,000円 8,500円
休前日 10,500円 11,500円 13,000円

■ 旅行代金（お一人様／1泊朝食付／税・サ込・入湯税込） 
Lumina（ルミナ）洋室バス・トイレ付（定員4名）

■食事／朝食：バイキング
　食事場所：レストラン ザ・ガーデン
■ お部屋／ Lumina 洋室（40㎡）バストイレ付（4名定員） 

Aqua 洋室（40㎡）バストイレ付（3名定員）

※小学生は大人と同額 ※5歳～未就学児（添寝）は朝食代
1,300円が必要です。（Aquaの場合は2,000円）※4歳
以下（添寝）無料 ※お一人様3,000円UPでラグジュアリー
フロア「Aqua」にUPグレードできます。

事前予約要

写真はディナーバイキング

シモンズ製のベッドとゆったりとした
客室でリラックスしてお過ごしください

夕食５％割引+１ドリンクサービス
夕食をご利用の組合員様に嬉しい特典

琵琶湖を望む大浴場
瑠璃温泉「るりの湯」

※天候によりご利用頂けない
　場合もございます

露天風呂もございます

香川県兵庫県

兵庫県 滋賀県

滋賀県

和歌山県 三重県

岡山県
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チェックアウト 10：00
チェックイン 15：00

春・夏旅行GW
ゴールデンウィーク

+

■ 食事／夕朝食ともバイキング
　食事場所：夕食・朝食ともレストラン
■お部屋／和洋室バス・トイレ付（禁煙）
※お部屋の和室部分の布団敷きは
お客様自身でお願いいたします。 
※2歳よりおもちゃ王国の入園券が
必要です。ホテルフロントにてお買
い求めください（宿泊者割引あり）。 
※0歳〜2歳のお子様は現地にて施
設使用料1,000円必要です。

特  典
東条湖おもちゃ王国入園券
1泊につき1枚付
 毎週木曜日休園

（西館）

※大人最大3名まで
幼児代金

（3歳〜未就学児）
添い寝 3,600円

１
泊
朝
食
＋
パ
ス
ポ
ー
ト
付
き

■ ウエスト館（コチラファミリールーム）、イースト館（サーキットキッズルーム）（禁煙）
A B C

大人 小学生 大人 小学生 大人 小学生
4名1室 11,850円 10,416円 14,400円 12,660円 16,300円 14,332円
3名1室 12,750円 11,208円 16,050円 14,112円 18,600円 16,356円
2名1室 16,150円 14,200円 21,150円 18,600円 24,950円 21,944円

シーズン
人数

■ ノース館（レーシングルームプレミアム 禁煙）
A B C

大人 小学生 大人 小学生 大人 小学生
5名1室 11,750円 10,328円 13,800円 12,132円 15,400円 13,540円
4名1室 12,400円 10,900円 14,950円 13,144円 16,900円 14,860円
3名1室 13,100円 11,516円 16,450円 14,464円 19,000円 16,708円
2名1室 14,550円 12,792円 19,450円 17,104円 23,250円 20,448円

シーズン
人数

朝食： ビュッフェ 
レストラン 

「そら・たべよ」 
7:30〜10：00 
※土日祝は7：00〜

※大人最大5名まで

設定日 4/4～6/30（除外日：4/20・21、6/9・10・23・24）

出発日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
4月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5月 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
6月 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

特典
3歳以上

の方すべて

★ゆうえんち「モートピア」入園2日間無料
★天然温泉「クア・ガーデン」2日間無料 温泉＋温水プール
★駐車料金無料（2日間）

全てが
含まれて
お得！

リアルライディングコースター

「ジーピーレーサーズ」

鈴
す ず

鹿
か

サーキットホテルとれとれヴィレッジ
＋アドベンチャーワールド https://www.suzukacircuit.jp/

鈴鹿サーキット
予約専用ページ
からお申し込み
いただけます。

鈴鹿サーキットホテルは
電話受注が無くなり、

ネット予約のみとなりました。

まいらいふ 旅行 検索

くねくね石畳の上にドーム型の宿泊施設!?
不思議空間ですごす夜に大興奮！

近江牛をお好きなだけ心ゆくまでいただく
プレミアムビュッフェ

お早めに！

お待たせしました   ご好評により継続設定！！

現地払い
クレジットカード可

ペット
相談可

10kg未満の
幼犬まで

ゴールデンウィークに２泊３日でこの価格！ゴールデンウィークに２泊３日でこの価格！

■ 旅行代金（お一人様／1泊2食付／税・サ込、入湯税150円別） 
ロッジ館和室（バス・トイレ無し）（2〜4名定員）

写真はすべてイメージ

40平米のデラックスフロア
「Lumina（ルミナ）」
7階〜10階

全室レイクビュー

朝食付き

手ぶらでキャンプ＆
休暇村宿泊プラン

大阪市内から
車で

約3.5時間

UPグレード
お一人様
3,000円

おもちゃの山は子どもの楽園!
おもちゃのお部屋エリアは日本最大級

40平米のラグジュアリーフロア
「Aqua（アクア）」11階・12階（最上階）

特別和朝食をお召し上がりいただける他、ミニバー
サービスとして冷蔵庫内のお飲物をフリーでご用意。 
また、フットマッサージ機の貸用サービスもござい
ます。※数には限りがございます。他にもサービス
がございます。詳しくはお問い合わせください。

「Aqua」限定

パルコープ・よどがわ市民生協組合員限定

シャトルバス
高松駅から

運行
1日1便（要予約）

シャトルバス
根雨駅又は江府ＩＣから

運行
（要予約）

シャトルバス
近江八幡駅から

1日3便
（要予約）

白浜駅から
明光バスで

約5分

ご夕食のお手配も承ります。（現地にて実費をお支払いいただきます）

※大人最大3名まで
幼児代金

（3歳〜未就学児）
添い寝 4,300円

１
泊
２
食
＋
パ
ス
ポ
ー
ト
付
き

■ ウエスト館（コチラファミリールーム）、イースト館（サーキットキッズルーム）（禁煙）
A B C

大人 小学生 大人 小学生 大人 小学生
4名1室 14,810円 12,126円 17,900円 14,660円 19,800円 16,218円
3名1室 15,710円 12,864円 19,550円 16,013円 22,100円 18,104円
2名1室 19,110円 15,652円 24,650円 20,195円 28,450円 23,311円

シーズン
人数

■ ノース館（レーシングルームプレミアム 禁煙）
A B C

大人 小学生 大人 小学生 大人 小学生
5名1室 14,710円 12,044円 17,300円 14,168円 18,900円 15,480円
4名1室 15,360円 12,577円 18,450円 15,111円 20,400円 16,710円
3名1室 16,060円 13,151円 19,950円 16,341円 22,500円 18,432円
2名1室 17,510円 14,350円 22,950円 18,801円 26,750円 21,917円

シーズン
人数

朝食： ビュッフェ 
レストラン 

「そら・たべよ」 
7:30〜10：00 
※土日祝は7：00〜

夕食： ビュッフェ 
レストラン 

「そら・たべよ」 
19:30〜90分制

※大人最大5名まで
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