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ご案内 

この旅行は、加越能バス㈱（以下、当社といいます）が旅行企 
画・実施いたします。当社契約の内容条件は本紙面及び当社 
旅行業約款によります。 
１．お申込み 
  電話または直接当社窓口へお申し込みください。申し込み 
  時には参加者全員の氏名、年齢が必要となります。代金は 
  旅行出発の４日前までにお支払いください。旅行契約は代 
  金をお支払いいただいた時に成立するものとします。やむ 
  を得ず期日に間に合わない場合は、予約の際にお申し出 
  ください。 

お申し込み前に 

必ずお読みください。 

２．旅行代金の適用 
  大人旅行代金は中学生以上のお一人様の旅行代金となり 
  ます。小人旅行代金は４歳～小学生のお客様に適用します。 
  小人代金につきましてはお問い合わせください。 
３．旅行代金に含まれているもの 
   旅行代金に明示した費用は高速「高岡～高山線」往復乗車券、

宿泊代、旅行傷害保険料、消費税を含みます。 
４．当社による旅行契約の解除 
   天災地変、運送機関などにおける争議行為、その他の当社 
   の管理できない理由により、旅行の安全かつ円滑な実施が 
   不可能な場合、または不可能となる恐れが極めて大きいとき 
５．取消料 
   お申し込み後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合 
   は、旅行代金に対してお一人様につき右記の料率で取消料 
   をいただきます。 
   

６．「行程案内書」（確定書面）の交付 
  個人型プランのため、添乗員は同行しません。お客様が旅 
  行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡 
  し致しますので、手続きはお客様自身で行ってください。 
７．特別補償・当社の責任 
  当社の責任の有無にかかわらず旅行企画・実施旅行契約 
  約款特別補償規定により、お客様が旅行参加中にその生 
  命、身体に一定の損害を受けられた時は、あらかじめ定め 
  る額の補償金及び見舞金をお支払い致します。 
８．免責事項 
  次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、 
  戦乱、暴動、運輸機関等による争議行為、盗難、障害、疾 
  病、食中毒、お客様の法令または公序良俗に反する行為、 
  その他、当社以外の責めによって生じた損害（お客様の故 
  意または過失によるものも含みます。） 

加 越 能 バ ス 

今なら限定先着２００名様、キャンペーン価格で 

お得にご利用いただけます!！ 

２つのプランをご用意しました☆彡 

高岡発着運賃割引キャンペーン 

① ミシュランガイド掲載店「料亭洲さき」 
大人のための昼食プラン 

②「飛騨高山七物語」すぺしゃる食ぅぽん 
小京都高山の町をぶらり食べ歩き 

●旅行代金（大人お一人様） 

  １２，９００円[税込] ・高岡～高山往復バス運賃 

                 ・昼食代含む（飛騨牛ビフテキ会席） 

 

●旅行代金（大人お一人様） 

  ５，５００円[税込]  ・高岡～高山往復バス運賃 

・飛騨高山七物語セット券含む 

 

 

料亭洲さきは、今年で創業 227年。岐阜県で最古

の料亭として、国の伝統的建造物郡に指定され、

高山市有形文化財にも指定されています。 

昼食プランのビフテキ会席は、先付・椀物・八寸 

などの日本料理の流れをふまえ、メインに飛騨牛を

取り入れた新しいコースです。 

 

 
～飛騨高山七物語すぺしゃる食ぅぽんとは？～ 
飛騨高山の食べ歩きやアクティビティなど、７つの物語からそれぞれ 
１つずつ、全部で７つの物語を楽しめるクーポンです。 

 
Ⓐ飛騨高山を代表するブランド牛”飛騨牛”を食べる「飛騨牛物語」 
Ⓑ食後にほっと一息する「食後の物語」 

Ⓒスイーツを楽しむ「三時の物語」 
Ⓓ地酒の試飲などの「楽酔ぃ（たのすぃ）物語」 
Ⓔ作って、学んで「飛騨の暮らしの物語」 

Ⓕ旅の最後に「想ひ出物語」 
Ⓖ高山市内の移動に便利「匠バス・まちなみバス・さるぼぼバス」 
高山市内の 18店舗の中から、７つのお店「７つの物語（ストーリー）」を 

お愉しみください。 
 

●お申込み・お問い合わせは 

かえつのう旅行センター 旅行企画・実施：加越能バス㈱  

所在地/富山県高岡市江尻字村中 1243-1 富山県知事登録旅行業第 2-108号 総合旅行業務取扱管理者 大源 藤緒 

TEL.0766-21-6980 FAX.0766-25-4378 

営業時間/【月～金】8：30～17：30（窓口は9：00～17：00） 定休日/土・日・祝 

９．旅行条件・旅行代金の基準 
  この旅行条件及び旅行代金は令和３年１０月１日現在を基 
  準とします。 
１０．個人情報の取り扱いについて 
  お申し込みの際にお伺いしたお客様の個人情報（氏名、住 
  所、電話番号、メールアドレスなど）は、旅行に必要な交通 
  機関等に提供する以外、同意なく第三者に提供することは 
  ございません。また、旅行後もお客様に最適な旅行情報を 
  提供するため安全に管理いたします。また、お客様のご希 
  望に応じて修正・削除等をいたします。 
  

５日前まで ４日前～ 
前日まで 当日 旅行開始後 

無料 旅行代金の 
３０％ 

旅行代金の 
５０％ 

旅行代金の 
100％ 

 

キャンペーン価格 

８，９００円 [税込] 

 

キャンペーン価格 

３，５００円 [税込] 

 

高速バス「高岡～高山線」で行く！ 

  高山日帰り旅行プラン 

個人旅行プラン 
1名様から催行 

ご利用日の４日前までに 

ご予約ください。 

プラン①  プラン②  

※お取消しの際は、基本代金を基準として所定の取消料を申し受けます。 
※お取消しの際は、基本代金を基準として所定の取消料を申し受けます。 



高山日帰り旅行プランのモデルコース 

新型コロナウイルス感染拡大の影響による一部運休の為以下のダイヤでの運行となります。
また、10月 1日～10月 31日・11月 1日以降の運行ダイヤが変更となっていますので
ご注意ください。 

行先 行先

高岡バスターミナル

（イルカ交通） 8:30 ー 高山濃飛バスセンター 9:35 15:15

10:25 16:05
10:35 16:15

新高岡駅 9:00 14:45 サンコー砺波 ↓ ↓

三井アウトレットパーク
北陸小矢部

↓ 15:20 砺波駅南口 ↓ ↓

砺波駅南口 ↓ ↓
三井アウトレットパーク

北陸小矢部
11:40 ↓

サンコー砺波 ↓ ↓ 新高岡駅 12:15 17:15

10:00 16:25
10:10 16:35

高山濃飛バスセンター 11:00 17:25
高岡バスターミナル

（イルカ交通） ー 17:45

行先 行先

高岡バスターミナル

（イルカ交通） 8:30 ー 高山濃飛バスセンター 9:35 16:20

10:25 17:10
10:35 17:20

新高岡駅 9:00 14:45 サンコー砺波 ↓ ↓

三井アウトレットパーク
北陸小矢部

↓ 15:20 砺波駅南口 ↓ 18:15

砺波駅南口 9:30 ↓
三井アウトレットパーク

北陸小矢部
11:40 ↓

サンコー砺波 ↓ ↓ 新高岡駅 12:15 18:45

10:25 16:25
10:35 16:35

高山濃飛バスセンター 11:25 17:25
高岡バスターミナル

（イルカ交通） ー 19:15

高山→白川郷→高岡

白川郷バスターミナル

10月1日(金)～10月31日(日)までの運行時刻

高岡→白川郷→高山 高山→白川郷→高岡

12:30 17:30白川郷バスターミナル

高岡→白川郷→高山

高岡駅前 8:45 14:30

高岡駅前

11月1日(金)以降の運行時刻

高岡駅前 8:45 14:30

12:30 19:00

白川郷バスターミナル

白川郷バスターミナル 高岡駅前

 

 

行程 

高岡バスターミナル（8：30 発）⇒高岡駅前⑦（8：45 発）⇒新高岡駅④（9：00 発）⇒⇒ 

高山濃飛バスセンター（11：00 着） 

・・・・各自昼食～自由散策・・・・ 

高山濃飛バスセンター（15：15 発）⇒⇒新高岡駅（17：15 着）⇒高岡駅前（17：30 着） 

高岡バスターミナル（17：45 着） 

行程 

高岡バスターミナル（8：30 発）⇒高岡駅前⑦（8：45 発）⇒新高岡駅④（9：00 発）⇒⇒ 

高山濃飛バスセンター（11：25 着） 

・・・・各自昼食～自由散策・・・・ 

高山濃飛バスセンター（16：20 発）⇒⇒新高岡駅（18：45 着）⇒高岡駅前（19：00 着） 

高岡バスターミナル（19：15 着） 

10 月 1 日～10 月 31 日までのモデルコース  

11 月 1 日からのモデルコース  

高岡―白川郷―高山線運行時刻表 


