9 月号

サンツアー

GO TO トラベルｷｬﾝﾍﾟｰﾝ第一弾

あなたのまちから出発

おすすめバスツアー お客様に愛され今年で 68 周年を迎えました。

①バス座席は原則最大35席までとし、グループごとに配席します。（原則として他ｸﾞﾙｰﾌﾟとの相席は行いません）

新型コロナウイルス感染症
への対応について

GO TOﾄﾗﾍﾞﾙｷｬﾝﾍﾟｰﾝでご旅行代金の最大半額相当が割引されます！
お一人様、1泊あたり最大2万円、日帰り1万円が補助されます。

②添乗員・乗務員のマスク着用と当日の体調管理を徹底致します。

この旅行はGoToトラベル事業支援対象です。国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に
代わって受領致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなり
ます。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領について
ご了承のうえお申込みください。また別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。（9月以降予定）
※この事業は予算が無くなり次第終了。

１ 参加者全員に高級マスクメロン１玉狩り・昼食時 1/16 カット試食付

２

信州の鎌倉「別所散策」&

日本最長の大吊橋「三島スカイウォーク」

※マスクメロン狩りは、生育状況によりお土産対応になる場合があります。

12,800円

4,400円

地域共通クーポ ン

お支払実額

2,000円

8,400円

各出発地 －熊谷（7：00）－高速道－三島スカイウォーク（日本最長！全長
400ｍ！大吊橋を渡ろう！）－伊豆フルーツパーク（昼食とマスクメロン１玉
狩り）－めんたいパーク伊豆（工場見学と直売店にてお買物）－食のテーマ
パーク「伊豆・村の駅」
（地元の名産品のお買物）－柿田川公園（展望台から
源である湧水を見学）－熊谷（19:00 頃）－各出発地

３

ぶどう狩り

長門牧場【ソフトクリーム】・真田 RED アップル
【林檎タマゴタルト】・名取製餡【くるみおはぎ】

桜海老釜飯・箱根うどん鍋
ジャンボアジフライ・3 点盛りの昼食

支援金

園内食べ放題と

ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄ 1 房お土産

空飛ぶ魚？「森の中の水族館」＆河口湖ハーブ庭園

栗入りあんおやき・こねつけ

9 月 27 日（日）
旅行代金

松茸ご飯と名物きのこ汁御膳の昼食

支援金

12,800円 4,400円

大人気の超高級ぶどう！

４

今回特別 りんご 1 個お土産付

14,000円

支援金

地域共通クー ポ ン

お支払実額

2,000円

9,100円

4,900円

各出発地－熊谷（7：30）－高速道－山梨県立富士湧水の里水族館「森の中の
水族館」（幻想的な水の中をお楽しみ下さい）－菓々茶寮富士吉田店（昼食）
－河口湖ハーブ庭園（見学）－御坂農園（ぶどう狩り園内桃食べ放題）－桔
梗屋工場（工場見学と信玄餅詰め放題体験）－高速道－熊谷（18：30 頃）－
各出発地

５

毎回１００％のお客様が大満足！２５名様限定のプレミアムツアー

しなの鉄道

＆

小布施散策と
信州りんご狩り食べ放題

25,000円

支援金

8,700円

旅行代金

12,000円

「おぎのや」にて峠の釜めし
と山菜そばの昼食

支援金

地域共通クー ポ ン

4,200円

2,000円

６

地域共通クー ポ ン

お支払実額

4,000円 16,300円

各出発地－熊谷（7:30）－高速道－軽井沢駅（出発前にろくもんラウンジ及
しなの鉄道『観光列車ろくもん』乗車（車
豊野（りん
ご狩園内食べ放題。１カゴもぎ取りお土産付）－小布施（自由散策）－高速
道－高速道－熊谷（19:00 頃）－各出発地

7,800円

梨食べ放題・栗拾い１㎏お土産付・焼き栗試食付！

真っ赤に染まる

信州りんご狩りと

ダブル狩り

10 月 11 日（日）
旅行代金

12,500円

栗入りあんおやき・こねつけ

支援金

4,300円

那珂湊にて海鮮丼の昼食

地域共通クー ポ ン

2,000円

お支払実額

8,200円

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－ひたち海浜公園（コキアカーニバルとコ
スモス観賞）－那珂湊（昼食と海産物のお買物）－めんたいパーク（工場見
学とお買物）－福田グリーン農園（梨狩り園内食べ放題と栗拾い 1kg お土産
付。焼栗の試食もあります）－高速道－熊谷（18:30 頃）－各出発地

10 月 18 日（日）
10 月 20 日（火）

信州ポークのきのこ鍋と
栗おこわ御膳の昼食

支援金

お支払実額

地域共通クー ポ ン

4,000円

2,000円

7,500円

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－マンズワイン小諸ワイナリー（見学と
試飲・お買物）－豊野（りんご狩園内食べ放題。1 カゴもぎ取りお土産付）
－信州中野（昼食）－小布施（栗の町で 4 種食べ歩き）－高速道－熊谷
（19:00 頃）－各出発地

りんご１カゴもぎ取りお土産付

信州りんご狩りと日本三大そば
「戸隠そば」の昼食「戸隠神社」
＆「現地案内人と善光寺」参り

11 月 01 日（日）
11 月 14 日（土）

戸隠そばの昼食

地域共通
クーポン

旅行代金

支援金

11,000円

3,800円 2,000円

お支払実額

7,200円

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－豊野（りん
ご狩り園内食べ放題と 1 カゴもぎとりお土産付）
－戸隠神社中社（参拝と昼食）－善光寺（現地
案内人と参拝）－熊谷(19:00 頃)－各出発地

12

りんご１カゴもぎ取りお土産付

ﾏﾛﾝﾌｨﾅﾝｼｪ・ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ・

りんご 1.4 キロもぎ取りお土産付

10

旅行代金

12,400円

旅行代金

12,000円

支援金

4,200円

特選牛のすき焼き鍋
松茸ごはん、
信州そば小鉢、
野沢菜漬けの昼食
地域共通
クー ポン

2,000円

お支払実額

7,800円

りんご１カゴもぎ取りお土産付

と

奥久慈りんご狩り
11 月 08 日（日）
旅行代金

支援金

11,700円 4,000円

鮎塩焼、刺身こんに
ゃく、みそおでん、ヒ
レカツなどの昼食
地域共通
クーポン

11 月 20 日（金）

釜飯・天ぷら 4 品・ごま
豆腐・刺身コンニャク小
付・うどん（小）・お漬物
などの昼食

11

8,100円

りんご１カゴもぎ取りお土産付

信州りんご狩りと
上田城紅葉まつり
11 月 08 日（日）
旅行代金

支援金

11,500円 4,000円

14

各出発地－熊谷（8：00）－高速道－沼田りんご狩
り（園内食べ放題と１カゴもぎ取りお土産付）－
迦葉山弥勒寺（参拝）-誉國光（酒蔵見学と試飲）
－道の駅川場田園プラザ（休憩）－宝徳寺（秋の床
もみじ特別公開）－熊谷（18：00 頃）－各出発地

2,000円 7,500円

絶景を望むテラスでは、
条件が合えば雲海が広がる幻想的な世界が楽しめます

竜王ロープウェー標高 1770ｍ！
雲の上のテラス「SORA terrace」
＆栗の街「小布施散策」＆
高級ぶどうシャインマスカット 1 房
お土産付

10 月 04 日（日）
支援金

14,500円 5,000円

2,000円 7,700円

「おぎのや」にて峠の
釜めしと山菜そばの
昼食
地域共通
お支払実額
クーポン

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－豊野（りん
ご狩り園内食べ放題と 1 カゴもぎとりお土産付）
－おぎのや長野店（昼食）－上田城紅葉まつり
（見学）－高速道－熊谷(18:30 頃)－各出発地

旅行代金

お支払実額

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－奥久慈りん
ご園（りんご狩お土産付）－袋田の滝（昼食と
見学）－高速道－熊谷(18:00 頃)－各出発地

2,000円

お支払実額

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－豊野（りんご狩園内食べ放題。1 カゴ
もぎ取りお土産付）－戸隠（名物戸隠そばの昼食と中社参拝）－妙高高原
杉ノ原（片道 15 分のゴンドラに乗り紅葉と眺望を満喫して下さい）－高速
道－熊谷（19:00 頃） －各出発地

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－豊野（りんご
狩り園内食べ放題と 1 カゴもぎとりお土産付）中
野（昼食）－小布施・岩松院（北斎が描いた巨大
な天井絵八方睨み鳳凰図鑑賞）－松川渓谷（｢雷滝｣
落差約 30ｍの大滝・別名、裏見の滝見学）－熊谷
(18:30 頃)－各出発地

13
13

地域共通クー ポ ン

4,300円

紅葉の松川渓谷「雷滝（裏見みの
滝）」と北斎の八方睨み鳳凰図「岩
松院」信州りんご狩り

10 月 27 日（火）

名物戸隠そばの昼食
（天ぷら付。今回は大盛りだよ！）

支援金

りんご１カゴもぎ取りお土産付

と

と

＆
●洋食コース料理
ｱﾄﾘｴ・ﾄﾞ・ﾌﾛﾏｰｼﾞｭ（東御市）
●ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸ付
●お土産付き

お支払実額

各出発地－熊谷（8：00）－高速道－マンズワイン小諸ワイナリー（見学と
試飲）－おぎのや長野店（昼食）－りんご園（りんご１個のお土産）－ぶど
う園（シャインマスカット２房狩り）－小布施（自由散策）－熊谷（19:00
頃）－各出発地

りんご１カゴもぎ取りお土産付

10 月 25 日（日）
旅行代金

10 月 07 日（水）
10 月 11 日（日）

11,500円

９

信州シャインマスカット２房狩りと

甲州名物かぼちゃほうとう・鮑の煮貝・鮑の煮貝
ご飯と煮物・漬物バイキングの昼食

旅行代金

2,000円 8,400円

各出発地－熊谷（7:30）－高速道－北国街道柳町（街並み散策＆食べ歩き）
－生島足島神社（参拝）－別所（昼食とシャインマスカット皿盛食べ放題）
－信州の鎌倉別所（北向観音や常楽寺など自由散策）－ 熊谷（18:00 頃）
－各出発地

限界に挑戦「桔梗信玄餅詰め放題」！

旅行代金

８

りんご１カゴもぎ取りお土産付

10 月 28 日（水）
11 月 03 日（火）
11 月 15 日（日）

お支払実額

地域共通クー ポ ン

※ぶどう狩り園内食べ放題は生育状況によって巨峰又は甲斐路になります。

9 月 25 日（金）

⑤ツアー当日、添乗員・乗務員よりご参加皆様の体調確認をさせていただきます。

信州りんご狩りと

人気のめんたいパーク伊豆

旅行代金

④バス車内の消毒・喚起の徹底（休憩時間中に窓の開放など）致します。

７

食のテーマパーク「伊豆・村の駅」＆

9 月 26 日（土）

③手洗い・うがいの励行（バス車内には手・指用アルコール消毒液を設置）

昨年台風 19 号被害に遭われた、りんご園「丸小園」様が「おいしいりんごを実らせ」見事復活しました。コース番号⑤⑦⑧⑨⑩⑪です！

」と

と

℡048-522-5621

信州ポークのきのこ鍋
と栗おこわの昼食

地域共通
クーポン

お支払実額

2,000円 9,500円

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－竜王ロープ
ウェイ（世界最大級 166 人乗りロープウェイで
標高 1.770 の雲上の世界へ「ソラテラス雲上の
世界が広がる絶景テラス」
）－中野（昼食）－小
布施（自由散策）－熊谷（19:00 頃）－各出発地

