16

15

25

宇宙に一番近い駅『野辺山』

と

と

7

10 月 20 日（火）
10 月 24 日（土）
旅行代金

13,000円

4,500円

10 月 21 日（水）

お支払実額

地域共通クー ポ ン

2,000円

旅行代金

8,500円

支援金

11,500円

各出発地 － 熊谷（7：30）－ 高速道 － 苗場・ドラゴンドラ山麓駅
全長５４８１ｍのドラゴンドラに乗り紅葉満喫
山頂駅（近辺散
策）山頂駅
ドラゴンドラ
山麓駅 － 魚野の里（昼食）－雲洞
庵（「雲洞庵の土踏んだか」という言葉で知られる越後一の名刹）－ 高速
道 － 熊谷（18：00 頃）－各出発地

4,000円

と

八ヶ岳やわらかステーキ
弁当の昼食
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2,000円

7,500円

今、話題の SNS 映えスポット国指定名勝天然記念物の絶景

＆
越後の日光『開山堂』 八海山 ロープウェー と 紅葉の日本三大峡谷清津峡
奥越後秘境「しゃくなげ湖（三国川ダム）
」
魚沼産コシヒカリ農家へ米買付＆
越後の日光
『開山堂』
越後もち豚陶板焼・

10 月 21 日（水）
旅行代金

支援金

旅行代金

お支払実額

地域共通クーポン

11,900円 4,100円

10 月 25 日（日）
支援金

12,200円 4,200円

2,000円 7,800円

地域共通クーポン
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紅葉のわたらせ渓谷トコッコ列車と
日光社寺散策ながめ公園関東菊花大会

11,000円

支援金

日光新葵御膳の昼食

お支払実額

地域共通クー ポ ン

3,800円

2,000円

7,200円

各出発地－熊谷（7:30）－高速道－日光（日光山内を自由散策後、
渓谷トロッコ列車
なが
め公園（関東菊花大会見学）－熊谷（18:00 頃）－各出発地

22 紅葉の大パノラマの「いろは坂」

＆・秋色の中禅寺湖クルーズ＆日光
三名瀑「華厳の滝」と英国大使館別
荘記念公園・りんご狩り 2 個お土産
と試食付・まつたけご飯食べ放題付

10 月 23 日（金）

平日限定企画

まつたけご飯食べ放題と名物日光ゆば膳の昼食
旅行代金

支援金

12,000円 4,200円

地域共通
クーポン

お支払実額

2,000円 8,000円
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旅行代金

11 月 01 日（日）

各出発地－熊谷（7:30）－高速道－八海山ロー
プウェー（片道 7 分の空中散歩で標高 1,150m の
4 合目へ。360°の美しい絶景をお楽しみ下さい）
－道の駅ゆのたに（昼食）－開山堂（越後日光
とも称される彫刻が見事）－越後ワイナリー（見
学）－高速道－熊谷（19:00 頃）－各出発地

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－奥只見シル
バーライン－銀山平～紅葉の奥只見遊覧船～奥
只見ダム－道の駅ゆのたに（昼食）－開山堂（名
匠石川雲蝶作の彫刻や絵画が必見です）－越後
ワイナリー（見学）－高速道－熊谷（18:00 頃）
－各出発地

11 月 08 日（日）

越後お酒ミュージアム

越 後 も ち 豚 陶板 焼 ・
天ぷら・ミニつけうど
ん・山菜小鉢・けんち
ん汁・魚沼こしひかり
ご飯などの昼食

お支払実額

2,000円 7,800円

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－日光いろは
坂通行－日光三名瀑「華厳の滝」
（見学）－中禅
寺湖（昼食）－船の駅～中禅寺湖クルーズ～英国
大使館別荘記念公園（見学）～クルーズ～立木観
音－りんご狩り（試食と 2 個お土産付）－熊谷
（18:00 頃）－各出発地
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11,800円 4,100円

お支払実額

2,000円 7,700円

各出発地－熊谷（8:00）－高速道－奥越後秘境「しゃ
くなげ湖（三国川ダム）」
（紅葉見物）－魚沼産コシヒ
カリ農家（お米の買付）－魚野の里（昼食とお買物）
－日本三大峡谷「紅葉の清津峡」（散策）－越後のお
酒ミュージアム ぽんしゅ館（別途 500 円にて利酒が
楽しめます）－熊谷（18:30 頃）－各出発地

10 月 28 日（水）
旅行代金

12,300円

支援金

4,300円

八ヶ岳やわらかステーキ弁当の昼食

地域共通クー ポ ン

2,000円

お支払実額

8,000円

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－ 富士見高原（自動運転の紅葉カート
で２５分、天空の丘より紅葉満喫。お帰りはリフトで７分間の空中散歩）－
清里高原（昼食とパノラマリフトに乗って標高１９００ｍの清里テラスへ）
－清泉寮（清里発祥の地）－ 身曾岐神社（能楽殿や本殿などを神職さんの
ご案内でご参拝）－ 高速道 －熊谷（１９：００頃）－ 各出発地

昼食は名物駅弁シリーズの「水戸印籠弁当」
：県産の食材
を使って、青梅の甘露煮・豚肉の梅和えなど水戸にちなん
だ梅をテーマにしたおかずが入っています。
炊き込みご飯と一緒にどうぞ!!

10,800円 3,700円

地域共通
クーポン

富士見高原遊覧カートで紅葉見物と
リフトに乗って清里テラスへ！

「日本三大名瀑袋田の滝」
「竜神峡大吊橋」・「花貫渓谷」
11 月 13 日（金）

支援金

支援金

自慢の越後郷土料理
八海山御膳の昼食

自動運転の紅葉カートで 25 分・天空の丘で紅葉満喫！

秋本番！紅葉人気の三名所めぐり

旅行代金

旅行代金

地域共通
クーポン
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テレビＣＭでおなじみ紅葉の
「雲厳寺」と「黒羽山大雄寺」参拝
那須ガーデンアウトレット散策

11 月 22 日（日）
旅行代金

支援金

お支払実額

2,000円 7,100円

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－花貫渓谷（汐
見滝吊橋など紅葉散策）－竜神峡大吊橋（長さ 375
ｍ、高さ 100ｍの大吊橋からの紅葉見物）－袋田の
滝（観瀑台から滝と紅葉をお楽しみください）－熊
谷（18:30 頃）－各出発地
※昼食はお弁当になります。

10,800円 3,700円

11 月 15 日（日）
旅行代金

お支払実額

地域共通クー ポ ン

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－清里テラス（パノラマリフトにて標高
1,900m の特等席へ！）－清泉寮（自由散策）－萌木の村（個性的でおしゃれ
な店めぐり）－清里駅 清里高原列車 野辺山駅（日本一高い駅）－高速道
－熊谷（18:00 頃）－各出発地

17 紅葉の奥只見遊覧船と 18 紅葉の

天ぷら・ミニつけうど
ん・山菜小鉢・けんち
ん汁・魚沼こしひかり
ご飯などの昼食
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自 由 散 策

魚の越後味噌漬・南蛮海老・車麩
とぜんまいの煮物・まいたけ天・な
めこそば・けんちん汁・魚沼産コシ
ヒカリ（食べ放題）などの昼食

支援金

美味しい昼食ＮＯ１

わっぱ飯・きのこと鶏の鍋・
うどん・小鉢・香の物・デザ
ートの昼食

地域共通
クーポン

お支払実額

2,000円 7,100円

各出発地 － 熊谷（7：00）－ 高速道 － 道の駅那
須与一の郷（休憩）－ 黒羽山大雄寺（ご住職のご案内
の元、本堂や禅堂などご参拝。紅葉も見事です）－ 雲
厳寺（テレビＣＭでおなじみ、反り橋から山門にかけて
の美しい紅葉は必見です）－ お菓子の城那須ハートラ
ンド（昼食とお買物）－ 那須ガーデンアウトレット（散
策）－高速道 － 熊谷（18：00 頃）－ 各出発地

支援金

13,000円

4,500円

地域共通クー ポ ン

お支払実額

2,000円

旅行代金

8,500円

10,500円

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－大山バス回転場・・・こま参道を徒歩
で１５分（３６２段の階段）・・・大山ケーブル駅
大山阿夫利神社と
大山寺を往復ケーブルカーを利用して参拝
大山（とうふ会席の昼食）
－サイボクハム（お買物）－熊谷（18：00 頃）－各出発地
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ミュシュラン三ツ星観光地

高尾山と
紅葉美しい秋川渓谷
11 月 18 日（水）
旅行代金

支援金

松花堂弁当の昼食

地域共通
クーポン

12,000円 4,200円

お支払実額

2,000円 7,800円

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－高尾山（ケー
ブルで紅葉美しい山頂へ。薬王院参拝）－紅葉美
しい秋川渓谷（瀬音の湯にて昼食・希望者は別途
料金にて入浴可能）－昭和記念公園紅葉まつり
（イチョウの黄金色トンネルをお楽しみ下さい）
－高速道－熊谷（18:30 頃）－各出発地
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支援金

11 月 25 日（水）
12,000円 4,200円

11 月 15 日（日）
旅行代金

支援金

地域共通
クーポン

12,600円 4,400円

お支払実額

お支払実額

2,000円 7,800円

那珂湊すし食べ放題と
アクアワールド大洗

2,000円 8,200円

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－道楽園（海鮮
浜焼き食べ放題の昼食）－崖観音（館山湾一望の
絶景）－三芳村みかん農園（園内食べ放題。お土
産付）－高速道－熊谷（19:00 頃）－各出発地

33 1000 本のもみじ観賞とみかん狩お土産付
修禅寺もみじまつりと
伊豆みかん狩り
目の前で焼かれる肉の
鉄板焼きなど和洋中
60 種類のバイキング

11 月 29 日（日）
旅行代金

支援金

12,000円 4,200円

ＧＫＢ＆Ｖillage にて
鉄板焼きなど
和洋中 60 種類の
バイキングの昼食
（70 分間）
地域共通
クーポン

お支払実額

2,000円 7,800円

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－修禅寺もみ
じまつり（1000 本のもみじ林散策）－ＧＫＢ＆
Ｖillage（バイキングの昼食）－伊豆みかん狩
（園内食べ放題。1 ネットお土産付）－めんたい
パーク伊豆（お買物）－高速道－熊谷（19:00 頃）
－各出発地

旅行代金

支援金

12,600円 4,400円

那珂湊にて
寿司食べ放題
の昼食（50 分間）

地域共通
クーポン

日の出山荘は中曽根元首相の別荘

自家製豆腐ゆば会席と
御岳山＆日の出山荘

各出発地－熊谷（8:00）－高速道－高尾山（紅葉
見物。薬王院にて精進料理の昼食）－神代植物公
園（園内の紅葉と季節の花観賞）－深大寺（参拝）
－高速道－熊谷（19:00 頃）－各出発地

11 月 25 日（水）
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澤乃井直営料亭「ままごと屋」にて

高 尾 山 薬王 院 に て
精進料理の昼食

地域共通
クーポン

みかん狩り園内食べ放題
海女小屋にて
海鮮浜焼き食べ放題
の昼食（60 分間）

6,900円

と鶴岡八幡宮や小町通り自由散策）－高速道－熊谷（18:30 頃）－各出発地

30 南房総道楽園『海女小屋』 31 大人気！

海鮮浜焼き食べ放題と

2,000円

お支払実額

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－江ノ島（島内自由散策）－鎌倉（昼食

紅葉の高尾山と
神代植物公園
支援金

地域共通クー ポ ン

3,600円

ミュシュラン三ツ星観光地

旅行代金

鎌倉わかみやにて
浜焼き御膳の昼食

11 月 23 日（月）

大山にてとうふ会席料理の昼食

お支払実額

2,000円 8,200円

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－ほしいも大丸
屋（お買物）－那珂湊（すし食べ放題の昼食と海産
物のお買物）－めいたいパーク（見学）－アクアワ
ールド大洗（イルカショーや館内施設でお楽しみ下
さい）－高速道－熊谷（19:00 頃）－各出発地

11 月 27 日（金）
旅行代金

支援金

15,200円 5,300円

ままごと屋にて
豆腐ゆば会席の昼食

地域共通
クーポン

お支払実額

2,000円 9,900円

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－御岳山ケーブ
ル（滝本駅++御岳山駅･･･御嶽山神社･･･御岳山
駅++滝本駅）－ままごと屋（昼食）－日の出山
荘（中曽根元首相とロナルドレーガンが日米首脳
会議を行った場所）－サイボクハム（お買物）－
熊谷（18:00 頃）－各出発地
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焼津すし食べ放題

静岡みかん狩と
眺望抜群日本平夢テラス
11 月 22 日（日）
焼津さかなセンターにて鮪赤身・うに・いくら・炙り
まぐろなど 15 種類の寿司食べ放題の昼食（50 分間）

旅行代金

支援金

12,600円 4,400円

地域共通
クーポン

お支払実額

2,000円 8,200円

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－焼津さかなセ
ンター（昼食と海産物や名産品のお買物）－日本
平夢テラス（富士山や駿河湾の眺望をお楽しみ下
さい）－静岡みかん狩（園内食べ放題。500g のお
土産付）－高速道－熊谷（19:00 頃）－各出発地

