12・1 月号

サンツアー

GO TO トラベルｷｬﾝﾍﾟｰﾝ第三弾

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。℡048-522-5621
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。
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。

新春初詣！
成田山新勝寺＆香取神宮

コース番号 SＧ0082 このバスツアーは、千葉県の支援を受けて実施しています。

新春初詣！成田山新勝寺とあま～い“いちご狩り”
食べ放題＆ホテルでランチ＆デザートビュッフェ

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。
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）
④バス車内の消毒・換気の徹底（休憩時間中に窓の開放など）致します。
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。

※この事業は予算が無くなり次第終了。
コース番号 SＴ0181 このバスツアーは、千葉県の支援を受けて実施しています。

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）

コース番号 SＫ0075

コース番号 SＴ0435

八方除「寒川神社」＆関東総鎮守「箱根神社」初詣
「湯 本 富 士 屋 ホテル」で豪 華 ランチバイキング

『国立演芸場』落語や漫才で初笑い！
浅草散策

イメージ
イメージ

創業 180 年老舗天ぷ
ら店「雷門三定」にて
天ぷら定食の昼食

（
禄福膳の昼食

イメージ

出 発 日

旅行代金

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

1月16日（土） 10,600円
3,700円 6,900円 2,000円
1月20日（水）
各出発地－熊谷（7：00）－高速道－成田山新勝寺（初詣と昼食）－香取神
宮（初詣）－道の駅・川の駅水の郷さわら（地元の農産物などのお買物）－
高速道－熊谷（18:00 頃）－各出発地
コース番号 SＴ0182

イメージ

成田東武ホテルエアポートにてバイキングの昼食（90 分間）

出 発 日

と

見学

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

1月13日（水） 12,800円
4,400円 8,400円 2,000円
1月24日（日）
各出発地－熊谷（7：00）－高速道－成田山新勝寺（初詣）－成田東武ホテ
ルエアポート（バイキングの昼食）－ストロベリーロード成東（いちご狩り
園内食べ放題）－道の駅みのりの郷東金（地元農産物などのお買物）－高速
道－熊谷（18:30 頃）－各出発地
コース番号 SＴ0437

＆

旅行代金

江ノ島散策 70 分

鎌倉散策 120 分

古都鎌倉「鶴岡八幡宮初詣」と江の島散策

「湯本富士屋ホテル」で豪華ランチバイキングの昼食

箱根神社提供

イメージ

出 発 日

旅行代金

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

1月20日（水） 11,800円 4,100円 7,700円 2,000円
各出発地－熊谷（7：30）－高速道－寒川神社（初詣）－湯本富士屋ホテ
ル（バイキングの昼食）－箱根神社（初詣）－箱根関所跡（自由散策）－
小田原鈴廣かまぼこの里（お買物）－熊谷（19:00 頃）－各出発地

1 月 17 日（日）

出発日

旅行代金

支援金

12,800円 4,400円 8,400円 2,000円
大人
65才以上シニア 12,000円 4,200円 7,800円 2,000円
各出発地－熊谷（7：30）－高速道－浅草（浅草寺参拝や仲見世散策などで
お楽しみ下さい。浅草の老舗天ぷら店「三定」にて天ぷら定食の昼食）－
国立演芸場（落語や漫才などを約 3 時間ごゆっくりお楽しみ下さい）－高
速道－熊谷（18:40 頃）－各出発地
コース番号 ST0324

浅草ビューホテル 26 階「スカイグリルブッフェ武蔵」にて新感覚のワゴンビュッフェと

新春！三島大社初詣と絶景の空中散歩【富士見テラス】＆
いちご狩り食べ放題と食のテーマパーク「伊豆・村の駅」

東京スカイツリー350ｍ展望デッキ＆浅草寺初詣
イメージ

イメージ
鶴岡八幡宮提供

出 発 日

旅行代金

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

1月17日（日） 11,800円 4,100円 7,700円 2,000円
各出発地－熊谷（7：00）－高速道－川崎大師（初詣）－ローズホテル横浜（ラ
ンチバイキング「※ランチバイキングは洋食メニュー中心になります」と中華街散策）
－日本丸メモリアルパーク（帆船日本丸と横浜みなと博物館見学）－熊谷
（18:00 頃）－各出発地
コース番号 SG0150

出 発 日

1月16日（土） 10,000円 3,500円 6,500円 2,000円
各出発地－熊谷（7：00）－高速道－江ノ島（自由散策。70 分）－鎌倉わ
かみや（昼食）－鎌倉（梅薫る鶴岡八幡宮や小町通りなど自由散策。120
分）－高速道－熊谷（18：30 頃）－各出発地
コース番号 SＧ0137

プレミアムいちごスカイベリー園内食べ放題と
佐野厄除け大師初詣・国宝「鑁阿寺」史跡足利学校

鎌倉わかみやのて浜焼き御膳の昼食
地域共通
旅行代金
支援金
お支払実額
クーポン

新春特別企画

プレミアムいちご「スカベリー狩り園内食べ放題」と大前神社初詣

イメージ

グリル料理を中心に本格中華や日本料理含め、ワゴンサービスのライブクッキングブッフェの昼食

出 発 日

旅行代金

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

1月12日（火） 14,000円 4,900円 9,100円 2,000円
各出発地－熊谷（7：30）－高速道－浅草（浅草寺初詣と仲見世見物）－
浅草ビューホテル（バイキングの昼食）－東京スカイツリー（350ｍの展望
デッキへこ案内。450ｍの展望回廊は別途料金）－熊谷（18:00 頃）－各出
発地
コース番号 ST0061

蔵元で甘酒づくり講習（酒粕 500ｇと益子焼の湯のみお土産付）

地域共通
クーポン

コース番号 ST0051

イメージ

川崎大師平間寺提供

お支払実額

今年は GOTO キャンペーンでチャンスです！

お年玉付福袋ミステリー

出 発 日

旅行代金

しらす＆桜えびの紅白釜飯、
愛鷹牛入り箱根うどん、金目
鯛野菜餡かけ、揚げ茄子のし
らすがけ茎わさび添え、紅白
かまぼこ、明太いわしの正月
お祝い御膳の昼食

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

1月17日（日） 14,000円 4,900円 9,100円 2,000円
各出発地－熊谷（7：00）－高速道－三島大社（初詣）－伊豆フルーツパーク
（昼食といちご狩り園内食べ放題）－伊豆の国パノラマパーク富士見テラス
（全長 1800ｍロープウェーにて山頂へ）－食のテーマパーク「伊豆・村の駅」
（地元の名産品のお買物）－熊谷（19:00 頃）－各出発地
コース番号 ST0455

ぶらっと秩父神社・宝登山神社初詣と
いちご狩り食べ放題

イメージ

イメージ
イメージ

イメージ
日光高原牛ステーキ（150ｇ）と果実畑のサラダバー付の昼食
出 発 日

1月08日（金）
1月24日（日）

旅行代金

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

12,800円 4,400円 8,400円 2,000円

各出発地－熊谷（8：00）－高速道－佐野厄除け大師（初詣）－いちごの里
（いちご狩り 30 分園内食べ放題と昼食とお買物）－足利（史跡足利学校入
場見学と国宝鑁阿寺見学）－大麦工房ロア直売所（お買物）－熊谷（17：30
頃）－各出発地

イメージ
イメージ

出 発 日

イメージ

旅行代金

支援金

豚しゃぶ釜飯御膳の昼食
お支払実額

地域共通
クーポン

1月11日（月） 13,000円 4,500円 8,500円 2,000円
各出発地－熊谷（8:00）－高速道－大前神社（日本一のえびす様参拝）－
益子焼窯元（昼食と益子焼のお買物）－外池酒造（酒造見学と甘酒づくり
講習＆益子焼の湯のみで試飲※湯のみと酒粕 500ｇのお土産付）－いちごの
里（スカイベリー狩り園内食べ放題）－熊谷（18:00 頃）－各出発地

秩父神社提供

美味しい昼食 1 回付
出 発 日

1月09日（土）
1月17日（日）

旅行代金

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

出 発 日

旅行代金

有隣倶楽部にて竹善料理の昼食
地域共通
支援金
お支払実額
クーポン

1月27日（水） 10,600円 3,700円 6,900円 2,000円

15,000円 5,200円 9,800円 2,000円

どこへ行くのか出発してからのお楽しみ！！

各出発地－熊谷（8:30）－秩父（秩父神社参拝や秩父祭り会館などぶらっ
と自由散策）－いちご狩り（園内食べ放題－長瀞（昼食と宝登山神社参拝
や長瀞畳など「ぶらっと自由散策」）－花園フォレスト（お菓子・スイーツ
などお買物をお楽しみください）－熊谷（17:30 頃）－各出発地

