コース番号 SＴ0053

GOTO キャンペーン特別企画

寺泊でお買物と食器や日用品のアウトレットでお買物料理
自慢の宿で食す地魚船盛り御膳の昼食

年末謝恩ミステリーツアー
年末謝恩ミステリー

旅行代金

支援金

お支払実額

●金箔カステラの試食
●湯葉スープのふるまい
●甘酒のふるまい
●日光ろばたづけ 50ｇお土産
●厄除長寿膳 1 膳お土産
●おせんべいの試食

イメージ

地域共通
クーポン

12月27日（日） 15,000円 5,200円 9,800円 2,000円

旅行代金

出 発 日

12月29日（火）

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

10,600円 3,700円 6,900円 2,000円

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－寺泊（昼食）－寺泊お魚市場（海産物
などのお買物 70 分）－ストック・バスターズ（食器類や日用品のアウトレ
ットでお買物。60 分）－高速道－熊谷（18：30 頃）－各出発地

各出発地－熊谷－どこへ行くのかお楽しみ？！－熊谷－各出発地

コース番号 SＳ0179

コース番号 SＰ0018

年末にあま～い

プレミアムいちご「スカベリー狩り園内食べ放題」と世界遺産日光東照宮参拝（拝観券付）

お刺身（船盛 1 人前）、寺泊名物番屋汁、
煮物、イカの塩辛、板長特製えご、ご飯
（コシヒカリ）、お新香の昼食
美味しい昼食付

出 発 日

コース番号 SG0118

コース番号 ST0278

旅行代金

支援金

お支払実額

イメージ

地域共通
クーポン

牛すき鍋と三段せいろの昼食

各出発地－熊谷（7:30）－高速道－いちごの里（スカイベリー狩り 30 分園
内食べ放題）－日光（昼食と各自にて世界遺産日光東照宮参拝）－日光ろば
たづけ（お漬物のお買物と甘酒のふるまい）－日光おかき工房（試食とお買
物）－熊谷(18:30 頃)－各出発地

1月10日（日）
1月19日（火） 12,800円 4,400円 8,400円 2,000円
1月31日（日）

コース番号 SＳ0051 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。

展望の社「差出磯大嶽山神社」初詣”ヨゲンノトリ！”

今回は特別に「紅ずわいがに 1 杯」＆「みかん約１キロ」お土産付

那珂湊年末お買物ツアー＆いちご狩り【とちおとめ】食べ放題

出 発 日

コース番号 SＴ0456

年末お買物ツアー沼津港＆海鮮浜焼き食べ放題

いちごは如何ですか！

いちごの里提供

海鮮浜焼き食べ放題＆海鮮丼ネタ乗せ放題と
館山いちご狩り食べ放題＆絶景の館山城址

山梨いちご狩り食べ放題＆山梨ブランド肉食べ比べせいろ御膳の昼食

リピーターが多い浜焼き店「房総の駅浜焼き屋」！

新鮮お刺身定食の昼食

イメージ

出 発 日

旅行代金

支援金

お支払実額

海鮮浜焼き食べ放題
（牡蠣もデザートもあるよ！）の昼食

イメージ

地域共通
クーポン

出 発 日

旅行代金

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

12月28日（月） 10,900円 3,800円 7,100円 2,000円

12月28日（月） 12,900円 4,500円 8,400円 2,000円

各出発地－熊谷（7：30）－高速道－那珂湊おさかな市場（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）－益子いちご団地（いちご
狩り園内食べ放題）－熊谷（18:00 頃）－各出発地

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－伊豆フルーツパーク（海鮮浜焼きの昼
食とお買物）－三島大社（参拝）－沼津港（70 分のお買物をお楽しみくだ
さい）－高速道－熊谷（19：00 頃）－各出発地

コース番号 SＧ0160

あま～い初物 いちご狩り園内食べ放題＆
とちはなちゃんドーム（鑑賞大温室）と
大平山神社参拝・佐野ラーメン工場直売店

コース番号 SＧ0117

コース番号 SＧ0148

初物「いちご狩り食べ放題」と
めんたいパーク＆茨城ほしいも専門店

イメージ
山菜きのこせいろご飯、甲州牛せいろ蒸し、富士桜ポーク
と地野菜のせいろ蒸し、ほうとう鍋、茶碗蒸しなどの昼食

イメージ

伊豆初いちご狩り！
鉄板焼ステーキなどのランチバイキングの昼食

出 発 日

イメージ
旅行代金

支援金

お支払実額

イメージ

海鮮浜焼き食べ放題・海鮮丼食べ放題の昼食

地域共通
クーポン

出 発 日

各出発地－熊谷（8:00）－高速道－差出磯大嶽山神社（初詣・疾病退散ヨゲ
ンノトリ御朱印も授与しております。神社にて別途 700 円）－山梨 FUJI フ
ルーツパーク（昼食といちご狩り園内食べ放題）－富士大石ハナテラス（散
策）－熊谷（18:00 頃）－各出発地

沼津港で干物や新鮮魚介類のお買物

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

1月31日（日） 12,800円 4,400円 8,400円 2,000円

1月23日（土） 12,000円 4,200円 7,800円 2,000円

コース番号
ST0025
ST0026

旅行代金

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－房総の道の駅とみうら（浜焼き屋にて海
鮮浜焼き食べ放題と海産物のお買物）－館山城址（山頂の絶景をお楽しみく
ださい）－館山（いちご狩り園内食べ放題）－東京湾アクアライン（海ほた
る）－熊谷(19：00 頃)－各出発地

草津温泉・万座温泉

湯けむりバス紀行

イメージ

万座温泉：ホテル聚楽
内訳：往復観光バス・旅館 2 泊・食事（朝２・夕２）

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

12月02日（水）
12月11日（金）
12月20日（日）

旅行代金

支援金

お支払実額

ボリューム満点の海鮮丼の昼食

地域共通
クーポン

出 発 日

13,800円 4,800円 9,000円 2,000円

各出発地－熊谷（8：00）－高速道－大平山神社（参拝）
－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）－とちぎ花センター（とちはなちゃんドーム鑑賞
大温室入館見学）－道の駅みかも（休憩）－佐野ラーメ
ン工場（直売店にてお買物）－高速道－熊谷（17：00 頃）
－各出発地

コース番号 SＴ0260

旅行代金

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

12月16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－めんたいパーク（見学
とお買物）－大洗磯前神社（参拝）－那珂湊（昼食 とお
さかな市場でお買物）－ほしいも専門店（お買物）－JA
はが野（いちご狩り園内食べ放題）－熊谷（18:00 頃）－
各出発地

コース番号 SＴ0454

日本三大イルミネーション

さがみ湖イルミリオンと桔梗信玄餅詰め放題

「あしかがフラワーパーク光の花の庭」と

話題のインテリア雑貨「ハーバリウム」手作り体験

初物いちご狩り園内食べ放題＆日光高原牛ステーキの昼食付
さらに夕食に「登利平の鳥めし弁当」を付けました！

イタリアントマトクラブ
にてフジザクラポーク
のトマト煮・信玄鶏の
ディアブル・甲斐サー
モンのピカタ・ナポリタ
ンなどの洋食ワンプ
レートランチの昼食
さがみ湖イルミリオン提供
出発日

旅行代金

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

イメージ
ＧＫＢ＆Ｖillage にて目の前で焼かれる肉の鉄板焼きなど
和洋中 60 種類バイキングの昼食（70 分間）
出 発 日

旅行代金

支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

12月12日（土） 11,800円 4,200円 7,700円 2,000円

12月13日（日） 14,000円 4,900円 9,100円 2,000円

各出発地－熊谷（9：30）－高速道－甲州天然石工房「彩石の
蔵」（６月オープンの鉱石ミュージアム見学）－イタリアント
マトクラブ（洋食ワンプレートランチの昼食）－桔梗屋工場（桔
梗信玄餅詰め放題と工場見学）－ハーブ庭園旅日記（話題のイ
ンテリア雑貨「ハーバリウム」手作り体験と季節の花観賞）－
さがみ湖イルミリオン（関東最大級のイルミネーション鑑賞）
－高速道－熊谷（20：30 頃）－各出発地

各出発地－熊谷（9：30）－高速道－大平山神社（参拝）
－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）－とちぎ花センター（見学）－佐野ラーメン工場直
売店（お買物）－あしかがフラワーパーク「光の花の庭」
（500 万級のイルミネーション見物）－熊谷（20：00 頃）
－各出発地

地域共通
クーポン

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－伊豆いちご狩（園
内食べ放題）－ＧＫＢ＆Ｖｉｌｌａｇｅ（バイキングの
地昼食）－沼津港（干物や新鮮魚介類のお買物）－高速
道－熊谷（18：30 頃）－各出発地

コース番号 SS0191
横須賀港ご当時クルーズ！「YOKOSUKA 軍港めぐり」＆
ペリー上陸記念館貝焼き・浜焼き食べ放題！
海鮮丼のっけ放題！ソフトドリンク飲み放題！の昼食

足利フラワーパーク提供

旅行代金

お支払実額

出 発 日

12月20日（日） 12,000円 4,200円 7,800円 2,000円

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

支援金

日本の名湯 2 連泊！
大人気の往復送迎付プラン

出 発 日

旅行代金

帆立、サザエ、はまぐり、
ホンビノス、カキ、イカ焼
き、各種野菜、豚バラ他、
海鮮丼乗っけ放題、
ソフトドリンク飲み放題の
昼食
支援金

お支払実額

地域共通
クーポン

12月20日（日） 13,000円 4,500円 8,500円 2,000円
各出発地－熊谷（7：00）－高速道－横須賀軍港クルー
ズ（迫力満点のアメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を案内
人付で 45 分間クルーズ）－久里浜（貝焼き・浜焼きバ
イキングと海鮮丼乗っけ放題 60 分の昼食とお買物）－
ペリー公園（ペリー上陸記念碑やペリー記念館）－熊谷
（19:00 頃）－各出発地

1月26日（火）

お一人様料金

1
4名以上1室

3名1室

2名1室

旅行代金

31,800円 32,800円 33,800円

給付金

11,100円 11,400円 11,800円

お支払い実額

20,700円 21,400円 22,000円

★別途地域共通クーポンがお一人様5,000円付与されます。

2
3

各出発地－熊谷（9：00）－ 渋川 － 長野原 － 草津温泉（14:00 頃）
－ 万座温泉（15:00 頃）
※万座温泉での 2 名様は洋室になる場合もあります。
各温泉でごゆっくりお過ごし下さい。
万座温泉（9:00 発）－ 草津温泉（10:00 発）－ 浅間酒造 － 水沢観音
－ まいたけセンター － 高速道 － 熊谷（16:30 頃）－ 各出発地

※同じ旅館に 2 泊になります。※昼食自弁（往復の昼食はご注文を承ります）

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！

当社では、バスツアー以外も
GOTO トラベルキャンペーンを
ご利用できます。
近畿日本ツーリスト・ＪＴＢ・
クラブツーリズム商品・ご希望
の宿泊施設の予約など。
キャンペーンの手続きもすべて
当社が代行するので簡単にご利
用できます。お気軽にお問い合
わせください。

10:00～18：30

臨時休業

