サンツアー

4・5 月号①

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 70 周年を迎えました。

GOTOトラベルキャンペーンのご案内

新型コロナウイルス感染

℡ 048-522-5621

①バス座席は、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）

3月22日現在、GOTOトラベルキャンペーン再開日の具体的な情報がございません。
掲載のツアーは割引適用前の旅行代金のみ表示しております。
GOTOトラベル事業が再開された場合は割引対象商品になります。
GOTOトラベル事業が再開されない場合は割引はございません。その際ご予約済みの御旅行をキャンセルす
る場合は既定のキャンセル料がかかります。

症への対応について

コース番号 SＦ0090

コース番号 SＴ0484

コース番号 SＴ0462

日本最長！標高 1,413ｍの山頂へ
新緑のドラゴンドラと
八海醸造がプロデュース！魚 沼 の 里

残雪と新緑が美しい奥只見遊覧船 と
今話題の写真映えする日本三大峡谷「清津峡」

コース番号 SＴ0480

首都圏最大 80 万株のシバザクラ「冨士芝桜祭り」＆
箱根「山のホテルのつつじ庭園」 ラストいちご狩り食べ放題（練乳ミルク付）

3 年ぶり開催「春の益子陶器市」
＆ひたち海浜公園「ネモフィラ」
ひたち海浜公園提供

※1名様参加の場合は他のお客様と相席になる場合があります。

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。
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・体温計測をさせていただきます。

自慢の越後郷土料理の昼食

那珂湊で新鮮お刺身定食の昼食

コース番号 SＴ0461

歴史情緒あふれる街道宿場町「大内宿」と
奇岩が連なる景勝地「塔のへつり」
標高 600m の高原に咲く広大な花々の世界
「那須フラワーワールド」
石臼自家製粉そば、海老 2 本、季節野
菜数品、舞茸天等の昼食

魚沼ごっつぉ膳の昼食

イメージ

桜海老釜まぶし御膳
（ジャンボアジフライ付）の昼食

富士芝桜イメージ

出 発 日

旅行代金

５月 ８日（日）
５月１０日（火）

１１，８００円

各出発地 － 熊谷（7：00）－ 高速道 － 冨士芝桜祭り（見物）－ 伊豆フ
ルーツパーク（昼食といちご狩り食べ放題）－ 箱根山のホテル（大庭園のつ
つじ鑑賞）－ 熊谷（19:00 頃）－ 各出発地
コース番号 SＴ0134

奥只見観光(株)提供
苗場プリンスホテル提供

出 発 日

旅行代金

５月２日（月）

９，８００円

各出発地 － 熊谷（7:00）－ 高速道 － ひたち海浜公園（ネモフィラ観賞）
－ 那珂湊（昼食と海産物のお買物）－ 益子（陶器市 90 分の滞在）－
熊谷（18:30 頃）－ 各出発地
コース番号 SＴ0481

七年に一度の盛儀「善光寺前立本尊御開帳」 七年に一度の盛儀「善光寺前立本尊御開帳」
信州さくらんぼ狩り食べ放題
と小布施散策
Ⓒ善光寺

旅行代金

５月２０日（金）

１１，８００円

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－ 苗場ドラゴンドラ（全
長 5481ｍのゴンドラで空中散歩/往復利用）－塩沢
（昼食）－ 関興寺（
「関興寺の味噌なめたか」という
言葉で知られるお寺参拝）－八海醸造がプロデュー
ス！魚沼の里（自由散策）－高速道－熊谷（18:30 頃）－各出発地

４月１９日（火）
４月２４日（日）
５月１３日（金）
５月２２日（日）

旅行代金

５月２２日（日）
６月１９日（日）

１１，８００円

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－清津峡（清
津峡トンネルを抜けると絶景が待ってます。
）－道
の駅ゆのたに（昼食）－奥只見シルバーライン－
銀山平
万年雪の山々や深緑が美しい奥只見遊
覧船
奥只見ダム－高速道－熊谷（19：00 頃）
－出発地
コース番号 SＳ0051

日本の名城「国宝松本城」と

海鮮浜焼き食べ放題＆海鮮丼
付
ネタ乗せ放題と館山の絶景スポット
「崖観音で知られる大福寺」

日本一の大王わさび農場と穂高神社

大内宿

出 発 日

旅行代金

５月１５日（日）

１１，８００円

各出発地－熊谷（7：00）－高速道－大内宿（江
戸時代へタイムスリップ）－下郷（昼食）－塔
のへつり（奇石群の景勝をお楽しみください。
）
－ 那須フラワーワールド（季節のお花をお楽
しみください）－熊谷（18:30 頃）－各出発地
コース番号 SＳ0197

お腹いっぱい！焼津すし食べ放題 と

世界文化遺産「三保の松原」

イメージ

旅行代金
さくらんぼ園内食べ放題

１０，８００円

出 発 日

旅行代金

６月１４日（火）
６月１９日（日）

１０，８００円

牛鍋御膳（信州そば・栗おこわ付）の昼食

各出発地 － 熊谷（7:00）－高速道 － 善光寺（七年に一度の盛儀善光寺前立本尊
御開帳と昼食）－ 小布施（自由散策）－ 高速道 － 熊谷（19:00 頃）－ 各出発地
※善光寺御開帳（混雑状況によっては回向柱に触れられない場合があります。）
※善光寺参拝券、法要料は別途必要となります。
コース番号 SＴ0482

各出発地 － 熊谷（7：00）－ 高速道 － 信州さくらんぼ狩り（園内食べ放
題）－ 中野（昼食）－ 善光寺（自由参拝：2 時間滞在）－ 高速道 － 熊谷
（18:30 頃）－ 各出発地
※善光寺御開帳（混雑状況によっては回向柱に触れられない場合があります。）
※善光寺参拝券、法要料は別途必要となります。
コース番号 SＴ0483

天空にそびえる観音堂で有名な国宝「笠森観音」＆九十九里海岸
800 種類・7,500 株の世界各国のバラ競演「谷津バラ園」
イメージ

美しすぎるブナ林「美人林」と日本三大峡谷清津峡
老舗の有名店で食す「へぎそば」の昼食
付
美人林

出 発 日

旅行代金

５月１７日（火）

１０，８００円

各出発地 － 熊谷（7:00）－ 高速道 － 谷津バラ園（800 種類・7,500 株のバラ園見
学）－ 九十九里（昼食）－ 国宝「笠森観音」（参拝）－ 君津（はちみつ工房見学）－
東京湾アクアライン（海ほたる）－ 熊谷（19：00 頃）－ 各出発地
※笠森観音の参拝は、かなり急な階段や坂道が含まれておりますので、歩きやすい
服装・靴でお越しください。

布乃利 天へぎそばの昼食

イメージ

出 発 日
イメージ

５月２８日（土）
６月１５日（水）

提供：(一社)十日町市観光協会

出 発 日

旅行代金

５月２４日（火）
５月２９日（日）

９，８００円

各出発地 － 熊谷（7:00）－ 高速道 － 松之山美人林（樹齢約 100 年の
美しすぎるブナ林を見学）－ 十日町（へぎそばの老舗「小嶋屋総本店」に
て昼食）－ 日本三大峡谷「新緑の清津峡」（散策）－ 塩沢（地域の名産品
のお買物）－ 熊谷（18:30 頃）－ 各出発地

旅行代金

出 発 日

１０，８００円

５月２２日（日）
６月１９日（日）

各出発地 － 熊谷（7:00）－ 高速道 － 国宝「松
本城」
（天守入場見学）－ 味噌蔵（昼食と味噌蔵見
学）－ 北アルプスの守り神「穂高神社」
（参拝）－
日本一のわさび園（大王わさび農場見学）－
高速道 － 熊谷（19:00 頃）－ 各出発地
コース番号 SＴ0485
横浜新名所 みなとみらいの都市型ロープウェイ

「YOKOHAMA AIR CABIN」
港の見える丘公園のローズガーデン＆山手洋館めぐり

イメージ

旅行代金

９，８００円

１２，８００円

各出発地－熊谷（8：00）－高速道－ 横浜山手（港の見える
丘公園のバラ観賞と山手洋館めぐり）－ローズホ
テル横浜（ランチバイキングと中華街散策）－み
なとみらいの都市型ロープウェイ「YOKOHAMA
AIR CABIN」
（空の上から横浜の絶景を堪能！と
周辺散策）－熊谷（19:00 頃）－各出発地

出 発 日

旅行代金

５月２９日（日）

１０，８００円

コース番号 SＧ0089

コース番号 SＴ0202

岩原高原山菜狩りと温泉入浴 木更津久津間海岸潮干狩り
【入山料・昼食代・入浴料込】 休憩室・入浜料（貝持帰り大人 2 ㎏・小人 1 ㎏含む）
お弁当の昼食+ドリンク付

天ざるそばの昼食

イメージ

５月１５日（日）

世界文化遺産三保の松原
（するが企画観光局提供）

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－焼津さかなセンタ
ー（昼食と海産物や特産品のお買物）－田丸屋
（わさび工場見学とわさびミニカップつかみ取りイベント） －
三保の松原（散策や新施設「みほしるべ」見学などをお楽しみくだ
－高速道－熊谷（19:30 頃）－各出発地

(C) 横浜観光情報

旅行代金

うに・いくら・いか・海老・サーモンなど
１５種類寿司食べ放題の昼食（５０分間）

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）－崖観音（参拝）－ はちみつ工房（工
房見学とお買物）－東京湾アクアライン（海ほたる）
－熊谷(19:00 頃) －各出発地

ローズホテル横浜の洋食＆
重慶飯店の中華四川料理の
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。

出 発 日

イメージ

海鮮浜焼き食べ放題・
海鮮丼食べ放題の昼食

豚ロースタジンと三年味噌
の豚汁御膳和定食の昼食

イメージ

九十九里の郷土料理の昼食

イメージ

出 発 日

コース番号 SＴ0393

御開帳御膳（信州そば付）の昼食

出 発 日

イメージ

出 発 日

出 発 日

旅行代金

５月２９日（日）

１０，８００円

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－岩原高原（山
菜狩りと昼食）－石打ハッカ石温泉（温泉入浴）
－塩沢（特産品や海産物のお買物）－熊谷－
（18:30 頃）－各出発地

出

発

日

大人
5月 1日（日）
小人

旅行代金

9,800円
8,800円

各出発地－熊谷（5:00 頃）－高速道－木更津（久津間海岸に
て潮干狩りをお楽しみください。取った貝は 2 ㎏
まではお持ち狩りできます。それ以上は 1 ㎏ 900
円にて買取になります。）－東京湾アクアライン
（海ほたるにて休憩）－川崎－高速道 －熊谷（17:00 頃）－各出発地
※帰路交通状況により東京湾アクアライン（海ほたる）
が変更になる場合があります。

