サンツアー

6 月号

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
5月20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。
コース番号 SＧ0188

コース番号 SF0122

桃狩り 2 個もぎ取り土産付＆1 個試食と
日本一の天狗面「迦葉山弥勒寺」

標高 1300ｍの避暑地！たんばらラベンダーパークと

新型コロナウイルス感染症
への対応について

℡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）
※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。
コース番号 SＧ0189

コース番号 SG0190

高級フルーツ・マンゴー１玉狩り体験
東洋のナイアガラ「吹割の滝」
摘みたての美味しさにびっくり！ブル-ベリー狩り園内食べ放題 東洋一の湧出量を誇る柿田川湧水群とパワースポット箱根神社
茄子天入りサラダうどん・梅とじゃこ
の混ぜご飯・山菜ホタテ・刺身こんに
ゃく・デザートなどの昼食

茄子天入りサラダうどん・梅とじゃこ
の混ぜご飯・山菜ホタテ・刺身こんに
ゃく・デザートなどの昼食

イメージ

夏は涼しい幻想的な巨大地下空間「大谷資料館」と
もも３個狩り体験（１個試食と２個お土産）＆世界遺産日光輪王寺
栗おこわ葵御膳の昼食

釜揚げしらす釜飯・箱根うどん鍋・しらす入
掻き揚げ、風呂吹き大根しらすまぶしの昼食
イメージ

イメージ

出

発

日

7月23日（土）

旅行代金

8,980円

各出発地 － 熊谷（8:00）－ 高速道 － 日本一の天狗面「迦葉山弥勒寺」
（参拝）－ 酒蔵（見学と試飲）－ 沼田（昼食・桃狩り２個もぎ取り土産
付と 1 個試食）－ 玉村八幡宮（頼朝創建の国指定重要文化財・昇竜・勝運の松で運気アップ）
－ ガトーフェスタハラダ（工場見学）－ 熊谷（18:30 頃）－ 各出発地
コース番号 SS0207

出

発

日

7月27日（水）

イメージ

旅行代金

出

9,800円

各出発地 － 熊谷（8：00）－ 高速道 － たんばらラベンダーパーク（リフ
ト片道乗車。一面が「紫の絨毯」のようになるラベンダー畑観賞）－ 沼田
（昼食とブルベリー狩り園内食べ放題）－ 吹割の滝（見学）－ 沼田（漬物
店にてお買物）－ 高速道 － 熊谷（18：00 頃）－ 各出発地
コース番号 SG0167

発

日

7月24日（日） 10,800円

発

日

メロン食べ放題
イメージ

各出発地 － 熊谷（7:00）－ 高速道 － 富士スバルライン － 富士山 5 合目
（富士小御嶽神社参拝）－ 河口湖（昼食）－ 河口湖ハーブ庭園（季節の花
咲く庭園を案内人付で見学）－ 山梨もも食べ放題（皿盛のもも食べ放題と
１個もぎ取り体験＆かき氷食べ放題）－ 熊谷（18:30 頃）－ 各出発地

桃食べ放題１箱お土産付

出 発 日

旅行代金

８月２日（火）

１２，８００円

付
各出発地 － 熊谷（7:00）－ 高速道 － 都留（話題の野菜工場見学と試食）
－ 笹一酒造（酒蔵見学と試飲）－ 山梨ＦＵＪＩフルーツパーク （昼食とメロ
ン食べ放題）－ 山梨もも食べ放題（皿盛のもも食べ放題）－ ハーブ庭園（案
内人と園内見学）－ 熊谷（18:30 頃）－ 各出発地

7月18日（月） 10,800円

－ 日光（昼食）－ 輪王寺（専門の案内人と参拝）－ 小山（もも狩り体験 1 個試食

神社（参拝）－ 小田原かまぼこの里（お買物）－ 熊谷（18:30 頃）－ 各出発地

+２個お土産＆日光天然氷のかき氷のデザート付）－ 熊谷（18:00 頃）－ 各出発地

コース番号 SG0191

コース番号 SG0166

信州もも狩り 2 個もぎ取り体験＆もも食べ放題（皿盛）
二千年余りに及ぶ歴史を刻む「戸隠神社」＆大座法師池

大粒プレミアムぶどう「藤稔」食べ放題と
山中湖花の都公園ひまわり畑

イメージ

山梨桃食べ放題（桃１個お土産付）と話題の野菜
工場見学 信玄公の菩提寺「恵林寺」＆ハーブ庭園

日

各出発地 － 熊谷（7:00）－ 高速道 － 都留（話題の野菜工場見学と試食）－
笹一酒造（酒蔵見学と試飲）－ 塩山（昼食と恵林寺参拝）－ 山梨もも食べ放
題（皿盛のもも食べ放題と１個お土産付）－ ハーブ庭園（散策とお買物）－
熊谷（18:30 頃）－ 各出発地

８月２１日（日）

９，９００円

各出発地 － 熊谷（7:00）－ 高速道 － 大座法師池（2022 年 4 月オープン
の森の駅 Daizahoushi にて休憩）－ 戸隠神社中社（参拝と昼食）－ 信州
フルーツランド（もも狩りともも皿盛食べ放題）－ 熊谷（18:30 頃）－ 各出発地

イメージ

湧水豆腐のねぎ
とろ、豚ロース
の陶板焼き、虹
鱒の味噌包み焼
き、季節の野菜
の天婦羅、香の
物、味噌汁、ご
飯の昼食

出 発 日

旅行代金

８月２４日（水）

１０，８００円

各出発地 － 熊谷（7：00）－ 高速道 － 山中湖花の都公園（ひまわり畑見
学）－ 忍野八海（散策）－ 忍野（昼食）－ 河口湖ハーブ庭園（約 200 種
類のハーブと季節のお花見学）－ ぶどう狩り（
「藤稔」園内 30 分食べ放
題）－ 桔梗屋（工場自由見学とお買物）－ 熊谷（19:00 頃）－ 各出発地
コース番号 SS0173

標高 1000ｍの天空レストランで食事

「柿田川公園」＆人気のめんたいパーク伊豆

「三島スカイウォーク」とエメラルドブルーに輝く湧水群

信州もも買付けと中山晋平記念館＆小布施散策

甲州ワインビーフシチュー・サラダ・
ライス又はパン・コーヒー又は紅茶

イメージ

旅行代金

7月06日（水） 10,800円

旅行代金

明野さくらんぼ狩り園内食べ放題と萌木の村散策

イメージ

発

イメージ

イメージ

出 発 日

高級マスクメロン狩りと日本最長の富士を望む大吊橋

名物おざらと山梨産富士桜ポーク
しゃぶしゃぶ膳の昼食

出

戸隠そばの昼食

コース番号 SG0155

コース番号 SＧ0186

コース番号 S G0187

旅行代金

各出発地 － 熊谷（7：30）－ 高速道 － 大谷資料館（現地案内人と見学）

イメージ

イメージ

旅行代金

イメージ

日

500 円玉位の
大きさのプレ
ミアムぶどう
30 分食べ放題

7月03日（日）
10,800円
イメージ
7月26日（火）

イメージ

発

水を見学）－ 伊豆フルーツパーク（昼食とマンゴー１玉狩り）－ パワースポット箱根

イメージ

出

出

各出発地 － 熊谷（7：00）－ 高速道 － 柿田川湧水群（展望台から源である湧

山菜きのこせいろ御膳の昼食

サーモンのアーモンドソース・スープ・四
季サラダ・パン or ライス・コーヒー or ハ
ーブティーの昼食

旅行代金

地下採掘場跡、そこは２万平方メー
トルにも及ぶ大空間で、深さは 30
メートル、最も深いところでは地下
60 メートルもあるという巨大な地
下空間で、通常坑内の平均気温は
８℃前後で、真夏でもひんやり。

出
イメージ

発

日

イメージ

旅行代金

7月05日（火） 11,800円

各出発地 － 熊谷（7：30）－
高速道 － 明野さくらんぼ狩（園内食べ放
イメージ
題）－ まきば公園（まきばレストランにて昼食とミニソフトクリームのちょっぴり付き）
－ 萌木の村（個性的なショップ・レストラン・オルゴール博物館など自由
散策）－ チーズロール工房（お買物）－ 高速道 － 熊谷（19:00 頃）－ 各出発地

桜海老釜飯・箱根うどん鍋・
ジャンボアジフライの昼食

イメージ

イメージ

※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。

特選牛すき焼き膳と信州そば食べ放題の昼食

出 発 日

旅行代金

出 発 日

旅行代金

８月２１日（日）
９月１３日（火）

１１，８００円

８月７日（日）
８月９日（火）

９，８００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）－ 柿田川公園（展望台から源で
ある湧水を見学）－ 熊谷（18:30 頃）－ 各出発地

イメージ

各出発地 － 熊谷（7:00）－ 高速道 － JA ながの選果場（直売所にて信州
産もも買付）－ 中野（昼食）－ 中山晋平記念館（懐かしいメロディーを合
唱）－ 小布施（自由散策）－ 熊谷(19:00 頃) － 各出発地

