サンツアー

７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。

すごいお得な県民割のご案内

対象 埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県・神奈川県

GO TOトラベルキャンペーンのご案内

参加条件
① 埼玉県及び支援対象地域の居住者
② 新型コロナウイルスワクチン 3 回接種済（埼玉県は 2 回以上接種済）又は PCR 検査・抗原定量検査の陰
性検査結果が確認できる方
③ 当日、上記を証明する証憑の提示（コピー可）※当日、お住まいの地域を確認するため、証明書提示が必要です。
茨城県民割「いば旅あんしん割」対象

コース番号 SS0208

℡048-522-5621

コース番号 SS0197

7月13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9月以降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 SS0173
栃木県民割「県民一家族一旅行」対象 コース番号 SG0172

信州もも買付けと
中山晋平記念館＆小布施散策

Ｗ狩り体験！桃狩り（2 個もぎ取りと 1 個試食＆巨峰狩り（1 房狩りと試食）
巨大地下空間「大谷資料館」と案内人と竹林「若竹の社」散策

那珂湊「市場寿し」にて大ネタ回転
寿司食べ放題の昼食（50 分間）

宇都宮「月山」豆腐とゆばの昼食

もも狩り２個もぎ取りと 1 個試食

特選牛すき焼き膳と
信州そば食べ放題の昼食

イメージ

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）

イメージ

出発日

旅行代金（お一人様） 割引金額 お支払実額 地域観光クーポン付

11,800円

イメージ
8月23日（火）

5,000円 6,800円

2,000円

各出発地 － 熊谷（7:30 ）－ 高速道 － JAXA 筑波宇宙センター（展示館
スペースドームなど自由見学）－ かねふくめんたいパーク（工場自由見学
とお買物）－ 那珂湊（市場寿しにて寿司食べ放題の昼食と海産物のお買
物）－笠間稲荷神社（参拝）－ 高速道 － 熊谷（18：30 頃）－ 各出発地
コース番号 SG0167

世界文化遺産三保の松原（するが企画観光局提供）

出 発 日

旅行代金

８月７日（日）

１０，８００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
特産品のお買物）－田丸屋（わさび工場見学とお買物）－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さい） － 熊谷（19：30 頃）－ 各出発地

イメージ

出 発 日

旅行代金

出発日

８月７日（日）
８月９日（火）

９，８００円

８月２０日（土）

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
コース番号 SS0193

コース番号 SG0155

高級マスクメロン狩りと日本最長の富士を望む大吊橋
「三島スカイウォーク」とエメラルドブルーに輝く湧水群

「柿田川公園」＆人気のめんたいパーク伊豆

栃木巨峰狩り 1 房狩りと試食

イメージ

ここだけの景色を堪能「富士山清水みなとクルーズ」

旅行代金

12,800円

８月２６日（金）

割引金額

2,000円

お支払実額

10,800円

地域観光クーポン付

1,000円

各出発地 － 熊谷（8：00）－高速道－大谷資料館（自由見学）－若竹の杜（現
地案内と竹林の散策）－宇都宮（昼食）－宇都宮ろまんちっく村（地元農産
物などのお買物）－桃狩り＆ぶどう狩り（体験）－ 熊谷（18:00 頃）－ 各出発地

神奈川県民割「かながわ旅割」対象

コース番号 ST0492

＆360 度の絶景「日本平夢テラス」
まぐろ一船買い問屋「バンノウ水産」にて自慢のまぐろ料理

山菜きのこせいろ御膳の昼食

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

メロン食べ放題
イメージ

桃食べ放題１箱お土産付

出 発 日

８月２日（火）

旅行代金

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

※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。
イメージ

桜海老釜飯・箱根うどん鍋・
ジャンボアジフライの昼食

出 発 日

旅行代金

出 発 日

８月２１日（日）
９月１３日（火）

１１，８００円

７月３１日（日）
８月２８日（日）

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

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

500 円玉位の
大きさのプレ
ミアムぶどう
30 分食べ放題
戸隠そばの昼食

イメージ

イメージ

出 発 日

旅行代金

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

旅行代金

１１，８００円

箱根観光協会提供

出発日
まぐろ三昧 7 種盛り膳の昼食

各出発地 － 熊谷（7：00）－ 高速道 － 清水（ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾗｻﾞ内のバン
ノウ水産にて昼食と海産物や特産品のお買物）～ 富士山清水みなとクルーズ
（風光明媚な清水港をゆったりとめぐる遊覧船）～ 日本平夢テラス（360
度の大パノラマをお楽しみください）－ 熊谷（19：00 頃）－ 各出発地

群馬県民割「愛郷ぐんまプロジェクト」対象

イメージ

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）－
イメージ 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

鍋・刺身・天ぷら・焼魚・サラダ・
手作り豆腐・出汁巻き玉子・白飯の昼食

富士山清水港クルーズ㈱提供

コース番号 ST0411

2020 年に完成した八ッ場ダム本体を案内人と見学ダム本体天端（ダム上部）も見学！ ＆
溶岩の芸術「鬼押出し園」とめんたいパーク群馬！

完成した八ッ場ダム

ダム本体の上部
（天端）は歩行者
専用で一般開放さ
れております。

8月21日（日）

旅行代金（お一人様） 割引金額 お支払実額 地域観光クーポン付

10,000円

神奈川県民割「かながわ旅割」対象

コース番号 ST0437

のんびり古都鎌倉「鶴岡八幡宮」と
鎌倉殿 13 人【大河ドラマ館】＆江の島散策

イメージ

鎌倉わかみやのて浜焼き御膳の昼食

鶴岡八幡宮提供

出発日

旅行代金（お一人様）

割引金額

お支払実額

出発日

7月31日（日）
8月28日（日）

10,000円

5,000円

5,000円

8月30日（火）
9月25日（日）

各出発地－熊谷（8:00）－高速道－八ッ場ダム見学（車内にて案内人が八ッ場ダム
周辺案内とダム本体の上部を下車案内※現場の状況で見放台に変更の場合あ
り）－浅間酒造観光センター（昼食とお買物）－北軽井沢「鬼押し出し園」
（園内を散策）－めんたいパーク群馬（工場見学とお買物）－熊谷(18:30 頃)－各出発地

2,000円

各出発地 － 熊谷（7：00）－ 高速道 － 箱根神社（参拝）－ 箱根関所
（昼食）－ 箱根関所跡港 ～ 芦ノ湖遊覧船 ～ 箱根園港 － 大涌谷（見学）
－ えびせんべいの里（お買物）－ 熊谷（18:30 頃）－ 各出発地

イメージ

八ッ場ダム御膳の昼食・八ッ場
ダム焼酎（300ml）1 本お土産付

5,000円 5,000円

旅行代金（お一人様） 割引金額 お支払実額 地域観光クーポン付

10,800円
10,800円

5,000円 5,800円
2,000円
現時点では対象外

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（鎌倉殿大河ドラマ館入場見学と鶴岡八幡宮や小
町通りなど自由散策。120 分）－高速道－ 熊谷（18:30 頃）－各出発地

