コース番号 ST0491

神奈川県民割「かながわ旅割」対象

コース番号 SP0066

超高級ぶどう！信州シャインマスカット２房狩り＆りんご園内食べ放題と小布施散策

世界でも貴重な産業遺産『浦賀レンガドック見学ツアー』＆横須賀港ご当時クルーズ「YOKOSUKA 軍港めぐり」
5 種舟盛り（まぐろ・赤海老・旬漁 3 種）
・
天婦羅・天然かじめ汁などの昼食

横須賀軍港めぐり

限定 1 本

イメージ

出発日
8月28日（日）

旅行代金（お一人様） 割引金額

11,800円

お支払実額

地域観光クーポン付

5,000円 6,800円

2,000円

出発日

10 月 2 日（日）
10 月 4 日（火）
りんご狩り
園内食べ放題

旅行代金

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

イメージ
イメージ

海上自衛隊の艦船を案内人付で 45 分間クルーズ）－ 久里浜（昼食とおみやげ市場でお買物）

円

－ 浦賀レンガドッグ（専門ガイドのご案内付きで見学）－ 熊谷（18:30 頃）－ 各出発地

栃木県民割「県民一家族一旅行」対象

コース番号 SG0196

世界遺産「輪王寺」にて世界に一つだけのお守り作り体験
＆栃木巨峰３房もぎ取り狩り体験と試食
日光ゆばちらしの昼食

コース番号 SG0174

コース番号 SH0015

上高地ハイキング【約 3 時間半のフリータイム】

高級マスクメロン 1 玉狩り

河童橋

イメージ

出発日

幅 3.1m・長さ 36.6m の橋
で、梓川の澄んだ流れに架け
られた上高地のシンボル。
橋から望む絶景が有名。

イメージ

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

12,800円

8月27日（土）

2,000円 10,800円

出

※ぶどう狩りは生育状況によりお土産になる場合があります。

コース番号 ST0437

戸隠神社「奥社」・
「九頭龍社」・
「中社」参拝
2022 年 4 月オープンの飯縄高原「森の駅 Daizahoushi」
イメージ

日

旅行代金

7月31日（日）
9,800円
8月29日（月）

1,000円

各出発地－熊谷（8:00）－高速道－輪王寺（専門の案内人とご参拝＆お守り
作り体験）－日光（昼食と日光名産品のお買物）－日光ろばた漬け（試食とお
買物）－日光おかき工房（試食とお買物）－いわふねフルーツパーク（栃木巨
峰 3 房狩りもぎ取り体験と試食）－熊谷(18:00 頃)－各出発地

発

各出発地 － 熊谷（6:00）－ 高速道 － 沢渡 － 大正池・・・田代池・・・田代橋・・・
ウエストン碑・・・河童橋・・・バスターミナル（約 80 分のハイキング、
明神池へは河童橋から片道 60 分です。
）－ 熊谷（19:30 頃）－ 各出発地

千葉県民割「千葉とく旅キャンペーン」対象

コース番号 SS0051

海鮮浜焼き食べ放題＆海鮮丼ネタ乗せ放題と
館山の絶景スポット「崖観音で知られる大福寺」
リピーターが多 い浜 焼 き店
「 房 総 の駅 浜 焼 き屋 」 ！

牛鍋と松茸ご飯の昼食

各出発地 － 熊谷（7：00）－ 高速道 － りんご園（りんご狩り園内食べ放題）－ シャインマスカット狩
イメージ
（ぶどう園にて２房狩）－ 中野（昼食）－ 小布施（自由散策）－ 高速道 － 熊谷（18:30 頃）－ 各出発
地
コース番号 SG0178

高級マスクメロン 1 玉狩り＆巨峰園内食べ放題と
天然クーラー富士山五合目ドライブ・甲斐 武田神社

お弁当の昼食付

©︎上高地観光旅館組合

イメージ

イメージ

＆

山菜きのこせいろめし、ほうとう鍋、
富士桜ポークと地野菜のせいろ蒸し、
茶碗蒸しなどの昼食とマスクメロン
1/16 切れ付

新鮮な海の幸たっぷり海鮮丼の昼食

巨峰狩り園内食べ放題
イメージ

イメージ

出 発 日

旅行代金

９月１０日（土）

１３，８００円

イメージ

※天候・生育状況によりメロン狩りが不可の場合はお土産になる場合があります。

出 発 日

旅行代金

９月２１日（水）

１２，８００円

イメージ

各出発地 －熊谷（7:00）－高速道 －武田神社（武田信玄の御祭神参拝）－ぶどう狩り
（園内食べ放題）－ 笛吹（メロン 1 玉狩りと昼食・1/16 メロン試食付）－
冨士スバルライン－富士山五合目（小御嶽神社参拝）－熊谷（19:00 頃）－ 出発地

各出発地 － 熊谷（8:00 ）－ 高速道 － 筑波海軍航空隊記念館（ガイド付
きで館内見学）－ 酒列磯前神社（参拝・幸運の亀さんにも御祈願）－ 那珂
湊（昼食と海産物のお買物）－ 千代田（梨狩り園内食べ放題と栗拾い１㎏の
お土産と焼栗試食）－ 高速道 － 熊谷（18：30 頃）－ 各出発地

コース番号 SG0171

コース番号 SG0194

栃木巨峰 3 房狩り＆奥日光の名瀑
「竜頭の滝」世界遺産日光輪王寺参拝

超高級ぶどう！信州シャインマスカット２房狩りと
小布施栗拾い約 400g と小布施散策

日光ゆば料理と松茸ごはんの昼食

海鮮浜焼き食べ放題と
海鮮丼食べ放題の昼食

鴨汁と信州そば・栗おこわの昼食

イメージ

戸隠そばの昼食

出 発 日

イメージ

※戸隠神社「奥社・九頭龍社」の参道
を歩く際は歩きやすい服装・靴にて
ご参加ください。

８月 ３日（水）
８月２７日（土）

イメージ

旅行代金

出発日

９，３００円

8月 5日（金）
8月30日（火）

各出発地－熊谷（7:00）－高速道－戸隠神社奥社・九頭龍社参拝（参道入口
から奥社まで片道２キロの参道）－戸隠神社中社（参拝と戸隠そばの昼食）－
飯縄高原「森の駅 Daizahoushi」
（休憩）－熊谷（19:00 頃）－各出発地

神奈川県民割「かながわ旅割」対象

コース番号 ST0494

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

5,000円 5,800円

2,000円

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

茨城県民割「いば旅あんしん割」対象 コース番号 SG0195
梨狩りもぎたて園内食べ放題＆２キロお土産（6～8 個）付
パワースポット酒列磯前神社参拝

イメージ

旅行代金

１０，８００円

※ぶどう狩りは生育状況によりお土産になる場合があります。
各出発地 － 熊谷（8:00）－ 高速道 － いわふねフルーツパーク（巨峰 3
房狩りと試食付）－ 日光おかき工房（試食とお買物）－ 日光（昼食）－ 輪
王寺（専門の案内人とご参拝）－ いろは坂 － 竜頭の滝（見物）－ 中禅寺
湖（車窓）－ 草木湖 － 熊谷(18:30 頃) － 各出発地

出発日
8月27日（土）

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

14,800円

5,000円 9,800円

2,000円

各出発地 －熊谷（7：00）－高速道－横浜みなと博物館（日本丸と博物館見学）～横浜港クルーズ「ロ
イヤルウイング」（110 分のランチクルーズ）～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（18：30 頃）－各出発地

出発日
8月28日（日）
8月30日（火）

5,000円 7,500円

2,000円

各出発地－熊谷（8:00）－高速道－酒列磯前神社（参拝・幸運の亀さんにも御祈願）－ほし
いも専門店（お買物）－那珂湊（昼食と海産物のお買物）－千代田（梨狩り園内食べ放題と
2 ㎏のもぎとりお土産付）－高速道－熊谷（18：30 頃）－各出発地

旅行代金

１２，５００円

各出発地 － 熊谷（7：30）－ 高速道 － シャインマスカット狩（ぶどう園にて２房
狩）－ 中野（昼食）－ 小布施（栗拾い 400g・雨天時はお土産になります。）－
小布施（自由散策）－ 高速道 － 熊谷（19:00 頃）－ 各出発地

月・水・木・金 10:00～18:30 / 臨時休業 火・土

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

12,500円

出 発 日

９月２７日（火）

群馬名物まいたけ弁当の昼食

イメージ
イメージ

イメージ

尾瀬ヶ原ハイキング（滞在 5 時間）

酒列磯前神社の亀さん
をなでると御利益があ
ると評判です。
イメージ

イメージ

コース番号 SH0002

新鮮な海の幸たっぷり刺身・天ぷら定食の昼食

本格中国料理のランチバイキング

出 発 日

９月１１日（日）
９月２３日（金）

イメージ

出 発 日

旅行代金

８月２７日（土）
１０月 ２日（日）

９，８００円

各出発地－熊谷（6:00）－高速道－鳩待峠（5 時間のフ
リータイム）・・・至仏山荘・・・・・牛首・・・・至
仏山荘・・・・鳩待峠 －高速道－ 熊谷（17:30 頃）
－各出発地

