
 10・11・12月の秋冬ツアーにおすすめ！

貸切バスで行く日帰りバスツアー①
　１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。 ２．旅行代金5,600円～8,800円からGoToトラベル事業による

　給付金1,900 円～2,800円を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。    ３．旅行代金に応じた地域共通

　クーポンが付与されます。  　４．給付金の受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されます。

　当社およびGoToトラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領(代理受領)致しますので、お客様は旅行代金に

　対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。

　なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社およびGoToトラベル

　事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

 ※希望日に出発が出来ます。 ※各コース19名以下の料金はお問い合わせ下さい。

 ※旅行代金は東京23区の発着を基準としています。その他の発着場所をご希望の場合はお問い合わせください。

 

　
※おみやげ付き

ぶどう狩り食べ放題付き！
長瀞渓谷の岩畳で散策＆食べ歩き

※体験料込み

24名～27名

34名～39名 7,600円

Bコース

7,200円

　新宿(希望地より出発ＯＫ)　9：00出発　→　マザー牧場(昼食付コースあり 11：00～15：30)　→
コース

海ほたる(お土産･休憩 16：30～17：00)　→　新宿18：00到着　　

20名～23名 8,000円

承ります。天然氷のかき氷を食べながら岩畳を散策!!

秩父

長瀞

参加人数 お1人様旅行代金

6,200円

24名～27名 8,200円

現在GoToトラベルは休止中です

メッツァビレッジで北欧気分を満喫、

レトロな街並みで食べ歩きが楽しい小江戸川越散策

コース
　新宿(希望地より出発ＯＫ)　9：00出発　→　秩父・長瀞(自由散策又はオプション:長瀞ライン下り 11：30～14：00)　→

　小松沢レジャー農園(ぶどう狩り 14：30～15：30)　→　新宿18：00到着　　※ぶどう狩りシーズン終了時は秩父地場産センターに立ち寄り

28名～33名 8,200円

20名～23名 9,000円

※入場料込み ふれあえるマザー牧場で遊ぼう！
自然に囲まれた環境で動物たちと

40名以上

34名～39名

28名～33名

6,000円

6,600円

7,200円 現在GoToトラベルは休止中です

6,800円

コース
　新宿(希望地より出発ＯＫ)　9：00出発　→　メッツァビレッジ(ショッピング･散策 11：00～12：30)　→

小江戸川越(自由散策 13：30～16：30)　　→　新宿18：00到着　　

飯能

川越

参加人数 お1人様旅行代金 給付額 地域共通クーポン お支払い実額

40名以上 5,600円

20名～23名 7,600円

6,800円

28名～33名 6,800円 現在GoToトラベルは休止中です

34名～39名

Cコース 飯能で北欧の世界へダイブ！
メッツァビレッジ＆小江戸川越散策

24名～27名

新型コロナ診断見舞金
補償制度加入で安心！

マザー牧場では名物のジンギスカン付コースや

カレー作りが出来るデイキャンプコースに変更ＯＫです！

房総

半島

参加人数 お1人様旅行代金 給付額 地域共通クーポン お支払い実額

Aコース

給付額 地域共通クーポン お支払い実額

オプションで長瀞ライン下りお1人様￥1,600にて予約

40名以上



 10・11・12月の秋冬ツアーにおすすめ！

貸切バスで行く日帰りバスツアー②
　１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。 ２．旅行代金5,600円～8,000円からGoToトラベル事業による

　給付金1,900 円～2,800円を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。    ３．旅行代金に応じた地域共通

　クーポンが付与されます。  　４．給付金の受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されます。

　当社およびGoToトラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領(代理受領)致しますので、お客様は旅行代金に

　対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。

　なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社およびGoToトラベル

　事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

 ※希望日に出発が出来ます。 ※各コース19名以下の料金はお問い合わせ下さい。

 ※旅行代金は東京23区の発着を基準としています。その他の発着場所をご希望の場合はお問い合わせください。

新型コロナ診断見舞金
補償制度加入で安心！

横浜 　定番の名所から最新エリアまで楽しめる街

みなとみらい 　八景島シーパラダイスで使える食事券1,000円付き！

Dコース 横浜の人気スポットを巡ろう！
※食事券込み みなとみらい・中華街・八景島!!

参加人数 お1人様旅行代金 給付額 地域共通クーポン お支払い実額

40名以上 6,000円

34名～39名 6,600円

現在GoToトラベルは休止中です28名～33名 7,200円

24名～27名 7,200円

20名～23名 8,000円

コース
　新宿(希望地より出発ＯＫ)　8：30出発　→　みなとみらい＆中華街(赤ﾚﾝｶﾞ･ｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ･山下公園など自由散策 10：00～13：00)

　　→　八景島ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ(有料施設は各自支払い 13：30～16：00)　→　新宿18：00到着　　

箱根 「鈴廣かまぼこの里」にて『かまぼこバー』の体験付き!

小田原 箱根湯本から登山電車やケーブルカーでの観光も可能です

Eコース 関東を代表する観光地箱根と
※体験料込み 日本100名城のひとつ小田原城を散策！

参加人数 お1人様旅行代金 給付額 地域共通クーポン お支払い実額

40名以上 5,800円

34名～39名 6,400円

現在GoToトラベルは休止中です28名～33名 7,200円

24名～27名 7,200円

20名～23名 8,000円

コース
　新宿(希望地より出発ＯＫ)　9：00出発　→　箱根湯本(自由散策 11：00～13：40)　→　鈴廣かまぼこの里(13：50～14：30)　

　　→　小田原城(自由散策･天守閣は別途有料 14：45～16：30)　→　新宿18：00到着

江の島 　江の島で行列のできる人気店「あさひ本店」の

鎌倉 　名物『丸焼きたこせんべい』引換券付き！

Fコース  何度でも行きたい人気スポット！
※引換券込み 江の島・鎌倉で観光とグルメを満喫!!

参加人数 お1人様旅行代金 給付額 地域共通クーポン お支払い実額

40名以上 5,600円

34名～39名 6,200円

現在GoToトラベルは休止中です28名～33名 6,800円

24名～27名 6,800円

20名～23名 7,600円

コース
　新宿(希望地より出発ＯＫ)　9：00出発　→　江の島周辺(自由散策 11：00～13：00)　→　江ノ電で各自移動

　　→　鎌倉駅周辺(自由散策 15：00～16：00)　→　新宿18：00到着



 10・11・12月の秋冬ツアーにおすすめ！

貸切バスで行く日帰りバスツアー③
　１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。 ２．旅行代金5,600円～8,000円からGoToトラベル事業による

　給付金1,900 円～2,800円を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。    ３．旅行代金に応じた地域共通

　クーポンが付与されます。  　４．給付金の受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されます。

　当社およびGoToトラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領(代理受領)致しますので、お客様は旅行代金に

　対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。

　なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社およびGoToトラベル

　事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

 ※希望日に出発が出来ます。 ※各コース19名以下の料金はお問い合わせ下さい。

 ※旅行代金は東京23区の発着を基準としています。その他の発着場所をご希望の場合はお問い合わせください。

　オプション:学生団体フリーパス券付￥1,800upとなります

新型コロナ診断見舞金
補償制度加入で安心！

富士急 『ﾄﾞ･ﾄﾞﾝﾊﾟ』『FUJIYAMA』『高飛車』等の絶叫系は勿論、

ハイランド 苦手な方はﾎﾗｰ系やﾌｧﾐﾘｰ向けのｱﾄﾗｸｼｮﾝも多数あります！

Gコース みんな大好き富士急ハイランド
※富士急ﾁｹｯﾄ付 入園＋アトラクション3回券付き

参加人数 お1人様旅行代金 給付額 地域共通クーポン お支払い実額

40名以上 7,800円

34名～39名 8,400円

現在GoToトラベルは休止中です28名～33名 9,200円

24名～27名 9,200円

20名～23名 9,800円

コース
　新宿(希望地より出発ＯＫ)　8：30出発　→　富士急ハイランド(自由行動 10：15～16：15 約6時間滞在)　→　新宿18：00到着

伊豆 常に賑わう人気ｽﾎﾟｯﾄ沼津港でたっぷり2時間半の自由行動

沼津 海鮮食べ歩き、深海水族館、遊覧船も楽しめます！

Hコース 人気の伊豆で海鮮食べ歩き
※体験料込み いちご狩り体験30分食べ放題付！

参加人数 お1人様旅行代金 給付額 地域共通クーポン お支払い実額

40名以上 7,000円

34名～39名 7,600円

現在GoToトラベルは休止中です28名～33名 8,600円

24名～27名 8,600円

20名～23名 9,400円

コース
　新宿(希望地より出発ＯＫ)　9：00出発　→　沼津港(自由散策 11：30～14：00)　→

　江間いちご狩りセンター(いちご狩り体験 14：30～15：30)　→　新宿18：00到着　　　※いちご狩りシーズン終了時はめんたいパークに変更

東京 しながわ水族館を東京タワー(メインデッキ)に変更OK!

都内 浅草観光ではスカイツリーやソラマチにも行けます！！

Jコース 東京観光の人気スポットを巡るコース
※入館料・船代込み 水上バスでの隅田川クルーズ付き！

参加人数 お1人様旅行代金 給付額 地域共通クーポン お支払い実額

20名～23名 8,200円

コース
　新宿(希望地より出発ＯＫ)　9：00出発　→　しながわ水族館(10：00～11：30)　→　羽田空港(自由昼食・展望デッキなど：12：00～13：15)

　　　　→　日の出桟橋(水上バスにて移動／13：55発→14：35着)　→　浅草（自由散策：約3時間）17：30発　→　新宿18：00到着

40名以上 6,400円

34名～39名 6,800円

現在GoToトラベルは休止中です28名～33名 7,400円

24名～27名 7,400円


