
日
帰
り

体験型ツアー③ 休日に楽しむ！かたくりの里散策と
陶芸・絵付け体験・北関東最大の
いちご団地であま～い・いちご食べ放題

体験型ツアー③ 休日に楽しむ！かたくりの里散策と
陶芸・絵付け体験・北関東最大の
いちご団地であま～い・いちご食べ放題

紫の可憐なお花の群生をピクニック気分でお散歩！
カップもしくはお皿に思い思いの絵を書いて思いでを作りましょう！
あまいあま～い　とちおとめ園内食べ放題

紫の可憐なお花の群生をピクニック気分でお散歩！
カップもしくはお皿に思い思いの絵を書いて思いでを作りましょう！
あまいあま～い　とちおとめ園内食べ放題

［見学料込・昼食付］

S-2020S-2020

1 発地（8：00頃）＝高速道＝かたくりの里（散策）＝益子焼（昼食・絵付け体験）＝JAはがのいちご団地（いちご狩り園内食べ放題）＝高速道＝発地（17：30頃）
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日
帰
り

［見学料込・昼食付］

甘くておいしい
イチゴ狩りと
甘くておいしい
イチゴ狩りと

1 発地（８：００頃）＝高速道＝三島スカイウォーク（見学・散策）＝内浦湾（昼食）＝めんたいパーク
伊豆（買い物）＝JA伊豆長岡いちご狩り（30分園内食べ放題）＝高速道＝発地（18：00頃）

S-2010S-2010

日
帰
り

［見学料込・昼食付］

見どころ

1 発地（８：００頃）＝高速道＝フルーツパーク（いちごザンマイ）＝ストーンエッグ（鉱石のヒミツ）＝里の駅いちのみや（昼食）＝ハーブ庭園（勝沼）＝高速道＝発地（１７：００頃）

日
帰
り

2月11日（火・祝日） 8,300円2月11日（火・祝日） 8,300円
［見学料込・昼食付］

素晴らしき日本の冬の風景！
忍野八海と山中湖ダイヤモンド富士鑑賞
素晴らしき日本の冬の風景！
忍野八海と山中湖ダイヤモンド富士鑑賞

冬ならではの日本の美風景！
茅葺屋根から望む富士山の眺めと美しい湧水
夕暮れからはダイヤモンド富士へ。ベストポジションに沈む
ダイヤモンド富士を船から鑑賞。カメラをお持ちください！

冬ならではの日本の美風景！
茅葺屋根から望む富士山の眺めと美しい湧水
夕暮れからはダイヤモンド富士へ。ベストポジションに沈む
ダイヤモンド富士を船から鑑賞。カメラをお持ちください！

見どころ

1 発地（8：30頃）＝高速道＝忍野八海＝河口湖（昼食）＝道の駅なるさわ（休憩）＝山中湖（ダイヤモンド富士・遊覧船）＝高速道＝発地（19：30頃）

S-2012S-2012

日
帰
り

2月9日（日） 8,600円2月9日（日） 8,600円
［見学料込・昼食付］

春を呼ぶ・真壁のひな祭りと
三ツ星いちごスカイベリーの食べ放題
春を呼ぶ・真壁のひな祭りと
三ツ星いちごスカイベリーの食べ放題

歴史ある街並み約160軒が参加する伝統とおもてなしの雛飾りの町散策と
栃木の百名山　皇海山（すかいさん）の名前から大空へ届くようなすばらしい
いちごの意味を持つ栃木限定甘くて大粒のいちごスカイベリーの食べ放題
地産地消のランチブッフェもお楽しみに！

歴史ある街並み約160軒が参加する伝統とおもてなしの雛飾りの町散策と
栃木の百名山　皇海山（すかいさん）の名前から大空へ届くようなすばらしい
いちごの意味を持つ栃木限定甘くて大粒のいちごスカイベリーの食べ放題
地産地消のランチブッフェもお楽しみに！

見どころ

2月6日（木） 10,000円2月6日（木） 10,000円

1 発地（８：００頃）＝高速道＝真壁のひなまつり（見学・散策）＝小山いちごの里（ランチブッフェ）・・・いちご狩り（スカイベリー食べ放題）＝高速道＝発地（１７：００頃）

S-2011S-2011

日
帰
り

1月8日（水） 5,500円1月8日（水） 5,500円
［昼食自由］

日本屈指の厄除けスポット川崎大師
初詣と横浜中華街
日本屈指の厄除けスポット川崎大師
初詣と横浜中華街

①初詣全国３位の大人気寺院！真言宗智山派　
　大本院　関東の厄除け大師
②横浜中華街の散策！おいしい中華食べちゃおう！

①初詣全国３位の大人気寺院！真言宗智山派　
　大本院　関東の厄除け大師
②横浜中華街の散策！おいしい中華食べちゃおう！

見どころ 見どころ

1 発地（８：００頃）＝高速道＝川崎大師・平間寺（初詣）＝横浜中華街（自由昼食・買物・散策）＝高速道＝発地（１８：００頃）

S-2003S-2003

日
帰
り

2月１９日（水） 10,800円2月１９日（水） 10,800円
［見学料込・昼食付］

美の殿堂・
岡田美術館 箱根路
美の殿堂・
岡田美術館 箱根路

２０１３年秋誕生！美と出会う楽しさを分かち合い
日本・中国・韓国を中心とする
古代から現代までの芸術品を楽しむ
アジアの文化を楽しむ優雅なひとときを堪能

２０１３年秋誕生！美と出会う楽しさを分かち合い
日本・中国・韓国を中心とする
古代から現代までの芸術品を楽しむ
アジアの文化を楽しむ優雅なひとときを堪能

見どころ

1 発地（７：３０頃）＝高速道＝岡田美術館（見学・足湯）＝元箱根（昼食）＝小田原・鈴廣（買物・休憩）＝発地（１７：３０頃）

S-2014S-2014

日
帰
り

2月28日（金） 8,100円2月28日（金） 8,100円
［見学料込・昼食付］

体験型ツアー①
焼き物を楽しむ！小砂焼手びねり体験
体験型ツアー①
焼き物を楽しむ！小砂焼手びねり体験

栃木県の伝統工芸・那須の御用邸の
青磁にも使われている小砂焼。
栃木の伝統工芸の文化に触れる
心落ち着くやすらぎのひととき　

栃木県の伝統工芸・那須の御用邸の
青磁にも使われている小砂焼。
栃木の伝統工芸の文化に触れる
心落ち着くやすらぎのひととき　

見どころ

1 発地（8：00頃）＝高速道＝小砂焼陶芸体験センター（手びねり体験）＝なかがわ水遊園（昼食・見学）＝道の駅 那須与一の郷（見学・休憩）＝高速道＝発地（17：30頃）

S-2015S-2015

日
帰
り

3月12日（木） 10,000円3月12日（木） 10,000円
［見学料込・昼食付］

房総半島応援ツアー！
花いっぱいの千倉と館山いちご狩り
房総半島応援ツアー！
花いっぱいの千倉と館山いちご狩り

①海辺に咲く　お花畑見学とお花狩り（花摘みは個人負担）
②新鮮な地魚・海の幸の昼食とお買い物
③紅ほっぺ・さちのか・章姫などのいちご狩り

①海辺に咲く　お花畑見学とお花狩り（花摘みは個人負担）
②新鮮な地魚・海の幸の昼食とお買い物
③紅ほっぺ・さちのか・章姫などのいちご狩り

見どころ

見どころ

1 発地（8：00頃）＝高速道＝千倉：お花狩り（花摘みは各自自由）＝館山（昼食・買物）＝館山
イチゴ狩りセンター（30分園内食べ放題）＝高速道＝発地（19：00頃）

S-2018S-2018

日
帰
り

［見学料込・昼食付］

体験型ツアー② 休日に楽しむ！
押し花コースターとお菓子の城
南ヶ丘牧場・アイスクリームつくり体験

体験型ツアー② 休日に楽しむ！
押し花コースターとお菓子の城
南ヶ丘牧場・アイスクリームつくり体験

誰でも出来ちゃう、手作りの楽しさを体験する
可愛らしい押し花コースターと美味しい美味しい牛乳を使った
アイスクリームつくり体験。高原の１日をお楽しみください。

誰でも出来ちゃう、手作りの楽しさを体験する
可愛らしい押し花コースターと美味しい美味しい牛乳を使った
アイスクリームつくり体験。高原の１日をお楽しみください。

見どころ

1 発地（8：00頃）＝高速道＝那須高原（押し花コースターとお菓子作り体験）・お菓子の城＝南ケ丘
牧場（ジンギスカンの昼食とアイスクリームつくり体験・散策）＝高速道＝発地（18：00頃）

S-2019S-2019

日
帰
り

3月1日（日） 6,300円3月1日（日） 6,300円
［見学代込・昼食付］

成田山・梅祭り観梅会と
頭上を飛ぶ ど迫力！航空機の離発着を間近で見られる
さくら山公園

成田山・梅祭り観梅会と
頭上を飛ぶ ど迫力！航空機の離発着を間近で見られる
さくら山公園

千葉県に初春の訪れを告げる成田山公園の観梅会と
航空機を間近でご覧いただける数少ないスポット！
千葉県に初春の訪れを告げる成田山公園の観梅会と
航空機を間近でご覧いただける数少ないスポット！

1 発地（８：００頃）＝高速道＝成田山公園・新勝寺（梅まつり見学・参拝）＝成田（昼食）＝成田市さくらの山・空の駅さくら館（見学・散策）＝高速道＝発地（18：00頃）

S-2016S-2016

日
帰
り

2月1日（土） 8,500円2月1日（土） 8,500円
［見学料込・昼食付］

見どころ

1 発地（8：00頃）＝高速道＝西湖樹氷まつり（見学）＝河口湖（昼食）＝富士花鳥園（見学）＝高速道＝発地（18：00頃）

日
帰
り

［昼食自由］

1 発地（７：００頃）＝高速道=皇居一般参賀＝東京タワー（自由昼食・買物）＝巣鴨とげぬき地蔵（初詣）商店街（散策）＝高速道＝発地（１８：００頃）

S-2001S-2001

日
帰
り

［昼食自由］

1月2日（木） 5,000円1月2日（木） 5,000円

令和になって初めての
皇居一般参賀と巣鴨とげぬき地蔵初詣
令和になって初めての
皇居一般参賀と巣鴨とげぬき地蔵初詣

①皇居二重橋を渡り天皇陛下新年の挨拶
②東京タワーで自由昼食と買物・増上寺参拝も行かれます
③とげぬき地蔵の初詣と商店街散策

①皇居二重橋を渡り天皇陛下新年の挨拶
②東京タワーで自由昼食と買物・増上寺参拝も行かれます
③とげぬき地蔵の初詣と商店街散策

見どころ

1 発地（８：００頃）＝高速道=成田山新勝寺（参拝・自由昼食）＝高速道＝発地（１７：００頃）
※護摩札は当日お渡し致します

S-2002S-2002

日
帰
り

［食事自由］

見どころ

1 発地（６：００頃）＝高速道＝百里基地 航空祭（基地内自由行動・自由昼食）＝高速道＝発地（１８：００頃）
※基地内で飲食の販売はございますが、レジャーシート・お弁当お持ちいただいても結構です。

日
帰
り

12月3日（火） 5,500円12月3日（火） 5,500円
［食事自由］

１年の祭りの締めくくりは埼玉で！

日本三大曳山《秩父夜祭》
１年の祭りの締めくくりは埼玉で！

日本三大曳山《秩父夜祭》
見どころ

1 発地（１２：００頃）＝高速道＝花園フォレスト（休憩）＝秩父夜祭（自由見学・自由夕食・現地出発２２：００頃）＝高速道＝発地（０：００頃）

S-1951S-1951

日
帰
り

12月15日（日）〈大安〉 8,000円12月15日（日）〈大安〉 8,000円
［見学料込・昼食・ご当地スイーツおやつ付］

宝くじで高額当選者続出！
酒列磯前神社参拝と
那珂湊漁港でお買い物

宝くじで高額当選者続出！
酒列磯前神社参拝と
那珂湊漁港でお買い物

令和元年最後の金運だめし！亀の石像をなでなでして、本堂で金運お守りを
買って帰りに宝くじを買いましょう！今年の夢のビッグチャンス！
令和元年最後の金運だめし！亀の石像をなでなでして、本堂で金運お守りを
買って帰りに宝くじを買いましょう！今年の夢のビッグチャンス！見どころ

1 発地（８：００頃）＝高速道＝酒列磯前神社（参拝）＝ひたちなか（昼食）宝くじ売場（立寄）＝
那珂湊お魚いちば（買い物）＝めんたいパーク大洗（見学）＝高速道＝発地（１８：００頃）

S-1952S-1952

［見学料込・昼食付］［見学料込・昼食付］

見どころ

1 発地（８：００頃）＝塙保己一記念館（見学）＝渋沢栄一記念館（見学）＝道の駅めぬまメロード
（昼食・買物）＝妻沼聖天さま（見学）＝荻野吟子記念館（見学）＝発地（１７：００頃）

S-2005S-2005日
帰
り

アンコール企画！2021大河ドラマ天を衝け決定記念！
新一万円札の顔！渋沢栄一を中心とした
埼玉の偉人めぐり塙保己一と荻野吟子記念館

アンコール企画！2021大河ドラマ天を衝け決定記念！
新一万円札の顔！渋沢栄一を中心とした
埼玉の偉人めぐり塙保己一と荻野吟子記念館

1月21日（火） 7,300円1月21日（火） 7,300円
［見学料込・昼食付］［見学料込・昼食付］

①最新の技術で再現する“光と音の秩父夜祭”まつり会館
②山芋料理の鬼ころりとあったか観音そば・うどんの昼食
③この時期しか見ることの出来ない氷柱の自然の芸術美

①最新の技術で再現する“光と音の秩父夜祭”まつり会館
②山芋料理の鬼ころりとあったか観音そば・うどんの昼食
③この時期しか見ることの出来ない氷柱の自然の芸術美

見どころ

1 発地（８：００頃）＝高速道＝道の駅はなぞの（休憩）＝秩父まつり会館（見学）・・・観音茶屋
（昼食）＝三十槌の氷柱（見学）＝花園フォレスト（買物）＝高速道＝発地（１８：００頃）

S-2006S-2006日
帰
り

秩父小鹿野名物！
鬼ころりの昼食と三十槌の氷柱
秩父小鹿野名物！
鬼ころりの昼食と三十槌の氷柱

1月26日（日） 13,000円1月26日（日） 13,000円
［見学料込・昼食付］［見学料込・昼食付］

世界のミシュランで三ツ星を獲得した観光地　高尾山
真言宗智山派の薬王院を参拝　
奥高尾の広大な敷地にたたずむ隠れ屋敷で
旬の厳選素材を楽しむ風雅なひととき

世界のミシュランで三ツ星を獲得した観光地　高尾山
真言宗智山派の薬王院を参拝　
奥高尾の広大な敷地にたたずむ隠れ屋敷で
旬の厳選素材を楽しむ風雅なひととき

見どころ

1 発地（8：00頃）＝高速道＝駐車場・・・高尾山ケーブルカー・・・薬王院・・・ケーブルカー～
駐車場～うかい鳥山（いろり鶏炭火焼と佐久鯉コース）＝高速道＝発地（１７：００頃）

S-2008S-2008日
帰
り

高尾山薬王院参拝と合掌造りの趣
うかい鳥山
高尾山薬王院参拝と合掌造りの趣
うかい鳥山

12月1日（日） 6,300円12月1日（日） 6,300円

百里基地 航空祭２０１９百里基地 航空祭２０１９
航空自衛隊のアクロバット飛行チーム
ブルーインパルスのショーや
F-4 RF-4 F-15 T-4の展示飛行
救難隊の救難展示など間近でご覧いただけます。

航空自衛隊のアクロバット飛行チーム
ブルーインパルスのショーや
F-4 RF-4 F-15 T-4の展示飛行
救難隊の救難展示など間近でご覧いただけます。

S-1950S-1950

※宝くじはご自由にお買い求め
ください。地元に戻ってからでも
良いと思います。現在の所・12月
20日頃まで発売予定

※宝くじはご自由にお買い求め
ください。地元に戻ってからでも
良いと思います。現在の所・12月
20日頃まで発売予定

①1月5日（日） ②1月10日（金）①1月5日（日） ②1月10日（金）
【交通安全・家内安全等護摩札承ります】【交通安全・家内安全等護摩札承ります】

4,300円4,300円

成田山新勝寺初詣成田山新勝寺初詣

5,800円5,800円

①江戸時代の国学者本庄市　塙保己一 
②新一万円札の顔・日本の実業家　深谷市　渋沢栄一
③2021年大河ドラマは渋沢栄一の物語決定！お楽しみに！
④埼玉の小日光・極彩色の彫刻と重要文化財　妻沼の聖天山
⑤近代日本における最初の女性医師　熊谷市　荻野吟子

①江戸時代の国学者本庄市　塙保己一 
②新一万円札の顔・日本の実業家　深谷市　渋沢栄一
③2021年大河ドラマは渋沢栄一の物語決定！お楽しみに！
④埼玉の小日光・極彩色の彫刻と重要文化財　妻沼の聖天山
⑤近代日本における最初の女性医師　熊谷市　荻野吟子

①冬の風物詩 高さ10Mにもなる樹氷は迫力満点です
②昼食は山梨名物 身体の芯まであたたまる ほうとうをご賞味！
③圧巻のベゴニア富士山がお出迎え！1200株のベゴニアや女王の耳飾りと
　言われるフクシアも約300品種ございます。世界のフクロウもお楽しみに！

①冬の風物詩 高さ10Mにもなる樹氷は迫力満点です
②昼食は山梨名物 身体の芯まであたたまる ほうとうをご賞味！
③圧巻のベゴニア富士山がお出迎え！1200株のベゴニアや女王の耳飾りと
　言われるフクシアも約300品種ございます。世界のフクロウもお楽しみに！

S-2009S-2009氷の祭典！西湖樹氷祭りと花・花・花・満開の
ベゴニア温室とフクロウショー富士花鳥園
氷の祭典！西湖樹氷祭りと花・花・花・満開の
ベゴニア温室とフクロウショー富士花鳥園

①1月19日（日） ②2月13日（木） ③3月14日（土）①1月19日（日） ②2月13日（木） ③3月14日（土）

海の幸・絶景の
三島スカイウォーク
海の幸・絶景の
三島スカイウォーク

①静岡の品種・章姫や紅ほっぺのイチゴ園内食べ放題　　　　　　　　
②内浦湾でプリップリの新鮮なお刺身や金目鯛の煮付けの昼食
③日本最高の富士山を日本最長の橋から一望
　400メートルのウォークビュー・天井いっぱいに広がる花のスカイガーデン

①静岡の品種・章姫や紅ほっぺのイチゴ園内食べ放題　　　　　　　　
②内浦湾でプリップリの新鮮なお刺身や金目鯛の煮付けの昼食
③日本最高の富士山を日本最長の橋から一望
　400メートルのウォークビュー・天井いっぱいに広がる花のスカイガーデン

S-2013S-2013甲州の美味しいものい～っぱい！

鉱石のヒミツを探る旅
甲州の美味しいものい～っぱい！

鉱石のヒミツを探る旅
①30分いちご狩り園内食べ放題と１パックお土産いちご詰め放題にチャレンジ！
②ビーフとポーク２種類のお肉が入ったロースト丼と名物ほうとうと銘菓　黒玉のおやつ付の昼食
③桔梗屋と金精軒 ２種類の信玄餅のお土産食べ比べ！
④日本最大、紅水晶の原石を触ってパワー注入！

①30分いちご狩り園内食べ放題と１パックお土産いちご詰め放題にチャレンジ！
②ビーフとポーク２種類のお肉が入ったロースト丼と名物ほうとうと銘菓　黒玉のおやつ付の昼食
③桔梗屋と金精軒 ２種類の信玄餅のお土産食べ比べ！
④日本最大、紅水晶の原石を触ってパワー注入！

2月16日（日） 9,900円2月16日（日） 9,900円 3月22日（日） 大人8,800円 小学生6,000円 幼児4,500円3月22日（日） 大人8,800円 小学生6,000円 幼児4,500円

3月29日（日） 大人8,300円 小学生5,800円 幼児4,300円3月29日（日） 大人8,300円 小学生5,800円 幼児4,300円
※絵付けの体験は当日お持ち帰りは出来ません。島田観光にて受け取りとなります。※絵付けの体験は当日お持ち帰りは出来ません。島田観光にて受け取りとなります。

見どころ


