
鎌倉フリータイム
たっぷり4時間滞在！！

鎌倉大仏イメージ

旅行代金
お一人様7,980円

Ａ
宇都宮（営）【P】→
JR宇都宮駅西口（6:55出発予定）→
柳田車庫【P】→

11/ 20土・23祝

Ｂ佐野（営）【P】（6:25出発予定）→
栃木指定【P】→小山指定【P】→ 11/ 21日・27土

紅葉を満喫！！森林セラピー基地「赤城自然園」と
花と水の寺「青龍山　吉祥寺」
りんご狩りもお楽しみいただけます

各指定乗車地→赤城自然園（広大な敷地にある紅葉などの自然をお楽しみください。）→
原田農園（昼食とりんご狩り）→田園プラザ川場（日本一にも選ばれた道の駅で買い物）→
吉祥寺（紅葉を満喫！花と水の寺をご参拝）→各指定乗車地（17:45～18:50到着予定） 赤城自然園イメージ

Ａ旅行代金
お一人様10,980円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（7:20出発予定）→柳田車庫【P】→

11/  7 日・13土
Ｂ旅行代金

お一人様10,480円
佐野（営）【P】（7:20出発予定）→小山指定【P】→栃木指定【P】→

11/  3 祝・ 6 土

ミシュラン三ツ星！真っ赤に染まる『高尾山』と
黄金色のイチョウ並木のトンネル『国営昭和記念公園』
自然のオアシスで、美しい秋を満喫！！

各指定乗車地→清滝駅＋＋＋＋ケーブルカー＋＋＋＋高尾山駅‥‥徒歩約20分‥‥高尾山薬王院
（参拝）‥‥徒歩約20分‥‥高尾山駅＋＋＋＋ケーブルカー＋＋＋＋清滝駅→黄金色のイチョウ並木
のトンネルが美しい『国営昭和記念公園』（散策）→各指定乗車地（18:00～18:50到着予定）

高尾山イメージ

心を癒す「もみじ回廊」!河口湖もみじ祭りと
紅葉のスバルラインを抜けて
「富士山五合目」

河口湖もみじ祭りイメージ

旅行代金お一人様

8,980円

Ａ
宇都宮（営）【P】→
JR宇都宮駅西口（6:20出発予定）→
柳田車庫【P】→

11/ 27土・12/  5 日
Ｂ佐野（営）【P】（6:00出発予定）→

栃木指定【P】→小山指定【P】→ 11/ 21日・12/  4 土
各指定乗車地→
古都鎌倉散策（たっぷり約4時間滞在）→
各指定乗車地（18:15～19:10到着予定）

Ａルート

Ｂルート

各指定乗車地→河口湖もみじ祭り（もみじ回廊をお楽しみください）→
みはらし亭（ほうとう御膳の昼食）→スバルラインの紅葉を車窓より見学→
富士山五合目→各指定乗車地（19:20～20:30到着予定）

Ａ旅行代金
お一人様 11,980円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（7:05出発予定）→柳田車庫【P】→

11/ 13土・23祝
Ｂ旅行代金

お一人様 11,480円
佐野（営）【P】（7:05出発予定）→栃木指定【P】→小山指定【P】→

11/ 14日・20土
食事
朝 昼 夕
●× ×

食事
朝 昼 夕
×× ×

神奈川日帰り R-10 0H226 New!

食事
朝 昼 夕
●× ×

群馬日帰り R-10 0M093 New!

食事
朝 昼 夕
×× ×

東京日帰り R-10 0M095 New!

山梨日帰り R-10 0M094 New!

◆高尾山散策時、片道約20分  徒歩移動になります。◆ご旅行代金には、往復ケーブルカー代も含まれています。

【Ｐ】マークは無料駐車場あり！

宇都宮営業所【P】（砥上） ・ JR宇都宮駅西口 ・ 柳田車庫【P】

佐野営業所【P】・ 栃木指定駐車場【P】 ・ 小山指定駐車場【P】

※駐車台数は制限があります。 ※バスのお席割りは、当社にご一任願います。
※コースによって上記以外の乗車場所もございます。

３箇所集客で、 大幅に集客時間短縮になりました。

友だち登録でお得な情報をGET!

× @sae3310b
「友だち追加」から「ID検索」「QRコード」で
登録できます♪

高品質！＆ 安心価格！
facebook・メルマガ・twitter・LINEでも
お得な情報を配信中!!
PC・スマホサイトなら24時間予約OK！

とちのきツアーとちのきツアー2021, 号再開2021, 号再開とちのきツアー2021, 号再開

セーフティバスで安心の旅。
【みちのりグループ】（関東自動車・やしお観光・那須交通）又は同等バス会社でご案内致します。

貸切バスの安全性評価認定を受けているバス会社を利用・実施いたします。
2018年12月31日まで有効

旅行企画
実施 関東ツアーサービス㈱

名所案内・もてなしの達人

※同行しないツアーは別途明記いたします。

バスガイドが同行!

安心安全第一
安全をすべてに優先

無料駐車場完備
充実の無料駐車場が便利

自慢のグルメ企画
人気のグルメ企画が充実 TEL028-614-4433お申込み・お問合せ

TEL028-614-4433お申込み・お問合せ

17102119

Kanto
Tour
Service
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ツアー
とちのき
ツアー
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お待たせ
しました

！
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！
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とちのきツアーでは、お客様に安心してご参加いただけるよう
【 新型コロナウイルス感染対策 】を徹底いたしております。

※10月17日現在の状況でコース及び日程を作成致しました。今後の情勢や各施設の対応等に変化があった場合、ツアーの中止や予定施設および行程を変更する場合もございます。予めご了承ください。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策

ワクチン２回接種済み
ＰＣＲ検査・抗原定量検査の結果が陰性
のお客様に

新型コロナウイルス感染症対策の

◆ワクチンを２回接種し、２回目の接種から出発前日までに14日以上経過している方
◆出発日の３日前以降に採取した検体によるPCR検査・抗原定量検査の結果が陰性の方
※ワクチンを２回接種をされた証明のできる証書（予防接種済証、接種記録書、自治体が発行する接種証明書など）
※PCR検査・抗原定量検査の結果が記された通知書（書類、メール、Web画面など）

出発日当日に
ご提示ください

◆お電話よりお申込みされるお客様は、ご予約時【 キャッシュバック利用 】と係員にお伝えください。
◆ホームページよりお申込みされるお客様は、メッセージ欄に【 キャッシュバック利用 】とご記入ください。お願い

対 象

当日500円 キャッシュバック！！

または

２

６

バス車内、衛生管理の徹底、約５分で室内の空気を入れ替えることができます
バス車内は、次亜塩素酸水等を用いて清掃を実施しており、また、手指用にアルコール消毒液を設置しております。
車内の換気については、走行前後に可能な限り行い、エアコンを外気運転に設定しております。

環境にも優しく人体への安全性が証明されている無光触媒「エコキメラⓇ」は
光エネルギーを必要とせず、暗い車内でも24時間、消臭・抗菌効果を発揮し続けます。

３

当社添乗員・乗務員の体調管理・マスク着用の徹底・ワクチン２回接種済み
観光バスの出庫点呼時に検温と問診を実施し、体調管理には万全を期しております。
また、当社社員は全員マスクを着用、新型コロナウイルス感染症対策のワクチン２回接種済みです。

４

お客様の乗車前体調確認の徹底
お客様の体調確認ならびにツアー中のマスク着用・手指消毒・咳エチケット等の励行のお願いを致しております。
旅行当日、体調確認のチェックシートを提出頂いております。
なお、状況によってはご参加の自粛を要請させていただく場合もございます。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

５

バス車内に抗ウイルス抗菌コーティング
『エコキメラⓇ』を施したバスをご用意１

バス座席は、ご夫婦などのグループ内では相席となります。他のグループの方との相席はございません。

バス車内での食事はご遠慮いただいております。また、飲酒もお控えください。



仲卸市場イメージ

那珂湊お買物ツアー&デカネタ回転寿司食べ放題
水戸の新名所「二の丸角櫓・大手門と弘道館」見学

にぎり寿司食べ放題
イメージ

各指定乗車地→那珂湊（回転寿司食べ放題の昼食と市場でお買
物）→めんたいパーク大洗（お買物・ちょっぴりプレゼント付
き）→水戸城址（二の丸角櫓、大手門見学）→各指定乗車地
（16:40～18:00到着予定）

各指定乗車地→軽井沢ブルワリー工場（日本画家・千住博画伯の絵画が展
示された、まるで美術館のような工場＆造りたての生ビールの試飲、お土
産1本付き）→おぎのや横川店（横川駅名物、峠の釜めしをお召し上がり
ください）→こんにゃくパーク（人気のこんにゃくバイキングもお楽しみ
に♪）→ガトーフェスタ　ハラダ本社（人気の工場見学&限定ラスクの試
食付き）→各指定乗車地（17:50～19:10到着予定）

軽井沢ブルワリー工場イメージ

写真提供：岐阜県白川村役場

クラフトビールイメージ

『THE軽井沢ビール』工場
ガトーフェスタハラダ&
人気のこんにゃくパーク見学
大人の社会科見学!嬉しいお土産付き♪

大人の贅沢旅。
和倉温泉『のと楽』に泊まる！
世界遺産  白川郷&
古都、飛騨高山の古い町並み
ときには贅沢なゆとり旅もいいもの。

旅行代金
お一人様8,990円 11/  6 土・14日
佐野（営）【P】→栃木指定【P】→石橋指定【P】→JR宇都宮駅西口（9:05出発予定）→柳田車
庫【P】→もみじ谷大吊橋&塩原ダム見学（塩原渓谷にかかる全長320mの長い橋が赤や黄色
に色づくと絶景！専門ガイドさんと一緒に見学）→そば処　一徳（香り高い、地元の人気 “ 八
溝そば ” の昼食）→国見観光みかん園（最北のみかん狩り！甘酸っぱいみかんの食べ放題&
自分で収穫したみかん1ネットのお土産付き）→道の駅　たかねざわ　元気あっぷ
むら（新鮮な農産物や他の道の駅ではなかなか買えない商品が並びます）→各指定
乗車地（16:00～18:15到着予定）

もみじ谷大吊橋イメージ

各指定乗車地→龍王峡（紅葉が彩る渓谷を散策　白岩～龍王峡駅　約2km/所要時間:1時
間）→東武ワールドスクウェア（松花堂弁当の昼食後、ミニチュアの建造物を見学）→大笹牧
場（買い物）→各指定乗車地（17:30～18:35到着予定）

龍王峡イメージ

那須ハイランドパーク

那須ハイランドパーク
イメージ

Ａ旅行代金
お一人様

大人

10,800円
中人（中学・高校・専門学校・大学）

9,800円
小人（3歳～小学生）

8,800円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（7:35出発予定）→柳田車庫【P】→

11/ 13土・28日・12/ 11土・26日・29水

Ｂ
大人

11,800円
中人（中学・高校・専門学校・大学）

10,800円
小人（3歳～小学生）

9,800円旅行代金
お一人様

佐野（営）【P】（7:00出発予定）→小山指定【P】→栃木指定【P】→

11/ 14日・27土・12/ 12日・25土・30木
各指定乗車地→那須ハイランドパーク（滞在時間約5時間30分）→
各指定乗車地（17:15～18:30到着予定）

Ａ旅行代金
お一人様8,980円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（8:45出発予定）→柳田車庫【P】→

11/  6 土・14日
Ｂ旅行代金

お一人様9,980円
佐野（営）【P】（8:00出発予定）→小山指定【P】→栃木指定【P】→

11/  7 日・13土
Ａ

宇都宮（営）【P】→
JR宇都宮駅西口（9:00出発予定）→
柳田車庫【P】→ 12/ 12日・18土・25土

Ｂ佐野（営）【P】（8:00出発予定）→
小山指定【P】→栃木指定【P】→ 12/ 11土・19日・26日

各指定乗車地→沼津市内（海の幸の昼食）→伊豆パノラマパーク（ロー
プウェイで「碧テラス」へ）→三嶋大社（伊豆随一のパワースポットを参
拝）→海産物のお買物→各指定乗車地（19:25～20:30到着予定） ロープウェイイメージ

ロープウェイに乗って
空中公園「碧（あお）テラス」へ
伊豆国一宮三嶋大社参拝と
桶盛り刺身と金目鯛釜飯の昼食
Ａ旅行代金

お一人様13,800円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（6:25出発予定）→柳田車庫【P】→

11/ 21日・12/  4 土
Ｂ旅行代金

お一人様12,800円
佐野（営）【P】（6:25出発予定）→栃木指定【P】→小山指定【P】→

11/ 23祝・12/  5 日

Ａ旅行代金
お一人様11,980円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（9:10出発予定）→柳田車庫【P】→

12/  4 土・12日
Ｂ旅行代金

お一人様11,480円
佐野（営）【P】（9:00出発予定）→栃木指定【P】→小山指定【P】→

12/ 11土・19日
各指定乗車地→塩釜水産物仲卸市場（バスガイドが選ぶ年末お買物
市場ランキング1位の市場でお買物）→松島牡蠣小屋（焼き牡蠣食べ
放題の昼食！かき飯、かき汁付き）→海鮮せんべい塩竈（買い物）→
古関祐而記念館（見学）→各指定乗車地（18:20～19:30到着予定）

Ａ旅行代金
お一人様13,480円
宇都宮（営）【P】→JR宇都宮駅西口（5:30出発予定）→柳田車庫【P】→

12/ 11土・19日・26日
Ｂ旅行代金

お一人様14,380円
佐野（営）【P】（4:40出発予定）→小山指定【P】→栃木指定【P】→

12/ 12日・18土・25土

関東最大級のイルミネーション
「相模湖イルミリオン」と
桔梗信玄餅詰め放題

桔梗信玄餅
詰め放題イメージ

各指定乗車地→長寿村　権六（ほうとう御膳とミニ
バイキングの昼食）→桔梗屋本社工場（工場見学後、
桔梗信玄餅詰め放題）→関東最大級のイルミネー
ション！「相模湖イルミリオン」をお楽しみくださ
い。→各指定乗車地（20:45～21:50到着予定）

相模湖イルミリオン
イメージ

相模湖イルミリオン
イメージ

旅行代金お一人様

9,800円

大手門イメージ

昼食イメージ

1

ホテル（8:30）→白川郷（世界遺産としても有名な白川郷。懐かしい
日本の原風景が広がります）→高山市内（飛騨の小京都、江戸から
明治時代にかけての面影を感じる古い町並み散策）→各指定乗車地
（19:45～21:30到着予定）

柳田車庫【P】→JR宇都宮駅西口（5:35出発予定）→石
橋指定【P】→佐野（営）【P】→ひみ番屋街 （氷見きとき
と丼のご昼食）→和倉温泉（泊）

2

◆宿泊：日本の宿 のと楽 又は同等クラス

旅行代金お一人様

36,800円～39,800円
4名1室 36,800円 3名1室 37,800円
2名1室（洋室）38,800円 1名1室（洋室）39,800円

11/ 21日
12/ 12日

茨城日帰り R-10 0G030

食事
朝 昼 夕
●× ×

食事
朝 昼 夕
●× ×

食事
朝 昼 夕
●× ×

食事
朝 昼 夕
●× ×

食事
朝 昼 夕
●× ×

バスガイドが選ぶ年末お買物市場ランキング1位

塩釜水産物仲卸市場お買物ツアー&
朝ドラ「エール」で話題の古関祐而記念館
昼食は牡蠣食べ放題！

宮城日帰り R-10 0G029

県内再発見の旅！
紅葉のもみじ谷大吊橋&
魅惑の塩原ダム見学
国見みかん狩り食べ放題
栃木でみかん狩り！？
超貴重！日本最北限のみかん園へ

栃木日帰り R-10 0B070 特
典
人気のダムカードもらえます！
 &みかん1ネットのお土産付き！

ファンタジーパス・1000円分の
ウーピーチケット付き

食事
朝 昼 夕
×× ×

栃木再発見の旅！！
紅葉が彩る自然の造形美！！
「龍王峡」散策と
ミニチュア世界を楽しめる
「東武ワールドスクウェア」

栃木日帰り R-10 0M092

◆新型コロナウィルス感染拡大防止のため、ダムの内部の見学はできない場合もございます。

◆ウーピーチケット：食事やお買物に利用頂けます

New!

New!

長野日帰り R-10 0H228

食事
朝 昼 夕
●× ×

静岡日帰り R-10 0Ｈ227

New! New!

New!

New!

New!

栃木日帰り R-10 0A046 New!

『ウーピーチケット』
利用できます♪

山梨日帰り R-10 0C076

食事
朝 昼 夕
●× ×

New!

食事
朝 昼 夕
●× ●
● ×●❷

❶

石川 1泊2日 R-10 0K021

飛騨高山の造り酒屋が営む食事処で、
郷土料理 朴葉みそや飛騨牛を
お召し上がりください。

【 2日目 】

『きときと』は富山弁で『新鮮』の意。
８種のきときと鮮魚に
イクラをのせた海鮮丼！！

【 1日目 】

昼
食

◆1名1室、2名1室利用は洋室対応になります。

Ａ
宇都宮（営）【P】→
JR宇都宮駅西口（7:35出発予定）→
柳田車庫【P】→ 12/  4 土・18土

Ｂ小山指定【P】→栃木指定【P】→
佐野（営）【P】（8:25出発予定）→ 12/ 11土・25土

旅行代金お一人様

8,980円

旅行代金（円）申込金（円）

日帰り
旅　行
宿泊付き
旅　行

無  料
旅行代金の
20％

旅行代金の
30％

旅行代金の
30％

旅行代金の
40％

旅行代金の
40％

旅行代金の
50％
旅行代金の
50％

旅行代金の
100％
旅行代金の
100％

～
～
～
～
～

10,000
20,000
30,000
40,000

1,000
2,000
3,000
5,000
10,000

10,001
20,001
30,001
40,001

当　日取消料 20日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで

旅行開始後の解除
又は無連絡不参加前　日（出発日を含まず）

お申込金・お取消料について
※詳しい旅行条件と個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申し込みください。

後援：関東自動車株式会社  協賛：栃木県旅行業協会

とちのきツアー専用ダイヤル
■ 〒321-0934  栃木県宇都宮市簗瀬4-25-5  関東自動車ビル2階
■ 営業時間／平日 10:00～17:30　※土曜日、 日曜日、 祝祭日は休業日となります。

TEL028-614-4433

一般社団法人 日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会会員

観光庁長官登録旅行業第983号　総合旅行業務取扱管理者　原  昌久

〒329-2745  栃木県那須塩原市三区町528-11
TEL.0287-37-3335  FAX.0287-37-2192
E-mail kanko@yashio-bus.com

グループ旅行はバスがベスト
やしお観光バス株式会社

出かけよう出逢いと感動の旅へ
那須交通株式会社
〒324-0036 栃木県大田原市下石上2113-8
TEL.0287-29-1556  FAX.0287-29-2216

※座席希望につきましては、原則申し込順とさせていただきます。 ※乗車地は、コースによりご変更をお願いする場合がございます。ご
協力ください。※各駐車場は満車でご利用頂けない場合があります。※全コース車内は禁煙、カラオケ禁止となります。※子供料金は4
歳～12歳未満のお客様に適用し、幼児の座席のみ利用は、日帰り3,500円・1泊7,000円となります。※ツアーにより他社バスとな
る場合がございます。※お１人様ご参加の場合追加料金をいただくこともあります。※掲載コースの中には、すでに満席又は中止になっている出発日もありますのでご了承ください。※お申込み人数が奇数名の場合、相席をお願い致し
ております。※安全面を考慮し、乗降場所は指定乗車地に限らせていただきます。※参加人員（最少催行人員20名）に満たない場合は、旅行を中止することがあります。※子供料金の記載の無いツアーにつきましては、別途お問合せ下さ
い。※添乗員は同行いたしません。  

※お申込みのあとで、お客様の都合で取消しになる場合は右記に定める取消料を申し受けます。但し申込金が右記表の料率を上回る
場合は申込金を取消手数料として頂戴いたします。違約料につきましても同様といたします。※取消の申し出は、当社の営業日、営業時
間内にお受けします。

旅行企画
実施

ホームページ　https://www.kanto-tour-s.co.jp

■お申込み・お問合せ

TEL028-614-4433お申込み・お問合せ


