
 

 

【春の日帰バスツアーカレンダー 4 月～５月】 ★裏面の詳細をご覧ください★ 

 

 

 

 

 

 

 

★取消料のご案内  

解約期日 １０日前～８日前 ７日前～２日前 前日 当日 旅行開始後又は無連絡不参加 

取消料 旅行代金の２０％ 旅行代金の３０％ 旅行代金の４０％ 旅行代金の５０% 旅行代金の１００％ 

                  ★コロナ対策について 

バス車中での飲酒、飲食は禁止されております。（水分補給程度は可） 

車中ではマスクの着用と大きな声での会話はご遠慮ください。 

当日受付の際に検温致します。37.5℃以上のお客様は参加をお断りする場合があります。 

バスのお座席は他グループの方との相席は致しません。 

出発決定後でも、コロナ感染拡大等により急遽旅行中止となる場合がございます。 

各コース最少催行人数 運行バス会社 添乗員 

１８名様 越後交通グループまたは銀嶺観光バス 同行します 

出発日 
曜

日 
ツアー名 

都道

府県 
大人料金 備考 募集状況 

4/24 日 
あしかが藤の花と高崎イタリアン 

＆いちご狩り 

栃木 

群馬 
14,800 円 

  

4/25 月 
あしかが藤の花と高崎イタリアン 

＆いちご狩り 

栃木 

群馬 
14,800 円 

  

4/26 火 
HAMAフラワーパーク安曇野と 

松本市美術館 
長野 12,500 円 

  

4/27 水 
あしかが藤の花と割烹明養軒ランチ 

          ＆いちご狩り 

栃木 

群馬 
14,800 円 

  

4/28 木 
超人気 八ヶ岳ひまわり市場と     

日本最大級暖炉ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ＆萌木の村 
山梨 16,800 円 

  

4/29 
金

祝 

あしかが藤の花と割烹明養軒ランチ 

           ＆いちご狩り 

栃木 

群馬 
14,800 円 

  

4/30 土 
あしかが藤の花と高崎イタリアン 

          ＆いちご狩り 

栃木 

群馬 
14,800 円 

  

5/1 日 
あしかが藤の花と高崎イタリアン 

         ＆いちご狩り 

栃木 

群馬 
14,800 円 

  

5/15 日 
HAMAフラワーパーク安曇野と 

           松本市美術館 
長野 12,500 円 

  

5/18 水 
HAMAフラワーパーク安曇野と 

           松本市美術館 
長野 12,500 円 

  

出発日 
曜

日 
ツアー名 

都道

府県 
大人料金 備考 募集状況 

4/8 金 
超人気ひまわり市場と日本最大級暖炉で

仕上げるローストビーフ＆日本三大桜 
山梨 16,800 円 

  

4/9 土 HAMAフラワーパーク安曇野と松本城 長野 12,500 円 
松本城桜  

見ごろ予想 
催行見込 

4/10 日 
新潟グランドホテル中華ランチと 

新津市美術館 ミニチュアライフ展 
新潟 15,800 円 県民割適用  

4/12 火 
新潟グランドホテル中華ランチと   

みなとぴあ桜＆寺泊魚の市場通り 
新潟 14,800 円 

桜見ごろ予想 

県民割適用 
 

4/13 水 
超人気 八ヶ岳ひまわり市場と     

日本最大級暖炉ローストビーフ＆桃の花 
山梨 16,800 円   

4/15 金 
超人気 八ヶ岳ひまわり市場と     

日本最大級暖炉ローストビーフ＆桃の花 
山梨 16,800 円   

4/16 土 
新潟グランドホテル中華ランチと       

みなとぴあ桜＆寺泊魚の市場通り 
新潟 14,800 円 

桜見ごろ予想 

県民割適用 
 

4/17 日 
新潟グランドホテル中華ランチと   

みなとぴあ桜＆寺泊魚の市場通り 
新潟 14,800 円 

桜見ごろ予想 

県民割適用 
 

4/18 月 
新潟グランドホテル中華ランチと   

ミニチュアライフ展 
新潟 15,800 円 県民割適用  

4/23 土 
あしかが藤の花と割烹明養軒ランチ 

＆いちご狩り 

栃木 

群馬 
14,800 円 

  

お問い合わせ・お申込みは  

 

 

六日町支店 TEL 025-772-2771 

FAX 025-772-7664 

担当 村山(携帯 090-5212-9509) 

ﾒｰﾙ muikamachi@kyoritsu-kanko.jp 

営業時間 平日 10 時～17 時  土日祝休業 

 新潟県知事登録旅行業 第 2 種-60 号  総合旅行業取扱管理者：倉田 智浩 

共立観光 バスツアー 

 
旅行から帰ってきて夕飯づくり。。。。そんなお悩みを解決！追加１，１００円にて夕食用お弁当をご準備致します。 

（旅行先名物弁当または南魚沼・十日町近郊 料理店のお弁当になります。） 

mailto:ﾒｰﾙmuikamachi@kyoritsu-kanko.jp


 

新潟グランドホテル 中華ランチ ２コース 

ほっこり笑えるミニチュアライフ展コース 

出発日 ４/10㊐・18㊊  ※本コースは使っ得！にいがた県民割キャンペーン適用商品です。 

旅行代金 使っ得ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ給付額 お支払い実額 

１５，８００円 ５，０００円 １０，８００円 

乗車場所：道の駅南魚沼・塩沢ふれあい広場・六日町駅東口・十日町駅西口・クロステン 

行程各地(7:00～8:00 頃)＝＝＝道の駅たがみ【人気道の駅】＝＝＝＝ 

ラポルテ五泉【ニットの街 五泉にできた新施設】＝＝＝＝新津市美術館【田中達也見立ての世界 

ミニチュアライフ展】＝＝＝新潟グランドホテル 慶楽【星空の黒牛 チャイニーズステーキ】 

＝＝＝ピア bandai【鮮魚や新潟土産が揃う】＝＝＝各地（17:30～18:30 頃） 

洋館と映える みなとぴあと桜＆寺泊 魚のアメ横 

出発日 ４/１２㊋・16㊏・17㊐  

※本コースは使っ得！にいがた県民割キャンペーン適用商品です。 
旅行代金 使っ得ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ給付額 お支払い実額 

１４，８００円 ５，０００円 ９，８００円 

乗車場所：道の駅南魚沼・塩沢ふれあい広場・六日町駅東口・十日町駅西口・クロステン 

行程各地(7:00～8:00 頃)＝＝＝新潟せんべい王国【栗山米菓 ばかうけで有名】＝＝＝＝ 

＝＝＝ みなとぴあ【新潟市歴史博物館や旧税関・旧第四銀行の洋館と桜のコラボ】＝＝＝ 

＝新潟グランドホテル 慶楽【星空牛のチャイニーズステーキ】＝＝＝越後七浦シーサイドライン＝＝ 

＝＝＝ 寺泊 魚のアメ横【買物】 ＝＝＝ 各地（18:00～19:00 頃） 

園芸・ガーデニング準備！HAMA フラワーパーク安曇野 ２コース 

桜咲く国宝 松本城コース出発日 ４/9㊏  料金 １２，５００円 

乗車場所：浦佐駅東口・五日町パーキング・六日町駅東口・十日町駅西口・クロステン 

行程各地(7:00～8:00 頃)＝＝＝  国宝松本城【迫力黒塗りの城と桜】 ＝＝＝＝ 

＝松本ホテル花月【老舗洋館での和食ランチ/松本名物 牛乳パンを買いにいくことができます お客様より事前予約要】 

＝＝ＨＡＭＡフラワーパーク安曇野【花苗や野菜苗、切り花に贈り花と充実。八百屋さんや芋スイーツ専門店など】 

＝＝＝各地（17:30～18:30 頃） 

ポイント 園芸ガーデニング好き興奮の HAMA フラワーパーク安曇野。苗、切り花、ガーデニング用品など商品充実。 

     「記念日に花を贈ろう、１本でもいい、言葉はなくてもいい」贈り花の販売ももちろんあります。 

草間彌生の世界 松本市美術館コース 

出発日 ４/26㊋・５/15㊐・1８㊌   料金 １２，５００円 

乗車場所：浦佐駅東口・五日町パーキング・六日町駅東口・十日町駅西口・クロステン 

行程 各地(7:00～8:00 頃)＝＝＝ 松本市美術館【4/24 ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ】 ＝＝＝＝ 

＝松本ホテル花月【老舗洋館での和食ﾗﾝﾁ/松本名物 牛乳パンを買いにいくことができます 5/15 はパン屋さん休み】 

＝＝ ＨＡＭＡフラワーパーク安曇野【花苗や野菜苗、切り花に贈り花と充実。八百屋さんや芋スイーツ専門店など】 

＝＝＝各地（17:30～18:30 頃） 

ポイント ４月２４日リニューアルオープンの松本市美術館。松本市出身の世界的著名な草間彌生さんの作品を展示 

あしかが藤の花といちご狩り 

出発日 ４/23㊏・24㊐・25㊊・27㊌・29㊎・30㊏・５/1㊐ 料金 １４，８００円 

乗車場所：クロステン・十日町駅西口・六日町駅東口・塩沢ふれあい広場・道の駅南魚沼 

行程各地(7:30～8:30 頃)＝＝＝ あしかがフラワーパーク【圧巻の大藤】 ＝＝＝＝  

＝＝＝ 4/23,27,29 発：割烹明養軒【北原白秋がこよなく愛したお店で和食ランチ】 

       4/24,25,30,5/1 発：SORRISO【高崎イタリアンの人気店でパスタランチ】 

＝＝＝＝＝＝ 上州村の駅【いいお土産が揃うお土産店】＝＝＝＝原田農園【いちご狩り】＝＝＝＝ 

＝＝ 各地（17:30～18:30 頃） 

ポイント 世界が息を呑んだ美しさ「あしかがフラワーパーク」の 350 本以上 藤の花。春を感じます。昼食は出発日により異なります。 

高崎は実はパスタの街！高崎ｲﾀﾘｱﾝを代表するレストランでパスタランチ、和食コースは明治１８年創業の老舗でお召し上がりいただきます。 

超話題！山梨県 八ヶ岳ひまわり市場と 

日本最大級の暖炉で仕上げるローストビーフランチ 

出発日 ４/8㊎・13㊌・１５㊎・２８㊍  料金 １６，８００円 

乗車場所：浦佐駅東口・五日町パーキング・六日町駅東口・クロステン・十日町駅西口 

行程各地(6:00～7:00 頃)＝＝＝  ターシャ【日本最大級暖炉で仕上げるﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌｺｰｽ/ﾄﾞﾘﾝｸ１杯付】＝＝ 

＝4/8 発：日本三大桜【山高神代桜】 4/13.15 発：桃の花【新府桃源郷】  

4/28 発:メルヘンの街 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ【萌木の村】 

＝＝ひまわり市場【おもしろ POP と良質商品がたくさん】＝＝＝ 各地（19:00～20:00 頃） 

ポイント テレビで多数取り上げられているひまわり市場。おもしろ POP ととにかく質にこだわる全国からお客様が集まる人気スーパー。 

店長のマイクパフォーマンスが聞けたらラッキー。ランチは黒毛和牛を山桜の薪で１０時間暖炉ローストした絶品です。 

     

 

 

新潟グランドホテル中華ランチ ２コース 

園芸準備！HAMA フラワーパーク安曇野 ２コース 

あしかが藤の花といちご狩り ※出発日により昼食内容異なります 

 ２コース 

超人気スーパー 山梨県八ヶ岳 ひまわり市場と 

日本最大級暖炉で仕上げるローストビーフランチ 

≪春≫ 日帰りバスツアー 4～5月 

さらにお買い物などに使える

地域クーポン 2,000 円分付 

 
さらにお買い物などに使える

地域クーポン 2,000 円分付 

【新潟県民限定 使っ得！にいがた県民割キャンペーン適用条件】  

身分証明書と以下の①または②のどちらかを参加者全員分を集合時添乗員より確認します。持参忘れなどにより出発前に確認ができない場合はツアーの参加をお断りさせていただきます。

その際は割引前の料金を基準に 50％の取消料が発生します。地域クーポン券も返却いただきます。後日の提出は認められません。 

①ワクチン接種済証（２回接種し、２回目接種から 14 日以上経っていること）※接種済証、接種記録書、接種証明書等（原本や画像の提示も可） 

②検査結果通知書 ※PCR 検査等は検体採取日＋3 日が有効期限、抗原定性検査は検体採取日＋1 日が有効期限 

※同行する親等の監護者が同伴する 12 歳未満の利用者は提示不要です。また、感染拡大等や予算に達し、キャンペーンが中止または停止した際は 割引が適用されない場合があります。 

 

松本城桜満開予想！ 


	春ツアー表
	春ツアー裏

