
：

富山空港 →→→→ 羽田空港 →→→→ 那覇空港
ANA312 ANA995

国際通りもﾀｸｼｰすぐの便利なｼﾃｨﾎﾃﾙ！

ﾍﾞｯﾄﾞが4つ入るﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟのお部屋がGOOD!

使い勝手の良いﾌｧﾐﾘｰﾙｰﾑで！

車で行ける

美ら海水族館 　離島 古宇利島 まるで地中海？ｳﾐｶｼﾞﾃﾗｽ

でｼﾞﾝﾍﾞｲｻﾞﾒ！ 賑やかな国際通り

那覇空港 →→→→ 羽田空港 →→→→ 富山空港
ANA472 ANA321

GOTOﾄﾗﾍﾞﾙ割引
(旅行代金35%OFF)

大人2・子供2 名様の場合

GOTOﾄﾗﾍﾞﾙ割引
(旅行代金35%OFF)

¥187,200

4名様合計

4名様合計

¥288,000

往復航空券＋ﾎﾃﾙ2泊(素泊まり)
¥46,800ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾌﾟﾗﾝ(大人・小人同額)

なんと！　10万円もお得になります(^▽^)/

( 土 )

8月15日
16:25 19:00 19:55 20:55

おすすめ
観光地

HOTEL例

ｽﾏｲﾙﾎﾃﾙ那覇ｼﾃｨﾘｿﾞｰﾄ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾌﾟﾗﾝ(大人・小人同額)

( 木 )

¥72,0008月13日
7:10 8:15 9:10 11:50 往復航空券＋ﾎﾃﾙ2泊(素泊まり)

人　　数 大人2名　小学生2名　の場合

月 日 行      　　　　　　　　　　       程   通常料金(お一人様につき)

Mail : sts_satotravel@rj8.so-net.ne.jp

お盆も手配できます！　夏の沖縄　激安ファミリープラン
～GOTO利用で一人\46,800！！！～

旅 行 先 ：沖縄本島の休日3日間
㈱サトウ トラベルサービス

お客様名 ： ●●ﾌｧﾐﾘｰ 御一行様
TEL 0765-72-0139 / 090-4689-5810



：

●大型貸切ﾊﾞｽ(ｶﾞｲﾄﾞ付き)

県内 ＝[高速]＝ 宇治 辰巳屋(昼食) ・・・平等院(鳳凰堂)
天保11年創業の 10円玉でおなじみ

料亭で贅沢ﾗﾝﾁを！ 均整の取れた美

＝＝ 伊藤久右衛門本店 ＝＝ 明石[泊]
宇治抹茶の老舗でお茶

やお菓子をお土産に！

●大型貸切ﾊﾞｽ(ｶﾞｲﾄﾞ付き)

明石 ＝＝ 淡路島 島内観光
国生みの地としても

歴史と美しい自然 明石海峡大橋 いざなぎ神宮 野島断層保存館

＝＝ 世界遺産 姫路城(見学) ＝＝ 姫路[泊]
平成の大改修を終えさらに 城下町の夜を！

美しい白壁のお城を！ 姫路城ﾗｲﾄｱｯﾌﾟも

●大型貸切ﾊﾞｽ(ｶﾞｲﾄﾞ付き)

姫路 ＝[高速]＝ 舞鶴(市内観光) ＝＝

軍港の港街舞鶴

昼食は海の幸！！ 舞鶴引揚記念館 舞鶴とれとれｾﾝﾀｰ

＝＝ 舞鶴軍港巡り(遊覧) ＝[高速]＝ 県内
数々の自衛隊艦船に

遊覧船で大接近！！

(旅行代金35%OFF)

1名様につき ¥52,000

さらに・・・

(ｸｰﾎﾟﾝ付与は9月ごろ出発のお客様から開始)

8:30 11:00 13:00

団体　約20名様予定

(朝・昼・夕  お食事込み)

1名様につき ¥80,000

GOTOﾄﾗﾍﾞﾙ割引

13:50 18:30

3日目

15:30 16:30 17:00

13:20 14:20

2日目
9:00 14:00

14:30 15:00

人　　数

旅 行 先 ：淡路・明石海峡と姫路城

16:30

1日目
7:00 12:00 13:10

GOTOトラベル キャンペーン割引利用
～団体旅行の例～

現地飲食店などで使えるクーポン券

￥12,000分 がもらえます！

通常価格(概算)

お客様名 ： ●●●●　御一行様

月 日 行      　　　　　　　　　　       程   



：

●自家用車

県内 ＝[高速]＝ 那須高原[泊]
所要 約5時間

美しい那須高原の大自然に抱かれた贅沢なﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ。那須最大級の

露天風呂や体験教室なども豊富なﾌｧﾐﾘｰに大人気！

●自家用車

那須高原 ＝[高速]＝ 県内
所要 約5時間

ホテル　エピナール那須

(朝 ・夕  お食事込み)

2日目

HOTEL
GOTOﾄﾗﾍﾞﾙ割引

(旅行代金35%OFF)

さらに・・・

￥30,000分 がもらえます！
(ｸｰﾎﾟﾝ付与は9月ごろ出発のお客様から開始)

5名様総額 ¥130,000

現地飲食店などで使えるクーポン券

5名様総額

5名様

1日目

¥200,000

通常価格(概算)

人　　数

お客様名 ： ●●●●　御一行様
旅 行 先 ：家族ですごす 那須高原の贅沢休日

月 日 行      　　　　　　　　　　       程   

GOTOトラベル キャンペーン割引利用
～家族ですごすリゾートステイの例～



：

●大型貸切ﾊﾞｽ(ｶﾞｲﾄﾞ付き)

朝日 ＝[高速]＝ 東新潟火力発電 寿司割烹 丸伊
ﾊﾞｽのまま発電所 鮨どころ新潟で

施設内へGO!! 寿司割烹のﾗﾝﾁ！

白根ｸﾞﾚｰﾌﾟｶﾞｰﾃﾞﾝ 北方文化会館 新潟[泊]
食後のﾃﾞｻﾞｰﾄにぶどう 池泉庭園と枯山水

狩りやぶどうｱｲｽ！！ 見事な額縁庭園！

市内中心部の便利で豪華なｼﾃｨﾎﾃﾙ 弘化3年創業 新潟の花街の中心として営業を続ける料亭

ｼﾝｸﾞﾙでごゆっくり！ 歴史ある新潟芸子さん

●大型貸切ﾊﾞｽ(ｶﾞｲﾄﾞ付き)

ﾎﾃﾙ ＝＝＝ 新潟県内 観光&昼食 ＝[高速]＝ 県内
ただいま相談中！

(朝・昼・夕  お食事込み)

1名様につき ¥61,000

GOTOﾄﾗﾍﾞﾙ割引
(旅行代金35%OFF)　※上限\14,000割引

1名様につき ¥47,000

さらに・・・

団体　約20名様予定

2日目

3日目
9:00 現地飲食店などで使えるクーポン券

￥6,000分 がもらえます！
(ｸｰﾎﾟﾝ付与は9月ごろ出発のお客様から開始)

　　●宿泊　ﾎﾃﾙ ｲﾀﾘｱ軒 ●夕食　新潟 鍋茶屋

16:10 16:10

＝＝ ＝＝ ＝＝

14:10 15:00 15:30

＝＝
1日目

7:00 10:30 12:00 12:40 13:40

月 日 行      　　　　　　　　　　       程   

GOTOトラベル キャンペーン割引利用
～近場で安心 新潟方面　団体慰安旅行の例～

通常価格(概算)

お客様名 ： ●●●●　御一行様

人　　数

旅 行 先 ：新潟 歴史と伝統の鍋茶屋の夜



：

●自家用車

県内 ＝[高速]＝ 有峰　紅葉ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ＝＝＝ 立山山麓
称名滝　など

美しい那須高原の大自然に抱かれた贅沢なﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ。那須最大級の

露天風呂や体験教室なども豊富なﾌｧﾐﾘｰに大人気！

●自家用車

立山山麓 ＝[高速]＝ 県内

現地飲食店などで使えるクーポン券

2日目

さらに・・・

GOTOﾄﾗﾍﾞﾙ割引
(旅行代金35%OFF)

1名様に付き ¥11,180

HOTEL

立山国際ホテル

1日目
(朝 ・夕  お食事込み)

1名様につき ¥17,200

人　　数 7名様ご予定

月 日 行      　　　　　　　　　　       程   通常価格(概算)

￥2,500分 がもらえます！
(ｸｰﾎﾟﾝ付与は9月ごろ出発のお客様から開始)

GOTOトラベル キャンペーン割引利用
～近場で安心　立山紅葉ドライブの例～

お客様名 ： ●●●●　御一行様
旅 行 先 ：県内紅葉ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 立山山麓宿泊


