2017 年

夏号
旅行設定７月～１０月

石塚サン・トラベル株式会社
【ビィーフリーツアー】
２０１７年 ６月 １日発行

🌸小樽＆美瑛の名物のお食事付🌸

基本プランは快適な「コンフォート（2 等寝台）」利用で個室
空間を確保。何とテレビ付き、荷物専用スペース・寝具・スリ
ッパ・コンセントも完備。船内は、まるでホテルのフロントの
ような案内所、オリジナルグッズやお土産が揃う売店、大海原
を眺めながらの展望浴場にはサウナ付き！開放感のあるレスト
ランでは山海の幸を取り入れた季節メニュー満載！

小樽と言えばや
っぱりお寿司！
寿司屋通りには
120 軒ものお店
が並びます。

【お帰りは飛行機で茨城空港へ】
復路は飛行機でひとっとび！茨城
空港利用でお帰りもスムーズです。
*本コースは乗車地が通常と異なりますので右
下の行程に表記された場所からお選び下さい。
（このツアーの予約可能駐車場は菅谷Ｐのみ）

美瑛の牧場で頂
く名物ビーフシ
チューの昼食。
じっくり煮込ん
だデミソースは
絶品です。

旅のポイント
❶
❷進化した 2 等寝台コンフォート利用で個室空間
❸お帰りは飛行機で楽々♪新千歳～茨城空港へ
❹小樽の奥座敷・朝里川温泉のリゾートホテル宿泊
❺夏の北海道を満喫できる小樽＆富良野

船中泊/ 「NEW さんふらわあさっぽろ」
基本プラン：コンフォート利用（プライベートベッドタイプ）
★アップグレードプラン（ご希望頂いてからのお手配となります）
スーペリアインサイド（窓無）：洋室 2～３名定員個室/お 1 人様 3,000 円増
スーペリアオーシャンビュー：洋室２～４名定員個室/お 1 人様 6,000 円増
プレミアム：洋室 2～３名定員個室/お 1 人様 15,000 円増

宿泊/朝里川温泉 「小樽朝里クラッセホテル」
小樽の奥座敷として人気の市内唯一の温泉付リゾートホテル。
吹き抜けのロビーにはキャンドルが灯り、岩造りの露天風呂の
周りの木々には
蛍をイメージした
イルミネーション
があり幻想的です。

M306
北海道
３日間

就航初日に乗船！祝・新造船デビュー記念企画

新造船「ＮＥＷさんふらわあさっぽろ」で行く
夏の北海道～小樽・美瑛・富良野～3 日間

出発日

８/２８（月）

旅行代金（お１人様）

２～４名１室

65,800 円

*小樽/１名１室 3,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応
*船中泊はコンフォートタイプ
が基本です、等級アップは割増

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：個室可能
★乗車地が通常コースと異なりますのでご注意ください。
各地＜菅谷→佐和→勝田→水戸駅南口→大洗イエローポートさん前＞＝
１
大洗港（17：00 着/19：45 出港）～＜就航初日に乗船！新造船の NEW
さんふらわあさっぽろクルーズ＞～（船中泊/夕・朝食付）
食事：× × 夕
～（昼食は船内で自由）＝苫小牧港（13：30 着）＝小樽運河＆北一ガラス
２
など自由散策＝小樽すしの夕食＝朝里川温泉（泊）
朝×夕
宿＝＜美瑛パッチワークの路ドライブ＞＝美瑛にて昼食＝ファーム富田/
富良野のお花畑＝新千歳✈茨城＝水戸大洗 IC（19：20 頃）～
３
～各地＜大洗イエローポートさん前→水戸駅南口→勝田→佐和→菅谷＞
★降車地も通常コースと異なります。ご注意下さい。
朝昼×
宿泊：①船中泊 「新造船さんふらわあさっぽろ」（コンフォート 2 等寝台利用）
＊船室の等級アップは、ご希望頂いてからのお手配となります。
②朝里川温泉「小樽朝里クラッセホテル」（洋室又は和室）

0120-317055

月～金 9：00～17：00／土・日・祝 休業
＊本パンフレットの写真は全てイメージです

宗像大社・辺津宮 福岡県宗像市田島にある宗像大社三宮の総社。宗像三女神の三女
市杵島姫神（いちきしまひめのかみ）が主祭神。

稲積水中鍾乳洞
沖津宮遥拝所 ４９ｋｍ先の沖ノ島・沖津宮を参拝する
ために建てられた遥拝所

宗像大社・中津宮
海を隔てて辺津宮と向かい合うように
鎮座しています

3 億年前にできた鍾乳洞が 8 万年前の阿蘇山大爆発で水没した
と言われています。日本最大の規模を誇り、洞窟の奥では今も尚
調査続行中。夏の洞内は涼しくマイナスイオンで癒されます。

【『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群】

玄界灘の真ん中に浮かぶ沖ノ島を「神宿る
島」として崇拝する伝統が古代から現在ま
で継承されてきた貴重な遺産群です。
沖津宮（沖ノ島）・中津宮（大島）・辺津宮
の大社に、天照大神の宗像三女神を祀って
います。沖ノ島は古代祭祀の遺構がそのま
ま残され、8 万点の大陸からの品々が出土
しています。島は女人禁制、大祭の日しか
上陸できないため、大島に遥拝所が設けら
れています。今年大注目の聖地「宗像」で
神の郷の魅力を是非体感してください！
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原尻の滝
幅 120ｍ・高さ 20ｍの日本の滝 100 選のひとつ。
阿蘇山によってもたらされた田園地帯に突如出現する名瀑です！
【復旧工事に入った熊本城】

今回の旅では「辺津宮」と宗像大島にある
「中津宮」と「沖津宮遥拝所」を巡ります。
*沖津宮（沖ノ島）は島全体がご神体となって
いるため上陸不可となっています。

2017 年世界文化遺産候補地へ！あらゆる道を司る最高神
M307
九州
３日間

出発日

８/２１（月）

神話の郷「宗像大社～中津宮・辺津宮～」
＆熊本城公園と稲積水中鍾乳洞
知られざる魅力満載！新たなる夏の九州
旅行代金（お１人様）

３～４名１室

天守閣は今年度から本格復旧工事
に入りましたので、工事用シートで
覆われておりますが、復旧に向かう
熊本城を是非ご覧ください。
現地ガイドがご案内いたします。

【宗像・大島】

108,000 円

*２名１室 ひとり 2,000 円増
*１名１室 7,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

募集：１８名/最少催行：12 名/1 名様：個室可能
各地～水戸ＩＣ（6：00～8：00 頃）＝茨城又は羽田✈福岡＝熊本城公園/案内人付で二の丸広場より遠望
１ （天守閣の復旧工事に伴い足場が組まれシートで覆われています。ご了承下さい。）＝白川水源/
名水百選・毎分 60 トンの湧水地のパワースポット＝阿蘇仙酔峡温泉（泊）
食事：朝 弁 夕
宿＝稲積水中鍾乳洞/3 億年前の姿が現在に蘇る日本一の水中鍾乳洞＝
２ 原尻の滝/日本の滝 100 選滝つぼを見下ろせる名瀑＝由布院・金鱗湖/
散策＝玄海さつき温泉（泊）
朝昼夕
宿＝神湊港～大島港＝宗像大社中津宮/宗像三女神の次女・湍津姫神を祀る神社＝
大島風車展望所・砲台跡/玄界灘を一望の絶景パノラマ・昭和 11 年九州北部沿岸の
防衛強化のために造られた砲台の跡見学＝沖津宮遥拝所/沖ノ島を望み参拝するため
３ に建立された施設＝玄界灘の海の幸昼食＝大島港～神湊港＝宗像大社辺津宮/宗像
三女神の末女・市杵島姫神を祀る神社・全国 6200 神社の総本宮…海の道むなかた館＝
道の駅むなかた＝宮地嶽神社/夕日が参道から海へ一直線に沈む「光の道」としてＣＭで話題
（この旅では夕日をご覧いただけません）＝福岡✈茨城又は羽田＝水戸ＩＣ（21：30～22：30 頃）～各地
朝昼×
宿泊：①阿蘇・仙酔峡温泉 「かんぽの宿阿蘇」（和室又は洋室）
②玄海さつき温泉 「玄海ロイヤルホテル」（洋室）

🌸玄界灘の海の幸が満載！🌸
宗像の海鮮や郷土料理、
大分の郷土料理のだんご汁
や、とり天などもお楽しみ
ください。

旅のポイント
❶初企画！今話題の世界遺産候補地「宗像」を巡る旅
❷宗像大社は現地ガイドがご案内！中津宮と辺津宮参拝
❸世界でも珍しい日本一規模の水中鍾乳洞へご案内！
❹熊本城公園（案内付）＆阿蘇エリア宿泊で熊本応援旅
❺小型バス限定の宗像大島めぐりと玄界灘の海の幸昼食
1 泊目/阿蘇仙酔峡温泉
「かんぽの宿阿蘇」

２泊目/玄海さつき温泉
「玄海ロイヤルホテル」

全客室から阿蘇五岳のパノラマ
を一望できる眺望自慢の宿。
露天風呂、寝湯、薬草風呂など
12 種のお風呂も楽しめます。

名勝・さつき松原に隣接し、
玄界灘を望むリゾートホテル。
ゆったり広めのお部屋と露天風呂、
季節のお料理が好評です。

0120-317055

【小型バス 18 名様限定】大型バスでは行けない苔秘境＆嬬恋高原野菜付
M308
群馬・長野
２日間

神秘のチャツボミゴケ公園＆白駒池苔の森
標高 2,000ｍ雲上の秘湯「ランプの宿高峰温泉」

出発日
【白駒池・苔の森】
約４８５種類の苔が生息する神秘的な苔の原生
林が広がります。夏は緑、秋は白駒池の紅葉。
【チャツボミゴケ公園】
チャツボミゴケの広大な群生地として本州唯一
の場所です。このあたり一帯の芳ヶ平湿地群は
ラムサール条約に登録されています。

【池の平湿原】
標高 2000ｍの高層湿原で、木道が整備されて
おり歩きやすいので気軽に散策できます。
夏は高山植物、秋は色づく山並みが美しい。
＊15 時頃お宿到着後、希望の方をご案内。

旅行代金（お１人様）

7/24（月）
１０/５（木）

２～４名１室 38,900 円

*１名様は相部屋受付
（但し出発 1 週間前ぐらいに
空室がある場合のみ応相談）

募集：18 名/最少催行：12 名/1 名様：相部屋受付のみ
各地～水戸ＩＣ（7：00）＝白駒池＆苔の森散策/日本の貴重な苔が見られる
１ 見事な苔の原生林（お弁当昼食付）＝高峰温泉（泊）
食事：朝 弁 夕
★ご希望の方は「池の平湿原ミニハイキング（約２時間）」へご案内
宿＝嬬恋野菜直売所/夏は甘いとうもろこし・秋は季節のお野菜お土産付＝
２
＝チャツボミゴケ公園＝昼食＝大仙の滝＝水戸ＩＣ（18：00 頃）～各地 朝 昼 ×
宿泊： 「ランプの宿 高峰温泉」 （和室） *現在は館内電気がございます
旅のポイント

宿泊/「ランプの宿 高峰温泉」（現在は電気有）

❶小型バス 18 名様限定の旅
❷２つの苔の秘境へご案内
❸予約困難の秘湯に宿泊！
「ランプの宿高峰温泉」
❹ご希望者は宿から近く「池の平
湿原ミニハイキング」へご案内
❺嬬恋高原の新鮮野菜お土産付

標高 2,000ｍ雲上の野天風呂！一度は泊まっ
て見たい人気のランプの宿。濁り湯や飲泉も
できる名湯です。
天気がよければ
満点の星空に感動！

標高 1770ｍの北アルプス展望・昨年オープンで話題の雲海新スポット！
M309
長野・新潟
２日間

竜王ロープウェイで雲上の「ＳＯＲＡテラス」＆よませ温泉
苗名滝・竜ヶ窪・美人林の緑に包まれる！夏の信越涼景めぐり

出発日
＊雲海は自然現象のため、雲海が発生しない場合や荒天で見られない場合があります。

旅行代金（お１人様）

7/29（土）

３～４名１室 ２５，８００円

募集：40 名/最少催行：20 名/1 名様：個室受付可
各地～水戸ＩＣ(9：00)＝苗名滝/日本の滝百選＝高野辰之記念館＝
１
＝竜王ロープウェイ/ソラテラス＝よませ温泉（泊） 食事：× 弁 夕
宿＝龍ヶ窪/名水百選＝津南ひまわり＝美しきブナの絶景/美人林＝
２ 小嶋屋総本店/へぎそば＝おかしのことう＝川永農園/野菜摘取＆八
色スイカ＝＝水戸ＩＣ(18：30 頃)～各地
朝昼×
宿泊：よませ温泉 「信州よませ温泉ホテルセラン」(和室又は洋室)
旅のポイント

【川永さん家の八色スイカ＆野菜】

南魚沼の農家さんでいただく甘さ抜群の名物
「八色スイカ」食べ放題＆夏野菜収穫体験

*２名１室 ひとり 1,000 円増
*１名１室
3,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

宿泊/よませ温泉「ホテルセラン」

❶昨年オープンで話題の雲海スポット「ソラテラス」 北アルプス・善光寺平・北信五岳の山々を一望、夜景も
美しい眺望自慢の露天風呂！お食事はバイキングですが、
❷夏を涼しく信越の涼景巡り
❸夜景を眺める自慢の露天風呂よませ温泉 地元の食材をたっぷり取り入れた田舎料理が揃います。
❹昨年天皇皇后両陛下も訪問で話題の
「高野辰之記念館」で唱歌を歌おう♪
❺好評の魚沼産八色スイカ食べ放題＆野菜収穫体験

大町温泉郷で一番大きな大浴場＆露天風呂自慢「黒部観光ホテル」宿泊！
M310
長野
２日間
出発日

７/３１（月）

ひんやり防空壕「松代象山地下壕」＆黒部ダム湖上遊覧船
白馬五竜高山植物園・安曇野桃狩りの夏休み
旅行代金（お１人様）

２～４名１室 ３９，８００円

*小学生/３～４名１室の小人 33,800 円
2 名 1 室の小人 37,000 円
*幼児/食事有・寝具有 ：10,800 円
食事有・寝具無：7,500 円
バス座席のみ： 4,000 円

募集：40 名/最少催行：20 名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸ＩＣ(8：30)＝象山地下壕/第二次世界大戦時代の巨大防空壕を案内付で
１ 見学…松代宮坂酒造/試飲＝白馬五竜高山植物園/五竜テレキャビン（標高 1515ｍの
雄大な北アルプス展望と高山植物）＝大町温泉郷（泊）
食事：× 弁 夕
宿＝扇沢＝＜関電トロリー＞＝黒部ダム…黒部湖/湖上遊覧船ガルベ…
２
黒部ダム/迫力の観光放水＝扇沢＝安曇野にて桃狩り＝水戸ＩＣ(19：00頃)～各地 朝 昼 ×
宿泊：大町温泉郷 「黒部観光ホテル」 (和室)
旅のポイント
宿泊/大町温泉郷「黒部観光ホテル」

【安曇野で桃狩り（園内食べ放題３０分）】
北アルプスのふもと、おいしい水と空気に
恵まれた安曇野でもぎたての甘～い桃を
園内食べ放題でお楽しみいただけます。

❶夏にぴったり！３つのひんやりスポット
「地下壕・黒部ダム・白馬五竜」
❷温泉自慢の大町温泉郷「黒部観光ホテル」
❸象山地下壕を案内人付で探険
❹観光放水の黒部ダムをゆとりの見学
❺安曇野で桃狩り食べ放題付き

大町温泉郷で一番の広さを誇る温泉自慢の
お宿。お食事はわいわい楽しくバイキング！
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夏でも涼しい鳴沢氷穴
洞窟探険に出発！
ﾌﾙｰﾂ王国山梨の桃狩り

M311
静岡・山梨
2 日間

夏休みファミリーバスツアー♨ のんびり石和温泉

旅のポイント

日本初の泳ぐゾウ＆夏でもひんやり氷の洞窟探険
水陸両用ＫＡＢＡバスで山中湖へダイブ！

❶夏休みに家族みんなで楽しめる旅をご用意しました！
❷富士サファリパークで泳ぐゾウさんに逢える！
❸初企画！人気絵本の「リサとガスパールタウン」の
テーマパークを体験（園内アトラクションは一部有料）
❹果物王国 山梨の桃狩り（園内食べ放題）
❺夏でもひんやり氷の洞窟探険
❻水陸両用のＫＡＢＡバスで山中湖にダイブ体験
❼地元食材の創作和会席料理夕食付き石和温泉

「富士山麓わくわく大冒険の旅」

*３名１室 ひとり 2,000 円増
*２名１室 ひとり 4,000 円増
４～５名１室
２９，８００円
*１名１室
9,000 円増
募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：個室受付可
相部屋は希望の方がいれば対応
*小学生（大人に準ずる食事） 4,800 円引き、 ＊小学生（子供用食事） 7,000 円引き
注）ただし、2 名 1 室の場合の小学生は大人と同料金となります
*幼児/食事有・寝具無し ：10,800 円 *バス座席のみ幼児：5,400 円（バス座席 4000 円+ホテル館内施設利用料 1400 円）

出発日

旅行代金（お１人様）

8/7（月）

各地～水戸 IC(8：00)＝富士サファリパーク/間近に迫る大迫力の動物たち
＆日本初！水中を泳ぐゾウ公開中＝リサとガスパールタウン/人気絵本の
１
キャラクターの世界初テーマパーク＝石和温泉（泊）
食事：朝 × 夕
*水中のゾウは天候やゾウの体調によってご覧いただけない場合があります。
宿＝山梨/桃狩り（園内４０分食べ放題）＝鳴沢氷穴/夏でも平均気温は
２ 約３℃。涼しい洞窟体験＝ほうとうの昼食＝山中湖/水陸両用 KABA バスに
乗り換えて山中湖へザブ～ン！＝水戸 IC(18：00 頃)～各地
朝昼×
宿泊：石和温泉 「ホテル古柏園」 (和室)

宿泊/石和温泉「ホテル古柏園」 最上階の展望露天風呂と大浴場
は石和温泉初のトルマリン温泉。南アルプスや甲府盆地の眺
望も美しい。山梨の地元食材にこだわった創作和会席料理。

初企画！案内人同行でないとみられない新庄藩の貴重な遺跡「谷口銀山」見学

ビ
ィ
ー
フ
リ
ー
特
選
夏
の
旅

ミシュランガイドブックで観光地として 3 つ星を獲得した羽黒山
月山・湯殿山・羽黒山の三神合祭殿と国宝・五重塔を参拝

M312
山形
２日間

山形県最上地方の「金山町」、かつて大きな鉱山
があり、最盛期は金堀小屋三千軒の栄華を誇る

新企画！案内人同行でないとみられない

旅のポイント

最上金山の産業遺産「谷口銀山」
＆月山八合目弥陀ヶ原湿原
世界一のクラゲ加茂水族館・庄内最上のグルメ旅

❶案内人が同行しないと見ることができない谷口銀山
❷2 日間ともに昼食は地元民も絶賛の郷土料理昼食
❸格付けで有名なあのミシュランが発行する観光ガイド
ブックで 3 つ星に選ばれた羽黒山にご案内！

出発日

8/22（火）

旅行代金（お１人様）

４名１室

29,800 円

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：個室受付可

*３名１室ひとり 1,000 円増
*２名１室ひとり 2,000 円増
*１名１室
3,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

各地～那珂ＩＣ(7：00)＝神室山の恵みを活かした金山郷土料理の昼食＝
１

＝１６００年代の新庄藩の財政を支えた「谷口銀山」/案内人同行限定見学
（坑道がやや狭く階段あり。歩けない方は外でのんびりお待ち下さい）

❹個人では行きにくい月山八合目で涼しい湿原散策
❺イチオシ！クラゲ展示世界一の癒しの空間加茂水族館
宿泊/ 「休暇村羽黒」
国立公園の中に建つ、大自然に囲まれた一軒宿。出羽三山や月山への
参詣に最適。大浴場は温泉ではありませんが、月山の雪解け天然水を
使用した大浴場が旅の疲れを癒してくれます。
*夕食の一例（季節によって内容が変わります）

＝羽黒山三神合祭殿/参拝＝休暇村羽黒（泊）
食事：朝 昼 夕
宿＝月山八合目/標高 1400ｍの高山植物が咲く弥陀ヶ原湿原散策＆月山
中の宮参拝（約１時間/木道散策）＝鶴岡地産地消の絶品昼食＝
２
加茂水族館/クラゲの展示が世界一！話題の水族館＝庄内観光物産館/
山形の名産品が揃います＝那珂ＩＣ(20：00 頃)～各地
朝昼×
宿泊： 休暇村羽黒 (和室又は洋室)

Ｐ４

0120-317055

【旧福井藩主松平家の別邸「養浩館」＆福井弁落語観賞】
アメリカ庭園雑誌で足立美術館、桂離宮に次ぐ日本庭園ランキ
ングで３位を獲得の「養浩館」を案内人付で見学。そして福井弁
たっぷり、人気の「福井のおもしろ観光ばなし落語」と昼食へ。

白山開山１３００年・期間限定特別公開の旅！
M313
北陸
３日間

知られざる越前・白山の魅力にふれる旅

旅のポイント
❶白山開山１３００年記念！御開帳や特別公開の旅
❷初企画！日本庭園ランキング第３位「養浩館」見学
❸話題の福井弁たっぷりのおもしろ落語＆福井食材の昼食
❹観光バスで巡るからこその絶景！白山ホワイトロードドライブ
❺風光明媚な名湯が楽しめる温泉宿に宿泊します！

２泊目/法恩寺温泉 （*又は同等クラスホテル）
１泊目/山中温泉
「河鹿荘ロイヤルホテル」 「ホテルハーヴェストスキージャム勝山」
湯の街・山中温泉の源泉を 九頭竜川の流れを一望できる露天
引く渓流露天風呂が自慢！ 風呂がある天然温泉大浴場が好評

那谷寺秘仏御開帳＆苔の寺「白山平泉寺」
白山ホワイトロード絶景ドライブと白川郷

出発日

旅行代金（お１人様）

８/１８（金）

２～４名１室 69,800 円

*１名様個室 10,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様個室可
各地～水戸ＩＣ(6：30)＝叡智の杜・苔の里/杉の美林に囲まれた苔むす庭園
１ ＝那谷寺/開創 1300 年白山信仰自然智の森、書院と庭園の特別拝観・
十面千手観音菩薩御開帳＝山中温泉（泊）
食事：朝 弁 夕
宿＝養浩館庭園/旧福井藩主松平家の別邸…福井の食材を使ったご当地昼
食＆福井弁たっぷりおもしろ落語観賞＝羽二重餅の古里＝開山１３００年
２
平泉寺白山神社/開山1300年美しい苔と境内を案内人同行で拝観・宝物館の特別公開＝
＝織物記念館ゆめおーれ勝山＝法恩寺温泉（泊）
朝昼夕
宿＝＜白山白川郷ホワイトロード絶景ドライブ/一部降車観光付！
３ ふくべの大滝・とがの木展望台・白川郷展望台＞＝世界遺産の合掌
集落白川郷/昼食＆散策＝水戸ＩＣ(20：15 頃)～各地
朝昼×
宿泊：①山中温泉 「河鹿荘ロイヤルホテル」 (和室又は洋室)
②法恩寺温泉 「ホテルハーヴェストスキージャム勝山」 又は同等クラス

【和舟の渡しで奥会津の秘境「幽玄渓谷・霧幻峡」】
現地案内人付で神秘的な秘境集落をご案内します。
約３００年の歴史がありながらも昭和３９年に廃村と
なった霧幻峡、大山祀神社や子安観音、古民家、硫黄
鉱山の産業遺跡などがそのまま残されています。

旅のポイント
❶秘湯ファン必見！西吾妻中腹に佇む奥白布の秘湯「新高湯温泉」
❷初企画！和舟の渡しで廃村集落に残る日本の原風景へ案内人付
❸夏でも涼しい天元台高原ロープウェイで飯豊連峰の絶景
❹ふくしまフルーツ街道で桃又はぶどうの季節の果物狩り
❺皇室御用達の高原ホテルで優雅にランチ付！

宿泊/奥白布の秘湯 「新高湯温泉・吾妻屋旅館」
白布温泉の更に奥、バスを乗り換えてお宿へ到着。そこは秘
湯の一軒宿。源泉注ぐ５つの絶景露天風呂、混浴が 3 カ所あ
りご夫婦でも一緒に温泉を楽しめます。湯船から見渡す景色
は西吾妻山の中腹「1126ｍのイイフロ！」雄大な大自然。
女将の手料理も評判！そして夜は星空も美しい！

初企画！和舟で渡る神秘的な日本の原風景
M314
福島
２日間

幽玄峡谷「霧幻峡」癒しの秘境集落＆
標高１８００ｍ天元台高原ロープウェイ空中散歩
奥白布秘湯の一軒宿「新高湯温泉・吾妻屋旅館」

出発日

8/24（木）
9/15(金)

旅行代金（お１人様）

男女別相部屋 ３３，８００円
募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付のみ

*４名様以上は個室対応ＯＫ
*２～３名様の個室は先着４部屋
個室はひとり 2,000 円増
*１名様は相部屋受付のみとなります

ビ
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各地～那珂ＩＣ(8：30)＝🚢幽玄峡谷・霧幻峡/和舟の渡し舟に乗って日本
１

の原風景が広がる秘境へ！現地ガイドがご案内＝喜多方/お買物＝
＝奥白布・新高湯温泉（泊）

食事：× 弁 夕

宿＝天元台ロープウェイ/標高１８００ｍ夏も涼しい空中散歩で飯豊連峰の
２

山並みを一望＝ブナやカエデの森に包まれた渓流/中津川渓谷＝
＝プルミエール箕輪/皇室御用達の高原ホテルでランチ＝

福島季節の果物狩り（桃又はぶどう）＝那珂ＩＣ(18：45 頃)～各地 朝 昼 ×
宿泊：奥白布・高湯温泉 「吾妻屋旅館」 (和室) ★個室は先着４部屋

Ｐ５

特別企画！絶海の火山列島を見るチャンス！
東京都小笠原村に属する「硫黄島」は太平洋戦争の激戦地として知られていますが、現在民間人が
上陸することはできません。そのため、硫黄島の周囲を船で周遊して、洋上から眺めるクルーズで
硫黄島をご案内。船上からでも艦砲射撃の激しさを感じます。めったに見ることのできない貴重な島

★８名様限定！少人数の旅★ まだ見たことが無い、その先の日本へ…
民間人が上陸できない硫黄島！周遊して洋上からご案内
M315
東京
６日間

年に１度だけの特別企画「硫黄島三島周遊クルーズ」
＆世界自然遺産・小笠原諸島「父島」

出発日

９/８（金）

１

２

３

４

５
６

ま
だ
見
ぬ
景
色
に
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逢
う
秘
境
旅

Ｐ６

旅行代金（お１人様）

２～４名１室 １９８，０００円

*１名様は基本相部屋受付
１名様個室は空きがあれば対応
（１名様個室 15,000 円増）

募集：８名/最少催行：４名/1 名様：基本相部屋
各地～水戸ＩＣ(7：00)＝竹芝桟橋(11：00 発)～＜新造船！おがさわら丸・２等船室
嬉しい２段ベッド式で個人スペース確保＞～船中泊
*往復の船内でのお食事は自由食となります。麺類や定食など 500～1300 円前後です 食事：朝 × ×
～小笠原/父島…午後【小笠原ネイチャーガイドと巡る父島自然観察＆展望観光
ウェザーステーション展望台、長崎展望台、境浦、扇浦など（一部車窓含む）】
小笠原父島（19：00 発）～＜硫黄島３島クルーズへ＞～船中泊
×昼夕
～終日：硫黄島周遊クルーズ（硫黄島は一般民間人が上陸できませんのでご了承下さい）
＜南硫黄島～硫黄島～北硫黄島周辺をクルーズ＞～母島沖～父島（19：00）
＝小笠原・父島（泊） *宿チェックイン後、夕食へご案内
朝昼夕
終日【小笠原ネイチャーガイドと巡る自然観察＆森の中に点在する戦跡めぐり】
世界自然遺産区域を中心に森の中を散策（森の中を歩いてご案内します）
＝小笠原・父島（泊） *お宿にて夕食
朝弁夕
午前【父島・パノラマボートツアー】貸切ボートで海の観光へ、イルカウォッチング、
新東京１００景の無人島「南島」上陸(気象条件が良い時のみ)、出発までお買い物
など島内自由時間…父島（15：30 発）小笠原島民によるお見送り（ご厚意）～
～＜新造船・おがさわら丸・２等船室＞～船中泊
朝××
～竹芝(15：30 着)＝水戸ＩＣ(17：45 頃)～各地
×××
宿泊：ペンションクレセント (洋室又は和室/バス・トイレ付)

四万十川・吉野川と並ぶ四国三大河川のひとつ
「仁淀川（によどがわ）」。青色でも透明でもない
神秘的なその色は「仁淀ブルー」と呼ばれ、全国
一級河川の水質ランキング第１位に選ばれました

四国
３日間

・宿泊/父島 「ペンションクレセント」
・往復船中泊＆硫黄島クルーズ船中泊
昨年就航の新造船「おがさわら丸」
＊２等寝台ベッドで個室空間を確保
上下二段ベッド/コンセント付き

旅のポイント
❶年に１度の特別航路・硫黄島クルーズ
❷８名様限定の旅です！
❸フェリーは個室空間を確保する２等寝台
でご用意！等級アップはお問合せ下さい
❹国の天然記念物「南島」へ上陸
❺小笠原は父島の「森＆海のツアー」で満喫
❻父島ではペンションにて２連泊

【映画の舞台で話題！「柏島」の青く輝く海】
船が宙に浮いてみえるほどの透明度を誇る
周囲４ｋｍの小さな島。「釣りバカ日誌 14」の
ロケ地になりました。日本とは思えません！

あなたに見せたい日本の秘境・絶景シリーズ！新コース
高知城下の天然温泉＆黒潮躍る足摺温泉郷に宿泊

M316

硫黄島は東京から 1250ｋｍ南方に離れた小笠原諸島のほぼ南端にある
火山島。無人島といえども、自衛隊基地が存在しています。

中津渓谷・室戸岬・足摺岬・伊尾木洞・竜串・柏島・下灘駅
神秘の青「仁淀ブルー」＆四国絶景７景めぐり

出発日

旅行代金（お１人様）

９/１９（火）

３～４名１室 １１８，０００円

*２名１室 ひとり 4,000 円増
*１名１室 16,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

募集：22 名/最少催行：10 名/1 名様：個室受付可
各地～水戸ＩＣ(5：30)＝羽田✈高知＝①室戸岬/太平洋を望む大パノラマ＝②伊尾木洞/
１
まるでアニメのような神秘的な世界！シダ群落の洞窟＝高知三翠園温泉（泊） 食事：朝 × 夕
宿＝名越屋沈下橋/仁淀川の本流にある沈下橋＝③中津渓谷/仁淀ブルーの
２ 清流と雨竜の滝＆昼食＝④竜串グラスボート/珊瑚礁や熱帯魚を観賞＝
⑤足摺岬/四国最南端の断崖岬＝足摺温泉郷（泊）
朝昼夕
宿＝観音岩/高さ 30ｍの岩＝⑥柏島/エメラルドブルーの青く輝く海で船が宙に浮
いて見える透明度の高さはまるでイタリアのランペドゥーザ島のよう！＝
３
＝大洲/伊予の小京都散策＝伊予長浜駅++＜予讃線のローカル列車＞++
⑦下灘駅/一度は降りてみたい絶景駅＝松山✈羽田＝水戸ＩＣ(21：30 頃)～各地 朝✈昼 ×
宿泊：①高知三翠園温泉 「高知城下の天然温泉 三翠園」 (和室又は洋室)
②足摺温泉郷 「足摺国際ホテル」 (和室)

旅のポイント
❶新企画！個人では行きにくい四国の絶景・秘境 7 大めぐり

❷全国１級河川の水質ランキング１位！仁淀ブルーの青をご覧ください！
❸高知城下の天然温泉で高知名物かつおのたたき「皿鉢料理」の夕食
❹四国最南端「足摺国際ホテル」で太平洋を望む癒しの湯
❺日本一海に近い駅下灘駅へ！海沿いを走る人気の絶景ローカル列車
１泊目/高知城下の天然温泉
「三翠園」
高知市内初の良質天然温泉！
高知市中心部に湧く天然温泉は、
三翠園温泉だけ！

２泊目/足摺温泉
「足摺国際ホテル」
雄大な太平洋を一望できる
絶好のロケーション！！！

【宮城まり子さんが創設「ねむの木学園こども美術館】
1968 年に日本最初の肢体不自由児養護施設として設立
した学校で、子供たちに自由に楽しく描かせた絵は、ニュ
ーヨーク、パリ、スウェーデンなどでも紹介され、パリ近代
美術館での展示など世界で活躍する芸術となりました。
併設の「吉行淳之介文学館」も見学でお茶室のひととき。

お客様からのリクエストにより企画しました！芸術の秋を旅する
宮城まり子さんの真摯な思いが支える

旅のポイント
❶初企画！宮城まり子さんが設立した「ねむの木学園」
で子供たちが自由に描く作品を観賞します
❷静岡の著名人たちの美術館や記念館を巡ります
❸今年限定の井伊家ゆかりの地めぐり「龍潭寺」
❹吉行淳之介文学館ではお茶室でうす茶とお菓子
❺浜名湖を望む三ケ日温泉のリゾートホテル宿泊

宿泊/浜松三ヶ日温泉 「ホテルリステル浜名湖」
大浴場と露天風呂は、自家源泉の三ヶ日温泉(アルカリ性純泉)
を使用！お肌をスベスベにする「美人湯」として人気です。
浜名湖を見渡せる絶景大浴場と露天風呂！

【倉敷「大原美術館」＆倉敷美観地区散策】
倉敷の実業家大原孫三郎が設立したもので、西洋美術、近代美術を展示
する私立美術館としては日本で最初のもの。世界画壇の巨匠作品が数多
く展示されており、ロダンの彫刻「洗礼者ヨハネ」の像がお出迎え。

旅のポイント
❶一度は行ってみたい瀬戸内６つの有名美術館巡り
❷入館料は 8500 円相当全てツアー費に含みます
❸倉敷では 13 時頃ホテルチェックインをして、
その後閉館までたっぷり大原美術館観賞へ！
❹瀬戸内に浮かぶ「直島」は風景を活かした数多く
のアート作品で溢れています。専用バスで巡ります。
❺宿泊は倉敷でも温泉付ホテル利用でのんびり。
鷲羽温泉からは瀬戸内の景色を堪能できます！

1 泊目/天然温泉阿智の湯 「ドーミーイン倉敷」
江戸時代の名残と生活の香りを感じる
倉敷を一望できる天然温泉「阿智の湯」で
ゆっくり寛げます！

2 泊目/鷲羽温泉「鷲羽グランドホテル備前屋甲子」
湯けむりの向こうに見える夕日と
瀬戸の島々を堪能できます！

M317
静岡
２日間

「ねむの木こども美術館」＆遠州美術館めぐり
～直虎ゆかりの龍潭寺・井伊谷宮と三ケ日温泉～

出発日

９/２（土）

旅行代金（お１人様）

２～４名１室 ３４，８００円

*１名１室 2,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

募集：４２名/最少催行：２０名/1 名様：個室受付可能
各地～水戸ＩＣ(7：00)＝三保の松原/富士眺望の世界遺産＝清水港の海鮮昼食
＝宮城まり子さんの真摯な思いが支える「ねむの木こども美術館・どんぐり」＆
１
芥川賞作家「吉行淳之介文学館」とお茶室「和心庵」うす茶とお菓子付き＝
＝浜松三ケ日温泉（泊）
食事：朝 昼 夕
宿＝おんな城主直虎大河ドラマ館/見学＝龍潭寺/井伊直虎の過ごした菩提寺
拝観…井伊谷宮/井伊家ゆかりの神社＝昼食＝文化勲章受章の女流画家
２
「秋野不矩美術館」/建物の設計も興味深い！…世界のホンダ創業者
「本田宗一郎ものづくり伝承館」＝水戸 IC(18：30 頃)～各地
朝昼×
宿泊： 浜松三ケ日温泉 「ホテルリステル浜名湖」 (洋室)

【大塚国際美術館】
世界２５カ国、１９０余の美術品を所蔵する国内最
大規模の「陶板名画美術館」。陶板とは思えないほ
ど精巧な絵画はお写真もＯＫ！おすすめです！
M318
岡山・香川
３日間
出発日

９/１４（木）

8,500 円分相当の美術館入館料全て込み！

瀬戸内の海とアートの出逢い…人気の「直島」へ
大原美術館＆大塚国際美術館と「せとうち６つの美術館」
旅行代金（お１人様）

３～４名１室

９３，８００円

*２名１室 ひとり 2,000 円増
*１名１室
10,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

募集：22 名/最少催行：１２名/1 名様：個室受付可能
各地～水戸ＩＣ(6：00)＝茨城✈神戸＝倉敷（泊） *早めのホテルチェックイン
１
倉敷でランチの後、「大原美術館と美観地区散策」へご案内
食事：朝 昼 夕
宿＝宇野港～宮浦港＝「直島」美術館めぐり/地中美術館＝ベネッセハウス
２ ミュージアム＝昼食＝家プロジェクト（「きんざ」を除く共通チケット付）＝
＝宮浦港～宇野港＝鷲羽温泉（泊）
朝昼夕
宿＝＜瀬戸大橋＞＝東山魁夷せとうち美術館＝昼食＝大塚国際美術館＝
３
＝神戸✈茨城＝水戸ＩＣ(21：00 頃)～各地
朝昼×
宿泊：①天然温泉阿智の湯 ｢ドーミーイン倉敷」 (洋室)
②鷲羽温泉「鷲羽グランドホテル備前屋甲子」 (和室又は洋室)

0120-317055

芸
術
を
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Ｐ７

【初秋の訪れ迫る志賀高原＆横手山スカイレーター】
スカイレーターは約２００ｍの動く歩道。歩かなくても山頂まで連れて行ってくれます。
リフトを乗り継いで横手山～渋峠へ初秋の絶景空中散歩！山頂ヒュッテでは、売切れ
必須の大人気「雲の上のパン屋さん」で名物ボルシチ＆焼きたてパンのランチ付

【黒姫高原１００万本のコスモス＆いわさきちひろ黒姫山荘】
一目１００万本！約 40 年以上続く黒姫高原のコスモスとダリア園。黒姫童話館では
いわさきちひろさんのアトリエを兼ねた山荘を公開。建築時のこだわりで野尻湖を望む
床の高さになっています。ちひろさんの絵本のようにやさしい空間になっています。

秋の訪れ迫る志賀高原で源泉かけ流しの木戸池温泉に宿泊
M319
長野
２日間

黒姫高原１００万本のコスモス・いわさきちひろ黒姫山荘
標高 2307ｍ雲上の横手山・山頂ヒュッテ焼きたてパンのランチ付！

黒姫高原＆志賀高原の秋色山岳リゾートの旅

出発日

旅行代金（お１人様）

１０/１（日）

２～４名１室 ２９，８００円

*１名１室 3,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：個室受付可
各地～水戸ＩＣ(9：00/ゆっくり出発！)＝黒姫高原/１００万本のコスモス＆
１ 黒姫童話館・いわさきちひろ黒姫山荘＝信州中野/りんご狩り＝
＝木戸池温泉（泊）
食事：× 弁 夕
朝のさわやかな志賀高原/木戸池や田ノ原湿原など自由に散策
宿（10：00 頃）＝志賀高原の最高地点「横手山スカイレーター」動く歩道＆
リフトで秋の絶景空中散歩…標高 2307ｍ横手山山頂ヒュッテ/大人気！
２
雲の上のレストランでボルシチ＆焼きたてパンのランチ++リフトで渋峠へ＝
＜志賀草津高原ルート爽快ドライブ＞＝湯けむりのぼる草津温泉散策＝
＝水戸 IC(18：20 頃)～各地
朝昼×
宿泊： 木戸池温泉 「木戸池温泉ホテル」 (和室又は洋室)

旅のポイント

❶ゆっくり出発でのんびり秋の休日を過ごす旅
❷黒姫高原一目１００万本！圧巻のコスモス＆ダリア
❸初企画！横手山スカイレーターで気軽に雲上散歩
❹横手山頂ヒュッテで大好評の焼きたてパン屋さん
のボルシチランチをご用意！おすすめです！
❺志賀高原に宿泊で到着後や朝ものんびり湿原散策

宿泊/木戸池温泉「木戸池温泉ホテル」
窓から志賀高原の四季の景色を眺望できます！源泉かけ
流しの無色透明な単純泉を、24 時間楽しめます！

こんな広い温泉大浴場は初めて！感激の温泉リゾート南木曽温泉

初
秋
～
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M320
岐阜
２日間

恵那のローカル列車で頂く秋の味覚「明智鉄道きのこ列車」

日本三大美林「赤沢休養林トロッコ列車」＆妻籠・馬籠

出発日

旅行代金（お１人様）

９/１２（火）

３～４名１室 ３５，８００円

*２名１室 ひとり 2,000 円増
*１名１室
7,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：個室受付可
各地～水戸ＩＣ(7：00)＝油木美林/樹齢約３００年の木々が茂る原生林・
１ こもれびの滝と不易滝＝赤沢休養林/日本三大美林の天然ひのき林の
中を走る「森林鉄道トロッコ列車」に乗車＝南木曽温泉（泊） 食事：朝 弁 夕
宿＝江戸時代にタイムスリップ！妻籠宿＆馬籠宿/散策＝大人気の明和鉄道
２
きのこ列車で昼食/恵那駅++明智駅＝水戸ＩＣ(19：45 頃)～各地
朝昼×
宿泊：南木曽温泉 「ホテル木曽路」(和室又は洋室)
宿泊/南木曽温泉「ホテル木曽路」
とにかく広々！大自然に囲まれた開放感溢れる
多種多様の露天風呂・大浴場は感激です！

Ｐ８

旅のポイント

❶東海地方で人気の「きのこ列車」
地元名産きのこ料理を頂けるローカル線の旅
❷日本三大美林「赤沢休養林・森林鉄道」
❸感動の広大な温泉自慢の南木曽温泉
❹人気の宿場町散策妻籠宿＆馬籠宿
❺マイナスイオンたっぷり油木美林散策

地元の様々なきのこを使ったきのこづくし料理をいただきながら、明智鉄道
でのんびり終点までローカル線の旅。季節限定の料理列車は人気です！

0120-317055

【小型バス限定・大雪高原】
大型バスでは行くことができ
ない隠れた紅葉名所。湿原や
小沼群が広がる変化に富んだ
地形。ナナカマド、
カエデ、シナノキなど
木々が一斉に秋色に彩り
ます。沼に映りこむ
水鏡の紅葉は感動です。
約６ｋｍ・約３時間で
１周なのでハイキング
装備をおすすめします。

【然別湖】

【小型バス 22 名様限定】昨年の北海道台風からのリベンジ企画！

ネイチャーガイドと歩く！知る人ぞ知る隠れた紅葉名所
M321
北海道
３日間

小型バスでしか行けない感動の水鏡紅葉！「大雪高原」
＆日本一早い紅葉「旭岳ロープウェイ」空中散歩
雄大なる北海道・大雪山たっぷり紅葉絵巻

出発日

旅行代金（お１人様）

９/２３（土）

３～４名１室 108,800 円

*２名１室ひとり 2,000 円増
*１名様は相部屋受付
但し空室がある場合は個室対応
（料金はお問合せ下さい）

募集：２２名/最少催行：12 名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸ＩＣ(7：20)＝茨城空港又は成田✈新千歳＝然別湖遊覧船＝
１ ＝扇ヶ原展望台＝福原山荘/期間限定公開の紅葉名所＝
＝然別湖/北海道で最高所湖の紅葉＝糠平温泉（泊）
食事：朝 弁 夕
宿＝三国峠＝大雪高原（小型限定）…ネイチャーガイド付・紅葉の湖沼散策
２
（約３時間のハイキング）＝層雲峡・大函＝青い池＝美瑛白金温泉(泊) 朝 弁 夕
宿＝日本一早い紅葉名所「旭岳ロープウェー」/紅葉空中散歩＆姿見の池など
３
散策＝富良野＝新千歳✈茨城又は成田＝水戸 IC(20：00 頃)～各地 朝 昼 ×
宿泊：①糠平温泉 「糠平館観光ホテル」(和室又は洋室) *茨城又は成田空港は
②美瑛白金温泉 「湯元白金温泉ホテル」(和室)
出発確定時に決まります

旅のポイント

❶小型バス 22 名様限定！秋のシルバーウィーク 3 日間
❷初登場！隠れた紅葉名所「大雪高原」
ネイチャーガイド付紅葉ハイキング(約 3 時間)
❸紅葉の自然林に囲まれた糠平温泉の露天風呂！
❹２泊ともに大雪山に麓に湧く源泉掛け流しの名湯に宿泊
❺秋の特別公開「福原山荘」も見学します

１泊目/糠平温泉
「糠平館観光ホテル」
大雪山国立公園内にあり、
豊かな自然と良質の温泉に恵まれた
糠平源泉郷！

２泊目/美瑛白金温泉
「湯元白金温泉ホテル」
一切の加水・加温・循環行っていない為
天然温泉１００％掛け流し！

【前倉橋】

【見倉橋】

【日光白根山ロープウェイ】

【蛇淵の滝】

【いろは坂・下りで紅葉ドライブ】

【錦秋に包まれる秘境・秋山郷】

【小型バス１８名様限定】大型バスでは行けない秘境紅葉めぐり
M322
新潟
２日間

日本三大薬湯の一つ！名湯「松之山温泉・ひなの宿ちとせ」
紅葉美しき日本の原風景「秋山郷」と
日本ろまんちっく街道～日光白根山ロープウェイ＆いろは坂ドライブ～

出発日

旅行代金（お１人様）

１０/１６（月）

３～４名１室 ３５，８００円

*２名１室ひとり 1,000 円増
*１名様は相部屋受付
但し空室がある場合は個室対応
（料金は 3,000 円増）

募集：１８名/最少催行：１２名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸ＩＣ(7：30)＝津南の郷土料理昼食/名水で作る豆腐やおそば
＝案内人付で巡る秋山郷めぐり/目にご利益があるパワースポット「見玉
１ 不動尊」・新潟橋５０選！「見倉のつり橋」・柱状節理の断崖渓谷と赤い
アーチ橋「前倉橋」・紅葉に包まれて流れ落ちる「蛇淵の滝」＝
＝松之山温泉（泊）
食事：朝 昼 夕
宿＝沼田/秋の味覚りんご狩り＝道の駅人気ＮＯ１に輝く川場田園プラザ/
人気のパンの軽食付＆自由昼食＝紅葉に彩られた日光白根山ロープウェイ
２
/山頂のロックガーデンで天空の足湯が楽しめます！＝＜日本ロマンチック街
道＆いろは坂紅葉ドライブ＞＝水戸 IC(18：00 頃)～各地
朝軽×
宿泊： 松之山温泉 「ひなの宿ちとせ」(和室)

旅のポイント

❶小型バスでしか行けない秋山郷！18 名様限定の旅
❷予約の取りにくい人気の宿「松之山温泉・ひなの宿ちとせ」
日本三大薬湯の名湯と地産地消の絶品料理が自慢の宿です
❸昼食は名水の里津南の郷土料理で手作り豆腐＆そばをご用意
❹秋山郷ではただ通過ではなく、紅葉ポイント 4 カ所で停車観光
❺金精峠と日本ろまんちっく街道＆下りなら渋滞が少なく快適の
いろは坂を紅葉シーズンにドライブ！

初
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宿泊/松之山温泉「ひなの宿ちとせ」
松之山温泉は、草津、有馬に並ぶ日本三大薬湯の一つ！温泉基準値
の１５倍もの温泉成分が含まれており、その濃さが薬湯と呼ばれる
所以。落ち着いた館内とおもてなし、十日町の棚田米などの地元
ならではの絶品料理。ビィーフリーいちおしのお宿です！！

Ｐ９

個人では行きにくい東北名湯秘湯をのんびり湯めぐり

湯船そのものが源泉湧く「夏油温泉」
須川温泉・吹上温泉・鳴子温泉
湯ったりたっぷりのんびり東北名湯秘湯４湯めぐり

M323
岩手
２日間
出発日

旅行代金（お１人様）

９/１９（火）

２～４名１室

２５，８００円

*１名１室 2,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：個室受付可
各地～那珂 IC(7：00)＝須川温泉/栗駒山荘＆須川高原温泉など入浴＝
１
＝（お宿のバスに乗換）＝夏油温泉（泊）
食事：朝 弁 夕
宿＝（乗換）＝吹上温泉・峯雲閣/滝つぼ温泉＝鳴子温泉/自由散策＝
２
＝あら伊達な道の駅/お買物＝那珂ＩＣ(18：40 頃)～各地
朝××
宿泊： 夏油温泉 「元湯夏油」 (和室) 注意）お宿はエレベーター無しの 2 階利用です
旅のポイント
宿泊/夏油温泉「元湯夏油」
温泉は全て 100％源泉掛け流し！全ての露天風
呂は温泉が発見されて以来、湯船そのものが
源泉で一切お湯に手を加えておりません！

❶温泉が大好きな皆様に贈る！
の～んびり秘湯名湯をめぐる旅
❷標高 1126ｍいいふろ！白濁の湯「須川温泉栗駒山荘」
❸滝つぼにお湯が沸く秘湯吹上温泉
❹温泉街も楽しい鳴子温泉散策
❺現地バスに乗り換えて秘湯夏油へ

【須川温泉/栗駒山荘】

【吹上温泉・峯雲閣/滝つぼ温泉】

毎日開催される名物朝市も楽しみ！湯治湯で名高い肘折温泉
M324
山形
２日間

旅行代金（お１人様）

１０/２２（日）

３～４名１室

２９，８００円

*２名１室 ひとり 2,000 円増
*１名様は基本相部屋受付
但し空室がある場合は個室対応
（お 1 人様 4,000 円増）

募集：40 名/最少催行：２０名/1 名様：相部屋受付
各地～那珂 IC(7：00)＝岩肌に色付く紅葉が見事！山寺/立石寺＝
１
紅葉に包まれる最上川舟下り/草薙～古口＝肘折温泉（泊） 食事：朝 弁 夕
宿＝瀬見温泉駅++＜陸羽東線/鳴子峡の紅葉絶景ローカル列車＞++鳴子温泉駅＝
２
鳴子峡/紅葉観賞＝農家レストランの昼食＝那珂ＩＣ（18：00 頃）～各地
朝昼×
宿泊：肘折温泉「つたや肘折ホテル」(和室)
旅のポイント
宿泊/肘折温泉「つたや肘折ホテル」
肘折温泉は、開場千二百年と言われる湯治客中
心の山間の静かな温泉で、古き良き湯治場のぬ
くもりが感じられます。

名
湯
・
秘
湯
の
温
泉
旅

【鳴子温泉】
【紅葉に彩られた見事なＶ字渓谷
鳴子峡は列車＆展望台から見学】

珍しい天然の炭酸泉も湯めぐりできる！名湯「肘折温泉」
陸羽東線ローカル列車からの圧巻の鳴子峡紅葉観賞！
「山寺・鳴子峡・最上川」南東北３大紅葉名所

出発日

【須川高原温泉】

❶昔ながらの古き良き湯治場の雰囲気
漂う肘折温泉で外湯めぐりも満喫
❷やっぱり毎年見たい紅葉名所めぐり
❸鳴子峡は列車の車窓＆展望台の 2 回見学
❹絶品の農家レストラン昼食付き
❺紅葉の見頃を迎えるベストシーズン

【秋の最上川舟下り】

【山寺立石寺】

【肘折温泉】 宿はもちろん、外湯も
各所にあり、泉質の異なるお湯が楽し
めます。日帰り施設の「カルデラ温泉
館」では珍しい炭酸泉が湧いています。

初企画！一生に一度は泊まりたい５つ星の宿・秘湯に佇む隠れ宿に連泊！
M325
北海道
３日間

個人では行きにくい北海道の秘湯・5 つ星の宿
養老牛温泉の隠れ宿「湯宿だいいち」
この世の果てへ…野付半島トドワラ＆裏摩周・神の子池

出発日

旅行代金（お１人様）

１０/２６（木）

２～４名１室 129,800 円

*１名様は基本相部屋受付
*１名様個室は空きがあれば対応
（1 名様 34,000 円増）

募集：２０名/最少催行：１２名/1 名様：相部屋受付
各地～水戸ＩＣ(8：30)＝羽田✈釧路＝養老牛温泉（泊）
食事：朝 × 夕
宿＝尾岱沼～観光船でトドワラ桟橋へ/ネイチャーガイド付でトドワラ散策（太古の
２
原風景が残る景観）＝標津サーモン科学館＝養老牛温泉（連泊）
朝昼夕
宿＝裏摩周展望台＝神の子池/水深５ｍまで見える神秘のブルー
３
＝（硫黄山/車窓）＝釧路✈羽田＝水戸ＩＣ(19：45 頃)～各地
朝昼×
宿：養老牛温泉 「湯宿だいいち」 (連泊) (和室又は洋室)
旅のポイント
宿泊/養老牛温泉「湯宿だいいち」
１

浴場全体に柔らかな木の香りが漂います！
露天風呂は、バリエーション豊かで楽しめます

Ｐ１０

❶個人では行きにくい北海道の秘湯連泊
❷北海道では評判高く予約困難！自然と
共存できる隠れ宿！いちおしです！
❸個人では行きにくいトドワラを船＆散策でご案内
❹小型限定の裏摩周＆神の子池も見学
❺お宿では朝食につきたての御餅も！

【養老牛温泉】
川との隔てがほとんどない混浴大露天風呂！自然と共存するお宿だからこそ
大きな窓のお部屋でシマフクロウやエゾリスなど森の住人たちに会えるかも！？

【神秘のブルー・神の子池】

【この世の果て！？トドワラ】

【下北半島・恐山/秋の大祭に宿坊に宿泊できます！】

【仏ヶ浦遊覧船で仏ヶ浦に上陸】

【紅葉の奥入瀬流散策】

【大間崎・マグロ昼食】
旅のポイント

❶恐山秋の大祭に予約困難な境内内の宿坊「吉祥閣」に宿泊！
男女別相部屋になりますが、境内に宿泊することでイタコの口寄せに
開門前に並べます！そして泉質自慢の外湯めぐりの温泉も楽しめます
❷下北半島の秘境「仏ヶ浦遊覧船＆上陸」ができます！
❸本州最北端の大間崎、名物のマグロ昼食付き
❹奥入瀬渓流散策と十和田遊覧船で東北紅葉めぐり

宿泊/１泊目 恐山温泉
「宿坊吉祥閣」

２泊目/馬門温泉
「まかど観光ホテル」

温泉はいずれも白濁した硫
化水素含酸性緑ばん泉！

自慢の大浴場は、鶴が見
つけた千古の名湯！

旅のポイント

❶飛騨人の意気が高まる高山祭をた～っぷり見学に絞った旅
❷昼まつり＆宵祭りの両方楽しめる 1 泊 2 日プラン
❸宿泊は夜到着でも入れる郡上高原の大浴場付ホテル
❹飛騨三大名瀑の平湯大滝も見学！
❺夕食＆昼食はお祭りであえて自由食
高山のグルメ散策マップをご用意いたします！
宿泊/ 郡上高原 「郡上高原ホテル」
標高 1200ｍの四季の彩りが美しい郡上高原に在り、迫力ある白山連峰
が眼の前に広がり、圧巻な絶景が楽しめます♪

硫黄泉湧く秘湯・恐山温泉の宿坊に泊まる！イタコ体験や外湯温泉めぐり
出発日限定！イタコの口寄せ体験もできる本州最北の秘湯

M326
東北
３日間

下北半島「仏ヶ浦遊覧船」＆大間崎のマグロ
奥入瀬渓流と十和田湖遊覧船の東北紅葉めぐり

出発日

旅行代金（お１人様） ★１泊目男女別相部屋

１０/７（土）

３～４名１室

６９，８００円

★1 泊目は男女別相部屋
★2 泊目は個室対応で受付
*２名１室 2,000 円増
*１名１室 7,000 円増

募集：４０名/最少催行：１５名/1 名様：基本相部屋受付
*乗車地限定①水戸駅南口(5：00)＝②那珂菅谷Ｐ(5：30)＝恐山冷水＝
１
恐山（泊） *夕食までに間に合えばイタコ口の寄せ各自にて
食事：朝 弁 夕
早朝：恐山大祭/イタコの口寄せ（朝食前に各自にて）/宿＝仏ヶ浦遊覧船＆上陸
２
＝大間崎マグロの昼食＝大間崎/本州最北端＝馬門温泉（泊）
朝昼夕
宿＝奥入瀬渓流/石ヶ戸（散策）＝十和田湖遊覧船/子ノ口～休屋＝
３
昼食＝①那珂菅谷Ｐ(20：00 頃)＝②水戸駅南口（20：30 頃） 朝 昼 ×
宿泊：①恐山温泉宿坊吉祥閣 (和室) ★大祭時期の宿坊のため男女別相部屋となります
②馬門温泉 「まかど観光ホテル」（和室又は洋室/個室ＯＫ）
*イタコの口寄せは宿坊宿泊なので開門前の早朝から並ぶことができます。
口寄せの料金は寸志となりますので、各自でイタコさんにお渡しください。

大浴場付の郡上高原ホテルに宿泊！昼と夜両方の祭りを楽しむ
M327
岐阜
２日間

100 個にもおよぶ提灯を灯す幻想的な宵祭り
屋台曳き揃え・からくり奉納も観賞昼まつり

日本三大美祭「秋の高山まつり・八幡祭」

出発日

旅行代金（お１人様）

１０/９（月）

２～４名１室

２７，８００円

出
発
日
限
定
・
秋
ま
つ
り

*１名１室 3,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

募集：４０名/最少催行：２０名/1 名様：個室受付可能
各地～水戸ＩＣ(10：00)＝（安房トンネル）＝高さ６４ｍ！飛騨三大名瀑
１ 平湯大滝＝高山まつり/宵祭り（21：00 までたっぷり滞在・自由夕食）＝
＝郡上高原（泊/22：00 頃到着予定）
食事：× 軽 ×
宿＝高山まつり・昼の部/御巡幸・曳き揃え・からくり奉納など
２
約 3 時間たっぷり見学・自由昼食＝水戸 IC(19：20 頃)～各地 朝 × ×
宿泊：郡上高高原 「郡上高原ホテル」 (和室又は洋室)

0120-317055

Ｐ１１

秋の旅を一足お先に予約受付開始！
M328
和歌山
３日間

旅のポイント
❶成田空港ＬＣＣ利用で関西空港へ！
❷まだまだ知られていない紀伊半島の絶景巡り
❸ラピュタの島と呼ばれている友ヶ島
を案内人付きで約 2 時間の探険
❹2 泊ともリゾートホテルを堪能

❻知られざる高野山の守護神「立里荒神」参拝
1 泊目/「和歌山マリーナシティホテル」

2 泊目/千里浜温泉「紀州南部ロイヤルホテル」

日本一の梅里「みなべ町」に建つリゾート
和歌浦湾に浮かぶリゾートホテル！デザイン異なる全 99 の客室は、
イタリア製の調度品で統一されて、リゾート気分がたっぷり味わえます！ ホテル！海を眺める温泉露天風呂付♪

【永田いなか浜】
【ヤクスギランド】

【紀元杉】 歩かずに出逢える圧巻の巨木
旅のポイント
宿泊/屋久島・安房地区
❶屋久島行き飛行機の予約が
「屋久島グリーンホテル」
近年リニューアルオープン！緑豊
中々取れない中、今回は往復
かな空間で、ゆっくりとした時の
らくらく飛行機利用！
流れをご満喫！連泊でのんびり
❷大型バスでは入れない世界遺産
地域西部林道のミニウォーク
❸屋久島森林生態系保護地域の保全
利用地区指定ヤクスギランド散策

❹温泉付の宿で２連泊
旅行企画・実施 茨城県知事登録旅行業第 2-532 号

石塚サン・トラベル（株）
〒310-0012 茨城県水戸市城東 1-3-17 弓和ﾋﾞﾙ 3 階
総合旅行業務取扱管理者 綿引 薫
企画部 TEL029-303-7650 FAX029-224-0603
▼ツアーお申し込み・お問い合わせはこちら▼

フリーダイヤル ０１２０－３１７０５５
営業時間 ９：００～１７：００（土・日・祝は休み）
（営業時間を過ぎてからの添乗員緊急電話やＦＡＸによるツアー
お取消し・変更は、翌営業日扱いとなりますのでご了承下さい）
＊詳しい旅行条件書をお渡しします。
事前にご確認の上お申し込み下さい。
＊最少催行人員２０名（特に記載の無い場合）

無人島の要塞「友ヶ島」・立里荒神・白崎海岸
あなたの知らない紀伊半島 絶景めぐり

出発日

旅行代金（お１人様）

10/19（木）

３～４名１室 ９８，８００円

募集人員：22 名最少催行：12 名１名様：個室対応可
各地～水戸ＩＣ(10：00)＝成田✈関西＝加太港～友ヶ島/ガイド同行
で要塞遺構の島を探訪（第２砲台跡・タカノス山展望台・第３砲台跡
１
など、徒歩約 2 時間・やや登り下りもあり）～加太港＝和歌山（泊）
*荒天時は淡嶋神社と深山第一砲台跡などをご案内となります
食事：朝 × 夕
宿＝あらぎ島/日本の棚田百選＝湯浅のしょうゆ発祥の地・町並み
散策＝白崎海岸/日本のエーゲ海と称される白き海岸＝道成寺/
２
安珍清姫の伝説と住職の説法＝円月島・白良浜（車窓）＝
＝紀伊半島の景勝地千畳敷・三段壁＝南部（泊）
朝昼夕
宿＝ごまさんスカイタワー/和歌山最高峰のタワー＝立里荒/日本
３ 三荒神のひとつで高野山の守護神＝世界遺産高野山・奥の院＝
関西✈成田＝水戸ＩＣ(21：00)～各地
朝昼×
宿泊：①和歌山 「和歌山マリーナシティホテル」（洋室）
②南部 「紀州南部ロイヤルホテル」（和室又は洋室）
*このツアーの往復飛行機はＬＣＣ航空会社のバニラエア利用の予定です
お客様のご予約を頂いてからのお手配となりますのでご了承下さい。
尚、ＬＣＣのためお預けになるお荷物は２０ｋｇまで、機内持ち込み手荷物は
10ｋｇまで、それ以外は有料となり各自ご負担となりますのでご了承下さい。
荒天等で遅延・欠航があった場合の便変更が必要な際は、別途料金が
発生致しますので、充分ご理解の上、ご参加お願い申し上げます。

【白谷雲水峡】
M329
鹿児島
３日間

【中間ガジュマル】

小型バスでしか回れない魅惑の屋久島１周ぐるり

世界自然遺産の屋久島感動紀行
～紀元杉・千尋の滝・白谷雲水峡・ヤクスギランド～

出発日

旅行代金（お１人様）

１０/３（火）

４～５名１室 1４８，８００円

お名前・住所・電話番号・生年月日・希望乗車地をお知らせ下さい。(会員様は会員番号でＯＫ)

●出発確定しましたら、ツアー出発日の３日前までにご入金下さい
ご来店又は下記口座へお振込でご入金下さい。お振込み用紙は発送しておりません。
お手数料はお客様のご負担にてお願い致します。

【お振込先】 口座名義： 石塚サン・トラベル（株）
常陽銀行 石塚支店
みとしん 袴塚支店
郵便局 記号１０６２０
普）１３５９８７０
普通）１０４１６６９
番号 ３６１４６９５１
●旅のしおりを発送します。当日のご参加お待ちしております
出発１週間前を目安に最終日程表をご参加者全員に発送いたします。（遅くとも旅行開始日前）

●下記乗車場所よりご希望乗車地をお選び下さい。（途中乗車不可・15 名以上は希望場所受付）
★印の乗車地はツアー専用駐車場有り。ツアー受付時同時予約願います。＜１日につき２００円＞

佐和駅

勝田駅
西口

*3 名１室 1,000 円増
*2 名 1 室 3,000 円増
*１名１室 10,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

募集：22 名/最少催行：12 名/1 名様：個室可能
各地～水戸ＩＣ(7：00)＝羽田✈鹿児島✈屋久島＝千尋の滝（巨大な
１
一枚岩を流れ落ちる壮大な滝）＝屋久島・安房（泊）
食事：朝 × 夕
宿＝白谷雲水峡（緑美しい苔むした原生林の森をゆっくり各自ハイキング/約 90 分）
＝宮之浦/昼食＝永田いなか浜＝<西部林道/大型バスが入れない世界遺産地域を
２
ミニウォーク>＝大川の滝(屋久島屈指の名瀑)＝中間ガジュマル＝屋久島フルーツ
ガーデン＝屋久島・安房 (泊)
朝昼夕
宿＝紀元杉(樹齢３０００年えお超えるヤクスギ)＝ヤクスギランド/各自散策/
３ ３０分＝屋久島伝承蔵＝郷土料理昼食＝屋久島ふるさと市場＝屋久島✈
鹿児島✈羽田＝水戸 IC(21：00 頃)～各地
朝昼×
宿泊：屋久島・安房 「屋久島グリーンホテル」 (連泊/和室又は洋室）

●お申し込みはお電話で、ツアー番号・出発日と下記詳細をお知らせ下さい

★那珂市
菅谷専用
駐車場

*2 名 1 室 3,000 円増
*１名１室 11,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

水戸駅
南口

赤塚駅
南口

★水戸市
専用駐車場
（ﾊﾟｰﾗｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ様Ｐ内）

●ツアー取消料はお一人様につき発生致します
↓旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
航空機
バス旅
日帰り
船・ＪＲ
宿泊
夜行
２０～15日前 ２０％
―
―
14～8日前
２０％
―
7～4日前
３０％
―
３～２日前
３０％
前日
４０％
当日
旅行前
旅行開始後・
無連絡不参加

５０％
１００％

●催行人員に満たない場合はツアー中止となります
出発日の１４日前までにお電話かハガキでご連絡します

