2017 年

秋号
旅行設定１１月～２月

石塚サン・トラベル株式会社
【ビィーフリーツアー】
２０１７年 ９月 １日発行

神話の舞台「稲佐の浜」

稲佐の浜「神迎神事」
旧暦１０月は全国の八百万の神々が出雲の国に集まる月。他の土地では神様が
留守になるので神無月、出雲では神在月と呼びます。旧暦１０月１０日に
稲佐の浜で神々をお迎えする「神迎祭」、翌日に出雲大社では「神在祭」の神事が
執り行われます。今回の旅では神事の日程（11/27～28）にあわせた貴重な旅。

M330
島根
３日間

出雲大社「神在祭」

出発日

旅行代金（お１人様） *シングル利用のみ

１１/２７（月）

１名１室限定

９８，８００円

*２名様以上でお申込み頂いても
お部屋はシングルルーム利用
となります。ご了承の上お申し
込み下さい。

募集：20 名/最少催行：１４名/1 名様：個室受付可
各地～水戸ＩＣ（6：30）＝羽田✈広島＝出雲歴史博物館＝出雲/夕食＝
１ ＝稲佐の浜/全国から出雲に神様を迎える「神迎神事」…神迎の道（徒歩
約２０分）…出雲大社「神迎祭」＝松江（22：30 頃/泊）
食事：朝 × 夕
宿＝出雲大社/神在祭（本殿参拝や神門通り散策）…昼食/出雲そば＝
２ ＝万九千神社/全国の神が帰路に立ち寄る神社＝国宝「松江城」＝
＝夕食/松江郷土料理＝松江（泊）
朝昼夕
宿＝足立美術館/イヤホンガイド付き・たっぷり２時間滞在＝昼食＝
３
＝広島✈羽田＝水戸ＩＣ（21：00 頃）～各地
朝昼×
宿泊（連泊）： 松江市内「東横ＩＮＮ松江駅前」（シングルルーム利用）

神々は７日間滞在して神議り
（かむはかり）の会議を開き、
縁結びや収穫など諸事につい
て決められると言われていま
す。神々の御宿社となる「十九
社」でも連日祭事が行われて
います。ご利益ある神在祭に
出雲大社へ参拝します。
*神在祭の神事はご覧いただけません。

旅のポイント

一年に一度！日本中の神々が集う貴重な伝統神事

出雲大社「神迎祭」と「神在祭」
万九千神社・国宝松江城・足立美術館

出雲大社から西へ１ｋｍ、「稲佐の
浜」で御神火が焚かれ神事が行わ
れます。その後は浜から出雲大社
への「神迎の道」を行列が続き、神
楽殿で「神迎祭」を終えるとようやく
神々は宿となる東西の十九社に鎮
まられます。
*１９時からの神事を浜で見学
*雨天決行、荒天の際は中止の場合有り

❶予約困難！出発日限定、１年に１度の伝統神事へ
❷出雲大社最大の神事「神迎祭」と「神在祭」へご案内
❸なかなか見られない「稲佐の浜・神迎神事」見学
❹八百万の神々が集まる特別な神在月に出雲大社を参拝
❺神々が国に帰る前に立ち寄るとされる「万九千神社」にもご案内
❻１名様でも気軽にご参加ＯＫ！シングルルーム利用
❼足立美術館はたっぷり２時間＆イヤホンガイド付き
❽国宝になった「松江城」＆松江郷土料理のお食事付

宿泊/松江市内「東横ＩＮＮ松江駅前」（シングルルーム利用）
１年に１度の出雲大社最大神事のため
予約困難な松江エリアに宿を確保！
シンプルなビジネスホテルタイプです。
*稲佐の浜での神迎神事に立ち会うため
１泊目のホテル到着は 22：30 頃に
なります。

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

「米坂線」ローカル列車で紅葉の中を走り抜ける！

飯豊山麓に包まれた小国エリアはエメラルドグリーンの清流
と紅葉が楽しめる秋のおすすめ紅葉名所です。ビィーフリー
初登場の「胎内高原」は知る人ぞ知る！紅葉の秘境スポット
です。ローカル線からの紅葉車窓もお楽しみ下さい。

旅のポイント
❶紅葉の中を走り抜ける米坂線ローカル列車の旅へ！
❷初登場！黄金の渓谷と呼ばれる紅葉穴場「胎内高原」
❸小国紅葉街道で赤芝峡・新田橋・鷹ノ巣吊り橋
など渓谷に沿った紅葉スポットめぐり
❹新潟・村上の町屋めぐりを案内人付でまち歩き
❺日本海の夕日が美しい瀬波温泉に宿泊
❺紅

宿泊/瀬波温泉 「瀬波ビューホテル」
全室オーシャンビューで日本海に沈む夕日に染まる宿。
もちろん旬の素材を活かしたお料理も好評のお宿です。

紅
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ス
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紅葉と清流のコントラストが美しい飯豊山麓の秘境
M331
山形
新潟
２日間

小国紅葉街道＆紅葉穴場！胎内高原の秋
米坂線紅葉ローカル列車＆城下町村上で鮭会席
～日本海に沈む夕日に染まる宿「瀬波ビューホテル」～

出発日

旅行代金（お１人様）

２～４名１室 ２９，８００円

１１/７（火）

*１名１室 4,000 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～那珂ＩＣ(7：00)＝米坂線ローカル列車で紅葉の中を走る！/羽前椿駅++
＜米坂線/約３０分＞++小国駅＝小国の郷土料理/昼食＝荒川の清流を眺める紅葉の
１
赤芝峡を散策＝玉川渓谷・新田橋/エメラルドグリーンの清流と紅葉のコントラスト
＝鷹ノ巣吊り橋/新潟の橋５０選＝瀬波温泉（泊）
食事：朝 昼 夕
宿＝日本初の鮭の博物館/イヨボヤ会館＝風情ある村上の町屋めぐり/案内人付…
２ 「割烹料亭能登新」で鮭会席の昼食＝＜胎内高原/紅葉ドライブ＞＝
＝知る人ぞ知る奥胎内紅葉名所/散策＝那珂ＩＣ(19：45 頃)～各地
朝昼×
宿泊：瀬波温泉 「瀬波ビューホテル」

ビィーフリー初登場！標高 1420ｍへ天空の遊覧カートに乗車して
紅葉広がる富士見高原の絶景ドライブ！このカートは何と自動運転
なので、乗っているだけで楽しい紅葉パノラマを堪能できます！
M332
山梨
長野
２日間

旅のポイント
❶にごり湯の秘湯の一軒宿「横谷温泉」に宿泊！
❶早めの宿到着で乙女滝や霧降の滝など横谷渓谷散策へ
❶初企画！富士見高原天空カートで絶景のパノラマドライブ
❶茅野の真っ赤なもみじの隠れた紅葉名所「長円寺」
❶甲州ワイナリー見学＆試飲や郷土料理ほうとう昼食付

宿泊/横谷温泉 「横谷温泉旅館」
露天風呂から見えるのは川の流れと
紅葉、そして渓流の音を聞きながら
のんびりとお湯を楽しめます。
黄金色の源泉かけ流しが自慢です。
名物の手打ち十割蕎麦が自慢の一品

Ｐ２

【村上伝統の「鮭会席」昼食】
鮭の町村上では 10～12 月に旬を
迎えます。身はもちろん頭から
骨や皮まで村上伝統の調理方法で
ご提供致します。

紅葉の横谷渓谷を目の前にした露天風呂での～んびり

黄金のにごり湯・秘境の一軒宿「横谷温泉旅館」
天空の遊覧カートで絶景の紅葉パノラマ

出発日

旅行代金（お１人様）

１１/８（水）

３～４名１室 ２９，８００円

*2 名１室 3,000 円増
*１名１室 9,000 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)＝河口湖もみじまつり/もみじ回廊＝山梨名物ほうとう昼食
１ ＝ワイナリー工場見学＆試飲＝横谷温泉（泊）
食事：朝 昼 夕
＊15：30 頃早めの宿入りで、周辺の横谷渓谷の紅葉など散策でお楽しみ下さい。
宿＝知る人ぞ知る茅野の紅葉穴場！真っ赤なもみじ寺「長円寺」＝
＝富士見高原「天空の遊覧カート」/自動運転のカートに乗って誰もが気軽に
２ 標高 1420ｍまでドライブできます！感動的な紅葉と大パノラマ！
＝八ヶ岳でランチ＝＜東沢大橋＞＝清泉寮/名物ソフトクリームやお買物＝
＝水戸ＩＣ(18：00 頃)～各地
朝昼×
宿泊：横屋温泉 「横屋温泉旅館」

0120-317055

★京都通なら行っておきたい！とっておきの京都の夕食★

築３００年の武家屋敷「へき亭」 登録有形文化財の「京町家 貴匠桜」

【聖護院門跡の特別公開】 豪華絢爛！狩野派障壁画 130 面。
皇室ゆかりの宮門跡。本邦初公開の狩野探幽筆「釈迦三蔵像」

早起きしても食べたい！これぞ京都の朝ごはん

憧れの「瓢亭別館」朝がゆ朝食
旅のポイント

宿泊/大津「ホテルピアザびわ湖」（連泊）
京都にも近く、美しい琵琶湖を一望する客室の宿。
７階には展望大浴場付で旅の疲れを癒してくれます。
嬉しい連泊プランです。

❶バス座席は 1 人 2 席利用のゆとり旅
❷年に２回のみ公開「瑠璃光院」特別公開
❸個人では行きにくい洛西の紅葉めぐり
❹予約困難「苔寺」の拝観（予定）
❺もみじのかくれ里「京都亀岡」の紅葉
❻特別公開の「聖護院門跡」拝観
❼出雲大神宮＆永観堂のライトアップへ
❽とっておきの料亭！嬉しい全９食付き

【バス１人２席利用のゆとり旅・２０名様限定】初企画の紅葉名所も満載！！
M333
京都
３日間

年に２回のみ公開！一生に一度は見たい「瑠璃光院」紅葉特別公開
もみじの隠れ里「京都亀岡紅葉ライトアップ」＆「聖護院門跡」と「苔寺西芳寺」

京都通のあなたに贈る「とっておきの大人の京都紅葉めぐり 2017」
出発日

11/１９（日）
１
２
３

旅行代金（お１人様）

*お部屋は基本ツインとシングルです。３名様以上はお問合せ下さい。

２名１室 １０８，０００円

募集：２０名/最少催行：12 名/1 名様：個室可

*１名 1 室
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7,000 円増

相部屋は希望の方がいれば対応

各地～水戸ＩＣ(7：00)＝初企画！京都郊外で混雑も少ない亀岡の紅葉めぐり/「鍬山神社」丹波の国を造った神を祀る神社で紅葉名所
＝築３００年の武家屋敷で頂く「へき亭」の夕食＝丹波一之宮「出雲大神宮」紅葉ライトアップ＝大津市内（泊）

食事：朝 弁 夕

宿＝１年に２回だけ特別拝観の感動紅葉隠れ寺/「瑠璃光院」＝京料理の昼食＝個人では行きにくい憧れの「西芳寺・苔寺」（予定）…
特別公開「浄住寺」…紅葉と竹の競演「地蔵院・竹の寺」＝「京町屋貴匠桜」の夕食＝永観堂ライトアップ＝大津市内（連泊）
朝昼夕
宿＝憧れの朝食「瓢亭別館の朝がゆ」＝「聖護院門跡」/特別公開＝京都おばんざいの昼食/おしるこ付！＝水戸ＩＣ(21：45 頃)～各地 朝 昼 弁

宿泊（連泊）： 大津市内 「ホテルピアザびわ湖」

注）西芳寺の予約状況によっては行程が変更となる場合があります。ご了承下さい。

Ｐ３

【古代天文遺跡！金山巨石群】

【飛騨金山宿の筋骨めぐり】

まるでイギリスのストーンヘンジのような巨石群が
並び、昔の人々が太陽観測をして暦を作った場所で
はないかと言われている話題のパワースポット！
古代の人々の計り知れない天文学を肌で感じます。

筋骨（きんこつ）とは飛騨地方で「路地裏」の意味。まるで人間の入り組んだ
筋（すじ）や骨のように複雑に絡み合った様な路地という例えからきています。
あの山岡鉄舟も歩いたという金山宿。えーっ！こんなところ入っていいの？と、
ガイド無しでは体験できない楽しい路地裏めぐりを体験してください。

M334
岐阜
2 日間

にっぽんの魅力再発見！日本三名湯「下呂温泉」

旅のポイント

太陽暦のパワーを秘めた日本のストーンヘンジ！？「金山巨石群」
飛騨街道金山宿「わくわく筋骨ウォーク」

❶日本三名湯の下呂温泉に宿泊！
❷初企画！まるでイギリスのストーンヘンジのように太陽暦
として機能する古代遺跡「金山巨石群」を案内人付でご案内
❸飛騨金山宿を案内人付だからこそ楽しめる裏道
散歩の「筋骨ウォーク」（約２時間）で歩こう！
❹紅葉美しい下呂合掌村＆初登場夕森もみじ観賞

秋の下呂合掌村＆龍神伝説夕森もみじ

出発日

旅行代金（お１人様）

１１/１６（木）

２～４名１室

２９，８００円

*１名１室
4,000 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
各地～水戸ＩＣ（7：00）＝【飛騨街道・金山宿筋骨ウォーク】案内人付で
１ 路地裏巡り/餅倖商店…鎮守山…金山宿…奥飛騨酒造など驚くような細い
路地や懐かしい町並み、商店を訪ねます＝下呂温泉（泊）
食事：朝 弁 夕
宿＝紅葉の下呂温泉合掌村＝金山巨石群/案内人付で天文遺跡の巨石
の謎に迫る！今話題のパワースポット＝飛騨の郷土料理昼食＝
２
＝龍神伝説が残る紅葉名所/「竜神の滝」と夕森もみじ公園＝
＝水戸ＩＣ（20：15 頃）～各地
朝昼軽
宿泊：下呂温泉 「ブリーズベイホテル＆リゾート下呂」
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M335
東海＆近畿
2 日間

日本三名泉の一つ、下呂温泉。自家源泉を持ち豊富な湯量で
美肌効果抜群。温泉と飛騨牛料理をお楽しみ下さい。
*和室の布団敷はセルフとなります。

天然温泉大浴場付！鈴鹿サーキットホテル宿泊

旅のポイント

紅葉に彩られる遠州の奥座敷「遠州三山」と
錦秋の近江路「国宝の湖南三山」めぐり
なばなの里イルミネーション＆甲賀名産松茸・近江牛の昼食

❶初企画！今まで湖東三山の陰に隠れてなかなか知られていな
かった…実は紅葉が美しい国宝の社寺「湖南三山」ご案内
❷秋限定！滋賀甲賀の名産「松茸＆近江牛」すき焼き御膳昼食
❸毎年テーマが変わる日本最大級のイルミネーション「なばなの里」
❹なばなの里で使える 1000 円分のチケット付
❺天然温泉大浴場付の鈴鹿サーキットホテル宿泊

出発日

旅行代金（お１人様）

１１/２７（月）

２～４名１室

46,800 円

*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：個室可
各地～水戸ＩＣ（7：00）＝【紅葉の名刹遠州三山めぐり】①法多山尊永寺/
厄除けだんごが名物！＝②１５００本のもみじ/油山寺＝③家康ゆかりの可睡斎＝
１
＝日本最大級「なばなの里イルミネーション」＝鈴鹿（泊）
食事：朝 弁 ×
*なばなの里で自由夕食/園内で使える１０００円分クーポン付き
宿＝【実は紅葉美しい国宝の社寺・湖南三山】❶善水寺＝❷長寿寺＝
２ ❸常楽寺＝滋賀信楽名物！近江牛＆松茸のすきやき御膳昼食＝
＝水戸ＩＣ（21：30 頃）～各地
朝昼軽
宿泊：鈴鹿 「鈴鹿サーキットホテル」

Ｐ４

宿泊/下呂温泉「ブリーズベイホテル＆リゾート下呂」

宿泊/鈴鹿市内「鈴鹿サーキットホテル」（天然温泉付）
鈴鹿サーキットの敷地内に湧いた天然温泉大浴場付！
お部屋も広々でサーキットルームなど趣向を凝らした人気のホテル。

0120-317055

【魅惑の名古屋グルメを名店で頂きます】

M336
愛知
岐阜
2 日間

老舗で食す絶品「ひつまぶし」＆岡崎名物「味噌煮込みうどん」
約 4000 本のもみじ「香嵐渓ライトアップ」
国名勝「虎渓山永保寺」・国天然記念物「鳳来寺山」

東海随一の紅葉名所＆ぐるめ旅+みかん狩り付！

出発日

旅行代金（お１人様）

１１/２２（水）

２名１室

２９，８００円

*１名１室 1,000 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
各地～水戸ＩＣ(8：00)＝国の天然記念物指定の景勝地！「鳳来寺山＆
１ 鳳来山東照宮」＝名物ひつまぶしの夕食＝４０００本の真っ赤なもみじ！
香嵐渓ライトアップ＝多治見市内（泊）
食事：朝 弁 夕
宿＝国名勝の美しい庭園「虎渓山永保寺」＝岡崎八丁味噌蔵見学＝
２ ＝名物味噌煮込みうどんの昼食＝旬を迎える三ヶ日のみかん狩り＝
＝水戸ＩＣ(19：30 頃)～各地
朝昼×
宿泊：多治見市内 「ホテルルートイン多治見」 （洋室）

旅のポイント
❶約 4,000 本の圧巻のモミジをライトアップで観賞
❷個人では行きにくい東海地方の名刹「虎渓山永保寺」
と「鳳来寺山と東照宮」を紅葉美しい秋に訪問
❸名古屋グルメで有名な「ひつまぶし」と「味噌煮込み
うどん」をそれぞれ老舗の名店でお召し上がり下さい
❹岡崎で有名な八丁味噌の蔵見学
❺旬を迎えるみかん名産地「三ヶ日みかん狩り」

宿泊/「ホテルルートイン多治見」 ライトアップ見学の後、夜の
チェックインなので、ホテルはお手軽なルートインさんへ。
多治見で唯一の天然温泉大浴場完備で、
旅の疲れも
癒せます。

【聚光院伊東別院】
今や世界的に有名な千住
博画伯は滝を描くことで
知られています。京都は
青い襖絵ですが別院では
背景が黒の滝の襖絵。
＊通常非公開のため現在
聚光院さんと見学の調整中
です。一旦仮予約にてツアー
を受付させて頂きます。

＊写真はパンフレットより引用

【仮予約受付】京都大徳寺聚光院の別院が伊豆にある！
M337
静岡
2 日間

聚光院伊東別院の千住博画伯筆「白の書院」
＆全室露天風呂付き「観音温泉」
秋色の河津七滝＆修善寺へ～伊豆のおとな旅～

出発日

旅行代金（お１人様）

１１/３０（木）

２～４名１室

３９，８００円

*１名１室
7,000 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
各地～水戸ＩＣ(8：00)＝聚光院伊東別院/千住博画伯筆「白の書院」（予定）＝
１
＝伊豆のみかん狩り/園内食べ放題＝観音温泉（泊）
食事：朝 弁 夕
宿＝河津七滝/散策（約９０分遊歩道散策）＝修善寺にて昼食…
２ 修善寺の名所竹林や足湯など自由散策＝真っ赤な１０００本のもみじ林
「修善寺もみじ林」＝水戸ＩＣ(19：00 頃)～各地
朝昼×
宿泊：伊豆奥下田 「観音温泉」 全客室露天風呂付き（本館）
*９月現在聚光院伊東別院様と拝観調整中のため、仮予約にてツアー受付。
正式に見学許可がおりましたら仮予約の方には順次ご連絡致します。

旅のポイント
❶普段非公開の聚光院伊東別院にて、かの有名な
千住博画伯の襖絵「白の書院」を特別見学（予定）
*9 月現在聚光院さんと見学調整中のため、仮予約にて受付

❷抜群のぬるぬる湯で伊豆の泉質ナンバーワン！秘湯の一軒宿
全室露天風呂付きの「観音温泉」でちょっぴり贅沢な旅
❸紅葉も美しい河津七滝や修善寺もみじ林ものんびり散策

紅
葉
バ
ス
の
旅

宿泊/伊豆奥下田「観音温泉」 とにかく一度体験して頂きたい！
全国でも有数のとろとろぬるぬるＰＨ9.5 の強アルカリ泉。
入浴だけでなく飲用にも適した体調バランスを改善する名湯

Ｐ５

大阪の街全体が光で彩られる「大阪・光の饗宴２０１７」を楽しもう
M338
大阪
２日間

冬
イ
ベ
ン
ト
・
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

Ｐ６

大阪水上バスでイルミネーションリバークルーズ
「大阪光のルネサンス 2017」＆大阪名所巡り
～日本一あべのハルカス・大阪城・通天閣・道頓堀～

出発日

旅行代金（お１人様）

１２/１５（金）

２～４名１室

49,900 円

*１名 1 室 3,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応

旅のポイント
❶近年大人気！大阪のイルミネーションイベント
❷往復成田空港・バニラエア利用でお得な旅
❸中之島エリアを眺める大阪水上バスクルーズ
❹中之島や道頓堀で大阪ぐるめなどあえて自由食！
❺一度行ってみたかったコテコテ大阪名所観光付

宿泊/天保山「ホテルシーガルてんぽーざん大阪」

募集：40 名/最少催行：２０名/1 名様：個室受付可
各地～水戸ＩＣ(7：30)＝成田✈関西（バニラエア予定）＝日本一のビル「あべのハルカス」＝
１ 梅田スカイビル/クリスマスマーケット＝＜大阪ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｸﾙｰｽﾞ＞淀屋橋～中之島…
ＯＳＡＫＡ光のルネサンス＝＜御堂筋ｲﾙﾐﾄﾞﾗｲﾌﾞ/車窓＞＝天保山（泊）食事：朝 弁 ×
宿＝「大阪城」/天守閣見学（エレベーター付きで最上階にあがれます）
２ ＝なにわのくいだおれ！道頓堀で自由昼食＝通天閣＆下町散策＝
＝関西✈成田（バニラエア予定）＝水戸ＩＣ(21：30 頃)～各地
朝××
宿泊：天保山 「ホテルシーガルてんぽーざん大阪」

大阪ベイエリアの拠点で全室オーシャンビューのリゾート
ホテル。１２月は海遊館のイルミネーションも楽しめます

近くだからこそゆったり訪ねたい晩秋の紅葉をめぐる南房総

旅のポイント

M339
千葉
２日間

ワンランク上の鴨川温泉リゾートホテル「鴨川グランドホテル」
～鹿野山・鋸山・農溝の滝・勝浦朝市・養老渓谷・亀山湖～
南房総紅葉名所めぐり＆ドイツ村イルミネーション

出発日

１２/３（日）

旅行代金（お１人様）

３～４名１室

３３，８００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：４２名/最少催行：２０名/1 名様：個室受付可
各地～水戸ＩＣ(8：00)＝房総三山の１つ「鹿野山神野寺」の紅葉＝昼食＝
１ ＝鋸山の地獄のぞき＝話題の水鏡スポット「農溝の滝」紅葉＝
＝鴨川温泉（泊）
食事：軽 昼 夕
宿＝日本三大朝市の１つ！勝浦朝市＝養老渓谷＆粟又の滝の紅葉＝
２ ＝昼食＝静かな紅葉の湖面を遊覧！亀山湖紅葉ボートクルーズ＝
＝東京ドイツ村/イルミネーション＝水戸ＩＣ(19：45 頃)～各地
朝昼×
宿泊：鴨川温泉「鴨川グランドホテル」

❶ゆっくり出発関東最後の紅葉を訪ねる南房総の旅
❷ちょっと奮発して自分へのご褒美！ワンランク上の
オーシャンビューリゾート「鴨川グランドホテル」へ
❸今まで知らなかった隠れた名所の紅葉スポットへご案内
❹夕暮れには東京ドイツ村約 250 万級のイルミネーション

宿泊/鴨川温泉「鴨川グランドホテル」
太平洋を一望する鴨川松原海岸に面したリゾートホテル。
廻廊を散策するように湯を巡るオーシャンビューの温泉と
海・山の幸に恵まれた鴨川の味覚を存分にお楽しみ下さい。

0120-317055

滝と光の露天風呂が楽しめる八ヶ岳リゾートホテルでクリスマスディナー
M340
山梨
長野
２日間

「ハイジの村＆さがみ湖イルミリオン」２つの人気イルミネーション
クリスマスの雰囲気漂う「軽井沢・清里・八ヶ岳」
至福のクリスマスを過ごす高原リゾート冬物語

出発日

旅行代金（お１人様）

２～４名１室

１２/７（木）

２８，８００円

*１名 1 室 4,000 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
各地～水戸ＩＣ(8：30)＝東京ラスクで有名な軽井沢チョコレートファクトリー
１ ＝クリスマスの雰囲気に包まれるハルニレテラスで自由昼食＝
＝ハイジの村/光のページェント＝八ヶ岳（泊）
食事：朝 × 夕
宿＝清泉寮/南アルプスと富士の眺望＝クリスマス飾りの彩り/萌黄の村
２ ＝山梨でワイナリー見学＆ランチ＝関東最大の６００万級！幻想的な
光のアート/さがみ湖イルミリオン＝水戸ＩＣ(20：00 頃)～各地
朝昼×
宿泊：八ヶ岳 「八ヶ岳ロイヤルホテル」

１年の最後に自分へのご褒美～にごり湯の鬼押温泉ゆとり旅～
M341
長野
群馬
２日間

にごり湯の天然温泉・全室スイートルーム「ホテル軽井沢 1130」
クリスマスタウン軽井沢＆あしかがフラワーパークイルミネーション
「草津湯畑」＆「案内人と歩く伊香保石段散歩」

出発日

旅行代金（お１人様）

１２/２１（木）

２～４名１室

２３，８００円

*１名 1 室
5,000 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
各地～水戸ＩＣ(10：00)＝こんにゃく料理やデザートが食べ放題！人気の
１ こんにゃくパーク＝旧軽井沢/クリスマスムードの銀座通りなど散策＝
＝クリスマスタウン軽井沢/ハルニレテラス＝鬼押温泉（泊） 食事：× 軽 夕
宿＝湯けむり漂う草津温泉/湯畑散策＝浅間酒造/お買物＝
２ ＝案内人とちょっぴり伊香保石段散策＆ケーキセット付きティータイム＝
＝あしかがフラワーパーク/イルミネーション＝水戸ＩＣ(19：00 頃)～各地 朝 × ×
宿泊：鬼押温泉 「ホテル軽井沢 1130（イレブンサーティー）」

旅のポイント

❶約 600 万級の幻想的な世界が広がる「さがみ湖イルミリオン」
❷230ｍ光のトンネル＆光のトレインで巡る「ハイジの村」光のページェント
❸夕食はクリスマス限定の洋食コース料理をご用意します
❹クリスマスの雰囲気で賑わう軽井沢ハルニレテラスやチョコ専門店へ
❺勝沼ではクリスマスらしいワイナリーランチ＆見学・試飲付

宿泊/「八ヶ岳ロイヤルホテル」
八ヶ岳では数少ない温泉大浴場＆オーロラをイメージし
た光と滝の露天風呂完備！天体ドームで満天の星空観測
も楽しめます。今回はクリスマスディナーをご用意。

旅のポイント

❶クリスマスにぴったりの優雅な旅！全室広々スイート
ルーム、にごり湯の天然温泉湧く「鬼押温泉」宿泊
❷草津・伊香保をのんびり散策で湯めぐりもできます
❸伊香保ではティータイムにケーキセットをご用意
❹夕暮れに見学できる足利フラワーパークイルミネーションへご案内

宿泊/鬼押温泉「ホテル軽井沢 1130（イレブンサーティー）」

冬
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浅間山麓の地下から湧き出る県内有数の天然温泉。ナト
リウム硫酸塩質の黄褐色の湯はとろりと柔らかな感触で
美肌の湯として好評です。夕食はクリスマスディナー。

Ｐ７

【ビィーフリー恒例！ゆく年くる年バスツアー2018】大晦日出発限定・特別行事の旅
M342
関西周遊
３日間

～年越しそば特別振舞＆幸先矢授与～日本伝統のお正月
比叡山延暦寺「鬼追い式」と除夜の鐘
日本三景「天橋立」・越前国一之宮「気比神宮」
～縁起がいいね！戌年に行く国宝「犬山城」～

出発日

旅行代金（お１人様）

12/31（日）

２～４名１室

７６，８００円

募集：40 名
最少催行：20 名
1 名様：個室可
*2 泊目相部屋はお問合せ下さい

＊１泊目はシングルルームのみ対応
＊２泊目は１名１室 3,000 円増
各地～水戸ＩＣ（8：00）＝日牟禮八幡大晦日お礼詣り＝老舗料亭「納屋孫」/夕食＝大津（泊）
１
*夜は比叡山延暦寺の年越しへご案内（鬼追い式・除夜の鐘/深夜 1：00 頃ホテル戻り） 食事：朝 弁 夕 年越しそば
宿＝日本三景天橋立/傘松公園ケーブルカーで股のぞき展望台＝
２
＝智恩寺参拝と昼食＝越前一之宮の気比神宮/初詣＝敦賀（泊） 朝 昼 夕
朝弁×
３ 宿＝戌年に行こう！国宝「犬山城」＝水戸ＩＣ（19：30 頃）～各地
宿泊：①大津市内 「ホテルピアザびわ湖」（洋室/シングルルームのみ）
②敦賀市内 「ニューサンピア敦賀」（洋室又は和室）

年
末
年
始
の
旅
「
ゆ
く
年
く
る
年
」

旅のポイント

❶比叡山の大晦日伝統行事「鬼追い式」に参加！
❷ビィーフリーの皆様は除夜の鐘撞き＆特別年越しそば振舞い付
❸１年の最後に老舗料亭で近江牛付き和会席の夕食
❹何と今年は天橋立へ！元旦で賑わう智恩寺の初詣
❺福井では越前国一之宮「気比神宮」で初詣
❻戌年にふさわしい国宝「犬山城」へご案内
❼２泊とも大浴場付ホテルでのんびり宿泊できます
❽お正月の旅でも安心３日間全食事付！
１泊目「ホテルピアザびわ湖」

２泊目/「ニューサンピア敦賀」

＊全員シングルルームのみ
光明石の大浴場完備と、ゆとり
琵琶湖を望む大浴場付ホテル あるお部屋が自慢の宿。
おせち風朝食もご用意します。ホテルでゆったり朝夕２食付

【金華山黄金山神社】
宮城県の石巻湾に突き出た牡鹿半島の
東南約１ｋｍの沖合に浮かぶ金華山は
恐山・月山とともに奥州３大霊場の
ひとつで、３年続けてお参りすれば
一生お金に不自由しないと言われてい
ます！初日の出クルーズで初詣へ。

【ビィーフリー恒例！ゆく年くる年バスツアー2018】大晦日出発限定・初日の出の旅
M343
宮城
２日間

金運をつかもう！金華山初日の出クルーズ＆初詣

出発日

12/31（日）

大晦日に雪上車で大迫力の樹氷探険
仙台光のページェント＆餅つき大会も開催「石ノ森漫画館」
旅行代金（お１人様）

２名１室

３５，０００円

＊1 名 1 室 1,000 円増
ツインルームは限りがあるため先着順となります

募集：４２名
最少催行：20 名
1 名様：個室可

各地～那珂ＩＣ(9：00)＝みやぎ蔵王・すみかわスノーパーク/雪上車で樹氷
１
探険ツアー＝仙台光のページェント/自由夕食＝石巻（泊）
食事：軽 昼 ×
宿（5：00 頃）＝【金華山初日の出クルーズ】鮎川港～金華山…金華山
２ 黄金山神社/初詣～鮎川港＝朝食＝石ノ森漫画館/餅つき大会など＝
＝松島/自由昼食・散策＝那珂ＩＣ(17：30 頃)～各地
朝××
宿泊：石巻市内 「ホテルルートイン石巻河南」（洋室）

Ｐ８

【金華山黄金山神社】
一年の最後を締めくくるのはお馴染み
仙台光のページェント。あえての自由
夕食で牛タンやお寿司など仙台グルメ！
旅のポイント

❶初企画！船上から望む金華山初日の出クルーズ
❷金運アップ金華山黄金山神社の初詣もできます
❸大晦日はみやぎ蔵王で雪上車から樹氷見学！
❹仙台光のページェント見学＆仙台で自由夕食
❺ラジウム人工温泉の大浴場付ホテルに宿泊
❻元旦は餅つき大会などイベントで賑わう石ノ森漫画館へ
❼瑞巌寺参拝などお正月で賑わう松島散策

宿泊/石巻市内「ホテルルートイン石巻河南」
ラジウム人工温泉の大浴場付
旅行者にも快適な、広めの
ベッドでゆっくり過ごせます。
*部屋タイプは基本シングル
ルームとなります。

セントレア
津
伊良湖
伊勢

【ビィーフリーで行く！新年初詣バスツアー2018】連泊でたっぷり現地滞在

津ベルライン高速船＆伊勢湾フェリーで伊勢湾ぐるり

M344
愛知
三重
３日間

知多半島常滑とセントレア＆伊勢神宮内宮・外宮
絶品の松阪牛すきやき膳の夕食と伊良湖いちご狩り

出発日

旅行代金（お１人様）

1/８（月・祝）

２名１室

４８，８００円

募集：４２名
最少催行：20 名
1 名様：個室可

＊1 名 1 室 2,000 円増
各地～水戸ＩＣ(8：00)＝常滑/やきもの散歩道＝中部国際空港セントレア/名古屋
１
ぐるめなど自由夕食～＜津ベルライン＞～津港＝松阪（泊）
食事：朝 弁 ×
宿＝伊勢神宮/外宮＝内宮…おかげ横丁/自由昼食＝二見浦・夫婦岩＝
２
＝へんば餅/お買物＝松阪牛のすきやき膳の夕食＝松阪（泊）
朝×夕
宿＝鳥羽港～＜伊勢湾フェリー＞～伊良湖港＝渥美半島/いちご狩り＝
３
＝豊川稲荷神社/参拝＝水戸ＩＣ(19：45 頃)～各地
朝弁×
宿泊：松阪 「ルートイン松阪駅東」 （洋室）

旅のポイント

❶セントレアから津へ、そして鳥羽から伊良湖へ
伊勢湾を船で２度横断して効率よく伊勢湾周遊
❷常滑やセントレア空港の名古屋グルメが楽しめる知多半島観光
❸お正月にはやっぱり伊勢神宮で外宮内宮両参り
❹二見浦の夫婦岩もしっかり参拝！
❺松阪といえば松阪牛のすきやき膳の夕食！
❻伊良湖のいちご狩り＆豊川稲荷神社参拝
❼大浴場付ホテルで連泊だから体も楽です。

宿泊/松阪市内「ホテルルートイン松阪駅東」
ラジウム人工温泉の大浴場付
連泊だからゆとりの滞在
部屋タイプはツインルーム
と、シングルルーム有り。
伊勢神宮にも程近い便利な宿。

久能山東照宮参拝＆ロープウェイで往復

【ビィーフリーで行く！新年初詣バスツアー2018】にごり湯の天然温泉付ホテル宿泊
M345
静岡
愛知
２日間

家康を祀る国宝「久能山東照宮」で新年の参拝！
日本最大級「なばなの里イルミネーション」

出発日

1/１４（日）

～樹氷と白銀の御在所岳ロープウェイ＆桑名のはまぐり昼食～
旅行代金（お１人様）

２名１室

３４，８００円

募集：40 名
最少催行：20 名
1 名様：個室可

＊1 名 1 室 7,000 円増
相部屋は希望の方がいれば対応
各地～水戸ＩＣ(8：00)＝富士山の眺めが美しい日本平/ロープウェイ+++
１
久能山東照宮/参拝＝なばなの里/イルミネーション＝名古屋（泊） 食事：× 弁 ×
宿＝御在所岳ロープウェイで白銀の樹氷見物へ＝桑名にて名物はまぐりの
２
昼食＝水戸ＩＣ(20：15 頃)～各地
朝昼弁
宿泊：三蔵温泉 「名古屋クラウンホテル」（洋室）

旅のポイント

❶日本平ロープウェイの富士眺望で縁起が良い久能山東照宮へ参拝
❷毎年テーマが変わる！日本最大級「なばなの里イルミネーション」
❸西日本で珍しい樹氷が見られる「御在所岳ロープウェイ」
❹「その手は桑名の焼きはまぐり」で有名な桑名市ではまぐり膳昼食
❺名古屋市内で珍しいにごり湯の三蔵温泉に宿泊

年
末
年
始
の
旅

宿泊/名古屋・三蔵温泉「名古屋クラウンホテル」
にごり湯の天然温泉大浴場付！
名古屋駅や繁華街からも近く
夜はあえての自由食で、名古屋
ぐるめをお楽しみ下さい。
手羽先、味噌煮込みうどん、
ひつまぶしなどグルメマップ付

0120-317055

Ｐ９

温泉ファンにおすすめ！名湯温泉連泊での～んびり過ごすお正月！
M346
山形
３日間

温もりあるおもてなしと山形食材の絶品料理が自慢！
お正月にぴったり温泉三昧「瀬見温泉ゆめみの宿観松館」連泊
～上杉神社初詣と山形銘酒めぐり＆銀山・山寺・最上川～

出発日

旅行代金（お１人様）

1/４（木）

３～４名１室

４５，８００円

募集：４２名/最少催行：20 名/1 名様：相部屋受付

*２名１室ひとり 4,000 円増

*１名 1 室は相部屋受付

各地～那珂ＩＣ(7：30)＝東光酒造酒蔵見学＝上杉神社/初詣・自由昼食＝
＝山形のワイナリーで試飲付＝瀬見温泉（泊）
食事：朝 × 夕
瀬見温泉･･･終日自由行動 *お宿でのんびり、電車でお隣の鳴子温泉
２ 湯めぐり、石塚バスで最上川舟下りなど自由にお楽しみ下さい
【最上川こたつ舟で船下り＆大石田名物そば昼食コースは別途３，５００円でご案内】 朝 × 夕
３ 宿＝冬の銀山温泉散策＝雪景色の山寺＝那珂ＩＣ(17：45 頃)～各地 朝 × ×
宿泊：瀬見温泉 「ゆめみの宿観松館」（和室） 連泊
１

名
湯
・
秘
湯
の
温
泉
旅

個人で行きにくい冬だからバスで行こう！秘湯ファン憧れの一軒宿
M347
富山
岐阜
２日間
出発日

1/30（火）
１
２

船でしか行けない秘湯の一軒宿・大牧温泉
＆雪景色こそが美しい冬の白川郷
旅行代金（お１人様）

２～４名１室

３９，８００円

募集：４２名/最少催行：20 名/1 名様：相部屋受付

各地～水戸ＩＣ（7：00）＝ますのすし/昼食＝小牧港～＜庄川遊覧船/冬の
峡谷美を望む遊覧/約 30 分＞～大牧港…大牧温泉（泊）
食事：朝 昼 夕
大牧温泉…大牧港～＜庄川遊覧船/約 30 分＞～小牧港＝白川郷
散策…朴葉味噌の昼食＝水戸ＩＣ(20：45 頃)～各地
朝昼軽

宿泊：大牧温泉 「大牧温泉観光旅館」（和室）

Ｐ１０

*１名様は個室不可
相部屋のみ
となります

旅のポイント

❶こんな旅がしたかった！お正月にハイクラスの温泉宿
連泊で温泉三昧！おもてなしとお食事自慢の瀬見温泉
❷上杉神社で初詣＆山形の酒蔵とワイナリー見学
❸２日目は終日自由でのんびり又は最上川観光が選べます（別途有料）
❹自由行動では隣接する共同浴場の「ふかし湯」や、電車で鳴子温泉湯めぐりが楽しめます
❺雪景色の銀山温泉や山寺もちょっぴりご案内

宿泊/山形瀬見温泉「ゆめみの宿観松館」
仲居さんの温もりあるおもてなし、板前さんの絶品料理
が自慢の宿。雪見露天風呂や隣の共同浴場で温泉三昧。

旅のポイント
旅のポイント

❶船でしか行けない秘湯の一軒宿大牧温泉に宿泊
❷人気の高い冬の雪景色のシーズンに企画！
❸冬が似合う世界遺産白川郷も散策
❹富山名物ますずし＆白川郷朴葉みその昼食付き
❺帰路の夕軽食もついて１泊全６食付きの旅

宿泊/大牧温泉「大牧温泉観光旅館」
小牧ダムより庄川遊覧船で
片道 30 分、秘湯ファンが
憧れる人気の大牧温泉。
川べりの断崖にはりつくよう
に建つ温泉宿で秘湯を満喫！

0120-317055

【遠刈田温泉】
蔵王連峰の麓に湧く遠刈田温泉は
もともと湯治場としても利用され
た名湯。民芸品のこけしも有名で
す。
寿司・カニ・牛タン食べ放題の夕食付！冬景色と温泉と宮城グルメ三昧！
M348
宮城
２日間

旅のポイント

❶ご夫婦や家族でも楽しめる冬の近場の温泉旅
❷寿司・カニ・牛タンなど食べ放題の遠刈田温泉
❸焼きガキ食べ放題クルーズで松島を満喫！
❹キリンビール工場では出来立てのビール試飲付
❺山形蔵王では名物芋煮膳の昼食

松島焼ガキ食べ放題クルーズ＆寿司･カニ･牛タン食べ放題の夕食

出発日

1/2７（土）
２/６(火)

宿泊/遠刈田温泉「宮城蔵王ロイヤルホテル」
雄大な蔵王連峰を
望む高原の温泉
リゾートホテル。
夕食は宮城の名物
食べ放題！

冬の風物詩・蔵王樹氷ロープウェイ
雪見露天風呂を満喫「遠刈田温泉」
旅行代金（お１人様）

４～５名１室

２９，８００円

募集：４２名/最少催行：20 名/1 名様：個室可（洋室利用）
※１月は土曜日出発のためそれぞれ 2,000 円増し

*３名１室ひとり 2,000 円増
*２名１室ひとり 3,000 円増
*１名１室
7,000 円増
*１名様は相部屋も可

１

各地～那珂ＩＣ(7：30)＝松島焼ガキクルーズ/約３０分…松島
散策＝キリンビール/仙台工場＝遠刈田温泉（泊） 食事：軽 焼ガキ 夕

２

宿＝蔵王ロープウェイ/樹氷観賞＝芋煮膳の昼食＝
＝山形観光物産館/お買い物＝那珂ＩＣ(17：50 頃)～各地

朝昼×

宿泊：遠刈田温泉 「宮城蔵王ロイヤルホテル」（和室又は和室）

【聖域の岬】
よしが浦温泉がある能登半島
最北端は日本三大聖域の１つ
で注目のパワースポットです
旅のポイント

❶お宿は４部屋・ジャンボタクシー8 名様の限定旅！
❷部屋数が少なく予約困難なランプの宿に２連泊
❸少人数でゆとりある能登の贅沢癒しの旅
❹ローカル線「のと鉄道里山里海号」に乗車
❺輪島朝市も含め能登半島をぐるり１周の旅

【ジャンボタクシー８名様限定！】潮騒に包まれた秘湯・日本海が見渡せる露天風呂
M349
石川
３日間
出発日

宿泊/よしが浦温泉 「ランプの宿」
能登半島の最北端に建つ、全１３室の秘湯リゾート！
露天風呂からは、雄大な能登の海を眺められます。
夜の館内は、ランプの灯りだけでお過ごし頂けます。

２/２２（木）
１
２
３

能登半島最北端にたたずむ絶景の一軒宿

約４５０年続く秘湯よしが浦温泉「ランプの宿」
のと鉄道里山里海号＆冬の能登半島ぐるり
旅行代金（お１人様）

３～４名１室

１０８，０００円

名
湯
・
秘
湯
の
温
泉
旅

*2 名 1 室ひとり 10,000 円増
*１名様は相部屋受付

募集：８名 / 最少催行：５名 / 1 名様：相部屋受付のみ
各地～水戸ＩＣ(7：00)＝ひみ番屋街＝七尾駅++＜のと鉄道/里山里海号＞
++穴水駅＝（現地タクシー）＝よしが浦温泉（泊）
食事：朝 弁 夕
宿＝禄剛崎灯台＝すず塩田村＝昼食＝白米千枚田/輪島の棚田＝
＝見附島/軍艦島＝道の駅すずなり＝よしが浦温泉（泊）
朝昼夕
宿＝輪島朝市・輪島漆器＆昼食＝穴水駅++＜のと鉄道＞++七尾駅＝
＝水戸ＩＣ(21：30 頃)～各地
朝昼弁

宿泊：よしが浦温泉 「ランプの宿」 連泊（一般客室利用/ランクアップ希望はお問合せ下さい）

Ｐ１１

来年はどこに行こうかな？ひと足お先にご案内
羽田空港から八丈島へ飛行機で片道６０分ひとっ飛び！

～飛行機で行く伊豆諸島～冬でもあったかい離島
亜熱帯の楽園「八丈島」
ぐるり一周満喫の旅

M350
東京都
３日間
出発日

旅行代金（お１人様）

１/２４（水）

*2 名 1 室ひとり 4,000 増
*１名１室
7,000 円増

３名１室 ６９,800 円

相部屋は希望の方がいれば対応
募集：26 名/最少催行：１５名/1 名様：個室受付可
各地～水戸ＩＣ(7：45)＝羽田✈八丈島＝都立八丈植物公園/亜熱帯性
１
植物の花々観賞＝八丈島（泊）
食事：朝 × 夕
宿＝大坂トンネル展望＝服部屋敷/八畳太鼓と樫立踊りを鑑賞＝黄八丈染元＝
２ ＝裏見ヶ滝・足湯＝昼食＝名古の展望台＝みはらしの湯＝登龍峠展望台＝
＝くさや加工場＝八丈島（泊)
朝昼夕
宿＝ふれあい牧場/八丈富士七合目に広がる牧場＝八丈富士一周/
アロエ園展望台＝南原千畳敷の壮大な景観＝あしたば工場＝昼食＝
３
＝焼酎工場＝歴史民俗資料館＝ふるさと村＝八丈島✈羽田＝
＝水戸ＩＣ(20：30 頃)～各地
朝昼×
宿：八丈島 「八丈ビューホテル」 (連泊)

宿泊/八丈島「八丈ビューホテル」
伊豆七島の最南端「八丈島」の高台にあり、ロビーや
客室からの眺めを最大に生かした和風ホテルです。

旅のポイント

❶近いようでなかなか行く機会の
少ない八丈島を周遊
❷往復とも飛行機利用で楽々！
❸１月の平均気温は 10℃で本州
よりあたたかく過ごせます
❹あした葉そばや島寿司の郷土料理
❺伝統芸能の八丈太鼓や樫立踊り見物
❻眺望抜群の八丈ビューホテル連泊

食べ歩きチケット付で塩沢宿散策！大浴場付ホテルで温まる
M351
新潟
２日間

雪の巨大ステージでコンサート＆きものショー
冬花火も楽しめる「十日町雪まつり 2018」
冬の風物詩 阿賀野川雪見船

出発日

２/１７（土）
１
２

旅行代金（お１人様）

２名１室

２８，８００円

*１名１室 1,000 円増

募集：４２名/最少催行：２０名/1 名様：個室受付可
各地～水戸ＩＣ（10：30）＝塩沢宿/食べ歩きチケット付き散策＝
＝十日町雪まつり/雪と光と音が生み出す幻想的な雪上カーニバル
（観覧チケット付）１９:００頃の終了までたっぷり見学＝長岡（泊） 食事：× 軽 ×
宿＝寺泊/魚のアメ横(新鮮な海産物のお買い物)＝新潟/昼食＝阿賀野川
雪見船＝水戸ＩＣ（18：00 頃）～各地（*水戸から降車）
朝昼×

宿泊：長岡市内 「ルートイン長岡駅前」 (洋室)

大浴場付ホテルで温まります！

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）

【十日町雪まつり】

旅のポイント

宿泊／「ルートイン長岡駅前」

６５年以上の歴史を持ち、
雪の芸術作品や、おもてな
しのお祭りひろば、音と光
の「雪上カーニバル」など
魅力満載のイベントです。
巨大な雪のステージは
ギネスブックにも登録！

❶十日町雪まつり雪上カーニバルの有料観覧
チケット付で最後の花火までたっぷり見学
❷冬にうれしい大浴場付ホテル宿泊
❸まるで墨絵のような阿賀野川雪見船
❹食べ歩きチケット付の塩沢宿散策

●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
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＞

★那珂市
菅谷専用
駐車場

佐和駅

勝田駅
西口

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

