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Ｓ１４３ 
 

御開帳『庄内三十三観音巡り』 

【ご朱印を頂くのがお参りの証し】 
ご朱印希望の方は、必ず専用納経帳をお買い求め下さい。尚、ご朱印
代は旅行代金には含まれておりません。毎回現金にてご準備下さい。 
●ご朱印代  掛け軸用…１ヶ寺５００円 
       納経帳用…１ヶ寺３００円 
       白衣・判衣用…１ヶ寺 200 円 
＊出発前に巡拝用品購入のご案内をお送りします。 
 

４日間 

旅のポイント 庄内三十三観音巡り！全周４日間【山形県】 
【出発日】   ５／３０（水）発 

【旅行代金】  ２名１室   69,800円  
＊個室希望は１名１室 5,000円増／相部屋は希望の方がいれば対応 

＊3泊目のみ、３名様以上は２部屋に別れますのでご注意下さい 

１ 

各地～那珂ＩＣ(7：00 頃)＝羽黒山神社参拝＝首番.荒沢寺＝1.正善寺

＝2.金剛樹院＝5.永鷲寺＝3.善光寺＝6.光星寺＝24.冷岩寺＝ 

＝三川町(泊)         宿：いろり火の里 田田の宿  食事：朝  弁  夕 

２ 

宿＝22.洞泉寺＝14.乗慶寺＝13.宝蔵寺＝12.総光寺＝15.龍沢寺＝ 

＝17.東光寺＝18.延命寺＝11.円通寺＝19.龍頭寺＝21.松葉寺＝ 

＝16.海禅寺＝十六羅漢岩＝遊佐町(泊) 宿：鳥海温泉遊楽里 朝  昼  夕 

３ 

宿＝10.持地院＝20.光国寺＝山居倉庫＝番外.観音寺＝23.勝伝寺＝

＝8.地蔵院＝25.龍宮寺＝29.南岳寺＝27.井岡寺＝26.長福寺＝ 

＝28.龍覚寺＝鶴岡(泊)       宿：東京第一ホテル鶴岡   朝  昼  夕 

４ 
宿＝4.長現寺＝30.照光寺＝7.法光院＝33.青龍寺＝32.吉祥寺＝31.注

連寺＝9.大日坊＝那珂ＩＣ(18：30 頃)～各地                朝  昼  × 

 

庄内三十三観音霊場は、正徳元年（1711 年）頃に羽黒

山の住職により、33 の観音霊場として定められたことが

始まりで、山形県庄内地方に首番、番外を含む 35 霊場が

あり、今もなお心の安らぎを求めて多くの人が巡礼に

訪れています。平成 30 年の今年は、８年ぶりの御開

帳で記念すべき年になります。<期間 5/1～10/31> 

御開帳期間は、各霊場から彩色の御影（おみえ）が 

いただけるほか、満願された方には、庄内札所結願印 

（けちがんのいん）がいただけます。 

ぜひ、この御開帳年に満願しましょう！ 

庄内三十三観音巡りとは･･･？ 

公認先達同行！８年ぶりの御開帳に合わせて出発！ 

①庄内霊場案内会公認の先達さんが同行 
参拝の作法から読経、土地のことまで先達さんが同行してご案内。 

②期間限定！御開帳に合わせて出発！ 
約８年ぶりに御開帳が行われる普段拝見することの 
できない、観音様に出会える貴重な機会に出発！   

③お１人様ご参加もちろんＯＫ！ 
過去の巡礼旅でもお１人様ご参加の方が多くいらっしゃいました。
宿泊のお部屋は相部屋利用で（個室希望も可）旅仲間もでき 
ます。当社添乗員も一緒に旅をしますので、安心してご参加下さい。  
④ご朱印はお任せ下さい！添乗員がサポート！ 
ご朱印は全て添乗員がお預かりし、お世話をいたします。 
公認先達さんとゆっくりお参りに専念していただけます。  
⑤全日程お食事付で安心！ 
出発の朝食おむすびからご当地郷土料理まで全て 
こちらでご用意します。(最終日の夕食は除きます)   

←御開帳期間だけ、

「彩色御影･結願印」 

を頂けます！ 

添乗員/同行 

最少催行/15名  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

●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 
普）１３５９８７０  

みとしん  袴塚支店 
普通）１０４１６６９ 

郵便局  記号１０６２０ 
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 

船・ＪＲ 
バス旅 
宿泊 

日帰り 
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 1５０％ 

旅行開始後・ 
無連絡不参加 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 
 

 

*１番札所で巡拝用品を購入できます。（秩父霊場専用納経帳など）*ご朱印は１ヶ寺ごと３００円別途必要 
 

Ｓ１２８ 
 
【秩父三十四観音霊場めぐり･第２期】 全４回 

ビィーフリー 巡り旅 【2018年・上半期号】 

Ｓ１２９ 

西国三十三観音霊場巡り 
公認先達同行・ＪＲ＆現地小型車両で行く巡礼発祥の地 

全３回 
 

第１回 １番～１１番・番外法起院 4日間 

出発日 ４／１６（月）発 

お１人様（男女別相部屋） 168,800 円 
＊個室希望は２名１室ひとり 8,000円増  

1 名１室 15,000円増 

１ 
各地～水戸ＩＣ（４：５０頃）＝東京駅++
名古屋駅＝１番札所青岸渡寺＝ 
＝勝浦（泊）宿：ホテル浦島予定 

２ 
宿＝高野山奥の院＝２～３番札所＝
堺市（泊）宿：ホテルアゴーラリージェンシー予定 

３ 
宿＝４～８番札所＝番外/発起院＝
初瀬（泊) 宿：井谷屋旅館予定 

４ 
宿＝９～１１番札所＝京都駅++ 
東京駅＝水戸ＩＣ（21：00頃）～各地 

 

第２回 12番～26番・番外元慶寺，花山院 ３日間 

出発日 ６／２５（月）発 

お１人様（男女別相部屋） 148,000 円 
＊個室希望は２名１室ひとり 6,000円増  

1 名１室 12,000円増 

１ 
各地～水戸ＩＣ（5：00 頃）＝東京駅++
京都駅＝１２～１５番札所＝番外/ 
元慶寺＝京都（泊）宿：三井ガーデン京都四条予定 

２ 
宿＝１６～２２番札所＝亀岡（泊） 

宿：湯の花温泉渓山閣予定 

３ 

宿＝２３～２６番札所＝番外/花山院

＝新神戸駅++東京駅＝ 

＝水戸ＩＣ（21：00頃）～各地 

 

第３回 27 番～33 番・法起院・善光寺 ４日間 

出発日 ９／１０（月）発 

お１人様（男女別相部屋） 173,800 円 
＊個室希望は２名１室ひとり 6,000 円増  

1 名１室 12,000 円増 
１ 

各地水戸ＩＣ（4：15 頃）＝東京駅++姫路駅＝２７
～２８番札所＝舞鶴（泊） 宿：ﾎﾃﾙﾏｰﾚたかた予定 

２ 
宿＝２９～３２番札所（竹生島へ）＝ 
近江八幡（泊） 宿：長浜ロイヤルホテル 

３ 
宿＝３３番札所（結願・精進落としの
鯉）＝宿：長野善光寺又同等クラス（泊） 

４ 
宿…お礼参り/善光寺（満願祝お上人様
お言葉頂戴、他）＝北向観音/両参り＝
＝水戸ＩＣ（18：00 頃）～各地 

 

添乗員/同行  

最少催行/10 名  

全 12食付 

添乗員/同行  

最少催行/10 名  

全 9食付 

添乗員/同行  

最少催行/10 名  

全 11食付 

ビィーフリー「巡り旅」とは？ 

坂東三十三観音・秩父三十四観音・西国三十三観音・四国八十八カ所 

をはじめとする巡礼の旅、そして寺社仏閣を訪ねる心の旅をご案内 

ビィーフリーでは「巡礼の旅」をスタートして１０年を越える月日がたち、
この間にたくさんの方が巡礼満願されています。バス会社の強みを生かし、
小回りの効いたきめ細やかな旅のサポートを第一に旅づくりをしてまいり
ました。思い立ってもなかなか１人ではいけないのが巡礼の旅。 
「いつか行ってみたい」その思いをビィーフリーがお手伝い致します。 

ご好評につき、秩父巡礼巡り【全４回･日帰り】第２期を企画しました！2018 年４月よりスタートです！ 

【第１回】 ＜４月＞ 【埼玉・日帰り】 

１四萬部寺～ 10 大慈寺  
各地～水戸 IC（6：30）＝ 
＝１・四萬部寺～10･大悲寺＝ 
＝水戸 IC（18：30 頃）～各地 
出発日 ：4/22（日） 
お一人様：13,800 円 
最少催行：15名様 
公認先達：同行 

朝○  

 
昼○  

 
夕×  

 

【第２回】 ＜５月＞ 【埼玉・日帰り】 

11 常楽寺～ 21 観音寺  
各地～水戸 IC（6：30）＝ 
＝11・常楽寺～21･観音寺＝ 
＝水戸 IC（18：30頃）～各地 

出発日 ：5/20（日） 
お一人様：13,800 円 
最少催行：15名様 
公認先達：同行 

朝○  

 
昼○  

 
夕×  

 

【第３回】 ＜６月＞ 【埼玉・日帰り】 

22 童子堂～ 30 法雲寺  
各地～水戸 IC（6：30）＝ 
＝22・童子堂～30･法雲寺＝ 
＝水戸 IC（18：30 頃）～各地 

出発日 ：6/10（日） 

お一人様：13,800 円 
最少催行：15名様 

公認先達：同行 

朝○  

 
昼○  

 
夕×  

 

【第４回】 ＜７月＞ 【埼玉・日帰り】 

31 観音院～ 34 水潜寺  
各地～水戸 IC（6：30）＝31・観音院
～34･水潜寺＝満願の湯/入浴＝ 
＝水戸 IC（18：30頃）～各地 

出発日 ：7/8（日） 
お一人様：13,800 円 
最少催行：15名様 
公認先達：同行 

朝○  

 
昼○  

 
夕×  

 

 あと３名で 
出発確定！！ 
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