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ビィーフリー 巡り旅 【2019 年・上半期号】 

Ｓ１８３ 

全８回 

不動尊めぐり… 

童子を従え、手には智慧の剣と慈悲の羂索をもち、一心に祈る人々を救ってくださ

ると言われる不動明王。背後に燃える炎は、衆生の一切の煩悩を焼き尽くすと言わ

れています。不動尊めぐりを通して煩悩を払い、こころのやすらぎを得るお参りです。 

①妙音院住職・福岡宥璋師が同行 
ビィーフリーでお世話になっている福岡住職が参拝を 
サポート。*急な法務により変更となる場合があります。  

②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。  

③各日２４名様限定！（小型・中型バス利用） 
参拝やバス乗降、お手洗いなど何かと巡礼旅は少人数が楽。  

④できる限りお食事場所でご当地料理の昼食 
神奈川、東京、埼玉、千葉をめぐりながらお食事も楽しみます。 
（一部お弁当昼食の場合有り） 

 

 
 

☆旅のポイント☆ 

【第１回】 【第２回】 【第３回】 【第４回】 
各地～水戸 IC（7：00）＝ 

＝①大山寺(発願)++大山 

ケーブルカー利用＝ 

＝②最乗寺(道了尊･天狗伝説) 

＝⑥等覚院＝ 

＝水戸 IC（18：30頃）～各地 

各地～水戸 IC（7：00）＝

＝⑦平間寺(川崎大師)＝ 

＝④真福寺＝③延命院＝⑤金蔵寺 

＝⑰満願寺別院(等々力不動)＝ 

＝⑱瀧泉寺(江戸五色不動･目黒不動)＝ 

＝水戸 IC(18：00頃)～各地 

各地～水戸 IC（8：00）＝ 

⑯教学院(江戸五色不動･

目青不動)＝⑮宝仙寺＝ 

＝⑧高尾山薬王院＝ 

＝⑨金剛寺(高幡不動尊) 

＝水戸 IC（18：00頃）～各地 

各地～水戸 IC（7：00）＝ 

⑭金乗院(江戸五色不動･

目白不動)＝⑫南蔵院＝ 

＝㉙ 洞昌院＝㉚ 総願寺 

＝水戸 IC（17：30頃） 

～各地 

出発日   ６/２５（火） 出発日   ７/２３（火） 出発日   ８/２０（火） 出発日   ９/１７（火） 

お一人様 13,800円 

食事:朝○・昼○（弁当又は食事処） 

お一人様 13,800円 

食事:朝○・昼○（弁当又は食事処） 

お一人様 13,800円 

食事:朝○・昼○（弁当又は食事処） 

お一人様 13,800円 

食事:朝○・昼○（弁当又は食事処） 

【第５回】 【第６回】 【第７回】 【第８回】 
各地～水戸 IC（8：00）＝ 

＝⑩総持寺＝⑪三寳寺＝ 

＝㉗ 本行院(川越不動)＝ 

＝㉘ 喜多院(五百羅漢も有名) 

＝㉛ 彌勒密寺(岩槻大師) 

＝水戸 IC（18：00頃）～各地 

各地～水戸 IC（8：00）＝ 

⑬南谷寺(江戸五色不動･目赤不動)

＝㉔ 正寳寺＝㉓ 橋場寺不動院 

＝㉒ 円満寺寿不動院＝㉕ 永昌院 

＝㉖ 総持寺(西新井大師)＝ 

＝水戸 IC（17：00 頃）～各地 

各地～水戸 IC（7：00）＝ 

＝㉑薬研堀不動院＝ 

＝⑳深川不動堂＝⑲最勝寺

(江戸五色不動･目黄不動)＝ 

＝㉜最上寺＝㉝大聖院＝ 

＝水戸 IC（19：10 頃）～各地 

各地～水戸 IC（7：30）＝ 

＝㉞ 宝勝院＝ 

＝㉟ 大聖寺＝ 

＝㊱ 成田山新勝寺(結願) 

＝水戸 IC（18：00 頃）～各地 

出発日  １０/１５（火） 出発日   １１/１９（火） 出発日   １２/１７（火） 出発日 2020年１/１４（火） 

お一人様 12,800円 

食事:朝○・昼○（弁当又は食事処） 

お一人様 12,800円 

食事:朝○・昼○（弁当又は食事処） 

お一人様 15,300円 

食事:朝○・昼○（弁当又は食事処） 

お一人様 13,800円 

食事:朝○・昼○（弁当又は食事処） 

 

2019 年 2 月発行 

煩悩を払い、こころのやすらぎを与えてくれる「お不動さん」 

関東三十六不動尊… 

1987 年に創建された１都３県

にまたがるお不動さんの寺院

群は、四国霊場と同様にそれ

ぞれの県ごとに別名を持って

います。関東三大不動と言わ

れる寺院をはじめ、有名寺院

も多く含まれています。 

第 36 番『成田山新勝寺』不動明王 

霊場会専用 差込式納経帖＠1,300円 

ご本尊・童子のお姿図とシール付き＠400円 

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 

 

神奈川・東京・埼玉・千葉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ１８４ 
 

『四国別格二十霊場』 全周５日間 

☆旅のポイント☆ 

四国別格二十霊場巡り～全周 5日間～ 
【出発日】   ９／８（日）発 

【旅行代金】  ２名１室   185,000円  
＊個室希望は１名１室 12,000増／相部屋は希望の方がいれば対応 

１ 

各地～水戸ＩＣ(4：30頃)＝羽田空港✈高松空港＝別 1･大山寺(発願) 

＝別 2･童学寺＝別 3･慈眼寺(穴禅定)＝阿南市内(泊) 

宿：ホテルサンオーシャン/又は同等クラス 食事：朝  昼  夕 

２ 

宿＝別４･鯖大師本坊(鯖絶ち祈願で有名)＝別 5･大善寺(太平洋を 

一望。二ッ石大師)＝別 6･龍光院＝宇和島市内(泊)  

宿：ホテルクレメント宇和島/又は同等クラス 朝  昼  夕 

３ 

宿＝別７･出石寺(瀬戸内海を見渡せる絶景地)＝別 8･十夜ヶ橋(永徳寺。弘法大師、野宿

地)＝別 9･文殊院(お遍路の元祖･衛門三郎伝説の寺)＝別 10･興隆寺＝別 11･生木地蔵

(正善寺。弘法大師が彫刻した地蔵がおさめられる)＝別 12･延命院（千枚通霊符がある

千枚通し本坊）＝川之江(泊)    宿：ホテルグランフォーレ/又は同等クラス 朝  昼  夕 

４ 

宿＝別 13･仙龍寺＝別 14･椿堂(常福寺『椿』の御納経)＝ 

＝別 15･箸蔵寺（こんぴら奥の院/ロープウェイ）＝別 16･萩原寺＝ 

＝別 17･神野寺(満濃池鎮護の寺)＝別 18･海岸寺(弘法大師生誕地の 

伝説が残る)＝.高松市内(泊)  宿：リーガゼスト高松/又は同等クラス 朝  昼  夕              

５ 
宿＝別 19･香西寺＝別 20･大瀧寺(結願)＝京都･東寺＜お礼参り＞＝

＝京都駅+++++東京駅＝水戸ＩＣ(21：45頃)～各地         朝  昼  軽 

 

～「四国八十八満願」と「別格二十」で１０８の煩悩消滅の旅～ 

 

①少人数制・ジャンボタクシーで７名様募集 
乗り降りも参拝も楽らくのジャンボタクシーで少人数制！  

②「四国別格二十霊場」公認先達さんが同行 
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。   

③お１人様ご参加もちろんＯＫ 
宿泊は１名様個室希望ＯＫ，ご希望の方がいれば相部屋も可。  

③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。  

④ご出発＆ご帰宅はご自宅送迎致します 
いつものご乗車地集合はもちろん、ご希望の方はご自宅送迎ＯＫ。  

⑤安心の全行程お食事付き 
四国の名物や郷土料理、往復のお弁当まで全てお食事をご用意。 

添乗員/同行 

最少催行/５名 

第 15 番 箸蔵寺…天狗の大面を掲げた本堂。 
「箸供養」の寺で「こんぴら奥の院」として金比羅信仰の中心。 

別格二十霊場公認念珠進呈  
納経時に１ヶ寺１つずつ授与さ
れる通常有料の数珠玉進呈 
（数珠の仕立は別料金） 

 
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） 

 

第３番 慈眼寺…驚くほど狭い岩穴を 
通り抜けてお参りすると無病息災「穴禅定」。 

●四国別格二十霊場とは…四国八十八カ所と共に巡拝されるのが、この「四国別格二十霊場めぐり」です。８８カ所と 

合わせて２０ヶ寺をめぐると１０８ヶ寺、百八煩悩消滅の旅として多くの参拝者が訪れます。八十八ヶ所を満願された方は 

もちろん、これから八十八ヶ所を巡礼したいとお考えの方の前段としても、おすすめです。 

第４番 鯖大師本坊 
大師様と鯖にまつわる寺。 

第１４番 椿堂 納経時
に椿の宝院が押されます。 

～ご参加特典～ 
ご参加される方 

全員に、 

・二十霊場専用 

納め札 

・巡拝ガイドブック 

・お賽銭入れ 

をプレゼント。 
 
＊専用納経帳や 

白衣などの巡拝 

用品販売有ります。 

 

●ツアー取消料はお一人様につき発生致します 
注）当社の営業日・営業時間内にお申し出頂いた時を基準とします 
↓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 ５０％ 
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 
 

 


