２０１９年

山旅倶楽部

石塚サン・トラベル株式会社
２０１９年１1 月発行

▼ハイキング入門

▼ハイキング初級

▼ハイキング中級

ほぼ平坦／歩行時間 3 時間程度
初めての山を歩くという方向け
スニーカーで気軽にご参加 OK
参考目安：上高地、沼原湿原

やや登り下りあり／歩行時間 3～5 時間程度
少々アップダウンがあっても
スニーカーで歩ける程度
参考目安：小田代ヶ原、尾瀬ヶ原

登り下りあり／歩行時間 5 時間以上～
アップダウンが含まれ初級よりも距離が長い
ﾄﾚｯｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞがあると良い
参考目安：西沢渓谷、栂池自然園

▼登山入門

▼登山初級

▼登山中級（A/B）

標高差 500m 以内／歩行時間 4 時間程度
登山は初めてという方向け、久しぶりに
登山をする方のウォーミング
アップにもおすすめ
参考目安：霊山、一切経山

標高差 600m 前後／歩行時間 5 時間以上
入門よりも標高差
距離、時間が増える
ﾄﾚｯｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ以上推奨
参考目安：金時山、那須茶臼岳

標高差 700m 以上／歩行時間 5 時間以上
登山入門や初級を経験された方向け
本格的登山コース
登山靴必須、中級 B は
岩場や鎖場が含まれる
▼登山上級 標高差 500m 以内／歩行時間５時間以上 ＊登山熟達者向け、無人小屋縦走含む 参考：谷川岳、月山、日光白根山

Ｗ４７０ 開花期だけの特別開放「木下沢梅林」へ Ｗ４７１
＜東京＞

「高尾梅郷」ぽかぽかウォーク

イヤホンマイク使用＆ガイド付き
皇居ぐるっと一周ウォーキング

＜東京＞

Ｗ４７３

開通前の雪の壁へ特別入場！

＜宮城＞

蔵王エコーライン雪の壁ウォーク＆一目千本桜

癒し

出発日
お一人様

3/10（火）・15（日）・17（火）・２１（土）
９,8０0 円

ウォーキング

出発日

1/28（火）・2/13（木）・29（土）

お一人様

8,800 円

ウォーキング

歩程 10ｋｍ 時間 約３時間 標高差 ほぼなし

歩程 約 5ｋｍ 時間 約 3 時間 標高差 ほぼなし

食事朝○・昼○ 現地ガイド無し *入浴付

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り（岡田英之ｶﾞｲﾄﾞ）

各地～水戸ＩＣ(7：00)＝高尾山口駅…遊歩道梅林
…天神梅林……するさし梅林…木下沢梅林/折返し
…＜小仏関所跡経由＞……高尾山口駅＝＝入浴＝
…水戸ＩＣ(17：10 頃)～各地

各地～水戸ＩＣ(9:00)＝楠正成像…桜田門
…半蔵門…千鳥ヶ淵…乾門…東御苑…大手門
…和田倉公園…皇居外苑…楠正成像＝
＝水戸ＩＣ（1６：０0 頃）～各地

Ｗ４７４

山々冠雪し、桃の花咲き乱れる甲府の春

Ｗ４７２

＜神奈川＞

笛吹桃源郷ウォーキング

＜埼玉＞

ロウバイと展望の尾根と宝登山神社
長瀞アルプス ひだまりハイキング

出発日 4/5（日）(日程未確定の為、仮予約)

出発日

お一人様

お一人様

１０,800 円

ハイキング入門

出発日

4/11（土）・14（火）

お一人様

１０,800 円

ウォーキング

歩程３ｋｍ～ 時間約２時間半 標高差約１００ｍ
食事朝○・昼○ 現地ガイド有り
各地～那珂ＩＣ（6：45）＝蔵王エコーライン
雪の壁ウォーク＝昼食＝白石川堤一目千本桜＝
＝那珂ＩＣ（18：30 頃）～各地

Ｗ４７５

目の前が富士山！桜の名所を訪ねる

＜神奈川＞

弘法山 お花見トレッキング

２/１１（火・祝）・２３（日）・３/４（水） 出発日 ３/2５（水）・４/２（木）・５（日）
９,800 円

登山入門

お一人様

９,800 円

登山入門

歩程約８ｋｍ 時間約 3～４時間 標高差ほぼなし

歩程約８ｋｍ 時間約４時間 標高差 400ｍ

歩程約７ｋｍ 時間約４時間 標高差 約 200ｍ

食事朝○・昼○ 現地ガイド無し
各地～水戸ＩＣ(７：00)＝笛吹桃源郷ウォーク
…福光園…花烏山展望台…八代ふるさと公園…
花鳥の里＝金桜園/甘酒＆お饅頭付＝
＝水戸ＩＣ（19：00 頃）～各地

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り
各地～水戸ＩＣ(7：00)＝萬福寺…野上峠…
…長瀞アルプス…宝登山（497ｍ）…
…宝登山神社…宝登山麓駐車場＝
＝さっぱり入浴＝水戸ＩＣ(18：30 頃)～各地

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り
各地～水戸ＩＣ(7：00)＝秦野駅…浅間山…
権現山（242ｍ）…弘法山（233ｍ）…善波峠
…吾妻山（252ｍ）…鶴巻温泉＝
＝水戸ＩＣ（18：30 頃）～各地

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

歩いてしか出会えない、この時期でなければ出会えない！眺望と小さい春を探す旅【早春登山】

Ｗ４７６

茨城の名山・360 度のパノラマ絶
景

＜茨城＞

関東平野を一望し富士山も…
宝篋山縦走登山

Ｗ４７７ 眼前に富士山がそびえる山中湖畔の名山 Ｗ４７８ 田舎情緒あふれるお祭りと丹沢の名山
眼前に富士山がそびえる山中湖畔の名
寄(やどりぎ)ロウバイ祭り
＜神奈川＞
＜山梨＞
山富士絶景登山「竜ヶ
「震旦郷（シダンゴ）山」

岳」

出発日 1/21（火）・2/29（土）・3/16（月）・26（木）

出発日

お一人様

お一人様

6,500 円

登山入門

出発日

1/23（木）
・29（水）
・2/2（日）

3/23（月）
・28（土）
・4/7（火） お一人様 11,000 円 登山初級
12,800 円

雪山初級(ｱｲｾﾞﾝ)

歩程約８ｋｍ 時間約４時間 標高差 約 5００ｍ

歩程約７ｋｍ 時間約４時間 標高差 約 450ｍ

歩程約 4ｋｍ 時間約 3 時間半 標高差 約 570ｍ

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り(又は弊社ｽﾀｯﾌ)

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り

各地～水戸ＩＣ(6：30)＝寄…ロウバイ園…

各地～水戸ＩＣ(９：００)＝小田…小田城コ

各地～水戸ＩＣ(9：00)＝本栖湖登山口…

…寄…シダンゴ山（757ｍ）…寄＝入浴＝

ース…宝篋山（461ｍ）…山口①コース…

…竜ヶ岳（1485ｍ）……本栖湖登山口＝

＝水戸ＩＣ(１８：30 頃)～各地

北条大池＝＝水戸ＩＣ(16：00 頃)～各地

＝入浴＝水戸ＩＣ(20：00 頃)～各地

W４７９

」

【第１回】
鎌倉幕府の中枢と２つの小町通り
幕府が置かれていた場所と頼朝の墓 日帰り/神奈川

【第２回】
鎌倉五山と禅文化
文化財が集中する鎌倉文化隆盛の地 日帰り/神奈川

東鎌倉～鶴岡八幡宮

北鎌倉の寺社

出発日

1/21（火）・26（日）

料金

12,000 円

出発日

2/18（火）・23（日）

料金

12,000 円

各地～水戸 IC（7:00）＝【約 8ｋｍ・約４時間】（報国寺・杉本寺・大蔵幕府跡・源頼朝墓・旧小町通り・ 各地～水戸 IC（7:00）＝【約 7ｋｍ・約４時間】(建長寺・浄智寺・東慶寺・円覚寺・明月院など)＝
＝水戸 IC（18：00 頃）～各地 朝○・昼○・夕×
鶴岡八幡宮・段葛・小町通りなど) ＝水戸 IC（18：00 頃）～各地 朝○・昼○・夕×

【第３回】 鎌倉大仏の謎・鎌倉の山々と新田義貞
相模湾方面・情緒あふれる南鎌倉へ 日帰り/東京

③

源氏山～長谷・由比ガ浜
出発日

3/15（日）・17（火）

料金
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12,000 円

各地～水戸 IC（7:00）＝【約 8ｋｍ・約４時間】(源氏山・銭洗弁天・高徳院・鎌倉大仏・長谷寺・御霊神社・
極楽寺など)＝水戸 IC（18：00 頃）～各地 朝○・昼○・夕×
「鎌倉幕府」が具体的に鎌倉のどこにあったのかご存知でしょうか。今回は
「名前は知っているけど詳しくはわからない」場所を巡り、幕府の興亡や、
鎌倉期特有の華々しく花開いた文化を探していきます。地元出身の岡田英之
ガイドと巡る、どなたも楽しめるウォーキングツアーです。

旅行企画・実施 茨城県知事登録旅行業第 2-532 号

●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

石塚サン・トラベル（株）

●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

〒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)
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）

②

①
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●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

