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①新型コロナワクチンを２回接種した方は５００円 

割引クーポンプレゼント！ （次回以後ツアーで使用可） 
 

②１人２席利用確約システム導入！！ 

 お１人様３０００円アップで、お１人様２席利用を確約！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山旅倶楽部
２０２１年 

 

 

 

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 

 

石塚サン・トラベル株式会社

２０２１年１０月２５日発行 

 

▼ハイキング入門 
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 

▼ハイキング初級 
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 

 

▼ハイキング中級 
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 
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 

 

▼登山初級 
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 

       安達太良

山 
 

▼登山中級（A/B） 
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 
参考：谷川岳、月山、日光白根山 

 
▼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 
 

Ｗ５２５ 無理なく楽しく体をうごかそう！ 
赤城自然園＆伊香保石段街 ＜群馬＞ 

科学的に癒し効果ありと

実証された赤城自然園＆

名湯・伊香保温泉で心も 

身体もリフレッシュ♪ 

 

出発日  11/20（土） 

お一人様 １２,５０0 円 ハイキング入門 

歩程約２ｋｍ 時間約 4.5 時間 標高差ほぼ平坦 

食事朝○・昼○ 現地ガイドあり（伊香保のみ） 

各地～水戸 IC(7:30)＝ 

＝赤城自然園/たっぷり２時間散策＝ 

＝伊香保温泉石段街/案内人付散策・自由入浴＝ 

＝水戸 IC(18:30 頃)～各地   

※赤城自然園ガイドマップ付き！ 

 

Ｗ５２６ ダムに沈んだ廃線の名残を訪ねて 

「わたらせ渓谷鉄道と 
草木湖旧廃線跡ウォーク」 ＜群馬＞ 

色づいた木々に包

まれる、廃線跡歩

き！わたらせ渓谷

鉄道にも乗車いた

します。 

 

出発日  11/1８（木） 

お一人様 １１,８０0 円 ハイキング初級 

歩程約 11ｋｍ 時間約 3.5 時間 標高差 200ｍ（下り） 

食事朝○・昼○ 現地ガイド無し（添乗員同行） 

各地～水戸ＩＣ(6：30)＝沢入駅…草木湖…不動滝… 

童謡ふるさと館…わらべ橋…琴平トンネル…神戸駅+++

〈わたらせ渓谷鉄道/普〉+++水沼駅/温泉センター/入浴＝

水戸ＩＣ(18：00)～各地 

 Ｗ５２７ 甲斐の秘境・日本一の渓谷美を堪能 

昇仙峡ハイキング ＜山梨＞ 

全国的人気の遊歩道。

今回は渓谷の下流から

出発、覚円峰や仙蛾滝が

現れる様は圧巻です！ 

 

出発日  １１/２２（月） 

お一人様 １６,００0 円 ハイキング初級 

歩程約 4.5ｋｍ 時間約 3.5 時間 標高差 150ｍ 

食事朝○・昼○ 現地ガイド無し（添乗員同行） 

各地～水戸ＩＣ(6：00)＝長潭橋…太鼓林… 

…羅漢寺…覚円峰の眺め…仙娥滝…クリスタル 

ファウンテン＝神の湯温泉/入浴＝ 

＝水戸ＩＣ(20：00 頃)～各地  

 

Ｗ５２４ ハイキングの方も参拝だけの方にもオススメ！ 

高尾山フリーハイキング ＜東京＞ 

ミシュラン三ツ星にも選

ばれた世界的な観光地。

紅葉と名刹のコントラス

トをお楽しみください。 

 

出発日 １１/３０（火）・１２/５（日） 

お一人様 １１,００0 円 ハイキング入門～登山初級 

歩程 自由 時間 ６時間 標高差 約 400ｍ 

食事朝〇・昼○ 現地ガイド無し 

各地＝水戸ＩＣ(7：00)＝＝高尾山フリータイム（６時間）＝ 

＝水戸ＩＣ(18：00 頃)～各地  

※下山後「極楽湯」での入浴も可能です（入浴料別） 

※オリジナルマップ配布＆説明つき 

 Ｗ５２９ 房総一の名瀑＆養老渓谷の紅葉

「粟又の滝 ＆     
養老渓谷ハイキング」 

＜千葉＞ 

房総で最も紅葉楽しめ

る養老渓谷。渓谷をぐる

っと一周するコースで

す。渓谷最大の滝も見ら

れます。 

 

出発日  １２/６（月） 

お一人様 １２,８０0 円 ハイキング初級 

歩程約 7ｋｍ 時間約 3 時間 標高差ほぼ平坦 

食事朝○・昼○ 現地ガイド無し（添乗員同行） 

各地～水戸ＩＣ（7：00）＝＝粟又の滝＝＝ 

＝＝観音橋…中瀬遊歩道…弘文洞跡…宝衛橋… 

…養老渓谷駅＝＝水戸ＩＣ（18：45 頃）～各地 

 

Ｗ５２８ 東の耶馬渓・八ッ場ダムに守られた渓谷 

吾妻渓谷ハイキング ＜群馬＞ 

群馬を代表する紅葉 

ハイキングルート。  

大迫力の八ッ場ダムを

正面に見据える小蓬莱

展望台まで行きます。 

 

出発日  １１/１４（日） 

お一人様 １１,８０0 円 ハイキング初級 

歩程約４ｋｍ 時間約 3 時間 標高差 100ｍ以下 

食事朝〇・昼○ 現地ガイド無し（添乗員同行） 

各地～水戸ＩＣ(6：30)＝ 十二沢パーキング … 

…猿橋…鹿飛橋……小蓬莱…渓谷パーキング＝ 

＝道の駅あがつま峡・天狗の湯/入浴＝ 

＝水戸ＩＣ(１８：３0 頃)～各地 

 

 

ビィーフリーツアー「おかえりバス旅」キャンペーン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｗ５３０ 河口湖のほとり富士五湖を見下ろす大展望 

「足和田山」登山 ＜山梨＞ 

富士山の北側、河口湖

と西湖の間に位置する

この山は眼前に富士山

の絶景が楽しめます。 

 

出発日 １１/２９（月） 

お一人様 １５,８０0 円 登山入門 

歩程約 6ｋｍ 時間約 3 時間 標高差 約 350ｍ 

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ） 

各地＝水戸ＩＣ(6：30)＝＝ 一本木登山口… 

…足和田山（1355ｍ）…三湖台…紅葉台＝ 

 ＝富士眺望の湯ゆらり/入浴＝ 

＝水戸ＩＣ(19：３０頃)～各地 

 

Ｗ５３１ 箱根外輪山最高峰・金太郎の山へ 

「金時山」登山 ＜神奈川＞ 

箱根近辺で最も人気のルート。

木が少ない山頂付近からの富士

山は一枚の絵画のような美しさ

ですよ♪初心者にオススメ！ 

 

出発日 １２/８（水） ・ 2022 年１/２２（土） 

お一人様 １５,８０0 円 登山初級 

歩程約６ｋｍ 時間約４時間 標高差約５５０ｍ 

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ） 

各地～水戸ＩＣ(6：00)＝金時神社… 

…金時宿石…金時山（1212ｍ）…長尾山… 

…乙女峠…乙女口＝さっぱり入浴＝ 

＝水戸ＩＣ(20：00 頃)～各地 

 Ｗ５３５ 低山でも充実の丹沢山系を歩く 

「東丹沢～高取山・仏果山～」 ＜神奈川＞ 

今話題の関東最大級 

宮ケ瀬ダムにゴール！ 

低山ながら歩きごたえ抜群

のコースで登山に慣れてき

た方にオススメ！ 

 

出発日 １１/１１(木) ・ 2022 年１/３０(日) 

お一人様 １４,８00 円 登山初級 

歩程約 8ｋｍ 時間約 5.5 時間 標高差約５00m 

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ） 

各地～水戸 IC(5：30)＝土山峠… 

…仏果山（742ｍ）…高取山（705ｍ）… 

…宮ケ瀬ダム＝さがみ湖温泉/入浴＝ 

＝水戸 IC(19：30 頃)～各地 

 

Ｗ５３３ 縦走コースで楽しむ奥多摩の絶景 

「日の出山・御岳山」登山 ＜東京＞ 

急な登りはケーブルカ

ー利用でカット！展望

◎の縦走コースをお楽

しみください。 

 

出発日 １２/１（水） 

お一人様 １４,８00 円 登山初級 

歩程約 6ｋｍ 時間約３時間 標高差約 550ｍ 

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ） 

各地～水戸ＩＣ(6：30)＝御岳山ケーブルカー… 

…武蔵御嶽神社（御岳山・929ｍ）… 

…日の出山（902ｍ）…つるつる温泉/入浴＝ 

＝水戸ＩＣ(19：00 頃)～各地 

 Ｗ５３８ 歩きごたえ◎変化に富んだ登山コース 

「棒ノ折山」登山 ＜埼玉＞ 

沢歩きのようなところや

鎖場もあるコース。森林

浴も展望も沢山の体験が

でき満足感あり。 

 

出発日 １２/４（土） 

お一人様 １２,８00 円 登山中級Ｂ 

歩程約７ｋｍ 時間約 4.5 時間 標高差約 700ｍ 

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ） 

各地～水戸 IC(6：00)＝さわらびの湯… 

…有間ダム…白谷沢…藤懸滝…天狗滝…棒ノ折山

（969ｍ）…滝ノ平尾根…さわらびの湯/入浴＝ 

＝水戸 IC(18：15 頃)～各地 

 

Ｗ５３７ 相模湾から東京湾へ三浦半島を縦走！ 

「三浦アルプス」ハイキング ＜神奈川＞ 

富士山を奥に抱える相模湾と大

都市を遠望する東京湾の二つを

望めるよくばりな里山コース。

寒い時期の方が景色◎ 

 

出発日 １２/１１(土) ・ 2022 年２/１２(土) 

お一人様 １３,８00 円 登山入門 

歩程約 9ｋｍ 時間約４時間 標高差約 200ｍ 

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り 

各地～水戸 IC(7：00)＝風早橋… 

…仙元山（駿河湾）…観音塚…乳頭山 

（202ｍ）…田浦駅＝さっぱり入浴＝ 

＝水戸 IC(19：00 頃)～各地 

 

Ｗ５３６ 国指定の自然公園で陽だまり登山 

「宝篋山」縦走登山 ＜茨城＞ 

筑波山系の中でとりわけ

人気の宝篋山。スタンダ

ードなコースを縦走しま

す。初心者にオススメ！ 

 

出発日 2022 年１/２９(土) ・ ３/１５(火) 

お一人様 ８,５00 円 登山入門 

歩程約 6.5ｋｍ 時間約 3.5 時間 標高差約 450ｍ 

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ） 

各地～水戸ＩＣ(９：００)＝小田…極楽寺 

コース…宝篋山（461ｍ）…山口①コース…

北条大池＝＝水戸ＩＣ(16：30 頃)～各地 

 

Ｗ５３２ 中型バス＆少人数限定の貴重な日帰り登山！

「大菩薩嶺」登山 ＜山梨＞ 

思わず「おおっ！」と声が出る 

ほど素晴らしい眺望が特徴。 

富士山方面に向かって高度感の 

ある展望が楽しめます。 

 

出発日 1２/１３（月） 

お一人様 １９,８０0 円 登山初級 

歩程約７ｋｍ 時間約４.5 時間 標高差約５00ｍ 

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り 

各地～水戸 IC(５：00)＝上日川峠… 

…大菩薩峠…大菩薩山頂（2056ｍ）… 

…雷岩…唐松尾根…上日川峠＝ 

＝さっぱり入浴＝水戸 IC(21：00 頃)～各地 

 

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 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 
 

 

Ｗ５３４ 秩父の名山・人気の尾根歩き 

長瀞アルプスハイキング ＜埼玉＞ 

秋は美しい紅葉・２月には 

ロウバイが楽しめ、寒い時期に

も歩ける山として大変人気の 

コースです。 

 

出発日 １１/２３(火祝) ・ 2022 年２/２０(日) 

お一人様 １３,８00 円 登山入門 

歩程約 8ｋｍ 時間約 4 時間 標高差約 400ｍ 

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(19：00 頃)～各地 

 

山が清々しい空気に包まれる秋から初冬！空気が澄んだ冬は景色がいいぞっ！【晩秋・冬の日帰り登山】 


