2016 年

写真撮影の旅

「旅＋趣味＝はじめの一歩ツアー」
旅を通してもっと趣味を楽しみたい！この旅で
趣味をみつけたい！そんな皆様に贈る趣味の旅

写真撮影の旅・ここがポイント！
１・写真講師同行で初心者も安心
２・撮影を目的として滞在時間たっぷり
３・撮影に専念するためにお食事・弁当付

デジ・フォト旅
デジタルカメラは気軽に撮れてとっても便利。今回は経
験者向けのステップアップのコースとして 6 コースご用
意。日付限定の貴重なイベント・貴重な瞬間を撮影して
みませんか？初心者向けのコースは中面にございます。
「旅してパチリ」で基礎を習得。ぜひご覧ください。

デジタルカメラインストラクター
担当講師/片岡秀典先生
当社専属デジカメ講師歴１２年。
パソコン講師を本職としており
デジタルカメラに特化した知識と
サポートが強み。やさしく丁寧な
講座にﾌｧﾝも多く大好評です。

『持ち物』
・カメラ（機種問わず）
（デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、
コンパクトカメラ、最近のスマホ等）
・取扱説明書
・三脚（推奨）
＊ｺﾝﾊﾟｸﾄｶﾒﾗは講座ﾃｰﾏの設定ができない
機種もあります。ご了承下さい。

Ｓ１０４
まるでジブリの世界！ 日帰り/千葉

料金

１/２８（土）

１０,８００円

ビィーフリー撮影の旅 ５つのお願い…最近各地の撮影ポイントで一部の心無い方の
マナーが問題となり、撮影規制や禁止の場所も出てきました。いつまでも楽しい撮影ができる
よう、下記のマナーを守ってご参加いただきますようお願いいたします。
①他の観光客の妨げや地元の方の迷惑にならないように譲り合い、公衆マナーを守りましょう
②湿原や線路内など立ち入り禁止区域は三脚の脚や荷物も置かないようにしましょう
③草花を折らないように ④移動するときは三脚をたたみましょう ⑤ゴミは残さないように

Ｓ１０５
朝焼けとしぶき氷撮影 日帰り/栃木

木々と洞窟の陰影織り成す神秘の「濃溝の滝」＆
墨絵のような連なる山並みを一望
「九十九谷展望公園」
出発日

デジタルカメラツアーのポイント！

①すべての撮影ツアーにデジカメインストラクターが同行してサポート！
②基本操作や用語などを毎回テーマに沿ってバス車内講座
③撮影中も講師が一緒に同行なのでわからない時にすぐサポート
④長年写真撮影ツアーを企画しているビィーフリーだからこそのスポットもご案内
⑤写真撮影ツアーはお１人参加の方多数！お気軽にご参加下さい
＊中級者以上の方にはステップアップの技術を可能な範囲でサポート

朝焼けの霧氷輝く戦場ヶ原＆
風と水しぶきが作る自然の芸術
「しぶき氷」撮影
出発日

料金

２/８（水）

11,000 円

Ｓ１０６
黄色と薄桃色のコントラスト 日帰り/千葉

菜の花の絶景「いすみ鉄道」＆
夕焼けに染まる雀島と富士
法華崎海岸の夕日撮影
出発日

料金

３/２９（水） １０,８００円

水戸 IC のみ（3:１５）＝＝
鹿野山九十九谷展望公園/
上総丘陵が幾重にも連なる
山並み撮影(天気が良けれ
ば雲海も！)＝濃溝の滝/光
差し込む幻想的な秘境撮影
＝水戸ＩＣのみ(1４：４５頃)

水戸 IC のみ（３:００）＝戦場ヶ
原/朝焼け撮影＝イタリア大使館/
自然が作る氷の芸術「しぶき
氷」撮影＝道の駅うつのみやろ
まんちっく村/源泉かけ流し温
泉でぽかぽか入浴＝
水戸ＩＣのみ(１５：１５頃)

各地～水戸 IC（１０：１５）
＝いすみ鉄道・城見ヶ丘
駅/菜の花・鉄道の撮影＝
東総元駅付近/菜の花・鉄
道の撮影＝法華崎海岸/
サンセット撮影＝＝
水戸ＩＣ(２１：１５頃)～各地

朝○・昼○・夕×

朝○・昼○・夕×

朝×・昼軽・夕弁

Ｓ１０７
国重要無形民俗文化財指定の行事

日帰り/長野

迫力ある日本三大火祭り！野沢温泉道祖神祭り

Ｓ１０９
ラムサール条約登録湿地の春の風物詩 日帰り/栃木

渡良瀬遊水地ヨシ焼き＆「カタクリ」群生撮影

出発日 １/１５（日）
料金 14,800 円
各地～水戸 IC（13:００）＝野沢温泉村豊郷/
道祖神祭りたっぷり５時間滞在！冬の空に舞い
上がる炎を思う存分撮影！＝＝
水戸ＩＣ(翌３：００頃)～各地
朝×・昼軽・夕弁

出発日 暫定３/18（土）

【予備日】３/１９,２０,２５,２６ 8,900 円
水戸 IC のみ（4:００）＝渡良瀬遊水地/燃え盛る
真っ赤な炎「ヨシ焼き」撮影…ハート型の湖「谷中湖」
撮影＝万葉自然公園かたくりの里/貴重な群生地！
淡い紅紫色の可憐な花「カタクリ」撮影＝
水戸ＩＣのみ(１５：２０頃)
朝○・昼○・夕×

Ｓ１０８
富士の夜景を彩る打ち上げ花火 日帰り/山梨

*出発前日～３日前と出発当日の天候によりヨシ焼きが中止となった場合は
予備日(3/19,20,25,26)に変更のご連絡を致します。
*当日出発後にヨシ焼きが中止となった場合は朝食代を除きご返金、
予備日を改めてご連絡します。
＊お客様のご都合でキャンセルの場合のみキャンセル料が発生します

大石公園光のナイアガラ＆河口湖冬花火
２/１８（土）

11,800 円
各地～水戸 IC（１３:００）＝大石公園/光のナ
イアガラ撮影＝河口湖湖畔大池公園/冬の
夜空を彩る約２０００発の富士花火大会撮影
＝水戸 IC（翌１：０0 頃）～各地 朝×・昼軽・夕○ 月～金 9：00～17：30／土・日・祝 休業
出発日

料金

料金

＊本パンフレットの写真は全てイメージです

0120-317055

Ｓ93

旅してパチリ

【第１回】
清流と竹林に囲まれた赤い絨毯

日帰り/栃木

常楽寺と粟野川のヒガンバナ＆龍門の滝

【第２回】
水辺の水鏡紅葉と苔の原生林

ドウダンツツジの水鏡「白駒池」＆八千穂白樺の秋

出発日 ９/２２（木・祝）
料金 10,800 円
各地～水戸 IC（7:30）＝鹿沼/粟野川のヒガンバナ群落
（約３０００坪の河川敷に咲く）＝常楽寺のヒガンバナ＝
＝昼食＝烏山/龍門の滝（幅６５ｍの滝の上を電車が通る
迫力の滝）＝水戸 IC（18：30 頃）～各地 朝○・昼○・夕×

【第３回】
虹のかかる時間帯を狙って撮影！

日帰り/山梨

虹と富士の見える白糸の滝＆河口湖もみじまつり
出発日

１１/２０（日）

料金

日帰り/長野

出発日 １０/１（土）
料金 12,800 円
各地～水戸 IC（7:００）＝白駒池/真っ赤に紅葉する
ドウダンツツジが水鏡に映る絶景＆苔むした原生林＝
八千穂白樺林/日本一の白樺林の秋風景＝
＝水戸 IC（19：50 頃）～各地
朝○・昼弁・夕×

【第４回】
憧れのイルミネーション写真撮影

日帰り/東京

東京丸の内イルミネーション＆晩秋の上野公園フォト散歩

12,800 円

出発日

１２/３（土）

料金

10,800 円

各地～水戸 IC（10：30）＝上野恩賜公園/晩秋の上野公
園界隈でポートレートなど撮影フォト散歩＝丸の内/
「ＫＩＴＴＥ」のクリスマスツリーや丸の内イルミネーション＝
＝水戸 IC（21：45 頃）～各地
朝×・昼軽・夕弁

各地～水戸 IC（7:００）＝白糸の滝/虹のかかる時間帯を
狙って富士山の見える白糸の滝撮影にチャレンジ！＝
＝河口湖もみじまつり/紅葉の木々と雪をかぶった秋の
富士山撮影＝水戸 IC（19：45 頃）～各地 朝○・昼弁・夕×

デジ・フォト旅
Ｓ９５
年に１度の棚田イルミネーション

日帰り/千葉

Ｓ９６
2 年に１度の開催！にっぽん伝統のお祭りを撮ろう

日帰り/栃木

大山千枚田「棚田の夜祭・棚田あかり」 絢爛豪華な江戸型人形山車が蔵の街を歩く「とちぎ秋まつり」
出発日 10/23（日）
料金 12,800 円
各地～水戸 IC（9:45）＝上総鶴舞/コスモス沿線の小湊
鉄道風景写真＝大山千枚田/棚田の夜祭・期間限定
イベント・棚田のイルミネーション撮影で作品作り＝
＝水戸 IC（22：20 頃）～各地 朝×・昼軽・夕弁

出発日 11/12（土） 料金大特価！ 6,980 円
各地～水戸 IC（14:００）＝とちぎ秋まつり/夜までたっぷり
絢爛豪華な山車が蔵の街に美しく映える祭り風景撮影
（夜までたっぷり滞在！夜は提灯に灯りがともり、山車がより
美しく映ります）＝水戸 IC（２２：０0 頃）～各地 朝×・昼軽・夕×
*当コースは観光コースとバス合同出発となります。

宿泊写真撮影会
宿泊撮影会の魅力 ５大ポイント！

１・撮影のためのスケジュールで、日帰りより更にゆっくりじっくりと撮影が楽しめます
２・撮影ツアーで最も人気のある時間帯「朝＆夕」の光景を撮影するコースが多数
３・イベントやお祭りの撮影も宿泊ならお帰りを気にせずたっぷり撮影
４・気軽に１名様ご参加大歓迎！基本は相部屋となりますが、個室希望も可能な限り対応
５・日帰りよりも詳しく講座を開催！バスやお宿での詳しい講座がステップアップの鍵

Ｓ１００

霜と氷をまとった木々の情景「静寂漂う初冬の裏磐梯」撮影会

Ｓ９９

裏磐梯でペンションを営む
黒原先生がその日その時の
美しい裏磐梯の撮影地を
ご案内いたします。住んでい
るからこその情報量が魅力。
（もちろん片岡講師も同行）

雲海の天空城「越前大野城」＆秋の北陸たっぷり撮影会
出発日

11/3（木・祝）

75,000 円

料金

１～２名 1 室

お 1 人様

*1 名様個室受付ＯＫ うれしい同料金

募集人員：16 名
最少催行：10 名
１名様：個室可能

各地～水戸 IC（7：00）＝東尋坊/荒々しい柱状節理の断崖撮影＝越前大野（泊）
１
宿：ホテルサンレア 21（連泊） *夕食は周辺にて自由食でお願いします 食事： 朝○・昼弁・夕×
２ 早朝/越前大野城の雲海撮影 宿（朝食）＝白山白川郷ホワイトロード（旧スーパー林道）
とがの木台・国見台・ふくべの滝・蛇谷園地など紅葉撮影＝越前大野（連泊）
朝○・昼弁・夕×
早朝/越前大野城の雲海撮影
宿（朝食）＝平泉寺白山神社/一面美しい苔の境内＝
３
＝昼食＝水戸 IC（20：30 頃）～各地
朝○・昼○・夕×
*雲海は 11 月に一番発生率が高いと言われますが、自然現象のため雲海が出ない場合もあります。ご了承下さい。

出発日

12/13（火）

39,800 円

料金

２～３名 1 室

お 1 人様

*１名様は相部屋受付（個室はお問合せ下さい）

募集人員：16 名
最少催行：10 名
１名様：基本相部屋受付

各地～那珂 IC（7：00）＝裏磐梯・初冬の曲沢沼、檜原湖、秋元湖の朝焼けなど黒原先生の案内で撮影に
１
ご案内（気象条件などにあわせて撮影地がかわります）＝裏磐梯（泊） 宿：くらんぼ～ん 食事： 朝○・昼○・夕○
２ 早朝/小野川湖又は秋元湖周辺の朝焼け＝宿朝食＝裏磐梯/引き続き黒原先生と
裏磐梯の冬景色撮影＝遅めの昼食＝那珂 IC（16：45 頃）～各地
朝○・昼○・夕×
*積雪の中を歩く場所もあるので、防寒・防水ブーツ、合羽ズボンなどご用意ください。

0120-317055

Ｓ１１０

Ｓ１１１

地 獄 谷 野 猿 公 苑 のスノーモンキー＆志 賀 高 原 霧 氷 撮 影 会
雪上車で行く渋峠に泊まる！渋峠からの冬の朝日撮影２日間

出発日

１/２１（土）

３５，８００ 円

料金

３～４名 1 室

お 1 人様

*２名１室 お一人様 3,000 円増

募集人員：1６名
最少催行：１０名
１名様：男女相部屋受付

家 山 桜 トンネルを走 るＳＬと茶 畑 にたたずむ美 しき一 本 桜 「牛 代 水 目 桜 」
＆光 跡 たなびく「さった峠 」の夕 暮 れ２日 間

出発日

４/３（月）

3９,800 円

料金

１～２名１室

お 1 人様

* １名様個室受付ＯＫ うれしい同料金

募集人員：16 名
最少催行：10 名
１名様：個室可能

１

各地～水戸 IC（7：３0）＝地獄谷野猿公苑/スノーモンキー撮影＝横手山のぞき
/夕暮れ撮影(※天候による)＝渋峠（泊） 宿：渋峠ホテル 食事： 朝○・昼弁・夕○

１

各地～水戸 IC（６：３0）＝家山駅/撮影（ＳＬ12：20～25）＝牛代の水目桜＝家山
駅/再撮影（ＳＬ15：37-42）＝薩埵峠展望台＝清水市内(泊) 食事： 朝○・昼弁・夕弁

２

早朝日の出撮影（雪上車）/ホテル＝木戸池など志賀高原冬景色/撮影＝北信
五岳の冬景色/中野市東山公園＝水戸 IC（1７：３0 頃）～各地 朝○・昼○・夕×

２

清水市内＝旧法眼寺/原間のイトザクラ撮影＝旧妙善寺/本郷の千年桜撮影＝みのぶ
ゆばの里/昼食＝身延山久遠寺/しだれ桜撮影＝水戸ＩＣ（１８：３０頃）～各地 朝○・昼○・夕×

片 岡 先 生 と行 く飛 行 機 利 用 の撮 影 会

Ｓ１１２

２泊とも珍しい黒褐色の天然温泉付！
早朝の音羽橋タンチョウねぐら撮影と初企画！吐く息白き馬たちを撮る！

「憧れ冬の北海道・鶴居タンチョウ＆ばん馬調教撮影会」３日間

出発日

１

２
３

２/２５（土）

１１6,800 円

料金

２～３名 1 室

お 1 人様

*お一人様２０００円増

募集人員：16 名 最少催行：10 名 １名様：２泊目のみ個室可能（１泊目は相部屋受付、２泊目は個室可）

各地～水戸 IC（7：00）＝羽田✈釧路＝鶴居村/撮影スポットにて(鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ→
菊地農場→音羽橋を眺める丘)＝鶴居（泊） 宿：ホテルＴＡＩＴＯ

朝○・昼自由食・夕○

鶴居＝音羽橋/丹頂鶴ねぐら撮影＝エゾフクロウ又は釧路湿原撮影＝タンチョウ観察センター＝
十勝冬撮影/エゾモモンガ＝十勝幕別温泉（泊） 宿：十勝幕別温泉グランヴィリオ
朝○・昼○・夕○
十勝幕別温泉＝帯広競馬場/ばん馬朝の特別調教見学で撮影会＝十勝平野冬景色撮影＝帯広又は釧路✈羽田＝
水戸ＩＣ(19：00 頃)～各地 ＊自然動物たちは必ず出逢えるとは限りません。ご了承下さい。
朝○・昼○・夕×

同じ趣味を持った旅仲間と旅をして思い出を絵手紙にしましょう！
気軽に日帰りツアーを楽しんだら絵手紙を描き、旅先での感動
や気持ちを一言添えることで、また１つ思い出が深まります。
旅先では絵手紙にしたくなるような体験・旬の味覚を毎回ご用意。
絵手紙プラス旬な旅も楽しめる「はじめの一歩」にぴったりな旅。
『持ち物』
・絵手紙道具一式
顔彩絵の具、筆ペン又は
墨と筆、絵の具筆、
担当講師絵手紙作家 友部久美子先生
水バケツ など
現在多数のカルチャー教室で絵手紙
・新聞紙とティッシュ類
指導を務める人気の高い講師。
・絵手紙ハガキ
個展も数多く開催しています。
（ツアーで描く分２～３枚はご用意してあります）
多彩なカルチャー講座を行う
「トップウェルネス水戸」さんとの共催企画！

Ｓ１１３

絵手紙倶楽部・旅先から絵手紙

「絵手紙倶楽部」ツアーの楽しみ方＆ポイント！

①人気講師「友部久美子先生」が絵手紙の基礎をレクチャー
②季節の花やおいしい食事などまずは純粋に旅を楽しみます
③未経験者大歓迎！道具貸出し付で気軽にご参加下さい
④旅の中で見たもの感じたものを１～２枚絵手紙にします
⑤絵手紙道具一式を当日貸出いたします。初めてでもお気軽に！

季節の花・ご当地グルメ・旬の味覚などわくわく体験
絵手紙で描いて
思い出にしたく
なるような旬の
体験を数多く
ご用意して
います。

【栃木・日帰り】

Ｓ１１４

絵手紙倶楽部・旅先から絵手紙

＆

クリスマスで絵手紙の一例（友部先生の作品ではありません）

で早春絵手紙
出発日 １２/１０（土）
料金 1２,８００ 円
各地～水戸 IC（８：１５）＝フィンランドの
森・サンタクロース/ハンモックカフェランチ
＝チーズガーデン＝お菓子の城/押し花
キャンドル作り＆絵手紙＝藤城清治美術館＝
水戸 IC（1８：５0 頃）～各地
食事： 朝×・昼○・夕×

出発日 ２/２５（土）
料金 ８,９８０ 円
各地～水戸 IC（8:30）＝真壁のひな
まつり/真壁の郷土料理…筑波山梅
まつり＆絵手紙・甘酒と名物天狗饅
頭おやつタイム＝水戸 IC（17：30 頃）
～各地
食事： 朝○・昼○・夕×

ひな祭りで絵手紙の一例（友部先生の作品ではありません）

筑波山梅林は標高約 250ｍにあり、つくば
市の街並みはもちろん、遠くには富士山やス
カイツリーを見渡すこともできます。白梅・紅
梅を見学した後は、思い出を絵手紙にして、
わくわく春の訪れを感じましょう。

クリスマスをあたたかく演出する手作りキャ
ンドル。今回は色とりどりのお花を使って押し
花のキャンドルを作り、その絵手紙を書きま
す。世界にひとつだけの作品を作ってクリス
マスを楽しみましょう。
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 ９：００～１７：３０（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）

【茨城・日帰り】

●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

