２０１８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

現在はたくさんの写真愛好家が増えてきて、各地の撮影地も大変混雑
する場面が増えて参りました。そんななかで、最近たびたびニュースに
もなるような、一部の心無い方のマナーが問題となり、残念ながら撮影
場所の規制や、撮影禁止の場所も出てきております。
ビィーフリーでは、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申し上げます。

①撮影地には一般の観光の方もいらっしゃいます。妨げや地元の方の
迷惑にならないように譲り合い、声を掛け合い、公衆マナーを守り、
気持ちの良い撮影ツアーになるように心掛けましょう。
②湿原や線路内など立ち入り禁止区域などには三脚の脚や荷物など
も置かないように気を付けましょう。
③フレーミングのために、むやみに草花を折らないようにしましょう。
④移動するときの三脚は脚をたたみ、バスではトランクへお預け下さい。
⑤お弁当、フィルムケースなどのゴミは残さないようにお願いします。

スマートフォンの使い方をマスターして「インスタ映え」写真を撮ろう

バラの美しさを残す
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

『持ち物』
・スマートフォン
又はコンパクトデジカメ
当社専属デジカメ講師歴１４年。
・カメラの方は取扱説明書
パソコン講師を本職としており
＊一眼レフの方でもご参加いただ
デジタル機器に特化した知識と
けますが、講座内容はスマート
サポートが強み。やさしく丁寧な
フォンやコンパクトデジカメ
講座にﾌｧﾝも多く大好評です。
中心となります。
バラの美しい季節、たくさんのバラ園やガーデン巡り
に出かけて素敵なバラの写真を撮影したいですね。
だからこそ手軽なスマートフォンやコンパクトデジタル
カメラが大活躍。しかしいざ家に帰ってみると、何だか
思った通りに写ってないなぁ…なんてことありませんか？
ちょっとしたコツを掴めば、スマホ＆コンパクトデジ
カメでも見違えるほどいい雰囲気に！今回は美しいバラ
をより綺麗に撮ってみましょう。
花の大好きな方に贈る「花倶楽部」＆「デジカメ講座」
の初コラボ企画です。

Ｓ１４５

スマートフォン＆コンパクトデジカメ講座のポイント！

①写真撮影をしながらスマートフォンの使い方も学べるスマホ使い方講座
②特に今回は「バラ」を撮影することにテーマをおいてたっぷり滞在
③撮影中も講師が同行なのでわからない時にすぐサポート
④スマートフォン又はコンパクトデジカメどちらでもＯＫ
⑤花を愛するからこそ！見たままの感動で撮影したい！そんな願いかなえます

スマートフォンはちょっとした使い方を学ことで生活や趣味に大活躍！
スマートフォンはいつでもどこでも持っていけて、手軽に写真撮影ができ
る本当に手放せないアイテムになりました。「インスタ映え」なんて言葉も
流行語になるほどです。最近のスマホはカメラ性能が驚異的に上がって
きています。今更きけない基本操作、
そして大事な光と角度や構図まで、
インストラクター講師がご指導します。
スマートフォンなら撮影した後でも
フィルターや編集アプリを使って更に
素敵な写真に仕上げることも可能です。
お友達にちょっぴり自慢できる写真を！

片岡先生同行 スマートフォン講座 【横浜・日帰り】

【スマホ使い方講座】インスタ映え写真を目指す
スマートフォンで綺麗にバラを撮影しよう

「横浜イングリッシュガーデン」＆
バラの花咲く港の見える丘公園と山手洋館めぐり
【横浜イングリッシュガーデン】
横浜にあるイギリス風の庭園が満喫
できます。珍しいバラの品種が多く、
写真を撮りたくなるバラ園です。
【港の見える丘公園＆山手洋館】
美しいバラと横浜を一望できる港町
らしい写真が撮れます。山手地区の
洋館とバラの共演も素敵です。

出発日

５/２０（日）

料金

９，８００円

各地～水戸ＩＣ（8：00）＝横浜イングリッシュガーデ
ン（スマホ講座＆バラのガーデン観賞）＝横浜中華
街/自由昼食＝バラの花咲く「港の見える丘公園」
…
山手洋館めぐりをしながら先生とフォト散策（山手
111 番館・エリスマン邸・ベーリックホールなど）＝
水戸ＩＣ（18：45 頃）～各地
食事： 朝○・昼×・夕×

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

旅してパチリ
Ｓ146
デジタルカメラは気軽に撮れてとっても便利。でも
操作や用語がわからず、とりあえずオートで撮影とい
う方が多いはず。せっかくのデジカメ機能を生かして
きれいな写真を撮ってみませんか？全４回でデジカメ
撮影の基本を学びステップアップ！

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１４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。

【第１回】
花桃＆桜に包まれる春の鉄道沿線

日帰り/群馬

「わたらせ渓谷鉄道」花の沿線ローカル列車〝おっかけ撮影“
【わたらせ渓谷鉄道】
沿線に咲く見事な花桃が目にも鮮やか
な春を告げてくれます。ローカル列車と
春の花の共演を「おっかけ撮影」しまし
ょう。花桃に包まれる神戸駅でもゆった
り撮影できます。

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全４回で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

デジタルカメラで撮りたい！こんな写真・あんな写真も撮れちゃいます
背景をぼかして
幻想的な雰囲気に
撮ってみたい！
滝の流れを止めたり
糸のように流したり
想いのままに撮影！

【第２回】
残雪と芽吹きの松之山エリアへ

水鏡が美しいシーズン！松代の棚田撮影会

【松代の棚田】
田植え間もない 5 月中旬～下旬は緑が
各地～水戸ＩＣ（7：00）＝わたらせ渓谷鉄道の沿線/花桃 美しい新緑が映り込 むさわやかな 季
や桜の沿線を走るローカル列車・トロッコ列車など
節。残雪の山々に囲まれた芽吹きの季
「おっかけ撮影」列車時刻にあわせて撮影ポイント４カ所 節は何とも言えない萌黄色の世界。
予定）＝水戸ＩＣ（18：50 頃）～各地 朝○・昼弁・夕×
*バスはスケッチツアーと合同となります
出発日

４/１５（日）

【第３回】
残雪の飯豊山・磐梯山を背景に走る

料金

9,800 円

日帰り/福島

日帰り/新潟

出発日

５/２６（土）

料金

12,800 円

各地～水戸ＩＣ（6：30）＝松代エリアにて
田植え間もない水鏡の季節に棚田撮影
（星峠・儀明・蒲生の棚田を予定）＝
＝水戸ＩＣ（18：50 頃）～各地 朝○・昼弁・夕×

【第４回】
朝しか出会えない幻想的な古代蓮

日帰り/埼玉

新緑の会津を走り抜ける「ＳＬばんえつ物語号」撮影会 那須岳を背景に咲く紅蓮＆雪割渓谷滝めぐり
【ＳＬばんえつ物語号】
残雪の飯豊山、美しい磐梯山を背景に
走る初夏のＳＬを撮影しましょう。
通過の一瞬のために万全な準備を整
えていざシャッターを切る！水田の映り
込みや煙を期待して挑戦しましょう、

【那須町/陽山紅蓮のマクロ撮影】
カメラの使い方に慣れてきたら、ちょっ
各地～那珂ＩＣ（7：30）＝ＳＬばんえつ物語号 ぴりステップアップでマクロ撮影に
おっかけ撮影２カ所/飯豊山とＳＬ・水田映り込 挑戦。透き通る日差しと美しい蓮撮影。
みと煙（撮影の間に喜多方蔵の街散策予定） 【阿武隈川・西の郷遊歩道】
＝那珂ＩＣ（19：15 頃）～各地
朝○・昼弁・夕×
滝の撮影でスローシャッターの練習
出発日

６/１７（日）

料金

11,800 円

0120-317055

出発日

７/２２（日）

料金

9,800 円

各地～那珂市（7：30）＝那須町/休耕田に
咲く２０００本の陽山紅蓮が咲く午前中に撮影
＝阿武隈川西の郷遊歩道で滝めぐり撮影
＝那珂市（18：30 頃）～各地
朝○・昼弁・夕×

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

デジ・フォト旅
Ｓ１４７

【日帰り】

Ｓ１４８

世界中が注目する話題の大藤ライトアップをじっくり撮影！

1 秒間に３～４回光って玉ぼけの光の点になる！

湧き水の世界「出流原弁天池」＆「あしかが大藤ライトアップ」

関東では珍しい「秩父ヒメボタル」撮影会

出発日

５/１（火）

料金（お 1 人様）

募集人員：40 名
最少催行：20 名

9,800 円

出発日

６/１１（月）

料金（お 1 人様）

14,800 円

募集人員：16 名
最少催行：10 名

各地～水戸 IC（12：00）＝館林つつじ/樹齢８００年を超すつつじのトンネル＆こいのぼり
祭り＝足利フラワーパーク/大藤ライトアップ＝水戸 IC（22：00 頃）～各地 朝×・昼軽・夕弁

水戸 IC のみ（15：00）＝秩父市内/線で飛ぶ蛍ではなく、点で光って飛ぶ
ヒメボタルを深夜までた～っぷり撮影＝水戸 IC のみ（3：45 頃） 朝×・昼×・夕弁

Ｓ１４９

Ｓ１５０

【日帰り】

デジ・フォト旅のために「特別撮影許可エリア」の入場券付！

大曲に次ぐ東北を代表する花火！写真に撮りなくなるデザイン花火競技会

大迫力の甲冑競馬・神旗争奪戦を撮影「相馬野馬追まつり」

撮影エリア専用席で撮れる！「赤川花火大会」

出発日

７/２９（日）

料金（お 1 人様）

15,000 円

募集人員：20 名
最少催行：10 名

各地～那珂 IC（6：30）＝相馬野馬追まつり/特別撮影許可エリアの入場券付
（予定/６月頃チケット確定）*バスは観光コースと合同＝那珂 IC（18：00 頃）～各地 朝○・昼弁・夕×
*特別撮影許可エリアが 6 月発売のため、それまでは仮予約受付
*通常の観覧桟敷で見学のプランは祭り先行パンフレットをご参照ください

Ｓ１５１

湖畔に群生するオオヤマザクラの濃いピンクが湖面に映る

カメラマンの憧れ「中綱湖 水鏡の桜」
雄大な北アルプスの絶景「小川村の春風景と白きアルプスの夕暮れ」
出発日

１

２

５/３（火）

料金
お 1 人様

基本相部屋

36,800 円

*空きがあれば個室対応
空きと料金はお問合せ下さい。

募集人員：１６名
最少催行：１１名
基本男女別相部屋

各地～水戸 IC（10：00）＝長野県上水内郡小川村/日本の原風景が残る
村で桜咲く山と白きアルプスの共演。夕暮れにはアルプス展望台から、
大パノラマの雪山と輝く夕日の撮影＝中綱湖畔（泊）
食事： 朝×・昼弁・夕○
早朝（徒歩）/夜明け前からスタンバイで波の立たない朝の中綱湖とオオヤ
マザクラの水鏡撮影…宿/朝食＝青木湖と残雪の山撮影＝白馬山麓の春
風景撮影（こぶし、桜、吊り橋など）＝水戸 IC（18：45 頃）～各地 朝○・昼弁・夕×

出発日

８/１８（土）

料金（お 1 人様）

21,000 円

募集人員：20 名
最少催行：10 名

各地～那珂 IC（11：00）＝山形鶴岡「赤川花火大会」/撮影エリア専用席チケット
（予定/６月頃チケット確定）*バスは観光コースと合同＝那珂 IC（翌 4：00 頃）～各地 朝×・昼軽・夕弁
*撮影エリア専用席は６月発売のためそれまでは仮予約受付
*通常の観覧桟敷で見学のプランは祭り先行パンフレットをご参照ください

🌸春のスケッチ＆絵手紙合同企画🌸

Ｓ１５２ スケッチ村田先生・絵手紙友部先生乗車 【山梨・日帰り】

南アルプスの白き山並みを背景に
春色に染まる日本一の桃の里を描く
「山梨・笛吹桃源郷で過ごす休日」
出発日

４/８（日）

料金（お１人様）

12,800 円

募集人員：20 名
最少催行：10 名

各地～水戸 IC（7:00）*バスはハイキングのコース合同＝笛吹桃源郷/桃のお花畑
スケッチ・絵手紙など、それぞれ講師付きでお楽しみ下さい
●スケッチ：桃源郷でポイントを決めて約４時間たっぷりスケッチ（お弁当付き）
●絵手紙：桃源郷約 90 分散策とお弁当の昼食後、農園で絵手紙
＝全員/桃の花咲く農園で甘酒のふるまい＆お花見饅頭のおやつをご用意＝
＝水戸 IC（19：00 頃）～各地
食事： 朝○・昼弁・夕×

１・旅先でスケッチをするため、ゆっくりじっくりと 1 カ所に滞在
２・画家 村田伊佐夫先生同行で、スケッチ講座を開催
３・先生のアドバイスが行き届くように、少人数制
４・最初に村田先生のデモンストレーションを行いご覧いただきます
５・スケッチ終了後アドバイスやサポートにより、次なるステップへ

Ｓ１５３

村田先生同行 たびスケ倶楽部 【新潟・日帰り】

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。

Ｓ１５４

友部先生同行・絵手紙倶楽部

【東京・日帰り】

残雪と芽吹きの美しい松之山エリアへ
早苗と萌黄色の木々の水鏡を描く

日本橋も再現の江戸小路が人気！羽田空港国際線ターミナル
かわいらしく個性溢れる風鈴で絵手紙

新緑の松代の棚田スケッチ

夏の風物詩「川崎大師風鈴市」

出発日

５/２６（土）

料金

12,800 円

出発日

各地～水戸ＩＣ（6：30）＝松代エリアにて
田植え後間もない水鏡の棚田
風景スケッチ（星峠・儀明の棚田予定）＝
＝水戸ＩＣ（18：50 頃）～各地
*バスはデジカメツアーと合同になります

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）

●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

料金

11,800 円

各地～水戸 IC（8：00）＝川崎大師風鈴市/
見学・お買物（９００種類・約３万個の風鈴が展
示販売。各地の郷土風鈴や川崎大師厄除け
だるま風鈴など見るだけでも楽しい風鈴市）＝
羽田空港国際線ターミナル/江戸を再現した
まるでテーマパーク！自由食の後に絵手紙
＝水戸 IC（18：15 頃）～各地 食事： 朝○・昼×・夕×

朝○・昼弁・夕×

旅行企画・実施 茨城県知事登録旅行業第 2-532 号

７/２２（日）

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

