「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

２０１８年

下半期号
旅行設定８月～11 月

写真撮影の旅

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。

Ｓ１５７

旅してパチリ
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１３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】
日帰り/福島

約２５０万本！磐梯山と会津盆地を一望

圧巻の「三ノ倉ひまわり畑」＆達沢不動滝
出発日

８/２８（火）

料金

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

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】
マジックアワーの夕暮れ

「原岡海岸レトロ桟橋」＆「海に続く電柱 江川海岸の夕景」

12,800 円

出発日

【第３回】

【第４回】
秋の箱根の紅葉を走る

日帰り/群馬

「一ノ倉沢」の紅葉求めてフォトウォーク
出発日

10/21（日）

料金

9/9（日）

料金

11,800 円

各地～水戸ＩＣ(9：00)＝原岡海岸/ レトロ桟橋＝
昼食＝燈籠坂トンネル＝江川海岸/海に続く
電柱列＝水戸ＩＣ(20：15 頃)～各地
朝×・昼○・夕弁

各地～那珂ＩＣ(7：00)＝三ノ倉高原/
ひまわり畑と磐梯山＝（車両乗換）＝
＝スローシャッターで撮る達沢不動滝＝
那珂ＩＣ(18：50 頃)～各地 朝○・昼弁・夕×

谷川岳の絶壁

日帰り/千葉

日帰り/神奈川

「早川橋梁の箱根登山鉄道」＆長安寺・仙石原ススキ

10,800 円

各地～水戸ＩＣ（7：00）＝谷川岳/土合口…マチガ沢…
一ノ倉沢/紅葉撮影…（片道約１時間/約３ｋｍ）…
（谷川岳ロープウェイ希望者は各自払いで自由に可）
＝水戸ＩＣ(18：30 頃)～各地 朝○・昼弁・夕×

0120-317055

出発日

11/１0（土）

料金

12,500 円

各地～水戸市(7：00)＝早川橋梁/登山鉄道撮影
＝昼食＝仙石原のススキ/撮影＝長安寺/石仏と
紅葉＝水戸ＩＣ(19：45 頃)～各地
朝○・昼○・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
Ｓ１５８

片岡先生同行

【茨城・日帰り】

年に１度の３市合同操業

出発日

今年は七色帆引き船の操業！
霞ヶ浦「帆引き船」撮影会
募集人員：２６名
9/16（日）限定 料金（お 1 人様） 7,980 円
最少催行：１８名

各地～水戸ＩＣ（11：30）＝土浦港/ラクスマリーナ「ホワイトアリス号」
遊覧船～七色の帆引き船/３市合同操業～＝水戸ＩＣ（17：15 頃）
～各地

食事：朝×・昼×・夕×

【帆引き船】
風力を利用して網を引っ張る帆引き漁法。
霞ヶ浦の湖面を渡る風をうけ、真っ白な帆をいっぱいに張っ
て進む帆曳船は息をのむほど美しく、情緒ある姿です。
＊ツアー費には、予約困難な遊覧船（3,000 円分）・交通費・講師代が含まれております。
Ｓ１５９

片岡先生同行

【栃木/夜行日帰り】

朝もやのベストシーズン！

出発日

早朝だけの幻想的な朝もや＆草紅葉
夜行発早朝撮影の「小田代ヶ原」
10/6（土）夜発 料金（お 1 人様） 10，８００円 募集人員：４０名
最少催行：２０名

10/6（土）水戸ＩＣのみ（23：50）＝赤沼（仮眠待機）＝
10/7（日）＝ハイブリッドバス＝早朝小田代ヶ原/朝もやの草紅葉
＝金精峠/展望撮影＝水戸ＩＣのみ（13：00 頃） 食事：朝弁・昼軽・夕×

【金精峠】 栃木県日光市にあり周りを白根山、男体山などの
高山で囲まれた標高 2024m の峠。湯ノ湖、男体山、戦場ヶ原
など奥日光を一望できます。
*深夜走行バスの運行規定を遵守するために時間が制限されるため、
乗降場所は水戸ＩＣのみとさせていただきます。ご了承下さい。

Ｓ１６０

片岡先生同行

【山梨・日帰り】

ダイヤモンド富士のベストシーズン到来！

出発日

最も富士山が大きく見える簗尻から
山中湖ダイヤモンド富士撮影
募集人員：４０名
11/15（木） 料金（お 1 人様） 11，８００円
最少催行：２０名

各地～水戸ＩＣ（9：00）＝岡田紅陽写真美術館＝山中湖畔/富士山
が最も大きく見える梁尻地区からの山中湖ダイヤモンド富士撮影
＝水戸ＩＣ（20：00 頃）～各地

食事：朝×・昼軽・夕弁

【岡田紅陽写真美術館】
50 年以上にわたり富士山の撮影に生涯を捧げた岡田紅葉の実
際に使われたカメラや親しかった横山大観の装丁した写真集
やまたガラス乾板の展示もあり、富士山と共に写された日本
人の暮らしや田園風景を見ると、日本が失いつつある時間や
自然、大切なものを思い出す事ができます。展示入替済。

【枝折峠(しおりとうげ)の雲海】
様々な条件が整って初めて見ることができる貴重な現象.です。雲海が出
ていること。雲海を動かす強い風が吹いていること。雲海の上にある安
定した大気の層が、山頂よりも上にあること。 この 3 つの条件がそろう
と、とても貴重な気象現象「滝雲」が発生します。秋は発生の確率も上
がり、多くの写真家が絶景を求め訪れます。自然が生み出す美しい絶景
をぜひお楽しみください。

Ｓ１６１

紅葉の奥只見遊覧船・清津峡・美人林・星峠棚田

雲海流れ落ちる滝の雲「枝折峠」

（しおりとうげ）

秋色の南魚沼＆民宿休場さんの絶品きのこ料理

*ゆのたに荘は源泉３８度とぬるめのため、露天風呂が使用できない場合があります。

宿泊/湯之谷温泉郷

ゆのたに荘

露天風呂で静かにのんびり
天然温泉を満喫！山と川に
囲まれた岩造りの温泉は野
趣たっぷり♪格別の解放感
の中でお楽しみ下さい。大
浴場も浴槽が複数あり
広々。ジャグジーもござい
ます。ぬるめの湯温で、あ
ふれ出る豊富な天然温泉に
ゆっくりと浸かれます。

料金 ２～４名１室
２８，８００円 ＊１名様は相部屋受付
（個室はお問合せ下さい）
お 1 人様 募集：40 名/最少催行：２０名

出発日

10/29（月）

１

各地～水戸 IC（8：00）＝清津峡渓谷トンネル＝美人林＝
星峠の棚田＝ 湯之谷温泉郷（泊） 宿：ゆのたに荘
食事：朝○・昼弁・夕○
宿（5：30 頃）＝枝折峠/朝日とともに滝雲と紅葉観賞＝奥只見遊覧船/
銀山平～奥只見＝民宿休場/きのこ料理＝道の駅お買物＝
＝水戸 IC～各地（18：15）
朝弁・昼○・夕×

２

Ｓ１６２
【美ヶ原】

夕焼け・星空・朝焼けの北アルプス・霧氷など

八ヶ岳中信高原国定公園にまたがる高原。標高 2034m の頂をもつ美ヶ原最
高峰「王ヶ頭」を筆頭に、山上は平坦な台地状で、松本市、上田市、長和町
にまたがり、王ヶ鼻、茶臼山、牛伏山、鹿伏山、武石峰のピークを含めて標
高 2000ｍ付近に広がる一帯を「美ヶ原高原」と呼び、日本とは思えない絶景
を満喫出来ます。 *天候が悪い場合は館内で撮影講座を開催

宿泊/美ヶ原高原
標高２，０００メートル雲上
の一軒宿で。周囲は牧場と高
山植物のお花畑に囲まれ、富
士山、八ヶ岳連峰・アルプス
連峰を一望湿度が低くとて
も気持ちのよい風が吹いて
おり、訪れた方は「別天地の
よう」だといわれています。

美ヶ原高原ホテル山本小屋

美ヶ原高原に泊まってたっぷり撮影会

海野宿町並み＆秋の小諸城址もみじまつり
出発日

１

２

11/6（火）

料金
お 1 人様

２～４名１室 ３７，８００円

＊１名様は相部屋受付

募集：40 名/最少催行：２０名

（個室はお問合せ下さい）

各地～水戸 IC（9：00）＝（積雪時バス乗換の場合有り）＝美ヶ原高原（泊）
宿/美ヶ原高原ホテル山本小屋
食事：朝×昼弁・夕○
到着後、夕焼けのアルプス撮影、夕食後は思う存分星空撮影！
美ヶ原高原（朝のモルゲンロード北アルプス、霧氷や高原の
風景撮影…宿（9：30 頃）＝海野宿/宿場町＝昼食…小諸
懐古園/もみじまつり＝水戸 IC～各地（17：20） 朝○・昼○・夕×

季節の花・ご当地グルメ・旬の味覚などわくわく体験

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

Ｓ１６３

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。

Ｓ１６４

たびスケ倶楽部 【群馬・日帰り】 （デジカメ合同）

村田先生同行
ロープウェイで天神峠からの
10/２1（日）

料金

秋の風物詩「ころ柿で絵手紙」

12,800 円

出発日

各地～水戸ＩＣ（7：00）＝谷川岳/土合口…
朝○・昼弁・夕×
＜谷川岳ロープウェイ＆リフト代込み＞…天神峠から名峰
谷川岳スケッチ（約 3 時間）＝水戸ＩＣ(18：30 頃)～各地

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）

11/18（日）

料金

11,800 円

各地～水戸 IC（7：00）＝恵林寺＆ころ柿農家の岩波農園さんなど

*一ノ倉沢へは片道徒歩約 1 時間、ご希望の方は自由に
スケッチも可能です。その際は 10,800 円にて受付します。
お申込の際にご連絡下さい。但し村田先生は天神峠滞在です。
旅行企画・実施 茨城県知事登録旅行業第 2-532 号

【山梨・日帰り】

友部先生同行
塩山ころ柿の里と恵林寺散策

谷川岳紅葉たっぷりスケッチ
出発日

絵手紙倶楽部

自由散策…ほうとうと精進料理の昼食/食後に「ころ柿」で絵手紙＝
＝水戸 IC（19：00 頃）～各地

●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

食事：朝○・昼○・夕×
●ツアー取消料はお一人様につき発生致します

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) ↓旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
●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
航空機
バス旅
日帰り
船・ＪＲ
宿泊
夜行
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。
２０～15日前 ２０％
―
―
14～8日前
２０％
―
【お振込先】 口座名義： 石塚サン・トラベル（株）
7～4日前
３０％
―
常陽銀行 石塚支店
みとしん 袴塚支店
郵便局 記号１０６２０
３～２日前
３０％
普）１３５９８７０
普通）１０４１６６９
番号 ３６１４６９５１
前日
４０％
●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
当
日
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）
５０％

●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）

旅行前
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

