≪GoTo トラベルキャンペーンについて≫
２０２１年

写真撮影の旅

ビィーフリーツアー
新しい旅の基準
＊新型コロナウイルス感染予防に対する当社の取り組みとお客様へのお願いについては別紙をご参照下さい。
※国土交通省の指示のもと、以下の措置を行うこととしました。ご不便おかけしますが何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
・バス車内での水分補給以外の食事・飲食はできません。（その他詳しいお知らせは弊社ホームページにて）
・バス車内での朝食（おむすびやサンドイッチ等）と温かいお茶のご提供は、感染防止のため当面休止いたします。

①本チラシ制作時点で GoTo トラベル事業の再開
情報が未確定となっております。そのため本紙では
割引適用前の旅行代金で表記しております。
②今後 GoTo トラベル事業が再開された場合、先に
ご予約いただいたツアーにも割引が適用できるよう
にいたします。但し、その時点で有効な事業ルールを
適用いたします。
※割引率、割引上限額、地域共通クーポンの配布枚数、
対象地域、対象施設、旅行者人数などの参加条件
は、これまでの内容と大きく異なる場合があります。
③割引適用に関する詳細は、GoTo トラベル事業の
再開が決まり次第、ホームページやお電話、書面等で
ご案内いたします。
④お取消料は本紙掲載の「旅行代金」を基準として
所定の取消料を申し受けます。

Ｓ２２２

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５回でデジカメ
撮影の基本を学びステップアップ！

【番外編】
幻想的なミツマタ群生地と日本一の桃の里

焼森山ミツマタ群生地＆古河桃まつり
出発日

３/２１（日）

旅行代金
14,800 円

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』
・カメラ（機種問わず）
当社専属デジカメ講師歴１７年。 （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）
パソコン講師を本職としており
・取扱説明書
デジタルカメラに特化した知識と
・三脚（推奨）
サポートが強み。やさしく丁寧な
＊ｺﾝﾊﾟｸﾄｶﾒﾗは講座ﾃｰﾏの設定ができな
講座にﾌｧﾝも多く大好評です。
い機種もあります。ご了承下さい。

【第１回】

日帰り/茨城
支援額
未定
地域クーポン 未定

GOTO 適用時/お支払い実額

未定

各地～水戸市（６：４５）＝＝焼森山ミツマタ
群生地/幻想的なミツマタ＝＝真壁の街並/
昼食後ちょっぴりフォト散歩＝＝古河公方
公園（古河総合公園）/約２,０００本の花桃
＝水戸ＩＣ（１７：３０頃）～各地朝×・昼○・夕×

【第２回】

染井吉野・枝垂れ・御殿場桜・八重桜

日帰り/静岡

桜と富士山の共演「御殿場桜まつり」
出発日

４/４（日）

旅行代金
21,800 円

支援額
地域クーポン

新緑の床もみじ・鮮やかな蝶の撮影にチャレンジ 日帰り/群馬

宝徳寺床もみじ＆ぐんま昆虫の森＆足利フラワ－パークの藤

未定
未定

出発日

GOTO 適用時/お支払い実額

旅行代金
19,800 円

未定

各地～水戸ＩＣ（７：００）＝＝東山湖/湖面に
映る桜と富士＝＝富士仏舎利塔平和公園/
高台より御殿場市内と富士山を一望できる
桜の名所＝＝水戸ＩＣ（１９：１５頃）～各地
朝×・昼○・夕×

【第３回】
約１万株のあじさい参道・虹色の田園風景フォト散歩 日帰り/神奈川

５/１２（水）

支援額
地域クーポン

未定
未定

GOTO 適用時/お支払い実額

未定

各地～水戸ＩＣ（７：００）＝宝徳寺/期間限定
公開の新緑の床もみじ＝ぐんま昆虫の森/
温室内に舞う蝶を撮影＝＝足利フラワー
パーク/藤撮影＝＝水戸ＩＣ（１８：００頃）～各地
朝×・昼○・夕×

【第４回】
涼しい風景を撮影しよう！歩いてパチリ

日帰り/栃木

大雄山最乗寺あじさい参道＆水田を彩るあじさいの里 霧降高原ニッコウキスゲ＆隠れ三滝「マックラ滝」
出発日

６/１２（土）

旅行代金
21,800 円

支援額
地域クーポン

未定
未定

GOTO 適用時/お支払い実額

未定

各地～水戸ＩＣ（７：００）＝大雄山最乗寺/
あじさい参道＝＝開成あじさいの里/美しい
田園風景を彩る約５,０００株のあじさい＝
＝水戸ＩＣ（１９：００頃）～各地
朝×・昼○・夕×

0120-317055

出発日

７/３（土）

旅行代金
16,800 円

支援額
地域クーポン

未定
未定

GOTO 適用時/お支払い実額

未定

各地～水戸ＩＣ（７：００）＝霧降高原キスゲ平
園地/可憐に咲き誇るニッコウキスゲ＝＝
＝マックラ滝/落差 30m の直瀑（片道徒歩
約３０分）＝＝水戸ＩＣ（１７：３０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

Ｓ２２３ ＜新潟＞日没前までの滞在で幻想的な夕景写真に挑戦 【日帰り】

Ｓ２２４ ＜茨城＞日の出の輝く一瞬を狙う

新緑の『美人林』と
『儀明の棚田』桜の水鏡
出発日

４/２５（日）

旅行代金
24,800 円

朝霧のダイヤモンド筑波山とポピー
＆潮来あやめまつり

支援額
未定
地域クーポン 未定

出発日

未定

いっせいに光舞い上がる幻想の世界！

いすみ市「源氏ボタルの里」

旅行代金
24,800 円

未定

未定

水戸 IC のみ（１４：００）＝いっせいに光が舞う！
いすみのホタル撮影会（比較的多く飛ぶ１８時～
２１時頃の撮影予定）＝水戸ＩＣのみ（２３：４５頃）
＊自然現象の為ホタルの出現の確約はできません
朝×・昼×・夕〇

宿泊写真撮影会
「猫の田代島」＆「鹿の金華山」
フェリーで巡る石巻離島撮影
出発日

３/２９（月）

募集人員：１２名/最少催行：８名

旅行代金
２名～４名１室 68,800 円
*１名様個室 72,800 円

１

２

支援額

未定

地域クーポン

未定

GOTO 適用時/お支払い実額

未定

各地～那珂 IC（７：００）＝＝門脇港～～（網地島ライン）～～大泊港…
………田代島/数百匹のネコが暮らす島・のんびりフォト散歩………
………仁斗田港～～（網地島ライン）～～門脇港＝石巻鮎川浜（泊）
宿：ホテルニューさか井 朝×・昼○・夕〇
宿＝＝鮎川港～～（海上タクシーくろしお）～～金華山桟橋……
…金華山黄金山神社＆鹿山公園/コバルトブルーの海に浮かぶ牡鹿
半島の島、約五百頭のニホンジカが暮らす島・のんびりフォト散歩…
…金華山桟橋～～（海上タクシーくろしお）～～鮎川港＝＝
＝＝那珂ＩＣ（１８：１５頃）～各地
朝○・昼○・夕×

未定

＊「比較明合成」のソフトが無い方も、当日無料の画像加工ソフトを
ご紹介して講座を行いますのでご安心下さい。
＊講座に不参加の場合でも差額のご返金はございません。

GOTO 適用時/お支払い実額

個人では行きにくい２つの離島へ。テーマは可愛らしい動物たち！

GOTO 適用時/お支払い実額

【ホタル撮影ツアー終了後に室内講座開催！】
ホタルの光跡が飛び交う写真に仕上げるには、実はパソコン
で合成処理をすることで完成します。片岡講師による室内講
座で自分だけの素敵な作品を完成させましょう。

未定

Ｓ２２６

支援額
未定
地域クーポン 未定

各地～水戸 IC（ＡＭ２：３０）＝小貝川
ふれあい公園/朝霧のダイヤモンド
筑波山とポピー＝水郷潮来あやめ園/
あやめ祭り＝＝水戸ＩＣ（１０：３０頃）
～各地
朝×・昼×・夕×

各地～水戸 IC（９：００）＝美人林/芽吹き
の美しい新緑＝儀明の棚田/棚田の
水鏡に映り込む山桜の夕景＝水戸ＩＣ
（２２：００頃）～各地 朝×・昼〇・夕弁

Ｓ２２５ ＜千葉＞ホタル撮影＆比較明合成講座 【日帰り】

５/２４（月）

旅行代金
13,500 円

GOTO 適用時/お支払い実額

～ホタル写真撮影＆室内講座付き～
出発日 ６/３（木）
支援額
＊雨天中止、予備日６/６（日） 地域クーポン

【早朝発/日帰り】

「比較明合成」室内講座
実施日

【パソコン必要】

６/９（水）

■場所：トップウェルネス水戸
■時間：１４：００～１７：００（食事なし）
■参加費用：左記ツアー代金に含む
■持ち物：パソコン・撮影データ
*パソコン持参が難しい場合は、講師のパソコン操作を
見学しながら講座にご参加でも可能です。

【

旅スケッチの魅力 5 大ポイント！
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（最少催行人員 4 名様より）
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

🌸3 つの街並みスケッチ全 3 回🌸

Ｓ２２７ 村田先生同行・たびスケ倶楽部/第１回 【群馬・日帰り】

スケッチします。歴史ある建物や、どこか懐かしさを感じ

桜咲く城下町・甘楽町
養蚕農家群の桜並木＆小幡の中小路と武家屋敷

る街道。季節の移り変わりを感じながら全 3 回のシリーズ

出発日

今回は「街並み」をテーマに、趣の異なる 3 つの街並みを

4/3（土）

旅行代金
25,800 円

でお楽しみ頂けます。

支援額
未定
地域クーポン 未定

GOTO 適用時/お支払い実額

未定

各地～水戸 IC（７：３０）＝養蚕農家群
の街並と桜並木、小幡の中小路と
武家屋敷、国指定名勝楽山園等/
スケッチ（街歩き・散策徒歩約 1ｋｍ）＝
＝水戸ＩＣ（１８：００頃）～各地
朝×・昼〇・夕×

楽山園

Ｓ２２８ 村田先生同行・たびスケ倶楽部/第２回 【栃木・日帰り】

Ｓ２２９ 村田先生同行・たびスケ倶楽部/第３回 【千葉・日帰り】

風薫る蔵の街・栃木市
江戸時代の旧街道日光例幣使街道＆蔵の街並み

にぎわう港町・銚子市
外川漁港＆レトロな駅舎の外川駅

出発日

５/16（日）

旅行代金
23,800 円

蔵の街美術館※栃木市観光協会様より

支援額
未定
地域クーポン 未定

出発日

旅行代金
24,800 円

GOTO 適用時/お支払い実額

未定

各地～水戸 IC（８：１５）＝蔵の街並、
日光例幣使街道、重要伝統的建造物
保存地区等/スケッチ（街歩き・散策徒
歩約 1.2km）＊とちぎ蔵の街美術館は
希望者各自払にて見学可＝水戸ＩＣ
（１６：３０頃）～各地 朝×・昼〇・夕×

6/２0（日）

外川の街並み

支援額
未定
地域クーポン 未定

GOTO 適用時/お支払い実額

未定

各地～水戸 IC（８：００）＝＝昔ながら
の素朴な雰囲気が絵になる外川漁港/
スケッチ＝銚子電鉄レトロな駅舎の
外川駅/スケッチ＝水戸ＩＣ（１７：４５頃）
～各地
朝×・昼〇・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
現在多数のカルチャー教室で絵手紙 水バケツ など
・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！

Ｓ２３０

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。

【福島・日帰り】

Ｓ２３１

絵手紙倶楽部・旅先から絵手紙

【福島・日帰り】

庭園も素敵な須賀川牡丹園＆

山形の初夏に輝く赤い宝石さくらんぼで絵手紙

約 25 万株！蓬田岳の麓一面に広がるピンクの絨毯

＆色鮮やかな 150 種 10 万株のあやめ咲く

ジュピアランドひらた芝桜まつり

岩代国一之宮「伊佐須美神社」あやめ苑

出発日

５/1５（土）

旅行代金
16,800 円

支援額
未定
地域クーポン 未定

出発日

GOTO 適用時/お支払い実額

6/27（日）

旅行代金
18,800 円

未定

各地～那珂 IC（７：３０）＝ジュピアランド
ひらたにて芝桜（ネモフィラ）まつり見学
＝昼食＝須賀川牡丹園/牡丹園として
は唯一の国の指定名勝。散策＆見頃
の牡丹をテーマに絵手紙＝＝那珂ＩＣ
（１８：００頃）～各地 朝×・昼〇・夕×

支援額
未定
地域クーポン 未定

GOTO 適用時/お支払い実額

未定

各地～那珂 IC（７：００）＝さくらんぼ狩り
３０分食べ放題＝岩代国一之宮伊佐須
美神社あやめ苑/散策＆見学＝昼食＝
＝旬のさくらんぼをテーマに絵手紙＝
＝那珂ＩＣ（１８：３０頃）～各地
朝×・昼〇・夕×

★感染症対策の為、絵手紙会場は換気・消毒・十分な距離のとれる会場をご用意します。皆様にも対策の徹底にご協力をお願い致します。
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
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

