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Ｗ４９０ 昨年実施予定だった霞ヶ浦ぐるり第４回の再募集！！ 

【茨城県体験型旅行助成金ツアー】 今回のみ初参加も大歓迎♪日帰り/茨城 

霞ヶ浦ぐるり 1周りんりんロードサイクリング第４回＜霞ヶ浦・土浦編＞ 

 

出発日 ３/２１（日） 
支援額       未定  

地域クーポン   未定  

旅行代金 9,800 円 
（茨城県体験型旅行助成金 
お一人様 5,000円適用の金額です） 

お支払い実額 未定 

各地～水戸 IC（９：００）＝道の駅たまつくり 

（サイクリングスタート）・・・かすみキッチン/昼食・・・ 

・・・りんりんポート土浦（サイクリングゴール）＝ 

＝自由入浴(各自払)＝水戸ＩＣ（１６：００頃）～各地 

🚲︎サイクリング走行約 25ｋｍ/約２時間     朝×・昼○・夕×  

Ｗ５０９ 

岩瀬～つくば間の自転車専用快適りんりんロード  日帰り/茨城  

「旧筑波鉄道廃線跡」桜並木サイクリング 
 
 
 
 

出発日 ４/２（金）・４/５（月） 
支援額       未定 

地域クーポン   未定   

旅行代金 18,000 円 お支払い実額 未定 

各地～水戸市（8：００）＝JR岩瀬駅 

（サイクリングスタート）・・・桜並木の絶景ロード 

・・・真壁・・・小田城跡（サイクリングゴール）＝ 

＝筑波山神社参拝＆各自払いで入浴も可能＝

＝水戸ＩＣ（１７：００頃）～各地 

🚲︎サイクリング走行約 30ｋｍ/約 3 時間      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 

 

 まかせて安心インストラクター＆サポートカー付 

サイクリングバスツアー 
 

 
快適に走行できる環境が整備されているため今回初参加でも楽しめる 
ルート！かすみがうら市と行方市を結ぶ「霞ヶ浦大橋」を自転車で渡るの
は爽快で気持ちが良いです♪昼食は地元＆サイクリストに人気の 
レストランにて霞ヶ浦の名物「釜揚げ しらうお丼」をご用意！ 

 
筑波鉄道の線路跡が綺麗に整備されサイクリングロードとして
利用されており、勾配が少なく急カーブもない自転車専用道路。
初心者も走りやすくレンタサイクルで楽しめる桜名所 10 選に 
おいて第 1 位に選ばれた桜の名所でもあるコースです。 

◆茨城県内サイクリングの旅ポイント◆ 
＊初心者の方も楽しめるサイクリングコース 
 （休憩を取りつつサイクリングをするので安心） 
＊クロスバイク・ヘルメットレンタル料金込 

（自転車やヘルメットの調節はインストラクター＆添乗員でサポート） 
＊休憩地点ではおやつタイム♪ 
＊運動不足解消しながら地元の魅力を再発見！ 

（風を感じながらのサイクリングはとても気持ちが良いですよ♪） 

≪GoTo トラベルキャンペーンについて≫  
 
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。そのため本チラシ 

では割引適用前の旅行代金にて表記しております。 
 
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。 

＜伊藤インストラクター＞ 

新潟出身で全国のサイクリングロードに詳しく日本自転車競技連盟の審判や 
サイクリングインストラクターの資格を持つ。インストラクター歴約 20 年！ 
初心者の方にもわかり安く丁寧にサポートして下さいます！ 
 

 

 
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。 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北浦ぐる～り 1 周/南コース 日帰り/茨城 

出発日  5/22（土） 
支援額       未定 

地域クーポン   未定 

旅行代金 18,000 円 お支払い実額 未定 

各地～水戸ＩＣ（7：3０）＝道の駅いたこ（サイクリングスタート） 
・・・鹿島神宮西の一之鳥居・・・北浦大橋・・・道の駅いたこ 
（サイクリングゴール）＝自由入浴（各自払）＝水戸ＩＣ（１７：0０頃）～各地 
🚲︎サイクリング走行約 35ｋｍ/約 3 時間         朝×・昼○・夕×  

    

北浦ぐる～り 1 周/北コース 日帰り/茨城 

出発日  6/19（土） 
支援額       未定 

地域クーポン   未定 

旅行代金 18,000 円 お支払い実額 未定 

各地～水戸ＩＣ（8：００）＝行方市（サイクリングスタート） 
・・・北浦大橋・・・安塚公園・・・なめがたファーマーズヴィレッジ
（サイクリングゴール）＝自由入浴（各自払）＝水戸ＩＣ（１７：0０頃）～各地 
🚲︎サイクリング走行約 45ｋｍ/約 4 時間         朝×・昼○・夕×  

P308 
広島・愛媛 
３日間 

安心の現地サイクリングガイド＆伴走車付きでサポート万全！ 

瀬戸内海を横断！「しまなみ海道」サイクリング 
 
出発日 

6/7（月） 
募集人員 15 名/最少催行 10 名 

 

 
旅行代金（お１人様）   

2～4 名 1 室 

125,000 円 

支援額      未定 

地域クーポン  未定 

2 泊目「今治国際ホテル」 
＊3～4名様は 2部屋利用 
3 名様/シングル+ツイン 
4 名様/ツイン×2 部屋 
*1 名様 1 室/+5,000 円増 
（1泊目は相部屋となります） 

お支払い実額 未定 

１ 

各地～水戸ＩＣ（5：3０）＝羽田✈広島＝尾道港＜渡船＞①向島・・・ 
・・・＜因島大橋＞・・・②因島・・・＜生口橋＞・・・③生口島/瀬戸田（泊） 
🚲︎１日目約 25ｋｍ/約 3.5時間     宿：旅館つつい     朝×・昼○・夕〇 

２ 

宿・・・＜多々羅大橋＞・・・④大三島・・・＜大三島橋＞・・・⑤伯方島・・・ 
・・・＜伯方・大島大橋＞・・・⑥大島・・・＜来島海峡大橋＞・・・ 
・・・今治/糸山公園・・・今治/ゴール・・・今治市内（泊） 
🚲︎2日目約 50ｋｍ/約 6 時間  宿：今治国際ホテル 朝〇・昼○・夕〇 

３ 
宿＝亀老山展望公園/来島大橋の眺望＝大山祇神社＝ 
＝広島✈羽田＝水戸 IC（20：00 頃）～各地       朝〇・昼〇・夕× 

P309 
北海道 

３日間 

＜茨城空港利用＞安心の現地サイクリングガイド＆伴走車付きでサポート万全！ 

富良野＆美瑛「美景サイクリング」の旅 
 
出発日 

8/31（火） 
募集人員 15 名/最少催行 10 名 

 

 
旅行代金（お１人様）   

2～4 名 1 室 

118,000 円 

支援額      未定 

地域クーポン  未定 
*３～４名様 1 室は 
お問合せ下さい 

*1 名 1 室様は 
4,000 円増 お支払い実額 未定 

１ 
各地～水戸ＩＣ（6：3０）＝茨城✈新千歳＝旭山動物園/たっぷり 120 分散策＝ 
 ＝旭川市内（泊）    宿：ルートイン Grand旭川駅前    朝×・昼○・夕〇     

２ 
宿・・・旭川空港・・・パッチワークの路・・・美瑛駅＝白金温泉（泊） 
🚲︎2 日目約 35ｋｍ/約 4 時間  宿：白金温泉パークヒルズ  朝〇・昼○・夕〇 

３ 

宿＝美瑛駅・・・四季彩の丘・・・ファーム富田＝ 

＝新富良野プリンスホテル/昼食＝新千歳✈茨城＝ 

＝水戸 IC（19：30頃）～各地       

🚲︎3 日目約 30ｋｍ/約 3時間                    朝〇・昼○・夕×  

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 
 

 

 

 
北海道の人気観光スポット 
の美瑛＆富良野！ 
バス移動では味わえない絶景
を感じられるサイクリング 
ルートです。「パッチワークの
路」へもご案内！壮大な風景に
自然も心も癒されます。 
普段体験できないサイクリン
グを楽しむ事ができます。 

 
瀬戸内海に浮かぶ島々を結ぶしまなみ海道は、世界が認めた島と橋が織り
なす絶景サイクリングルート。青い海！緑豊かな島！美しい橋の景色を楽
しみながら爽快な潮風を感じる事ができる自転車専用道です。 

【Ｗ５１０】 ＜伊藤インストラクターと走る！＞全長約 73ｋｍを 2回に分けて走破！ 

一生に一度は走りたい！憧れのサイクリングロード！ 

しまなみ海道・北海道サイクリングツアー 


