いばらき魅力再発見の旅

通常 2,200 円のコースター織り
体験がツアー費込み！（約 30 分）

Ｘ７１１ 「結城紬」機織り体験＆真壁・結城街並み散歩
hito

結城の街並み
商家の蔵造りの町並みなど残る城下町

hito

hito

触れて感じる！いばらき伝統体験旅

茨城

◆旅のポイント◆
①「結城紬」機織り体験で
お１人様１枚コースター作り
②結城町並み案内人付き散策
③人気の「ペンギン」さんで
ハンバーグランチ付き
出発日

９/１７（木）・２０（日）

各地～水戸 IC(8:30)＝真壁古い
街並み散策＝昼食/「ペンギン」
ハンバーグランチ＝結城つむぎ
機織り体験＆結城の町並み散策
（案内人付）＝道の駅グランテラス
筑西＝水戸 IC(16:45 頃)～各地
食事/朝〇（サンドイッチ）・昼〇（ハンバーグ）

旅行代金（1 人２席利用） ＧＯＴＯ適用
お一人様 16,000

ＧＯＴＯ支援額

円

県助成/最終お支払額

5,500 円

10,500 円

5,500 円

地域クーポン

2,000 円

国民宿舎の利用率２７年連続 1 位の鵜の岬で
嬉しい選べるランチをご用意しました。
Ａ常陸牛すき焼き 又は Ｂお刺身定食
お申し込みの際に希望をご指定下さい。

花園神社
花園神社

泉神社

国民宿舎鵜の岬

平安時代より大願成就を祈念して神社を巡拝する風習があった
茨城県北の神社をめぐります。巡拝の証として神様の御力が宿った
「神玉」を 1 社１つずつ受けながら８社を参拝。全て揃ったら紐で繋げ
て１つのお守りに。 ＊神玉の初穂料（１つ 500 円×８社）はツアー費に含まれます。

①花園神社
②高萩八幡宮
③艫神社

いばらき県北八社「神玉巡拝」

茨城

各地～那珂 IC(7:30)＝①花園神社
＝②高萩八幡宮＝③艫神社＝昼食
①各社で宮司さんの案内付き
②神玉の料金込み！（500 円×８社） 「国民宿舎鵜の岬」＝④神峰神社
③国民宿舎鵜の岬の選べるランチ ＝⑤助川鹿島神社＝⑥大久保鹿島
神社＝⑦泉神社＝⑧大甕神社＝
Ａ刺身定食 orＢ常陸牛すき焼
*お申し込みの際ご指定下さい
＝那珂市(18:00 頃)＝各地

◆旅のポイント◆

ご希望の方は
出発日
（火）・
（月） 食事/朝〇（おむすび）・昼〇（選べるランチ）
御朱印を集めて
県助成/最終お支払額
参拝もおすすめ！ 旅行代金（1 人２席利用） ＧＯＴＯ適用
*御朱印代は別途
お一人様 16,000 円
10,500 円
5,500 円
費用がかかります。

④神峰神社
⑥大久保
鹿嶋神社

Ｓ２１４ 神玉を集めてお守りに！平安より続く大願成就祈願

９/２９

⑤助川
鹿嶋神社
⑦泉神社
⑧大甕神社

ＧＯＴＯ支援額

１０/１２

5,500 円

hito

0120-317055

地域クーポン

2,000 円

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

ビィーフリーツアー専属先達内山さんとめぐるお参りの旅

大仏様の御胎内にある写経専用ルームは音と光で神々しい非日常の
雰囲気を演出してくれます。心静かに筆をすすめることができます。
ツアーではお写経体験に加えて、エレベーターで展望台見学も体験で
きます。身近な世界一１２０ｍの大仏様の迫力を体感しましょう。

猿島郡境町が誇る日本画家
こしょう あん せ い く う し
胡狀庵青空子先生が描いた
病魔を防ぐご利益がある神
獣「白澤」御朱印や、悪疫悪
病を退ける達磨妖怪で話題
のアマビエ御朱印を頒布。

hito

牛久大仏

通常は頒布しない美しい和歌が書かれた御朱印を 8～10 月の期間限
定で頒布しています。他にも天神様和歌など、道真公ゆかりの素敵な
御朱印がいただけます。この機会に是非参拝しましょう。

写経専用ルーム

hito

素鷲神社

小美玉にある素鵞神社では見事な
干支御朱印、百里神社は今話題の
ブルーインパルスなど戦闘機の御朱
印がいただけます。土浦大師不動
尊の大聖寺では、オリジナル御朱印
帳を購入すると限定の龍神御朱印
がいただけます。

hito

道の駅まくらがの里こが
古河の食材和食がそろうフードコート
で選べるランチ付き。新鮮野菜や猿島
茶、人気ベーカリーなどお買物も満喫

Ｓ２１０ 開運！御朱印旅-いばらき編/９月県央コースhito
茨城

牛久大仏お写経＆県央御朱印めぐり

◆旅のポイント◆
①牛久大仏の胎内で写経体験
②珍しいブルーインパルスなど
戦闘機デザインの御朱印
③牛久で人気の隠れ家和食ランチ
出発日

９/１９（土）

ＧＯＴＯ支援額

円

アートな御朱印・県西社寺めぐり

①病魔除けの神獣「白澤」の御朱
印などアートな御朱印めぐり
②茨城県最大級「道の駅こが」で
選べるランチ＆お買い物

食事/朝〇（おむすび）・昼〇（和食ランチ）

出発日

県助成/最終お支払額

10,500 円

5,500 円

茨城

各地～水戸 IC(8:30)＝
＝牛久大仏/写経＆御朱印＝
＝土浦大師不動尊「大聖寺」＝
＝昼食＝百里神社＝素鵞神社＝
＝水戸 IC(17:10 頃)～各地

旅行代金（1 人２席利用） ＧＯＴＯ適用
お一人様 16,000

開運！御朱印旅-いばらき編/10 月県西コースＳ２１０
hito

地域クーポン

5,500 円
2,000 円

◆旅のポイント◆

１０/５（月）

各地～水戸 IC(8:30)＝
＝境香取神社＝鶴峯八幡宮＝
＝昼食＝東蕗田神社＝
＝結城諏訪神社＝健田須賀神社＝
＝水戸 IC(17:10 頃)～各地
食事/朝〇（おむすび）・昼〇（道の駅選べるランチ）

旅行代金（1 人２席利用） ＧＯＴＯ適用
お一人様 16,000

ＧＯＴＯ支援額

円

5,500 円

hito
旅行企画・実施 茨城県知事登録旅行業第 2-532 号 ●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)

県助成/最終お支払額

10,500 円
地域クーポン

5,500 円
2,000 円

●ツアー取消料はお一人様につき発生致します

石塚サン・トラベル（株） ●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

注）当社の営業日・営業時間内にお申し出頂いた時を基準とします
↓旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
〒310-0012 茨城県水戸市城東 1-3-17 弓和ﾋﾞﾙ 3 階 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。
航空機
バス旅
日帰り
総合旅行業務取扱管理者 綿引 薫
お手数料はお客様のご負担にてお願い致します。
船・ＪＲ
宿泊
夜行
企画部 TEL029-303-7650 FAX029-224-0603
２０～15日前
２０％
―
―
【お振込先】 口座名義： 石塚サン・トラベル（株）
▼ツアーお申し込み・お問い合わせはこちら▼
14～8日前
２０％
―
常陽銀行 石塚支店
みとしん 袴塚支店
郵便局 記号１０６２０
7～4日
前
３０％
―
普）１３５９８７０
普通）１０４１６６９
番号 ３６１４６９５１
３～２日前
３０％
営業時間 ９：００～１７：００（土・日・祝は休み） ●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
前日
４０％
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）
（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
当
日
旅行前
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）
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）
旅
行
開
始
後
・
★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＞
１００％
＊詳しい旅行条件書をお渡しします。
無連絡不参加
★那珂市
★水戸市
事前にご確認の上お申し込み下さい。
勝田駅
水戸駅
赤塚駅
●催行人員に満たない場合はツアー中止となります
菅谷専用
佐和駅
専用駐車場
西口
南口
南口
＊最少催行人員２０名（特に記載の無い場合）
駐車場
（ﾊﾟｰﾗｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ様Ｐ内）

フリーダイヤル ０１２０－３１７０５５

出発日の１４日前までにお電話かハガキでご連絡します

