
  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

旅で日本を元気に！地域を応援！ GoTo トラベル事業支援対象 

【行程 1 日目】焼津駅(9:00 発)－静岡駅(9:40 発)－清水港~~ 
<駿河湾フェリー>~~土肥港－堂ヶ島(昼食)－下田ペリーロード(散策)－ 
伊豆熱川温泉(泊) ＊1 日目夕食･2 日目朝食はバイキングの食事です。 
【行程 2 日目】ホテル－徳造丸(買物)－伊豆シャボテン公園(見学･昼食)－ 
伊豆めんたいパーク(見学･買物)－静岡駅(17:00)－焼津駅(17:40)  

【行程】焼津駅(8:00 発)－静岡駅(8:40 発)－ 
ホテル鐘山苑(入浴･昼食･庭園にてお抹茶ご賞味･散策)－ 
河口湖紅葉まつり(自由散策)－静岡駅(19:00)－焼津駅(19:40) 
＊大浴場[赤富士]でのご入浴、昼食は[美健の膳]会席料理にてご用意いたします。 

＊入浴時は、フェイスタオル付、バスタオルは大浴場に備え付けがあります。 

 

【行先:伊豆半島】＜朝･夕食各 1 回、昼食 2 回＞■宿泊:ホテルカターラ RESORT&SPA 
●寒い冬でも一年中常夏気分を味わえるリゾート&スパホテル、ホテルカターラ。フェ
リーにも乗船したり、伊豆の名所立ち寄りや美味しい料理で伊豆を大満喫! 

【行程】焼津駅(13:30 発)－静岡駅(14:10 発)－ 
御殿場高原時之栖(少し早めの夕食後、イルミネーション散策)－ 
静岡駅(20:00)－焼津駅(20:40) 
＊夕食は、園内麦畑の 80 分間食べ･飲み放題（地ビールや一部のアルコール類も O.K.）。 

 にてご用意いたします。 

 

【行先:裾野市】 ＜夕食付＞ 
●言わずと知れた、御殿場高原時
之栖麦畑ビールバイキングで楽
しいひと時を。今回は少し早めの
夕食です。食事後外に出ると、辺
りはイルミネーションの世界に
変わっています。12 月の素敵な時
間を楽しくお過ごし下さい。 
 

【行先:山梨県】 ＜昼食付＞ 
●庭園と感動の宿で有名な高級
名旅館[鐘山苑]で、優雅な時間を
お過ごし下さい。到着して、入浴
(なしでも可能)を楽しみ、素敵な
お食事や、庭園でお抹茶のもてな
しを。紅葉時期に合わせた河口湖
紅葉まつりの散策も。 
 

【行程】焼津駅(8:30 発)－静岡駅(9:10 発)－箱根神社(初詣参拝）
－湯本富士屋ホテル(昼食)－小田原鈴廣(買物･かまぼこ博物館見学)
－一夜城ヨロイヅカファーム(買物)－静岡駅(17:00)－ 
焼津駅(17:40) 
＊昼食は、ホテル内桃華楼の中国料理にてご用意いたします。 

 

【行先:神奈川県】 ＜昼食付＞ 
●箱根のパワースポットで初詣。 
地域共通クーポンを使用して、 
➀小田原の老舗店鈴廣 
➁相模湾が一望できる場所に 
ある有名パティシエ鎧塚俊彦氏
のヨロイヅカファームで楽しい
お買物!有効にご活用下さい♪ 
  

【行程】静岡駅(7:00 発)－焼津駅(7:40 発)－椿大神社(初詣参拝) 
－アクアイグニス(昼食)－御在所ロープウエイ(往復乗車)－ 
刈谷 PA(買物)－焼津駅(19:10)－静岡駅(19:50) 
＊昼食は、園内イル･ケッチァーノのイタリアンパスタランチにてご用意いたします。 

＊この時期、山上は大変冷えますので、暖かい服装にてお出掛け下さい。 

【行先:三重県】 ＜昼食付＞ 
●この時期、御在所岳は樹氷が見
られる環境になります。日本一の
白鉄塔を望みながら山上へ。山麓
とは違った景色に感動すること
でしょう。昼食は奥田政行氏プロ
デュースのイタリアンランチを。
満足されること間違いなし! 

お支払い実額 8,500 円 
＜旅行代金 13,000 円／支援額 4,500 円＞ 

★地域共通クーポン付与 2,000 円分 

お支払い実額 9,500 円 
＜旅行代金 14,600 円／支援額 5,100 円＞ 

★地域共通クーポン付与 2,000 円分 

お支払い実額 5,500 円 
＜旅行代金 8,400 円／支援額 2,900 円＞ 
★地域共通クーポン付与 1,000 円分 

お支払い実額 5,500 円 
＜旅行代金 8,400 円／支援額 2,900 円＞ 
★地域共通クーポン付与 1,000 円分 

 

 

【行程 1 日目】静岡駅(7:00 発)－焼津駅(7:40 発)－白川郷(昼食･眺望)－ 
高山温泉(泊) ＊1 日目夕食は和食会席･2 日目朝食は和定食またはバイキングの食事です。 
【行程 2 日目】ホテル(出発まで宮川朝市や古い町並みなど高山自由散策)－ 
焼津駅(18:40)－静岡駅(19:20)  
＊2 日目のホテル出発は、13:30(ホテルお部屋は 10:00 まで利用可)の予定です。 

全コース 
バスガイド付

行先:【岐阜県】 ＜朝･夕食各 1 回、昼食 1 回＞ ■宿泊:飛騨ホテルプラザ 
●世界遺産の白川郷へ最も幻想的で美しい冬の時期に訪れ、眺望と散策を両方楽しめま
す。高山ではたっぷり時間をとり、のんびりと過ごしていただけます。 

お支払い実額 12,000 円～ 
13,000 円 

（GoTo 支援額とバイ･シズオカ割引適用） 

お支払い実額 20,000 円～23,000 円 
2名様1室 3名様1室 4名様以上1室 2名様1室 3名様1室 4名様以上1室

旅行代金 33,800円 32,300円 30,700円 36,900円 35,300円 33,800円

支援額 11,800円 11,300円 10,700円 12,900円 12,300円 11,800円

支払実額 22,000円 21,000円 20,000円 24,000円 23,000円 22,000円
地域共通クーポン 5,000円 5,000円 5,000円 6,000円 5,000円 5,000円

1月15日出発 1月23日出発

2名様1室 3名様以上1室

旅行代金 27,500円 26,000円

支援額 9,500円 9,000円

バイシズオカ 5,000円 5,000円

支払実額 13,000円 12,000円
地域共通クーポン 4,000円 4,000円



 
【新型コロナウイルス感染防止への取り組みとお客様へのお願い】 

＜バス・乗務員の対応＞ 
 
 
 
＜観光施設の対応＞ 

 
 

＜大切なお客様へのお願い＞ 
  
 
 
 
 
                    

◆利用バス会社：静鉄ジョイステップバス                

◆当ツアーは、下記条件(抜粋)および当社｢募集型企画旅行契約｣によります。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認下さい。 
◆旅行代金には消費税が含まれております。◆最少催行人員は 20 名です。最少催行人員に満たない場合は、出発日の 10 日前までにご案内いたします。◆添乗
員は同行いたしませんが、バスガイドが乗務いたします。◆取消料:取消しの連絡は営業時間内にお願いいたします。お申し込み後、お客様のご都合により旅行を
取り消される場合は、右に定める取消料を申し受けます(右記表参考)。また、取消対象日に入ってからの出発日の変更、人員の減少も取消料の対象となります。◆
申込金:旅行代金の 20％が必要です。◆座席のみご利用の 2 歳以下のお子様は、席料として 2,000 円をいただきます。◆このチラシに使用している写真やイラス
トはイメージです。◆当社は、旅行申し込みの際に記載された個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた
旅行において、運送・宿泊施設等のサービス手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要の範囲内で利用させていただきます。このほか、当社では将来
より良い旅行商品開発のためのマーケット分析や、当社および販売店の旅行商品のご案内をお客様にお届けするためにお客様の個人情報を利用させていただくこ
とがあります。 

静鉄観光バス 営業部   

   
        

                                              

 

 

【行程】静岡駅(8:20 発)－焼津駅(9:00 発)－旧地頭方駅跡(バス下車)･･ 

ウォーキング･･旧相良公民館付近(乗車)－飯津佐和乃神社付近(下車)･･ 

ウォーキング･･飯津佐和乃神社付近(乗車)－旧相良駅付近(下車)･･ 

ウォーキング･･太田浜付近(乗車)－大とく屋(昼食)－焼津駅(15:20)－ 

静岡駅(16:00) ＊昼食は、和食御膳にてご用意いたします。 

【行程】静岡駅(7:45 発)－焼津駅(8:30 発)－遠州森町駅(バス下車)
－天浜線－天竜二俣駅(着後、転車台＆鉄道歴史館見学ツアー)－ 
農家レストランとんきぃ(昼食)－花の舞酒造(見学)－ 
焼津駅(16:20)－静岡駅(17:00) 
＊昼食は、バイキングにてご用意いたします。 

【行先:浜松市】 ＜昼食付＞ 
●のどかな風景のローカル線の
天浜線に20分程乗車(立ち乗りあ
り・指定席なし)。その後、案内人
付の転車台＆鉄道歴史館見学ツ
アーへご案内。美味しい地元食材
のとんきぃのバイキングや有名
地酒の花の舞酒造も見学します。 

【行先:牧之原市】 ＜昼食付＞ 
●バスで乗降しながら、駿遠線廃
線跡各所をウォーキングします。
道はほぼ平らで歩きやすく、距離
は合計で約 4km です。ウォーキ
ングの後は、昼食に舌鼓を打ちな
がら、皆で思い出話に花を咲かせ
ましょう。 

 

 

お支払い実額 4,800 円 
＜旅行代金 7,300 円／支援額 2,500 円＞ 

★地域共通クーポン付与 1,000 円分 

お支払い実額 5,500 円 
＜旅行代金 8,400 円／支援額 2,900 円＞ 

★地域共通クーポン付与 1,000 円分 

感染予防の様子です。 
安心してご利用いただけ
るよう、努めています。 

当社ツアーにおいて利用される観光施設・観光名所につきましては、コロナウイルス感染防止対策への取り組み・実施を徹底して 
います。お客様に安心してご参加いただけるよう、立ち寄り場所を選び企画しています。 
 

旅行中、お客様にはマスクの着用をお願いいたします。体調申告書の提出をお願いいたします。 
また、当日乗車前にも非接触体温計にて、検温をさせていただきます。結果によりご乗車を 
お断りすることがございます。また、下記に該当される方のツアー参加はご遠慮下さい。 
◆37.5℃以上の発熱、息苦しさ、強いだるさなどがある方。 
◆過去２週間以内において、①味覚嗅覚の異常、②感染者が発生した施設や医療機関等の利用、 

③海外渡航歴、④海外からの帰国者と濃厚接触、①～④いずれかある方・あった方。  

【旅行企画・実施】 静岡県知事登録国内旅行業静岡市駿河区下川原南 2-30  

国内旅行業務取扱管理者/福島一雄 2-354 号 全国旅行業協会会員 

 

【行程】焼津駅(8:30 発)－静岡駅(9:10 発)－ 
箱根園(昼食後、雪あそび･自由行動･買物 ※約 3 時間 30 分の滞在)
－静岡駅(16:50)－焼津駅(17:30)  

＊昼食は、和定食(お子様はお子様ランチ)にてご用意いたします。 

＊雪あそびは、昼食後 2 時間でのご利用です。 

【行程】静岡駅(8:30 発)－焼津駅(9:10 発)－ 
玉露の里(お抹茶ご賞味)－KADODE OOIGAWA(昼食後、見学)－ 
グリンピア牧之原(お茶アイス食べ比べご賞味)－焼津駅(15:20)－ 
静岡駅(16:00) 

＊昼食は、バイキングにてご用意いたします。 

【行先:神奈川県】 ＜昼食付＞ 
●冬の時期、車を運転するのは不
安…でも、バスなら安心･楽々。芦
ノ湖畔のプレジャーランドに冬
季限定で出現するゲレンデ。お子
さんや親御さんも、外で元気に気
持ち良く遊んで、日頃のストレス
を発散しましょう! 

【行先:島田市】 ＜昼食付＞ 
●2020 年秋オープンの日本最大
級マルシェ(市場)を含む複合施
設、KADODE OOIGAWA。緑茶･
農業･観光の体験型フードパーク
です。グリンピアや玉露の里も静
岡人なら大好きお茶巡り。リフレ
ッシュの旅はいかがですか? 

お支払い実額 5
ゴー

,2
ツー

00 円 
＜旅行代金 8,000 円／支援額 2,800 円＞ 

★地域共通クーポン付与 1,000 円分 

お支払い実額 5
ゴー

,2
ツー

00 円 
＜旅行代金 8,000 円／支援額 2,800 円＞ 

★地域共通クーポン付与 1,000 円分 


