
 

 

 

 

  

  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2021年 

4･5・6月号 

裏面にもコースの掲載があります♪ 

普段は近寄れない！豊臣秀吉『黄金の茶室』特別見学と 

ブランド野菜『函南めぐり野菜』収穫体験と BBQランチ♪ 

 

旅で日本を元気に！地域を応援！  

 

【行程】焼津駅(5:50 発)－静岡駅(6:30 発)－ 

熱海：MOA 美術館(開館前に学芸員と『黄金の茶室』見学、その後自由見学) 

函南：酪農王国オラッチェ(ブランド野菜収穫体験とヘルシー野菜食べ放題の BBQ) 

道の駅伊豆ゲートウェイ函南(めんたいパーク・わさびミュージアム)－ 

静岡駅(16:00 頃)－焼津駅(16:40 頃) 

 

ツアーのポイント       

 

① 通常、柵があり近づくことができない純金の『黄金の茶室』(復元) 

  を貸し切って特別に、学芸員の引率で柵を乗り越え板の間に上がり 

  解説を聞きながらじっくりと鑑賞できます。 

② オラッチェ農場にて“減農薬栽培された『函南めぐり野菜』の 

  収穫体験。野菜の種類は当日のお楽しみですが、収穫した野菜は 

  BBQ で食べ放題‼ 
 

■出発日 6月 27日(日) 日帰り 

【行程】焼津駅(8:30 発)－静岡駅(9:15 発)－ 

 KADODEOOIGAWA（ランチブッフェ）－千頭駅++ 

＜アプト式鉄道＞++奥大井湖上駅（散策）++ 千頭駅－ 

－静岡駅(19:00 頃)－焼津駅(19:45 頃) 

 

※掲載の各コースの金額は、大人(中学生以上)お一人様あたりの金額です。 

小人(小学生以下)の金額はコースによって異なりますので、お問い合わせ下さい。 

 
【行程】焼津駅(10:00 発)－静岡駅(10:40 発)－日本平夢テラス－ 

エスパルスドリームプラザ（魚 to 畑にて体に優しい昼食）・・・ 
清水港 ～～＜富士山清水みなとクルーズ＞～～ 清水港－ 
リバティリゾート KUNOUZAN（ミニパフェご賞味） 

 静岡駅(16:45 頃)－焼津駅(17:25 頃) 
 

しずおか再発見の旅：富士山眺望・清水港クルーズと 

グルテンフリーの自然食ランチ・久能ｄｅいちごミニパフェ 

 

全コース 
バスガイド付 

ツアーのポイント       

① 日本平夢テラス：晴れていれば駿河湾越しに富士山が眺められ 
静岡を 360 度のパノラマで眺望頂けます。 

② 魚 to 畑：こちらのお料理は、砂糖不使用・グルテンフリー・無添加 

  です。油や調味料にもこだわっています。体に優しいお料理をお楽しみ 
  頂けます。※グルテンフリーとは、小麦をはじめとした穀物のタンパク 
  質の主成分のグルテンを除去した食事の事。 

③ 富士山清水みなとクルーズ：夢テラスに続き今度は海上から三保の松原 
  越しの富士山をお楽しみ下さい。 

■出発日  

4月 29日(木・祝) ・ 5月 5日（水・祝） 日帰り 

 
旅行代金 6,900 円  
（クルーズ代・昼食代・ミニパフェ代を含みます。） 

甘酸っぱい初夏の味覚・さくらんぼ狩りと 

古民家で味わう囲炉裏焼き料理と日本一の富士山眺望 

【行程】焼津駅(8:25 発)－静岡駅(9:00 発)－朝霧高原－ 

河口湖：山麓園(昼食)－ハーブ庭園富士河口湖庭園(見学・ふじさんデッキ眺望)   

御坂トンネル－白根（さくらんぼ狩り・40 分食べ放題）－道の駅なんぶ－ 

静岡駅(18:00 頃)－焼津駅(18:35 頃)  

 

 

ツアーのポイント       

 
① 囲炉裏を囲んで、山梨名物『ほうとう』と囲炉裏でご自身 
  で焼いて食べる、ニジマス・厚揚げ・とうもろこしは格別

なおいしさです。 
② 日頃目にしない、河口湖側からの富士山をハーブ庭園内 

の展望用デッキから眼前に迫る富士山をお楽しみ頂け  

ます。（除菌効果のある石鹸付） 
③ 初夏の味覚・さくらんぼを 40 分間食べ放題‼ 

旅行代金 10,800 円 (昼食代・入園料を含みます。) 

 

■出発日 6月 6日(日) ・ 6月 12日(土) 日帰り 

 旅行代金 11,500 円 (昼食代・見学料・収穫体験料を含みます。) 

 

 

MOA 

 
渓谷を走る日本唯一のアプト式鉄道で行く  

秘境の湖上駅  
■出発日  

5月 3日（月・祝） 日帰り 

 

旅行代金 9,800 円 
（昼食代・アプト式鉄道乗車代を含みます。） 

ツアーのポイント       
いま、あの CM でもおなじみの
奥大井の渓谷を走る、日本唯一 
のアプト式列車で行く新緑の秘
境の湖上駅！山岳鉄道ならでは
の、絶景がお楽しみ頂けます。 

新車で行く 



旅行の催行決定後、当社よりお客様に事前に体調申告書を送付またはお渡しいたします。当日に提出を 

お願いしています。また、当日の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

りご乗車をお断りさせていただきます。また、下記に該当される方のツアー参加はお控え下さい。 

◆37.5℃以上の発熱、せき・のどの痛み・息苦しさ・胸の痛み・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。  

 

 

旅行代金 7,350 円 

(木の花の湯、入館料を含みます。) 

 

湯入館料を含みます。 

                     
 

 

＜乗務員・バスの対策について＞ 

 

 

 

＜コース企画の取り組みについて＞ 

 

 

＜大切なお客様へのお願い＞ 

  

 

 

 

 

                    

 

                                                 

 

 

 

 

 

   

   
        

                                              

 

国内 

旅行 

出発の前日から起算して 

前日 当日 
旅行 

開始後 
20日前から 

11日前 

10日前から 

8日前 

 

7日前から 

3日前 

 

日帰り － 
申込金 

(20%) 
30% 40% 50% 100% 

宿泊 申込金(20%) 

 

こんな時だから！遠州七福神めぐり 

お参りすと七つの難から逃れられる！？ 

【行程】静岡駅(7:15 発)－焼津駅(8:00 発)－ 

増船寺（毘沙門天）官長寺(恵比寿)－ 

永江寺（布袋尊）－掛川：こだわりっぱ(昼食)－ 

松秀寺 (弁財天)－福王寺（福禄寿）－ 

法雲寺（大黒天）－極楽寺（寿老人）－ 

焼津駅(17:40 頃)－静岡駅(18:20 頃) 

【七福神とは⁉】 
福をもたらすとして、信仰されてい

る七柱の神様です。 

参拝すると、七つの災難を逃れ 

七つの幸福が授かると言われており 

ます。七福神が宝船に乗っているの

は昔の日本人は『幸せは海の果てか

らやってくる』と考えていたからだ

そうです。 

やってくる』 

■出発日 

5月 16日(日)・6月 19日（土） 日帰り 

■受付時間：平日（土･日･祝・休み） 

［9:00～17:30］ 

旅行代金 8,500 円 

(昼食代を含みます。ご朱印は別途) 

 

 

乗務員は出発点呼時の検温・マスクの着用・手指消毒・対面時はフェイスシールドの着用・

日常の健康管理等、バスは車内換気システム・休憩時の換気・飛沫ガード・帰庫後の車内清

掃や消毒を実施する等、常にお客様の安心・安全のため、感染防止に取り組んでいます。 

【検温】乗車前にも実施♪ 
体調もご確認いたします 

【手指消毒】常に感染防止♪ 
安心してご旅行をお楽しみ下さい 

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コースの企画をしています。 

 

【旅行企画・実施】 静岡県知事登録国内旅行業 2-354 号 全国旅行業協会会員 

静岡県焼津市塩津 294-5 国内旅行業務取扱管理者/岩辺真史 

 

SNS登録お願いします♪ 

TEL054-639-7511 

御殿場プレミアムアウトレットと 

富士山絶景風呂 木の花の湯♨ 

■出発日 5月 23日(日) 日帰り 

【行程】焼津駅(8:30 発)－静岡駅(9:10 発)－ 

 御殿場[木の花の湯](入浴休憩、約 4 時間の滞在) 

－静岡駅(16:50 頃)－焼津駅(17:30 頃) 

●昼食は自由食です。 

●アウトレットまでは徒歩または無料循環バスにて移動できます。 

【行先:御殿場市】＜食事なし＞ 

●2019 年 12 月に御殿場プレミ

アム･アウトレットの新エリア

にオープンした温泉もお楽し

み頂けます。現在、温泉施設内 

 のレストランはランチ営業し

ていないので、カフェまたは 

 アウトレットにて昼食をお済

ませ下さい。 

バス座席・車内において 

＜座席について＞  

座席は、基本 2 席に 1 名様がお掛けいただくよう  ★着席イメージ ●定席／●隣席 

設定しています。大型バスの場合、1 台(45 席) 

あたり最大 27 席(定席 22 席＋隣席 5 席)での 

ご乗車となります。隣席は、親子連れ･カップル･ 

ご夫婦の方などがご利用いただけるよう設定して 

おります。ただし、隣席は先着順での事前予約と 

なります。追加代金はありません。コミュニケー 

ションが大切な方は、是非ご利用下さい。      

 

 

●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●● 

 

● ● ● 

● ● 

＜車内において(主な項目)＞ 

●バス車内では、マスクの着用をお願いします。 

●車内でのお弁当等の食事は、禁止となっています。 

●飲物の摂取は可能ですが、過度のアルコール摂取にはご注意いただき、大声を出した

り、騒いだりすることがないようにお願いします。 

●空いている席に、着席制限の案内を置かせていただきます。 

●席前後の飛沫を防ぐための飛沫ガードを用意(使用は任意)しています。 

 

◆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。◆申込金は、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(宿泊コースは 4,000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。 

 
＜お問合せ・お申込みは…＞ 

■取消料（旅行代金が対象となり、お支払い実額が対象ではありません） 

【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】 

静鉄観光バス 営業部 

 

小國神社・ことまち横丁と 

餃子４種食べ比べとヤタローアウトレットでお買物 

■出発日 5月 30日(日) 日帰り 

旅行代金 7,800 円 

(昼食代を含みます。 

菖蒲園（３００円）は別途) 

 
【行程】静岡駅(8:20 発)－焼津駅(9:00 発)－－ 

小國神社(参拝)・・ことまち横丁・花菖蒲園(散策) 

浜太郎餃子センター（４種食べ比べの昼食）－ 

ヤタローアウトレットストア（お買物）－ 

焼津駅(17:40 頃)－静岡駅(18:20 頃) 

ツアーのポイント       
① 遠州の小京都！とも言われる周智郡森町。 

その一宮『小國神社』の門前にお店が並ぶ 
『ことまち横丁』地元のお茶屋さんやカフェ・ 
SNS 映え間違いなしのスイーツが並びます。 

②『〇ツ〇の知らない世界』でも紹介された 
 浜太郎餃子センターでの昼食。 
③ バームクーヘンの治一郎で有名な 
 ヤタローアウトレットでお買物。 

 

 

観光事業支援策等が再開または、新たに開始 

された場合は、ご旅行日が対象期間に入ってい

れば『あとから割引』が適応となり、ご予約は

そのままで割引が受けられます。但し、割引の

対象にならなかった等の理由でキャンセルを 

される場合は所定の取消料が適応されます。 

国または自治体により観光支援策が 

再開された場合の対応について 


