
(P．2～3)
 ・・・・ サファリパークと御殿場高原ビール食べ放題・飲み放題ツアー 10,000円～

 ・・・・ ラフティング＆バーベキュー 14,000円～

 ・・・・ 寄席で大笑い東京下町巡り 10,000円～

 ・・・・ 名旅館・花紋　入浴宴会＆寄木細工体験 11,000円～

 ・・・・ 海鮮浜焼昼食　フェリーで房総へ 8,000円～

 ・・・・ 桃狩り・ワインと石和温泉 8,000円～

(P．4)
・・・・ ニューウェルシティ湯河原＜飲み放題プラン＞ 15,000円～

おんやど惠 16,000円～

・・・・ ホテル・サンミ倶楽部 13,000円～

リゾーピア熱海＜飲み放題プラン＞ 15,000円～

・・・・ 天成園 15,000円～

おくゆもと 15,000円～

・・・・ マホロバマインズ三浦 16,000円～

・・・・ 助六の宿 貞千代 15,000円～

(P．5)
・・・・ 屋形船夕食宴会＜飲み放題付き＞ 10,000円～

②　横浜・クルージング・・・・ ロイヤルウィング＜中華料理・飲み放題付き＞ 11,000円～

・・・・ 中華個室宴会＜飲み放題付き＞ 8,000円～

(P．6～7)
・・・・ 28,000円～

・・・・ 「松乃井旅館」に泊まる　圏央道で近くなった　群馬の夏 28,000円～

③　栃木・鬼怒川温泉・・・・ リーズナブル「鬼怒川観光ホテル」に泊まる　北関東の夏 28,000円～

・・・・ 28,000円～

(P．8)
 ・・・・ 10,000円～

 ・・・・ 17,000円～

③ 静岡・三島  ・・・・ 11,000円～

         夏休みの個人旅行・帰省切符などもお気軽にお問い合わせください。

         切符一枚でも学校までお届けいたします。

    旅のことなら・・・

リフレッシュ補助券を使ってちょっと贅沢なお食事会

②　埼玉・長瀞

③　東京・浅草

⑤　千葉・房総

岩風呂自慢の「ホテルふじ」に泊まる　甲州の夏

 

 2019　　職員旅行の知恵袋
   1泊2日も日帰りも、職員旅行といえば・・・ハマツーリストにおまかせ！

   お忙しい幹事様の力になります。お気軽にご相談ください！

やっぱり定番！ 日帰りバスツアー♪　  
①　静岡・御殿場

④　房総・小湊温泉 天空露天風呂自慢の「ホテル吉夢」に泊まる　房総の夏

(株)ハマツーリスト企画 TEL：045-715-1024 FAX：045-326-6718
        神奈川県知事登録旅行業第3-565号　〠232-0071　横浜市南区永田北2-5-7　

新着！日帰りバスツアープラン
① 山梨

② 東京・奥多摩

※もちろんリフレッシュ補助券もご利用いただけます。

リフレッシュ補助券使用ランキング　第３位(平成28年度)

ハイジの村と収穫体験　信玄餅つめ放題　欲張りコース

グルメ三昧 メロン狩り・鉄板バイキング・明太子・わさび 三島スカイウォーク

ラフティングとＢＢＱ　アメリカキャンプ村で大人も楽しめるアスレチック

②　群馬・水上温泉

④　神奈川・箱根

①　横浜・東京

③　横浜・中華街

⑤　東京・浅草

①　湯河原温泉

②　熱海温泉

近場のおすすめ旅館ご紹介(現地集合・現地解散型)  

⑥　山梨・石和

③　箱根湯本温泉

④　三浦半島

職員旅行の定番！貸切バスをチャーターして温泉旅館へ　１泊２日編
①　山梨・石和温泉

職員旅行の幹事様を全力サポート！



① サファリパークと御殿場高原ビール食べ放題・飲み放題ツアー

＠　１０，０００円～　

毎年人気の「御殿場高原ビール」飲み放題･食べ放題ツアー！

サファリパークにも行くので、お子様参加でも大喜び☆

② 秩父・長瀞ラフティング＆バーベキュー

　＠　１４，０００円～

夏だ！アクティブに川を下れ！！！

暑い夏は水しぶきを浴びて爽快な一日に！

③ 寄席で大笑い東京下町巡り

 ＠　１０，０００円～

下町散策、天ぷらを食べ、寄席で大笑い。

水上バスからスカイツリーを眺めた後は東京タワー！

新旧揃い踏みのツアーです♪

 隅田川船下り(スカイツリーを眺めながら･･･) =v= 東京タワー =v= 学校

＊　２　＊

◇◆◇やっぱり定番　日帰りバスツアー  ◇◆◇

 学校 =🚍= 富士サファリパーク =🚍= 御殿場高原ビール(昼食バイキング) =🚍=

 駒門風穴  =🚍= カメヤ(お買い物) =🚍=  学校

 学校 =🚍= バーベキュー =🚍= 長瀞(ラフティングorライン下り)

 温泉入浴=🚍= 学校

 学校 =v= 浅草 (浅草寺･仲見世散策後、天ぷら昼食、浅草演芸ホール寄席鑑賞)



 ＠　１１，０００円～

箱根名物･寄木細工作り体験のあとは、

高級旅館でちょっぴり贅沢な昼食宴会♪

 ＠　８，０００円～

情緒あふれるフェリー、海鮮浜焼でお腹いっぱい

のあとは…酒蔵で乾杯～☆

  ＠　８，０００円～

果実の国･山梨でワインやもぎたての桃を

た～っぷりどうぞ♪石和温泉での入浴付です。

  学校 =v= シャトー勝沼(ワイナリー見学・試飲) =v= 石和温泉(入浴・昼食宴会)

  =v=見晴らし園(桃狩り食べ放題) =v= 里の駅いちのみや(お買い物) =v= 学校

＊　３　＊

④ 箱根の名旅館・花紋 　入浴宴会&寄木細工体験

 学校 =v= 寄木細工体験 =v= 花紋(温泉入浴,昼食宴会) =v= 鈴廣(買い物)=v= 学校

⑤ 大人気　海鮮浜焼昼食　フェリーに乗って房総へ

  学校 =🚍= 久里浜＜ﾌｪﾘｰ＞金谷 =🚍= 海鮮浜焼き昼食 =🚍= 小泉酒造(見学･試飲)=🚍=

  四季の蔵(お買い物・足湯）=🚍= 学校

⑥ 桃狩り、ワインと石和温泉



ニューウェルシティ湯河原　 
 ＠１５，０００円～（飲み放題付き）

おんやど 惠
 ＠１６，０００円～

ホテル サンミ倶楽部
 ＠１３，０００円～

リゾーピア熱海
 ＠１５，０００円～（飲み放題付き）
全室オーシャンビューの宿。
熱海駅から徒歩で行けます。
朝食バイキングがとても美味。

天成園
 ＠１５，０００円～

おくゆもと

   お部屋もとっても綺麗。
   朝食バイキングも好評です。

 ＠１５，０００円～
男湯は滝を眺めながら、女湯は川のせせらぎを聞きながら…
天ぷらのおいしい静かな旅館です。

＊　４　＊

   自慢です。目の前が熱海港なので、初島へ

   行くのにも便利な宿。

＜箱根湯本温泉＞  　BBQ・寄木細工体験・蒲鉾作り・アスレチック・箱根周遊

　なんといっても開放感あふれる
   屋上天空大露天風呂が自慢。

　快適な近代建築でありながら、江戸情緒を
   感じさせる安らぎの空間。
   新鮮な海の幸を活かした料理も好評です。

＜熱海温泉＞ 　 船に乗って初島、大島へ・MOA美術館・熱海サンビーチ

　海が一望できるバルコニー付の広～いお部屋が

◆やっぱり泊まりで♪現地集合・現地解散型◆

＜湯河原温泉＞ 　和菓子作り体験・陶芸体験・ボウリング・パターゴルフ・足湯

　広々大浴場”いずみの湯”が好評の宿。
   お得な飲み放題プランがあります。
   この夏イチオシの宿。

近場のおすすめ

旅館ご紹介！



マホロバマインズ三浦
 ＠１5，０００円～

   広いお部屋で、朝まで語らうのはいかが？

助六の宿 貞千代

　下町の江戸情緒あふれる小粋な宿。海の幸三昧は

   江戸前の味をご堪能ください。

   夕食屋形船プランもあります。

横浜中華街・個室宴会
 ＠8，０００円～
やっぱり横浜といえば、中華街で中華でしょう！

＊　５　＊

夜景を楽しみながらの風情あるご宴会。

横浜クルージング・ロイヤルウィング
 ＠１0，０００円～
　(乗船料・お料理代・飲み物代含む)

おいしい中華料理と横浜の夜景を・・・。

 ＠１5，０００円～

   絶品です。鬼平犯科帳に登場する町衆が楽しんだ

◇◆ リフレッシュ補助券を使ってちょっと贅沢なお食事プラン ◆◇

横浜・東京　屋形船
 ＠１0，０００円～
あつあつ天ぷらとお刺身、飲み放題付です。

＜神奈川・三浦＞    ソレイユの丘でBBQ・シーカヤック・三崎港でマグロづくし

　とにかく近い、仕事帰りでも楽々行けちゃう。

   昼食or夕食BBQプランもあります。

＜東京・浅草＞  浅草寺・仲見世・演芸ホールで寄席観賞・スカイツリー・水上バス



※山梨で出来る体験…

８輪バギー・カヌー・各種クラフト体験・パラグライダー・

洞窟探検・桃狩り・パターゴルフ・水陸両用かばバス etc

※山梨の観光スポット…

ワイナリー・富士急ハイランド・恵林寺・昇仙峡・

桔梗屋(信玄餅)・リニア見学センター・風穴氷穴 etc

② 群馬・水上温泉　「松乃井旅館」に泊まる圏央道で近くなった群馬の夏

※群馬で出来る体験…

ラフティング・キャニオニング・バンジージャンプ・

たくみの里にてクラフト体験・野菜収穫体験 etc

※群馬の観光スポット…

榛名神社(パワースポット)・玉原ラベンダーパーク・

伊香保グリーン牧場・伊香保石段街 etc

＊　６　＊

2

ホテル =🚍= (OP：スリル満点のラフティング　ｏｒ　たくみの里(各種体験)) =v=

水上フルーツランド(バーベキュー昼食・買い物) =🚍= 学校

吹割の滝・誉國光 (酒蔵)・富岡製糸場・谷川岳ﾛｰﾌﾟｳｪｰ

 ＠2８，000円 ～

2

ホテル =v= 見晴らし園(桃狩り)　=🚍=　富岳風穴＜青木ヶ原樹海散策＞鳴沢氷穴

 =v=名物吉田うどんの昼食 =🚍=浅間神社参拝=🚍= お土産店(買い物) =v=学校

 ＠2８，000円 ～

1

学校 =v= 東洋のナイアガラ 吹割の滝 =🚍= 誉國光 (酒蔵見学・試飲・昼食)  =v=

原田農園(野菜収穫体験) =🚍= 松乃井旅館

◆◇◆貸切バスをチャーターして♨旅館へ １泊２日編 ◆◇◆

①  山梨・石和温泉　岩風呂自慢の「ホテルふじ」に泊まる　甲州の夏

1

学校 =v= 河口湖(ほうとうの昼食） =🚍= 8輪バギーｏｒクラフト体験 =v=

シャトー勝沼(ワイナリー見学・試飲)　=🚍=　ホテルふじ

　　　　　　　　　　(７/２０～８／１９は笛吹川･花火大会鵜飼い見学　水・木・土・日開催)

世界文化遺産

職員旅行の定番！



※栃木で出来る体験…

益子焼体験・ラフティング・ライン下り・ダックツアー

宇都宮餃子作り体験

※栃木の観光スポット…

日光江戸村・東武ワールドスクエア・猿軍団

外池酒造・東照宮・華厳の滝(修学旅行の下見？)

※房総で出来る体験…

バンジージャンプ・パターゴルフ・陶芸・釣り

※房総の観光スポット…

マザー牧場・鴨川シーワールド・ドイツ村・ロマンの森

市原ぞうの国・鋸山ロープウェー・日本寺・小泉酒造・

木更津アウトレットパーク

 ＠28，000円 ～

＊　７　＊

 ＠2８，000円 ～

④ 房総･小湊温泉　天空露天風呂「満ちてゆく心の宿 吉夢」に泊まる　房総の夏　

1

学校=🚍=久里浜～ﾌｪﾘｰ～金谷=🚍=小泉酒造(見学・試飲)=🚍=たてやま(海鮮浜焼の昼食)=🚍=

誕生寺，鯛の浦遊覧船=🚍= 吉夢

2

ホテル =v= 道の港(試食･買い物) =🚍= 鴨川シーワールド =🚍= 四季の蔵(昼食・足湯)

 =🚍= アクアライン(海ほたる) =🚍= 学校

③   栃木・鬼怒川温泉　リーズナブル「鬼怒川観光ホテル」に泊まる　北関東の夏

1

 学校 =🚍= 外池酒造(酒蔵見学･試飲) =🚍= 益子(釜飯の昼食･陶芸体験) =🚍=

鬼怒川観光ホテル

2

 ホテル =🚍= (OP：ラフティングﾞorテーマパークorライン下り) =🚍=宇都宮餃子の昼食・買い物

 =🚍= 学校



② 奥多摩 ラフティングとＢＢＱ
　 アメリカキャンプ村で大人も楽しめるアスレチック

 ＠１７，０００円～ ※ ラフティング代を含む

水上・長瀞に続き、奥多摩でもラフティング体験。

新着コース３つ目は グルメ三昧！

 学校 =🚍= アメリカキャンプ村(BBQ昼食)－ラフティング組はバスにて移動

 アメリカキャンプ村内で各種活動　皆さま合流後、出発=🚍=  学校

水しぶきとともに、日ごろの疲れを吹き飛ばせ～！！

ＢＢＱ会場のアメリカキャンプ村でも様々な遊びを。

③ グルメ三昧 メロン狩り・鉄板バイキング、明太子・わさび
　 三島スカイウォーク

☆★☆ 新着！日帰りバスツアープラン  ☆★☆

＊　８　＊

① 山梨 ハイジの村と収穫体験 信玄餅つめ放題
　 欲張りコース

 ＠１０，０００円～

アルプスの少女ハイジの世界観をそのままに

枝豆摘み・じゃがいも掘り体験と、

大人気 信玄餅のつめ放題！

ハマツーリスト企画 イチオシのコースです！！

メロンを収穫・めんたいパークで試食三昧(？？？)

 学校 =🚍= メロン狩り =🚍= 三島スカイウォーク(散策)=🚍=鉄板バイキングの昼食

 =🚍= めんたいパーク・三島わさび(お買い物) =🚍= 学校

オープンキッチンでのステーキバイキングで食べ放題

 ＠１１，０００円～

 学校 =🚍= ハイジの村(枝豆摘みとじゃがいも掘り・スイスと甲州郷土料理のバイキング)

 =🚍= 桔梗信玄餅テーマパーク工場(信玄餅つめ放題) =🚍= 学校

リフレッシュするには最高のコースです！！


