
TEL:053-476-0432（⽇曜・祝⽇休業）
総合旅⾏業務取扱管理者 ⽯原 修司

2022年2022年

５/５/1010

���ツアーオリジナル特製うなぎ御膳

いちご果⾁シロップ

＋�� 

 

パイナップルヨーグルト

果⾁シロップ

氷⼯房にはしによる氷体験と選べる⾷事付
     

��ツアーオリジナル峯野⽜ステーキ&
���おすすめカレーとサラダ付

■⾏�■⾏�
��/各��（Aコース うなぎ��・Ｂコース 氷⼯�にはし）＝��/各��（Aコース うなぎ��・Ｂコース 氷⼯�にはし）＝
�の�11:00/12:30 �の�17:00/18:30�の�11:00/12:30 �の�17:00/18:30
＝<各⾃>＝＝＝＝氷⼯�にはし（氷体�&かき氷）＝＝�散＝<各⾃>＝＝＝＝氷⼯�にはし（氷体�&かき氷）＝＝�散
                                                

�⾏代金

（お⼀��）

⽕⽕

サニーツアースペシャル2022サニーツアースペシャル2022

※氷体�&かき氷の�の�は��スタート・�の�は�前スタート ※⾬�決⾏
        ご予�時に、スケジュールを�めてご�内を�します。

※�ツアーは「�こそ しすおか元気�」⽇�りツアー��となっており
ます。※ご�⾏当⽇、��地域の��が��できる���等の提⽰をお願
いいたします。※�����び、同�の得られた����び地域ブロック
の��の�が��となります。※ご��者にはワクチン�種歴3回もしく
は�性�査�果を事前に��させていただきます。※�型コロナウイルス
�染状況の��等により�⾏の��かつ円�な�地が��となった場�ま

たはその��となる可�性が⼤きい場�には、�⾏の��を中⽌します。

※しずおか元気�キャンペーンが�⽌・中⽌の場�は��等は受けられま
せん。※�事業��に当たって�⾏�件は㈱サニートラベルの�⾏業��
ならびに�⾏業�に�めるところによります。

※掲���はイメージです。

10,000円→  5,000円＋    地域

クーポン 2,000円

【⽇�りツアー】【マイカープラン】【⽇�りツアー】【マイカープラン】

�発⽇

静岡県知事登録旅⾏業第2-370号

●キャンセルポリシー
�⾏10⽇前〜8⽇前20%/�⾏7⽇前〜2⽇前30%/前⽇40%/
当⽇�50％/�⾏開��100%

【旅⾏企画・実施】株式会社サニートラベル

ツアーに�するお問�せ

浜松市中区和合町936-503

・�事代 ■ Aコース 
     ■ Bコース 

・氷彫�体�&かき氷（3種より�択）

（⼀社）全国旅⾏業協会正会員

●ご予�は電�でも受け付けております。��申�書にご��の上、
�⾏代金を�えて正式なお申�みとなります。

●��申し�み�、お��の都�により、お�消しになる場�は、
下��消料を申し受けます。

◆募��員 各⽇��⼤�⾏�員20�（���⾏�員1�）

◆�⾏代金に�まれるもの

当�は�国�⾏業協�の「�⾏業における�型コロナウイルス��ガイドライン」を基�に当⾯の間�染予�の

ために�下の�策を��し、��・��なツアーの�地に�り�んでおります。
●ツアー��中はマスクの�⽤をお願い�します。●ご�⾏当⽇は��チェックシートのご提�と�温を��いたします。
●�事などの�⾏サービスのご提供は各業�別ガイドラインに�って�切な�染�⽌�策を⾏っている事業者を利⽤いたします。

�型コロナウイルス

�染�⽌への

�り�みについて

※4歳�上から⼤�まで同料金となります。
※3歳�下で�事・かき氷のご⽤�をご希�の場�は別�ご��ください。（現地�算）

���

◆��場�    Aコース「うなぎ��」 Ｂコース「氷⼯�にはし」

【受託販売】

⽕⽕∼∼3131  ※Aコース除外⽇設定あり ※Aコース除外⽇設定あり
 ※Bコース除外⽇設定あり ※Bコース除外⽇設定あり 期間中毎⽇開催  期間中毎⽇開催 

A
コース

Ｂ
コース

３つの種類からお好きなかき氷をチョイス氷体験

抹茶��あずき

 

うなぎ勝美

氷⼯房にはし

氷⼯�にはし
浜松を代表する氷の彫刻家

「フローラルアイスパフォーマンス」
舞阪氷純と浜松氷純の融合の贅沢な

かき氷も目が離せない
                     メディア多数出演あり

∼浜松市湖北エリアのおすすめ⽇帰りプラン∼
     

あなたは　どっち派？

期間中何度でもご利用できます

浜松市引佐町で育てられた「峯野牛」。
赤身のうまみが自慢な峯野牛をステーキ
でお召し上がりいただきます。

三ヶ日インターすぐのところにある「うなぎ勝美」
ツアーオリジナルの「蒲焼き」と「白焼き」の
Ｗクラスの贅沢な一品。

共通

コース

◆コース��⽇ Aコース/��⽊�⽇・11⽇  Ｂコース/��金�⽇�の�

�野⽜ステーキ・カレーライス・サラダ
ツアーオリジナルうなぎ�膳

    ※�野⽜ステーキは「ヒレorサーロイン」から�択
  ※カレーは「ポーク・⽜タン・野菜」から�択

��者������び、同�の得られた����び地域ブロックの��

静岡県知事登録旅行業3-694号

株式会社つなぐ（スプリームトラベル）
静岡県浜松市中区鴨江2-28-14

TEL:053-543-6650（⽇曜・祝⽇休業）



TEL:053-476-0432（⽇曜・祝⽇休業）
総合旅⾏業務取扱管理者 ⽯原 修司

2022年2022年

５/５/99
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ホテルリステル浜名湖で
選べる体験と三ケ⽇天然温泉とディナーバイキング

■⾏�■⾏�
ホテルリステル��湖各⾃��・・（�べる体�コース）&��・・ホテルリステル��湖各⾃��・・（�べる体�コース）&��・・
   15:00~17:00   15:00~17:00
・・ホテルにてディナーバイキング＝＝�散・・ホテルにてディナーバイキング＝＝�散

     18:00スタート    19:00�     18:00スタート    19:00�

�⾏代金

（お⼀��）

⽉⽉

サニーツアースペシャル2022サニーツアースペシャル2022

※⾬�決⾏

5,500円→  3,500円＋    地域

クーポン1,000円

【⽇�りツアー】【マイカープラン】【⽇�りツアー】【マイカープラン】

�発⽇

静岡県知事登録旅⾏業第2-370号

●キャンセルポリシー
�⾏10⽇前〜8⽇前20%/�⾏7⽇前〜2⽇前30%/前⽇40%/
当⽇�50％/�⾏開��100%

【旅⾏企画・実施】株式会社サニートラベル

ツアーに�するお問�せ

浜松市中区和合町936-503

・体�代（パターゴルフ・卓�・⿂�り）・⽇�り温���代

・ディナーバイキング

（⼀社）全国旅⾏業協会正会員

●ご予�は電�でも受け付けております。��申�書にご��の上、
�⾏代金を�えて正式なお申�みとなります。

●��申し�み�、お��の都�により、お�消しになる場�は、
下��消料を申し受けます。

◆募��員 各⽇��⼤�⾏�員20�（���⾏�員2�）
◆�⾏代金に�まれるもの

当�は�国�⾏業協�の「�⾏業における�型コロナウイルス��ガイドライン」を基�に当⾯の間�染予�の

ために�下の�策を��し、��・��なツアーの�地に�り�んでおります。
●ツアー��中はマスクの�⽤をお願い�します。●ご�⾏当⽇は��チェックシートのご提�と�温を��いたします。
●�事などの�⾏サービスのご提供は各業�別ガイドラインに�って�切な�染�⽌�策を⾏っている事業者を利⽤いたします。

�型コロナウイルス

�染�⽌への

�り�みについて

※⼩�とは3歳から⼩�⽣までとなります。
※5⽉の��⼟�⽇・⽇�⽇は⼤�・⼩�ともに1,000円アップとなります。

���

◆��場� ホテルリステル��湖

【受託販売】

⽕⽕∼∼3131  ※週末・平⽇料⾦設定 ※週末・平⽇料⾦設定 期間中毎⽇開催  期間中毎⽇開催 

パターゴルフ

期間中何度でもご利用できます

�り

卓�

選
�
�
３
�
�
体
験

⼊浴付

�べる体�

お子様から大人まで楽しめる、３つの体験
・浜名湖での釣り体験
・温泉卓球
・パターゴルフ

⼤�

⼩� 5,000円→  3,000円＋    ���
地域

クーポン1,000円

��者������び、同�の得られた����び地域ブロックの��

※�ツアーは「�こそ しすおか元気�」⽇�りツアー��となっており
ます。※ご�⾏当⽇、��地域の��が��できる���等の提⽰をお願
いいたします。※�����び、同�の得られた����び地域ブロック
の��の�が��となります。※ご��者にはワクチン�種歴3回もしく
は�性�査�果を事前に��させていただきます。※�型コロナウイルス
�染状況の��等により�⾏の��かつ円�な�地が��となった場�ま

たはその��となる可�性が⼤きい場�には、�⾏の��を中⽌します。

※しずおか元気�キャンペーンが�⽌・中⽌の場�は��等は受けられま
せん。※�事業��に当たって�⾏�件は㈱サニートラベルの�⾏業��
ならびに�⾏業�に�めるところによります。

※掲���はイメージです。

静岡県知事登録旅行業3-694号

株式会社つなぐ（スプリームトラベル）
静岡県浜松市中区鴨江2-28-14

TEL:053-543-6650（⽇曜・祝⽇休業）
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2022年2022年

5/5/

■スケジュール■スケジュール
��/THE HAMANAKO （��・ツボマッサージ��・��）・・�散��/THE HAMANAKO （��・ツボマッサージ��・��）・・�散
              11：30〜15:30              11：30〜15:30

�⾏代金

（お⼀��）

⽕⽕

洋
⾷

10,000円→  5,000円＋    地域

クーポン 2,000円

【⽇�りツアー】【⽇�りツアー】

【マイカープラン】【マイカープラン】

�発⽇

●キャンセルポリシー
�⾏10⽇前〜8⽇前20%/�⾏7⽇前〜2⽇前30%/前⽇40%/
当⽇�50％/�⾏開��100%

ツアーに�するお問�せ

・��（和�・��・中華）・ツボマッサージ��・��セット

●ご予�は電�でも受け付けております。��申�書にご��の上、
�⾏代金を�えて正式なお申�みとなります。

●��申し�み�、お��の都�により、お�消しになる場�は、
下��消料を申し受けます。

◆募��員 各⽇��⼤�⾏�員30�（���⾏�員1�）

◆�⾏代金に�まれるもの

当�は�国�⾏業協�の「�⾏業における�型コロナウイルス��ガイドライン」を基�に当⾯の間�染予�の

ために�下の�策を��し、��・��なツアーの�地に�り�んでおります。
●ツアー��中はマスクの�⽤をお願い�します。●ご�⾏当⽇は��チェックシートのご提�と�温を��いたします。
●�事などの�⾏サービスのご提供は各業�別ガイドラインに�って�切な�染�⽌�策を⾏っている事業者を利⽤いたします。

�型コロナウイルス

�染�⽌への

�り�みについて

���

◆��場� THE HAMANAKO

【受託販売】

⼊浴
�

中
華

THE�HAMANAKOでランチとTHE�HAMANAKOでランチと
            雄踏温泉&マッサージ講習付雄踏温泉&マッサージ講習付

⽉⽉

浜松でも⼈気のお宿！THE�HAMANAKOで贅沢な昼⾷を

お召し上がりいただきます。

「洋⾷」「中華」「和⾷」からお選び頂きます。

男性も⼥性もツボマッサージ講習を利⽤してホテルライフ

をお楽しみ頂けます。

最後には、⽇帰り温泉付きとなっております。

※雄踏温泉（タオルセット付）

※�事は和�・��・中華からお�び頂けます。
※⾬�決⾏
※1��から��可�

99 3131

ここがおすすめ！！

サニーツアースペシャル2022サニーツアースペシャル2022

∼∼

�⽇
開�

※未��で�事をご利⽤の�でお��ランチをご希�の場�は�相�※未��で�事をご利⽤の�でお��ランチをご希�の場�は�相�

和
⾷

【旅⾏企画・実施】株式会社サニートラベル

静岡県知事登録旅⾏業第2-370号

浜松市中区和合町936-503 （⼀社）全国旅⾏業協会正会員 総合旅⾏業務取扱管理者 ⽯原 修司

TEL:053-476-0432（⽇曜・祝⽇休業）

������「�こそ しずおか 元気�」�⽤ ⽇�りプラン������「�こそ しずおか 元気�」�⽤ ⽇�りプラン

��者������び、同�の得られた����び地域ブロックの��

※�ツアーは「�こそ しすおか元気�」⽇�りツアー��となっており
ます。※ご�⾏当⽇、��地域の��が��できる���等の提⽰をお願
いいたします。※�����び、同�の得られた����び地域ブロック
の��の�が��となります。※ご��者にはワクチン�種歴3回もしく
は�性�査�果を事前に��させていただきます。※�型コロナウイルス
�染状況の��等により�⾏の��かつ円�な�地が��となった場�ま

たはその��となる可�性が⼤きい場�には、�⾏の��を中⽌します。

※しずおか元気�キャンペーンが�⽌・中⽌の場�は��等は受けられま
せん。※�事業��に当たって�⾏�件は㈱サニートラベルの�⾏業��
ならびに�⾏業�に�めるところによります。

※掲���はイメージです。

静岡県知事登録旅行業3-694号

株式会社つなぐ（スプリームトラベル）
静岡県浜松市中区鴨江2-28-14

TEL:053-543-6650（⽇曜・祝⽇休業）



■スケジュール■スケジュール
                 Aコース（時わすれ開華�）・・�散                 Aコース（時わすれ開華�）・・�散
                 17:00スタート                 17:00スタート
                 Ｂコース（氷⼯�にはし）                 Ｂコース（氷⼯�にはし）      ・・�散・・�散

                 2�制�16:30/18:00                  2�制�16:30/18:00 

��/��湖パルパル
10:00~11:00

2022年2022年 5/5/ 2121

�⾏代金

（お⼀��）

⽇⽇

12,000円→  7,000円＋    地域

クーポン2,000円

【⽇�りツアー】【⽇�りツアー】

【マイカープラン】【マイカープラン】

�発⽇

●キャンセルポリシー
�⾏10⽇前〜8⽇前20%/�⾏7⽇前〜2⽇前30%/前⽇40%/
当⽇�50％/�⾏開��100%

ツアーに�するお問�せ

・��湖パルパル���+フリー�・�事付
 Aコース 開華�おすすめ和���（うなぎ��付）※21⽇・29⽇はツアー��⽇
 Bコース 氷⼯�にはしツアーオリジナルカレーとエビフライ付+⽣フルーツかき氷
※Bコースのカレーは（ポーク・⽜タン・野菜）からお�び頂けます。 
※Bコースのかき氷は（⽣いちご・⽣マンゴー・抹茶��あずき）からお�び頂けます。

●ご予�は電�でも受け付けております。��申�書にご��の上、
�⾏代金を�えて正式なお申�みとなります。

●��申し�み�、お��の都�により、お�消しになる場�は、
下��消料を申し受けます。

◆募��員 各⽇��⼤�⾏�員40�（���⾏�員2�）

◆�⾏代金に�まれるもの

当�は�国�⾏業協�の「�⾏業における�型コロナウイルス��ガイドライン」を基�に当⾯の間�染予�の

ために�下の�策を��し、��・��なツアーの�地に�り�んでおります。
●ツアー��中はマスクの�⽤をお願い�します。●ご�⾏当⽇は��チェックシートのご提�と�温を��いたします。
●�事などの�⾏サービスのご提供は各業�別ガイドラインに�って�切な�染�⽌�策を⾏っている事業者を利⽤いたします。

�型コロナウイルス

�染�⽌への

�り�みについて

���

◆��場� ��湖パルパル���売り場前「サニーツアー専⽤受付��」

【受託販売】

⼤⼈も⼦供も⼤⼈気「浜名湖パルパル」で遊ぶ⼤⼈も⼦供も⼤⼈気「浜名湖パルパル」で遊ぶ
⼣⾷⼣⾷付プラン付プラン

⼟⼟

※⾬�決⾏

������「�こそ しずおか 元気�」�⽤ ⽇�りプラン������「�こそ しずおか 元気�」�⽤ ⽇�りプラン

サニーツアースペシャル2022サニーツアースペシャル2022

��⽇

【旅⾏企画・実施】株式会社サニートラベル

静岡県知事登録旅⾏業第2-370号

浜松市中区和合町936-503 （⼀社）全国旅⾏業協会正会員 総合旅⾏業務取扱管理者 ⽯原 修司

TEL:053-476-0432（⽇曜・祝⽇休業）

11,500円→  6,500円＋    ���
地域

クーポン2,000円
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※3歳�上のお��は、「氷⼯�にはし」での氷体�が�まれます。

氷⼯房にはし

時わすれ開華亭

氷⼯房にはし

������「�こそ しずおか 元気�」�⽤ ⽇�りプラン������「�こそ しずおか 元気�」�⽤ ⽇�りプラン 舘山寺温泉日帰り
入浴の場合は別途
500円で入浴可能

和��� ��カレー&エビフライとかき氷付
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��者������び、同�の得られた����び地域ブロックの��

※�ツアーは「�こそ しすおか元気�」⽇�りツアー��となっており
ます。※ご�⾏当⽇、��地域の��が��できる���等の提⽰をお願
いいたします。※�����び、同�の得られた����び地域ブロック
の��の�が��となります。※ご��者にはワクチン�種歴3回もしく
は�性�査�果を事前に��させていただきます。※�型コロナウイルス
�染状況の��等により�⾏の��かつ円�な�地が��となった場�ま

たはその��となる可�性が⼤きい場�には、�⾏の��を中⽌します。

※しずおか元気�キャンペーンが�⽌・中⽌の場�は��等は受けられま
せん。※�事業��に当たって�⾏�件は㈱サニートラベルの�⾏業��
ならびに�⾏業�に�めるところによります。

※掲���はイメージです。

TEL:053-543-6650（⽇曜・祝⽇休業）

静岡県知事登録旅行業3-694号

株式会社つなぐ（スプリームトラベル）
静岡県浜松市中区鴨江2-28-14


