
お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 営業時間
平日╱9：30～18：00
土曜╱9：30～12：00
※日・祝日は休み

静新SBSグループ　株式会社SBSプロモーション　旅行部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  〒422-8061　静岡県静岡市駿河区森下町1-35　静岡MYタワー10階　FAX.054-289-2400
JATA正会員　観光庁長官登録旅行業　1141号　　総合旅行業務取扱管理者　染谷　剛
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

■お取消しについて：お客様は下記の取消料をお支払いいただくことによ
り、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し
出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。
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※お客様の個人情報はお客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様が
　お申込頂いた旅行において、運送・宿泊機関等の提供するサービス及び手配及
　び受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
　運送・宿泊機関などへの個人情報の提供について同意の上、お申込頂きます。

Vol.64Vol.64

世界で一番美しいと言われる西オーストラリアの州都パース。パースからインド洋沿いに北へ上
がるとワイルドフラワーがそこここに咲き乱れています。この時期にしか見る事が出来ない固有
の花々とオーストラリアならではの大自然のパノラマの共演はまさに感動ものです。

西オーストラリア　感動の大自然パノラマ
ワイルドフラワーブッシュウオーキング

BF00715 泊 8 日

旅行期間／旅行代金（静岡県内発着・２名１室利用のお一人様）

■最少催行人員／10名様より催行し、添乗員が県内より全行程に同行致します。
■宿泊予定ホテル／下記ホテル又は同等クラス
　ジェラルトン：イビススタイルス　セルバンテス：セルバンテスピナクルズモーテル
　パース：パンパシフィックホテル
■利用予定航空会社／シンガポール航空（エコノミークラス）
■バス乗車場所／静岡駅・清水駅と静岡以東の各東名インターチェンジ　※静岡より以西の場合はお問い合わせください。

　　　　　１日目■各地より専用車にて羽田空港へ　羽田空港 17：05 シンガポール経由 機内（泊）　２日
目■パース空港着 5：15　着後、カバシャムワイルドパークにてコアラやウオンバット見学　ワイルドフラワ
ーを見学しながら北部ジェラルトンへ　ジェラルトン（泊）　３日目■カルバリ国立公園見学（赤茶けた大地がダイ
ナミックな渓谷とその沿道に咲くワイルドフラワーを見学します）　ジェラルトン（泊）　４日目■マワラ・コールシーム自
然保護区などジェラルトンから内陸部のワイルドフラワーを見学　この地区では有名なリースフラワーなどが
見られます　セルバンテス（泊）　５日目■ナンバン国立公園にあるピナクルズ見学（いくつもの奇岩が黄色い砂地に
立ち並ぶ壮大なパノラマ絶景をご覧頂けます）　夜は天文台にて星座観測　パース（泊）　６日目■市内キングスパーク
にてワイルドフラワーを見学（約400haの広大な敷地を持つ公園で1700種の花々が揃います）　チョコレート工場見学と 
ショッピング　パース（泊）　７日目■空港へ　パース空港 14：05 シンガポール経由 機内（泊）　８日目■羽
田空港着 6：45　専用車にて各地へ　各東名インター・清水駅・静岡駅

コ ー ス

奇岩が立ち並ぶ壮大な絶景と花々を楽しむ� オーストラリア

9/5㈫～12㈫ 368,000円

※ご旅行代金の他に、燃油付加運賃、各地空港税、航空保険料が必要となります。（2017年３月現在約12,500円）

ピナクルズカルバリ国立公園

※一人部屋をご希望の場合には追加代金43,000円にて承ります。
※入国許可（ETAS）の代金が含まれます。

リースフラワー

ワイルドフラワー

日本遺産の鯖街道・熊川宿から若狭小浜に残る子供たちのお祭・化粧地蔵盆を訪ねます。「京は遠ても十八里…」若狭
から京への西の鯖街道も、美山かやぶきの里を経由して山国・周山街道を通り京都御所までをたどり、夏の嵯峨野の風
物詩「化野念仏寺の千灯供養」に灯明を捧げ、爽風の鞍馬寺や貴船の納涼床を
楽しみます。

日本風景街道『西の鯖街道』日本遺産と伝統行事をめぐる３日間
地域と伝統をつなぐ晩夏の風物詩　小浜化粧地蔵盆と
化野千灯供養

AF05832 泊 3 日

旅行期間／旅行代金（静岡県内発着・２名１室利用のお一人様）

■最少催行人員／20名様　■宿泊ホテル／小浜・ホテルせくみ屋、京都・からすま京都ホテル
■旅行費用に含まれるもの／バス代、宿泊代、朝食代、昼食代、夕食代、上記記載施設の拝観
料、上記記載施設の入場料、ケーブル乗車代、消費税

■出発地／静岡駅、焼津駅、吉田IC、掛川IC、浜松IC

　　　　　１日目■各地［6：30-8：30］＝鯖街道・熊川宿（「葛の店まる志ん」で鯖寿司昼食、重伝建地区宿場風景散策）　若狭町歴史文化館（御食国（みけつくに）若狭王遺物）　県立若狭歴史博物館（学芸員の「日本遺産」解説、地蔵盆資料）　化粧 
地蔵の宝庫・西津地区（若狭地方ならではの子供たちのお祭・地蔵盆風景）＝小浜・ホテルせくみ屋（泊）　２日目■ホテル＝鯖街道資料館（鯖街道起点）＝羽賀寺（重文の十一面観音様拝観）　美山・かやぶきの里にて美山の天然鮎を使っ
たご昼食と散策　山国・常照皇寺（光厳法皇ゆかり）＝嵐山の老舗・渡月亭（京料理夕食後、幻想的な化野念仏寺の千灯供養へ）　京都・からすま京都ホテル（泊）　３日目■ホテル＝鞍馬街道　鞍馬寺・山門＝ケーブル＋由岐神社・・・
鞍馬寺・本殿（霊宝殿）　貴船神社（参拝）・・・鳥居茶屋（貴船川の納涼床昼食）　旧三井家下鴨別邸（通常非公開の主屋二階の座敷を特別公開）　京都東IC＝各地［18：30-20：20］

コ ー ス

　福井県・京都府

8/23㈬～25㈮ 63,800円　　※お一人様追加代金　5,000円

●越中おわら風の盆をゆったり鑑賞（約５時間滞在）
　＊休憩場所に町家を準備しました。
●『ひだホテルプラザ』に２連泊。天然温泉のお風呂
やお食事など、５つ星ホテルの滞在をゆっくりお楽
しみください。
●世界遺産『白川郷』、国宝『瑞龍寺』を見学。
●飛騨高山や飛騨古川、郡上八幡の古い街並みの散策
もお楽しみください。

哀愁ただようおわら節と胡弓の調べ
越中おわら風の盆ゆったり鑑賞と飛騨の古い街並み散策

AF01352 泊 3 日 　岐阜県

　　　　　１日目■各地［7：30-9：20］＝郡上八幡＝★水とおどりの城下町・郡上八幡観光（長良川・郷土料
理の昼食や郡上八幡博覧館にて郡上おどりの実演見学、郡上八幡の古い町並みや鍛冶屋町などの散策をお楽しみください。）＝白
川郷　★世界遺産・白川郷見学（国重文・和田家を見学）＝飛騨高山　ひだホテルプラザ（泊）　２日目■★午前
中は、徒歩にて宮川朝市や古い街並みの散策をお楽しみください。昼食はホテルにて『祭屋台』（飛騨牛のすき
焼き鍋仕立てがメイン）をご賞味。午後：ホテル（午後）＝貸切バスにて出発＝富山へ　★国宝・瑞龍寺拝観＝
★廻船問屋の町並み・岩瀬散策＝★富山市内にて郷土料理の夕食＝八尾市内　★越中八尾風の盆見学（約 
５時間滞在）※町流しや情緒ある街並みの散策をお楽しみ。※長時間の滞在・見学になります。町家をお借りしますので休憩場所に 
ご利用下さい。※ホテルには深夜12時頃の到着になります。　ひだホテルプラザ（泊）　３日目■ホテル（10時頃）＝貸
切バスにてゆっくり出発＝飛騨古川へ　★飛騨古川の古い街並み散策（瀬戸川と白壁土蔵街の散策や造り酒屋、和
ろうそく店の見学をお楽しみください。）　飛騨古川＝飛騨清見IC＝各地［18：30-20：30］

コ ー ス
旅行期間／旅行代金（静岡県内発着）

■最少催行人員／20名様
■宿泊ホテル／ひだホテルプラザ　＊旅行業が選ぶ『５つ星のホテル』『人気温泉旅館ホテル250選』
■旅行費用に含まれるもの／バス代、宿泊代、食事代（朝２回・昼３回・夕食２回）、団体行動中の入場料
■出発地／静岡駅、焼津駅、吉田IC、掛川IC、浜松IC

8/31㈭～9/2㈯
４名様１室利用
（お一人様）

３名様１室利用
（お一人様）

２名様１室利用
（お一人様）

１名様１室利用
（お一人様）

57,800円 59,800円 64,800円 70,800円

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001022/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001023/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000005/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705


「初夏から夏の国内旅行」
お申し込みに
あたって

「初夏から夏の国内旅行」
のポイント

ハイキング、芸術鑑賞、美食など
内容にこだわったツアーを企画致しました。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

①電話、ＦＡＸ、メールにてお申し込みを承っております。お申し込みの際は、①参加者
　のお名前、②生年月日、③住所、④電話番号、⑤バス乗降場所をお知らせください。
②バスの座席はお申し込み順とさせていただいております。
③全ツアーともに添乗員が同行します。最少催行人員は日帰りは25名で企画しております。

７～８月（日帰り）初夏から夏の国内旅行初夏から夏の国内旅行
催行状況・お申し込みはこちらから SBS旅行 検　索

ホームページ

日本初の写実絵画専門美術館として、森本草介や中山忠彦をはじめ、約50作家350点の作品を所蔵する美術館。昭和の森
に隣接した建物は自然光を展示室に導き、森の中を散策しているかのような鑑賞ができます。地下２階、地上１階の長い回
廊を重ねたギャラリーは２色のLED照明を駆使し、それぞれ
の作品が生まれたアトリエにいるような気分になります。

　千葉県

美食と芸術の旅　写実絵画専門美術館　ホキ美術館
—画家の眼がとらえた美—鑑賞

　　　　　 各地［7：00-8：20］＝（東名高速）＝横浜町田IC＝（横浜横須賀道路・首都高速）＝川崎浮島JCT＝（東京湾ア
クアライン）＝木更津JCT＝（館山自動車道）＝木更津北IC＝
【木更津　オークラ アカデミアパークホテルにて昼食】
セミビュッフェ（オードブル、サラダ、スープ、コーヒー・紅茶、デザートなど）とメインディッシュ（白身魚と帆立貝のソテー）
【千葉市昭和の森　ホキ美術館】　※滞在約２時間30分
ホキ美術館５周年記念「３つの個性―表現の可能性を探る　五味文彦、大畑稔浩、島村信之」
ホキ美術館は世界でもまれな写実絵画専門美術館として、2010年11月３日に開館。そのコレクションは、保木将夫が収集した写実絵画作品、約350点から成っていま
す。日本最大の森本草介コレクション32点をはじめ、野田弘志、中山忠彦など、約50名の現代作家による写実の名品約160点を、常時ご覧いただくことができます。
＝中野IC＝木更津JCT＝（海ほたるPA）＝川崎浮島JCT＝横浜町田IC＝各地［18：40-20：00］

コ ー ス

お１人様14,300円（昼食付き）

ご旅行日 7/8㈯・14㈮

■バス発着地／静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

旅行代金

AF0177日 帰 り 日 帰 り AF0448

お多度大社は昔から北伊勢大神宮として「お伊勢参らばお多度もかけよ、お多度かけねば片まいり」
といわれてきた古社。商売繁盛、雨乞いの神をお祀
りしています。

　三重県

美食と歴史の旅　東海道の宿場町・桑名宿と
ゆったりと時間が流れる店内で土地の旬物ハマグリをいただく

　　　　　各地［7：30-8：40］＝（東名）＝桑名IC＝「大
だ い わ

和」にて桑名産ハマグリしゃぶしゃぶの昼食
季節の前菜、蛤のしゃぶしゃぶ、だし汁で湯豆腐、デザート、ご飯　11：00-13：00
観光案内人のご案内で、東海道の宿場町・桑名宿散策　約２キロ　13：30-15：30頃
七里の渡し跡　・ここにある大鳥居は、これより伊勢路に入ることから「伊勢国一の鳥居」と称され、伊勢 
　　　　　　　　神宮の遷宮ごとに建て替えられています。
六華苑　・諸戸清六の旧邸宅。日本近代建築の父・ジョサイア・コンドル設計
桑名別院（本統寺）　・開創400年の歴史を持つ古刹。徳川家茂や明治天皇が宿泊されたお寺
桑名IC＝各地［17：45-18：45頃］

■バス発着地／静岡駅、焼津駅、吉田IC

ご旅行日 7/12㈬・15㈯
お１人様12,800円（昼食付き）旅行代金

コ ー ス

日 帰 り AF0581

花ハスまつりは現在年間約５万人が城沼を訪れ、城沼を遊覧することで蓮の花を間近に楽しむこと
のできるおまつりです。栗田美術館は創立者故栗田英男（平成８年没）の蒐集による、伊萬里、鍋
島を館蔵する世界最大級の陶磁美術館でその特色は江戸時代（1603-1867年）肥前鍋島藩で生
産された伊萬里、鍋島のみを展示するもので、これ以外の作品に対しては
一顧だにせざる信念と一貫した思想の美術館となっております。

　栃木県

花ハス船でめぐる夏の城沼花ハスまつりと登録有形文化財『巌華園』でいただくランチ
伊萬里、鍋島を館蔵する世界最大級の陶磁美術館・栗田美術館

　　　　　各地［6：00-7：30］＝館林IC
館林・県立つつじが岡公園（花ハス船　遊覧船に乗船、ハスを間近に楽しむ）　11：30-12：30
有形文化財に登録された巌華園でご昼食　12：45-13：45
平成18年に谷文晁作庭、渡辺崋山命名とされる庭園が庭園文化の展開を知る上で貴重な事例として栃木県初の国の名勝に登録されました。
栗田美術館（伊萬里、柿右衛門、鍋島を所蔵する、世界屈指の陶磁美術館）　14：00-15：00
足利IC＝各地［18：30-20：00］

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

ご旅行日 7/15㈯・19㈬
お１人様13,800円（昼食付き）旅行代金

コ ー ス

毎年ご好評頂いている五竜アルプスハイクです。高山植物が花咲く山野草園の散策や水が
湧き出る姫川源流の散策を楽しみます。ゴンドラに乗って1500ｍのアルプス平へ。５ヘ
クタールの高山植物園には200種、100万株の花々が咲き、高山植物の女王といわれる
コマクサやヒマラヤの青いケシが群生していま
す。高山植物を観賞しながら現地ガイドの案内
で約２時間のハイクをお楽しみいただきます。
姫川源流では清流の中に咲くバイカモの観賞や
親海湿原の散策をお楽しみいただきます。

五竜アルプスハイクと姫川源流散策

　　　　　各地［6：30-7：45］＝朝霧高原＝甲府南IC＝安曇野IC＝白馬五竜 
※昼食は「御菱おむすび弁当」とお茶をお配りします。
とおみ駅＋（ゴンドラ）＋アルプス平駅＋（リフト）＋地蔵ケルン
★五竜アルプス高山植物ハイク【約２時間】　※地元ガイドがご案内します。
〈アルプス平自然遊歩道散策（30分）・・・五竜アルプス山野草園散策（１時間）〉
（高山植物の女王と呼ばれるコマクサをはじめニッコウキスゲ、ヤナギランなど高山植物が咲く山野
草園の散策と360°の北アルプスの眺望をお楽しみください。）
アルプス平駅＋（ゴンドラ）＋とおみ駅＝
★姫川源流自然探勝園〈地中から湧き出す姫川源流に清流に咲くバイカモを見学〉14：45-15：15
＝安曇野IC＝甲府南IC＝各地［19：00-20：10］

ご旅行日 7/22㈯・26㈬
旅行代金 お１人様12,800円（昼食弁当付き）

■バス発着地／静岡駅、清水駅、富士IC

コ ー ス

高山植物の女王･コマクサ、ヒマラヤの青いケシ　バイカモ咲く　長野県AF0029日 帰 り

水木沢天然林は、木曽川の源流の「水木沢」
沿いにあります。林の98％以上が、樹齢
200年以上の天然の原生林です。人工の林
ではない、天然林中を森林浴できる日本でも数少ない場所で、有名な赤沢
休養林より素晴らしいと言う人もいます。日本中に植林されているスギ
は見られず、「木曽五木」のうちのヒノキ・サワラ・ネズコや、ブナ・ミズ
ナラ、山菜で人気のコシアブラなどの巨木が混生しています。散策道の

あちこちには、木の説明と、熊除けの大き
な鈴まで設置してあり、無料なのにとても
親切に整備されています。俳句とも川柳と
もつかない手書きの立て札も立てられてい
て、読みながら歩くのも楽しいです。

爽涼の水木沢天然林ハイキング

　　　　　各地［6：30-7：30］＝南アルプスIC＝塩尻IC＝（国道19号線）＝長野県木曽郡木祖村
【木曽川源流の里ハイキング（水木沢天然林コース）　約3.3km、2.5時間】　12：30-15：00
水木沢天然林管理棟・・・原始の森（１km）・・・太古の森（1.2km）・・・管理棟　※現地案内人が同行いたします。
（ご覧いただける森林・例）　サワラ（木曽五木）、ブナ、トチノキ、ネズコ（木曽五木）、ヒノキ、ウラジロモミ、ホオ
（途中ご覧いただける景色）　木曽駒ヶ岳（展望台から）、樹齢約550年の大サワラ、木曽川の源流風景
塩尻IC＝南アルプスIC＝各地［19：40-20：40］

コ ー ス

木曽川の水が生まれる源流の里　木祖村　長野県AF0039日 帰 り

ご旅行日 7/22㈯・26㈬
旅行代金 お１人様10,000円（昼食弁当付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅

　神奈川県

34名様限定！！デラックスバスでゆったり過ごす美食と芸術の旅
『ピカソとシャガール展』・彫刻の森美術館のピカソ館と箱根に佇む洋館でいただく美食ランチ

　　　　　 各地［7：30-9：20］＝御殿場IC
ポーラ美術館にて【ピカソとシャガール展】鑑賞　10：50-12：20
アルベルゴ・バンブー　12：30-14：00
箱根・仙石原の小道を入った先に建つ１軒の白いイタリア洋館「アルベルゴ バンブー」。８年かけて完成されたこ
のイタリアンレストランは建物から食器に至るまで全て本物にこだわりました。最大の魅力は本場イタリアで修
行したシェフが地元の食材をふんだんに使った本格的な料理！フレスコ画と大理石に彩られたメインダイニン
グは、非日常を味わえる優雅な空間です。さりげない風景も異国の地にいるよう…。洗練されたインテリアの中で
ごゆっくりとお食事をお楽しみください。
彫刻の森美術館　14：10-15：40
四季折々の雄大な自然が楽しめる箱根。彫刻の森美術館は、その大自然を生かして1969年に開館した、国内では
じめての野外美術館(オープンエアーミュージアム)です。箱根の山々が望める７万㎡の緑豊かな庭園に、近・現代
を代表する彫刻家の名作約120点が常設展示されています。お散歩気分で芸術を楽しみましょう♪
御殿場IC＝各地［17：00-18：30頃］

コ ー ス

AF0584日 帰 り

マルク・シャガール《私と村》
1923-1924年頃　油彩/カンヴァス
ポーラ美術館蔵
© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo,
2016, ChagallR E2442

お１人様15,800円（昼食付き）

ご旅行日 7/26㈬・29㈯

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

旅行代金

涼風そよぐ天空に開けるゆりの花畑と
緑豊かな森が広がる白馬岩岳で絶景ハイキング
ゴンドラで1289ｍの山頂へ到着すると、15,000坪に50余種50万株の
ゆりが咲く花畑と、北アルプス白馬連峰の絶景、木肌が美しいブナ林や伝統
樹木で「森のマングローブ」とも言われるネズコ等緑豊かな森が広がります。
また展望台からは、眼下に広がるゆり園と白馬山麓の街並み。遠くは戸隠連
山、浅間山、八ヶ岳、南アルプスが一望できます。ゆりの花畑では、花びら
が重ならずに隙間があるのが特徴のすかしゆりや、大輪で豊かな香りを持ち

最も華麗なゆりとい
われる大輪のハイブ
リッドゆりをご覧い
ただけます。

　　　　　各地［6：30-7：30］＝南アルプスIC＝安曇野IC
白馬岩岳ゆり園＆ねずこの森散策…地元案内人と一緒にご散策いただきます。　12：20-14：20
岩岳の湯にて入浴休憩…フォッサマグナに2500万年もの間閉じ込められた海水が温泉になったものと
いわれていて、塩分の多い湯は褐色でしょっぱいのが特徴です。　14：20-15：20
安曇野IC＝南アルプスIＣ＝各地［19：20-20：20頃］

ご旅行日 7/29㈯・8/2㈬
旅行代金 お１人様12,800円（昼食弁当付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅

コ ー ス

アルプスとゆりが心を癒す　長野県AF0351日 帰 り 日 帰 り AF0453

富士見高原のハイキングコースはほとんど
の道幅が広く、急な登りや下りの道がない
為初心者でも安心です。また眺望も良く天
気が良ければ富士山、南アルプス・北アル
プスを一望できます。湧水、森林浴、展望台
と変化に富
んでいて、

ゴールの花の里は色とりどりのゆりの花を愛
でるスポットになっております。

　山梨県

山々の絶景と八ヶ岳の秘境を歩く醍醐味
標高1,420ｍ天空の花園と八ヶ岳秘境ウォーキングコース

　　　　　各地［6：30-8：00］＝甲府南IC＝小淵沢IC
現地ガイド案内の元、秘境ウォーキングスタート　約７km　４時間半
西岳･編笠山登山口…不動清水…盃流し…富士見高原創造の森…富士見高原花の里
八峯苑　鹿の湯にて入浴休憩
小淵沢IC＝各地［17：20-19：00頃］

コ ー ス
■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

ご旅行日 7/29㈯・8/2㈬・5㈯
お１人様10,000円（昼食弁当付き）旅行代金

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000296/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705
sbs-tours.com/shopdetail/000000000827/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001024/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000052/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000249/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001025/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000056/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000836/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1705



