
春爛漫！南北まるごと満喫
ニュージーランド

８日間
BF0072

静岡空港発の中華航空にて台北
を経由しオークランドへ。春の

テカポ湖はまさにルピ

ナスが絨毯のように広がり見ご
ろを迎えます。この時期ニュー

ジーランドは春爛漫！至る所で
花々を見る事が出来ます。北か

ら南

の島を周遊するダイナミックで
贅沢な８日間を満喫出来ます。

帰りは台北に立ち寄りプチ観光
と飲茶のランチで舌鼓！

■上記代金には日程内の航空券代金・宿泊費・食事代・観光入場料が含まれます　■別途空港諸税・燃油負荷運賃・航空保険料が別途必要（約25000円 4/20日現在）　■利用予定

ホテル　オークランド：SKY CITY HOTELまたは同等クラス　テカポ：PEPPERS BLUEWATER RESORTまたは同等クラス　クイーンズタウン：MILLENNIUMまたは同等クラス

■利用航空会社：中華航空（CI）エコノミークラス　■添乗員：静岡空港から同行します　■最少催行人数：10名様　■食事条件：朝６回　昼６回　夕５回

南半球の美しい大自然に出会う旅

●旅行期間 2017年11月19日㈰～26日㈰

●旅行代金 363,000円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 ※お一人部屋追加代金　65,000円

７日間
BF0069 水の都サンクトペテルブルグとモスクワ

●旅行期間 2017年９月４日㈪～10日㈰
●旅行代金 333,000円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

※お一人部屋追加代金　39,000円（寝台車は相部屋となります）

■料金には日程内の航空券・宿泊費・食事代・観光入場料・列車代・水中翼船代・ロシアビザ代金が含まれます　※別途、
現地空港税・燃油負荷運賃・航空保険料が必要（約20000円　５月現在）　■利用予定ホテル　上海：アンバサダーホテル
または同等クラス　サンクトペテルブルグ：ソロソコスオリンピアガーデンまたは同等クラス　モスクワ：ホリデイイ
ンソコーリニキまたは同等クラス　■利用航空会社：中国東方航空（MU）エコノミークラス　■添乗員：静岡空港から
同行します　■最少催行人数：10名様　■食事条件：朝５回　昼５回　夕４回

１日目　富士山静岡空港　10：40（予定）集合　FDA173便　静岡空港11：45発にて空路、札幌丘珠
空港へ13：30着＝（専用車）＝天狗山ロープウェイ　ノスタルジックな小樽の街並みに
合うゴンドラに揺られて、空中散歩をお楽しみください。小樽港や石狩湾、晴れた日には遠
く暑寒別連峰や積丹半島が一望できます。＝小樽（フリータイム）約１時間＝小樽港　
18：30出港　※夕食後は、メインショー等船内イベント、大浴場、バーお夜食など各所でお
楽しみください。　にっぽん丸（泊）　

２日目　利尻島　８：00入港＝自由行動。又はオプショナルツアー等でお楽しみください。
17：00出港　にっぽん丸（泊）

３日目　ロシア・コルサコフ港　８：00入港（通船による上陸※にっぽん丸のテンダーボートまたは
現地の船に乗り換えて上陸します。）＝自由行動。又はオプショナルツアー等でお楽しみく
ださい。　17：00出港　にっぽん丸（泊）

４日目　小樽　10：00入港＝（専用車）＝札幌場外市場（昼食は各自でお召し上がりください）＝
札幌丘珠空港　FDA174便　14：00発にて空路、富士山静岡空港へ。15：50到着後、解散

■有効期間が2018年３月10日以降の旅券（パスポート）が必要となります　■ロシアの査証（ビザ）は、商船三井客
船㈱の旅行企画・実施のオプショナルツアー参加者および上陸されないお客様は不要です。それ以外のお客様は必要で
す（日本国籍の場合）　■出入国書類は商船三井客船㈱にて無料作成いたします（ロシアの査証取得費用は除きます）　
■渡航条件は2016年11月１日現在のものです。変更となる場合はご連絡致します　※利用予定航空会社：FDAフジド
リームエアラインズ　■添乗員：静岡空港から同行します　■最少催行人員10名　■食事条件：朝３回　昼２回　夕３回

静岡空港から行く芸術の国ロシア2都市世界遺産めぐり ４日間
AY0001 にっぽん丸　初秋のサハリン・利尻クルーズ

●旅行期間 2017年９月８日㈮～11㈪
●旅行代金（大人お一人様・税込）
客室タイプ ２名様１室 １名様１室
スタンダードステート 195,000円 235,500円
コンフォートステート 208,000円 252,400円
スーペリアステート 221,000円 269,300円
デラックスベランダ 319,000円 474,400円
※コンフォートステートを３名様１室利用の場合は、お一人様181,000円。その他の客室は、お問い合わせください。

すぐ傍のヨーロッパ　今年は郷愁のサハリンへ！！

１日目　富士山静岡空港集合　19：25　空路、台北経由オークランドへ　機内（泊）

２日目　オークランド着　18：40＝ホテルへ　オークランド（泊）

３日目　終日、土ボタルが幻想的なワイトモ鍾乳洞観光

　　　　ファームにてバーベキューランチとファームショー　オークランド（泊）

４日目　国内線にて空路、クライストチャーチへ　紙の大聖堂見学※ミサがある場合は外観のみとなります

　　　　青みがかった乳白色の美しいテカポ湖とルピナスの花観光（晴れていれば世界一美しい星空が見れます）　テカポ（泊）

５日目　マウントクック国立公園散策＝クイーンズタウン　クイーンズタウン（泊）

６日目　世界遺産ミルフォードサウンド観光（壮大な造形美をご堪能ください）　クイーンズタウン（泊）

７日目　半日クイーンズタウンとゴールドラッシュで栄えたアロータウン観光＝国内線にて空路、クライストチャーチへ

　　　　　空路、台北へ　機内（泊）

８日目　台北着　台北市内へ（行天宮・龍山寺・中正記念堂・お茶セミナー・飲茶）　空路、静岡へ　富士山静岡空港着　18：30

■利尻昆布プレゼント！！
透明で風味の良い出汁がとれ会席料理などにも使われる利尻昆布をお土産にご用意いたします。
■オプショナルツアー（別料金・大人お一人様予定代金）
９/９㈯利尻島　利尻島一周観光17,500円　利尻礼文二島早まわり21,000円　　９/10㈰コルサコフ　ユジノサハリンスク歴史散策22,500円　サハリンの自然散策26,500円
■エンターテイナー　オクサーナ・ステパニュック（オペラ歌手）
2000年リムスキー・コルサコフ「クルザールの結婚」マルファ役にてオペラデビュー。2014年ＦＵＧＡ国際音楽コンクール金賞・グランプリ受賞など数々の受賞歴を持つ。

１日目　富士山静岡空港　13：40　空路、上海へ　上海着　夕食後、外灘夜景見学　上海（泊）
２日目　上海市内観光（豫園・豫園商場・新天地）　 昼食後、空港へ　空路、サンクトペテルブルグへ

サンクトペテルブルグ着　サンクトペテルブルグ（泊）
３日目　エカテリーナ宮殿観光（バロック様式とロシア伝統の建築様式が特徴の宮殿。なかでも琥珀

の間は美しい部屋で知られています）＝世界三大美術館のエルミタージュ美術館（本館）見
学　サンクトペテルブルグ（泊）

４日目　ピョートル大帝夏の宮殿観光（庭園内には60以上の美しい噴水があります）＝サンクトペ
テルブルグ市内観光（血の上の教会・聖イサク寺院・ペトロパブロフスク要塞・ネフスキー大
通り・夜景鑑賞）＝寝台列車にてモスクワへ　車内（泊）

５日目　世界遺産クレムリンと赤の広場観光（皇帝の居城として栄えた要塞。聖ワシリイ大聖堂の屋
根は全てがたまねぎ型のドームになっています）＝世界遺産ノヴォデヴィッチ修道院・雀
ケ丘・ショッピング　モスクワ（泊）

６日目　世界遺産セルギエフ・ポサトのトロイツェセルギエフ大修道院の建造物群観光
空路、上海経由静岡へ

７日目　富士山静岡空港着　14：45

青嶋の
お薦めです！

こちらの日程は、ゆったりと
組まれており、年配の方にも
安心してニュージランドを
　お楽しみいただけます！

静岡空港発着特集

2017
7月号
vol.66

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。

出発日前日
より起算して

20日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の30％

30日前から3日前まで 2日前から
前　日

旅行代金の
30％

50,000円
30,000円
20,000円
旅行代金の20％

30万円以上
15万円以上30万円未満
10万円以上15万円未満
10万円未満

旅行代金の
50％

旅行代金の
全　額

旅行開始日及び
無連絡不参加 旅行開始後

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001031/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001035/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000933/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707


１泊２日
AF0597

●旅行期間 2017年　①10月15日㈰～16日㈪　②10月19日㈭～20日㈮

●旅行代金 35,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

★紅葉の美しさで賑う大
河・九頭竜川の中で最も

美しいとされ

る九頭竜湖の探訪。

★厳かな雰囲気漂う国史
跡の平泉寺を解説員と共

に拝観

★旧白山スーパー林道で
紅葉三昧♪

★世界遺産・白川郷と紅
葉のコラボも愉しみます

♪

１日目■静岡駅・焼津駅・牧之原SA［6：30-7：30］＝小牧JCT

＝一宮JCT＝白鳥IC＝九頭竜湖・箱ヶ瀬橋（湖面を染める錦

秋の紅葉） 11：30-12：00　ホテルフレアール和泉 12：20-

13：10頃　国史跡白山平泉寺（解説員の案内で一面の苔が美

しい六千坊といわれる中世遺跡探訪） 13：40-15：40　ホテ

ル着 16：00頃　ホテルハーヴェスト スキージャム勝山（泊）

２日目■HTL 9：00頃出発　谷トンネル＝石川県立白山ろ

く民俗資料館 9：40-10：20　白山白川郷ホワイトロード

（旧白山スーパー林道）・ふくべの大滝（岩壁の紅葉に抱かれた

白山一の滝）　栂の木台（標高1400m、ブナ、ミズナラの紅葉

と加賀山塊の眺望）　白川郷IC＝牧之原SA・焼津駅・静岡駅

［19：15-20：15］

限られた期間にしか見ることの出来ない大自然が織り成す秋模様

大河・九頭竜湖と紅葉のコントラストを愉しみ、白山国立公園へ絶景ドライブ

紅　葉

日帰り
AF0304 出梁造りの奈良井宿と紅葉１万本の秘境・もみじ湖

●旅行期間 2017年10月25日㈬・28日㈯（昼食付き）

●旅行代金 11,800円
★個人では訪れにくい伊那の秘境へご案内
★１万本のもみじが山を紅く染める絶景
★奈良井宿のご当地の味に舌鼓♪
★風情のある奈良井宿の街並みを散策

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝
甲府南IC＝伊那IC
奈良井宿（昼食）・・・奈良井宿内散策＝もみじ湖

（箕輪ダム）＝伊北IC＝甲府南IC＝富士IC・清
水駅・静岡駅・焼津駅［18：50-20：20］

信濃路の紅葉の名所と中山道の宿場町

日帰り
AF0123 錦秋の南アルプスの大自然体験

●旅行期間 2017年10月26日㈭・27日㈮・28日㈯・29日㈰
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★静岡の宝！！奥大井の南アルプスの秋を堪能
★毎年ご好評いただいているコースです
★手付かずの大自然を、現地案内人と共に散策
★山小屋の食事とは思えない和洋折衷ランチ

静岡駅・焼津駅［6：30-7：00］＝（貸切バス）＝白樺荘で
許可車両に乗り換え＝★畑薙大吊り橋＝聖登山口＝★
椹島ロッジ（昼食）＝★二軒小屋（大井川渓流沿いの散策
や紅葉に彩られる南アルプスの眺望をお楽しみください。
自然ガイドがご案内します。）＝白樺荘で貸切バスに乗
り換え＝（貸切バス）＝静岡駅・焼津駅［19：30-20：00］

聖地高野山 福智院で宿坊体験の旅
１泊２日
AF0589

●旅行期間 2017年10月31日㈫～11月１日㈬

●旅行代金

★高野山２日間滞在。金
剛峯寺をはじめ奥之院ま

でじっくり

拝観します

★天然温泉のある福智院
に宿泊。洗練された精進

料理もご賞味

１日目■清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［5：30-7：30］＝三ケ日

JCT＝亀山JCT＝天理IC＝柿の葉寿司夢宗庵（昼食）＝奥之

院 散策＝苅萱堂＝宿坊 福智院（泊）

２日目■6：00 ※朝のお勤め（勤行）どなたでも参加出来ます。

この機会に是非体験ください　宿坊＝壇上伽藍（根本大塔・金

堂・御影堂・御社）＝高野山真言宗の総本山 金剛峯寺＝高野山

霊宝館＝金剛三昧院＝昼食＝天理IC＝亀山JCT＝三ケ日

JCT＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：45-20：45］

世界遺産高野山を代表する２つの古刹を現地案内人と巡る

日帰り
AF0409 初秋の長瀞・秋の七草寺をめぐる旅

●旅行期間 2017年９月17日㈰・20日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

★秩父の先達と共にプチ巡礼の旅。
★地元食材を使った和食ランチ♪
★秋の七草を愛でながらの巡礼で身も心もリフレッシュ！！
★専用バスの移動なので、歩かずラクラク♪
　（当日の道路状況により歩いていただく場合もございます）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：05］＝海老名JCT（圏央道）＝花園IC＝
有隣倶楽部（風雅な庭園望む日本建築で地元の食材を使った和食膳昼食）　11：00-11：45
※秩父先達会の案内人と巡礼
不動寺（ナデシコ）→真性寺（オミナエシ）→法善寺（フジバカマ）→多宝寺（キキョウ）→洞昌院（ハギ）→遍照寺（クズ）→道光寺（オバナ）
約３時間半、バスで巡ります。（途中、15分程歩いて頂く箇所もございます）　11：50-15：20頃
花園IC＝（圏央道）海老名JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：20-20：00頃］

日帰り
AF0605

旧華頂宮邸　特別公開
●旅行期間 2017年10月14日㈯
●旅行代金 13,500円（昼食付き）

★年に２回公開される華頂宮侯爵旧邸を観覧
頂きます

★報国寺の竹の庭園や最古の寺院・杉本寺、
古札・浄妙寺を拝観

★小町通りの散策やお買い物もお楽しみ頂き
ます

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝海老名JCT＝茅ヶ崎西IC＝自由散策（鶴岡八
幡宮・小町通・鎌倉農協連即売所）＝昼食（鎌倉パークホテル）＝旧華頂宮邸見学　※年２回の
特別公開です。モダンで美しい歴史的価値のある建造物です＝報国寺　※竹の庭園が美しく
竹寺とも呼ばれています＝杉本寺　※鎌倉で最も古い歴史のあるお寺です＝浄妙寺　※鎌倉
五山第五位の綺麗なお寺です＝釜利谷JCT＝海老名JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅

［18：30-20：00］

鎌倉の古都美寺めぐり

秋の道南から東北縦断　紅葉の名所巡り５泊６日
AF0603

●旅行期間 2017年10月30日㈪～11月４日㈯

●旅行代金 お２人で 336,000円（２名一部屋ご利用）

★新造船のスーペリアオ
ーシャンビュールームに

乗船。
★全席36席のゆったり

とした『プレミアム36
』

で北海道から東北を縦断
。

★洞爺湖や十和田湖、奥
入瀬渓谷、鳴子峡など紅

葉の名所にご案内します
。

★源泉かけ流しの宿に４
泊。ゆっくり温泉や郷土

料理をお楽しみください
。

１日目■掛川駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-9：00］＝★佐原の街

並み散策＝★国営ひたち海浜公園散策＝大洗港（夜）～新造船・さん

ふらわぁさっぽろ または ふらの乗船～夕食は船内レストランにて。

船内スーペリアルーム（泊）　２日目■船内レストランにて朝食～

（13：30）苫小牧港着＝★洞爺湖（遊覧）＝大沼温泉　大沼プリンス

ホテル（泊）　３日目■大沼温泉＝★大沼国定公園クルージング＝

★トラピスチヌ修道院＝★五稜郭＝★函館港（午後）～フェリー

～（夕刻）青森港＝浅虫温泉　海扇閣（泊）　４日目■浅虫温泉＝

★奥入瀬渓谷散策＝★十和田湖畔遊覧＝花巻温泉　愛隣館（泊）　

５日目■花巻温泉＝★厳美渓＝★鳴子峡＝★磐梯吾妻スカイ

ライン＝土湯温泉　山水荘（泊）　６日目■土湯温泉＝★磐梯

吾妻レークライン＝★大内宿散策＝★塔のへつり＝清水駅・

静岡駅・焼津駅・掛川駅［18：30-20：10］

“プレミアム36”と新造船フェリーで行く日本列島の旅

３名様１室利用（お一人様）

40,800円
38,800円 42,800円４名様１室利用（お一人様）

２名様１室利用（お一人様）

■最少催行人員：15名様より催行。添乗員が県内より全行程に同行します。

■お食事：朝５回／昼６回／夕５回　　■宿泊予定ホテル：日程表内に記載。

■最少催行人員：15名様より催行。

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

神社仏閣

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

染谷の
お薦めです！

フェリーとデラックス
バスを利用した新企画です。

快適な縦断の旅を
お楽しみください。

田代の
お薦めです！

秋だけ見ることが出来る
山々の紅葉を

圧倒的スケールで
お愉しみください！！

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000290/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000292/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001038/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001036/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000749/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001037/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001051/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707


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。

出発日前日
より起算して

20日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の30％

30日前から3日前まで 2日前から
前　日

旅行代金の
30％

50,000円
30,000円
20,000円
旅行代金の20％

30万円以上
15万円以上30万円未満
10万円以上15万円未満
10万円未満

旅行代金の
50％

旅行代金の
全　額

旅行開始日及び
無連絡不参加 旅行開始後

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。

最少催行人員：日帰り25名、宿泊20名。添乗員：同行します。

歩く旅 日帰り
AF0236 神秘の池・八方池　秋の白馬八方尾根ハイキング

●旅行期間 2017年９月23日㈯・27日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★神秘の池・八方池のハイキングツアー
★現地プロガイドと一緒のハイキングで安全＆安心♪
★北アルプスの白馬連邦など爽快な眺望を手軽に楽しめる
★湿原やガレ場など、変化に富んだコースを愉しむ

静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：10］＝（朝霧高原）＝甲府南IC＝安曇野IC＝白馬・八方駅　☆昼食はお弁当とお茶をお配りします。
【八方アルペンライン】　八方駅（標高773m）＋（ゴンドラリフト・８分）＋兎平（標高1400m）
　　　　　　　　　　　兎平＋（アルペンクワッドリフト・７分）＋黒菱平（標高1680m）
　　　　　　　　　　　黒菱平＋（グラートクワッドリフト・５分）＋第一ケルン（標高1830m）
【八方尾根自然研究路ハイキング　約３時間半】　※リフト終点から標高2060ｍ、神秘の池“八方池”往復の約５kmのハイキング
☆途中、天気が良ければ八ヶ岳～浅間連峰、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、白馬三山が望めます！大パノラマを見ながら、登るにつれ感
じる空気の爽やかさや透明感に満ちた空の青さと神秘の池・八方池に映る北アルプス白馬連峰の景色をお楽しみ下さい。
※歩きやすい木道コースが整備されています。地元ガイドがご案内します。
第一ケルン＋黒菱平＋兎平＋八方駅＝安曇野IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅［19：50-20：50］

日帰り
AF0606 秋の入笠山1,955mと大阿原湿原散策

●旅行期間 2017年10月25日㈬・28日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★往復ゴンドラ利用で花の百名山を気軽に愉しむ
★山頂からは富士山・八ヶ岳・南アルプス・北アルプスの絶景！！
★経験豊富なガイドによる解説♪
★秋色に染まるカラマツ等、紅葉を愉しむ

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：10］＝諏訪南IC
富士見パノラマリゾート＝ゴンドラ利用＝山頂駅
入笠湿原～御所平お花畑～入笠山山頂1,955m（昼食）～大阿原湿原入口～湿原周遊～入笠湿原
～山頂駅＝ゴンドラ利用＝山麓駅（ガイド終了）　（８km、コースタイム３時間20分）
※持ち物について：セパレートタイプの雨具、防寒着、標高2,000m程度の登山になりますので、トレッキングシューズがお薦めです。
諏訪南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：20-19：50頃］

日帰り
AF0596

●旅行期間 2017年10月18日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★今大人気の古地図歩きを、専門ガイドと共に
めぐる

★イヤホンガイド装着で案内を聞き逃さない
★近代的なビル群の中から江戸時代の面影を探
す浪漫溢れる旅♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：30-9：40］＝霞ヶ関IC
虎ノ門～大手町コース

【コース概要】　虎ノ門交差点付近（降車）→虎ノ門金比羅宮→虎ノ門跡→潮見坂→霞が関坂→日比谷公園→
外桜田門→二重橋→坂下門→桔梗門→和田倉門跡→大手門→平将門首塚→大手町サンケイビル付近（乗車）
霞ヶ関IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：50-18：50］

３泊４日
AF0598

●旅行期間 2017年10月15日㈰～18日㈬

●旅行代金 99,000円（１～２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

★人気の瀬戸内・千光寺
・尾道・松山城をよくば

り観光

★地元案内人とともにバ
スと徒歩でしまなみ街道

をめぐる

★多美島の絶景を眺めな
がらのウォーキング

★往復新幹線で移動もラ
クラク♪

１日目■静岡駅集合［8：11発］＝浜松駅＝岡山駅（乗換）＝福山駅＝尾道（千光寺公園・・・文学

のこみち・・・千光寺）＝福山市内（泊）　２日目■福山市内＝向島・・・因島大橋《約90分》・・・因島

大橋記念公園＝因島・・・生口橋《約75分》・・・赤崎港＝瀬戸田（耕三寺などを自由散策）《約45分》

＝瀬戸田パーキングエリア・・・大山祇神社（案内参拝）《約30分》＝多々羅大橋《約80分》・・・道の駅

多々羅しまなみ公園＝福山市内（泊）　３日目■福山市内＝大島・・・伯方・大島大橋《70分》・・・道

　　　　　　の駅･伯方SCパーク＝伯方島・・・大三島橋《60分》・・・大三島＝大島・亀老山展望公園

　　　　　　　　　《15分》＝よしうみいきいき館・・・来島海峡大橋《150分》・・・糸山公園＝道後

　　　　　　　　　　　温泉（泊）　４日目■道後温泉＝松山城＝坂の上の雲ミュージアム＝松

　　　　　　　　　　　　山市内で郷土料理のご昼食＝岡山駅＝浜松駅＝静岡駅［20：32着］

絶景の白川郷合掌造り集落散策と

飛騨小坂 溶岩台地の森 滝めぐりハイキング
１泊２日
AF0604

●旅行期間 2017年11月10日㈮～11日㈯

●旅行代金

★秋色に染まる世界遺産
・白川郷にご案内します

★日本で一番滝の多い町
飛騨小坂で、溶岩台地の

森

　絶景ハイキングをお楽
しみ頂きます

１日目■清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：30-8：30］＝美濃関JCT＝荘川IC＝昼食（そばの

里荘川）＝世界遺産白川郷合掌造り集落見学＝飛騨高山　ひだプラザホテル（泊）

２日目■ホテル・・・宮川朝市散策＝がんだて公園

溶岩台地ハイキング（滝巳橋・円空座禅岩・三ツ滝・行者橋他）＝がんだて公園

※所要時間　約２時間30分～３時間　約６km　初級　高低差80ｍが１箇所あります

天然炭酸泉の湯＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［19：15-21：15］

～秋の飛騨めぐり～

島と島を結び尾張から今治を繋ぐ海の道

秋麗の瀬戸内　多島美を歩き

じっくり愉しむ『しまなみ街道ウォーク』

31,000円 33,000円 36,000円 38,000円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）

１泊２日
AF0516

●旅行期間 2017年　①10月25日㈬～26日㈭　②10月29日㈰～30日㈪

●旅行代金 32,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

★東洋のマッターホルン
とも言われる大源太湖

を、地元案内人とネイチ
ャーウォッチング

★日本一の最大地上高ロ
ープウェイ乗車で錦秋

の二居湖を跨ぐ

★ドラゴンドラと田代ロ
ープウェイでラクラク

ハイキング♪
★２日目はじぶんのペー

スでゆっくりと自由に

紅葉のなえば高原を散策
！！

１日目■焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝海老名JCT＝湯沢IC

現地案内人と共に大源太キャニオンのネイチャーウォッチング（希望大橋、四十八滝など紅葉の大

源太湖遊歩道を散策）　ホテル着 15：45頃　苗場プリンスホテル（泊）

２日目■HTL 9：00頃＝二居＋田代ロープウェー（錦秋の二居湖を跨ぐ日本一の最大地上高ロー

プウェー）＋たしろ高原（標高1413m・・・紅葉に縁取られた田代湖を眺望する高原遊歩道散策）・・・

たしろ高原山頂駅＋ドラゴンドラ（錦秋の上越国境を天空より仰ぐ約30分、全長5,400mの空中散

歩）＋なえば高原＝月夜野IC＝海老名JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：30頃］

東洋のマッターホルン・大源太山を望む大源太キャニオン散策と

錦秋の上越国境を天空より仰ぐドラゴンドラの旅

古地図片手に江戸さんぽ第一弾！！虎ノ門から大手町
近代的なビル群を歩きながら江戸の面影を探す旅

　　　　　　　　　　　　　　　　■お食事：朝３回／昼４回／夕３回

　　　　　　　　　　　　　　　　■宿泊予定ホテル：

　　　　　　　　　　　　　　　　　１・２泊目　ルートイングランディア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３泊目　ホテルパティオドウゴ

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回
■お食事：朝１回／昼２回（弁当）／夕１回

田代の
お薦めです！

歴史と文化にあふれる
島々を結ぶ全長役70kmの

海の道を徒歩とバスで
じっくり巡ります

青嶋の
お薦めです！

秋の美しい白川郷の風景と
紅葉の森をのんびり歩きます。

天然炭酸泉のお湯も
楽しみ！

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001039/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001040/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000065/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001041/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001042/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000943/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707


日帰り
AF0140

●旅行期間 2017年

①10月13日㈮・21日㈯
②11月15日㈬・19日㈰

●旅行代金 30,800円
　　　　　（昼食弁当付き）

★国内外で絶大な人気を集めるマンガ「ONE PIECE」の世界と四代目市川猿之助による「ス

ーパー歌舞伎Ⅱ」が奇跡の融合を果たした舞台、スーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』。

★2015年、大人気のうちに幕を降ろした『ワンピース歌舞伎』。再演希望の熱狂的な声を受け、

新たな物語を上演します！！

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-8：05］＝（東名高速）＝東京IC＝（首都高速）＝新橋

演舞場　※早く到着した場合には、新橋演舞場周辺でご散策時間をお取り致します。

新橋演舞場　10,11月公演　スーパー歌舞伎Ⅱ

演目：ワンピース　ONEPIECE　　出演予定：市川猿之助　他

※お席は１等席でご用意致します。※幕間に演舞場特製のお弁当をご用意致します。

新橋演舞場＝（首都高速）＝東京IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［18：00頃-19：15頃］

日帰り
AF0600

●旅行期間 2017年９月11日㈪・15日㈮・22日㈮
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★ワイナリー見学ではジュースやワインの試飲をお愉しみ♪
★ぶどう畑に佇む人数限定のフレンチレストラン『キュイエット』に

て地元の食材に拘ったコースランチを堪能♪
★大村美術館にて開館10周年記念特別展を鑑賞

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：20］＝韮崎IC
シャトレーゼ　ベルフォーレワイナリー　ぶどう畑や工場内の見学
キュイエットにてフレンチ　12：20-13：20
大村美術館『開館10周年記念特別展』　13：40-15：00
韮崎IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00頃］

日帰り
AF0593 興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」

●旅行期間 2017年９月29日㈮・10月４日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★日本で最も著名な仏師・運慶の名品を展示する史上最大の運慶展が
東京国立博物館で開催！！じっくりご鑑賞ください！！

★午後は南青山の根津美術館にて約7400点のコレクションの中か
ら珠玉の名作をご鑑賞！！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝東京IC＝
東京国立博物館にて『興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」』　10：40-12：15
上野の杜　韻松亭にてご昼食　12：30-13：30
根津美術館にて　ほとけを支える―蓮華・霊獣・天部・邪鬼―　14：00-15：30
蓮華に坐す如来から、邪鬼を踏みつけて立つ明王まで、ほとけを支えるものの表現と意味を考えます。
渋谷T/G＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-19：15］

日帰り
AF0599

●旅行期間 2017年10月３日㈫・６日㈮・７日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

★少人数限定のレストラン『霜月亭』にてお箸と有田焼でいただく
フレンチを堪能

★町田ダリア園では約500品種、4000株の大・中・小輪のお花や
ダリア独特の花色である二色咲き、絞り咲き、ブレンドなど美し
さを楽しむ品種や、花径30センチを超える巨大輪から３センチ
程のポンポン咲き品種までをお愉しみください

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：45］＝横浜町田IC
町田ダリア園（約500品種・4000株、色とりどりのダリア）　10：45-11：45
霜月亭（お箸と有田焼でいただくフレンチを堪能）　12：00-13：30
西山美術館（彫刻のロダンと絵画のユトリロを専門とした美術館）　13：40-15：10
横浜町田IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：30］

●旅行期間 2017年９月９日㈯・13日㈬

●旅行代金 15,800円（昼食付き）

★アメリカから『吉原の花』を呼び、岡田美術館所蔵の『深川の雪』とともに138年ぶりに同時展示！！

★来年４月から耐震補強工事の為２年休業が決まった富士屋ホテル。休業前に80余年変わらぬクラ

シカルな雰囲気のメインダイニングルーム『ザ・フジヤ』にてコースランチを堪能

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-9：00］＝御殿場IC＝

箱根ラリック美術館にて「豪華列車が旅した南フランス　ラリックの夢をのせて」展　10：15-11：15

富士屋ホテルでコースランチ（130余年の歴史を受け継ぐ「富士屋ホテル」。来年４月から約２年間、耐震補強工事と設備を刷新で休業となること

が決定しました。昭和５年に建てられたメインダイニングルーム「ザ・フジヤ」は80余年もの間変わらぬクラシカルな雰囲気が魅力です。代々受

け継がれてきた伝統のフランス料理を、店内の意匠や彫刻、見ごたえのある格天井などご覧いただきながらお楽しみください。）　11：30-13：00

岡田美術館にて歌磨大作『深川の雪』と『吉原の花』―138年ぶりの夢の再会―展　13：15-15：15

御殿場IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：30-18：30］

●旅行期間 2017年10月８日㈰・11日㈬・14日㈯

●旅行代金 15,800円（昼食付き）

★１日１本のみ運行の特別列車であり、明知鉄道の

グルメ列車の中でも１番人気の『きのこ列車』に

ご乗車いただき、秋の味覚と豊かな自然の風景を

楽しむ旅

★地元ガイドの案内

　で江戸時代の情緒

　溢れる城下町をぶ

　らり散歩

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-8：00］＝恵那IC

中山道広重美術館　10：45-11：45

恵那駅＋明知鉄道・きのこ列車（地元で愛されるローカル列車内

にて、季節限定メニューをのどかな車窓の風景を眺めながら賞

味。約50分）＋明知駅

恵那・岩村町（案内人と江戸時代の情緒あふれる城下町をぶら

り）　13：40-15：10頃

恵那IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：00-19：30頃］

秋の味覚と豊かな自然の風景を愉しむきのこ列車に乗って

のんびり訪ねるのどかな秘境

江戸時代の面影残す　中山道と岩村町を訪ねる

30名様限定
日帰り
AF0595

日帰り
AF0592 【深川の雪】と【吉原の花】同時観賞と来年から２年おやすみの

富士屋ホテル『ザ・フジヤ』でいただくコースランチ

喜多川歌麿「深川の雪」（部分）　享和２年～文化３年（1802～06）頃

岡田美術館蔵

喜多川歌麿「吉原の花」　寛政３～４年（1791～92）

ワズワース・アセーニアム美術館蔵

新橋演舞場　スーパー歌舞伎Ⅱ
ワンピース　ONEPIECE

©尾田栄一郎　集英社

ノーベル医学・生理学賞受賞・大村智博士の韮崎大村美術館鑑賞と
ぶどう畑の中のちいさなレストランでいただくフレンチ

25名様限定！！　美食と芸術の旅

25名様限定！！　お箸と有田焼でいただくフレンチと
花と芸術で心満たされる１日

日帰り
AF0609

●旅行期間 2017年９月26日㈫・28日㈭
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★３年に一度開催される現代アートの国際展を鑑賞
★ウィーン芸術様式のインテリアに統一された華麗でノスタル

ジックな雰囲気のレストラン
★旬の食材を吟味したフレンチをご堪能ください。

焼津・静岡・清水・富士IC・沼津IC［6：30-8：25］＝（東名高速）＝
ヨコハマトリエンナーレ2017　島と星座とガラパゴス　鑑賞【横浜美術館】
【Alte Liebe アルテリーベ 横浜本店にてフレンチのご昼食】
【横浜赤レンガ】にてアート散策
＝（東名高速）＝沼津IC・富士IC・清水・静岡・焼津［17：00-19：00］

「ヨコハマトリエンナーレ2017 島と星座とガラパゴス」鑑賞と
クラシカルなレストランで味わう「ヨーロピアンキュイジーヌ」

３年に一度　現代アートの国際展示

時を超え果たした夢の共演！！

芸術鑑賞とグルメ

田代の
お薦めです！

人気のきのこ列車を
貸し切って、のどかな秘境の

風景と秋の味覚を
楽しみます

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001046/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001045/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001047/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001048/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001043/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001044/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000757/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707


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。

出発日前日
より起算して

20日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の30％

30日前から3日前まで 2日前から
前　日

旅行代金の
30％

50,000円
30,000円
20,000円
旅行代金の20％

30万円以上
15万円以上30万円未満
10万円以上15万円未満
10万円未満

旅行代金の
50％

旅行代金の
全　額

旅行開始日及び
無連絡不参加 旅行開始後

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。

最少催行人員：日帰り25名、宿泊20名。添乗員：同行します。

芸術鑑賞

花　火

伝統鑑賞

日帰り
AF0041 真夏の夜を飾る　清水港海上花火大会クルーズ

●旅行期間 2017年８月６日㈰（小雨は決行、荒天・強風の場合は中止）

●旅行代金 6,500円（大人・小人 均一料金）

※大人・小人（小学生以上）同一料金です。
　お食事を必要とする小学生未満の幼児はお子様プレートのご用意で、お一人様
　4,000円、お食事を必要としない幼児はお一人様乗船料として1,000円で承り
　ます。
　（但し事前にお電話でお知らせ下さい。当日のお申し出は旅行保険加入の手続上、お受けできません）
※船内の席はすべて指定席となっており、原則、他のお客様と相席になります。尚、乗船開始時間に間に合わない場合は、お
申込み番号を無効とさせて頂くこともございます。

※参加費用には乗船料、夕食弁当代、お茶、主催旅行保険が含まれます。
※当日の食べ物・飲物の持込はご遠慮下さい（お飲物等は船内にて販売しております）。
※参加費用には清水港までの交通費は含まれておりません。
※募集人員／240名　※最少催行人員／150名　※添乗員：同行いたします。
※清水港近辺にはエスパルスドリームプラザや県営の駐車場をはじめ、いくつかの駐車場がございますが、
　当日は大変な混雑が予想されますので、公共の交通機関をご利用下さい。

レストラン船『ベイプロムナード』の船上から見学 日帰り
AF0067

●旅行期間 2017年８月11日㈮㈷
●旅行代金 13,800円（夕食弁当付き）

★今年から開催する法多山の風鈴まつりへご案内

★ふくろい遠州の花火2017をイス席で鑑賞＆お弁

当付き

★特設駐車場利用で、会場までラクラク♪

静岡駅・焼津駅・牧之原SA［13：00-14：00］＝袋井IC

法多山にて風鈴まつり　14：45-16：45

ふくろい遠州の花火-21：00頃

※イス席をご用意致します。※夕食はお席でお弁当を召し上がっていただきます。

※特設駐車場をご用意致しますので会場まで近くて、ラクラクです。

袋井IC＝牧之原SA・焼津駅・静岡駅［21：30-22：20］

●旅行期間 2017年９月下旬～10月上旬開催予定

●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★迎賓館赤坂離宮本館内
部見学ツアー！！

★個人では予約が取りづ
らい本館の内部ツアーを

開催！！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝東京IC＝

明治神宮外苑　聖徳記念絵画館

迎賓館　赤坂離宮本館内部見学

■重要事項【迎賓館について】

●迎賓館入場に際しては、お待ちいただくことがございます。

●国公賓等の接遇その他迎賓館の運営上の都合により、公開が中止とな

　る場合があります。その場合は代替観光地のご案内となります。

●内閣府に参観者名簿を事前提出する場合があります。

　氏名・ふりがな・性別・生年月日・住所を同行者含め、提出をお願いします。

●迎賓館近くに駐車場がないため徒歩で移動いたします。

●入場の際、荷物検査・金属探知機のセキュリティチェックが実施されます。

●改修工事のため、「朝日の間」はご見学いただけません。

●飲食・喫煙・スケッチ・拡声器使用・プラカード使用・横断幕等の掲示・他の来場者の迷惑となる行為

は禁止です。

●本館内の写真撮影はできません。外観の写真撮影は可能ですが、業務用大型カメラ及び三脚・脚立・

自撮棒等撮影補助機材の持ち込みはできません。

●酒気帯び、泥酔により意識障害が起きていると推認される方の入場を断られる場合があります。入

場前のご飲酒はお控え下さい。

●天候等により公開が中止となった場合は、代替観光地または前庭のみの公開となる場合があります。

渋谷T/G＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-19：15］

２泊３日
AF0583

●旅行期間 2017年８月23日㈬～25日㈮

●旅行代金 63,800円
（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

★若狭地方だけの子ども
たちのお祭り小浜化粧地

蔵盆の風景を楽しむ

★化野念仏寺の幻想的な
千灯供養へ

★嵐山の老舗『渡月亭』
や美山かやぶきの里の天

然鮎・貴船川で納涼床昼

食を堪能と、美食もお楽
しみ♪

１日目■静岡駅・焼津駅・吉田IC・掛川IC・浜松IC［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 9：00頃＝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）＝

鯖街道　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）　からすま京都

ホテル（泊）
３日目■ホテル 9：15頃＝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＝浜松IC･掛川IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：30-20：20］

１泊２日
AF0590

★人気の観光地『郡上八
幡』の城下町やお城を散

策

★美濃和紙あかりアート
展へご参加

★可児・花フェスタ記念
公園にて秋バラフェスタ

鑑賞

★人間国宝七代加藤幸兵
衛の作品など美濃焼きの

代表

的な窯元を見学

１日目■清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC［7：00-9：20］＝小牧JCT＝郡上八幡IC＝郡上八

幡（郷土料理のご昼食後、郡上八幡城をはじめ城下町をご散策）＝岐阜グランドホテル（チェックイ

ンとご夕食）＝美濃・美濃あかりアート展（うだつの上がる町並の軒先に美濃和紙で作られた温かみ

のある行灯が飾られるイベント）　岐阜グランドホテル（泊）

２日目■HTL 9：00＝可児・花フェスタ記念公園（秋バラ咲く世界のバラ園、バラのテーマガーデ

ン）＝多治見市内にて和洋折衷のコースランチ＝市之倉さかづき美術館（地元生産の薄く繊細な

盃）・・・幸兵衛窯（人間国宝・７代の加藤幸兵衛作品）＝せと品野IC＝浜松IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅・

清水駅［17：00-19：20頃］

開催予告！！聖徳記念絵画展鑑賞と

日本で唯一のネオ・バロック様式の西洋建築物『迎賓館赤坂離宮』見学
日帰り
AF0608

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
第24回美濃和紙あかりアート展と清流と名水の城下町、

郡上おどりのふるさと郡上八幡を訪ねる
うだつの町並みと和紙のあかり作品が織りなす神無月の宵

※お一人部屋追加代金　5,000円
●旅行期間 2017年10月８日㈰～９日㈪㈷

●旅行代金 43,800円
（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

※お一人部屋追加代金　5,000円

■集合場所・時間　清水港マリンパーク
　（午後６時20分より受付開始・それ以前は受付出来ません。）
※お席は事前指定席となっており、当日の受付順ではございません。
午後６時40分乗船開始／午後６時55分頃出港／午後８時30頃帰港予定

遠州古刹の夏　風鈴まつりと
全国花火名人選抜競技大会　ふくろい遠州の花火2017

★清水港祭りのフィナーレを飾る清水港海上花火大会をレストラン船『ベイプロム
ナード』を貸し切って鑑賞
★船の中でお食事もお楽しみいただけます♪
★大ベテランの船長が、見やすい場所へ連れて行ってくれますので、大迫力の花火
を楽しむことができます！！

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回
■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

催行決定

田代の
お薦めです！

明治以降の建造物として

初めて国宝に指定された貴重な建物。

日本外交の一旦を担う

迎賓施設内部を

期間限定で公開！！

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001049/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/005000000018/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001050/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001023/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001028/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1707


人気の
日帰り旅行

好評
発売中

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。

出発日前日
より起算して

20日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の30％

30日前から3日前まで 2日前から
前　日

旅行代金の
30％

50,000円
30,000円
20,000円
旅行代金の20％

30万円以上
15万円以上30万円未満
10万円以上15万円未満
10万円未満

旅行代金の
50％

旅行代金の
全　額

旅行開始日及び
無連絡不参加 旅行開始後

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。

最少催行人員：日帰り25名、宿泊20名。添乗員：同行します。

AF0453

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［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＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-19：00頃]

標高1,420ｍ天空の花園と八ヶ岳秘境ウォーキングコース
●旅行期間 2017年７月29日㈯・８月2日㈬・5日㈯
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）

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。

山々の絶景と八ヶ岳の秘境を歩く醍醐味

AF0464

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：15-7：55］＝沼津IC＝海老名JCT＝日の出IC　玉堂美術館（日本画壇の巨匠・川合玉堂の作品を展示）　10：55-11：
55頃　ままごとや（すずやかな豆腐懐石）　11：30-13：00　滝本駅+ケーブルカー+御岳山駅・・・山の斜面に咲くレンゲショウマ群生地・・・御岳山駅+ケ
ーブルカー+滝本駅　13：50-15：00　日の出IC＝海老名JCT＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-19：40］

ままごとやの豆腐懐石と御岳山に咲くレンゲショウマ
●旅行期間 2017年８月19日㈯・23日㈬　●旅行代金 13,800円（昼食付き）

毎年ご好評頂いております御岳山のレンゲショウマの群生地を
訪ねるツアーです。可憐なレンゲショウマをお楽しみください。
ご昼食は昨年ご好評をいただきました青梅の人気店、ままごと
屋で豆腐懐石をご用意致しました。また、根強い人気の玉堂美
術館をご鑑賞頂きます。

東京の奥座敷

AF0029

静岡駅・清水駅・富士IC［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　14：
45-15：15〈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〉＝
安曇野IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅［19：00-20：10］

五竜アルプスハイクと姫川源流散策
●旅行期間 2017年７月22日㈯・26㈬
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

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。

焼津駅・静岡駅・清水駅［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＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：40-20：40］

●旅行期間 2017年７月22日㈯・26日㈬
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）

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。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝諏訪南IC＝富士見パノラ
マリゾートにてゴンドラ乗車　山麓駅＋山頂駅1,800m～入笠湿原～御所
平お花畑～入笠山山頂1,955m（昼食）～御所平お花畑～入笠湿原～山頂駅
＋山麓駅（3.8km、コースタイム２時間00分）　諏訪南IC＝富士IC・清水
駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00］

●旅行期間 2017年８月26日㈯・29日㈫
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）

入笠山は高所までゴンドラが通じており、アプローチ
の容易な花の百名山として有名です。山頂からは八ヶ
岳を眼前に富士山、南アルプス、北アルプスの眺望に
も優れています。帰りはお花畑を散策しながらスター
ト地点に戻ります。山中では、レジメを使った高山植
物や自然のエコツアー解説や撮影時間を随時設けます。
また、初心者向けストック講習会（希望者にはレンタルストック１本付き）
を実施します。最近、登山をする人が皆持っているストック。人に勧められ
て使っているが、いまいち効果が実感できない。そんな方は是非。基本的な
持ち方から、便利な利用法、メンテナンスまで、実際のフィールドに出かけ
てストックの使い方をマスターしましょう。

島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：50-9：00］＝小山町須
走　東口本宮冨士浅間神社着　本殿にて参拝（木札をお渡しします）＝狩
休（２合目～３合目付近）・・・３合目・・・御室浅間神跡（４合目）・・・古御嶽神
社（５合目）＝東富士山荘にてご昼食＝東口本宮冨士浅間神社着※巡拝の
道を歩いた証として、木札に神社焼き印をいれます。＝富士IC・清水駅・静
岡駅・焼津駅・藤枝駅・島田駅［16：00-18：30］

【歩行距離】約4.5km　【歩行時間】約２時間30分　【高低差】400m　
【レベル】初級者向け

●旅行期間 2017年８月26日㈯・29日㈫
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

小山町須走の富士浅間大社
や須走登山道の自然環境、
歴史、文化、パワースポッ
トを巡ります。
富士山巡拝の道を歩いた証
として、願いごとを書いた
木札に神社焼き印をいれ、
お持ちかえりいただきます。

島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-9：30］＝長
池親水公園・・・大平山登山口・・・大平山にて昼食・・・長池山・・・花の都公園・・・
＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅・島田駅［16：00-18：40］
○歩行距離：約7.2㎞　○ガイド：自然学校ガイド　○歩行時間：約４時間

（昼食休憩含む）　○高低差：311ｍ　○最高標高：約1,296ｍ、最低標高約
985ｍ　○レベル：初級者

●旅行期間 2017年７月20㈭・23日㈰
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

富士山麓のなかで最も美しい散歩道のひとつ「大平山コース」をハイキング
自然ガイドの案内で様々な植物を観賞
標高1,000ｍの花・植物を思う存分満喫！！

焼津駅・静岡駅・清水駅［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＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：20-20：20頃］

●旅行期間 2017年７月29日㈯・８月２日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

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。

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 AF0039

爽涼の水木沢天然林ハイキング
木曽川の水が生まれる源流の里  木祖村 AF0351

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

アルプスとゆりが心を癒す

AF0587

富士山景勝と彩り豊かな
山中湖大平山ハイキング

AF0588 プロガイドが案内する入笠山 AF0602

初秋を彩る山野草･エゾリンドウの
群生を見ながら自然観察を楽しむ

富士山巡拝の道ハイキング
ご利益満載！！

AF0584

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［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＝富士IC・清水駅・静
岡駅・焼津駅［17：30-18：30頃］

『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
●旅行期間 2017年７月26日㈬・29日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

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

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝甲府南IC＝長坂IC　清泉寮の森（季節
ごとに異なる美しさを見せる清里高原。清泉寮周辺の森の中へ出かけ、季節ならではの自
然を清泉寮レンジャーがご案内します。自然の魅力や不思議に触れる約１時間のガイド
ウォークです。）　10：20-11：20　清泉寮にて洋食コースランチをご用意　11：30-12：
30　川俣渓谷・土竜の滝　12：40-13：20　駐車場から５分ほど遊歩道を歩けば、マイナ
スイオンたっぷりの土竜の滝へ到着♪　甲斐大泉温泉「パノラマの湯」入浴休憩　13：
30-15：00　長坂IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：20頃］

吐竜の滝でマイナスイオンを浴び清泉寮のランチでお腹も満足♪
さわやかな清里高原の大自然の恵みに癒される１日

●旅行期間 2017年９月２日㈯・６日㈬・８日㈮　●旅行代金 13,800円（昼食付き）

暑い日が続き、身体も気持ちもバテていませんか？そんな疲れを癒してくれる大自然とおいしいランチを味わえる企画のご紹介です。静かな清泉寮の森
をネイチャーガイドと歩けば今話題の森林セラピーを体験出来ます。また、老舗清泉寮の美食ランチを堪能しお腹も満足！！川俣渓谷・吐竜の滝ではマ
イナスイオンをたっぷり浴びて、とどめは甲斐大泉天然温泉自慢のパノラマ露天風呂でゆっくり過ごすという、とにかく癒しに拘った企画です。

AF0591

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