
４日間
AF0618

★富士山静岡空港からラクラク
出発。

★上五島、下五島に各１泊。世
界遺産候補の構成遺産をゆっく

り見学いただきます。

★長崎市内でも歴史を積み重ね
る美しい教会にご案内します。

■利用予定ホテル　福江島：カンパーナホテル　上五島：マリンピアホテル　長崎市：クラウンプラザ長崎

■利用航空会社：フジドリームエアラインズ　■添乗員：富士山静岡空港から同行します　■募集人員：20名様（最少催行人員：10名様）

■食事条件：朝３回／昼４回／夕３回

五島列島教会巡り４日間
●旅行期間 2017年10月18日㈬～21日㈯

●旅行代金 165,000円（３名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 168,000円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

４日間
AF0545

沖縄の美景と世界遺産を巡る４日間
●ご出発日 2017年①11月12日㈰　②11月19日㈰

■利用予定航空会社：全日空　■添乗員が静岡空港から同行致します　■最少催行人員：10名様
■食事条件：朝３回／昼３回／夕３回

　　　　　　　　富士山静岡空港から全日空で行く琉球歴史探訪
ザ・ブセナテラス２連泊＋ナハテラス１泊

１日目　富士山静岡空港集合（８時頃）　※静岡空港よりＦＤＡにて福岡へ

　　　　富士山静岡発（午前）ＦＤＡ（午前）福岡空港着。貸切バスにて長崎港へ　長崎港（午後）～ジェットフォイル

～（夕刻）福回港。徒歩にてホテルへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カンパーナホテル（泊）

２日目　ホテル出発。専用車にて福江島の教会巡りへ。

　　　　ホテル＝★井持浦ルルド教会＝★大瀬崎断崖展望所＝★貝津教会＝遣唐使ふるさと館にて昼食＝★

水ノ浦教会＝★堂崎天主堂＝福江港　海上タクシーにて久賀島、奈留島へご案内します。　福江港～五輪

港・・・★旧五輪教会堂・・・五輪港～江上港・・・★江上天主堂・・・江上港～★キリシタン洞窟（船窓）～郷ノ首着

＝（専用バス）＝ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マリンピアホテル（泊）

３日目　ホテル出発。専用車にて終日、上五島の教会を巡ります。　※地元案内人同行

　　　　ホテル＝★頭ケ島天主堂＝★旧鯛ノ浦ルルド教会＝★青砂ケ浦教会＝ホテルマルゲリータにて昼食

＝★冷水教会＝奈良尾港～ジェットフォイル～長崎港　長崎港＝★四海楼にて夕食＝★長崎の夜景観

賞＝ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラウンプラザ長崎（泊）

４日目　ホテル出発。専用車にて長崎の教会巡りへ。

　　　　ホテル＝★浦上天主堂＝★神ノ島教会＝★大浦天主堂＝福岡空港　昼食は長崎市内レストランにて

　　　　夕刻、福岡空港へ　福岡空港（夕刻）ＦＤＡ（夜）富士山静岡空港

富士山静岡空港発着

富士山静岡空港発着
６日間
AF0603

■宿泊予定ホテル：日程表内に記載　■添乗員：県内より全行程に同行します　■最少催行人員：15名様より催行
■お食事：朝５回／昼６回／夕５回　　

●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）

秋の道南から東北縦断　紅葉の名所巡り
“プレミアム36”と新造船フェリーで行く日本列島の旅

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］

★富士山静岡空港から全日空直行便
利用。
★首里城、今帰仁城跡、中城城跡、斎場
御獄など４つの世界遺産にご案内。
★久高島や古宇利大橋、ガンガラー
の谷など沖縄ならではの絶景をお
楽しみいただきます。
★ザ・ブセナテラスに２連泊。最上
のおもてなし、極上のリゾートタ
イムを満喫いただきます。

★新造船のスーペリアオーシャンビュールームに乗船。（ツインルーム又は和室）
★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　富士山静岡空港（13：15）ANA1263（15：45）那覇空港
　　　　専用車にてザ・ブセナテラスへ（18時頃チェックイン）　　　　
　　　　ホテル内レストランにて夕食（ミールクーポン利用）　　　　　　　　ザ・ブセナテラス（泊）
２日目　ホテルにて朝食後、専用車にて出発＝★沖縄美ら海水族館（約１時間30分滞在）＝★備瀬

のフクキ並木散策（フクギが林立する懐かしい風景）＝★今帰仁城跡（世界遺産の古城 石
垣の向こうには東シナ海の絶景）＝★古宇利オーシャンタワーにて昼食＝★古宇利大橋
（エメラルドグリーンの海の絶景鑑賞）＝★万座毛（沖縄随一の景勝地）＝ホテル

　　　　ホテル内レストランにて夕食（ミールクーポン利用）　　　　　　　　ザ・ブセナテラス（泊）
３日目　ホテルにて朝食後、専用車にて出発。＝★中城城跡（ペリーが絶賛した築城技術、太平洋、東

シナ海が一望出来ます。）＝★斎場御獄（琉球最高の聖地）＝★せーふぁキッチンにて昼食
＝★ガンガラーの谷（つかずの自然が残る亜熱帯の森）＝★首里城跡（いにしえの琉球国
王の居城）・・・★園比屋武御獄石門（国王が往路帰路の安泰を祈願した、石造の平唐破風門）
＝那覇市内にて琉球料理の夕食＝ホテル　　　　　　　　　　　　　　ナハテラス（泊）

４日目　ホテルにて朝食後、専用車にて出発＝安座真港～フェリー～★久高島（沖縄の神の島を地
元ガイドの案内で散策）～フェリー～安座真港＝那覇空港　搭乗手続き

　　　　那覇空港（13：25）ANA1264（15：40）富士山静岡空港

●旅行代金 ２名様１室利用（お一人様）

148,000円140,000円 186,000円
３名様１室利用（お一人様） １名様１室利用（お一人様）

今帰仁城跡古宇利大橋

さんふらわあ鳴子峡

離島の旅

染谷の
お薦めです！

2018年に世界遺産登録を目
指す「長崎と天草地方の潜伏
キリシタン関連遺産」の構成
遺産をゆっくり巡ります。

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。

2017
8月号
vol.67

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001052/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001053/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001051/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708


紅　葉

日帰り
AF0612

●旅行期間 2017年10月21日㈯・25日㈬（昼食付き）

●旅行代金 11,800円
★紅葉の景勝地、御射鹿池をはじめ各ス
ポットで秋の風景を楽しみます♪
★蓼科の自然溢れる景色に癒されます♪
★ランチはバラ香るイングリッシュガー
デンでアフターヌーンティーランチを
ご用意♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝甲府南IC＝諏訪南IC＝
蓼科湖（燃えるようなモミジが湖面に映る）　11：10-12：00
バラクライングリッシュガーデンにてランチ　12：10-13：10
乙女滝（駐車場から10分ほど歩けばマイナスイオンたっぷりの滝に到着♪）　13：20-14：10
奥蓼科・御射鹿池［ミシャカイケ］（紅葉の景勝地）　14：20-15：00
諏訪南IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：30］

日帰り
AF0072

静岡駅・焼津駅・牧之原SA［6：00-7：10］＝（東名・新名神）＝京
都東IC＝出町柳駅＋（ローカル線・叡山電鉄・乗車約30分）＋鞍
馬駅・・・（徒歩約５分・仁王門、普明殿経由）・・・山門駅＋（鞍馬山
ケーブル・乗車約２分）＋多宝塔・・・（徒歩約15分）・・・★鞍馬寺
（牛若丸と天狗伝説が残る）・・・（鞍馬山ケーブル、叡山電鉄）＝
宝ヶ池駅＝★蓮華寺（洛北の紅葉の名所）＝京都東IC＝（新名
神・東名）＝静岡駅・焼津駅・牧之原SA［20：15-21：15頃］

日帰り
AF0528

●旅行期間 2017年11月25日㈯・29日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★白洲正子も愛した紅葉の名所を訪問
★近江商人発祥の地で郷土料理のご昼食
★八幡山から近江市内の景色を楽しみます

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝小牧JCT＝彦根IC
石の寺・教林坊・・・伝小堀遠州作の名勝庭園に広がるわびさびの
景色を是非お楽しみください。　11：10-12：10
江戸時代から伝承され、近江商人に愛された郷土料理のご昼食
12：20-13：10
八幡山（ロープウェイ利用で八幡山頂上へ。晴れた日には近江市
内を一望）　13：40-15：20
彦根IC＝小牧JCT＝焼津駅・静岡駅［19：00-19：30］

★展望台からの360度
広がる紅葉はまさに絶景

！

★昼食は古民家旅館で季
節の茶懐石をご賞味

★苗木城跡は現地ガイド
がご案内

★栗きんとん発祥の地中
津川宿でお店めぐり！ぶ

ら

ぶら食べ歩きはいかが？

静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：45-8：15］＝三ケ日JCT＝豊田JCT＝中津川IC＝

苗木城跡　※現地ガイドがご案内　巨岩の石垣と展望台からの秋彩絶景

をお楽しみ頂けます

昼食（古民家老舗旅館　夜がらす山荘長多喜にて茶懐石）＝中津川宿

栗きんとんめぐり（自由散策）＝馬籠宿散策＝中津川IC＝豊田JCT

＝三ケ日JCT＝浜松IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：30］

日帰り
AF0594

隠れた紅葉の名所　平林寺での
もみじ狩り

●旅行期間 2017年11月22日㈬・25日㈯

●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★修行道場・僧堂を持つ
古刹の紅葉を鑑賞　★人

気の蔵町・川越でランチ

★川越大師・喜多院もご
参拝いただきます

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝海老名JCT＝川越IC

喜多院（「家光誕生の間」や「春日の局化粧の間」、紅葉）　10：45-11：45

土蔵造りの蔵町にて名物のさつまいもを使ったランチをご賞味♪

新座・平林寺（武蔵野の名残を色濃く残す天然記念物の境内林）　13：30-14：30

所沢IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-19：00］

日帰り
AF0611

神社仏閣

日帰り
AF0176

★西国三十三所草創1300年記念の特別公開
★国宝十一面観音を拝観
★神の棲む島と呼ばれる竹生島へ上陸

静岡駅・焼津駅・牧之原SA［6：00-7：00］＝木之本IC
渡岸寺（国宝十一面観音拝観）　10：30-11：00
すし慶　11：10-12：00
長浜港～（琵琶湖汽船・乗船30分）～竹生島
【琵琶湖八景で知られる信仰の島・竹生島】　13：20-14：30
◎都久夫須麻神社（本堂が国宝）
◎竹生島・宝厳寺（日本三大弁財天のひとつで、10月下旬の
み三重の塔が開扉！！）

※島内は石階段の上り下りがあります。
竹生島～（琵琶湖汽船・乗船30分）～長浜港
長浜IC＝牧之原SA・焼津駅・静岡駅［18：00-19：10］

美食・芸術

１泊２日
AF0610

イングリッシュガーデンでいただくアフタヌーンティーランチと
錦秋の蓼科高原～～モミジに染まる蓼科湖や御射鹿池へ～～

●旅行期間 2017年11月18日㈯・22日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★錦秋の京都で紅葉めぐり！！
★人気の叡山鉄道『きらら号』へご乗車！！
★人・人・人の京都の中でも、隠れた名所へご案内

浪漫列車で行く紅葉の鞍馬参りと
洛北の隠れた紅葉の名所・蓮華寺

京の錦繍の美

近江商人発祥の地・五個荘の街並み散策と
近江の隠れた紅葉の名所・白洲正子も愛した石の寺・教林坊

●旅行期間 2017年10月18日㈬・21日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

白洲正子が愛した近江　渡岸寺の国宝十一面観音と
琵琶湖に浮かぶ神の棲む島・竹生島クルーズ

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝（52号経由）＝須玉IC
 軽井沢の地元の食材をふんだんに使ったご昼食　12：30-13：30
 旧三笠ホテル（設計と施工がともに日本人の手による明治後期の

純西洋式の木造ホテルで国の重要文化財）　13：45-14：45
 万平ホテルへ 15：00頃　ホテルチェックイン後は軽井沢銀座な

どを自由にご散策♪　　　　　　　　　　　　　万平ホテル（泊）
２日目　HTL 9：30＝千住博美術館（世界的に人気のある現代日本画家の初

期作品から最新作品までの約50点を展示、代表作「The Fall（ザ・フォ
ール）」など、６万株の樹木や草花による「カラーリーフガーデン」）

 上田市にてくるみそばのご昼食　12：00-13：00
 無言館（第二次世界大戦で没した画学生の慰霊を掲げて作られた美術館）　13：20-14：20
 岡谷IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：40-19：45］

■お食事：朝１回／昼２回／夕３回

憧れのクラシックホテル『万平ホテル』へ宿泊でリラックス♪
30名様限定！！美食と芸術を堪能し、心身共に贅沢な旅

●旅行期間 2017年　①11月26日㈰～27日㈪　②11月29日㈬～30日㈭
●旅行代金

★憧れのクラシックホテル『万平』へ宿泊　★秋の軽井沢を散策♪　★人気の美術館２軒をじっくり鑑賞

２名様１室利用（お一人様）

48,800円50,800円 46,800円
１名様１室利用（お一人様） ３名様１室利用（お一人様）

●旅行期間 2017年11月17日㈮・
25日㈯

●旅行代金 14,500円（昼食付き）

秋彩絶景パノラマ！天空
の山城　苗木城跡

中津川宿　栗きんとんめ
ぐりと馬籠宿散策

田代の
お薦めです！

知る人ぞ知る！！
普段は修行寺として名高い
古刹の真っ赤に染まる
もみじを鑑賞します♪

青嶋の
お薦めです！

まさに秋彩の絶景です！
昼食の茶懐石も楽しみだし
季節物の栗きんとんもきっと
好みのお店があるはず♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001054/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000287/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000956/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000269/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001055/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001056/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001057/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708


紅　葉

日帰り
AF0612

●旅行期間 2017年10月21日㈯・25日㈬（昼食付き）

●旅行代金 11,800円
★紅葉の景勝地、御射鹿池をはじめ各ス
ポットで秋の風景を楽しみます♪

★蓼科の自然溢れる景色に癒されます♪
★ランチはバラ香るイングリッシュガー
デンでアフターヌーンティーランチを
ご用意♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝甲府南IC＝諏訪南IC＝
蓼科湖（燃えるようなモミジが湖面に映る）　11：10-12：00
バラクライングリッシュガーデンにてランチ　12：10-13：10
乙女滝（駐車場から10分ほど歩けばマイナスイオンたっぷりの滝に到着♪）　13：20-14：10
奥蓼科・御射鹿池［ミシャカイケ］（紅葉の景勝地）　14：20-15：00
諏訪南IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：30］

日帰り
AF0072

静岡駅・焼津駅・牧之原SA［6：00-7：10］＝（東名・新名神）＝京
都東IC＝出町柳駅＋（ローカル線・叡山電鉄・乗車約30分）＋鞍
馬駅・・・（徒歩約５分・仁王門、普明殿経由）・・・山門駅＋（鞍馬山
ケーブル・乗車約２分）＋多宝塔・・・（徒歩約15分）・・・★鞍馬寺

（牛若丸と天狗伝説が残る）・・・（鞍馬山ケーブル、叡山電鉄）＝
宝ヶ池駅＝★蓮華寺（洛北の紅葉の名所）＝京都東IC＝（新名
神・東名）＝静岡駅・焼津駅・牧之原SA［20：15-21：15頃］

日帰り
AF0528

●旅行期間 2017年11月25日㈯・29日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★白洲正子も愛した紅葉の名所を訪問
★近江商人発祥の地で郷土料理のご昼食
★八幡山から近江市内の景色を楽しみます

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝小牧JCT＝彦根IC
石の寺・教林坊・・・伝小堀遠州作の名勝庭園に広がるわびさびの
景色を是非お楽しみください。　11：10-12：10
江戸時代から伝承され、近江商人に愛された郷土料理のご昼食
12：20-13：10
八幡山（ロープウェイ利用で八幡山頂上へ。晴れた日には近江市
内を一望）　13：40-15：20
彦根IC＝小牧JCT＝焼津駅・静岡駅［19：00-19：30］

★展望台からの360度
広がる紅葉はまさに絶景

！

★昼食は古民家旅館で季
節の茶懐石をご賞味

★苗木城跡は現地ガイド
がご案内

★栗きんとん発祥の地中
津川宿でお店めぐり！ぶ

ら

ぶら食べ歩きはいかが？

静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：45-8：15］＝三ケ日JCT＝豊田JCT＝中津川IC＝

苗木城跡　※現地ガイドがご案内　巨岩の石垣と展望台からの秋彩絶景

をお楽しみ頂けます

昼食（古民家老舗旅館　夜がらす山荘長多喜にて茶懐石）＝中津川宿

栗きんとんめぐり（自由散策）＝馬籠宿散策＝中津川IC＝豊田JCT

＝三ケ日JCT＝浜松IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：30］

日帰り
AF0594

隠れた紅葉の名所　平林寺での
もみじ狩り

●旅行期間 2017年11月22日㈬・25日㈯

●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★修行道場・僧堂を持つ
古刹の紅葉を鑑賞　★人

気の蔵町・川越でランチ

★川越大師・喜多院もご
参拝いただきます

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝海老名JCT＝川越IC

喜多院（「家光誕生の間」や「春日の局化粧の間」、紅葉）　10：45-11：45

土蔵造りの蔵町にて名物のさつまいもを使ったランチをご賞味♪

新座・平林寺（武蔵野の名残を色濃く残す天然記念物の境内林）　13：30-14：30

所沢IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-19：00］

日帰り
AF0611

神社仏閣

日帰り
AF0176

★西国三十三所草創1300年記念の特別公開
★国宝十一面観音を拝観
★神の棲む島と呼ばれる竹生島へ上陸

静岡駅・焼津駅・牧之原SA［6：00-7：00］＝木之本IC
渡岸寺（国宝十一面観音拝観）　10：30-11：00
すし慶　11：10-12：00
長浜港～（琵琶湖汽船・乗船30分）～竹生島

【琵琶湖八景で知られる信仰の島・竹生島】　13：20-14：30
◎都久夫須麻神社（本堂が国宝）
◎竹生島・宝厳寺（日本三大弁財天のひとつで、10月下旬の
み三重の塔が開扉！！）

※島内は石階段の上り下りがあります。
竹生島～（琵琶湖汽船・乗船30分）～長浜港
長浜IC＝牧之原SA・焼津駅・静岡駅［18：00-19：10］

美食・芸術

１泊２日
AF0610

イングリッシュガーデンでいただくアフタヌーンティーランチと
錦秋の蓼科高原～～モミジに染まる蓼科湖や御射鹿池へ～～

●旅行期間 2017年11月18日㈯・22日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★錦秋の京都で紅葉めぐり！！
★人気の叡山鉄道『きらら号』へご乗車！！
★人・人・人の京都の中でも、隠れた名所へご案内

浪漫列車で行く紅葉の鞍馬参りと
洛北の隠れた紅葉の名所・蓮華寺

京の錦繍の美

近江商人発祥の地・五個荘の街並み散策と
近江の隠れた紅葉の名所・白洲正子も愛した石の寺・教林坊

●旅行期間 2017年10月18日㈬・21日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

白洲正子が愛した近江　渡岸寺の国宝十一面観音と
琵琶湖に浮かぶ神の棲む島・竹生島クルーズ

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝（52号経由）＝須玉IC
 軽井沢の地元の食材をふんだんに使ったご昼食　12：30-13：30
 旧三笠ホテル（設計と施工がともに日本人の手による明治後期の

純西洋式の木造ホテルで国の重要文化財）　13：45-14：45
 万平ホテルへ 15：00頃　ホテルチェックイン後は軽井沢銀座な

どを自由にご散策♪　　　　　　　　　　　　　万平ホテル（泊）
２日目　HTL 9：30＝千住博美術館（世界的に人気のある現代日本画家の初

期作品から最新作品までの約50点を展示、代表作「The Fall（ザ・フォ
ール）」など、６万株の樹木や草花による「カラーリーフガーデン」）

 上田市にてくるみそばのご昼食　12：00-13：00
 無言館（第二次世界大戦で没した画学生の慰霊を掲げて作られた美術館）　13：20-14：20
 岡谷IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：40-19：45］

■お食事：朝１回／昼２回／夕３回

憧れのクラシックホテル『万平ホテル』へ宿泊でリラックス♪
30名様限定！！美食と芸術を堪能し、心身共に贅沢な旅

●旅行期間 2017年　①11月26日㈰～27日㈪　②11月29日㈬～30日㈭
●旅行代金

★憧れのクラシックホテル『万平』へ宿泊　★秋の軽井沢を散策♪　★人気の美術館２軒をじっくり鑑賞

２名様１室利用（お一人様）

48,800円50,800円 46,800円
１名様１室利用（お一人様） ３名様１室利用（お一人様）

●旅行期間 2017年11月17日㈮・
25日㈯

●旅行代金 14,500円（昼食付き）

秋彩絶景パノラマ！天空
の山城　苗木城跡

中津川宿　栗きんとんめ
ぐりと馬籠宿散策

田代の
お薦めです！

知る人ぞ知る！！
普段は修行寺として名高い
古刹の真っ赤に染まる
もみじを鑑賞します♪

青嶋の
お薦めです！

まさに秋彩の絶景です！
昼食の茶懐石も楽しみだし
季節物の栗きんとんもきっと
好みのお店があるはず♪

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。

１泊２日
AF0614 松之山・美人林や棚田めぐりとノ

スタルジックな雰囲気

残る野沢温泉散策と紅葉ハイキン
グ

●旅行期間 2017年11月８日㈬～９
日㈭

●旅行代金

★黄金に染まる美人林を
散策

★にほんの里100選松
之山・松代地区の棚田鑑

賞

★紅葉の大源寺高原を散
策

日本の原風景を訪ねて

２名様１室利用（お一人
様）

33,800円32,500円
３名様１室利用（お一人

様）

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-7：50］＝塩沢石打IC

 森の学校キョロロ・・・松之山・美人林を案内人と散策（水面に映るブナの美林を紅葉

狩）　12：30-13：30

 にほんの里100選「松之山・松代地区」（地域全体に広がる溜池と夕焼けの棚田観賞）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まつだい芝峠温泉　雲海（泊）

２日目 ホテル 8：30出発

 大厳寺高原（錦秋の紅葉を散策）　9：00-10：00

 野沢温泉（源泉の麻釜など風情溢れる温泉街を自由昼

 食と散策）　11：10-12：40

 高橋まゆみ人形館　13：00-14：00

 豊田飯山IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅

 ［18：45-20：15］

■お食事：朝１回／昼１回／夕１回

歩く旅 日帰り
AF0613 秋に訪れる長瀞　岩畳ウォークとライン下り
●旅行期間 2017年11月８日㈬・11日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★現地案内人と長瀞岩畳をウォーキング
★ロープウェイで宝登山に上がり、秩父連山の絶景を楽しむ
★大人気の長瀞ラインくだり

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝
有隣倶楽部にてご昼食　11：00-11：50
現地案内人と共に、長瀞岩畳ウォーク　約４キロ　約２時間
宝登山神社（参拝）・・・山麓駅＋ロープウェー＋山頂駅・・・宝登山・宝
登山神社奥宮・・・秩父連山の眺めと蝋梅園散策・・・宝登山神社・・・長
瀞町郷土資料館・旧新井家住宅・・・長瀞駅・・・長瀞船下り場
長瀞ライン下り　14：00-15：00
※荒川の増水、渇水等により営業を見合わせる場合があります。
花園IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：30］

１泊２日
AF0616

日帰り
AF0535

碓氷峠路探訪　赤く染まる碓氷湖と煉瓦造りのめがね橋
●旅行期間 2017年11月２日㈭・11日㈯
●旅行代金 13,800円（昼・夕食弁当付き）

★全体で約２時間30分片道６kmの
　初級コース
★次から次へ変わる景色が楽しい
★お夕食に？お土産に？横川の釜飯付き！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝海老名JCT
＝鶴ケ島JCT＝藤岡JCT＝松井田妙義IC＝熊ノ平駐車場
（自由散策　10号～６号トンネル・・・めがね橋・・・５号～３号
トンネル・・・碓氷湖・・・２号～１号トンネル・・・遊歩道アプト
の道・・・天然温泉　峠の湯にてご入浴　集合）＝松井田妙義
IC＝藤岡JCT＝鶴ケ島JCT＝海老名JCT＝富士IC・清水
駅・静岡駅・焼津駅［19：30-21：00］

旧信越本線の遊歩道アプトの道を歩く

日帰り
AF0617

★松川町の松茸をコースで楽しみます
★大河ドラマ直虎で人気の井伊直親が12年過ごした松源寺へ

静岡駅・焼津駅・牧之原SA［7：30-8：30］＝三ケ日JCT＝浜松い
なさIC＝
長野県松川町産の松茸を使ったコースをご賞味　12：00-13：30
※地元産に拘っている為、収穫量によっては催行中止となる場合
がございます。

高森の松源寺　13：50-14：20
浜松いなさIC＝三ケ日JCT＝牧之原SA・焼津駅・静岡駅［18：20-
19：15］

●旅行期間 2017年11月１日㈬・４日㈯
●旅行代金 17,800円（昼食付き）

まつたけ小屋　梅松苑にて本場松川町産の松茸コース
旬の味覚をいただく

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-8：50］＝

 鶴見總持寺（永平寺と並ぶ曹洞宗大本山で雲水によるご案内

付で諸堂拝観と精進料理のご昼食）

 浅草にて散策＆ご夕食（浅草ビューホテルにて創作料理のご夕食）

 東京国立博物館にて、運慶展の夜間貸切鑑賞　18：00-20：30

 貸切鑑賞＋法話拝聴＋展覧会図録プレゼントの特別企画とな

ります。　　　　　　　　　　　　　 両国ビューホテル（泊）

２日目 ホテル 9：45頃出発＝

 出光美術館にて特別展「江戸の琳派芸術」鑑賞　10：00-11：30

 17世紀の京都に生まれ、華やかに展開した〈琳派〉の美術。19世紀

に入ると酒井抱一（さかいほういつ 1761-1828）や弟子の鈴木其

一（すずききいつ 1796-1858）によってより洗練になりいわゆる

〈江戸琳派〉が成立。本展では、王朝的な美意識に支えられた京都の

〈琳派〉を受け継ぎつつ、いかにも江戸らしい〈粋〉の美意識のもと、

小気味よい世界へと転生させた〈江戸琳派〉の魅力を紹介します。

 深大寺そばのご昼食　12：30-14：30

 深大寺（新国宝に認定された白鳳仏・関東最古の釈迦如来倚

 像拝観　※ガラス越しからの参拝）

 調布IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：30-

 18：30］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

●旅行期間 2017年10月４日㈬～５日㈭
●旅行代金

★過去最大級の運慶展の夜間貸
切

特別拝観！！

★特別法話拝聴＆展覧会図録を
プ

レゼント！！

★深大寺にて新国宝に認定され
た

関東最古の釈迦如来倚像鑑賞

２名様１室利用（お一人様）

39,800円42,800円
１名様１室利用（お一人様）

新国宝指定の深大寺・釈迦如来像拝観
と運慶展

夜間特別貸切鑑賞

水族館

日帰り
AF0615

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［8：00-9：50］＝横浜町田IC＝
横浜中華街にて自由昼食＆散策　12：00-13：30
横浜八景島シーパラダイス　14：00-16：30
普段は見ることができない、水族館のバックヤードを飼育員の解説を聞
きながら見学していただけます！！
横浜町田IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-20：00］

●旅行期間 2017年11月15日㈬・18日㈯
●旅行代金

★個人ではなかなかみることが出来ない八景島バックヤー

ドを探検！！

★横浜中華街では好きなお店で自由にランチ＆ショッピング

★未だ大人気の八景島で、水族館やショーを楽しみます♪

7,800円 8,800円 11,800円 11,300円
幼児（４－５歳） 小・中学生 大人・高校生 65歳以上

八景島シーパラダイスの裏側に潜入！！
飼育員と共に普段は見ることが出来ないバックヤードツアー♪へ

田代の
お薦めです！

紅葉に彩られるのどかな
日本の原風景を歩くことで
じっくりお楽しみいただける

２日間です♪

田代の
お薦めです！

人気の運慶展を
夜間貸切特別拝観！！

特別法話と図録もプレゼント♪
深大寺の新国宝も
拝観します

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001058/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001059/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001062/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000951/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001060/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001061/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708


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。

５日間
BF0063 世界遺産コモド諸島

帆船チャーターショートクルーズ
●旅行期間 2017年12月12日㈫～16日㈰

●旅行代金 350,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様代金）

　　　　　 ※お一人部屋追加代金　45,000円

17名様限定　特別企画　インドネシア秘境の地

世界遺産コモド諸島を帆船でゆったりクルーズします（17名様限定）

世界最大級の大トカゲのコモドドラゴンに遭遇。そして世界中のダイバー達

からの人気も高く、色鮮やかな珊瑚が生息する美しい静かな海をのんびりと

海遊。他では決して見ることの出来ないここだけのシーンをお約束します。

１日目　各地から新幹線にて品川経由成田空港へ

　　　　12：00　空路、バリへ　17：20　バリ着　ホテルへ
バリ（泊）

２日目　７：30　空路、ラブハンバジョーへ　９：05　ラブハンバジョー着　港へ

　　　　チャータークルーズ船にてコモド諸島を巡ります　途中、コモド島・リンチャ島・ピンクビ

ーチに下船しコモド国立公園内をハイキング　コモドドラゴンに遭遇　　クルーズ船（泊）

３日目　クルージングをお楽しみください　下船後、空港へ

　　　　16：00　空路、バリへ　17：40　バリ着　ホテルへ
バリ（泊）

４日目　バリ島でもっとも美しいと言われるタマンアユン寺院・タナロット寺院・ウルワトゥ寺院な

どの観光をお楽しみください　観光後、空港へ　　　　　　　　　　　　　　 　機内（泊）

５日目　00：55　空路、羽田へ　08：50　羽田空港着　新幹線にて各地へ

６日間
BF0064

ラオス古都ルアンバパンとカンボジア３つの遺跡

■上記料金には日程内の航空券代金・宿泊費・食事代・観光入場料・カンボジアビザ代金が含まれます
■別途空港諸税・燃油負荷運賃・航空保険料が必要になります（約20000円６月末日現在）
■利用予定ホテル　ラオス：MUANG THONG または同等クラス　カンボジア：ANGKOR CENTURYまたは同等クラス
■利用航空会社：ベトナム航空（ＶＮ）エコノミークラス　■最少催行人数：10名　※添乗員同行
■県内専用車発着地：静岡駅・焼津駅・袋井IC・浜松駅（予定）　■食事条件：朝４回／昼４回／夕５回

●旅行期間 2017年11月27日㈪～12月２日㈯
●旅行代金 228,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様代金）

※お一人部屋追加代金　35,000円

2017年７月10日に世界遺産登録されたばかり秘境サンボープレイクック遺跡
天空の城ラピュタのモデルと言われるベンメリア遺跡
大絶景！断崖上の世界遺産　天空の遺跡プレアビヒア寺院

１日目　県内各地より貸切バスにて中部国際空港へ
10：15　出国手続き後、ハノイ経由ルアンバパンへ　19：50　ルアンバパン到着後、
ラオス料理の夕食 ルアンバパン（泊）

２日目　午前　王宮博物館観光　メコン川クルーズ秘境パークウー洞窟・酒造りのサンハイ村
午後　世界遺産古都　ルアンバパン観光（ワットシェントン・ワットマイ）　プーシー
の丘にて夕日鑑賞ナイトマーケット観光　夕食はディナーショーをお楽しみください

ルアンバパン（泊）
３日目　拓鉢・モーニングマーケット見学

13：50　空路、シェムリアップへ　16：05　到着後、ホテルへ　夕食はディナーショ
ーをお楽しみください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シェムリアップ（泊）

４日目　世界遺産　天空の遺跡“プレアビヒア”とベンメリア遺跡観光
カンボジア北部とタイ国境ダンレック山脈の頂にある遺跡。標高約500mの寺院から
見下ろす景色は絶景です　　　　　　　　　　　　　　　　　　シェムリアップ（泊）

５日目　アンコール郊外遺跡観光（スピアンコンポンクディ橋・カンボジア３つ目の世界遺産サ
ンボープレイクック遺跡）　20：30　空路、ハノイ経由名古屋へ   機内（泊）

６日目　06：30　中部国際空港着　貸切バスにて県内各地へ■料金には日程内の航空券・宿泊費・食事代・観光入場料・貸切乗船代が含まれます

■別途現地空港税・燃油負荷運賃・航空保険料が別途必要（約15200円6/30現在）

■利用予定ホテル　バリ：MELIA BALI HOTELまたは同等クラス

■利用航空会社：ガルーダインドネシア航空（ＧＡ）エコノミークラス

■帆船：チェンホー号または同等クラスの船　■最少催行人数：10名　※添乗員同行

■食事条件：朝３回／昼３回／夕４回

海　外

青嶋の
お薦めです！

船上からの美しいコモド諸島を
ご覧頂けるのはこのツアーだけ！

世界遺産に登録されたばかり！
サンボープレイクック

見に行きます！

国内好評発売中

催行間近 催行間近

聖地高野山 福智院で宿坊体験の旅
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

１泊２日
AF0589

●旅行期間 2017年10月31日㈫～11月１日㈬
●旅行代金

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］

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）

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］

　　　　　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

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］

  25名様限定！！　美食と芸術の旅

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

●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］

 30名様限定
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

日帰り
AF0595

●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］

日帰り
AF0592

時を超え果たした夢の共演！！

【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

★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

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

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

催行間近

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000923/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000968/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001038/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000757/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001044/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001046/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001043/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1708



