
４日間
AFFDA1

★ＦＤＡチャーター便で静岡空
港から乗換え無しで久米島、石

垣島を往復。

★久米島では東洋一と言われる
『ハテの浜』の観光や島の歴史

・文化に触れていただきます。

★手付かずの自然が残る西表島
。日本最大級のマングローブ林

の遊覧をお楽しみ頂きます。

★ミシュラン三ツ星の川平湾の
グラスボート遊覧で美しい珊瑚

礁や熱帯魚を観賞。

★石垣島では、大浴場、スパ施
設のあるグランヴィリオリゾー

トに２連泊！

FDAチャーター便で行く離島の旅　石垣・西表・由布・竹富

球美の島・久米島と八重山４島めぐり
●旅行期間 2017年①11月27日㈪～30日㈭　②12月３日㈰～６日㈬

　　　　　　　　 ③12月７日㈭～10日㈰
●旅行代金
　（お一人様）

３日間
AFFDA1

■募集人数：40名様（最少催行人数：25名様）　■添乗員全行程同行
■食事：朝２回／昼３回／夕２回

１日目　富士山静岡空港集合（８時頃）

　　　　富士山静岡空港（朝）ＦＤＡ（午前）久米島＝昼食＝★五枝の松＝★ミーフガー（パワースポット）＝★具

志川城跡（15世紀はじめの琉球王朝の城跡）＝★ユイマール館＝★比屋定バンタ（慶良間諸島の眺望）＝

★畳石＝ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久米島　サイプレス久米島（泊）

２日目　ホテル＝★ハテの浜上陸クルーズ＝★上江州家（琉球王朝時代の士族の家）＝（昼食）＝久米島空港

　　　　久米島（昼頃）ＦＤＡ（午後）石垣島＝★玉取崎展望台（絶景スポット）＝★平久保崎＝★石垣島サンセッ

トビーチ（車窓）＝ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石垣島　グランヴィリオリゾート（泊）

　　　　★伝統舞踊「琉球舞踊
」や「八重山舞踊」を鑑賞しなが

ら郷土料理の夕食をお楽しみ
ください。

３日目　ホテル＝石垣港～高速船～西表島・大原港＝★仲間川マングローブ遊覧（天然記念物サキシマスオウの木

を見学）＋水牛車＋由布島（昼食）＝西表島・大原港～竹富島港＝★星砂の浜＝★赤瓦の街並み水牛車観

光＝竹富島港～石垣港＝ホテル　　　　　　　　　　　　　　　石垣島　グランヴィリオリゾート（泊）

４日目　ホテル＝★唐人墓＝★エメラルドの海を見る展望
台＝★川平湾グラスボート＝★米原ヤエヤマヤシ群

落＝石垣島（夕刻）ＦＤＡ（夜）富士山静岡空港

●旅行期間 2017年10月10日㈫～12日㈭
●旅行代金
　（お一人様）

行きは列車  帰りはFDAチャーター便で“ひとっ飛び！”

川の熊野古道 三反帆と熊野三山
南紀白浜景勝地めぐり

★南紀白浜空港からたったの１時間！静岡へひとっ飛び！
★世界遺産を12ヶ所もめぐります。（日
程内の赤字）
★世界遺産熊野川では三反帆の川舟をお
楽しみ頂けます。
★南紀白浜の美しい海と景勝地をめぐり
ます。

３日間
AFFDA1

■募集人数：40名様（最少催行人数：20名様）　■添乗員全行程同行
■食事：朝２回／昼２回／夕２回

FDAチャーター便で東京の秘境へ！
自然・文化　
魅力あふれる八丈島

１日目　富士山静岡空港集合（午後２時頃）　富士山静岡空港
（午後３時頃）ＦＤＡ（午後３時45分）八丈島空港＝★
南原千畳敷見学（八丈富士が噴火した際に、熔岩が流れ
てきたことによってできた地形です。）＝ホテル

八丈ビューホテル又は同等クラス
２日目　ホテルにて朝食　ホテル出発＝大阪トンネル展望（八

丈島の絶景）＝服部屋敷跡（樫立て踊り鑑賞）＝黄八
丈染元（島特産品の布を見学）＝えこあぐりまーと＝
島寿司または郷土料理の昼食＝歴史民俗資料館＝ふ
るさと村＝ふれあい牧場＝ホテル（夕刻）

八丈ビューホテル又は同等クラス
３日目　ホテルにて朝食　ホテル出発＝八丈島港へ
　　　　八丈島（９：40）～フェリー～（19：40）竹芝客船ターミ

ナル＝（貸切バス）＝静岡県内各地

■募集人数：80名様（最少催行人数：30名様）　■添乗員全行程同行　■食事条件：朝３回／昼４回／夕３回

169,000円
171,000円
172,000円

172,000円
174,000円
175,000円

３名様１室利用 182,000円
184,000円
185,000円

２名様１室利用 １名様１室利用

11月27日㈪出発

12月 ３ 日㈰出発

12月 ７ 日㈭出発

１日目　静岡駅（06：41）＞ひかり493＞名古屋（乗継）＞ワイ
ドビュー南紀1＞熊野市駅（11：13）＝鬼ケ城・・・鬼ケ
城センター（昼食）＝獅子岩・・・七里御浜・・・花の窟神
社＝本宮温泉郷 川湯みどりや（泊）

２日目　ホテル＝熊野本宮大社・・・大斎原（おおゆのはら）＝
熊野川権現川原～（三反帆遊覧）～権現川原（下舟）・・・
熊野速玉大社＝那智ねぼけ堂（昼食）＝大門坂＝熊
野那智大社・・・那智山青岸渡寺（せいがんとじ）・・・那智
の滝・・・南紀勝浦温泉 ホテル浦島（泊）

３日目　ホテル＝ 紀の松島めぐり遊覧～太地くじら浜公園
＝橋杭岩＝潮岬観光タワー（昼食）＝三段壁＝千畳
敷＝円月島＝南紀白浜空港

　　　　南紀白浜空港（17：30）　富士山静岡空港（18：30）

●旅行期間 2017年10月13日㈮～15日㈰
●旅行代金
　（お一人様）

★静岡空港からわずか45分。東京の秘境、南国・八丈島へ
★「大阪トンネル展望、
「南原千畳敷」で八丈
島の絶景体験。

★「樫立て踊り」や「黄
八丈染元」など八丈
島の伝統芸能を鑑
賞・見物

★八丈島名物の「島寿
司の昼食」など島な
らではのお食事をご
賞味

３日間
AFFDA1

■募集人数：82名様（最少催行人数：35名様）　■添乗員全行程同行
■食事：朝２回／昼３回／夕２回

FDAチャーター便で鹿児島の離島へ

世界自然遺産・
屋久島の大自然と種子島

１日目　富士山静岡空港集合（８時頃）　富士山静岡空港（８：30）
ＦＤＡ（10：00）種子島空港＝西之表港～高速船～安
房港＝★屋久杉ランド散策＝★紀元杉＝ホテル

屋久島いわさきホテル
２日目　ホテル＝★千尋の滝（落差66ｍの豪快な滝）＝★白谷

雲水峡散策（約90分）＝宮之浦（昼食）＝永田いなか
浜（白砂の海岸）＝★西部林道（世界自然遺産登録地散
策）＝★大川の滝（名瀑）＝中間ガジュマル＝ホテル

屋久島いわさきホテル
３日目　ホテル＝宮之浦港～高速船～西之浦港＝★種子島開

発総合センター＝★ロケット展望の丘＝★千座の岩
屋＝種子島空港（鉄砲館(種子島開発総合センター)＝
種子島空港（16：30）ＦＤＡ（18：00）富士山静岡空港

●旅行期間 2017年11月21日㈫～23日㈭
●旅行代金
　（お一人様）

★富士山静岡空港から“わずか
１時間30分”で鹿児島の離
島･種子島へ

★世界遺産・屋久島に２連泊。
幻想的な風景の『白谷雲水峡』
散策や樹齢3000年以上の『紀
元杉』を見学いただきます。

★宇宙に一番近い島・種子島で
『宇宙科学技術館』の見学や
『鉄砲館』で日本の鉄砲の歴
史に触れていただきます。

３名一室利用

86,000円
２名一室利用

89,000円
１名一室利用

96,000円
４名一室利用

84,000円

４名一室利用 ３名一室利用 ２名一室利用

89,000円 94,000円 98,000円 ３名一室利用 ２名一室利用 １名一室利用

136,000円 138,000円 158,000円

　竹富島

　川平湾

富士山静岡空港発着 FDA

染谷の
お薦めです！

チャーター便ならではの企画です!! 
久米島と八重山４島に

チャーター便で効率良くご案内！
奥深い自然や文化に触れる

事が出来る企画です。

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
9 月号
vol.68

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001072/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000987/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001034/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000948/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709


日帰り
AF0621

●旅行期間 2017年12月２日㈯・６日㈬・16日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★個人では行きにくい三峯神社にご案内
★静岡ではなかなか食べられないジビエ料理をご用意
★壮大な秩父連山の眺めに感動！！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-8：30］＝御殿場IC＝（雁坂トンネル経由）
きのこの里　鈴加園にてジビエ料理のご昼食　12：30-13：20

（鈴加園は昭和44年秋に秩父地方第一番に埼玉県観光農業育成地方第一番に開設いたしました。 当奥秩父では山の
仕事が主でその人達（木遣坊）の代表料理が郷土料理である石器焼で自然の石（砂岩）を炊火で焼き「ねぎ味噌」で山野
菜、きのこ類、野獣肉等を頂きます。油を使わず、煙が出ず、こげず、素材本来のおいしさが味わえるのが特徴です。）
関東随一のパワースポット　三峯神社参拝　14：00-15：00
御殿場IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：20-20：10頃］

日帰り
AF0620

●旅行期間 2017年11月29日㈬・12月２日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★パワフルな女性社長がマイナスから築き上げた産廃工場の見学
★実際に働くスタッフがじっくりご案内します
★広大な自然溢れる清潔な施設でエコについて学びます

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：15-7：45］＝狭山日高IC
石坂産業　10：30-15：00
予約の取れにくい工場見学で有名！石坂産業スタッフ自らが案
内する産廃業の最先端技術を見学！
※ガイディングレシーバーを使用し、より細かな案内も聞き逃しません。
・自社農園の自然栽培の野菜が入ったランチ
・食後には石坂産業の産廃循環技術から生まれた三富村園内を

スタッフ同行でご案内
狭山日高IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00］

１泊２日
AF0622

●旅行期間 2017年11月17日㈮・
23日㈭㈷

●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★普段は入ることが出来
ない巨石群を散策

★専門ガイドが午前も午
後もしっかりご案内

★昔ながらの情緒残る街
並み

静岡駅・焼津駅・牧之原SA［7：00-8：00］＝美濃加茂IC

金山巨石群・光の体験ツアー　11：30-13：00

普段は入ることの出来ない巨石群へ潜入！！

ご昼食　13：30-14：20

飛騨街道・金山宿の筋骨めぐり　14：20-15：50

美濃加茂IC＝牧之原SA・焼津駅・静岡駅［19：20-20：20］

日帰り
AF0624

●旅行期間 2017年12月６日㈬・９日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★昨年OPENのすみだ北斎美術館鑑賞♪
★スカイツリーを眺めながらのブッフェランチ
★世界遺産の西洋美術館にてジャポニスム展鑑賞♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：
30-8：20］＝浜町IC
すみだ北斎美術館　10：30-12：00
浅草ビューホテル【武蔵】にてビュッフェラ
ンチ　12：15-13：15
国立西洋美術館にて【北斎とジャポニスム
HOKUSAIが西洋に与えた衝撃】　13：30-
15：00

（モネ・ドガ・セザンヌ・ゴーガン、北斎に触
発され新たな時代を切り開いた西洋の芸術
家たちが上野に集結！！）
上野IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・
焼津駅［17：20-19：15］

日帰り
AF0405

●旅行期間 2017年12月13日㈬
●旅行代金 24,800円（昼食付き）

★星組トップスター　紅ゆずると綺咲愛里の主演公演
★「映画」を愛した人間たちの姿を描いた運命的なラブロマンス
★90周年を迎えたタカラヅカレビューの伝統を紡ぐレビュー作品

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-8：30］＝帝国ホテル　トラディショナルダイニング　「ラ　ブラスリー」
にてフランス料理のコースのご昼食をお召し上がりください。
帝国ホテル伝統の味を継承するフランス料理を、アールヌーボ様式の店内でお楽しみください。
★東京宝塚劇場　星組公演観賞　13：30開演をＳ席にて鑑賞。
ミュージカル『ベルリン、わが愛』
サイレント映画からトーキーへと移り変わる頃――。1920年代から30年代にかけて、ハリウッドと並ぶ映画の都として栄華を誇ったドイツ・ベルリンにも、ナチスが暗い
影を落とし始めていた。激動期のベルリンを舞台に、「映画」を愛した人間たちの姿を、運命的なラブロマンスを織り交ぜながらドラマティックに描き出すミュージカル。
タカラヅカレビュー90周年『Bouquet de TAKARAZUKA』（『ブーケ ド タカラヅカ』）
90周年を迎えたタカラヅカレビューの伝統を紡ぐレビュー作品。世界巡りの形式で展開するバラエティに富んだ場面に、きらめく
花の様に多彩な輝きを放つ紅ゆずるを中心とした星組メンバーの魅力を一杯詰め込んだ、豪華絢爛なレビューをお届け致します。
主演　紅ゆずる、綺咲愛里
＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［18：30頃-19：45頃］

神社仏閣

大人の社会見学

芸術鑑賞

嵐山花灯路2017と西陣文化を伝える
京町家を見学

ランチと共に京都伝統の舞いを鑑賞し
古都の文化にひたる２日間

●旅行期間 2017年12月10日㈰～
11日㈪

●旅行代金

★築130年の町家ととも
に伝統的な西陣の暮らしぶ

りを「西陣くらしの美術館
」として公開している冨田

屋を訪問

★嵐山花灯路へは嵐電を
貸し切って向かいます

★舞妓の踊りを鑑賞しな
がらのランチ

２名様１室利用（お一人
様）

39,800円42,800円
38,800円１名様１室利用（お一人

様）
３名様１室利用（お一人

様）

日帰り
AF0625

●旅行期間 2017年12月２日㈯・７日㈭
●旅行代金 12,500円（昼食付き）

★恵林寺と一之宮浅間神社の２箇所は案内付き！

★干し柿をその場で購入出来ます

★吊るした柿のカーテンはまさに圧巻です！！

★武田神社の御朱印はとっても珍しいのです

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝甲

府南IC＝恵林寺＝枯露柿見学＝昼食＝甲斐の

国一之宮浅間神社＝武田神社＝甲斐善光寺＝

富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：30］ １日目 静岡駅・焼津駅・牧之原SA［8：30-9：40］＝京都東IC

 西陣くらしの美術館『富田屋』見学　※文化財保護の為、靴下を着用し

てください

 大店の町家として国の登録有形文化財に指定されている富田屋を通し

て、西陣の伝統と文化を学びます。

 嵐電貸切乗車　四条大宮駅＋嵐山駅

 嵐山を自由にご散策後、名料亭・徒月亭にて『季節の膳』のご夕食

 京都嵐山花灯路2017散策

 ホテル（20：30頃着）　　　　　　　　　　京都からすまホテル（泊）

２日目　ホテル＝女性の為のパワースポット・市比賣神社参拝

 山茶花咲く退蔵院

 舞妓鑑賞とご昼食

 京の台所・錦市場にてショッピング

 京都東IC＝牧之原SA・焼津駅・静岡駅［18：00-19：00］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

古代人のロマン溢れる金山巨石
群・光の体験ツアーと

飛騨・金山宿の路地裏散歩で昔
懐かしい風情を味わう日帰り

AF0623

晩秋の風物詩　枯露柿の里を訪ねる
〈甲斐の国〉ぶらり寺社めぐり
一之宮浅間神社　総鎮護武田神社　甲斐善光寺　恵林寺

標高1,102ｍに鎮座するもっとも神に近い神社
『関東随一のパワースポット　三峯神社』参拝と
秩父地方第一番に開設した鈴加園でジビエ料理を愉しむ

予約が取れない工場見学！！ 異色の産廃会社
【石坂産業】で学ぶ１日

昨年OPENのすみだ北斎美術館鑑賞と国立西洋美術館にて
【北斎とジャポニスム　HOKUSAIが西洋に与えた衝撃】鑑賞

東京宝塚劇場　星組公演　鑑賞

©宝塚歌劇団

嵐電貸
切！

（右）葛飾北斎《冨嶽三十六景　東海道程ヶ谷》天保元-
4年（1830-33）頃　横大判錦絵　ミネアポリス美術館
Minneapolis Institute of Art, Bequest of Richard P. 
Gale 74.1.237　Photo: Minneapolis Institute of Art
（左）クロード・モネ《陽を浴びるポプラ並木》1891年
油彩、カンヴァス　93×73.5cm　国立西洋美術館（松方
コレクション）

（左）葛飾北斎『北斎漫画』十一編（部分）
刊年不詳　浦上蒼穹堂

（右）エドガー・ドガ《踊り子たち、ピン
クと緑》1894年　パステル、紙（ボード
裏打）66×47cm　吉野石膏株式会社（山
形美術館寄託）

田代の
お薦めです！

年々大規模になっていく
花灯路。冬の京都で
はんなり幻想的な
旅はいかがですか？

田代の
お薦めです！

古代人のロマン感じる
下呂のパワースポット！！
ノスタルジックな街並みで
タイムスリップ旅行♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001067/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001066/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001068/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001069/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000766/


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。

海　外 ８日間
BF0072 春爛漫！

南北まるごと満喫ニュージーランド
●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

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！

南半球の美しい大自然に出会う旅
催行間近！

歩く旅

■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

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

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］

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』

■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

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

■お食事：朝１回／昼２回（弁当）／夕１回

■スケジュールは、天候や交通機関などにより変更にな

る場合がございます。

■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5500円　８月５日現在）

■県内乗車場所：静岡駅・焼津駅・袋井ＩＣ・浜松駅（予定）

■空港までの送迎を新幹線にして10名様以下で催行決定

となる場合があります。

■利用予定ホテル：
　ラオス／MERCURE VIENTIANE　または同等クラス

　タイ／CENTRAL HOTEL & CONVENTION CENTER　または同等クラス

■利用航空会社：タイ航空（ＴＧ）エコノミークラス

■最少催行人数：10名　■食事条件／朝４回／昼４回／夕５回

タイ秘境  世界遺産バンチェン遺跡と
美しいピンクの睡蓮が広がる絶景ノンハン湖

６日間
BF0073

●旅行期間 2018年１月10日㈬～ 15日㈪

●旅行代金 198,000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￥26,000

ラオス首都ビエンチャンとタイのイサーン（東北）を巡る

★この時期にしか見
　られない絶景！
　ピンクの蓮の花♪
★なかなか個人では
　行けない世界遺産
　バンチェン遺跡
★県内から空港まで
　の送迎付き！ 写真提供：「タイ国政府観光庁」（Tourism Authority of Thailand）

１日目　県内各地より貸切バスにて中部国際空港へ　11：00

　　　　　出国手続き後、バンコク経由ヴィエンチャンへ

　　　　ヴィエンチャン到着後、軽食をご用意　20：45 
ヴィエンチャン（泊）

２日目　ヴィエンチャン市内・郊外観光（凱旋門・タートルアン・ワットホーパケオ・ワットシーサケ

ット・サオ市場・ブッダパーク・ラオスとタイの友好橋） ヴィエンチャン（泊）

３日目　友好橋を渡りタイとの国境の街ノンカイへ＝

　　　　ノンカイ観光（ワットポーチャイ・独創的なワットサーラーケーオクー）

　　　　陶器の発祥地として知られるインドシナマーケット散策 ウドンタニ（泊）

４日目　ノンハン湖の幻想的なタレ
ーブアデーン（赤い蓮の海）見

学＝

　　　　世界遺産バンチェン遺跡 
ウドンタニ（泊）

５日目　ウドンタニ市内・郊外観光（壁画や奇岩群のプープラバート歴史公園・バンナカ・ウドンサン

シャインフレグラント蘭園）　空路、バンコク経由にて名古屋へ　20：45 機内（泊）

６日目　中部国際空港着　７：30＝貸切バスにて県内各地へ

幻想的

青嶋の
お薦めです！

普通のツアーではなかなか
行かないレアなタイの東北地方！

世界遺産バンチェン遺跡を
はじめ見どころ

いっぱいなのです♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001071/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001031/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001039/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000943/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709


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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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。

紅　葉 神社仏閣

歩く旅

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］

■最少催行人員：15名様より催行。

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♪

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

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

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］

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

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］

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

あなたの“行ってみたい旅先”を教えてください！
SBSツアーズでは、「いつかは行ってみたい！」「もう一度行ってみたい！」そんな旅先を大募集いたします。
ご応募いただいた旅先は、皆様の投票により最も票を獲得した旅先をテーマに、当社がツアーを企画・募集いたします。
また、旅先が採用され、ツアーが催行となったお客様には、抽選で1組2名様を企画ツアーに無料でご招待。
旅慣れた当社のお客様が思わず「はっ」とするようなツアーが、あなたの“行ってみたい旅先”から誕生します。

インターネット限定企画！

企画ツアー
無　料
ご招待！

大募集！
詳細はSBSツアーズの
ホームページへ

ふるって
ご参加ください お待ちして

おりま～す

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000290/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001037/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000292/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001041/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001036/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001042/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1709



