
７日間
BF0074

絶景！カルスト地形に咲く春の風物詩

●旅行期間 2018年２月８日㈭～14日㈬ 

●旅行代金 225,000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  ￥31,000

１日目　静岡空港集合　15：40　空路、上海経由昆明へ

　　　　※飛行時間静岡～上海３時間35分上海～昆明３時間40分　00：40　着後、ホテルへ 昆明（泊）

２日目　専用車モンゴル族末裔が暮らす村散策・建水の古城・天安門車窓見学（約３時間）　その後、世界遺産元陽の棚田へ

　　　　箐口民族村展望台から棚田見学、猛品の展望台から絶景の棚田（猛品老虎嘴）の夕日見学（約３時間）　　元陽（泊）

３日目　元陽専用車早朝多衣樹の展望台から朝日の棚田（多依樹棚田）見学　ハニ族の全福村散策・新街鎮市場散策・

全福庄村の棚田見学　展望台からの棚田（埧達棚田）の夕日見学 
元陽（泊）

４日目　専用車羅平へ向かう（約６時間半）※２席をお一人でゆったりご利用頂きます　菜の花とカルスト地形が織り

成す金鶏峰・金鶏公園・観花台・牛街の渦巻状に広がる菜の花を見学 
羅平（泊）

５日目　壮大で絶景の九龍瀑布観光（片道リフト利用）　プイ族村散策　石林へ（約３時間半） 石林（泊）

６日目　世界自然遺産の奇岩奇石が
林立する石林観光

　　　　18：00　昆明へ（約２時間） ※到着時間によって昆明市内観光　21：05　空路、上海へ 上海（泊）

７日目　11：10　空路、静岡へ　14：45　静岡空港着　解散

■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5,090円　９/４日現在）

■利用予定ホテル：昆明／錦江大酒店または同等クラス　石林／鉑盛假日酒店または同等クラス　羅平／中源酒店または同等クラス　元陽／雲梯大酒店または同等クラス　上海／上海航空酒店浦東機場店または同等クラス

■利用航空会社：中国東方航空（ＭＵ）エコノミークラス　■静岡空港から添乗員同行　■最少催行10名様

■菜の花の見頃は、毎年天候・気温などにより開花後急速に満開を向かえ開花時期が早まったり、寒波などによって咲き止る場合もございます　■食事条件：朝６回／昼５回／夕５回

１日目　静岡空港　9：00発予定＝福岡空港　10：40着予定
唐津のイカづくしのご昼食　12：30-13：20
旧高取邸（炭鉱王の残した日本の近代建築「美」）13：50-14：50
唐津神社・曳山展示場（世界最大級の漆工芸品、多種多様の造形「美」）14：55-15：55
チェックイン、休憩　16：00頃
夕食は洋々閣（名宿でいただく冬の「美」食天然クエ料理づくし） 唐津ロイヤルホテル（泊）

２日目　ホテル　9：00頃出発　《有田焼　300年の伝統「美」》
柿右衛門窯（白い美「濁手」）10：00-11：00
源右衛門窯（古伊万里資料館）11：05-12：05
日本料理「保名」（陶箱弁当の昼食）12：10-13：10
県立陶磁文化館（柴田コレクションなど）13：15-14：15
陶山神社（磁器製の鳥居や狛犬）…今右衛門窯（色鍋島の品格）…お買い物などフリータイムも
ホテル　15：30頃着 九十九島ベイサイド　ホテル＆リゾートフラッグス（泊）

３日目　ホテル　9：00頃出発
西海～西海国立公園九十九島海域遊覧～海きらら（九十九島に生息する生き物）
大宰府天満宮　福岡空港　18：40発予定＝静岡空港　20：05着予定

■利用予定航空会社：FDA（フジドリームエアラインズ）　■添乗員が静岡空港から同行致します
■最少催行人員：25名様　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回

★往復静岡空港利用でラクラク♪
★この時期限定の九州の
美味しいご馳走堪能♪

★自然美、伝統美、建築
美もお楽しみいただけ
る盛りだくさんの内容
です。

写真提供：佐賀県観光連盟

２日間
AFFDA1

３日間
AF0626

●ご出発日 2018年１月14日㈰～16日㈫

冬の味覚と焼き物堪能の旅

焼き物の里をめぐり旬のものを頂く
口福（こうふく）の三日間

●旅行代金 ２名様１室利用（お一人様）

128,900円135,900円
１名様１室利用（お一人様）

１日目　富士山静岡空港集合（午後7：45頃）
富士山静岡空港（8：30）ＦＤＡ（10：00）出雲空港=★出雲大社参拝（案内人付）=★堀川巡
り遊覧･･･★松江城見学=松江市内にて昼食=★足立美術館=玉造温泉 松乃湯（泊）

２日目　玉造温泉=★山陰松島遊覧=★猟師料理の昼食=★鳥取砂丘見学=★いずもまがたまの
里伝承館=出雲空港
出雲空港（18：00頃）ＦＤＡ（19：15頃）富士山静岡空港

■利用予定航空会社：FDA（フジドリームエアラインズ）　■添乗員が静岡空港から同行致します
■募集人数：30名様（最少催行人数20名様）　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回

★静岡空港からわずか90分で出雲へ。
★全国から神々が集う神在月に出雲大社特別参拝。
★足立美術館では日本画の名作や紅葉に彩られる庭園の鑑賞をお楽しみ
下さい。
★山陰海岸で最も美しい景観・浦富海岸の遊覧をお楽しみいただきます。
★玉造温泉に宿泊。日本三大美人泉質をお楽しみください。

●ご出発日 2017年11月24日㈮～ 25日㈯

ＦＤＡチャーター便で行く山陰の旅！
全国から神々が集う神在月に
出雲大社「八足門」内特別参拝と
足立美術館、山陰松島遊覧と鳥取砂丘２日間

●旅行代金 ３名様１室利用（お一人様）

86,000円
２名様１室利用（お一人様）

88,000円83,000円
４名様１室利用（お一人様）

★静岡空港発着なのでとっても
便利

★棚田は最も美しい朝日と夕日
の両方を場所を変えて鑑賞。忘

れられない光景が広がります

★長い移動時間はバスの２人席
をお一人でゆったりご利用頂き

ます

絶景！カルスト地形に咲く春の風物詩

美しき世界遺産　世界最大の元陽の棚田
どこまでも続く羅平の菜の花の美しい絨毯と

ハニ族が1300年前から創り上げた幻想の棚田

渦巻状に広がる菜の花畑

金鶏峰の菜の花

世界最大の元陽の棚田

九龍大瀑布

足立美術館

出雲大社

浦富海岸

松乃湯　露天風呂

富士山静岡空港発着特集

青嶋の
お薦めです！

度肝を抜く想定外の世界最大の棚田に
感動すること間違いなしです！！

こんなに続く菜の花畑…
圧巻の一言に尽きます

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。
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http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001074/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001076/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001075/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710


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。

日帰り
AF0629

苔の緑と紅葉の対比を愉しむ
箱根美術館の庭園と
六百年の古刹・大雄山最乗寺の紅葉
富士屋ホテルのランチ

●旅行期間 2017年12月２日㈯・４日㈪
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★休業前の富士屋ホテルでコース料理のランチ
★箱根美術館の紅葉と苔のコントラストが美しい庭園が見所！！
★開祖600余年のパワースポット最乗寺でもみじ狩り♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：45］＝御殿場IC
箱根美術館（約130種類の苔と200本のモミジで彩られた「苔庭」や中国風の庭園を感じられる
「竹庭」の紅葉を愉しむ）　10：00-11：15
箱根・富士屋ホテル「ザ・フジヤ」にてご昼食　11：30-13：00
大雄山・最乗寺（開祖600余年の古刹。パワースポットとしても名高い）　13：45-15：15
大井松田IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：00-17：30頃］

日帰り
AF0630

美食と芸術の旅　冬のごちそう

●旅行期間 2017年12月９日㈯・13日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★人気の高い川合玉堂の没後60年を記念した展示鑑賞

★百三十余年の伝統を継ぐふぐ料理を堪能

★冬の定番人気スポット！六本木ヒルズのクリスマスマーケットへ♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-8：50］＝渋谷出口＝

山種美術館　10：55-11：55

【特別展】没後60年記念　川合玉堂　四季・人 ・々自然

―ふるさとへのまなざし―（仮称）

下関春帆楼東京（百三十余年の伝統を継ぐふく料理を堪能）　12：20-13：20

六本木ヒルズのクリスマスマーケット　13：50-15：20

霞ヶ関IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：20］

日本のふぐ料理公許第一号の
老舗店で本場下関の『ふく』を堪能と
没後60年記念　川合玉堂　四季・人 ・々自然展鑑賞

グルメと芸術鑑賞

紅　葉

グルメ列車『キハ』に乗って愉
しむランチと

養老渓谷　関東一のイルミ
ネーション

東京ドイツ村とホキ美術館
鑑賞

１泊２日
AF0628

美食と芸術の旅 特別公開！！武田信玄公の
銘刀を特別拝観

●旅行期間 2017年11月19日㈰

●旅行代金 7,800円（お一人様）

★嵐の“ニノ”が植えた
木があります！

★通常未公開の銘刀の教
えを宮司立会いのもと特

別公開！！

★「はるの産業まつり」
にてジビエ料理や特産物

など約60

　店舗がおもてなし　※
特典＆お土産付

浜松駅［9：00］＝

秋葉山本宮　秋葉神社　上社　御祈祷と銘刀拝観（10：30-11：45）

・全国の秋葉神社の総本宮。多くの武将が日本刀が奉納しており、武田信玄・豊臣秀吉・

足利尊氏・長曽我部元親・加藤清正・福島正則と、歴史好きにはたまらない武将の名ば

かりです。　※通常未公開

はるの産業まつり（12：45-15：00）　※昼食は各自でお召上がり下さい。

・今年で42回目となり、毎年約２万人以上の来場で盛上がる“春野”がたくさん詰まっ

たお祭りです。お土産以外にその場でお食事が出来るジビエ料理や特産物のお茶、し

いたけ、自然薯を使用した料理など約各60店舗がおもてなししますので昼食は各自

でお召上がり下さい。

日本一の“天狗”と宝塚歌劇団“すみれの花咲く頃”作者 白井鐵造 記念

館（15：30-16：00）

・宝塚歌劇団の“すみれのは～な～”と、誰もが一度は耳にしたことがあるのではないで

しょうか？作詞をしたのが春野町出身 白井鐡造です。記念館では白井の愛用品や宝

塚関係資料など約600点が展示されています。また、同じ敷地内には日本一、いや世

界一の大きさの大天狗面があり迫力満点です！

＝浜松駅［17：45］

秋葉山本宮秋葉神社参
拝と御祈祷

春野の逸品と出会う旅

●旅行期間 2017年11月18日㈯

●旅行代金 7,800円（お一人様）

★大河ドラマ【直虎】ゆ
かりの犬居城周辺ハイキ

ング

★「はるの産業まつり」
にて抽選会やお菓子投

げイベントに参加

していただきます　※特
典＆お土産付

★自分ではなかなか行く
ことの出来ない春野町に

このツアーで是

非ご参加ください♪

浜松駅［9：00］＝

秋葉山本宮　秋葉神社　下社（10：15-10：35）

・全国の秋葉神社の総本宮。あまり知られていませんが上社と下社があり、まずは下社から訪れるのが正しい参拝方法です。

犬居城ハイキング（10：45-12：15）

瑞雲院・・・犬居城入口・・・熱田神社・・・犬居城跡・・・春野ふれあい公園

・瑞雲院の寺紋は徳川と同じ「三つ葉葵」。やはり家康ゆかりの地。天野氏の犬居城攻めの際に一度は

焼失しましたがのちに家康が再建をしました。対する天野氏の犬居城は今でも曲輪や堀切の跡が

残っており標高255mの山頂からは犬居集落や気田川など春野を一望できるスポットです。

戦国時代にタイムスリップした気分で城下を見渡してみてはいかがでしょうか。

はるの産業まつり（12：30-15：00）※昼食は各自でお召上がり下さい。

・今年で42回目となり、毎年約２万人以上の来場で盛上がる“春野”がたくさん詰まったお祭りです。お土産

の他にジビエ料理や特産物などを使用した料理など約各60店舗がおもてなしします。　※特典①付き

＝浜松駅［17：00］

日帰り
AF0627

2017年を振り返る１日
遠州三山・自分巡礼の旅

●旅行期間 2017年12月１日㈮・３日㈰
●旅行代金 9,800円（昼食付き）

★今年の１年を振り返る巡礼の旅はいかがで
すか？

★紅葉を見ながら３ヶ寺を巡ります。
★自分巡礼記念のご利益茶をプレゼント♪

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［8：00-9：45］＝
医王山油山寺（境内にある約1000本のカエデが紅葉し、真紅や黄色、
緑のコントラストが山門や参道を彩ります。境内には天然記念物の御
霊杉や、三重の塔をはじめとした多くの文化財建造物があり、歴史・文
化に触れながら、風情ある紅葉を楽しめます。）　10：30-11：30
可睡斎（精進料理のご昼食）　11：45-13：45
法多山　14：15-15：45
＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［16：20-17：50頃］

20名様限
定

●旅行期間 2017年12月６日㈬～７日㈭

●旅行代金

★開館８周年を迎えたホ
キ美術館の特別展

★話題のグルメ列車！！いす
み鉄道でのどかな景色を眺

めながら美食を堪能！！

★関東随一のイルミネー
ションスポットを見学！

！

１名様１室利用（お一人
様）

54,800円51,800円
２名様１室利用（お一人

様）

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝千葉北IC

勝田台・貝殻亭（中世ヨーロッパ風の建物で味わう名店の仏蘭西料理コース）　12：00-13：30

ホキ美術館（日本初の写実絵画専門美術館）　14：30-16：00

東京ドイツ村（毎年テーマの変わる南房総最大級のイルミネーションを鑑賞、園内ではお買い物も）　17：00-18：30

オークラアカデミアパークホテル木更津（泊）

２日目 ホテル 9：00＝養老渓谷

レストラン列車【キハ】乗車でお食事と景色をお楽しみください　11：30-13：24

大多喜城・城下町をご散策　13：50-15：00

＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：30］

★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

●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

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泊２日
AF0610

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♪
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）

30名様限定

川合玉堂《松上双鶴》1942（昭和17）年
絹本・彩色山種美術館

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］

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

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］

●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
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

徳川家康と戦った
犬居城主天野氏ゆかりの

地を巡るハイキング
日帰り
AF0631

日帰り
AF0632

静岡再発見の旅

♪はるの産業まつり参加
者特典♪

①会場で使えるお食事券
（１回分）

②会場内、特別室にて呈
茶体験（各地域の

　お茶と和菓子「青ねり
」とともに）

③春野の特産品のお土産
付

秋の春野町満喫コー
ス①

秋の春野町満喫コー
ス①

秋の春野町満喫コー
ス②

秋の春野町満喫コー
ス②

田代の
お薦めです！

この時期ならではの
イルミネーションや
グルメ列車を

お楽しみください♪

福本の
お薦めです！

徳川・今川・井伊が戦さを
繰り広げた歴史ある犬居の地。
近いようで遠い春野の秋の

ハイキングです

福本の
お薦めです！

本ツアー限定！
歴史好きにはたまらない、
武田信玄公、加藤清正公の
銘刀を特別公開！

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001078/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001077/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001079/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001060/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001057/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001055/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710


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。

日帰り
AF0629

苔の緑と紅葉の対比を愉しむ
箱根美術館の庭園と
六百年の古刹・大雄山最乗寺の紅葉
富士屋ホテルのランチ

●旅行期間 2017年12月２日㈯・４日㈪
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★休業前の富士屋ホテルでコース料理のランチ
★箱根美術館の紅葉と苔のコントラストが美しい庭園が見所！！
★開祖600余年のパワースポット最乗寺でもみじ狩り♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：45］＝御殿場IC
箱根美術館（約130種類の苔と200本のモミジで彩られた「苔庭」や中国風の庭園を感じられる

「竹庭」の紅葉を愉しむ）　10：00-11：15
箱根・富士屋ホテル「ザ・フジヤ」にてご昼食　11：30-13：00
大雄山・最乗寺（開祖600余年の古刹。パワースポットとしても名高い）　13：45-15：15
大井松田IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：00-17：30頃］

日帰り
AF0630

美食と芸術の旅　冬のごちそう

●旅行期間 2017年12月９日㈯・13日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★人気の高い川合玉堂の没後60年を記念した展示鑑賞

★百三十余年の伝統を継ぐふぐ料理を堪能

★冬の定番人気スポット！六本木ヒルズのクリスマスマーケットへ♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-8：50］＝渋谷出口＝

山種美術館　10：55-11：55

【特別展】没後60年記念　川合玉堂　四季・人 ・々自然

―ふるさとへのまなざし―（仮称）

下関春帆楼東京（百三十余年の伝統を継ぐふく料理を堪能）　12：20-13：20

六本木ヒルズのクリスマスマーケット　13：50-15：20

霞ヶ関IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：20］

日本のふぐ料理公許第一号の
老舗店で本場下関の『ふく』を堪能と
没後60年記念　川合玉堂　四季・人 ・々自然展鑑賞

グルメと芸術鑑賞

紅　葉

グルメ列車『キハ』に乗って愉
しむランチと

養老渓谷　関東一のイルミ
ネーション

東京ドイツ村とホキ美術館
鑑賞

１泊２日
AF0628

美食と芸術の旅 特別公開！！武田信玄公の
銘刀を特別拝観

●旅行期間 2017年11月19日㈰

●旅行代金 7,800円（お一人様）

★通常非公開の銘刀を神
職立会いのもと特別公開

！！

★「はるの産業まつり」
にてジビエ料理や特産物

など約60

　店舗がおもてなし　※
特典＆お土産付

浜松駅［8：45］＝

秋葉山本宮　秋葉神社　上社　御祈祷と御神刀拝観（10：30-11：45）

・全国の秋葉神社の総本宮。武田・豊臣・足利・長曽我部など多くの武将が日本刀を奉納

しており、今回はその中から一部の御神刀と重要文化財を特別にご覧いただきます。

はるの産業まつり（12：45-15：00）　※昼食は各自でお召上がり下さい。

・今年で42回目となり、毎年約２万人以上の来場で盛上がる“春野”がたくさん詰まっ

たお祭りです。

今年度 全国茶品評会 農林水産大臣賞受賞！
栗崎さんによる呈茶体験

（15：15-15：30）

・品評会で最高位となった煎茶を和菓子の「青ねり」と共に今回特別にお召上がり頂き

ます。

日本一の“天狗”と宝塚歌劇団“すみれの花咲く頃”作者 記念館（15：45-16：10）

・宝塚歌劇団の“すみれのは～な～”と、誰もが一度は耳にしたことがあるのではないで

しょうか？作詞をしたのが春野町出身 白井鐡造です。記念館では白井の愛用品や宝

塚関係資料など約600点が展示されています。また、同じ敷地内には日本一、いや世

界一の大きさといわれる大天狗面があり迫力満点です！

＝浜松駅［18：00］

秋葉山本宮秋葉神社参
拝と御祈祷

春野の逸品と出会う旅

●旅行期間 2017年11月18日㈯

●旅行代金 7,800円（お一人様）

★大河ドラマ【直虎】ゆ
かりの犬居城周辺ハイキ

ング

★「はるの産業まつり」に
て抽選会やお菓子投げイ

ベントに参加していただ
きます　※特典＆お土産

付

★自分ではなかなか行く
ことの出来ない春野町に

このツアーで是非ご参加
ください♪

浜松駅［9：00］＝

秋葉山本宮　秋葉神社　下社（10：15-10：35）

・全国の秋葉神社の総本宮。上社と下社があり、今回は春野のまちに近い下社を参拝します。

犬居城ハイキング（10：45-12：15）　※自然散策ボランティアガイド付

瑞雲院・・・熱田神社・・・犬居城入口・・・犬居城跡・・・春野ふれあい公園

・瑞雲院の寺紋は徳川と同じ「三つ葉葵」。やはり家康ゆかりの地。天野氏の犬居城攻めの際に一度は焼失しましたがのちに家康

が再建をしました。対する天野氏の犬居城は今でも曲輪や堀切の跡が残っており標高255mの山頂からは犬居集落や気田川

など春野を一望できるスポットです。戦国時代にタイムスリップした気分で城下を見渡してみてはいかがでしょうか。

はるの産業まつり（12：30-15：00）　※昼食は各自でお召上がり下さい。

・今年で42回目となり、毎年約２万人以上の来場で盛上がる“春野”がたくさん詰まったお祭りです。お土産の他にジ

ビエ料理や特産物などを使用した料理など約60店舗がおもてなしします。

今年度 全国茶品評会 農林水産大臣賞受賞！
栗崎さんによる呈茶体験

（15：15-15：30）

・品評会で最高位となった煎茶を和菓子の「青ねり」と共に今回特別にお召上がり頂きます。

日本一の“天狗”と宝塚歌劇団“すみれの花咲く頃”作者 白井鐡造

記念館（15：45-16：10）＝浜松駅［18：00］

日帰り
AF0627

2017年を振り返る１日
遠州三山・自分巡礼の旅

●旅行期間 2017年12月１日㈮・３日㈰
●旅行代金 9,800円（昼食付き）

★今年の１年を振り返る巡礼の旅はいかがで
すか？
★紅葉を見ながら３ヶ寺を巡ります。
★自分巡礼記念のご利益茶をプレゼント♪

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［8：00-9：45］＝
医王山油山寺（境内にある約1000本のカエデが紅葉し、真紅や黄色、
緑のコントラストが山門や参道を彩ります。境内には天然記念物の御
霊杉や、三重の塔をはじめとした多くの文化財建造物があり、歴史・文
化に触れながら、風情ある紅葉を楽しめます。）　10：30-11：30
可睡斎（精進料理のご昼食）　11：45-13：45
法多山　14：15-15：45
＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［16：20-17：50頃］

20名様限
定

●旅行期間 2017年12月６日㈬～７日㈭

●旅行代金

★開館８周年を迎えたホ
キ美術館の特別展

★話題のグルメ列車！！いす
み鉄道でのどかな景色を眺

めながら美食を堪能！！

★関東随一のイルミネー
ションスポットを見学！

！

１名様１室利用（お一人
様）

54,800円51,800円
２名様１室利用（お一人

様）

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝千葉北IC

 勝田台・貝殻亭（中世ヨーロッパ風の建物で味わう名店の仏蘭西料理コース）　12：00-13：30

 ホキ美術館（日本初の写実絵画専門美術館）　14：30-16：00

 東京ドイツ村（毎年テーマの変わる南房総最大級のイルミネーションを鑑賞、園内ではお買い物も）　17：00-18：30

 
オークラアカデミアパークホテル木更津（泊）

２日目 ホテル 9：00＝養老渓谷

 レストラン列車【キハ】乗車でお食事と景色をお楽しみください　11：30-13：24

 大多喜城・城下町をご散策　13：50-15：00

 ＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：30］

★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

●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

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泊２日
AF0610

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♪
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）

30名様限定

川合玉堂《松上双鶴》1942（昭和17）年
絹本・彩色山種美術館

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］

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

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］

●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
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

徳川家康と戦った犬居城
主天野氏ゆかり

の地を巡るハイキング
日帰り
AF0631

日帰り
AF0632

静岡再発見の旅

♪18日・19日共通

　はるの産業まつり参加
者特典♪

•会場内で使えるお食事
券付

•春野の特産品のお土産
付

自然が息づく春野町
満喫コース

自然が息づく春野町
満喫コース

歴史ある春野町再発
見コース

歴史ある春野町再発
見コース

田代の
お薦めです！

この時期ならではの
イルミネーションや
グルメ列車を

お楽しみください♪

福本の
お薦めです！

徳川・今川・井伊が戦さを
繰り広げた歴史ある犬居の地。
近いようで遠い春野の秋の

ハイキングです

福本の
お薦めです！

本ツアー限定！
歴史好きにはたまらない、
武田信玄公、加藤清正公の
銘刀を特別公開！

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001082/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001083/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001080/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000956/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000287/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001056/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710


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。

紅　葉

伝統と歴史散策

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］

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）

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

★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！

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］

■お食事：朝１回／昼１回／夕１回

黄金に輝く銀杏並木の
八ヶ岳古道ウォーキング

●旅行期間 2017年11月２日㈭・４日㈯

●旅行代金 9,800円（昼食弁当付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］=甲府南IC=小淵沢IC

八ヶ岳古道トレイル　約180分　

（お祭り広場･･･仏供石･･･ヒメバラモミ･･･富士見台･･･南アルプスビュースポット）

約４キロの道のりを３時間ほどかけて歩きます。（昼食休憩含む）

八峯苑　鹿の湯にて入浴休憩･･･

地下1,700mより噴出する源泉100%の湯（約60分）

小淵沢IC=甲府南IC=富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00頃］

日帰り
AF0417

★毎年大人気のガイド付きお手
軽ハイキングコース

★金色に輝く黄葉と八ヶ岳の景
色を愉しみます

★ハイキングのあとは温泉での
んびり♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝
（東名高速）＝東京IC
貞千代にて会席昼食と大尽遊び　11：30-13：00
浅草、冬の風物詩「羽子板市」見学　13：00-15：00
東京IC＝（東名高速）＝富士IC・清水駅・静岡駅・
焼津駅［17：30-19：20］

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-8：30］＝渋谷IC
古地図めぐり　約５km　約３時間半　
田町駅前（バス降車）→西郷・勝会見の地→御穂・鹿嶋神社→雑魚場跡→薩摩藩上屋敷跡→柳神社→
赤羽橋→中之橋→一之橋→狸穴坂→麻布台→五大山不動院→檜町公園 （長州藩中屋敷跡）→勝海
舟邸跡→報土寺→三分坂→円通寺坂→鈴降り稲荷神社→浄土寺→赤坂見附駅付近
川崎IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：50-18：50］

日帰り
AF0419

●旅行期間 2017年12月17日㈰・18日㈪・19日㈫
●旅行代金 10,000円（昼食付き）

★浅草冬の風物詩【浅草羽子板市】をご見学
★日本に７人しか残っていない太鼓持ちと大尽遊び
★下町で堪能するご昼食とお座敷遊び♪

浅草・冬の風物詩「浅草羽子板市」見学と
７名しか存在しない江戸の太鼓持ちと
大尽遊びで粋を体験！！

日帰り
AF0596
古地図片手に江戸散歩♪
幕末ドラマに思いを馳せる赤坂と
『ひよっこ』に登場する鈴降り稲荷神社参拝

●旅行期間 2017年12月20日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★幕末の英雄にとってゆかりの地【赤坂】を古地図散歩
★TVや書籍でも知られる古地図歩き専門ガイドがご案内
★朝ドラ【ひよっこ】にも登場の鈴降り稲荷神社も参拝

１泊２日
AF0614

25名様
限定

田代の
お薦めです！

手軽に絶景を楽しめる
温泉付きの

ハイキングツアーです♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000762/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000951/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001058/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001081/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000775/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001059/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1710

