
※スケジュールは、気象・海象・道路状況・交通機関などにより変更になる場合がございます。　※写真は全てイメージです。

１日目　県内各地より貸切バスにて中部国際空港へ　21：30出国手続き後、アブダビへ 機内（泊）

２日目　06：30アブダビ着

　　　　終日、アブダビ市内観光（シェイク・ザイードモスク、アブダビ・ルーブル美術館、世界一傾く人口建造物キャ

ビタルゲートタワー）　フランコ・ド・ラゴーヌ演出　水と光のショー“ラ・ペール”鑑賞 ドバイ（泊）

３日目　ドバイモーニングサファリツアーへ

　　　　水上ボートアドベンチャーとドバイモールにてショッピング。ドバイファウンテンの噴水ショー。夕食は自由食

またはディナークルーズ、ディナー＆ベリーダンスショーからお選び下さい。 ドバイ（泊）

４日目　ドバイ市内観光（ゴールドスーク、スパイススーク、ドバイ博物館、バージュハリファ展望台（125階！！）、カヤ

ニ（ねじれ）タワーとドバイフレーム、アラビアン雑貨ショッピング）　21：30空路、名古屋へ 機内（泊）

５日目　13：55中部国際空港着　貸切バスにて県内各地へ

■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17000円　12/12現在）

■利用予定ホテル：M HOTEL DOWNTOWN BY MILLENNIUMまたは同等クラス　■利用航空会社：エティハド航空（EY）エコノミークラス

■最少催行人数：10名様　※添乗員同行　■食事条件：朝２／昼３／夕２

■県内乗車場所：静岡駅・焼津駅・浜松駅（予定）　■催行人数が10名以下の場合は空港までの送迎は新幹線になる場合があります

■宿泊先：父島／父島ビューホテル　父島滞在中の朝夕お食事は、隣接の「ハートロックビレッジ」提供
■添乗員：同行　　■バス乗車場所：焼津駅、静岡駅、清水駅、東名富士IC、東名沼津IC
■食事条件：朝３／昼４（弁当２回含む）／夕３　■最少催行人員：８名 (募集15名様限定）
■おがさわら丸の船室は往復２等寝台　個室などのお部屋をご希望の場合には追加代金となりますので、ご希望の方はお問合せください。
※気象・海況によりスケジュールが変更、又は中止となる場合もございます。　※野生動物や自然現象はご覧いただけない場合もございます。

★地元ネイチャーガイドが世界自然遺産の森をご案内
★クジラ舞う「鯨春（げいしゅん）」の季節
★旅の締めくくりは、ガイドとざっくばらんな会話を

楽しみながら眺めのよいところでランチ。ゆったり
と島時間をお過ごし下さい。

東京から1000キロ南に浮かぶ絶海の孤島
小笠原諸島  父島６日間

１日目　9：00静岡空港　FDA143＝10：40福岡空港・・・13：00-14：00昼食（ふくの関 とらふく御膳）・・・
15：30-16：00海士ケ瀬公園・展望台（エメラルドグリーンの海の上に架かる角島大橋）・・・16：40油
谷湾温泉 ホテル楊貴館（泊）

２日目　8：00ホテル・・・8：30-9：40元乃隅稲荷神社・・・9：50-10：05東後畑棚田・・・10：15-10：30千畳敷・・・
11：40-12：15金子みすゞ記念館・・・12：30-14：00昼食（海鮮村北長門）・・・14：40-16：00青海島遊
覧・・・ホテル ホテル楊貴館（泊）

３日目　8：30ホテル・・・9：20-9：30別府弁天池の湧水・・・9：55-10：15秋吉台カルスト展望台・・・10：30-
11：30秋芳洞　黒谷口・・・11：40-12：40昼食（イタリアンラルゴ）・・・13：50-16：00門司港レト
ロ・・・17：30福岡空港　18：40福岡空港＝20：05静岡空港　FDA148

１日目　早朝　県内各地=貸切バス=東京・竹芝客船ターミナル=おがさわら丸11：00出港～
　　　　東京から南へ1,000㎞の小笠原　父島へ　大海原を航く船旅を存分にお楽しみください。

船内の食事はレストラン等にて各自お召し上がりください。 船中（泊）
２日目　～父島・二見港11：00到着　宿にチェックイン後、昼食へ。　　
　　　　午後　世界自然遺産・小笠原諸島〈父島〉ネイチャーガイドと巡る自然観察【展望編】　約３時間
　　　　地元ネイチャーガイドが景色のいい展望台等めぐりながら島の自然や、歴史をご案内致します。　終了後、宿へ。 父島（泊）
３日目　朝食後　地球スケールのパノラマボートツアー　ボニンブルーと呼ばれる海へ（貸切）　【約６～７時間】

クジラ＆イルカウォッチング。天然水族館さながらの兄島海域公園などもお楽しみください。
※また、気象、海況が好条件の場合に限り、無人島「南島」へも上陸予定。　※上陸には足場の悪い岩肌を3ｍ程よじ登る必要があります。 父島（泊）

４日目　朝食後　世界自然遺産・小笠原諸島〈父島〉　ネイチャーガイドと巡る自然観察【ジャングル編】　【約６時間】 
亜熱帯の森を散策※途中途中で止まりながらガイドをしての約６時間ですので、歩き通しのツアーではございません。　終了後、宿へ。 父島（泊）

５日目　朝食後午前中  自由行動。お買物等でお楽しみ下さい。特製島弁当のランチタイムとゆったり島時間体験
　　　　15：30出港～小笠原名物　地元ボートのお見送り※ボートのお見送りは有志が自発的に行っているものです。

船内の食事はレストラン等にて各自お召し上がりください。 船中（泊）
６日目　15：30　東京・竹芝客船ターミナル着=貸切バス＝夕方～夜　県内各地へ

■利用予定ホテル：油谷湾温泉ホテル楊貴館　■利用航空会社：フジドリームエアラインズ
■食事条件：朝２／昼３／夕２　■催行人員：15名　■添乗員：静岡空港から同行

★静岡空港発着だから楽々♪
★世界絶景３位の角島大橋や123基の鳥居が連なる元乃隅稲荷神社・日本最

大級のカルスト台地、秋吉台と秋芳洞などの話題の日本の絶景地へご案内
★美人湯が人気のお宿、油谷湾温泉“ホテル楊貴館”に２連泊。一面に広がる海を眺めながらの露天

風呂はそれはそれは最高です♪

●旅行期間 2018年４月15日㈰～ 17日㈫

●旅行期間 2018年５月８日㈫～12日㈯

●旅行代金 265,000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  ￥20,000

５日間
BF0077

アブダビ
ドバイ

３日間
AF0647

山口県

６日間
AY0001

東京都
●旅行期間 2018年４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 ￥24,000

●旅行代金
　　（お一人様） 110,000円

４名様１室利用

111,000円
３名様１室利用

115,000円
２名様１室利用

111,000円
１名様１室利用（シングルルーム利用）

★オープンしたばかりの話題のドバイ・ルーブル美術館へ行きます

★ラスベガスを超越するスペクタクルショー！！

　“ラ・ペール”鑑賞をお楽しみ頂けます♪

★３日目（５/10）の夕食はオプション対応

（自由選択  料金は含まれません別途ご請求となります）

★実は物価が安くしかも無税！免税手続

きは不要です

～美人湯が人気の夕景の宿　油谷湾温泉ホテル楊貴館に２連泊～

青嶋の
お薦めです！

５日間ですが見どころはバッチリ押さえつつ
休息なども含め過ごしやすいツアーを作りました。

オープンしたばかりの話題のルーブル美術館や超目玉！
シルク・ド・ソレイユの舞台監督が手掛けたショー

“ラ・ペール”も必見です♪
静岡空港発着

静岡県内発着

静岡県内発着

さあ、この春、見たこともない 大自然の島旅へ！

15名様限定

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/000000001099/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001100/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000935/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801


ひなまつり

●旅行期間 2018年２月24日㈯・３月１日㈭
●旅行代金 9,800円（昼食付き）

★可睡斎で人形供養で納められた約3000体のお
ひな様を鑑賞
★龍尾神社の庭園に咲き誇る約300本のしだれ梅
を観賞
★浜松市天竜区の二俣川近くの緑に囲まれた丘の
上に建てられた秋野不矩美術館で特別展示「創
画会70周年記念展」の鑑賞をお楽しみ下さい。

華やかな早春のひとときを過ごす旅

秋野不矩美術館芸術鑑賞と
可睡斎ひなまつり・
しだれ梅咲く龍尾神社

日帰り
AF0497

静岡県

●旅行期間 2018年３月28日㈬・31日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★ギネス認定！！世界最大級のプラ
ネタリウム「ブラザーアース」
で星空鑑賞
★徳川家の姫君にあつらえた豪華
で気品ある雛飾りを鑑賞
★昨年ご好評いただいた宝善亭に
てランチ

今年で30回目の歴史を継ぐ
『徳川家の雛まつり』鑑賞と
世界最大級のプラネタリウム

『ブラザーアース』の天体ショー鑑賞

日帰り
AF0648

愛知県

●旅行期間 2018年２月28日㈬・３月３日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★古地図でめぐる甲州街道♪
★大人気！！湯本富士屋ホテルのお弁当
★築300年の瀬戸屋敷で、江戸時代から残る雛人形を見学

古地図片手に小田原散歩♪

古地図で歩く甲州街道と
あしがり郷 瀬戸屋敷のひなまつり

日帰り
AF0596

神奈川県

●旅行期間 2018年４月11日㈬・13日㈮・16日㈪
●旅行代金 19,800円（昼食付き）

★毎年ご好評いただいております都をどりのコースです　★以前、人気が高かった先斗町「春神」で
ご昼食　★茶券付き特等観覧席をご用意♪華やかな舞をお愉しみください♪

春の到来を華やかに告げる京の風物詩

京都芸術劇場
春秋座で鑑賞する都をどり

日帰り
AF0120

京都府

美食と雅な世界を愉しむ
京の伝統を継ぐ雛人形めぐりと

女性の幸せを願う２日間

１泊２日
AF0646

京都府

●旅行期間 2018年３月２日㈮～３日㈯

●旅行代金 59,800円

■お食事：朝１回／昼２回（内１回弁当）／夕１回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝京都東IC＝

 京都国立博物館にて『特集展示　雛まつりと人形』鑑賞　12：30-14：30

 市比賣神社（女性の幸せを祈る神社）　14：45-15：15

 ホテル着 15：30頃

 ご夕食はタクシーで安政２年から続く西陣の老舗『西陣魚新』へ。

 雛ご膳のお祝い　　　　　　　京都からすまホテル（泊）

２日目 HTL 9：30＝下鴨神社の流し雛　10：00-12：00

 宝鏡寺　人形の寺　春の特別公開　13：10-14：00

 法住寺　つり雛展　14：30-15：15

 京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：30-20：30］

★女性に生まれたことをお祝い
する桃の節句ならではのイベン

トに参加♪

★伝統を継ぐ、歴史深い本格京
料理に舌鼓♪

★普段非公開の宝鏡寺、法住寺
をめぐります

京都芸術鑑賞

坂口麻沙子《鏡の前》2004年

清水・静岡・焼津・藤枝・島田［7：45-9：30］＝
【秋野不矩美術館】
特別展示「創画会70周年記念展」
秋野不矩も創立会員として参加した創画会。創造
美術発足から70年を記念した展示を鑑賞。
【昼食】　可睡斎にて精進料理（ひな御膳）のご昼食
【可睡斎】【龍尾神社】
＝島田・藤枝・焼津・静岡・清水［16：15-18：00］

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-8：00］＝
徳川美術館にて「尾張　徳川家の雛まつり」鑑賞　10：30-13：00
宝善亭にてご昼食
名古屋市科学博物館にて、ギネス認定！！世界最大級のプラネタリウム「ブラザーアース」で星空
鑑賞　13：30-15：00
吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：30-19：00］

ギネス認定

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-9：00］＝大井松田IC
あしがり郷『瀬戸屋敷のひなまつり』　約60分
古地図でめぐる甲州街道　11：30-15：00
湯本富士屋ホテル特製のお弁当をご賞味♪
なりわい交流館・・・台宿・・・大工町・・・須藤町・・・井細田見附口・・・木像の五百羅漢・・・いいち味噌加藤
兵太郎商店（見学＋お買い物）
大井松田IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：05-18：05］

清水・静岡・焼津［6：30-7：30］＝浜松IC＝（東名・新名神）＝京都東IC＝
鴨川近くの贅沢な空間で味わう老舗の流れを汲む京料理《先斗町　春神》にてご昼食
京都芸術劇場　春秋座にて《都をどり鑑賞》　13：45-15：45
☆茶券付特等観覧券（指定席）をご用意。芸妓さんによる立礼式（りゅうれいしき）のお点前をご覧い
ただきながら、お菓子と抹茶をお召し上がりいただきます。その後、芸妓、舞妓が演ずる京舞・艶やか
な「都をどり」をお楽しみ下さい。
＝京都東IC＝（新名神・東名）＝浜松IC＝焼津・静岡・清水［20：00-21：00］

女性お一人様
参加限定の
気まま旅♪

田代の
お薦めです！

旅行に行きたいけど一緒に行く方と
予定が合わないことありますよね。
最近は女性の一人旅が増えており

大人気ですが、まだまだ抵抗がある方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
今回は参加者全員女性！！全員お一人

参加です。誰にも気兼ねなく、
新しい旅行スタイルに
挑戦してみませんか。

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000902/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001102/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001101/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001103/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000326/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801


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。　※写真は全てイメージです。

花と美食満喫の旅♪

砺波チューリップフェアと

美食を生む富山湾で春の白えびと

ほたるいかを味わう３日間

２泊３日
AF0644

富山県

●旅行期間 2018年４月30日（月・祝）～５月２日㈬

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC［6：30-8：20］＝五箇山IC

 五箇山（田舎料理のご昼食と散策）　12：30-14：00

 彫刻の町・井波（井波美術館や瑞泉寺（井波彫刻の美しい北陸最大の伽藍）、工房見学）

ANAクラウンプラザホテル富山（泊）

２日目 ホテル 10：00頃

 岩瀬浜（北前船で栄えた港町・重文森家、磯料理の老舗｢松月｣で富山湾の白い宝石

白エビなど旬の海の幸昼食）

 内川（｢日本のベニス｣ノスタルジックな港町内川、さまざまな橋を遊覧船から）

 新湊きっときと市場

 雨晴海岸（富山湾越しの春の立山連峰）

 氷見温泉・魚巡りの宿　永芳閣（旬の味覚会席夕食、日本海の眺める温泉でお寛ぎください）（泊）

３日目 ホテル 9：00

 長坂の棚田（日本の棚田100選、棚田から見渡す富山湾と立山）

 砺波チューリップ公園（｢となみチューリップフェア｣国内最大級の約700品種300

万本が彩るチューリップの祭典）

 農家レストラン大門（伝統家屋で砺波の伝承料理昼食）

 瑞龍寺（壮大な伽藍配置様式の豪壮、典雅な美しさ　国宝山門、仏殿）

 高岡IC＝浜松IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：50］

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回　■催行人員：15名　■添乗員全行程同行 赤字は世界遺産

●旅行代金
99,800円
１名様１室利用（お一人様）

79,800円
２名様１室利用（お一人様）

77,800円
３名様１室利用（お一人様）

75,800円
４名様１室利用（お一人様）

●旅行代金
66,000円
４名様１室利用（お一人様）

68,000円
３名様１室利用（お一人様）

72,000円
２名様１室利用（お一人様）

79,000円
１名様１室利用（お一人様）

★熊野本宮大社特別瑞垣内を特別参拝
★三反帆の川舟でゆったりと川の熊野古道をめぐります
★昨年も大好評を頂いた地元ベテランガイド阿諏訪夫妻
が楽しいお話を交えながら３日間ご案内します

●旅行期間 2018年５月９日㈬～11日㈮

★築200年の古民家で味わう我流懐石
★大人気のローカル列車いすみ鉄道乗車
★勝浦ビッグひな祭り、60段の石段に千
二百体の雛人形

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝市原鶴舞IC＝
いすみ鉄道（ローカル線で楽しむ里山風景、線路沿いに広がる菜の花畑）　大多喜駅11：08発＋大原駅11：36着
愚為庵（築200年の古民家で味わう我流懐石）　12：00-13：00
遠見岬神社（勝浦ビッグひな祭り、60段の石段に千二百体の雛人形）　13：20-13：50
勝浦市芸術文化交流センター（享保雛、吊るし飾りなど）　13：55-14：45
市原鶴舞IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：15-19：45］

●旅行期間 2018年３月13日㈫・16日㈮
●旅行代金 13,500円（昼食付き）

★東海エリア最大の梅園には100種類、4000本以
上の梅があり展望台からは絶景がご覧頂けます

★鹿鳴館を設計したイギリス人建築家が手掛けた四
層の塔屋の洋館と和風建築そして回遊式庭園など
大変貴重な建物を見学

★現地案内人と桑名の街をのんびり散策します

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：00-8：00］＝豊田東JCT＝四日市JCT＝いなべ梅林公園（自由
散策）＝昼食（名物はまぐり料理：はまぐり御膳）＝六華苑（歴史案内人）＝七里の渡跡＝春日神社
＝豊田東JCT＝三ケ日JCT＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：00-20：00］

春の花鑑賞

神社仏閣
三重県と和歌山県の世界遺産16ヶ所をベテランガイドと巡る３日間

川の熊野古道 三反帆と熊野三山
２泊３日
AF0649

和歌山県

●旅行期間 2018年２月28日㈬・３月３日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

花と美食の旅

花咲く房総「菜の花列車」と
勝浦のビッグひなまつり

日帰り
AF0642

千葉県

展望台からのピンクの絶景♪

4500本の梅香るいなべ梅林公園
桑名 重要文化財六華苑と春日神社

日帰り
AF0650

三重県

日帰り
AF0115

長野県

★「となみチューリップフェア
」国内最大級の約700品種30

0万本が彩るチューリップの祭
典

★旬の味覚、白えびやホタルイ
カをご賞味♪

★氷見温泉・魚巡りの宿　永芳
閣は全室から日本海を望める“

富山湾ビュー”のお部屋です。

東海エリア最大級！

春を告げる花　福寿草の里散策と
安曇野ちひろ美術館にて
生誕100年記念展鑑賞

●旅行期間 2018年３月17日㈯・19日㈪
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝安曇野IC
福寿草の里　11：30-12：20
L’Atelier des Sens（ラトリエ・デ・サンス）　12：50-14：20
地産地消を目指した安曇野フレンチが食べられるお店でランチ
安曇野　ちひろ美術館　14：30-16：00
安曇野IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［20：00-21：00頃］

安曇野に訪れる春を満喫する１日

★毎年大人気のちひろ美術館鑑賞コース

★いわさきちひろ生誕100年記念展開催！！

★安曇野の新鮮な食材を使用したイタリアンご賞味♪
いわさきちひろ 楽器を鳴らす子どもたち 1957年

１日目 清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［5：40-7：45］＝三ケ日JCT＝亀山JCT＝勢和多気JCT
＝尾鷲南IC＝鬼ケ城センター（昼食）・・・鬼ケ城＝獅子岩＝花の窟神社・・・七里御浜＝
本宮温泉郷 川湯みどりや（泊）

２日目 ホテル＝大斎原（おおゆのはら）・・・祓戸王子（はらいどおうじ）・・・熊野本宮大社（特別瑞垣内
参拝）＝熊野川権現川原～（三反帆遊覧）～川舟工房（昼食）～権現川原（下舟）・・・熊野速玉大
社・・・寺町散策（熊野比丘尼ゆかりの妙心寺他）・・・神倉神社＝南紀勝浦温泉 ホテル浦島（泊）

３日目 ホテル＝補陀落山寺（ふだらくさんじ）、浜の宮王子＝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＝那智ねぼけ堂（昼食）＝那智勝浦IC＝亀山JCT
＝東海JCT＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［19：15-21：15］

地元ベテランガイドの阿諏訪勝・登喜代夫妻

田代の
お薦めです！

“天然のいけす”富山湾。
春、富山の味覚の代表格、

ほたるいかや白エビが旬をむかえます。
富山の食材を駆使したフレンチと、

日本海を望む氷見の宿で、
新鮮な旬の味わいを和と洋で

お楽しみください。

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001104/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001105/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001106/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000987/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000891/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801


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。　※写真は全てイメージです。

至上の印象派展
ビュールレ･コレクション鑑賞と
とうふ屋うかいのご昼食と
神代植物公園の梅まつりを愉しむ１日

●旅行期間 2018年２月24日㈯・28日㈬
●旅行代金 17,800円（昼食付き）

★国立新美術館にて至上の印象派展鑑賞
★下町情緒溢れるとうふ屋うかいにてご昼食
★70種、140本の梅を楽しめる神代植物園散策

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝渋谷T/G
国立新美術館にて【至上の印象派展　ビュールレ・コレクション】鑑賞　10：15-11：45
とうふ屋うかい　12：00-13：30
神代植物園　14：10-15：30
調布T/G＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：40-19：15］

日帰り
AF0640

東京都

★美しい自然が詰まった御殿場の別荘地・東山。桜を眺めながらウォーキング。
★桜まつりが行われる秩父宮公園も訪れます。
★御殿場スイーツなどのお土産つき！！

●旅行期間 2018年２月３日㈯・７日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★プロガイドによる少人数制ツアーの為、安心安全♪
★この時期しか見られない氷爆や、雪景色をお愉しみ
ください
★雪山に挑戦してみたい方の事前練習も大歓迎♪

ピエール＝オーギュスト・ルノワール
《イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢（可愛いイレーヌ）》
1880年油彩、カンヴァス65×54cm
©Foundation E.G. Bührle Collection,
Zurich （Switzerland）
Photo: SIK-ISEA, Zurich （J.-P. Kuhn）

●旅行期間 2018年４月７日㈯・14日㈯
●旅行代金 9,400円（昼食弁当付き）

島田・藤枝・焼津・静岡・清水・富士IC・沼津IC［7：00-9：30］＝秩父宮記念公園駐車場･･･スタジオＫキ
ルトミュージアム☆①･･･厳島神社･･･東山旧岸邸･･･東山湖･･･ＹＭＣＡ東山荘※昼食･･･鈴廣かまぼ
こ☆②･･･秩父宮記念公園※見学☆③　桜まつりが行われております。･･･金時亭☆④･･･えびせんべ
いの里☆⑤=沼津IC・富士IC・清水・静岡・焼津・藤枝・島田［16：00-18：50］
○歩行距離：約5.5㎞　○所要時間：約５時間（施設見学時間、昼休憩も含む）
○ガイド：ボランティアガイド　○☆①～⑤に立寄り、お土産をプレゼント

日帰り
AF0501

静岡県

●旅行期間 2018年３月10日㈯・14日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★約4500本の梅が咲き誇る東
海エリア最大級のいなべ梅林
散策

★歩きたくなる日本の道500
選に選ばれた軽便鉄道沿線を
ウォーキング♪

★国内でも数少ない762ｍｍ
軌間（ナローゲージ）の路線
見学♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：00-7：00］＝
いなべ市梅林公園（東海エリア最大級の約100種類4500本の梅が咲き乱れます）10：00-11：30
いなべ三岐鉄道沿線ウォーク（「美しい日本の歩きたくなるみち500選」に選ばれたルート　
約９キロのウォーキング　12：00-15：00頃
※「美しい日本の歩きたくなるみち500選」は一般社団法人日本ウォーキング協会選定
三岐鉄道三岐線 三里駅・・・片樋まんぼ・・・大神社・・・めがね橋・ねじり橋・・・笠田大溜・・・笠田新田神
明社・厳島神社・・・刻限日影石・・・いなべ公園・・・松乃屋・・・三岐鉄道北勢線  楚原駅
東員IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：30-19：30頃］

日帰り
AF0643

三重県

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝現地
横谷峡入口･･･霧降の滝･･･屏風岩（昼食）･･･乙女滝･･･横谷峡入口＝バス移動＝御射鹿池（見学）
諏訪南IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：45-19：45］

【レベル＆制限】体力２ 技術２ 危険１。道は概ねフラットですが、雪道を往復４km歩くことになります。小学校３年
生以上をお願いします。

【ポイント】実技講習：雪上歩行講習（スノーシュー歩行、ストックの使い方）
【服装、持ち物】雪山に対応した防寒着、帽子、手袋、登山靴又は防寒対応の長靴 (一部レンタル品があります。予約時に
お問合せ下さい)、お弁当、暖かい飲み物。

【その他】スノーシュー&ストックのレンタル。スノーシューのフィッティングはおひとりずつに対応します。昼食時に暖
かい飲み物をガイドから準備させて頂きます。（バーナーでお湯を沸かし、スープを振る舞う予定）御射鹿池畔には下り
られません。遊歩道からの見学のみとなります。その他に防寒長靴のレンタルあります。申し込み時にお申し出下さい。

日帰り
AF0645

長野県

いにしえの道と美しい日本の風
景を歩く

斑鳩の三塔の道と
山の辺の道ウォーキング

富士山の麓・東山路
桜ウォーキング

東海エリア最大級！！4500本の梅が咲き誇る
いなべ梅林と美しい日本の歩きたくなるみち500選

『軽便鉄道沿線ウォーク』

氷瀑巡り北八ヶ岳
横谷渓谷と御射鹿池
（初心者スノーシュー講習付）

●旅行期間 2018年３月21日（水・祝）～22日㈭

●旅行代金 37,800円（２～３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　￥2
,000

★日本最古のパワースポット！！
大神神社や石上神社でパワーチ

ャージ♪

★２日間、現地ガイドの案内で
ウォーキングを楽しみながら深

く学びます

★地元の名産もご賞味♪

１泊２日
AF0245

奈良県

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝法隆寺（昼食）＝

 ★斑鳩の三塔の道ウォーキング（約５km）地元案内人付き

 法隆寺五重塔（世界最古の木造建築）･･･斑鳩神社･･･法輪寺三重塔･･･史跡三井（赤

染の井）･･･岡の原･･･三井瓦窯跡･･･法起寺三重塔･･･中宮寺跡･･･夢殿＝奈良市内

ホテルフジタ奈良（泊）

２日目 ホテル＝天理市へ

 ★山の辺の道ハイキング （約13キロ／約６時間）

 石上神宮（日本最古の神社参拝）･･･夜都伎神社･･･竹之内環

濠集落･･･萓生環濠集落･･･崇神天皇陵･･･檜原神社･･･大神

神社＝吉田IC＝各地［20：00-21：00］

■宿泊先／ホテルフジタ奈良（洋室１～３名利用）

■旅行費用に含まれるもの：バス代、宿泊代、食事代、団体行動中の拝観料、

　現地案内人費用、消費税

■出発地／静岡駅・焼津駅・吉田IC　■お食事条件：朝１／昼２／夕１

（写真提供：一般財団法人奈
良県ビジターズビューロー）　

撮影者：矢野建彦

春のウオーキング

スノーシュー 芸術鑑賞

田代の
お薦めです！

毎年催行している人気ツアーです♪
早春の、浪漫溢れる奈良で

いにしえの道をウォーキング♪
日本最古の官道を歩きながら

歴史のお勉強も
愉しみます♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000011/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000900/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001107/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001108/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001094/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1801
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