
※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。

■空港諸税（約26,500円/２月１日現在）が別途かかります。　■募集人数：20名様（最少催行人数：10名様）

■旅行費用に含まれるもの：航空運賃（エコノミークラス）、現地移動交通費（専用車）、欧州２等運賃、添乗員費用、宿泊代日程表記載ホテルまたは同等クラス、

　食事代（朝７回・昼７回・夕食６回）、団体行動中の観光入場料。

北海道ガーデン街道の旅
広大な敷地に咲き誇る
色彩豊かな８つの庭園を巡ります

１日目　県内より専用車にて中部国際空港へ　15：30名古屋　空路、セブへ（所要時間：4時間30分）
　　　　19：00セブ島着ホテルへ セブ島（泊）
２日目　セブ島　フェリーにて隣の島のボホール島へ（所要約２時間）
　　　　ボホール島観光（バクラヨン教会・ターシャ・チョコレートヒルズ・血盟記念碑）
　　　　ランチはロボク川のジャングルクルージングでお楽しみ頂きます。
　　　　夕食後、幻想的なファイヤーフライツリー鑑賞クリスマスツリーのような煌きです。 ボホール島（泊）
３日目　ボホール島　ドルフィンウオッチング　フェリーにてセブ島へ
　　　　セブ市内観光（パリアン広場・マゼランクロス・サントニーニョ教会・カルボンマ

ーケット・サンペドロ要塞・ショッピングモール）　　　　　　　セブ島（泊）
４日目　09：10セブ島　空路、名古屋へ　14：30名古屋空港着
　　　　専用車にて県内各地へ

●旅行期間 2018年６月20日㈬～27日㈬

●旅行代金 328,000円 （２名一部屋ご利用の場合のお一人様
料金）

※お１人部屋追加代金：58,0
00円　※ビジネスクラス追加代金：

130,000円

８日間
BF0081

ドイツ
中欧

４日間
BF0080

フィリピン

４日間
AF0513

北海道

●旅行期間 2018年①６月25日㈪～28日㈭　②７月３日㈫～６日㈮

１日目　午後２時頃：富士山静岡空港集合　中国東方航空にて、空路、上海へ　上海（浦東）空港近郊にて中華料理の夕食

２日目　深夜：中国東方航空にてフランクフルトへ　早朝：フランクフルト空港着

　　　　フランクフルトより専用車にてクヴェトリンブルクへ（約４時間）＊車窓よりドイツの風景をお楽しみください。

　　　　★ヨーロッパの美しい村30
選に選ばれた、クヴェトリンブ

ルク観光（中世の街並み散策）

　　　　その後、専用車にてライプツィヒへ（115ｋｍ） ペンタホテル ライプツィヒまたは同等クラスホテル（泊）

３日目　午前：★音楽の町・ライプツィヒ観
光。その後、百塔の都とうたわれたドレスデンへ（114km）

　　　　午後：★ドレスデン市内観光（ツヴ
ィンガー宮殿、アルテマイスタ

ー絵画館など）

　　　　その後、ベルリンへ（193ｋｍ） 
ホテル ベルリンまたは同等クラスホテル（泊）

４日目　午前：★ベルリン市内観光（公共交
通機関と徒歩にて観光）　カイザーヴィルヘルム記念教会（外観）、博物館島、

ベルリン大聖堂、涙の宮殿、ベルリンの壁記念センター、和解の礼拝堂など。その後、世界遺産の町・ポツダムへ

　　　　午後：★ポツダム市内観光（世界遺
産・サンスーシー宮殿（庭園）や

ツェツィリエンホフ宮殿観光
）

 
ホテル ベルリンまたは同等クラスホテル（泊）

５日目　専用車にて国境を越え、チェコのプラハへ（約４時間）

　　　　★プラハ市内観光（公共交通機関と徒歩で観光します。プラハ城、カレル橋、旧市街広場、旧市庁舎。）

 
グランディウム プラハまたは同等クラスホテル（泊）

６日目　美しいボヘミアの風景を楽しみながら、専用車にてチェスキー・クルムロフへ。（約200ｋｍ）

　　　　★世界遺産・チェスキークロ
ムロフ市内観光　その後、プラハへ

 
グランディウム プラハまたは同等クラスホテル（泊）

７日目　ご出発まで自由行動。専用車にてプラハ空港へ　午後：中国東方航空にて空路上海へ

８日目　朝：上海空港着。乗換え、中国東方航空にて空路、富士山静岡空港へ

　　　　午後３時頃、富士山静岡空港着後、解散。お疲れ様でした。

★ザクセン王国の都・ドレスデ
ン。もっとも価値のある美術館

・アルテマイスター絵画館で芸
術鑑賞。

★『ヨーロッパの美しい村30選
』に選ばれた、クヴェトリンブ

ルクにご案内。

★ベルリンでは、ドイツ屈指の
博物館が集まる世界遺産の博物

館島にご案内。

★「街全体が美術館」と言われ
、「百塔の町」とも称されるプ

ラハ観光。

★ヨーロッパで最も美しい街の
ひとつ、「天井のない美術館」と

も称されるチェスキー・クルム
ロフ観光。

●旅行代金 ３名様１室利用（お一人様）出 発 日 ２名様１室利用（お一人様）

145,000円６月25日㈪ 148,000円 161,000円
152,000円７月３日㈫ 155,000円 168,000円

１名様１室利用（お一人様）

★静岡空港発着だからラクラク♪
★８つのガーデン全てを巡ります！
★帯広では天候が良ければ熱気球に乗って360℃広
　がる景色をご覧いただけます。

■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・クルーズが含まれます
■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）
■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
■利用予定ホテル：セブ島／ウオーターフロントセブビーチまたは同等クラス
　ボホール島／ボホールビーチクラブまたは同等クラス
■利用航空会社：フィリピン航空（ＰＲ）エコノミークラス　■食事条件：朝３／昼２／夕３
■バス発着地：静岡駅・焼津駅・浜松IC　■最少催行人数：10名様　■添乗員：県内より同行

★ボホール島でしか見ら
　れない世界最小のお猿
　さん（ターシャ）に会え
　ます。
★ドルフィンウオッチン
　グにも参加

■利用予定ホテル：層雲峡／層雲閣グランドホテル　帯広／ホテル大平原
■食事条件：朝３／昼３／夕３　■最少催行人数：12名　■添乗員：静岡空港から同行

●旅行期間 2018年６月13日㈬～16日㈯
●旅行代金 158,000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 ￥30,000

※写真はイメージです。季節により見え方が異なることがあります。

ベルリン・ドレスデン・プラハ
８日間

美しい海に浮かぶセブ島&ボホール島

1200以上も連なる円錐形の丘の不思議な風景
絶景！チョコレートヒルズ
世界最小の幻のターシャと見たことも無い
幻想的な光が美しいホタルツリー

写真提供：写真家　大橋マサヒロ

１日目　静岡富士山空港（11：45）＞＞FDA173＞＞丘珠空港（13：30）＝北の森ガーデン＝層雲峡
 層雲閣グランドホテル（泊）
２日目　ホテル（８：15）＝700品種を越える草花が咲き誇る森の花園大雪森のガーデン＝四季折々に開花す

る宿根草を中心に庭づくり上野ファーム＝昼食（二幸本店　寿司ランチ）＝テレビドラマの舞台　
風のガーデン＝十勝川温泉 ホテル大平原（泊）

３日目　熱気球体験（天候によっては翌日もしくは中止になる場合があります）　ホテル（８：15）＝大賞“グ
ランドアワード”に輝いた十勝千年の森＝元気な花さかおばあちゃんの紫竹ガーデン（昼食）＝六
花亭の包装紙に描かれた六花の森＝農と食のテーマパーク十勝ヒルズ＝おとぎの国真鍋庭園＝
十勝川温泉 ホテル大平原（泊）

４日目　ホテル＝昼食（北の漁場　海鮮丼）＝丘珠空港（14：00）＞＞FDA174＞＞＞富士山静岡空港（15：50）

写真提供：ドリップアドバイザー

静 岡 県 内 静岡空港発着

静岡空港発着

染谷の
お薦めです！

富士山静岡空港からドイツ東部、中欧の古都に
ご案内します。街自体が美術館のような
中世の面影を残す、美しい古都の
散策をお楽しみください。

青嶋の
お薦めです！

一度は見たい絶景
「チョコレートヒルズ」
感動のホタルツリー

４日間で　　　　　
が、ぎゅっ！と
詰まってます♪

木の中
で

たくさ
んのホ

タルが

輝き

とても
幻想的

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。

2018
3月号
vol.73

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001110/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001111/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000917/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803


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。

花めぐり

親海湿原のミツガシワ群生と
現地ガイドが案内する鬼無里の水芭蕉

初夏の白馬で花めぐり１泊２日
AF0653

長野県

お　　祭

奥琵琶湖の桜をめぐる旅

若狭のかくれ里・神子の山桜
１泊２日
AF0562

福井県

●旅行期間 2018年４月４日㈬～５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［6：00-7：00］＝

 余呉湖（天女の羽衣伝説の湖畔を彩る桜と菜の花）　11：00-11：45

 レストラン余呉湖　11：50-12：50

 海津（桜守りの「清水の桜」）　樹齢300年を越えるエドヒガンザクラで、高さ16メートル、幹

の周辺6.4ｍと県内最大級を誇り、県の自然記念物に指定されています。　13：30-14：30

 マキノ・メタセコイア並木（車窓より）
若狭みかた　きらら温泉　ホテル水月花（泊）

２日目 ホテル 10：00発＝

 常神半島・神子（かくれ里「神子の山桜」）　10：10-11：10

 上中・熊川宿（語り部の案内で若狭鯖街道の古い町並みを散策）　11：50-14：20

 高月・渡岸寺（国宝十一面観音像と桜）　15：20-16：00

 木之本IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：30-20：30］

●旅行代金
43,800円

１名様１室利用（お一人様）

39,800円
２名様１室利用（お一人様）

★水月湖を望む温泉でゆったり♪日本海の海の幸に舌鼓♪

★海津では老木から若木まで、様々な桜を鑑賞♪

★福井県の名勝地として指定される神子の山桜の風景や国宝十一面観音など白洲正子が愛した風景を辿ります。

約4000本の桜が山一面を染め
る

『弘法山古墳桜祭り』と生誕の
地で

開かれる「草間彌生」展鑑賞
日帰り
AF0428

長野県

信玄のお膝元・甲州の桜をめぐり
ウォーキング♪と
樋口一葉の歴史をたどる１日

●旅行期間 2018年４月４日㈬・７日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★『たけくらべ』や『ゆく雲』で知られる明治の女流作家 樋口一葉の両親が生まれ育った甲州市塩山
エリアをめぐるコース

★イトザクラで知られる慈雲寺、滝本院などのどかな原風景が春に彩られさわやかなウォーキングコ
ースとなります

★甲府盆地や南アルプスを望む大パノラマもお楽しみください

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝甲府南IC＝勝沼IC
甘草屋敷・・・約3.7km 64分・・・慈雲寺・・・0.6km 10分・・・日向薬師・・・1.1km 20分・・・滝本院
計　約5.4km　約３時間半（昼休憩含む）　10：15-13：45
山梨県下最大級のワイナリー見学　14：00-15：00
勝沼IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：45-18：15］

日帰り
AF0651

山梨県

春の日和田山トレッキングと
菜の花・桜咲く巾着田
●旅行期間 2018年４月８日㈰・11日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★豊富な自然溢れる奥武蔵で専門ガイドと里
山ハイクを楽しみます。

★山頂に到着し眼下を眺めると、桜と菜の花
畑が巾着型に咲き誇っています。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝狭山日高IC
高麗駅周辺到着　～日和田山登山口117ｍ～
公園内を自然観察しながらゆっくり登山～金刀比羅神社～日和田山山頂305ｍ
お弁当タイム～登山口～巾着田駐車場解散　※歩行約４キロ、約２時間50分
※体力２ 技術１ 危険２。子供でも登れる里山ですが、簡単な鎖場があり山全体が岩山になっています。しっかりとし
た登山靴がお薦めです。また、お子様の参加は小学３年生以上をお願いします。
天然温泉の入浴休憩　13：00-14：15
狭山日高IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：30-18：00頃］

日帰り
AF0654

埼玉県

春のお花見ウォーク
●旅行期間 2018年４月18日㈬・21日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

★毎年ご好評いただいている古木めぐりのツアーになります
★富士見町のあらゆる箇所に点在する古木のしだれ桜をガイドと共にめぐります。のどかで静か
な原風景の中、お花見ウォーキングしませんか？

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：45-8：20］＝甲府南IC＝小淵沢IC
二八そばのご昼食　11：00-11：50
古木しだれ桜ウォーキング（約３時間半のウォーキング）　12：00-15：00
清泉荘の桜・・・田端しだれ桜・・・田端森新田・鼎談桜・・・葛窪しだれ桜・・・堺小学校桜並木・・・高森
観音堂しだれ桜・・・高森墓地しだれ桜
小淵沢IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：15］

富士見町の古木・しだれ桜をめぐる日帰り
AF0393

長野県

ミズバショウの群生地と約1000本の
花桃が咲き誇る桃源郷を歩く旅

●旅行期間 2018年４月28日㈯・５月１日㈫
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★こちらも毎年多くのお客様にご参加いただいているツアーになります　★花桃で有名な阿智村の中で
も賑やかな月川温泉郷の桃源郷をご案内します　★富士見台高原のミズバショウ群生地も散策します♪

静岡駅・焼津駅・藤枝駅・吉田IC［7：15-8：20］＝（東名）＝豊田JCT＝土岐JCT＝園原IC
門前屋にてご昼食　11：25-12：25
花桃の里　12：30-13：45
富士見台高原山麓駅＋（富士見台高原ロープウェイ）＋富士見台高原山頂駅・・・水芭蕉の群生地・いわ
なの森　13：50-15：40
園原IC＝土岐JCT＝豊田JCT＝（東名）＝吉田IC・藤枝駅・焼津駅・静岡駅［19：00-20：05頃］

信州のお花めぐり日帰り
AF0326

長野県

２泊３日
AF0656

岐阜県

●旅行期間 2018年４月13日㈮～15日㈰

■お食事：朝２回／昼２回／夕２回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松駅［7：00-9：00］＝（東名、名神、東海北陸）＝荘川IC＝

 ★桜に彩られる世界遺産・白川郷合掌集落を見学（約１時間30分）＝白川郷IC＝飛騨清

見IC＝★推定樹齢1100年以上の一之宮の名所『臥龍桜』鑑賞＝ホテル

ひだホテルプラザ（泊）

２日目 終日、★春の高山祭を自由見学

 ※ホテルから徒歩で祭見学が可能です。お疲れの際はホテルで休憩も可能です。

 昼間は『からくり奉納』や『御巡幸』など華やかな高山祭を見学。

 ※昼食はご自由にお召し上がりください。　　　　　　　　　　 ひだホテルプラザ（泊）

３日目 ホテル＝貸切バスにてゆっくり出発＝古川へ

 ★飛騨古川の古い街並み散策（真宗寺の桜を始め、瀬戸川と

 白壁土蔵街の散策や造り酒屋、和ろうそく店の見学をお楽し

 みください。）

 飛騨古川＝飛騨清見IC＝静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松駅

 ［17：00-19：00］

●旅行代金

70,000円
４名様１室利用（お一人様）

73,000円
３名様１室利用（お一人様）

78,000円
２名様１室利用（お一人様）

85,000円
１名様１室利用（お一人様）

★飛騨高山温泉に２連泊。荘厳な高山祭を徒歩にてじっ

くり見学。

★桜に彩られる世界遺産・白川郷を見学。

★絶景露天風呂や飛騨牛を中心にしたお食事をお愉しみ

下さい。

荘厳優美な春の高山祭と
合掌集落の桜の風景３日間

桜に彩られる世界遺産を鑑賞

●旅行期間 2018年①５月13日㈰～14日㈪　②５月19日㈯～20日㈰
●旅行代金

31,800円
２～３名様１室利用（お一人様）

33,800円
１名様１室利用（お一人様）

★初夏にピッタリの可憐で涼しげな花咲く白馬を散策します。　★日本一といわれるおよそ81万本の水
芭蕉の大群落探勝♪　★残雪残る北アルプスの雄大な風景もお楽しみ♪

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：00］＝
 白馬・親海湿原（ミツガシワの群落）　12：30-13：30
 白馬ジャンプ競技場（1998年長野冬季五輪の舞台）　13：40-14：40
 大出の吊橋（白馬絶好のビューポイント、白馬三山の眺望）　14：50-15：20

白馬アルプスホテル（泊）

２日目　ホテル 8：30＝
 鬼無里・奥裾花自然園入口（日本一といわれるおよそ81万本の水芭蕉の大群落探勝）　9：30-12：30
 鬼無里地区を中心とした長野市そば粉だけを使用した野性味ある、風味豊かな十割そば　12：50-13：50
 長野IC＝南アルプスIC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30］

ユネスコ無形文化遺産・
古川祭見学２日間

天下の奇祭、勇ましい起し太鼓、絢爛豪華な屋台の引き揃え１泊２日
AF0657

岐阜県

●旅行期間 2018年４月19日㈭～20日㈮
●旅行代金

43,000円
４名様１室利用（お一人様）

46,000円
３名様１室利用（お一人様）

48,000円
２名様１室利用（お一人様）

★絢爛豪華な屋台の曳行や熱気と迫力ある『起し太鼓』など古川祭を満喫頂きます。
★郡上八幡では古い街並み散策や郡上踊りの実演見学をお楽しみ。
★絶景露天風呂や飛騨牛を中心にしたお食事をお愉しみ下さい。

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松駅［7：00-9：00］＝（東名、名神、東海北陸）＝郡上八幡
IC＝★水とおどりの城下町・郡上八幡観光

 長良川・郷土料理の昼食や郡上八幡博覧館にて郡上おどりの実演見学、郡上八幡の古
い町並みや鍛冶屋町などの散策をお楽しみください

 ＝飛騨清見IC＝ホテル　＊ホテルにて早目の夕食後、古川へ
 ★熱気と迫力溢れる勇ましい『起し太鼓』を鑑賞。『打ち出し』や荒々しい競り合いの

見学をお楽しみください。　＊お帰りはJRを利用（古川駅～高山駅）します。
ひだホテルプラザ（泊）

２日目 ホテルにて朝食後、古川へ
 ★屋台の曳行、子供歌舞伎、からくり、御神輿行列など豪華絢爛な古川祭を見学。
 祭見学後、高山に戻りホテルにて昼食　★昼食後、高山市内の古い街並みを自由散策
 ＝飛騨清見IC＝静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松駅［18：30-20：30］

●旅行期間 2018年４月18日㈬・21日㈯

●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★標高650ｍの山全体が桜に覆われます！！約10分で頂上まであがれます♪

★草間彌生生誕の地、松本で開催される草間彌生展を鑑賞。故郷でなければ体感できない草間彌生

の現在と原点をじっくりとお楽しみください！！

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝塩尻IC

弘法山古墳の桜まつり　10：30-11：30

松本市内のレストランにてご昼食　11：45-12：45

松本市美術館にて『草間彌生展』鑑賞　12：50-14：50

最新作「わが永遠の魂」シリーズを軸に、世界を代表する天才芸術家・草間

彌生が生まれた理由を、生誕の地・松本でご体感いただける展覧会です。

松本IC＝南アルプスIC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30］

染谷の
お薦めです！

飛騨高山温泉に宿泊し
荘厳な『高山祭』の見学を
じっくりお楽しみ頂く、
新コースです。

田代の
お薦めです！

山全体を覆うように桜が咲く
弘法山古墳のお花見と、
大人気の草間彌生展鑑賞の

コースです♪

田代の
お薦めです！

個人ではなかなか訪れにくい、
白洲正子の随筆「かくれ里」に
掲載された「神子（みこ）の山桜」
を訪ねます。桜の薄紅色と
海の青のコントラストを
お楽しみください♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001113/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001109/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001114/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001115/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803


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。

花めぐり

親海湿原のミツガシワ群生と
現地ガイドが案内する鬼無里の水芭蕉

初夏の白馬で花めぐり１泊２日
AF0653

長野県

お　　祭

奥琵琶湖の桜をめぐる旅

若狭のかくれ里・神子の山桜
１泊２日
AF0562

福井県

●旅行期間 2018年４月４日㈬～５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［6：00-7：00］＝

 余呉湖（天女の羽衣伝説の湖畔を彩る桜と菜の花）　11：00-11：45

 レストラン余呉湖　11：50-12：50

 海津（桜守りの「清水の桜」）　樹齢300年を越えるエドヒガンザクラで、高さ16メートル、幹

の周辺6.4ｍと県内最大級を誇り、県の自然記念物に指定されています。　13：30-14：30

 マキノ・メタセコイア並木（車窓より）
若狭みかた　きらら温泉　ホテル水月花（泊）

２日目 ホテル 10：00発＝

 常神半島・神子（かくれ里「神子の山桜」）　10：10-11：10

 上中・熊川宿（語り部の案内で若狭鯖街道の古い町並みを散策）　11：50-14：20

 高月・渡岸寺（国宝十一面観音像と桜）　15：20-16：00

 木之本IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：30-20：30］

●旅行代金
43,800円

１名様１室利用（お一人様）

39,800円
２名様１室利用（お一人様）

★水月湖を望む温泉でゆったり♪日本海の海の幸に舌鼓♪

★海津では老木から若木まで、様々な桜を鑑賞♪

★福井県の名勝地として指定される神子の山桜の風景や国宝十一面観音など白洲正子が愛した風景を辿ります。

約4000本の桜が山一面を染め
る

『弘法山古墳桜祭り』と生誕の
地で

開かれる「草間彌生」展鑑賞
日帰り
AF0428

長野県

信玄のお膝元・甲州の桜をめぐり
ウォーキング♪と
樋口一葉の歴史をたどる１日

●旅行期間 2018年４月４日㈬・７日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★『たけくらべ』や『ゆく雲』で知られる明治の女流作家 樋口一葉の両親が生まれ育った甲州市塩山
エリアをめぐるコース

★イトザクラで知られる慈雲寺、滝本院などのどかな原風景が春に彩られさわやかなウォーキングコ
ースとなります

★甲府盆地や南アルプスを望む大パノラマもお楽しみください

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝甲府南IC＝勝沼IC
甘草屋敷・・・約3.7km 64分・・・慈雲寺・・・0.6km 10分・・・日向薬師・・・1.1km 20分・・・滝本院
計　約5.4km　約３時間半（昼休憩含む）　10：15-13：45
山梨県下最大級のワイナリー見学　14：00-15：00
勝沼IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：45-18：15］

日帰り
AF0651

山梨県

春の日和田山トレッキングと
菜の花・桜咲く巾着田
●旅行期間 2018年４月８日㈰・11日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★豊富な自然溢れる奥武蔵で専門ガイドと里
山ハイクを楽しみます。

★山頂に到着し眼下を眺めると、桜と菜の花
畑が巾着型に咲き誇っています。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝狭山日高IC
高麗駅周辺到着　～日和田山登山口117ｍ～
公園内を自然観察しながらゆっくり登山～金刀比羅神社～日和田山山頂305ｍ
お弁当タイム～登山口～巾着田駐車場解散　※歩行約４キロ、約２時間50分
※体力２ 技術１ 危険２。子供でも登れる里山ですが、簡単な鎖場があり山全体が岩山になっています。しっかりとし
た登山靴がお薦めです。また、お子様の参加は小学３年生以上をお願いします。
天然温泉の入浴休憩　13：00-14：15
狭山日高IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：30-18：00頃］

日帰り
AF0654

埼玉県

春のお花見ウォーク
●旅行期間 2018年４月18日㈬・21日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

★毎年ご好評いただいている古木めぐりのツアーになります
★富士見町のあらゆる箇所に点在する古木のしだれ桜をガイドと共にめぐります。のどかで静か
な原風景の中、お花見ウォーキングしませんか？

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：45-8：20］＝甲府南IC＝小淵沢IC
二八そばのご昼食　11：00-11：50
古木しだれ桜ウォーキング（約３時間半のウォーキング）　12：00-15：00
清泉荘の桜・・・田端しだれ桜・・・田端森新田・鼎談桜・・・葛窪しだれ桜・・・堺小学校桜並木・・・高森
観音堂しだれ桜・・・高森墓地しだれ桜
小淵沢IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：15］

富士見町の古木・しだれ桜をめぐる日帰り
AF0393

長野県

ミズバショウの群生地と約1000本の
花桃が咲き誇る桃源郷を歩く旅

●旅行期間 2018年４月28日㈯・５月１日㈫
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★こちらも毎年多くのお客様にご参加いただいているツアーになります　★花桃で有名な阿智村の中で
も賑やかな月川温泉郷の桃源郷をご案内します　★富士見台高原のミズバショウ群生地も散策します♪

静岡駅・焼津駅・藤枝駅・吉田IC［7：15-8：20］＝（東名）＝豊田JCT＝土岐JCT＝園原IC
門前屋にてご昼食　11：25-12：25
花桃の里　12：30-13：45
富士見台高原山麓駅＋（富士見台高原ロープウェイ）＋富士見台高原山頂駅・・・水芭蕉の群生地・いわ
なの森　13：50-15：40
園原IC＝土岐JCT＝豊田JCT＝（東名）＝吉田IC・藤枝駅・焼津駅・静岡駅［19：00-20：05頃］

信州のお花めぐり日帰り
AF0326

長野県

２泊３日
AF0656

岐阜県

●旅行期間 2018年４月13日㈮～15日㈰

■お食事：朝２回／昼２回／夕２回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松駅［7：00-9：00］＝（東名、名神、東海北陸）＝荘川IC＝

 ★桜に彩られる世界遺産・白川郷合掌集落を見学（約１時間30分）＝白川郷IC＝飛騨清

見IC＝★推定樹齢1100年以上の一之宮の名所『臥龍桜』鑑賞＝ホテル

ひだホテルプラザ（泊）

２日目 終日、★春の高山祭を自由見学

 ※ホテルから徒歩で祭見学が可能です。お疲れの際はホテルで休憩も可能です。

 昼間は『からくり奉納』や『御巡幸』など華やかな高山祭を見学。

 ※昼食はご自由にお召し上がりください。　　　　　　　　　　 ひだホテルプラザ（泊）

３日目 ホテル＝貸切バスにてゆっくり出発＝古川へ

 ★飛騨古川の古い街並み散策（真宗寺の桜を始め、瀬戸川と

 白壁土蔵街の散策や造り酒屋、和ろうそく店の見学をお楽し

 みください。）

 飛騨古川＝飛騨清見IC＝静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松駅

 ［17：00-19：00］

●旅行代金

70,000円
４名様１室利用（お一人様）

73,000円
３名様１室利用（お一人様）

78,000円
２名様１室利用（お一人様）

85,000円
１名様１室利用（お一人様）

★飛騨高山温泉に２連泊。荘厳な高山祭を徒歩にてじっ

くり見学。

★桜に彩られる世界遺産・白川郷を見学。

★絶景露天風呂や飛騨牛を中心にしたお食事をお愉しみ

下さい。

荘厳優美な春の高山祭と
合掌集落の桜の風景３日間

桜に彩られる世界遺産を鑑賞

●旅行期間 2018年①５月13日㈰～14日㈪　②５月19日㈯～20日㈰
●旅行代金

31,800円
２～３名様１室利用（お一人様）

33,800円
１名様１室利用（お一人様）

★初夏にピッタリの可憐で涼しげな花咲く白馬を散策します。　★日本一といわれるおよそ81万本の水
芭蕉の大群落探勝♪　★残雪残る北アルプスの雄大な風景もお楽しみ♪

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：00］＝
 白馬・親海湿原（ミツガシワの群落）　12：30-13：30
 白馬ジャンプ競技場（1998年長野冬季五輪の舞台）　13：40-14：40
 大出の吊橋（白馬絶好のビューポイント、白馬三山の眺望）　14：50-15：20

白馬アルプスホテル（泊）

２日目　ホテル 8：30＝
 鬼無里・奥裾花自然園入口（日本一といわれるおよそ81万本の水芭蕉の大群落探勝）　9：30-12：30
 鬼無里地区を中心とした長野市そば粉だけを使用した野性味ある、風味豊かな十割そば　12：50-13：50
 長野IC＝南アルプスIC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30］

ユネスコ無形文化遺産・
古川祭見学２日間

天下の奇祭、勇ましい起し太鼓、絢爛豪華な屋台の引き揃え１泊２日
AF0657

岐阜県

●旅行期間 2018年４月19日㈭～20日㈮
●旅行代金

43,000円
４名様１室利用（お一人様）

46,000円
３名様１室利用（お一人様）

48,000円
２名様１室利用（お一人様）

★絢爛豪華な屋台の曳行や熱気と迫力ある『起し太鼓』など古川祭を満喫頂きます。
★郡上八幡では古い街並み散策や郡上踊りの実演見学をお楽しみ。
★絶景露天風呂や飛騨牛を中心にしたお食事をお愉しみ下さい。

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松駅［7：00-9：00］＝（東名、名神、東海北陸）＝郡上八幡
IC＝★水とおどりの城下町・郡上八幡観光

 長良川・郷土料理の昼食や郡上八幡博覧館にて郡上おどりの実演見学、郡上八幡の古
い町並みや鍛冶屋町などの散策をお楽しみください

 ＝飛騨清見IC＝ホテル　＊ホテルにて早目の夕食後、古川へ
 ★熱気と迫力溢れる勇ましい『起し太鼓』を鑑賞。『打ち出し』や荒々しい競り合いの

見学をお楽しみください。　＊お帰りはJRを利用（古川駅～高山駅）します。
ひだホテルプラザ（泊）

２日目 ホテルにて朝食後、古川へ
 ★屋台の曳行、子供歌舞伎、からくり、御神輿行列など豪華絢爛な古川祭を見学。
 祭見学後、高山に戻りホテルにて昼食　★昼食後、高山市内の古い街並みを自由散策
 ＝飛騨清見IC＝静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松駅［18：30-20：30］

●旅行期間 2018年４月18日㈬・21日㈯

●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★標高650ｍの山全体が桜に覆われます！！約10分で頂上まであがれます♪

★草間彌生生誕の地、松本で開催される草間彌生展を鑑賞。故郷でなければ体感できない草間彌生

の現在と原点をじっくりとお楽しみください！！

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝塩尻IC

弘法山古墳の桜まつり　10：30-11：30

松本市内のレストランにてご昼食　11：45-12：45

松本市美術館にて『草間彌生展』鑑賞　12：50-14：50

最新作「わが永遠の魂」シリーズを軸に、世界を代表する天才芸術家・草間

彌生が生まれた理由を、生誕の地・松本でご体感いただける展覧会です。

松本IC＝南アルプスIC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30］

染谷の
お薦めです！

飛騨高山温泉に宿泊し
荘厳な『高山祭』の見学を
じっくりお楽しみ頂く、
新コースです。

田代の
お薦めです！

山全体を覆うように桜が咲く
弘法山古墳のお花見と、
大人気の草間彌生展鑑賞の

コースです♪

田代の
お薦めです！

個人ではなかなか訪れにくい、
白洲正子の随筆「かくれ里」に
掲載された「神子（みこ）の山桜」
を訪ねます。桜の薄紅色と
海の青のコントラストを
お楽しみください♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000801/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001117/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000716/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001116/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000331/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803


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。

★約30種3,000株のツツジ、20種300株のシャクナゲが咲き
誇る山のホテルでお花の観賞と御食事をお楽しみください♪
★箱根の隠れたパワースポーットとして最近テ
レビに登場する最乗寺をご参拝します
★男爵別邸跡竣工から100年が経った今も変わ
らぬ箱根・芦ノ湖の絶景をお愉しみください

★山の手線内側に広がる谷津・根津・千駄木をお散歩♪
★江戸風情を残しながら芸大・東大のお膝元の為、芸術
的・文化的なムードある個性的なお店やギャラリー神
社や寺も見学します
★約100種3000株のつつじが咲く根津神社のつつじ
まつりも鑑賞

★近代化遺産として国の重要文化財に指定されている「桃介橋」や南木曽ミツバツツジまつり会場を
経由し妻籠宿までウォーキング♪

★妻籠宿では宿場町の見学や地場産品のお土産選びもお楽しみください♪

★徐々にファンが増えてきた古地図散歩の新コースになります♪
★イヤホンガイドをご用意していますので、専属案内人の説明も聞き漏らし無し！！
★オリジナルの古地図を配布し、わかりやすいご案内を心がけております♪

●旅行期間 2018年４月20日㈮・23日㈪
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝（東名高速・東海環状自動車道中央自動車道）＝中津川IC
＝妻籠宿・御食事処「音吉（おときち）」にて郷土料理　11：30－12：20
【ミツバツツジ咲く南木曽（なぎそ）～川西古道～妻籠ウォーキング（約４km）】約２時間半
①南木曽駅⇒②桃介橋⇒③なぎそミツバツツジ祭り会場（天白公園）⇒④福沢桃介記念館⇒⑤山の歴史館⇒⑥妻籠宿
※近代化遺産として国の重要文化財に指定されている「桃介橋」、なぎそミツバツツジ祭り会場、旧中仙道を経由して妻籠宿までをウォーキングします。
中津川IC＝（中央・東海環状自動車道・東名高速）＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：30-20：30頃］

日帰り
AF0208

静岡県

ミツバツツジ咲く南木曽へ
妻籠宿～旧中山道・桃介記念館

●旅行期間 2018年５月17日㈭・18日㈮
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：30-9：40］＝御殿場IC
芦ノ湖・山のホテル　11：00-13：00
昼食後は、色とりどりのツツジ3,000株が咲く庭園内を散策
鈴廣かまぼこの里　13：20-14：20
大雄山　最乗寺　15：00-16：00
大井松田IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：50-19：00］

日帰り
AF0431

神奈川県

45,000坪の広大な庭に咲き誇る花々たちの競演
芦ノ湖と富士山の絶景『山のホテル』
つつじ・しゃくなげフェアと
箱根の隠れたパワースポット大雄山最乗寺参拝

●旅行期間 2018年４月18日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-8：50］＝東京IC
古地図散歩スタート♪
白金高輪駅付近・・・魚籃坂・・・荻生徂徠の墓・・・幽霊坂・・・おしろい地蔵・・・福島正則の墓・・・亀塚・・・フ
ランス公使館跡・・・春日神社・・・赤羽橋・・・芝公園・・・旧台徳院霊廟惣門・・・増上寺・・・二天門・・・御成門
霞ヶ関入口＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：20］

日帰り
AF0596

東京都

古地図片手に江戸さんぽ♪
江戸時時代の都市計画によって
誕生した街「三田・芝」をゆく

●旅行期間 2018年４月22日㈰・24日㈫
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：30-9：50］＝上野IC＝
谷根千歩きスタート♪　約３時間　約５km
天王寺（谷中五十塔跡）湯島天満宮･目黒不動龍泉寺とともに江戸の三富と称されたお寺。
谷中霊園（15代将軍の徳川慶喜や横山大観など多くの著名人が眠っている墓地）
浄名院・寛永寺（八万四千体地蔵で有名なお寺）
根津神社（三千株のつつじが咲き誇る）藪下通り・鴎外記念館・全生庵
谷中銀座商店街（下町風情の残る話題の商店街を自由散策）
上野IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：30］

日帰り
AF0392

東京都

2020年　東京オリンピックに向けて東京都内を歩こう♪
根津神社のツツジまつりと
谷根千を歩く

日帰り
AF0123

静岡県

日帰り
AF0649

栃木県
群馬県

秘　　境

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝清水IC＝佐野田沼IC＝
出流原弁天池（県指定の天然記念物であり、環境省認定の名水）　11：00-11：30
金山城（中世の貴重な城郭として県内では初めて、昭和９年に国の史跡指定を受けた戦国時代の山城）　12：00-13：30
小泉稲荷神社　14：00-14：20
伊勢崎IC＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：20-19：30］

焼津駅・静岡駅［6：30-7：00］＝（貸切バス）＝白樺荘で許可車両（マイクロバス）に乗換え＝
★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春の花々の観賞、南アルプスの眺望をお楽しみください！
　※白樺荘からは自然ガイドが見どころを詳しくご案内します。
　※昼食は椹島ロッジにて岩魚や山菜を活かしたを椹島弁当をご用意いたします。
＝白樺荘で貸切バスに乗換え＝静岡駅・焼津駅［19：30-20：00］

●旅行期間 2018年５月２日㈬・３日㈭・
　４日㈮・５日㈯・６日㈰
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

静岡の秘境・大井川の源流
新緑の南アルプスの
大自然体験

大型バスでは行けない関東の秘境を訪ねる１日
碧く輝く【出流原弁天池】と
歴史を現在に伝える【金山城跡】

●旅行期間 2018年５月７日㈪・12日㈯・16日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

25名様限定

★大型バスでは行けない隠れた
秘境を訪れます
★県指定の天然記念物であり、
環境省認定の名水【弁天池】
鑑賞
★中世の貴重な城郭として県内
では初めて、昭和９年に国の
史跡指定を受けた戦国時代の
山城を見学

★静岡の大井川源流、南アルプスの麓を訪れ、南アルプス
の眺望、植物など手付かずの大自然を自然ガイドの案内
で満喫する日帰りバスツアー

★山を知り尽くしたスペシャリストの案内で手軽に絶景を
堪能

★山奥とは思えないオシャレで豪華なお弁当も大好評♪

花めぐり

東京ウォーキング

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000812/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000328/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000717/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001118/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001119/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000807/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1803



