
※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。

■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・燃油付加運賃・航空保険料が必要になります（約34,000円１月末日現在）

■利用予定ホテル：プリトヴィッツェ／ DEGENIJAまたは同等クラス　スプリット／ CORNAROまたは同等クラス　ドブロブニク／ ADRIA HOTELまたは同等クラス

■利用航空会社：中国東方航空（ＭＵ）クロアチア航空（ＯＵ）エコノミークラス　■最少催行人数：10名様　■静岡空港から添乗員同行　■食事条件：朝４／昼４／夕５

１日目　静岡富士山静岡空港　集合　13：40空路、杭州経由西安へ　22：00西安着 西安（泊）
２日目　８：05空路、西寧へ　９：35西寧着　西寧観光（タール寺）　菜の花畑の景色を見ながら青海湖へ（約

３時間）　青海湖菜の花畑観光 共和（泊）
３日目　オラ山峠付近の高山植物鑑賞（ブルーポピー・紅景天・蔵波羅蜜・点地梅などの高山植物を見る事が出

来ます）　西寧へ 西寧（泊）
４日目　門源の菜の花見学（淡路島とほぼ同じ面積の絶景！黄色の絨毯が広がります）
　　　　祁連（きれん）大草原の遊牧風景見学　張液へ 張掖（泊）
５日目　張液観光（チベット仏教馬蹄寺石窟）奇岩がそそり立つ氷溝丹霞風景区見学
　　　　七彩丹霞国家地質公園見学　むき出しになった地層が自然のものとは思えないほど美しい雄大な絶

景を見学します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張掖（泊）
６日目　高速鉄道にて蘭州へ（約３時間）　蘭州市内観光（黄河水車園）　空港へ
　　　　19：30空路、上海へ　22：15上海着 上海（泊）
７日目　11：10空路、静岡へ　14：45静岡空港着　解散

７日間
BF0079

クロアチア

７日間
BF0066

中国

３日間
AF0658

北海道

●旅行期間 2018年９月12日㈬～14日㈮
●旅行代金 ４名様１室利用（お一人様） ３名様１室利用（お一人様）

116,800円 117,800円 119,800円
２名様１室利用（お一人様）

１日目　13：40静岡空港集合　空路、上海経由フランクフルトへ　15：40上海

　　　　※上海空港近くにて軽食をお取り頂きます 
機内（泊）

２日目　10：05フランクフル着　空路ザグレブへ　11：30ザグレブ着　ザグレブ観光（聖母被昇天大聖堂・共和国広

場・聖マルコ教会・石の門）　プリトヴィッツェへ 
プリトヴィッツェ（泊）

３日目　世界遺産プリトヴィッツェ
湖群国立公園観光（約２時間30分）　昼食後、スプリットへ スプリット（泊）

４日目　午前：スプリット観光（世界遺産ディオクレティア
ヌス宮殿の地下入場・旧市街）　昼食後、ドブロブニクへ

　　　　カラカ船ディナークルーズ（
約２時間30分） 

ドブロブニク（泊）

５日目　世界遺産の街ドブロブニク
観光（ピレ門・プラッツァ通り・フランチェスコ修道院・スポンザ宮殿・総督府・古

港・城壁・ケーブルカー） 
ドブロブニク（泊）

６日目　７：25空路、フランクフルトへ　９：30フランクフルト着　14：40空路、上海へ 機内（泊）

７日目　上海着　空路、静岡へ　14：45静岡空港着

★自然が造り出した絶景ポイント♪積丹半島・小樽青の洞窟・島武意海岸をめぐる♪
★源泉かけ流しの天然温泉もお楽しみ♪
★毛ガニ・蒸しウニ・寿司などの磯の幸や小樽の老舗フレンチ店でのランチなど、
　美食づくしで心も身体も満たされる３日間♪

■料金には日程内の航空券・宿泊費・食事代・観光入場料・列車代
■別途現地空港税・燃油付加運賃・航空保険料が必要になります
■利用予定ホテル：咸陽／空港商務酒店または同等クラス
　共和／隆豪大酒店（シャワーのみ）または同等クラス　西寧／中発源酒店または同等クラス
　張液／天域国際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　
■添乗員：静岡空港から同行　■最少催行人数：10名様　■食事条件：朝６／昼５／夕５

★静岡空港発着♪♪
★度肝を抜く壮大な七彩山は一度は見たい絶景です
★幻のブルーポピーなどの高山植物を見る事が出来ます

■宿泊先：いわない温泉　おかえりなさい　オーセントホテル小樽
■食事条件：朝２／昼２／夕２　■最少催行人数：10名様
■旅行費用に含まれるもの：バス代、宿泊代、食事代、上記記載施設の入場料、青の洞窟クルーズ乗船代、消費税

●旅行期間 2018年７月15日㈰～21日㈯
●旅行代金 238,000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：36,000円

★静岡空港発着で何かと便利！

★紺碧の海が最も美しくなるベ
ストシーズンに訪れます♪

★アドリア海の絶景！！

　カラカ船の　ディナークルー
ズ　は特にお勧めです♪

※お花は天候や気温などの事情により見れない場合もございます

写真提供：積丹観光協会

　　　　　　　海の青と紅葉の紅のコントラストを満喫
　　積丹ブルーの神威岬と
息をのむ美しさ・青の洞窟

美しき紺碧の
アドリア海を縦断
美しき紺碧の
アドリア海を縦断

●旅行期間

　2018年７月６日㈮～12日㈭
●旅行代金 358,000円
（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）　※

お１人部屋追加代金：50,000円

●旅行期間

　2018年７月６日㈮～12日㈭
●旅行代金 358,000円
（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）　※

お１人部屋追加代金：50,000円

静岡空港から行く！
七色に彩られる七彩山
～幻のブルーポピー咲くオラ山峠と門源の菜の花畑～

１日目　静岡空港12：05～丘珠空港13：50＝自然と羊蹄山とが作り出すおいしい湧水で有名な名水の里
【ふきだし公園】散策＝雄大な羊蹄山（車窓）＝いわない温泉 おかえりなさい（泊）

（源泉かけ流しの天然温泉、毛ガ二など岩内の磯の幸を堪能） 
２日目　神仙沼（ニセコ山系の中では、もっとも美しく神秘的な沼〈片道約20分のハイキング〉）　積丹半島・

神威岬（咲き誇るエゾカンゾウ、両側を積丹ブルーの青い海に囲まれた稜線上を歩きながら先端まで
　　　　〈往復約40分〉）　島武意海岸（日本の渚百選）＝ご昼食は蒸しウニ丼（熱を通
　　　　すことで甘みを増した蒸しウニ堪能♪）＝小樽運河周辺散策

オーセントホテル小樽（泊）（ご夕食は小樽港で寿司をご用意）
３日目　小樽港～船で絶景の奇岩広がるオタモイ海岸や秘境の青の洞窟など～

小樽港（約90分のクルーズ） 小樽・グリル銀鱗荘（風情ある建物で北海
道産の食材を巧みにアレンジしたフランス料理を堪能） 丘珠空港14：
25～静岡空港16：15

一度は
見たい
絶景！ 初秋の

北海道

世界遺産の宝庫クロアチアへ

中国秘境の旅

神威岬 小樽　青の洞窟 神仙沼

食事内容も充実！！

静岡空港発着特集

青嶋の
お薦めです！

静岡空港からクロアチアへ！紺碧の海が
最も美しくなるベストシースンに訪ねます。

さあ！　　　　　　　　　　
と一緒に世界遺産の宝庫へ

行きましょう！

田代の
お薦めです！

静岡空港利用でラクラク移動♪
紺碧の大海原が広がる積丹半島へ。
日本海に洗われた海岸線は奇岩の続く
景勝地で見どころもたくさん♪

美食に絶景に温泉♪
充実した北海道旅行を
お楽しみください♪

青嶋の
お薦めです！

2002年に発見されたばかりの
七彩山。多彩な形にうねる
見事なグラデーション！
桁違いなスケールに圧倒！

　
を見に行こう

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
4月号
vol.74

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001120/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000976/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001121/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804


歴史散策

東京湾唯一の自然島・
猿島の歴史遺産ウォーク

●旅行期間 2018年５月16日㈬・26日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

★東京湾唯一の自然島・猿島を案内人と共に散策。冒険気分で島内をめぐりましょう♪

★地元横須賀を代表する名物、海軍発祥といわれる『横須賀カレー』。

　何故そんなに有名なのか、その目で、舌でご確認ください！！

★地元のお野菜や魚介類などなど、たくさんのお土産を扱うポートマーケットでのお買い物も満喫♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：00］＝横浜町田IC＝

横須賀名物！！海軍カレーのご昼食　11：30-12：20

三笠公園～船にて猿島へ・・・猿島では専門ガイドの案内のもと休憩を取りながら２時間程ご散策頂

き、豊かな自然と歴史遺産をご覧いただきます。

よこすかポートマーケット・・・地元でとれた新鮮なお魚・野菜からスイーツまで、横須賀のお土産を

多数取り揃えたマーケットでお買い物をお楽しみください。

＝横浜町田IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：15-19：45］

伝説と歴史を今に伝える日帰り
AF0342

神奈川県

首都圏の『食』を支えてきた築地市場だけじゃない築地の魅力に迫る
●旅行期間 2018年６月６日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）

★昨年10月から続いてきた古地図散歩。とうとう５回目を迎えました。
★イヤホンガイドで専門ガイドの楽しい案内を聞き逃すことなく、普通のツアーでは訪
れることのない東京を歩きます。
★明治時代には外国人居留地にもなった築地を古地図片手に歩けば、市場だけでないお
もしろさに気付きます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-9：10］＝東京IC
古地図散歩スタート！！
歌舞伎座付近（降車）・・・築地川跡・・・万年橋・・・桂川甫周屋敷跡・・・合引橋跡・・・新富座跡
・・・築地川公園・・・赤穂浅野家上屋敷跡・・・慶應義塾発祥の地・・・あかつき公園・・・外国人
居留地跡・・・佃島渡船場跡・・・築地本願寺・・・東京盲唖学校跡・・・歌舞伎座付近（乗車）
霞ヶ関＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-20：00頃］

古地図片手に江戸さんぽ♪日帰り
AF0596

東京都

～体に響き渡る波打つ鼓動～
迫力の和太鼓 磐田公演「志多ら」

●旅行期間 2018年７月８日㈰
●旅行代金 14,500円（昼食付き）

★本拠地愛知県の和太鼓集団「志多ら」が磐田に
やって来ます！この機会に是非感動体験して下
さい！！
★秋葉神社上社からの眺めは絶景です。
★お昼は有形文化財
　「花咲乃庄」にて
　お召し上がり頂き
　ます。

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［9：15-11：15］＝昼食（花咲乃庄）＝
秋葉山本宮秋葉神社 上社　※標高866mの山頂にある黄金の鳥居からは素晴らしい景色をご覧頂けます。全国の秋葉神社の総本山です。
竜洋なぎの木会館（息吹～IBUKI～磐田公演）鑑賞（16：30-18：30）　※力強い和太鼓の演奏をお楽しみください
＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［19：00-21：00］

日帰り
AF0660

静岡県

宮家の歴史を語るアール・デコ建築の文化財にて『旧朝香宮邸物語』鑑賞と
30年以上に渡りフレンチ界をリードしてきた
シェ松尾の歴史が織り込まれるコースランチ

●旅行期間 2018年５月22日㈫・25日㈮
●旅行代金 18,800円（昼食付き）

★個人では訪れにくい名店！！『シェ松尾』の松
濤レストランへ。たっぷり２時間、

　至福の時をお過ごしください♪
★朝香宮ご夫妻がパリで感銘を受けたアールデ
コを取り入れた旧朝香宮邸の物語を鑑賞

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：30-9：50］＝
シェ松尾　松濤レストランにてコースランチ
重要文化財に指定されている旧朝香宮邸（東京都庭園美術館にて）

『旧朝香宮邸物語』・『鹿島茂コレクション　フランス絵本の世界』鑑賞
＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-19：00］

日帰り
AF0661

東京都

京都検定１級ガイドと王朝絵巻の

別世界『京都御所』で高貴な空間を堪能

花浄土を思わせる西の紫陽花寺『善峯寺』参拝と蔵の街『伏見』散策
１泊２日
AF0662

京都府

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-8：10］＝京都東IC＝

 京湯葉ご膳のご昼食

 【御所】歴代天皇が住まわれた「御所」、宮廷文化の粋をめぐる

 ～紫宸殿から清涼殿、御池庭…静謐な王朝絵巻の世界へ～

 ホテルへ　　　　　　　　　　　　京都からすまホテル（泊）

２日目 ホテル出発　8：30頃＝善峯寺

 伏見十石舟乗船後昼食＋酒蔵見学

 迫力の千本鳥居！！全国３万社の稲荷神社の総本山「伏見稲

 荷大社」参拝

 京都南IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：45-20：15］

●旅行期間 2018年６月28日㈭～29日㈮

●旅行代金
48,800円

１名様１室利用（お一人様）

45,800円
２名様１室利用（お一人様）

★京都検定１級ガイドがじっく
り丁寧に京都御所をご案内いた

します！！

　検定取得者ならではの奥深い
案内をお楽しみください

★関西屈指の紫陽花寺『善峯寺
』約３千坪の境内に約８千株の

紫陽花が

　咲き誇る様はまさに『花浄土
』そのもの！！

★伏見では稲荷はもちろんのこ
と、酒蔵見学や十石舟乗船等バ

ラエティ

　ーに富んだ観光をお約束しま
す♪

京都御所をご案内するガイド

吉村晋弥さん
気象予報士として10年。「第５

回

京都・観光文化検定試験（京都
検

定）」において、最高峰の１級
に

回の最年少で合格（当時26歳
）。

これまでに訪れた京都の観光ス
ポ

ットは400カ所以上。歴史だけ
で

なく、その日の天気も解説す
る。

特技はお箏の演奏。

芸術鑑賞

荘厳な佇まいの秋葉神社総本山、絶景の本宮秋葉神社上社を訪ねる

2000×2583px（JPG/3.97MB）
アナトール・フランス著／モーリ
ス・ブテ・ド・モンヴェル絵『われ
らの子どもたち』
1887年より©NOEMA Inc. Japan

2555×3381px（JPG/3MB）
旧朝香宮邸 次室・香水塔 1933年
竣工時

息吹～IBUKI

25名様限定25名様限定

花咲乃庄外観

25名様限定25名様限定

田代の
お薦めです！

京都検定１級ガイドとめぐる
特別な御所ツアーはいかがですか？

何度も京都を訪れている方も、
検定１級取得者ならではの案内で
まったく新しい京都の１面を
　知ることが出来るはず！！

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000347/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001125/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001122/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001123/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001124/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804


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。

潮来の名勝・加藤洲十二橋めぐりと
水郷佐原アヤメまつり
●旅行期間 2018年６月６日㈬・９日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★毎年ご好評頂いております！！
　個人では訪れにくい佐原へ貸切バスでラクラク移動♪
★この時期見頃を迎えるあやめを鑑賞♪
　また、加藤洲十二橋めぐりもご乗船♪
★映画・ドラマ・CM等の撮影地として大人気の佐原の街並みを散策♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-8：50］＝潮来IC＝
潮来～十二橋めぐり～潮来　12：00-12：45
水郷佐原水生植物園　13：00-14：00
（東洋一を誇る水生植物園の400品種150万本の花菖蒲を、改良に夢か
けた先人たちのロマンに思いを馳せながらゆっくりご堪能ください。）
佐原の街並み散策　14：00-14：45
佐原香取IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-20：20］

日帰り
AF0437

千葉県

花の百名山・入笠山ハイキング
●旅行期間 2018年６月13日㈬・16日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★毎年大人気！！日本の100名山『入笠山』で群生する約100万本の

　日本すずらんを鑑賞しながらハイキング♪

★絶滅危惧種の釜無ホテイアツモリ草が150本植栽されており、

　この時期見頃を迎えます♪

★案内人と山頂を目指します（山頂へ上がらないコースもあります）が、

　山頂付近までゴンドラで一気に上がる為ラクラクハイキング

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-8：40］＝清水IC＝（新東名経由）＝諏訪南IC＝
【花の百名山・入笠山ハイキング（入笠すずらん祭り開催中！）】　昼食後、約３時間滞在
地元の季節の高原野菜、山菜、きのこなどをつかった「入笠すずらん御膳」の昼食
～山麓駅から「ゴンドラすずらん」にて山頂駅へ（片道・約10分）～
★入笠湿原（約100万本・日本すずらんの大群生）
★入笠すずらん公園（約150本・釜無ホテイアツモリ草）
★八ヶ岳展望台（蓼科山から八ヶ岳連峰、富士山、甲斐駒ケ岳などの眺望）
★お花畑（珍しい山野草が咲き乱れます）
※健脚な方は入笠山山頂までの登山も可能です（片道・約50分）。360℃のパノラマが広がっています。
山頂駅＋＋＋山麓駅＝温泉にて入浴休憩　15：00-16：00
＝諏訪南IC＝（新東名経由）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：45-19：45］

白い妖精・すずらんと絶滅危惧種・釜無ホテイアツモリソウを愛でる日帰り
AF0021

長野県

日本の棚田100選　四谷の千枚田と
大地のパワーが宿る阿寺の七滝をめぐる

●旅行期間 2018年５月26日㈯・30日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★昨年初めて企画させていただき、多くのお客様にご参
加いただいたコースのご案内になります♪

★四谷の千枚田は高低差200mに約22戸の農家が420
枚の田を耕していて、日本の棚田100選にも選ばれて
おります

★阿寺の七滝は阿寺川の断層崖を全長62mに渡って７
段の階段状に曲線日を描いて流れ落ちる国指定の名勝
天然記念物

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：30-9：15］＝新城IC＝
阿寺の七滝　11：00-12：00
湯の風HAZUにてご昼食　12：30-13：45
鳳来峡・板敷川を眺める
四谷の千枚田　14：25-15：30
新城IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：00-18：50］

緑深い渓谷と澄んだ渓流をゆく日帰り
AF0570

愛知県

ハイキング

●旅行期間 2018年５月11日㈮・13日㈰
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）

★本コースは長者ヶ岳から天子ヶ岳を縦走し、観光名所となっている白糸の滝を目指します♪
　シロヤシオなどの山野草もお楽しみに♪
★富士山周辺を専門としたプロガイドの案内で安心で楽しいトレッキングとなります♪
★細胞の洗浄復活を活性化させ新陳代謝を促進させる富士山の深層水【バナジウム水】を使用した温泉♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝清水IC＝新東名高速道路＝新富士IC＝
田貫湖・・・長者ヶ岳・・・天子ヶ岳・・・白糸の滝　9：00-15：00
コースについて：コース内は危険な箇所はありませんが、多少、急登やガレ場、急斜面を下る箇所がございます。ご参加
いただく方は、普段から歩いている方、山歩きに慣れている方、体力のある方とさせていただきます。ストックをお持
ちの方はご用意ください。天気が良ければ天子ヶ岳の山頂で昼食を取る予定です。敷物等はご自身でお持ちください。
あさぎり温泉で入浴休憩　15：15-16：15
細胞の洗浄復活を活性化させ新陳代謝を促進させる富士山の深層水【バナジウム水】を使用した温泉♪
新富士IC＝新東名高速道路＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-18：45頃］

日帰り
AF0659

静岡県

●旅行期間 2018年６月16日㈯・20日㈬

●旅行代金 13,800円（昼食付き）
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　★南房総に
ある３つの寺社を訪れます

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　★絶壁に張

り付くように立つ崖観音は絶景
です

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　★昼食は新

鮮な魚介料理をご賞味

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝川崎浮島JCT＝木更津

南JCT＝大福寺（崖観音）　※断崖に建つ観音堂 眼下に鏡が浦を一

望出来ます＝昼食　※漁師料理たてやま（海鮮丼や貝焼きなどを

お楽しみください）＝安房神社　※安房の国一之宮 日本三大金

運神社です＝日運寺　※あじさい寺＝木更津JCT＝川崎浮島

JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-21：00］

日帰り
AF0572

千葉県

自然鑑賞

シロヤシオ咲く天子ヶ岳と
田貫湖を望む長者ヶ岳

雄大な富士山と南アルプスを眺める新緑のハイキングコースを行く

水郷佐原水生植物園

加藤洲十二橋めぐり 湯の風HAZU　昼食イメージ

阿寺の七滝 四谷の千枚田

シロヤシオ群生地 白糸の滝 田貫湖

崖観音
安房神社

日運寺

断崖絶壁に建つ崖観音
安房の国一之宮安房神社
古寺２万株の紫陽花が咲く日運寺

南房総観音めぐり南房総観音めぐり

青嶋の
お薦めです！

私がお勧めする南房総の
３つの寺社を訪ねます。

今回は、紫陽花の時期に合わせて
古寺日運寺を入れてみました。
山門から境内にかけて咲く
紫陽花は一見の価値

ありです！

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001005/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001126/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000226/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000814/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000999/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804


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。

１日目　静岡県内各地（午前～お昼）　名古屋港　16：00乗船受付　17：00出港
　　　　※夕食後は、メインショー等船内イベント、大浴場、バーお夜食など各所でお楽しみください。
　　　　 にっぽん丸（泊）
２日目　クルージング　楽しい船内イベント等でゆったりお過ごしください。
　　　　船内では、宮崎県の特産果樹・日向夏を使ったジュースやゴディバのショコリキサーもご用意
　　　　宮崎港　16：00入港＝ホテル　青島ビーチに隣接し、目の前は雄大な太平洋が広がるホ

テルに宿泊。　　　　 ANAホリデイ・インリゾート宮崎（泊）
３日目　ホテル＝海辺の洞窟に建つ神秘的な本殿をもつ鵜戸神宮（朱色の橋、青い海、緑のヤシの木

のコントラストが綺麗な絶景スポット、願いがかなう運玉投げにも挑戦。）＝九州の小京都
と言われる城下町飫肥（おび）城下町古民家で懐石料理の昼食後、散策。＝宮崎最南端

　　　　都井岬（野生の馬の楽園。国の天然記念物にも指定された御崎馬（みさきうま）が暮ら
　　　　す丘から岬にすすむと青い海と壮大な景色が広がります。）＝ホテル
　　　　城山に建ち、鹿児島のシンボル桜島と錦江湾の美しい眺めが広がるホテルに宿泊。

天然温泉の展望露天風呂でゆったりお過ごしください。 城山観光ホテル（泊）
４日目　ホテル＝仙巌園＝
　　　　鹿児島空港　ＦＤＡ144便　13：35発にて空路、富士山静岡空港へ。
　　　　15：00到着後、解散。

■スケジュールは、船や交通機関は、船会社や交通機関の都合、道路状況などにより変更になる場合がございます。
■利用予定航空会社：ＦＤＡフジドリームエアラインズ　■添乗員：静岡県内から同行
■食事回数：朝3 ／昼3 ／夕3　■最少催行人員：10名　■往路バス乗車場所：清水駅、静岡駅、焼津ＩC、浜松ＩC

１日目　富士山静岡空港集合：朝７時頃　富士山静岡空港（7：40頃）FDA141（9：30頃）福岡空港
　　　　福岡空港＝★門司港のレトロな街並み散策＝★三井倶楽部にて昼食＝★関門海峡＝★

角島大橋（コバルトブルーの海にかかる1780ｍの橋の景観）＝長門湯本温泉
　　　　 湯本観光ホテル西京（泊）
２日目　長門湯本温泉＝★元乃隅稲荷神社（赤・青・緑のコントラストが美しい）＝★秋吉台＝★

秋芳洞（地下100m。日本屈指の大鍾乳洞）＝昼食＝★城下町・萩散策＝長門湯本温泉
　　　　 湯本観光ホテル西京（泊）
３日目　長門湯本温泉＝益田駅（午前）山陰本線（昼頃）松江駅＝★松江場堀川めぐり＝★松江城

見学＝玉造温泉 湯之助の宿　長楽園（泊）
４日目　玉造温泉＝★出雲大社参拝（八橋門内特別参拝）※八橋門内での特別参拝は平成31年３月まで
　　　　・・・出雲大社参道散策＝昼食＝出雲空港（14：30頃）FDA184（15：40頃）富士山静岡空港

■募集人数：15名様（最少催行人数：10名様）
■宿泊施設：長門湯本温泉／湯本観光ホテル西京　玉造温泉／湯之助の宿　長楽園

■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。
■利用航空会社：FDAフジドリームエアラインズ
■食事回数：朝３／昼２／夕３　■最少催行人員：10名　■添乗員：静岡県内から同行します。

にっぽん
丸

★花のベストシーズンに訪れる
　花と緑の利尻島・礼文島
★北海道の初夏の爽やかな風と
　ナチュラルな歌声の太田裕美
　のコンサートをお楽しみくだ
　さい。
★富士山静岡空港発着！！

■5/27　にっぽん丸　エンターテイナー

足立さつき【ソプラノ歌手】
武蔵野音楽大学、
及び同大学院修了
文化庁在外研修員として
イタリア、ミラノに２年
間留学。オペラ「椿姫」、
でデビュー後、モーツァ
ルト「フィガロの結婚」
團伊玖磨「夕鶴」などで
活躍

★美食の船にっぽん丸でワンナイトクルーズ
★宮崎の絶景が広がるパワースポットをめぐります。
★静岡県内各地から名古屋港バス利用。
　復路はＦＤＡ鹿児島空港から静岡空港へ。

●旅行期間 2018年①６月23日㈯～26日㈫
　　　　　 　　　　②７月３日㈫～６日㈮
●旅行代金 ①132,000円　②128,000円
○一度は見たい絶景にご案内
　★角島大橋：コバルトブルーの海と橋の造形美
　★元乃隅稲荷神社：断崖に並ぶ神秘的な鳥居の列。鳥居をくぐり抜けて本殿のある断崖上へ
　★秋芳洞：自然によって長い年月をかけて作られた地上では見る事が出来ない神秘的な景観です。
○出雲大社では御垣内の八足門内で特別参拝。
○風情ある松江城堀川遊覧をお楽しみいただきます。
○長楽園では日本一の混浴露天風呂もお楽しみいただきます。

４日間
AF0431

島根県

●旅行期間 2018年６月20日㈬～23日㈯

４日間
AY0002

北海道

●旅行期間 2018年５月27日㈰～30日㈬
●旅行代金

※コンフォートステートを３名様１室利用の場合はお一人様146,000円。
　その他の客室は、お問い合せください。

４日間
AY0001

九州

坂田の
お薦めです！

添乗員が同行します。
クルーズが初めての方も

安心して
ご参加下さい。

美食の船・にっぽん丸のワンナイトクルーズと
宮崎の絶景が広がるパワースポットめぐりをお楽しみください
初夏の名古屋・宮崎クルーズ
九州の小京都と宮崎・絶景めぐり

花のシーズンに訪れる
花と緑の利尻島・礼文島クルーズ

148,000円 164,000円スタンダードステート

152,000円 169,000円コンフォートステート

160,000円 179,000円スーペリアステート

194,000円 250,000円デラックスベランダ

２名様１室利用（お一人様）１名様１室利用（お一人様）客室タイプ

●旅行代金

※ロイヤルスイートご希望の方は、下記へお問い合わせください。
※礼文島へは通船による上陸予定ですが、天候によっては上陸できない場合もございます。
　なお、車椅子での上陸は安全上お断りさせていただきます。
※ドレスコード／すべてカジュアルです。

160,400円 185,000円 221,900円
167,600円 194,000円 233,600円
172,400円 200,000円 241,400円
182,000円 212,000円 302,000円
  224,000円 321,200円
  272,000円 398,000円
  362,000円 542,000円

ステートJ

ステートH

ステートG

ステートF

ステートE

デラックス

スイート

３名様１室利用（お一人様）２名様１室利用（お一人様）１名様１室利用（お一人様）客室タイプ

１日目　富士山静岡空港10：40頃　集合予定　FDA173便　12：05発→丘珠空
港13：50着＝（専用車）＝小樽フリータイム（約１時間予定）　16：00
頃乗船受付＝小樽港17：00出港 ぱしふぃっくびいなす（泊）

２日目　礼文島　8：00入港　※通船にて上陸予定
　　　　オプショナルツアーや、船内イベントでお楽しみください。
　　　　【オプショナルツアー】（別途料金・料金未定）
　　　　●礼文島自然と岬めぐり　●花の礼文島ハイキングツアー
　　　　礼文島　18：00出港 ぱしふぃっくびいなす（泊）
３日目　利尻島　8：00入港
　　　　オプショナルツアーや、船内イベントでお楽しみください。
　　　　【オプショナルツアー】（別途料金・料金未定）
　　　　●利尻島一周バス観光　●緑の利尻島ハイキングツアー
　　　　利尻島　18：00出港 ぱしふぃっくびいなす（泊）
４日目　小樽　9：00入港＝（専用車）＝北海道で最も格式が高く、パワースポッ

トでも有名な北海道神宮＝札幌場外市場　ショッピング、ご昼食をご自
由にお楽しみください。　丘珠空港　FDA174便　14：25発→富士山静
岡空港　16：15着　着後解散

【船内イベント】

太田裕美
アーリー・サマー
まごごろコンサート
「木綿のハンカチーフ」「九月の雨」
「さらばシベリア鉄道」等
数々のヒット曲を歌う女性ヴォーカ
ルの先駆者、
太田裕美が登
場。
北海道の初夏
の爽やかな風
とナチュラル
で魅力的は歌
声をお楽しみ
ください。

鵜戸神宮

にっぽん丸

都井岬 ばしふぃっく　びいなす

ステートルーム

元乃隅稲荷神社

出雲大社

角島大橋

出雲大社

FDAで行く福岡、山陰の旅
山陰の絶景と出雲大社
特別参拝４日間

日本の絶景

クルーズ
ぱしふぃっく

びいなす

染谷の
お薦めです！

山口県は実は絶景の宝庫なのです。
フジドリームエアラインズの

出雲線就航に伴い、静岡空港発着の
山口県の絶景と

出雲大社特別参拝企画が
実現しました。

お申込を
お待ちしています。

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000908/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000736/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1804
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