
※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。

■料金には日程内の航空券・宿泊費・食事代・観光入場料※別途、ＥＳＴＡ（渡航認証）・現地空港税、燃油負荷運賃・航空保険料が必要（約35,000円　４月現在）
■利用予定ホテル：ラスベガス／サーカスサーカスまたは同等クラス　ウエンドオーバー／モンテゴベイカジノまたは同等クラス
■利用航空会社：中国東方航空（ＭＵ）　米国内線ＡＳ・ＤＬ等　エコノミークラス
■最少催行人数：10名様　■添乗員は静岡空港から同行　■食事条件：朝３／昼３／夕２

７日間
BF0084

アメリカ

★静岡空港発着を実現しました！！！
★空路で行っちゃうグランドキャニオンと
　アンテロープキャニオン！
★ラスベガスを拠点に観光なので楽チンです

●旅行期間
2018年９月12日㈬～18日㈫
●旅行代金 455,000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：38,000円

■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・燃油サーチャージ・入国許可（ETAS）が含まれます
■別途空港諸税・航空保険料が別途必要（約12,500円　３月現在）
■利用予定ホテル：ジェラルトン／ジェラルトンモーターインまたは同等クラス　セルバンテス／ピナクルスモーテルまたは同等クラス　パース／トラベルロッジホテルまたは同等クラス
■利用航空会社：シンガポール航空（SQ）エコノミークラス　■最少催行人数：10名様　■添乗員：県内より同行　■食事条件：朝６／昼５／夕５

８日間
BF0071

オースト
ラリア

★季節限定です。この時期しか見られない絶景を見に行きます
★オーストラリアの良さを是非知ってください
★昨年も同行！ベテランの現地ガイドＪＯＨＮがご案内します

●旅行期間
2018年９月４日㈫～11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：39,000円

※スケジュールは天候や交通機関の都合により変更になる場合もございます

※スケジュールは天候や交通機関の都合により変更になる場合がございます

季節限定！

１日目　15：40静岡空港集合　18：00空路、上海経由ロサンジェルスへ　ロサンジェルス着
　　　　空路、ラスベガスへ　ラスベガス着　ホテルへ ラスベガス（泊）
２日目　カセドラル・ゴージ州立公園（ブライスキャニオンに似た小規模な隠れた名所）
　　　　グレートベイズン国立公園（多彩で美しい鍾乳洞リーマン鍾乳洞見学）
　　　　ボンネビル・ソルトフラッツ（到着時間によっては夕日鑑賞） ウエンドオーバー（泊）
３日目　ボンネビル・ソルトフラッツ観光（ウユニ塩湖のような美しく広大な景色）
　　　　ヒストリック・ウエンドオーバー・エアフィールド博物館　ラスベガス着 ラスベガス（泊）
４日目　飛行機で行く！アンテロープキャニオンツアー
　　　　ラスベガスから約１時間30分で到着。幻想的な造形と光が織り成す芸術的な空間はこの世のものとは思えない美しさです
　　　　ホースシューベンド（コロラド川が馬の蹄のように蛇行しているポイント） ラスベガス（泊）
５日目　飛行機で行く！グランドキャニオンツアー
　　　　ブライトエンジェルロッジ展望台・マーサーポイント展望台（絶景ポイントです）
　　　　ラスベガス到着後、空港へ　空路、ロサンジェルスへ 機内（泊）
６日目　01：05空路、上海経由静岡へ
７日目　14：45静岡空港着

一度は見てみたい空からの超壮大スケールの絶景
ボンネビル・ソルトフラッツ
アンテロープ＆グランドキャニオン７日間

絶対見ておきたい！　感動の絶景パノラマ

西オーストラリア
　大自然を彩る
　ワイルドフラワー

まるで

ウユニ塩
湖のよう

な

ボンネビ
ル・

ソルトフ
ラッツ

現地ガイドのJOHN 写真提供：西オーストラリア州政府観光局

１日目　17：05静岡駅・清水駅・各インターチェンジ→羽田空港へ　空路、シンガポール経由パースへ 機内（泊）
２日目　05：15パース着　途中エニーバにてワイルドフラワーを見学しながらジェラルトンへ ジェラルトン（泊）
３日目　カルバリ国立公園見学（赤茶けた大地がダイナミックな渓谷とその沿道に咲くワイルドフラワーを見学します） ジェラルトン（泊）
４日目　マワラ・コールシーム自然保護区などジェラルトンから内陸部のワイルドフラワーの見学
　　　　（リースフラワーなどが見られます） セルバンテス（泊）
５日目　ナンバン国立公園にあるピナクルス見学（いくつもの奇岩が黄色い砂地に立ち並ぶ風景はまさに絶景です） パース（泊）
６日目　カバシャムワイルドライフパークにてコアラやウオンバット見学
　　　　キングスパークにてワイルドフラワーを見学（約400haの広大な敷地を持つ公園1700種の花々が揃います）
　　　　チョコレート工場見学＆ショッピング パース（泊）
７日目　チェックアウト後、空港へ　14：05空路、シンガポール経由羽田へ 機内（泊）
８日目　06：45羽田空港着→各インターチェンジ・清水駅・静岡駅

静岡空港発着特集

青嶋の
お薦めです！

アンテロープとグランドキャニオンの
バスでの観光は距離が長くとても大変。
このツアーはセスナで行くので楽チンな上、
空からの壮大な絶景も楽しめます。
ウユニ塩湖のような景色が見られる
ボンネビル・ソルトフラッツへも
行っちゃうのがこのツアーの

凄いところです♪

セスナで
行く！
セスナで
行く！

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。

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001128/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001022/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805


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。

皆生温泉連泊で訪ねる足立美術館と

鳥取砂丘・遊覧船でめぐる山陰海岸ジ
オパーク

人々が訪れる前の静寂の出雲大社で早
朝参拝

４日間
AF0437

■お食事：朝３回／昼３回／夕３回

１日目 富士山静岡空港 15：30集合 16：15発～（片道80分で出雲へ）～出雲空港 17：35着＝

 2017年７月にオープンした和のホテルへ宿泊　　　　　　　 お宿　月夜のうさぎ（泊）

２日目　出雲大社早朝参拝（１日で最も清らかな時を感じることが出来る早朝に案内人とゆっくり参拝）

 国宝松江城見学と堀川めぐり（現地ガイドの案内で松江城見学）

 由志園（１万坪の日本庭園を観ながらご昼食）＝べた踏み坂＝美保神社（えびす様の総

本山参拝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 皆生温泉　華水亭（泊）

３日目　鳥取砂丘（鳥取を代表するミシュラングリーンガイド２つ星獲得の砂丘観光）

 砂の美術館鑑賞（ミシュラングリーンガイド１つ星を獲得の美術館で砂の芸術をゆったり鑑賞）

 山陰松島遊覧船（山陰海岸の中でも最も美しい景観と言われる浦富海岸を船上から見学）

 ＝お菓子の壽城（話題のコーヒーショップSUNABAもあります）　　　皆生温泉（連泊）

４日目　皆生温泉 8：30

 足立美術館にて【国画創作協会創立100年 榊原紫峰と国展

 の仲間たち】鑑賞（音声ガイド付きでたっぷり２時間の滞

 在でこころゆくまで芸術に浸ります）

 いずもまがたまの里伝承館にてご昼食

 出雲空港 14：30～静岡空港 15：40頃着予定

★陸路なら約６時間かかる静岡
出雲間が静岡空港利用で片

道約70分なので、移動も楽々
♪

★定番の出雲大社は１日で最も
清らかな時を感じることが

出来る早朝に案内人とゆっくり
参拝＆精進料理のご朝食

をおたのしみください♪また、
足立美術館は音声ガイド

付きでたっぷりじっくり２時間
鑑賞♪

★鳥取砂丘に松江城に松島遊覧
船と、バラエティに富んだ

観光地に美食、温泉等お愉しみ
満載～♪

神社仏閣

『沙羅の花を愛でる会』・沙羅林特別公開
●旅行期間 2018年６月23日㈯・27日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食弁当付き）

★ここ何年か、宿泊ツアーとして企画してきましたが、日
帰りツアーにして欲しいとの声を多くいただき、今年は
日帰りツアーとしてご案内いたします
★沙羅双樹の寺【東林院】の他、一般のツアーではなかな
か訪れることない隠れた花の名寺をご案内♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝豊田JCT＝京都
南IC＝
法金剛院（「池泉廻遊式浄土庭園」池の周りの遊歩道は紫
陽花や花菖蒲が咲きます）　12：00-12：45
妙心寺東林院（本堂前庭は、十数本の沙羅双樹からなる
「沙羅林」で、見頃になると青苔に落花の風情が楽しむこ
とが出来ます。6/15～30日まで「沙羅の花を愛でる会」
で特別公開されます。お茶のおもてなしをお楽しみくだ
さい。）　13：00-14：00
廬山寺（紫式部の邸跡で、源氏の庭、お土居などが残り桔
梗も楽しめます。）　14：20-14：50
京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：00］

京都の花寺をめぐる日帰り
AF0395

京都府

だるま寺として有名な全長寺と天女の羽衣伝説
残る余呉湖畔に広がる10,000本の紫陽花

●旅行期間 2018年６月16日㈯・20日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★長浜の黒壁スクエアにてお好きなランチをご自身でチョイスしてお愉
　しみいただけます♪
★門前のあじさい道には色とりどりの花が咲き、来訪者を歓迎してくれ、
　境内にも50種類のあじさいが1000株ほど美しい花を咲かせます♪
★天女の羽衣伝説残る余呉湖畔に広がる余呉湖あじさい園は、およそ10000本のあじさいが600mに渡って咲きます♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝長浜IC
長浜黒壁スクエアにてご昼食（ミールクーポンを使って全25店舗の中から好きなお店を選んで自由にランチ♪）　11：00-12：45
余呉湖あじさい園（余呉湖畔に広がる余呉湖あじさい園は、およそ10000本のあじさいが600mに渡って咲く。その
美しい景観は余呉湖の天女の羽衣伝説を連想させる）　13：30-14：15
全長寺（だるま寺として有名な全長寺は綺麗なあじさいを観賞できる寺としても知られる。門前のあじさい道には色とりどり
の花が咲き、来訪者を歓迎してくれる。境内にも50種類のあじさいが1000株ほど美しい花を咲かせる。）　14：30-15：15
木之本IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：45-19：45頃］

初夏、近江の古刹を訪ねる１日日帰り
AF0665

滋賀県

芸術鑑賞

●旅行期間 2018年７月13日㈮
●旅行代金 23,800円（昼食付き）

★今年、平昌オリンピックで日本中に感動を与えた

フィギュアスケート！！毎回感動のドラマを生み

出し、世界で活躍するトップスケーター達の華麗

な競演をお楽しみください！！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：15-8：50］＝東京IC＝
都内ホテルにてブッフェランチ　約１時間
プリンスアイスワールド2018

【座席】Ｓ席のご用意　【開場】13：30頃　【公演】14：00～約２時間半予定
【会場】ダイドードリンコアイスアリーナ
【CAST】本田武史、プリンスアイスワールドチーム他豪華ゲストが出演！！
2017年度ゲスト例：安藤美姫、織田信成、町田樹、宇野昌摩、村上佳菜子、本田真凜他
※主催者及び出演者の都合により出演者が変更となる場合でも、公演が中止にならない限りツアー
は催行致します。※出演者変更に伴う旅行代金の払い戻しや各種変更は承れません。※都合により、
出演者・公演日程・公演内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。※公演日により出
演者が異なる場合がございます。
東京IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-21：00］

2018年２月、感動のドラマを生んだフィギュアスケート
世界で活躍するトップスケーター
達の夢の競演！！

日帰り
AF0571

東京都アートイルミネーション和のあかり×百段階段2018

●旅行期間 2018年７月18日㈬・21日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：15-8：50］＝海老名JCT＝東京IC＝大橋JCT＝五反田IC＝
ホテル雅叙園東京（百段階段　和のあかり展見学）　11：45-12：30
昼食（ホテル内 KANADE TERRACE 洋食ブッフェ）　12：45-14：00
相田みつを美術館　14：45-15：30
＝谷町JCT＝横浜町田IC＝海老名JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：10-19：30］

ホテル雅叙園東京日帰り
AF0549

東京都

生誕110年記念『田中一村の絵画―奄美
を愛した孤高の画家―』と清楚な姿の
ヤマアジサイ咲く山のホテルでランチ

●旅行期間 2018年７月５日㈭・７日㈯
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★初夏を彩る紫陽花咲く箱根へご案内♪山のホテルでは25種、約230株の紫陽花を観賞します♪
★生誕110周年を記念し開かれる、田中一村展を鑑賞
★岡田美術館では、田中一村の作品だけでなく、伊藤若冲や東山魁夷等名だたる名画を
ご鑑賞ください！！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［8：30-10：20］＝沼津IC＝
山のホテルにてあじさい鑑賞と和食御膳のご昼食　11：30-13：00
岡田美術館にて【生誕110周年 田中一村の絵画 ―奄美を愛した孤高の画家―】 13：30-15：30
＝沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：50-18：40］

花と美食と芸術の旅
日帰り
AF0663

神奈川県

浜美枝さんの自宅『やまぼうし』の
カジュアルフレンチとポーラ美術館

●旅行期間 2018年６月21日㈭・22日㈮
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★浜美枝さんが30年以上をかけて再生させた、夢の古民家『やまぼうし』で浜美枝さんお勧めの『メゾン・ドアッシュエム』のカジュアルフレンチの昼食を堪能♪
★開館後初めてのエミール・ガレの展覧会。ガレ作品130点に加え、同時期に活躍したモネやルドン等の絵画と併せて展示し、分野を超えて隆盛した芸術運動や時代背景もご紹介します
★箱根ガラスの森美術館では庭園のアジサイや太陽光と風に輝くクリスタルガラスのアジサイをご覧いただきます

藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：20-9：30］＝御殿場IC
★ポーラ美術館【エミール・ガレ―自然の蒐集】展　10：30-12：00
開館後初めてのエミール・ガレの展覧会。ガレ作品130点に加え、同時期に活躍したモネやルドン等の絵画と併せて展示し、分野を超えて隆盛した芸術運動や時代背景もご紹介します。
★浜美枝さんの箱根の自宅『やまぼうし』訪問。　12：30-14：30
夢の古民家『やまぼうし』で創作フレンチの昼食や骨董品やガラス陶器が飾られた邸宅内を見学いただきます。
★箱根ガラスの森美術館（庭園のアジサイや太陽光と風に輝くクリスタルガラスのアジサイをご覧いただきます。）　14：40-15：40
御殿場IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［16：45-18：30頃］

浜美枝さんの箱根のご自宅訪問と美術鑑賞
日帰り
AF0388

神奈川県

「尾張津島天王祭の車楽舟行事」
500年の伝統を誇る津島神社の祭礼

　日本三大川祭りの

尾張津島・天王祭と観光列車【ながら
】で訪ねる郡上八幡

１泊２日
AF0575

愛知県
岐阜県

●旅行期間 2018年７月21日㈯～22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［7：45-8：45］＝大高IC＝

 名古屋随一のパワースポット熱田神宮参拝

 ホテルチェックイン

 津島・天王祭「宵祭」（365個の提灯をかかげ、津島笛を奏でながら漕ぎ進む５艘のまきわ

ら舟を観覧席より見学）※ご夕食はお席でお弁当をご用意します。18：00-21：00頃

 
ホテルルートイン一宮駅前（泊）

２日目 ホテル・・・徒歩で尾張総鎮守の神である天火明命を祀る神社真清田

 神社参拝　9：00-9：30

 美濃太田駅＋＋＋（清流沿いを走る豪華観光列車「ながら」で

 行く郡上八幡）＋＋＋郡上八幡駅

 郡上八幡にてご昼食・博覧館鑑賞・街並み散策

 郡上八幡IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：45-20：00頃］

●旅行代金
36,800円

１名様１室利用（お一人様）

35,800円
２名様１室利用（お一人様）

★365個の提灯をかかげ、津島
笛を奏でながら漕ぎ進む５艘の

まき

　わら舟を迫力ある観覧席より
見学！！

★大人気の豪華観光列車、水戸
岡鋭治デザインの【ながら】へ

乗り郡上八幡へ

★熱田神宮や真清田神社という
有名なパワースポット発見♪

国宝と世界遺産

五竜アルプスハイクと姫川源流散策
●旅行期間 2018年７月21日㈯・25日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★ゴンドラ利用でお手軽に高山植物を楽しみながら白馬五竜を現地案内人
とハイキング♪

★北アルプスの山々の絶景もお愉しみください♪
★姫川源流自然探勝園＜地中から湧き出す姫川源流に清流に咲くバイカモ
を見学＞

静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-7：45］＝朝霧高原＝甲府南IC＝安曇野
IC＝白馬五竜　※昼食は「御菱おむすび弁当」とお茶をお配りします。
とおみ駅＋＋＋（ゴンドラ）＋＋＋アルプス平駅＋＋＋（リフト）＋＋＋地蔵ケルン
★五竜アルプス高山植物ハイク【約２時間】※地元ガイドがご案内します。
＜アルプス平自然遊歩道散策（30分）・・・五竜アルプス山野草園散策（１時間）＞
（高山植物の女王と呼ばれるコマクサをはじめニッコウキスゲ、ヤナギランなど高
山植物が咲く山野草園の散策と360°の北アルプスの眺望をお楽しみください。）
アルプス平駅＋＋＋（ゴンドラ）＋＋＋とおみ駅＝
★姫川源流自然探勝園＜地中から湧き出す姫川源流に清流に咲くバイカ
モを見学＞　14：45-15：15
＝安曇野IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅［19：00-20：10］

高山植物の女王・コマクサ、ヒマラヤの青いケシ　バイカモ咲く
日帰り
AF0029

長野県

●旅行期間 2018年５月24日㈭・25日㈮
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★大人気の赤坂迎賓館特別見学ツアー♪５月
も当選しましたので企画させていただきま
す！！！！
★大好評のつきぢ田村のご昼食をご堪能くだ
さい♪
★ジョサイアコンドル設計の旧古河邸もバラ
で彩られておりまーす♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：30］＝東京IC＝迎賓館　赤坂離宮本館内部見学 11：00-12：00
名店『つきぢ田村』にてご昼食 12：30-13：30　ジョサイア・コンドル建築の旧古河庭園にてバラ鑑賞 14：00-14：45
東京IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：50頃着］
■重要事項【迎賓館について】
●迎賓館入場に際しては、お待ちいただくことがございます。●国公賓等の接遇その他迎賓館の運営上の都合により、公開が中止となる場合があり
ます。その場合は代替観光地のご案内となります。●内閣府に参観者名簿を事前提出する場合があります。氏名・ふりがな・性別・生年月日・住所を同
行者含め、提出をお願いします。●迎賓館近くに駐車場がないため徒歩で移動いたします。●入場の際、荷物検査・金属探知機のセキュリティチェッ
クが実施されます。●改修工事のため、「朝日の間」はご見学いただけません。●飲食・喫煙・スケッチ・拡声器使用・プラカード使用・横断幕等の掲示・
他の来場者の迷惑となる行為は禁止です。●本館内の写真撮影はできません。外観の写真撮影は可能ですが、業務用大型カメラ及び三脚・脚立・自撮
棒等撮影補助機材の持ち込みはできません。●酒気帯び、泥酔により意識障害が起きていると推認される方の入場を断られる場合があります。入場
前のご飲酒はお控え下さい。●天候等により公開が中止となった場合は、代替観光地または前庭のみの公開となる場合があります。

日本で唯一のネオ・バロック様式の西洋建築物
『迎賓館赤坂離宮』見学と名店「つきぢ田村」の
ご昼食・旧古河庭園のバラ鑑賞

日帰り
AF0608

東京都

～心温まる名言集　詩人相田みつを美術館～

★毎年大好評の夏の間だけの百段階段の和のあかり展です
★百段階段を舞台に美しく迫力のある世界をお楽しみ頂けます
★書の詩人・いのちの詩人とも称される相田みつを美術館を訪れます

田中一村「白花と赤翡翠」（部分）
昭和42年（1967）岡田美術館蔵
©Hiroshi Niiyama

エミール・ガレ《花器「フ
ランスの薔薇」》1900年頃
飛騨高山美術館蔵

島根県
鳥取県

静岡空港発着
静岡―出雲線就航記念企画！！

●旅行期間 2018年①６月24日㈰～27日㈬　②７月17日㈫～
20日㈮

●旅行代金 119,000円（２名一部屋ご利用の場合のお
一人様料金）

ハイキング

美　　食

国内695万人を魅了した劇団四季『オペラ座の怪人』鑑賞
　
＆≪清水港≫優雅に夕涼みクルーズ

●旅行期間 2018年７月29日㈯
●旅行代金 26,000円（昼食付き）

★前列Ｓ席のご案内
★ミュージカル史上に燦然と輝く名作が静岡へ！
　オペラ座の地下に棲む怪人の、悲しいまでの愛の物語
をご鑑賞ください。

★お食事～舞台鑑賞～クルーズと、優雅な１日をお過ご
しください。

三島駅・富士IC［9：00-10：00］＝静岡へ ／ 浜松駅・掛川駅［8：45-9：45］＝静岡へ
☆昼食　日本平ホテルにて 11：00～
☆劇団四季「オペラ座の怪人」（静岡市民文化会館）13：00開演～16：00【鑑賞】Ｓ席
＝清水港 夕涼みクルーズ【遊覧】17：00～約45分　※天候により欠航する場合がございます。
＝富士IC・三島駅［19：00-19：45］／ 掛川駅・浜松駅［19：20-20：20］

夏休み特別企画
日帰り
AF0667

静岡県

東部・西部各25名様限定

【特典】劇団四季オリジナルグッズプレゼント！

豪華絢爛豪華絢爛

©1986 RUG Ltd．撮影：堀勝志古

田代の
お薦めです！

残席わずかとなってまいりました！！

出雲就航企画は静岡県内の旅行会社で

大変人気となっております！！

就航記念のこの機会に是非

ご参加ください！！

田代の
お薦めです！

2016年、ユネスコ無形文化遺産に
登録された日本三大川まつりのひとつに

数えられる「尾張津島天王祭」。
津島神社の祭礼として600年近くの
伝統を誇る煌びやかなお祭を

お愉しみください♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000725/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001129/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001002/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000984/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001130/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000711/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805


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。

皆生温泉連泊で訪ねる足立美術館と

鳥取砂丘・遊覧船でめぐる山陰海岸ジ
オパーク

人々が訪れる前の静寂の出雲大社で早
朝参拝

４日間
AF0437

■お食事：朝３回／昼３回／夕３回

１日目 富士山静岡空港 15：30集合 16：15発～（片道80分で出雲へ）～出雲空港 17：35着＝

 2017年７月にオープンした和のホテルへ宿泊　　　　　　　 お宿　月夜のうさぎ（泊）

２日目　出雲大社早朝参拝（１日で最も清らかな時を感じることが出来る早朝に案内人とゆっくり参拝）

 国宝松江城見学と堀川めぐり（現地ガイドの案内で松江城見学）

 由志園（１万坪の日本庭園を観ながらご昼食）＝べた踏み坂＝美保神社（えびす様の総

本山参拝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 皆生温泉　華水亭（泊）

３日目　鳥取砂丘（鳥取を代表するミシュラングリーンガイド２つ星獲得の砂丘観光）

 砂の美術館鑑賞（ミシュラングリーンガイド１つ星を獲得の美術館で砂の芸術をゆったり鑑賞）

 山陰松島遊覧船（山陰海岸の中でも最も美しい景観と言われる浦富海岸を船上から見学）

 ＝お菓子の壽城（話題のコーヒーショップSUNABAもあります）　　　皆生温泉（連泊）

４日目　皆生温泉 8：30

 足立美術館にて【国画創作協会創立100年 榊原紫峰と国展

 の仲間たち】鑑賞（音声ガイド付きでたっぷり２時間の滞

 在でこころゆくまで芸術に浸ります）

 いずもまがたまの里伝承館にてご昼食

 出雲空港 14：30～静岡空港 15：40頃着予定

★陸路なら約６時間かかる静岡
出雲間が静岡空港利用で片

道約70分なので、移動も楽々
♪

★定番の出雲大社は１日で最も
清らかな時を感じることが

出来る早朝に案内人とゆっくり
参拝＆精進料理のご朝食

をおたのしみください♪また、
足立美術館は音声ガイド

付きでたっぷりじっくり２時間
鑑賞♪

★鳥取砂丘に松江城に松島遊覧
船と、バラエティに富んだ

観光地に美食、温泉等お愉しみ
満載～♪

神社仏閣

『沙羅の花を愛でる会』・沙羅林特別公開
●旅行期間 2018年６月23日㈯・27日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食弁当付き）

★ここ何年か、宿泊ツアーとして企画してきましたが、日
帰りツアーにして欲しいとの声を多くいただき、今年は
日帰りツアーとしてご案内いたします

★沙羅双樹の寺【東林院】の他、一般のツアーではなかな
か訪れることない隠れた花の名寺をご案内♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝豊田JCT＝京都
南IC＝
法金剛院（「池泉廻遊式浄土庭園」池の周りの遊歩道は紫
陽花や花菖蒲が咲きます）　12：00-12：45
妙心寺東林院（本堂前庭は、十数本の沙羅双樹からなる

「沙羅林」で、見頃になると青苔に落花の風情が楽しむこ
とが出来ます。6/15～30日まで「沙羅の花を愛でる会」
で特別公開されます。お茶のおもてなしをお楽しみくだ
さい。）　13：00-14：00
廬山寺（紫式部の邸跡で、源氏の庭、お土居などが残り桔
梗も楽しめます。）　14：20-14：50
京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：00］

京都の花寺をめぐる日帰り
AF0395

京都府

だるま寺として有名な全長寺と天女の羽衣伝説
残る余呉湖畔に広がる10,000本の紫陽花

●旅行期間 2018年６月16日㈯・20日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★長浜の黒壁スクエアにてお好きなランチをご自身でチョイスしてお愉
　しみいただけます♪
★門前のあじさい道には色とりどりの花が咲き、来訪者を歓迎してくれ、
　境内にも50種類のあじさいが1000株ほど美しい花を咲かせます♪
★天女の羽衣伝説残る余呉湖畔に広がる余呉湖あじさい園は、およそ10000本のあじさいが600mに渡って咲きます♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝長浜IC
長浜黒壁スクエアにてご昼食（ミールクーポンを使って全25店舗の中から好きなお店を選んで自由にランチ♪）　11：00-12：45
余呉湖あじさい園（余呉湖畔に広がる余呉湖あじさい園は、およそ10000本のあじさいが600mに渡って咲く。その
美しい景観は余呉湖の天女の羽衣伝説を連想させる）　13：30-14：15
全長寺（だるま寺として有名な全長寺は綺麗なあじさいを観賞できる寺としても知られる。門前のあじさい道には色とりどり
の花が咲き、来訪者を歓迎してくれる。境内にも50種類のあじさいが1000株ほど美しい花を咲かせる。）　14：30-15：15
木之本IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：45-19：45頃］

初夏、近江の古刹を訪ねる１日日帰り
AF0665

滋賀県

芸術鑑賞

●旅行期間 2018年７月13日㈮
●旅行代金 23,800円（昼食付き）

★今年、平昌オリンピックで日本中に感動を与えた

フィギュアスケート！！毎回感動のドラマを生み

出し、世界で活躍するトップスケーター達の華麗

な競演をお楽しみください！！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：15-8：50］＝東京IC＝
都内ホテルにてブッフェランチ　約１時間
プリンスアイスワールド2018
【座席】Ｓ席のご用意　【開場】13：30頃　【公演】14：00～約２時間半予定
【会場】ダイドードリンコアイスアリーナ
【CAST】本田武史、プリンスアイスワールドチーム他豪華ゲストが出演！！
2017年度ゲスト例：安藤美姫、織田信成、町田樹、宇野昌摩、村上佳菜子、本田真凜他
※主催者及び出演者の都合により出演者が変更となる場合でも、公演が中止にならない限りツアー
は催行致します。※出演者変更に伴う旅行代金の払い戻しや各種変更は承れません。※都合により、
出演者・公演日程・公演内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。※公演日により出
演者が異なる場合がございます。
東京IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-21：00］

2018年２月、感動のドラマを生んだフィギュアスケート
世界で活躍するトップスケーター
達の夢の競演！！

日帰り
AF0571

東京都アートイルミネーション和のあかり×百段階段2018

●旅行期間 2018年７月18日㈬・21日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：15-8：50］＝海老名JCT＝東京IC＝大橋JCT＝五反田IC＝
ホテル雅叙園東京（百段階段　和のあかり展見学）　11：45-12：30
昼食（ホテル内 KANADE TERRACE 洋食ブッフェ）　12：45-14：00
相田みつを美術館　14：45-15：30
＝谷町JCT＝横浜町田IC＝海老名JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：10-19：30］

ホテル雅叙園東京日帰り
AF0549

東京都

生誕110年記念『田中一村の絵画―奄美
を愛した孤高の画家―』と清楚な姿の
ヤマアジサイ咲く山のホテルでランチ

●旅行期間 2018年７月５日㈭・７日㈯
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★初夏を彩る紫陽花咲く箱根へご案内♪山のホテルでは25種、約230株の紫陽花を観賞します♪
★生誕110周年を記念し開かれる、田中一村展を鑑賞
★岡田美術館では、田中一村の作品だけでなく、伊藤若冲や東山魁夷等名だたる名画を
ご鑑賞ください！！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［8：30-10：20］＝沼津IC＝
山のホテルにてあじさい鑑賞と和食御膳のご昼食　11：30-13：00
岡田美術館にて【生誕110周年 田中一村の絵画 ―奄美を愛した孤高の画家―】 13：30-15：30
＝沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：50-18：40］

花と美食と芸術の旅
日帰り
AF0663

神奈川県

浜美枝さんの自宅『やまぼうし』の
カジュアルフレンチとポーラ美術館

●旅行期間 2018年６月21日㈭・22日㈮
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★浜美枝さんが30年以上をかけて再生させた、夢の古民家『やまぼうし』で浜美枝さんお勧めの『メゾン・ドアッシュエム』のカジュアルフレンチの昼食を堪能♪
★開館後初めてのエミール・ガレの展覧会。ガレ作品130点に加え、同時期に活躍したモネやルドン等の絵画と併せて展示し、分野を超えて隆盛した芸術運動や時代背景もご紹介します
★箱根ガラスの森美術館では庭園のアジサイや太陽光と風に輝くクリスタルガラスのアジサイをご覧いただきます

藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：20-9：30］＝御殿場IC
★ポーラ美術館【エミール・ガレ―自然の蒐集】展　10：30-12：00
開館後初めてのエミール・ガレの展覧会。ガレ作品130点に加え、同時期に活躍したモネやルドン等の絵画と併せて展示し、分野を超えて隆盛した芸術運動や時代背景もご紹介します。
★浜美枝さんの箱根の自宅『やまぼうし』訪問。　12：30-14：30
夢の古民家『やまぼうし』で創作フレンチの昼食や骨董品やガラス陶器が飾られた邸宅内を見学いただきます。
★箱根ガラスの森美術館（庭園のアジサイや太陽光と風に輝くクリスタルガラスのアジサイをご覧いただきます。）　14：40-15：40
御殿場IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［16：45-18：30頃］

浜美枝さんの箱根のご自宅訪問と美術鑑賞
日帰り
AF0388

神奈川県

「尾張津島天王祭の車楽舟行事」
500年の伝統を誇る津島神社の祭礼

　日本三大川祭りの

尾張津島・天王祭と観光列車【ながら
】で訪ねる郡上八幡

１泊２日
AF0575

愛知県
岐阜県

●旅行期間 2018年７月21日㈯～22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［7：45-8：45］＝大高IC＝

 名古屋随一のパワースポット熱田神宮参拝

 ホテルチェックイン

 津島・天王祭「宵祭」（365個の提灯をかかげ、津島笛を奏でながら漕ぎ進む５艘のまきわ

ら舟を観覧席より見学）※ご夕食はお席でお弁当をご用意します。18：00-21：00頃

 
ホテルルートイン一宮駅前（泊）

２日目 ホテル・・・徒歩で尾張総鎮守の神である天火明命を祀る神社真清田

 神社参拝　9：00-9：30

 美濃太田駅＋＋＋（清流沿いを走る豪華観光列車「ながら」で

 行く郡上八幡）＋＋＋郡上八幡駅

 郡上八幡にてご昼食・博覧館鑑賞・街並み散策

 郡上八幡IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：45-20：00頃］

●旅行代金
36,800円

１名様１室利用（お一人様）

35,800円
２名様１室利用（お一人様）

★365個の提灯をかかげ、津島
笛を奏でながら漕ぎ進む５艘の

まき

　わら舟を迫力ある観覧席より
見学！！

★大人気の豪華観光列車、水戸
岡鋭治デザインの【ながら】へ

乗り郡上八幡へ

★熱田神宮や真清田神社という
有名なパワースポット発見♪

国宝と世界遺産

五竜アルプスハイクと姫川源流散策
●旅行期間 2018年７月21日㈯・25日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★ゴンドラ利用でお手軽に高山植物を楽しみながら白馬五竜を現地案内人
とハイキング♪

★北アルプスの山々の絶景もお愉しみください♪
★姫川源流自然探勝園＜地中から湧き出す姫川源流に清流に咲くバイカモ
を見学＞

静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-7：45］＝朝霧高原＝甲府南IC＝安曇野
IC＝白馬五竜　※昼食は「御菱おむすび弁当」とお茶をお配りします。
とおみ駅＋＋＋（ゴンドラ）＋＋＋アルプス平駅＋＋＋（リフト）＋＋＋地蔵ケルン
★五竜アルプス高山植物ハイク【約２時間】※地元ガイドがご案内します。
＜アルプス平自然遊歩道散策（30分）・・・五竜アルプス山野草園散策（１時間）＞
（高山植物の女王と呼ばれるコマクサをはじめニッコウキスゲ、ヤナギランなど高
山植物が咲く山野草園の散策と360°の北アルプスの眺望をお楽しみください。）
アルプス平駅＋＋＋（ゴンドラ）＋＋＋とおみ駅＝
★姫川源流自然探勝園＜地中から湧き出す姫川源流に清流に咲くバイカ
モを見学＞　14：45-15：15
＝安曇野IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅［19：00-20：10］

高山植物の女王・コマクサ、ヒマラヤの青いケシ　バイカモ咲く
日帰り
AF0029

長野県

●旅行期間 2018年５月24日㈭・25日㈮
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★大人気の赤坂迎賓館特別見学ツアー♪５月
も当選しましたので企画させていただきま
す！！！！
★大好評のつきぢ田村のご昼食をご堪能くだ
さい♪
★ジョサイアコンドル設計の旧古河邸もバラ
で彩られておりまーす♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：30］＝東京IC＝迎賓館　赤坂離宮本館内部見学 11：00-12：00
名店『つきぢ田村』にてご昼食 12：30-13：30　ジョサイア・コンドル建築の旧古河庭園にてバラ鑑賞 14：00-14：45
東京IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：50頃着］
■重要事項【迎賓館について】
●迎賓館入場に際しては、お待ちいただくことがございます。●国公賓等の接遇その他迎賓館の運営上の都合により、公開が中止となる場合があり
ます。その場合は代替観光地のご案内となります。●内閣府に参観者名簿を事前提出する場合があります。氏名・ふりがな・性別・生年月日・住所を同
行者含め、提出をお願いします。●迎賓館近くに駐車場がないため徒歩で移動いたします。●入場の際、荷物検査・金属探知機のセキュリティチェッ
クが実施されます。●改修工事のため、「朝日の間」はご見学いただけません。●飲食・喫煙・スケッチ・拡声器使用・プラカード使用・横断幕等の掲示・
他の来場者の迷惑となる行為は禁止です。●本館内の写真撮影はできません。外観の写真撮影は可能ですが、業務用大型カメラ及び三脚・脚立・自撮
棒等撮影補助機材の持ち込みはできません。●酒気帯び、泥酔により意識障害が起きていると推認される方の入場を断られる場合があります。入場
前のご飲酒はお控え下さい。●天候等により公開が中止となった場合は、代替観光地または前庭のみの公開となる場合があります。

日本で唯一のネオ・バロック様式の西洋建築物
『迎賓館赤坂離宮』見学と名店「つきぢ田村」の
ご昼食・旧古河庭園のバラ鑑賞

日帰り
AF0608

東京都

～心温まる名言集　詩人相田みつを美術館～

★毎年大好評の夏の間だけの百段階段の和のあかり展です
★百段階段を舞台に美しく迫力のある世界をお楽しみ頂けます
★書の詩人・いのちの詩人とも称される相田みつを美術館を訪れます

田中一村「白花と赤翡翠」（部分）
昭和42年（1967）岡田美術館蔵
©Hiroshi Niiyama

エミール・ガレ《花器「フ
ランスの薔薇」》1900年頃
飛騨高山美術館蔵

島根県
鳥取県

静岡空港発着
静岡―出雲線就航記念企画！！

●旅行期間 2018年①６月24日㈰～27日㈬　②７月17日㈫～
20日㈮

●旅行代金 119,000円（２名一部屋ご利用の場合のお
一人様料金）

ハイキング

美　　食

国内695万人を魅了した劇団四季『オペラ座の怪人』鑑賞
　
＆≪清水港≫優雅に夕涼みクルーズ

●旅行期間 2018年７月29日㈰
●旅行代金 26,000円（昼食付き）

★前列Ｓ席のご案内
★ミュージカル史上に燦然と輝く名作が静岡へ！
　オペラ座の地下に棲む怪人の、悲しいまでの愛の物語
をご鑑賞ください。

★お食事～舞台鑑賞～クルーズと、優雅な１日をお過ご
しください。

三島駅・富士IC［9：00-10：00］＝静岡へ ／ 浜松駅・掛川駅［8：45-9：45］＝静岡へ
☆昼食　日本平ホテルにて 11：00～
☆劇団四季「オペラ座の怪人」（静岡市民文化会館）13：00開演～16：00【鑑賞】Ｓ席
＝清水港 夕涼みクルーズ【遊覧】17：00～約45分　※天候により欠航する場合がございます。
＝富士IC・三島駅［19：00-19：45］／ 掛川駅・浜松駅［19：20-20：20］

夏休み特別企画
日帰り
AF0667

静岡県

東部・西部各25名様限定

【特典】劇団四季オリジナルグッズプレゼント！

豪華絢爛豪華絢爛

©1986 RUG Ltd．撮影：堀勝志古

田代の
お薦めです！

残席わずかとなってまいりました！！

出雲就航企画は静岡県内の旅行会社で

大変人気となっております！！

就航記念のこの機会に是非

ご参加ください！！

田代の
お薦めです！

2016年、ユネスコ無形文化遺産に
登録された日本三大川まつりのひとつに

数えられる「尾張津島天王祭」。
津島神社の祭礼として600年近くの
伝統を誇る煌びやかなお祭を

お愉しみください♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001076/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000052/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001049/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001006/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001131/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805


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。

■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・燃油負荷運賃・航空保険料が必要（約9,500円　４月現在）　■食事条件：朝４／昼３／夕３
■利用予定ホテル：
　大連／渤海明珠酒店　秦皇島／山海假日酒店　盤錦／遼賓柏楽酒店　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　■最少催行人数：10名様　■添乗員は静岡空港から同行

■空港諸税（約9,200円　２月１日現在）が別途かかります。
■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）、
　添乗員同行費用、宿泊代日程表記載ホテルまたは同等クラス、食事代、団体行動中の観光入場料
■利用予定ホテル：張家界国際酒店、武稜源国際度假酒店（２連泊）、天下鳳凰大酒店、
　上海大衆空港賓館。または、同等クラスホテル
■募集人数：20名様（最少催行人数：10名様）　■食事条件：朝５／昼４／夕４

■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・燃油付加運賃・航空保険料が必要になります（約17,200円　３月14日現在）
■利用予定ホテル：タシケント／ル・グランドプラザまたは同等クラス　サマルカンド／レギスタンプラザまたは同等クラス
　ソウル：グッドデイエアテルまたは同等クラス　※ホテルはシャワーのみのお部屋になる場合もあります
■利用航空会社：エアソウル（ＲＳ）アシアナ航空（ＯＺ）エコノミークラス　■最少催行人数：10名様　■添乗員：静岡空港から同行　■食事条件：朝４／昼５／夕５

●旅行期間 2018年９月17日㈪～23日㈰
●旅行代金 268,000円
（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
※お一人部屋追加代金￥37,000

★静岡空港発着で行けるからとっても便利です
★シルクロードの中心都市
　世界遺産サマルカンドをじっくり観光
★帰りはソウルに１泊だから
　お得感ありありです♪

※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

※スケジュールは天候や交通機関の都合により変更になる場合もございます

美しき中央アジア　ウズベキスタン２都市めぐり
青の都サマルカンドとタシケント

●旅行期間 2018年９月14日㈮～18日㈫
●旅行代金 124,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）※お一人部屋追加代金￥22,000

★静岡空港発着です　★季節限定ですのでこの時期にしか見られません！！圧巻の景色をご覧頂けます
★都市間はほぼ列車で移動しますので楽々です♪

中国の絶景
真紅の絶景〈紅海灘〉
万里の長城 東のスタート地点 山海関長城

●旅行期間 2018年９月12日㈬～17日㈪
●旅行代金 178,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）※お一人部屋追加代金￥32,000

★１年を通し、雨量の少ない時期に設定しました。
★武稜源では五ツ星ホテルに２連泊。
　世界遺産・武稜源をゆっくり観光いただきます。
★中国で最も美しいと謳われる『鳳凰古城』。昼間のノス
　タルジックな街並みと夜にはライトアップされた鳳凰
　古城の絶景をご覧頂きます。

中国東方航空利用
雨量の少ないベストシーズンに行く
絶景・武陵源と中国最美の小城・鳳凰古城６日

７日間
BF0078

ウズベキ
スタン

５日間
BF0082

６日間
BF0083

１日目　12：40静岡空港発ソウル経由タシケントへ　20：20タシケント着　専用車にてホテルへ
　　　　 タシケント（泊）
２日目　午前：アフロシアブ特急にてサマルカンドへ
　　　　午後：　　　　　　　　　　　　（レギスタン広場・ビビハニムモスク・グリエミル

廟・シャーヒジンダ廟群・アフラシアブの丘・アフラシアブ博物館） サマルカンド（泊）

３日目　スザニで有名な郊外のウルグットバザールへ　ショッピング
　　　　古代の製紙法をを現在に伝えるコニギル・メロス紙すき工房見学　ワイン工場見学
　　　　古代天文台跡ウルグベク天文台 サマルカンド（泊）
４日目　午前：ティムール生誕の地　 
　　　　（アクサライ宮殿跡・ドルティロヴァット建築群・ドルッサオダット建築群）
　　　　午後：アフロシアブ特急にてタシケントへ タシケント（泊）
５日目　タシケント市内観光（伝統工芸博物館・旧市街散策・チョルスーバザール・ナヴォイオペラバ

レエ劇場・日本人墓地・ウズベキスタン歴史博物館・ショッピング）
　　　　22：20空路、ソウルへ 機内（泊）
６日目　08：55ソウル着　市内観光（景福宮・北村・三清洞・仁寺洞散策・免税店・明洞）
　　　　夕食後（骨付きカルビ）、南山タワー夜景鑑賞 インチョン（泊）
７日目　07：55空路、静岡へ　10：00静岡空港着

中国中国

１日目　午後２時頃　富士山静岡空港集合
　　　　午後３時半頃　富士山静岡空港より中国東方航空にて上海へ。上海にて乗換え、湖南省の張家界へ
　　　　到着後、専用車にて張家界市内のホテルへ（夜11時頃チェックイン予定） 張家界国際酒店（泊）（４つ星）
２日目　★天門山風景区観光へ　鬼谷桟道展望台より断崖絶壁の絶景をお楽しみ頂きます。下りはエスカレ

ーターを利用して巨大な天然の洞・天門洞見学へ
　　　　午後★張家界大峡谷景区観光 武陵源国際度假酒店（泊）（５つ星）
３日目　★世界遺産・武稜源観光へ
　　　　●金鞭渓風景区観光　奇岩奇峰が林立する金鞭渓風景区を散策（平坦な遊歩道）
　　　　●袁家界自然保護区観光　迷魂台から断崖絶壁にかかる自然の石橋『天下第一橋』へのミニハイキン

グ（約１時間）をお楽しみいただきます。
　　　　●天子山自然保護区観光　奇峰群『御筆峰』『仙女散花』『賀龍公園』などをお楽しみください。
  武陵源国際度假酒店（泊）（５つ星）
４日目　★世界遺産武陵源観光（索渓峪自然保護区）宝峰湖遊覧や黄龍洞観光をお楽しみください。その後、鳳

凰へ。（約４時間半）　着後、★ライトアップされた鳳凰古城を見学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天下鳳凰大酒店（泊）（４つ星）
５日目　★中国『最美の古城』と呼ばれる鳳凰古城観光
　　　　※手漕ぎ船にて沱江遊覧もお楽しみいただきます。その後、張家界へ
　　　　夜：中国東方航空にて空路、上海へ。上海着（深夜）後、ホテルへ
　　　　　 上海大衆空港賓館南楼（泊）（４つ星）
６日目　ホテルにて朝食　午前11時頃　中国東方航空にて空路、静岡空港へ
　　　　午後３時頃　富士山静岡空港着。お疲れ様でした。

１日目　13：40富士山静岡空港　15：40空路、上海経由　大連へ　22：00大連着 大連（泊）
２日目　大連市内観光（中山広場・旧大和ホテル（大連濱館））　
　　　　列車にて盤錦駅へ　真っ赤に染まる紅海灘風景見学　※秋に海岸に自生するマツナ
　　　　（愛情宣言廊・稲夢空間・廊橋愛夢・情人島） 盤錦（泊）
３日目　列車にて山海関へ　万里の長城最東端の山海関観光（長城・老龍頭長城）　秦皇島へ 秦皇島（泊）
４日目　列車にて北京へ　北京市内観光（天壇公園・繁華街・王府井散策）　19：20夕食後、上海へ
　　　　21：35上海空港着 上海（泊）
５日目　11：10空路、静岡へ　14：45富士山静岡空港着

季節限定
！

染谷の
お薦めです！

富士山静岡空港から
中国湖南省・張家界市へ。

最近では映画『アバター』のモデルになり
有名になりました。高さ200ｍを超える
岩の柱が3000本以上林立する山水画の
風景をご堪能いただけると思います。
その他、中国で最も美しい古城と

言われる鳳凰古城にも
ご案内します。

静岡空港発着特集

青嶋の
お薦めです！

かつてはシルクロードの中心地として栄えたウズベキスタン。
遺跡好きにはたまらない見どころいっぱいの国です。
2018年２月からビザもいらなくなり最近はじわじわと

人気が上がって来ております！
青色のタイルが美しい遺跡を見る事が出来るのが

青の都サマルカンドです。

世界遺産世界遺産

世界遺産シャフリサブス歴史地区観光

世界遺産サマルカンド観光

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001132/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001133/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1805
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