
※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・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

※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

●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

５日間
BF0082

中国

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
！

■利用予定ホテル：岩国／岩国国際観光ホテル　宮島／岩惣　出雲／竹野屋
■最少催行人数：15名様　■食事条件：朝３／昼４／夕３　■添乗員は静岡空港から全行程同行

※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

写真提供：広島県 写真提供：厳島神社

●旅行期間 2018年９月６日㈭～９日㈰
●旅行代金

★静岡空港発着の楽々ルートです♪
★竹内まりやさんのご実家『竹野屋』
　に宿泊！！
★錦帯橋の鵜飼遊覧や宮島の大聖院の
　萬燈会はこの時期にしか見られない
　風物詩です

山陽ゴールデンルート
一度は見てみたい
日本の絶景の旅

４日間
AF0671

広島県

静岡空港発着

３名様１室利用（お一人様）

155,000円
２名様１室利用（お一人様）

158,000円
１名様１室利用

183,000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ETAS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20,000円　５月15日現在）
■利用予定ホテル：シドニー／ VIBE HOTEL RUSHCUTTERS BAYまたは同等クラス　エアーズロック／ OUTBACK PIONEER HOTELまたは同等クラス
■利用航空会社：カンタス航空（QF）エコノミークラス　■最少催行人数：10名様　■食事条件：朝３／昼３／夕３　■添乗員同行

６日間
BF0085

オースト
ラリア

★季節限定！春を告げる紫色のジャカランダの花を見に行きます
★星空の元でのバーベキューディナーは一生の思い出
★エアーズロック登頂は2019年10月26日から出来なくなります
★登山または麓を観光どちらでもＯＫ！砂漠に咲くお花も見に行
　きましょう

●旅行期間 2018年11月４日㈰～９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：45,000円

画像提供：Luxury Lodges of Australia画像提供：Baillies_Longitude

画像提供：
Grafton Jacaranda Festival

※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

１日目　9：00静岡空港＞＞10：40福岡空港・・・昼食（ふくの関とらふく御膳）・・・錦帯橋温泉
　　　　岩国国際観光ホテル　夕食後、錦帯橋鵜飼い遊覧・・・岩国国際観光ホテル 岩国国際観光ホテル（泊）
２日目　ホテル・・・錦帯橋散策＋＋岩国城・・・白蛇神社・・・宮島口～～宮島・・・

昼食（牡蠣屋）・・・厳島神社拝観・宮島観光・・・ホテル・・・夕食後、大聖
院の萬燈会見学 岩惣（泊）

３日目　ホテル～～宮島口・・・尾道めぐり（千光寺展望台・文学のこみち・千光
寺・猫の細道・天寧寺）　昼食（かき左右衛門）・街散策）・・・出雲

  竹野屋（泊）
４日目　ホテル・・・出雲大社-----素鵞社------神楽殿------北島国造館------命主

社------参道など自由散策-----昼食（看雲楼）・・・出雲空港着　14：30
出雲空港＞＞ＦＤＡ184＞＞15：40静岡空港

１日目　静岡から専用車にて羽田空港へ　22：00空路、シドニーへ（所要：約９時間35分） 機内（泊）
２日目　９：35シドニー着　シドニー市内観光及びジャカランダ散策＆ボタニックガーデン観光 シドニー（泊）
３日目　10：30空路、エアーズロックへ（所要：約３時間30分）　12：30エアーズロック着　ホテルへ
　　　　マウントオルガ＆エアーズロックサンセットツアーをシャンパンと共に！　夕食は星空の下でＢＢＱディナーです　

ウルル（泊）
４日目　午前：エアーズロック登頂＆麓見学　午後：砂漠に咲く花やリゾート内の観光へ ウルル（泊）
５日目　午前中はフリータイム※オプショナルツアーなどでお楽しみください
　　　　13：00空路、シドニーへ（乗継）　21：35空路、羽田へ 機内（泊）
６日目　５：00羽田空港着　入国審査後、専用車にて静岡へ

世界遺産　原住民アボリジニの聖地
絶景！多彩に変化する美しきエアーズロックと
春を告げる花ジャカランダ

募集定員
25名

青嶋の
お薦めです！

世界遺産の世界最大の
一枚岩エアーズロックは

見るものを
圧倒させるほど
雄大な絶景です。

青嶋の
お薦めです！

錦帯橋から始まり厳島神社・尾道へ。
誰もが知っている

山陽の絶景ゴールデンルートを走り
そして出雲大社へ。

一度は見てみたい絶景を
贅沢に巡るスペシャル
コースです☆☆☆

地球のへそ

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
6月号
vol.76

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001136/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001133/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001135/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806


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。

美　　食

ハイキング
渓谷美の中を走る「わたらせ渓谷トロッコ列車」と１度は泊まりたい

憧れのクラシックホテル『日光金谷ホテル』へ宿泊

平成の大修理を経て約６年ぶりの公開！世界遺産・輪王寺「二天門」

絢爛豪華な日光東照宮・国宝「陽明門」・輪王寺・二荒山神社をめぐる

■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・沼津IC［6：30-8：30］＝海老名JCT＝大田藪塚IC

 新田乃庄にて太平紀武将膳のご昼食　11：45-12：35

 桐生駅＋＋＋わたらせ渓谷トロッコ乗車（指定席）　乗車時間 約90分＋＋＋間藤駅

＝ホテル　デラックスツインのお部屋をご用意しております♪

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日光金谷ホテル（泊）

２日目　ホテル＝いろは坂（車窓）＝中禅寺湖　9：30-10：00＝

 華厳ノ滝　10：10-11：00

 湯葉懐石のご昼食　11：30-12：30

 日光東照宮参拝　12：45-14：45

 日光IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：50-20：45］

●旅行代金
86,800円

１名様１室利用（お一人様）

66,800円
２名様１室利用（お一人様）

★トロッコへ乗車しわたらせ渓谷の自然豊かな渓谷美を鑑賞します♪

★明治６年の開業以来、国内外の要人に愛され続けており現存する日本最古のリゾートクラシックホテルとして、

登録有形文化財、近代化産業遺産に指定されている歴史と伝統のクラシックホテル「日光金谷ホテル」へ宿泊♪

★平成の大修理を経て約６年ぶりに公開される輪王寺二天門鑑賞

１泊２日
AF0668

栃木県

赤・オレンジ・黄・緑♪立山に広がるカラフルな

錦の絨毯とダイナミックなパノラマビュー

にごり湯の名湯・金太郎温泉で源泉掛け流しの

庭園露天風呂を愉しむ
●旅行期間 2018年９月27日㈭～28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［7：00-8：00］＝（東海環状線経由）＝五箇山IC

 世界遺産五箇山（色づいた山を背景に集落を歩けば、干し柿が吊るされた合掌造りの家や

道ばたの草木からも昔ながらの日本の秋を感じる事ができます。また秋の菅沼ならではの

絶景「三段染め」は、山の紅葉が絶頂の時期に、山頂に雪が降り、澄み切った青空が広がる日

だけに見られます）　12：45-13：45

 弥陀ヶ原の紅葉（標高1600m～2000mのなだらかな溶岩台地に広がる弥陀ヶ原。木道が敷か

れた湿原にはガキ田とよばれる水たまりが点在し、ワタスゲなど高山植物の宝庫でもありま

す。秋にはナナカマドやミネカエデが色づき、山肌が赤や黄に染まります♪）　15：15-16：15

 

金太郎温泉（泊）

２日目 HTL＝黒部渓谷トロッコ列車（窓付きリラックス車でゆったり♪）

 宇奈月駅＋＋＋（トロッコ約80分乗車）＋＋＋欅平駅・・・奥鐘橋（約30mの高さからの絶景

♪）・・・人喰岩（口を大きく開けた岩が人を飲み込むように見える、岩壁を抉り取って作られ

た歩道）・・・欅平駅＋＋＋宇奈月駅

 魚津港にある老舗料亭　浜多屋にて海の幸を堪能　12：30-13：30

 ＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：00］

●旅行代金
39,800円

２名様１室利用（お一人様）

38,800円
３～４名様１室利用（お一人様）

★アルペンルートでの待ち時間ナシ！！貸切バスで直接絶景スポットへ

★濁り湯の名湯！！【金太郎温泉】でゆったりお過ごしください

★黒部トロッコ列車はリラックス車をご用意しておりますので楽々

快適♪

１泊２日
AF0666

富山県

●旅行期間 2018年７月25日㈬・27日㈮
●旅行代金 17,800円（昼食付き）

★憧れの葉山マリーナから湘南の海をクルージング

★葉山の名店『日影茶屋』のグループ“フランス風創作海辺料理”

LA MARÉEにてコースランチをご堪能♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝
葉山マリーナから、裕次郎灯台・江の島など湘南の海をクルージング　11：00-11：45
日影茶屋グループの「レストラン　ラ・マーレ」にてコースランチ　12：00-13：30
葉山しおさい公園（葉山御用邸付属邸跡地の公園を散策／富士山・伊豆半島などが一望できる）・・・
葉山しおさい博物館　13：40-14：40
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：30］

ラ・マーレド　チャヤのコースランチと
葉山マリーナから湘南の海をクルージング

日帰り
AF0670

神奈川県

花火鑑賞

爽涼の水木沢天然林ハイキング
●旅行期間 2018年７月14日㈯・18日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★毎年人気のハイキングコースです♪

★現地ガイドの案内で、豊かな自然溢れる原始　太古の森を歩きます。

涼やかな風吹く森でプチ避暑旅しませんか？

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：10］＝（朝霧）＝甲府南IC＝

塩尻IC＝（国道19号線）＝長野県木曽郡木祖村

【木曽川源流の里ハイキング（水木沢天然林コース）　約3.3km、2.5時

間】　12：30-15：00

水木沢天然林管理棟・・・原始の森（１km）・・・太古の森（1.2km）・・・管理棟

※現地案内人が同行いたします。

（ご覧いただける森林・例）

サワラ（木曽五木）、ブナ、トチノキ、ネズコ（木曽五木）、ヒノキ、ウラジ

ロモミ、ホオ

（途中ご覧いただける景色）

木曽駒ヶ岳（展望台から）、樹齢約550年の大サワラ、木曽川の源流風景

塩尻IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：40］

木曽川の水が生まれる源流の里　木祖村日帰り
AF0039

長野県

標高1,420ｍ天空の花園と八ヶ岳
秘境ウォーキングコース

●旅行期間 2018年７月28日㈯・８月１日㈬
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）

★地元ガイドの案内で安全に楽しく、湧水、森林浴、展望台と変化に富んだコースを歩きます♪
★富士見高原リゾートの標高1420m地点に広がる創造の森のパノラマビューからは、富士山や南アル

プスなどの景色をお愉しみ♪
★南アルプスを目の前に望む標高1,300mの高原に一面に咲き乱れる100万本もの百日草鑑賞♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝甲府南IC＝小淵沢IC
現地ガイド案内の元、秘境ウォーキングスタート　約７km　４時間半
西岳・編笠山登山口・・・不動清水・・・盃流し・・・富士見高原創造の森・・・富士見高原花の里
八峯苑　鹿の湯にて入浴休憩
小淵沢IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-19：00頃］

山々の絶景と八ヶ岳の秘境を歩く醍醐味日帰り
AF0453

長野県

青木ヶ原樹海ハイキング～樹海の神秘に触れる～
●旅行期間 2018年８月28日㈫・30日㈭
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★富士山の秘境をゆっくり歩きながら、樹海の歴史や自然を学びます。
★個人では踏み込めない場所へ、現地を知り尽くしたネイチャーガ

イドがご案内
★森林浴と洞穴など名所巡りを同時にお楽しみください。

島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：50］＝道の駅朝霧高原　※トイレ休憩＝
県道71号富士風穴付近ハイキングスタート・・・富士風穴付近遊歩道・・・富士山原始林・・・ブナの森
※昼食・・・大室山付近・・・本栖風穴・・・県道71号富士風穴付近
＝清水駅・静岡駅・焼津駅・ 藤枝駅・島田駅［15：50-17：40］
○難易度：初級者　○歩行距離：約５km　○所要時間：約３時間30分（昼休憩40分含む）
○ガイド：ネイチャーガイドがご案内。　○高低差約50m
※樹海に入るとトイレはございません。事前に道の駅でトイレ休憩をとります。
※トレッキングシューズをオススメします。（履きなれた靴でも可）
※リュックを必ずお持ちください。（雨具・飲料・お弁当を入れるため）

＜日本の秘境100選＞日帰り
AF0672

静岡県

花めぐり
花ハス船でめぐる夏の城沼花ハスまつりと
登録有形文化財『巌華園』でいただくランチ
伊萬里、鍋島を館蔵する世界最大級の
陶磁美術館・栗田美術館

●旅行期間 2018年７月11日㈬・15日㈰
●旅行代金 13,900円（昼食付き）

★昨年ご好評いただきました花ハス船に乗船しゆ
ったりのんびりお過ごしいただくコースです

★地元の名店『厳華園』にて庭園を見ながらのご
昼食

★江戸時代に肥前鍋島藩で生産された、伊萬里、
柿右衛門、鍋島を所蔵する、世界屈指の陶磁美
術館をご鑑賞

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝館林IC
館林・県立つつじが岡公園（花ハス船　遊覧船に乗船、ハスを間近に楽しむ）　11：30-12：30
有形文化財に登録された巌華園でご昼食　12：45-13：45
平成18年に谷文晁作庭、渡辺崋山命名とされる庭園が庭園文化の展開を知る上で貴重な事例として
栃木県初の国の名勝に登録されました。
栗田美術館（伊萬里、柿右衛門、鍋島を所蔵する、世界屈指の陶磁美術館）　14：00-15：00
足利IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-20：00］

日帰り
AF0581

群馬県
栃木県

●旅行期間 2018年10月８日（月・祝）～９日㈫

真夏の夜を飾る　清水港海上花火大会クルーズ
●旅行期間 2018年８月５日㈰（小雨は決行、荒天・強風の場合は中止）

●旅行代金 6,500円（大人・小人 均一料金）

★毎年ご好評いただいている清水港花火大

会クルーズです！！是非お早めにご予約く

ださい！！

★その日の風や波を見ながら、ベテラン船

長がベストポジションへ誘導してくださ

います♪

★花火開始まではレストラン船乗船でお弁

当を食べながらクルーズ♪

※大人・小人（小学生以上）同一料金です。
　お食事を必要とする小学生未満の幼児はお子様プレートのご用意で、お一人様4,000円、お食事を必要とし

ない幼児はお一人様乗船料として1,000円で承ります。
　（但し事前にお電話でお知らせ下さい。当日のお申し出は旅行保険加入の手続上、お受けできません）
※船内の席はすべて指定席となっており、原則、他のお客様と相席になります。尚、乗船開始時間に間に合わな

い場合は、お申込み番号を無効とさせて頂くこともございます。
※参加費用には乗船料、夕食代が含まれます。
※当日の食べ物・飲物の持込はご遠慮下さい（お飲物等は船内にて販売しております）。
※参加費用には清水港までの交通費は含まれておりません。
※募集人員／240名　※最少催行人員／150名　※添乗員：同行いたします。
※清水港近辺にはエスパルスドリームプラザや県営の駐車場をはじめ、いくつかの駐車場がございますが、
当日は大変な混雑が予想されますので、公共の交通機関をご利用下さい。

レストラン船『ベイプロムナード』の船上から見学
日帰り
AF0041

静岡県

■集合場所・時間　清水港マリンパーク
　（午後６時20分より受付開始・それ以前は受付出来ません。）
※お席は事前指定席となっており、当日の受付順ではございません。
午後６時40分乗船開始／午後６時55分頃出港／午後８時30分頃帰港予定

憧れのクラシックホテル

にっぽん丸　横浜/清水ワンナイトクルーズ
海のみえる美術館とYOKOSUKA軍港めぐり

●旅行期間 2018年７月29日㈰～30日㈪

■お食事：朝１回／昼１回／夕１回

１日目 焼津駅・静岡駅・清水港・清水駅・富士IC・沼津IC［5：30-7：20］＝（専用車）＝

 横須賀軍港めぐり

 日米の護船を見られる日本唯一のクルーズ。アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近でご

覧ください。専属の案内人が戦艦の名前や役割、歴史や観光案内をわかりやすく生解説。

 シーボニア　クラブハウスレ
ストランにて季節の洋食コー

スのご昼食

 三浦海岸の絶景と地産地消の旬の美食をご堪能ください。

 横須賀美術館　前は東京湾の美しい海の眺め、後ろは観音崎の自然の森

 日本現代彫刻界で最も注目されている作家三沢厚彦「ANIMAL IN YOKOSUKA」展鑑賞。動物を等身大で

制作した木彫作品を展示。ユニークなアニマルワールドをお楽しみください。

 横浜港 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 清水港 9：00 入港

 ※清水駅、静岡駅、焼津駅まで無料シャトルバスを運行

 　いたします。

●旅行代金

58,000円
２名様１室利用（お一人様）

客室タイプ 70,000円
１名様１室利用（お一人様）

★清水港で下船いただけます。清水駅、

　静岡駅、焼津駅まで無料シャトルバス

　を運行！！
★横須賀で軍港めぐりと海の景色が美しい美術館で現代アート鑑

賞をお楽しみください。

★三浦海岸のレストランで絶景と地産地消の旬の美食をご堪能ください。

１泊２日
AY0001

神奈川県

スタンダードステート

63,000円 77,000円
コンフォートステート

68,000円 83,000円
スーペリアステート

92,000円 136,000円
デラックスベランダ

横須賀美術館　展覧会メインステー
ジ

撮影　浅田政志

横須賀軍港めぐり
横浜港のにっぽん丸

コンフォートステート３名１室利用（３人目の方はプルマンベッド使用）

大人お一人様　50,000円

クルーズ

ファミリー割引
小人（２才～小学生）

コンフォート３名１室利用

お一人様　35,000円

ネイチャーガイド
井戸さんがご案内！！

田代の
お薦めです！

憧れのクラシックホテルへ
宿泊するシリーズ！！今回は日光金谷
ホテルへ宿泊します。平成の大修理を

終えた日光東照宮の二天門や
渡良瀬川沿いの渓谷美を鑑賞
しながらトロッコ乗車など、

盛りだくさんの内容と
なっております♪

田代の
お薦めです！

本当に綺麗な紅葉って赤や黄色
だけじゃダメで針葉樹の緑や空の青も
入って初めて感動する景色になる。
そう思わせてくれる秋の絶景を
お届けします。温泉やご馳走も

ご期待ください♪

坂田の
お薦めです！

美味なる船　にっぽん丸の
ワンナイトクルーズ

添乗員も同行しますので
クルーズは初めての方に

おすすめです！！

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000249/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001137/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000836/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001024/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001138/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806


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。

美　　食

ハイキング
渓谷美の中を走る「わたらせ渓谷トロッコ列車」と１度は泊まりたい

憧れのクラシックホテル『日光金谷ホテル』へ宿泊

平成の大修理を経て約６年ぶりの公開！世界遺産・輪王寺「二天門」

絢爛豪華な日光東照宮・国宝「陽明門」・輪王寺・二荒山神社をめぐる

■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・沼津IC［6：30-8：30］＝海老名JCT＝大田藪塚IC

 新田乃庄にて太平紀武将膳のご昼食　11：45-12：35

 桐生駅＋＋＋わたらせ渓谷トロッコ乗車（指定席）　乗車時間 約90分＋＋＋間藤駅

＝ホテル　デラックスツインのお部屋をご用意しております♪

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　日光金谷ホテル（泊）

２日目　ホテル＝いろは坂（車窓）＝中禅寺湖　9：30-10：00＝

 華厳ノ滝　10：10-11：00

 湯葉懐石のご昼食　11：30-12：30

 日光東照宮参拝　12：45-14：45

 日光IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：50-20：45］

●旅行代金
86,800円

１名様１室利用（お一人様）

66,800円
２名様１室利用（お一人様）

★トロッコへ乗車しわたらせ渓谷の自然豊かな渓谷美を鑑賞します♪

★明治６年の開業以来、国内外の要人に愛され続けており現存する日本最古のリゾートクラシックホテルとして、

登録有形文化財、近代化産業遺産に指定されている歴史と伝統のクラシックホテル「日光金谷ホテル」へ宿泊♪

★平成の大修理を経て約６年ぶりに公開される輪王寺二天門鑑賞

１泊２日
AF0668

栃木県

赤・オレンジ・黄・緑♪立山に広がるカラフルな

錦の絨毯とダイナミックなパノラマビュー

にごり湯の名湯・金太郎温泉で源泉掛け流しの

庭園露天風呂を愉しむ
●旅行期間 2018年９月27日㈭～28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［7：00-8：00］＝（東海環状線経由）＝五箇山IC

 世界遺産五箇山（色づいた山を背景に集落を歩けば、干し柿が吊るされた合掌造りの家や

道ばたの草木からも昔ながらの日本の秋を感じる事ができます。また秋の菅沼ならではの

絶景「三段染め」は、山の紅葉が絶頂の時期に、山頂に雪が降り、澄み切った青空が広がる日

だけに見られます）　12：45-13：45

 弥陀ヶ原の紅葉（標高1600m～2000mのなだらかな溶岩台地に広がる弥陀ヶ原。木道が敷か

れた湿原にはガキ田とよばれる水たまりが点在し、ワタスゲなど高山植物の宝庫でもありま

す。秋にはナナカマドやミネカエデが色づき、山肌が赤や黄に染まります♪）　15：15-16：15

 

金太郎温泉（泊）

２日目 HTL＝黒部渓谷トロッコ列車（窓付きリラックス車でゆったり♪）

 宇奈月駅＋＋＋（トロッコ約80分乗車）＋＋＋欅平駅・・・奥鐘橋（約30mの高さからの絶景

♪）・・・人喰岩（口を大きく開けた岩が人を飲み込むように見える、岩壁を抉り取って作られ

た歩道）・・・欅平駅＋＋＋宇奈月駅

 魚津港にある老舗料亭　浜多屋にて海の幸を堪能　12：30-13：30

 ＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：00］

●旅行代金
39,800円

２名様１室利用（お一人様）

38,800円
３～４名様１室利用（お一人様）

★アルペンルートでの待ち時間ナシ！！貸切バスで直接絶景スポットへ

★濁り湯の名湯！！【金太郎温泉】でゆったりお過ごしください

★黒部トロッコ列車はリラックス車をご用意しておりますので楽々

快適♪

１泊２日
AF0666

富山県

●旅行期間 2018年７月25日㈬・27日㈮
●旅行代金 17,800円（昼食付き）

★憧れの葉山マリーナから湘南の海をクルージング

★葉山の名店『日影茶屋』のグループ“フランス風創作海辺料理”

LA MARÉEにてコースランチをご堪能♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝
葉山マリーナから、裕次郎灯台・江の島など湘南の海をクルージング　11：00-11：45
日影茶屋グループの「レストラン　ラ・マーレ」にてコースランチ　12：00-13：30
葉山しおさい公園（葉山御用邸付属邸跡地の公園を散策／富士山・伊豆半島などが一望できる）・・・
葉山しおさい博物館　13：40-14：40
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：30］

ラ・マーレド　チャヤのコースランチと
葉山マリーナから湘南の海をクルージング

日帰り
AF0670

神奈川県

花火鑑賞

爽涼の水木沢天然林ハイキング
●旅行期間 2018年７月14日㈯・18日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★毎年人気のハイキングコースです♪

★現地ガイドの案内で、豊かな自然溢れる原始　太古の森を歩きます。

涼やかな風吹く森でプチ避暑旅しませんか？

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：10］＝（朝霧）＝甲府南IC＝

塩尻IC＝（国道19号線）＝長野県木曽郡木祖村

【木曽川源流の里ハイキング（水木沢天然林コース）　約3.3km、2.5時

間】　12：30-15：00

水木沢天然林管理棟・・・原始の森（１km）・・・太古の森（1.2km）・・・管理棟

※現地案内人が同行いたします。

（ご覧いただける森林・例）

サワラ（木曽五木）、ブナ、トチノキ、ネズコ（木曽五木）、ヒノキ、ウラジ

ロモミ、ホオ

（途中ご覧いただける景色）

木曽駒ヶ岳（展望台から）、樹齢約550年の大サワラ、木曽川の源流風景

塩尻IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：40］

木曽川の水が生まれる源流の里　木祖村日帰り
AF0039

長野県

標高1,420ｍ天空の花園と八ヶ岳
秘境ウォーキングコース

●旅行期間 2018年７月28日㈯・８月１日㈬
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）

★地元ガイドの案内で安全に楽しく、湧水、森林浴、展望台と変化に富んだコースを歩きます♪
★富士見高原リゾートの標高1420m地点に広がる創造の森のパノラマビューからは、富士山や南アル

プスなどの景色をお愉しみ♪
★南アルプスを目の前に望む標高1,300mの高原に一面に咲き乱れる100万本もの百日草鑑賞♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝甲府南IC＝小淵沢IC
現地ガイド案内の元、秘境ウォーキングスタート　約７km　４時間半
西岳・編笠山登山口・・・不動清水・・・盃流し・・・富士見高原創造の森・・・富士見高原花の里
八峯苑　鹿の湯にて入浴休憩
小淵沢IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-19：00頃］

山々の絶景と八ヶ岳の秘境を歩く醍醐味日帰り
AF0453

長野県

青木ヶ原樹海ハイキング～樹海の神秘に触れる～
●旅行期間 2018年８月28日㈫・30日㈭
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★富士山の秘境をゆっくり歩きながら、樹海の歴史や自然を学びます。
★個人では踏み込めない場所へ、現地を知り尽くしたネイチャーガ

イドがご案内
★森林浴と洞穴など名所巡りを同時にお楽しみください。

島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：50］＝道の駅朝霧高原　※トイレ休憩＝
県道71号富士風穴付近ハイキングスタート・・・富士風穴付近遊歩道・・・富士山原始林・・・ブナの森
※昼食・・・大室山付近・・・本栖風穴・・・県道71号富士風穴付近
＝清水駅・静岡駅・焼津駅・ 藤枝駅・島田駅［15：50-17：40］
○難易度：初級者　○歩行距離：約５km　○所要時間：約３時間30分（昼休憩40分含む）
○ガイド：ネイチャーガイドがご案内。　○高低差約50m
※樹海に入るとトイレはございません。事前に道の駅でトイレ休憩をとります。
※トレッキングシューズをオススメします。（履きなれた靴でも可）
※リュックを必ずお持ちください。（雨具・飲料・お弁当を入れるため）

＜日本の秘境100選＞日帰り
AF0672

静岡県

花めぐり
花ハス船でめぐる夏の城沼花ハスまつりと
登録有形文化財『巌華園』でいただくランチ
伊萬里、鍋島を館蔵する世界最大級の
陶磁美術館・栗田美術館

●旅行期間 2018年７月11日㈬・15日㈰
●旅行代金 13,900円（昼食付き）

★昨年ご好評いただきました花ハス船に乗船しゆ
ったりのんびりお過ごしいただくコースです

★地元の名店『厳華園』にて庭園を見ながらのご
昼食

★江戸時代に肥前鍋島藩で生産された、伊萬里、
柿右衛門、鍋島を所蔵する、世界屈指の陶磁美
術館をご鑑賞

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝館林IC
館林・県立つつじが岡公園（花ハス船　遊覧船に乗船、ハスを間近に楽しむ）　11：30-12：30
有形文化財に登録された巌華園でご昼食　12：45-13：45
平成18年に谷文晁作庭、渡辺崋山命名とされる庭園が庭園文化の展開を知る上で貴重な事例として
栃木県初の国の名勝に登録されました。
栗田美術館（伊萬里、柿右衛門、鍋島を所蔵する、世界屈指の陶磁美術館）　14：00-15：00
足利IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-20：00］

日帰り
AF0581

群馬県
栃木県

●旅行期間 2018年10月８日（月・祝）～９日㈫

真夏の夜を飾る　清水港海上花火大会クルーズ
●旅行期間 2018年８月５日㈰（小雨は決行、荒天・強風の場合は中止）

●旅行代金 6,500円（大人・小人 均一料金）

★毎年ご好評いただいている清水港花火大

会クルーズです！！是非お早めにご予約く

ださい！！

★その日の風や波を見ながら、ベテラン船

長がベストポジションへ誘導してくださ

います♪

★花火開始まではレストラン船乗船でお弁

当を食べながらクルーズ♪

※大人・小人（小学生以上）同一料金です。
　お食事を必要とする小学生未満の幼児はお子様プレートのご用意で、お一人様4,000円、お食事を必要とし

ない幼児はお一人様乗船料として1,000円で承ります。
　（但し事前にお電話でお知らせ下さい。当日のお申し出は旅行保険加入の手続上、お受けできません）
※船内の席はすべて指定席となっており、原則、他のお客様と相席になります。尚、乗船開始時間に間に合わな

い場合は、お申込み番号を無効とさせて頂くこともございます。
※参加費用には乗船料、夕食代が含まれます。
※当日の食べ物・飲物の持込はご遠慮下さい（お飲物等は船内にて販売しております）。
※参加費用には清水港までの交通費は含まれておりません。
※募集人員／240名　※最少催行人員／150名　※添乗員：同行いたします。
※清水港近辺にはエスパルスドリームプラザや県営の駐車場をはじめ、いくつかの駐車場がございますが、
当日は大変な混雑が予想されますので、公共の交通機関をご利用下さい。

レストラン船『ベイプロムナード』の船上から見学
日帰り
AF0041

静岡県

■集合場所・時間　清水港マリンパーク
　（午後６時20分より受付開始・それ以前は受付出来ません。）
※お席は事前指定席となっており、当日の受付順ではございません。
午後６時40分乗船開始／午後６時55分頃出港／午後８時30分頃帰港予定

憧れのクラシックホテル

にっぽん丸　横浜/清水ワンナイトクルーズ
海のみえる美術館とYOKOSUKA軍港めぐり

●旅行期間 2018年７月29日㈰～30日㈪

■お食事：朝１回／昼１回／夕１回

１日目 焼津駅・静岡駅・清水港・清水駅・富士IC・沼津IC［5：30-7：20］＝（専用車）＝

 横須賀軍港めぐり

 日米の護船を見られる日本唯一のクルーズ。アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近でご

覧ください。専属の案内人が戦艦の名前や役割、歴史や観光案内をわかりやすく生解説。

 シーボニア　クラブハウスレ
ストランにて季節の洋食コー

スのご昼食

 三浦海岸の絶景と地産地消の旬の美食をご堪能ください。

 横須賀美術館　前は東京湾の美しい海の眺め、後ろは観音崎の自然の森

 日本現代彫刻界で最も注目されている作家三沢厚彦「ANIMAL IN YOKOSUKA」展鑑賞。動物を等身大で

制作した木彫作品を展示。ユニークなアニマルワールドをお楽しみください。

 横浜港 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 清水港 9：00 入港

 ※清水駅、静岡駅、焼津駅まで無料シャトルバスを運行

 　いたします。

●旅行代金

58,000円
２名様１室利用（お一人様）

客室タイプ 70,000円
１名様１室利用（お一人様）

★清水港で下船いただけます。清水駅、

　静岡駅、焼津駅まで無料シャトルバス

　を運行！！
★横須賀で軍港めぐりと海の景色が美しい美術館で現代アート鑑

賞をお楽しみください。

★三浦海岸のレストランで絶景と地産地消の旬の美食をご堪能ください。

１泊２日
AY0001

神奈川県

スタンダードステート

63,000円 77,000円
コンフォートステート

68,000円 83,000円
スーペリアステート

92,000円 136,000円
デラックスベランダ

横須賀美術館　展覧会メインステー
ジ

撮影　浅田政志

横須賀軍港めぐり
横浜港のにっぽん丸

コンフォートステート３名１室利用（３人目の方はプルマンベッド使用）

大人お一人様　50,000円

クルーズ

ファミリー割引
小人（２才～小学生）

コンフォート３名１室利用

お一人様　35,000円

ネイチャーガイド
井戸さんがご案内！！

田代の
お薦めです！

憧れのクラシックホテルへ
宿泊するシリーズ！！今回は日光金谷
ホテルへ宿泊します。平成の大修理を

終えた日光東照宮の二天門や
渡良瀬川沿いの渓谷美を鑑賞
しながらトロッコ乗車など、

盛りだくさんの内容と
なっております♪

田代の
お薦めです！

本当に綺麗な紅葉って赤や黄色
だけじゃダメで針葉樹の緑や空の青も
入って初めて感動する景色になる。
そう思わせてくれる秋の絶景を
お届けします。温泉やご馳走も

ご期待ください♪

坂田の
お薦めです！

美味なる船　にっぽん丸の
ワンナイトクルーズ

添乗員も同行しますので
クルーズは初めての方に

おすすめです！！

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001139/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000971/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001140/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/005000000018/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806


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。

■募集定員：20名様（最少催行人員：12名様）　■食事条件：朝２／昼３／夕２　■添乗員同行
■宿泊先：１泊目／ラピスタ函館ベイ　２泊目／洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス

●旅行期間 2018年①８月９日㈭～11日（土・祝）
　　　　　 　　　　②８月19日㈰～21日㈫

★日本一の朝食で有名なラピスタ函館ベイへご宿泊！！
★大沼国定公園や五稜郭タワー、函館の夜景等、道南のみどこ
　ろを３日間詰め込みました♪
★せっかく北海道まできたら地元の美味しいご馳走もいただき
　たいですよね♪

２泊３日
AFFDA6

北海道

夏季臨時便で訪ねる道南３日間
北海道ならではの景勝地と
日本一有名な朝ごはんを堪能♪

159,000円
２名様１室利用（お一人様）

149,000円
３名様１室利用（お一人様）

139,000円
４名様１室利用（お一人様）●旅行代金

■募集定員：20名様（最少催行人員：12名様）　■食事条件：朝３／昼４／夕３　■添乗員同行
■宿泊先：１泊目／ホテル大雪　２泊目／知床第一ホテル　３泊目／あかん悠久の里　鶴雅

●旅行期間 2018年①８月14日㈫～17日㈮
　　　　　 　　　　②８月17日㈮～20日㈪

★知床世界遺産クルーズではたっぷり時間を取ることで大自然を満喫します。クマとの遭遇率もUPです♪
★名旅館『鶴雅』をはじめ、各温泉地で名湯をお愉しみください♪
★この世の果てと呼ばれるトドワラ、また野付半島へ。刻一刻と姿を変え、消えつつある景色。
　なくなる前に必ず見てほしい！！

３泊４日
AFFDA6

北海道

静岡空港利用でラクラク♪
夏季臨時便で訪れる道東４日間
世界遺産知床クルーズと
日本で最大の砂嘴野付半島と
【この世の果て・トドワラ】ハイク

169,000円
２名様１室利用（お一人様）

159,000円
３名様１室利用（お一人様）

149,000円
４名様１室利用（お一人様）●旅行代金

１日目　9：15静岡空港～～11：00丘珠空港＝11：45‒12：30ＡＮＡクラウンプラザホテルにてラ
ンチ＝地球岬（100メートル前後の断崖絶壁が連なり、快晴の日には展望台から太平洋を
一望できる国内でも有数の景勝地。）14：30‒15：00　函館市内でご夕食＝函館山から日
本三大夜景の函館の夜景を堪能18：30‒19：30 ラピスタ函館ベイ（泊）

２日目　ホテルにて日本一の朝食を召し上がれ！！　9：30出発
　　　　元町散策【異国情緒あふれる街並みを散策。函館の豪商・相馬哲平の館「旧相馬邸」見学】9：45‒11：45
　　　　料亭　冨茂登【和食懐石料理の昼食】11：50‒12：40＝五稜郭タワーから街並

み一望13：00‒14：00　大沼国定公園【湖畔散策】14：40‒15：40＝洞爺湖温泉
17：45頃着

３日目　ホテル出発　9：30出発
　　　　洞爺湖【遊覧船に乗船。途中、カルデラ湖に浮かぶ中島に上陸します】10：00‒11：20
　　　　天然の火山博物館昭和新山（散策＋ご昼食）11：30‒13：00
　　　　＝16：00丘珠空港～～17：50静岡空港

１日目　９：15静岡空港～～11：00丘珠空港＝ふらのワインハウスにて洋食ランチ13：30-14：20
＝青い池15：10-15：40　パッチワークの丘（車窓）＝層雲峡宿泊　18：00頃着

層雲峡温泉「ホテル大雪」（泊）
２日目　８：30ホテル＝銀河・流星の滝８：35-９：00＝海鮮丼のご昼食＝知床世界遺産クルーズ

14：15-18：00＝ウトロ泊 知床第一ホテル（泊）
３日目　ホテル８：30発　尾岱沼港～～トドワラ（ラムサール条約に登録されている野

付半島とこの世の果て・トドワラをクルーズで見学）11：00-11：30　木道を含
むミニハイクコースを約50分散策･･･ネイチャーセンター12：20-13：00　阿
寒湖泊　16：00頃 あかん遊久の里　鶴雅（泊）

４日目　８：00ホテル＝オンネトー８：20-８：40＝足寄ＩＣ＝北海道ガーデン十勝ヒ
ルズにて庭園鑑賞と昼食10：50-12：00＝16：00丘珠空港～～17：50静岡空港

静岡空港発着
夏期臨時

便 夏期臨時
便

田代の
お薦めです！

夏季臨時便利用で訪れる
北海道の旅はいかがですか？

道南は２泊３日でコンパクトかつ
見所を押さえた企画＆道東は
北の大地の大自然をめいっぱい
感じる４日間となって

おります♪

「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㈰

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）

国宝と世界遺産

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♪

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）

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

●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）

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

五竜アルプスハイクと姫川源流散策

日帰り
AF0029

長野県

★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♪

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

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

★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！！

★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＞

神社仏閣 芸術鑑賞

ハイキング

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001095/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001096/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001002/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001130/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000052/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1806

