
※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。

■上記代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・航空保険料が別途必要（約18,700円　7/10日現在）
■利用予定ホテル：ジョグジャカルタ／ ASTON JOGJAKARTAまたは同等クラス  バリ／ ASTON KUTAまたは同等クラス
■利用航空会社：ガルーダインドネシア航空（ＧＡ）エコノミークラス　■最少催行人員：10名様
■バス乗車場所：静岡駅・清水駅・富士IC・御殿場IC　■添乗員同行　■食事条件：朝４／昼４／夕３

６日間
BF0088

インド
ネシア

★インドネシア・ジャワ島の密林に眠っ
　ていた「ボロブドゥール寺院」が発見
　されたのは19世紀初頭でした。
　来て見て良かった～！と思う大迫力の
　寺院です。
★今回のバリはいつものバリと違います。
　最も美しいと言われる寺院や湖に浮か
　ぶ寺院。そして天空の寺院。どれもとっ
　てもレアな濃いバリです♪

※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

■宿泊先：父島／父島ビューホテル　母島／アイランドリゾート母島ナンプー　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で提供
■添乗員：静岡県内から同行。　■バス乗車場所（焼津駅、静岡駅、清水駅を予定）
■食事回数：朝３／昼３（弁当含む）／夕３　■最少催行人員：８名（募集14名様限定）
■東京⇔父島間 おがさわら丸の船室は往復２等寝台。父島⇔母島間  ははじま丸の船室は往復２等船室。
　※２等船室は大部屋です。  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。

★返還50周年を迎えた小笠原諸島。節目の年に
　訪れます。
★父島、母島２島を巡ります。ボニンブルーと
　よばれる美しい青い海の絶景をご覧ください。
★14名様限定です！！

2018年返還50周年を迎えた小笠原諸島
この秋太平洋に浮かぶ神秘と奇跡の島　父島・母島へ！！
小笠原諸島　父島＆母島　６日間

６日間
AY0001

東京都

（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：25,000円

●旅行期間 2018年12月１日㈯～６日㈭
●旅行代金 198,000円

14名様
限定！

14名様
限定！

１日目　県内各地より羽田空港へ　11：45空路、ジャカルタ経由ジョグジャカルタへ
　　　　20：35ジョグジャカルタ着 ジョグジャカルタ（泊）
２日目　午前：古都ソロ観光（カススナン王宮・トゥリウインドゥ市場・バティック工場）　午後：ジャワ

建築の最高傑作と称えられる世界遺産プランバナン寺院群観光 ジョグジャカルタ（泊）
３日目　ジャングルの中にそびえ立つ迫力の世界遺産ボロブドゥール寺院観光
　　　　16：15空路、バリへ　18：40バリ着 バリ（泊）
４日目　最も美しい寺院のひとつ世界遺産タマンアユン寺院・不思議なパワーのあるガジュマルがある

ボタニカルガーデン・ブラタン湖に浮かぶ幻想的な寺院世界遺産ウルンダヌブラタン寺院・ブ
ドゥグル　市場にてショッピング　夕食はサンセットディナークルーズ バリ（泊）

５日目　天空の寺院ランプヤン寺院・水の宮殿ティルタガンガ・アタ製品や織物のトゥガナン村
　　　　夕食後、空港へ　20：40空路、ジャカルタ経由羽田空港へ
６日目　08：50羽田空港着　専用車にて県内各地へ

インドネシア世界遺産

世界三大仏教遺跡ボロブドゥール寺院と古都ソロ
　　なバリ島 天空の寺院ランプヤン寺院と美しいタマンアユン寺院

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～～
　　　　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～～ははじま丸に乗り継ぎ母島へ12：00出港　14：00到着
　　　　宿にチェックイン後、母島島内観光へ（約１時間半～２時間）　終了後宿泊先へ 母島（泊）
３日目　午前中 母島南端の絶景へ！「南崎・小富士」ハイキング（約3.5～４時間）
　　　　13：30終了後乗船手続　14：00母島出港。父島へ～～16：00父島到着。宿泊先へ 父島（泊）
４日目　ネイチャーガイドと巡る自然観察【展望コース】（約３時間）
　　　　【見学予定地】ウェザーステーション展望台、長崎展望台、境浦、扇浦など※一部車窓のみ
　　　　ネイチャーガイドと巡る自然観察【世界自然遺産の森編】（約３時間） 父島（泊）
５日目　午前中：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（約３時間）
　　　　終了後　各自、自由昼食。14：30おがさわら丸乗船手続　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

●旅行期間 2018年12月４日㈫～９日㈰　静岡県内発着

●旅行代金 229,000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：28,000円

■食事条件：朝３／昼４／夕３　■最少催行人員：15名様　■添乗員：同行
■利用予定航空会社：ＦＤＡフジドリームズエアライン

にっぽん丸
飛んでクルーズ九州
～九州の絶景～

１日目　富士山静岡空港８：20（予定）集合　FDA143便　静岡空港９：00発にて空路、福岡空港へ10：40到
着＝オテルグレージュ　ロルキデ・ブランシュにてフレンチのご昼食＝世界遺産　宗像大社総社
辺津宮＝博多港16：00頃乗船受付　17：00出港 にっぽん丸（泊）

２日目　八代（やつしろ）　8：00入港　22：00出港
　　　　自由行動又はオプショナルツアーでお楽しみください。 にっぽん丸（泊）
３日目　細島　13：30　入港19：30出港
　　　　自由行動又はオプショナルツアーでお楽しみください。 にっぽん丸（泊）
４日目　博多港９：00入港＝（専用車）＝雷山千如寺大悲王院＝白糸の滝＝糸島市の料理旅館「僧伽小野

一秀庵」にてご昼食＝櫻井神社＝桜井二見ヶ浦※車窓（海岸から150ｍの海中に仲良く浮かぶ夫婦
岩）＝福岡空港※ご夕食は空港にて各自お取りください。　FDA148便　18：40発にて空路、富士
山静岡空港20：05到着後、解散。

４日間
AY0002

九州

●旅行期間 2018年10月19日㈮～22日㈪　富士山静岡空港発着
●旅行代金

224,000円
243,500円
263,000円

167,000円
158,000円
193,000円

185,000円
200,000円
215,000円

スタンダードステート

コンフォートステート

スーペリアステート

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

※コンフォートステート３名一室利用がお得なクルーズです！！　デラックス・スイートの客室は、お問い合わせください。

■オプショナルツアー
　（別料金・大人お一人様予定代金）
10／20㈯

【八代】
やつしろ全国花火競技大
会鑑賞 ☆追加代金なし
10／21㈰

【細島】
高千穂峡散策と神楽鑑賞

10,500円
日向のお伊勢様 大御神
社参拝と街中散策

13,500円

■船内エンターテイメント
　村上ゆき
　（シンガー・ソングライター＆ピアニスト）
武蔵野音楽大学ピアノ科卒業。
たおやかで透き
とおった歌声や
ことばの発音の
美しさから“ヘ
ブンズ・ボイス
と称される。
楽曲提供や、数
多くのＣＭを担
当。

★西日本で唯一の競技花火大会　やつしろ全国花火競技大会を鑑賞します。
　船会社主催のオプショナルツアー（無料）で観覧席までバスにてご案内。
★九州をぐるり一周するクルーズをお楽しみください。
★福岡のパワースポットを巡ります。

青嶋の
お薦めです！

ボロブドゥール寺院・
プランバナン寺院の遺跡群は
一度見たら忘れられないくらい

迫力ある寺院です。
バリ島の観光も青嶋が最もお薦め
するスポットを選びました。

一味違うバリ島の
旅をどうぞ！

ボロブドゥール寺院・
プランバナン寺院の遺跡群は
一度見たら忘れられないくらい

迫力ある寺院です。
バリ島の観光も青嶋が最もお薦め
するスポットを選びました。

一味違うバリ島の
旅をどうぞ！

青嶋の
お薦めです！

レア

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
8 月号

vol.78

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001157/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000934/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808


紅葉・神社仏閣

中津川宿 　　　　　　めぐりと馬籠宿散策
●旅行期間 2018年11月15日㈭・17日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★苗木城跡は天守跡に設けられた展望台からの景色は素晴らしく恵那山、木曽川など
　360度見渡せる秋の絶景が広がります
★一万坪の敷地に全６棟。まるで日本昔話の世界に入り込んだ古民家にて秋の食材を使った茶懐石料理をご賞味
★日本一の栗きんとんのまち中津川。いろんなお店で味くらべしてみてください♪

秋彩絶景パノラマ！天空の山城 苗木城跡日帰り
AF0594

岐阜県

初秋の長瀞・秋の七草寺をめぐる旅
●旅行期間 2018年９月12日㈬・16日㈰
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★初秋の長瀞にて秩父専属の先達さん案内のもと七草寺をめぐります。
★秋の七草だけでなく、地元の食材を使ったご昼食もお楽しみください♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：05］＝海老名JCT（圏央道）＝花園IC＝
有隣倶楽部（風雅な庭園望む日本建築で地元の食材を使った和食膳昼食）　11：00-11：45
※秩父先達会の案内人と巡礼
不動寺（ナデシコ）→真性寺（オミナエシ）→法善寺（フジバカマ）→多宝寺（キキョウ）→洞昌院（ハギ）
→遍照寺（クズ）→道光寺（オバナ）
約３時間半、バスで巡ります。（途中、15分程歩いて頂く箇所もございます）　11：50-15：20頃
花園IC＝（圏央道）海老名JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：20-20：00頃］

日帰り
AF0409

埼玉県

都内の御朱印めぐりと神楽坂そぞろ歩き
季節で変わる限定御朱印とご利益ゲットの旅
●旅行期間 2018年９月19日㈬・22日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

★神楽坂の名店『鳥茶屋』の鳥すきを堪能♪

★季節ごとに変わるカラフルなご朱印が話題を呼

んでいる都内の三ヶ寺をめぐります♪

★個人ではなかなか巡りにくいですが、専用バス

で楽々参拝♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝早稲田T/G
※土曜日出発へご参加の場合、各時間より15分早く出発させていただきます。
高田総鎮守氷川神社　10：30-11：15
神楽坂　鳥茶屋本店にてご昼食　11：30-12：30
太子堂八幡神社　12：50-13：20
多摩川浅間神社　13：50-14：20
※各神社へはバス移動になります。
※昼食場所は駐車場がないため、10分程お歩きいただきます。
玉川IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：45-18：15］
※土曜日出発へご参加の場合、各時間より15分早い帰着となる予定です。

日帰り
AF0683

東京都

京都の老舗『木乃婦』で修行された店主が

腕を振るうランチと丈六佛に抱かれ、

過去・現在・未来、三世の安穏を祈る

★櫟野寺日本最大坐仏観音「秘
仏本尊十一面観世音菩

薩」が三十三年に一度の大開帳

★京料理木乃婦で修行された店
主の地元の旬の食材を

使ったご昼食を堪能

★十樂寺・大池寺のご本尊や庭
園もご覧いただきます

日帰り
AF0677

滋賀県

●旅行期間 2018年11月７日㈬・11日㈰

●旅行代金 14,800円（昼食付き）

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30
-7：30］＝甲賀土山IC＝

大池寺（天平時代行基菩薩によ
る一刀三札の釈迦と伝えられ

る、丈六坐像の木彫で約八尺の
大

仏像が本尊。また禅寺である大
池寺書院の蓬莱庭園では、サツ

キの大刈込み鑑賞式枯山水庭
園

で、江戸時代に水口城を築城し
た小堀遠州が作庭したと伝え

られる。）　10：30-11：15

京料理木乃婦で修行された店主の
地元の旬の食材を使ったご昼食を

お楽しみください　11：20-12：
10

櫟野寺（坂上田村麻呂公祈願寺
。重要文化財に指定される平安

時代の仏像が20体も伝わる。本
尊は

秘仏ですが、日本最大の十一面
観音坐仏でこの平安時代の丈六

薬師仏は寄木造りの大仏像で当
時

の作である二重円光の光背も残
る本格的なものです。）　12：35

-13：35

十樂寺（本尊は日本最大級の丈
六阿弥陀仏如来坐像です。十一

面千

手観音、救世観音坐像、法隆寺
と当寺がその形を所持してい

る懐

からお釈迦様が誕生されたお姿
の摩耶夫人立像など天台のおり

の様相を含めた仏像が安置さ
れています。）　13：50-14：5

0

甲賀土山IC＝吉田IC・焼津駅・
静岡駅［17：30-18：45］

紅く染まる『鳳来寺山』と
日本の滝100選『阿寺の七滝』

●旅行期間 2018年11月10日㈯・14日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

★山全体が国の名勝・天然記念物に指定されている鳳来寺山。
　1300年の歴史を持つ名刹をじっくりご参拝
★奥三河の静謐な大自然が紅く染まる様は圧巻！！
★山のご馳走もご堪能いただきます！！

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：30-9：00］＝新城IC
鳳来寺山　10：30-11：30
山のご馳走ランチ　目にも美しい奥三河の食材を使った民芸料理
をご堪能　11：45-13：15
日本の滝100選　阿寺の七滝　13：45-14：45
道の駅　もっくる新城　15：15-15：45
新城IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：00-18：30］

静謐な奥三河で悠久の時をめぐる旅に山のご馳走を添えて日帰り
AF0678

愛知県

美食と歴史の旅

甲賀三大佛を巡り、33年に一度の大開帳拝観

静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：45-8：15］＝三ケ日JCT＝豊田JCT＝中津川IC＝
苗木城跡　※現地ガイドがご案内　巨岩の石垣と展望台からの秋彩絶景をお楽しみ頂けます
昼食（古民家老舗旅館　夜がらす山荘長多喜にて茶懐石）＝中津川宿　栗きんとんめぐり（自由散策）
＝馬籠宿散策
＝中津川IC＝豊田JCT＝三ケ日JCT＝浜松IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：30］

田代の
お薦めです！
田代の
お薦めです！

昨年、東京都国立博物館で展覧会が
企画され20万人を動員した櫟野寺の
大観音が三十三年に一度のご開帳を

迎えます。美食と共に貴重な
機会をお楽しみください♪

昨年、東京都国立博物館で展覧会が
企画され20万人を動員した櫟野寺の
大観音が三十三年に一度のご開帳を

迎えます。美食と共に貴重な
機会をお楽しみください♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000749/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001148/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001149/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001055/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001150/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808


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。

驚きの地下30mの
巨大地下空間 大谷資料館
国営ひたち海浜公園の真っ赤に紅葉するコキアの絶景

１泊２日
AF0679

今SNSで話題の新名所『名瀑一之釜滝』鑑賞
●旅行期間 2018年９月５日㈬・８日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★SNSで取り上げられ、山梨の新名所に仲間入りした一之釜滝
を観光♪

★渓流のせせらぎ、木漏れ日、野鳥のさえずりに包まれた小さ
な一軒家レストランにて、「甲州フレンチ」をコースで堪能♪

★国登録有形文化財「石蔵発酵槽」を持つワイナリー「ルミエ
ール」を見学♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：10］＝富士IC＝
名瀑一之釜滝　比較的歩きやすく大小様々な滝が見られる清水渓谷
は、気軽なウォーキングに最適です。落差21mの男滝が景勝地として有
名な一之釜は、迫力ある眺めが楽しめます。　11：00-11：45
渓流のせせらぎ、木漏れ日、野鳥のさえずりに包まれた小さな一軒家レス
トランにて、「甲州フレンチ」をコースでご用意♪　12：15-14：15
ルミエールにてワイナリー見学　ぶどう畑（日本式の棚仕立て
の畑）→醸造棟→国登録有形文化財「石蔵発酵槽」→地下セラー
富士IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-18：30］

20名様限定で行く　初秋の味覚を堪能するたび日帰り
AF0676

山梨県

神秘の池・八方池　秋の白馬八方尾根ハイキング
●旅行期間 2018年９月22日㈯・26日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★地元のプロガイド案内で、安心安全なハイキングをご提供します♪
★ゴンドラ＆リフト利用で楽々移動♪山頂駅から八方池までも緩やかな坂道な
ので安心です♪
★北アルプス　白馬連峰の絶景をお手軽にお楽しみいただけます♪紅葉スポッ
トも見逃しません！！

静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：10］＝（朝霧高原）＝甲府南IC＝安曇野IC
＝白馬・八方駅　☆昼食はお弁当とお茶をお配りします。

【八方アルペンライン】
八方駅（標高773m）＋＋＋（ゴンドラリフト・８分）＋＋＋兎平（標高1400m）
兎平＋＋＋（アルペンクワッドリフト・７分）＋＋＋黒菱平（標高1680m）
黒菱平＋＋＋（グラートクワッドリフト・５分）＋＋＋第一ケルン（標高1830m）
【八方尾根自然研究路ハイキング　約３時間半】
※リフト終点から標高2060m、神秘の池“八方池”往復の約５kmのハイキング
☆途中、天気が良ければ八ヶ岳～浅間連峰、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、白馬三山が望めます！
大パノラマを見ながら、登るにつれ感じる空気の爽やかさや透明感に満ちた空の青さと
神秘の池・八方池に映る北アルプス白馬連峰の景色をお楽しみ下さい。
※歩きやすい木道コースが整備されています。地元ガイドがご案内します。
第一ケルン＋＋＋黒菱平＋＋＋兎平＋＋＋八方駅＝安曇野IC＝甲府南IC
＝富士IC・清水駅・静岡駅［19：50-20：50］

日帰り
AF0236

長野県

自然鑑賞

ウォーキング トレッキング

■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［6：30-8：00］＝海老名JCT＝小菅JCT＝茨城町JCT

＝昼食（那珂湊おさかな市場）＝国営ひたち海浜公園（真っ赤に紅葉したコキアやコ

スモスなどの鑑賞）＝かねふくめんたいパーク＝ホテル　　　　　 大洗ホテル（泊）

２日目　※早朝パワースポット海に建つ神磯の鳥居の日の出自由鑑賞　ホテル＝大洗磯前神社

＝石切山脈（御影石の採石場）見
学　※採掘規模は日本一。壮大な石の屏風のような景

観です＝昼食（石の蔵）＝大谷寺・大谷観音（大谷観音は日本

 最古の石仏と言われています）＝大谷資料館（地下30m

 の巨大地下空間めぐり　まるで地下神殿のような幻想

 的な世界です）＝宇都宮IC＝岩舟JCT＝海老名JCT

 ＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［20：00-21：30］

ハイキング

栃木県
茨城県

●旅行期間 2018年10月９日㈫～10日㈬

●旅行代金

47,000円 47,000円 48,000円 58,000円４名様１室利用（お一人様） 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）

★大谷資料館は地下30mの巨
大な空間が広がっています。ま

るでインディージョーンズの世
界！

　数多くのドラマや映画の撮影
、コンサートなどに使用されて

おり一見の価値ありです！！

★大洗磯前神社は海に鳥居が建
つ絶景パワースポットです

斑鳩の三塔の道と山の辺の道ウォーキング
●旅行期間 2018年11月18日㈰～19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１人部屋追加代金：2,000円

★毎年春に実施していたコースですが、『秋の山の辺の道も歩きたい！！』とのお声をいただき企画しました♪
★日本最古の大神神社をはじめとするパワースポットめぐり！！
★斑鳩三塔の道も専門ガイドの案内を聞きながら歩きます

いにしえの道と美しい日本の風景を歩く１泊２日
AF0245

奈良県

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝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。秘法展開催中）・・・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・焼津駅・静岡駅［20：00-21：00］

コース料理が楽しめる二軒小屋ロッジへ
宿泊して堪能する大自然
錦秋の伝付峠トレッキングに挑戦！！

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 焼津駅・静岡駅［8：00-8：40］＝白樺荘（専用車両に乗り換え）＝
 畑薙大吊り橋＝聖登山口＝椹島ロッジ＝二軒小屋
 （大井川渓流沿いの散策や紅葉に彩られる南アルプスの眺望をお楽しみください。自然ガイドがご案内します。）
 二軒小屋宿泊について
 ※お部屋は男女別の相部屋となります。（ご夫婦様も予めご了承ください）
 ※食堂・風呂は、ロッジ本館にあります。※タオル・ハブラシセットを備えています。
２日目 二軒小屋 8：00・・・標高差600m　伝付峠へトレッキング　約４時間半（昼休憩含む）
 トレッキング後出発（13：00頃）＝椹島ロッジ（14：00頃）
 ＝静岡駅・焼津駅［19：00-19：30］

★椹島ロッジの豪華お弁当に、二軒小屋ではコース料理。こんな山奥でこんな美食に出会えるなんて！！
★２日目は伝付峠のトレッキングに挑戦！！初心者向けの山を専属ガイドと共に歩きます。

１泊２日
AF0669

静岡県

●旅行期間 2018年①10月23日㈫～24日㈬　②10月28日㈰～29日㈪
●旅行代金 39,800円（お一人様）

まるで古代遺跡！？まるで古代遺跡！？

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

とにかく大谷資料館！巨大な地下
神殿のような空間に驚きです。

モコモコしてて可愛い
真っ赤なコキアは
秋の絶景です♪

とにかく大谷資料館！巨大な地下
神殿のような空間に驚きです。

モコモコしてて可愛い
真っ赤なコキアは
秋の絶景です♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001151/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001152/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000065/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000011/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001143/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808


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。

日本の伝統技能の粋を集めた最高のおもて
なしの場

「京都迎賓館特別公開」と

重要文化財指定・旧三井家下鴨別邸
見学で

日本の建築美を堪能する旅

★予約が取りにくい京都迎賓館
をじっくりご見学いただきます

★ご昼食をお弁当にすることで
、現地での見学時間をたっぷり

取ります

★重要文化財の旧三井家下鴨別
邸もご見学！！

　この時期は普段非公開の２階
部分もご見学いただけます♪

日帰り
AF0681

京都府

●旅行期間 2018年８月24日㈮・27日㈪

●旅行代金 14,800円（昼食弁当付き）

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：30-8：40］＝京都南IC＝京都迎賓館特別公開　13：00-14：00

※京都迎賓館一般公開について

※京都迎賓館の入場の関係上、小学生以下の方、幼児・乳幼児のご参加を承ることができません。

※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った場合は、ツアーを中止いたします。その

場合は事前にご連絡いたしますが、夜間もしくは早朝のご連絡となる場合があります。

※入館の際、金属探知機による検査と手荷物検査が実施されます。また、来場者多数の場合、入場制限がございます

ので、入場までに待ち時間が発生する場合がございます。(団体優先入場などはございません)

※館内入館の際は、スリッパに履き替えとなります。

※館内では飲食はご遠慮ください。

※許可されたエリアのみ写真撮影は可能ですが、フラッシュの使用、動画撮影、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ご遠慮ください。

※京都迎賓館までは、京都御苑の駐車場から砂利道を片道約10分歩きます。

※散策の時間がございますので、歩きやすい靴・服装でお越しください。

※行程の順番を入れ替えてご案内する場合があります。

旧三井家下鴨別邸見学　14：10-15：00

京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：30-20：15］

日本遺産を訪ねるたび
街全体がミュージアムなせとものの街
日本六古窯『瀬戸焼』を見て窯垣の
小径をあるく

●旅行期間 2018年９月15日㈯
　　　　　　　・19日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：30-9：10］＝
瀬戸蔵ミュージアム（産業観光の拠点施設として瀬戸焼の総合ミュージアムをはじめ、やきものショップでお買い物
も楽しめます♪ ミュージアムは〈瀬戸の20世紀〉をテーマに石炭窯や陶房などを復元しています。）11：00-12：30
窯垣の小径をおさんぽ（窯道具で築かれた壁や垣根が沿道を飾る400mの散策道。 今では少なくなった瀬戸らしい
風景を満喫することができます）12：40-14：10
新世紀工芸館（次世代の陶芸、ガラスづくりの担い手を育成するとともに、交流の場、観光拠点としての機能をもつ施設。旧
瀬戸陶磁器陳列館の大正モダン様式を復元した展示棟では気鋭の作家の作品を鑑賞することができます。）14：10-15：00
吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：00-18：30頃］

日帰り
AF0680

愛知県

岡田美術館にて̶開館５周年記念展̶
美のスターたち̶光琳・若冲・北斎・
汝窯など名品勢ぞろい̶

●旅行期間 2018年10月３日㈬・５日㈮
●旅行代金 13,900円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：
30-9：50］＝箱根菊華荘にてご昼食
岡田美術館を約３時間ゆったり見学♪
―開館５周年記念展―　美のスターたち―
光琳・若冲・北斎・汝窯など名品勢ぞろい―
御殿場IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡
駅・焼津駅［16：30-18：30］

日帰り
AF0684

神奈川県

伝統・芸術鑑賞

美食と芸術でお祝いする天皇誕生日
帝国ホテルでいただく
伝統のクリスマスディナー

●旅行期間 2018年12月22日㈯～23日㈰
●旅行代金 51,800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：11,000円

★今上天王を拝顔できる機会もあと
わずかとなりました。今上天皇の
お誕生日をお祝いする最後の機会
にお出掛けしてみませんか。
★皇室ゆかりの地をめぐったり、記
念展覧会を鑑賞し平成を振り返り
ます。
★帝国ホテルではクリスマスディナ
ーをご堪能♪オリンピックが始ま
ればなかなか予約が取れにくくな
ってまいりますので、この機会に
是非ご宿泊ください！！

１泊２日
AF0682

東京都

■最少催行人員：20名　■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■宿泊先：帝国ホテル

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：00］
 多摩御陵　（大正天皇、昭和天皇が眠る墓地） 11：00-11：45
 深大寺そばのご昼食　12：20-13：20
 山種美術館にて
 【御即位記念特別展】皇室ゆかりの美術 ―宮殿を彩った日本画―　14：20-15：50
 帝国ホテルご宿泊（ご夕食はクリスマスメニューのコースをご用意）16：00頃チェックイン

２日目 ホテル　9：15
 天皇誕生日一般参賀　9：30開門
 つきぢ田村にてご昼食　12：00-13：00
 聖徳記念絵画館　13：15-14：00
 明治神宮　14：15-15：00
 明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后をお祀りし、初詣は例年日本一の参拝者数を集める神社としても知られます。

加藤清正が掘ったと言われる清正井戸や日本一の大きさを誇る木造の大鳥居など見どころが多くあります。
 富士IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-18：45］

東京宝塚劇場
月組公演　鑑賞
●旅行期間 2018年10月23日㈫
●旅行代金 26,800円（昼食付き）

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-8：30］＝
ザ・ペニンシュラ東京「ＰＥＴＥＲ」にてご昼食
皇居外苑の緑豊かな眺望が広がる最上階（24階）に位置するモダンな空間で美食をお楽しみください。
★東京宝塚劇場　月組公演観賞　13：30公演をＳ席にて鑑賞。
三井住友VISAカード　ミュージカル『エリザベート―愛と死の輪舞（ロンド）―』
1996年の初演以来、独創的なストーリーと、美しい旋律で彩られたミュージカル・ナンバーで多く
の人々を魅了してきた『エリザベート』。上演回数は1000回を超え、観客動員数240万人を記録する
など、名実ともに宝塚歌劇を代表する人気ミュージカルとなりました。宝塚歌劇において記念すべき
10回目の上演となるこの度の月組公演では、作品毎に着実な進化を遂げている珠城りょうがトート
役に、この公演での退団が決まっている愛希れいかがエリザベート役に挑み、新たなる『エリザベー
ト』の歴史を刻みます。

【主演】　珠城りょう、愛希れいか　
沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［18：30頃-19：45頃］

日帰り
AF0405

東京都

■募集定員：42名　■最少催行人員：25名

■募集定員：42名　■最少催行人員：25名

■募集定員：42名　■最少催行人員：25名

■募集定員：42名　■最少催行人員：25名

★日本六古窯のひとつ『瀬戸焼き』の街をじっくりご堪能
★瀬戸市観光協会の皆さんご協力の元、案内人との街歩
　きや資料館めぐりを楽しみます♪
★地元のご馳走にも大満足いただけるかと思います♪

★岡田美術館が開館５周年を記念し、特別展を開きます
★若冲、光琳、歌麿呂と豪華作品が勢ぞろい！！
★富士屋ホテルグループの菊華荘にて美食も楽しみます♪

喜多川歌麿「深川の雪」（部分）
享和２年～文化３年（1802 ～ 06）頃　　　　
岡田美術館蔵

伊藤若冲「孔雀鳳凰図」
江戸時代　宝暦５年

（1755年）頃

★宝塚歌劇を代表する人気ミュージカル『エリザベート』を鑑賞
★月組トップスター　珠城りょうさんと愛希れいかさんの主演公演を
　「東京宝塚劇場」で是非、ご覧ください！！
★ザ・ペニンシュラ東京最上階「ＰＥＴＥＲ」で皇居外苑の緑豊かな
　眺望と美食をご堪能ください。

出典：内閣府迎賓館ウェブサイト

出典：京都市観光協会

一生に一度は観てみたい！！
日本の贅と伝統を詰め込んだ
京都迎賓館をご見学
いただきます！！

田代の
お薦めです！

Ⓒ宝塚歌劇団
Photographer Chagoon (www.chagoon.com)

一生に一度は観てみたい！！
日本の贅と伝統を詰め込んだ
京都迎賓館をご見学
いただきます！！

田代の
お薦めです！

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001147/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001154/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001155/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001153/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000742/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1808
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