
※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16,000円　８月８日現在）
■県内乗車場所：静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC　※応相談
■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：ラオス／ MERCURE VIENTIANE  または同等クラス
　　　　　　　　　タ　イ／ CENTRAL HOTEL & CONVENTION CENTER  または同等クラス
■利用航空会社：タイ航空（ＴＧ）エコノミークラス　■最少催行人数：10名　■食事条件：朝４／昼４／夕３

６日間
BF0073

タイ

★世界遺産バンチェン遺跡
　は紀元前2500～2000
　年にさかのぼる大変貴重
　な遺跡です
★季節限定のピンクの睡蓮
　を見に行きます
★なかなか個人では行けな
　い秘境タイのイサーンを
　訪れるツアーです

※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。

写真提供：「タイ国政府観光庁」(Tourism Authority of Thailand)

■宿泊先：別府温泉／ホテル白菊、人吉温泉／清流山花あゆの里、つえたて温泉／びぜんや、霧島温泉／霧島国際ホテル　又は同等クラス宿泊施設
■利用航空会社：フジドリームエアラインズ　■添乗員：富士山静岡空港より同行　■最少催行人員：35名様　■食事条件：朝２／昼３／夕２

★臼杵の国宝・石仏や球磨川くだり、小京都・豆田の散策をお楽しみいただ
　きます。（Ａコース）
★名勝・高千穂峡や九重の”夢”大吊橋など九州の絶景や城下町・飫肥の散
　策をお楽しみいただきます。（Ｂコース）
★２泊とも温泉旅館に宿泊。名湯や郷土料理をご堪能。（Ａ・Ｂコース共通）

FDAチャーター便（静岡⇔宮崎）で行く
太古のロマン、風光明媚な自然が残る宮崎へ
初秋の九州周遊

２泊３日
AFFDA1
AFFDA2

九州

●旅行期間 2019年１月11日㈮～15日㈫
●旅行代金 210,000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：24,000円

　　　世界遺産バンチェン遺跡と
絶景！ピンクの睡蓮が広がるノンハン湖

４名様１室利用（お一人様）

Ａコース

Ｂコース

３名様１室利用（お一人様） ２名様１室利用（お一人様）

148,000円
145,000円

152,000円
148,000円

156,000円
152,000円

タイ秘
境

富士山静岡空港発着
静岡から宮崎まで
ラクラク直行！！

１日目　早朝：県内各地より貸切バスにて中部国際空港へ　11：00出国手続き後、バンコク経
由ヴィエンチャンへ　20：45ヴィエンチャン着　ホテルへ ヴィエンチャン（泊）

２日目　ヴィエンチャン市内・郊外観光（凱旋門・タートルアン・ワットホーパケオ・ワット
シーサケット・サオ市場・ブッダパーク） ヴィエンチャン（泊）

３日目　友好橋を渡りタイとの国境の街ノンカイへ
　　　　ノンカイ観光（ワットポーチャイ・独創的なワットサーラーケーオクー）
　　　　陶器の発祥地として知られるインドシナマｰケット散策 ウドンタニ（泊）
４日目　ノンハン湖の幻想的なタレーブアデーン（赤い蓮の海）見学
　　　　世界遺産バンチェン遺跡　夕食後、ナイトマーケットへ ウドンタニ（泊）
５日目　ウドンタニ市内・郊外観光（壁画や奇岩群のプープラバート歴史公園・タイシルク

の村バンナカ）　空路、バンコク経由にて名古屋へ 機内（泊）
６日目　07：30中部国際空港着　貸切バスにて県内各地へ

１日目　富士山静岡空港（９時頃）FDAチャーター便（10時30分頃）宮崎空港着
　　　　宮崎空港駅（午前）特急にちりん※車内にてお弁当の昼食（午後）佐伯

駅着＝（貸切バス）＝★国宝臼杵石仏見学＝別府温泉
 ホテル白菊（又は同等クラス）
２日目　別府温泉＝（貸切バス）＝★海地獄見学＝★小京都･豆田の町並み

散策（昼食）＝新八代駅（午後）　★特急・かわせみ　やませみ乗車（夕
刻）人吉駅着＝人吉温泉 清流山花あゆの里（又は同等クラス）

３日目　人吉温泉＝（貸切バス）＝★くま川下り体験＝★えびの高原＝★
霧の蔵ブルワリー（昼食、買い物）＝★鵜戸神宮参拝＝宮崎空港発

（17時30分頃）FDAチャーター便（19時頃）富士山静岡空港着

●旅行期間 2018年10月５日㈮～７日㈰
●旅行代金

特急「かわせみ　やませみ」にご乗車。
雄大な山々と清澄な水辺の人吉球磨の自然を感じられる旅です。

１日目　富士山静岡空港（９時頃）FDAチャーター便（10時30分頃）宮崎空港着
　　　　宮崎空港駅（午前）特急にちりん※車中にてお弁当の昼食（午後）大分

駅＝（貸切バス）＝★由布院散策＝つえたて温泉
 ひぜんや（又同等クラス）
２日目　つえたて温泉＝★九重高原（”夢”大吊橋）＝★高千穂峡（真名井の滝

周辺）散策＝霧島温泉 霧島国際ホテル（又は同等クラス）
３日目　霧島温泉＝★霧島神宮参拝＝★飫肥城跡見学、飫肥城下町散策（昼

食）＝★鵜戸神宮参拝＝宮崎空港着
　　　　宮崎空港発（17時30分頃）FDAチャーター便（19時頃）富士山静岡空

港着

特急列車で巡る絶景と国宝巡り
臼杵の国宝・石仏と球磨川くだり、鵜戸神宮

Ａ
コース

一度は訪れたい「高千穂峡」、「九重高原」、「湯布院」と
歴史を感じる「飫肥の城下町」にご案内します。

九州の絶景と城下町の旅
高千穂峡と城下町・飫肥と鵜戸神宮

Ｂ
コース

青嶋の
お薦めです！

天国のような絶景と言われるノンハン湖。
この時期にしか見ることが出来ない

美しいピンクの絶景です。
最近徐々に知れ渡って来てますが、
まだまだ知られざる秘境。
今のうちに行っておくのが

お勧めです♪

染谷の
お薦めです！

富士山静岡空港から
約1.5時間で宮崎へ。大分、
熊本を周遊し国宝や絶景、
名湯や郷土料理を
ご満喫いただきます。

選べる
２コース
選べる
２コース

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。
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http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001071/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001012/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001159/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809


紅葉・自然鑑賞

紅葉・寺社仏閣

出梁造りの奈良井宿と紅葉１万本の秘境・もみじ湖
●旅行期間 2018年10月21日㈰・24日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★１万本以上のもみじが染まるもみじ湖へご案内致します
★７～８年前には地元の住民しか知らなかった秘境を訪れます♪
★情緒溢れる出梁造りが特徴の奈良井宿にて、地元の郷土料理を召し上がっていただき、食後は散策
もお楽しみいただきます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝甲府南IC＝伊那IC＝奈良井宿（昼食）・・・奈良井宿
内散策＝もみじ湖（箕輪ダム）周辺＝伊北IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：50-
20：20］

信濃路の紅葉の名所と中山道の宿場町日帰り
AF0304

長野県

浪漫列車で行く紅葉の鞍馬参りと
洛北の隠れた紅葉の名所・蓮華寺

●旅行期間 2018年11月21日㈬・24日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★毎年人気の洛北の紅葉をめぐるツアーです。
★タイミングが合えば、展望列車『きらら』へご乗車いただき、紅葉のトンネルを楽しみます♪
★パワースポットとして人気の鞍馬寺に蓮華寺を訪れます

静岡駅・焼津駅・牧之原SA［6：00-7：10］＝（東名・新名神）＝京都東IC＝出町柳駅＋＋＋（ロ
ーカル線・叡山電鉄・乗車約30分）＋＋＋鞍馬駅・・・（徒歩約５分・仁王門、普明殿経由）・・・山門
駅＋＋＋（鞍馬山ケーブル・乗車約２分）＋＋＋多宝塔・・・（徒歩約15分）・・・★鞍馬寺（牛若丸と
天狗伝説が残る）・・・（鞍馬山ケーブル、叡山電鉄）＝宝ヶ池駅＝★蓮華寺（洛北の紅葉の名所）
＝京都東IC＝（新名神・東名）＝静岡駅・焼津駅・牧之原SA［20：15-21：15頃］

京の錦繍の美日帰り
AF0072

京都府

黄金に輝く銀杏並木の
八ヶ岳古道ウォーキング
●旅行期間 2018年10月31日㈬・11月３日㈯
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）

★金色に輝くカラマツの紅葉に囲まれた信玄の棒道や鉢巻トレイルを散策します
★高低差の少ない約６キロメートルの快適なウォーキングで心も体もリフレッシュできるコースです
★富士山ビューポイントと南アルプスビューポイントなど見所も満載

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝甲府南IC＝小淵沢IC
八ヶ岳古道トレイル　約180分（お祭り広場・・・仏供石・・・ヒメバラモミ・・・富士見台・・・南アルプスビュースポット）
約４キロの道のりを３時間ほどかけて歩きます。（昼食休憩含む）
八峯苑　鹿の湯にて入浴休憩・・・地下1,700mより噴出する源泉100％の湯（約60分）
小淵沢IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00頃］

日帰り
AF0417

長野県

錦秋の南アルプスの大自然体験
●旅行期間 2018年10月25日㈭・26日㈮・27日㈯・30日㈫
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★ハイキングのコースではないので、長くあるくことはありません！！
★大変な思いをして歩かなくても絶景を拝むことができるオトクなコースです♪
★憧れの二軒小屋ロッジがゴール！！宿泊コースもありますので、是非お問い合わせください♪

焼津駅・静岡駅［6：30-7：00］＝（貸切バス）＝白樺荘で許可車両に乗り換え＝★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。）＝白樺荘で貸切バスに乗り換え＝（貸
切バス）＝静岡駅・焼津駅［19：30-20：00］

日帰り
AF0123

静岡県

北近江随一の紅葉の名所・鶏足寺のもみじの
トンネルと重要文化財・十一面観音が佇む
己高閣・世代閣・石道寺

●旅行期間 2018年11月23日㈮・27日㈫
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★行基によって開かれ、最澄が再興したと伝わる己高山の寺院の１つ鶏足寺は紅葉の名所となっております！！
★石道寺本尊の十一面観音像は国指定の重要文化財を拝顔！！
★鶏足寺の十一面観音をはじめ、数々の重要文化財が収められている己高閣、世代閣も訪れます。 清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC［6：00-8：30］＝豊田JCT＝一ノ宮JCT＝長浜IC＝

己高閣・世代閣…己高閣はかつて己高山に構えていた寺々の寺宝を納めるため、昭和38年に建てられた
滋賀県最初の文化財収蔵庫。鶏足寺の十一面観音をはじめ、数々の重要文化財が納められています。世
代閣は、平成元年秋に開館され世代山戸岩寺の薬師如来像立像をはじめ多くの仏像仏画や古文書類が
収納されています。
鶏足寺…最澄が再興したと伝えられる己高山の主要真言宗寺院のひとつ。平安時代に山中に五ヶ寺を
構え、湖北の比叡山ともいわれた己高山は、もと山岳信仰の修験道場。その１ヶ寺である飯福寺は、中世
には僧兵を擁する程の大寺でした。緩やかな参道の石段、両側のこけむした石垣、台地の佇まいととも
に200本におよぶもみじの古木の紅葉で、より一層の由緒深さが感じられます。
石道寺…己高山麓にある真言宗豊山派の寺。平安末期の作と伝えられる本尊の十一面観音像は国指定の
重要文化財です。欅の一木造りの唇には紅をひとすじ残しており、往時は極彩
色の仏さまであったことがうかがわれます。ゆるやかな姿態に流れるよう
な衣をまとい、柔和で穏やかな印象を与えます。また、井上靖の「星と祭」
にもでてくる子授けの観音様としても知られています。
※己高閣～石道寺は歩いて移動。約２時間散策します。
木之本IC＝米原JCT＝一ノ宮JCT＝豊田JCT＝浜松IC・吉田IC・焼
津駅・静岡駅・清水駅［19：00-21：20］

北近江紅葉めぐり
日帰り
AF0369

滋賀県

田代の
お薦めです！

約200本のモミジを中心とした
古木が色付き、静かな境内を鮮やかに
染め、舞い落ちた紅葉が作る
赤い絨毯を踏みしめながら
進んだ先には、国宝の仏像
たちがお待ちです。

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000362/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000287/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000290/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000762/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000292/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809


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
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※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。

伝統・寺社仏閣

日本の伝統技能の粋を集めた最高の

おもてなしの場「京都迎賓館一般公

開」と明治のたばこ王・村井吉兵衛

の別邸 長楽館『御成の間』特別公開

●旅行期間 2018年９月25日㈫・29日㈯

●旅行代金 14,800円（昼食弁当付き）

★これまで予約が取りずらかっ
た京都迎賓館へご案内！！現地で

は自由にご見学いただきます♪

★明治期を代表する和洋折衷の
住宅建築長楽館『御成の間』特

別公開では、バカラ社製のシャ
ン

デリアや折上格天井、金箔の襖
絵など、東洋と西洋の文化が融

合した特別な空間を見学

静岡駅・焼津駅・吉田IC［8：00-9：10］＝京都南IC＝

京都迎賓館一般公開　13：30-14：45

※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。

明治期を代表する和洋折衷の住宅建築長楽館『御成の間』特別公開

（バカラ社製のシャンデリアや折上格天井、金箔の襖絵など、東洋と西洋

の文化が融合した特別な空間を見学）

京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［20：00-20：50］

日帰り
AF0681

京都府

国宝 鑁阿寺特別拝観と日本遺産「足利学校」
老舗料亭「相洲楼」でいただく懐石弁当
●旅行期間 2018年11月21日㈬・23日㈮
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★平成27年、世界遺産に認定された日本最古の学校『足利学校』を見学
★明治初期創業で、足利で120年以上商いを続ける老舗料亭。着物や装飾品などのしつらえにもこ
だわり一期一会を大切にしたお食事をお楽しみいただけます。

★国宝本堂と通常非公開の一切経堂内部の公開と黄金色に染まる天然記念物の大銀杏を御覧いただきます

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝足利IC
日本遺産　足利学校（日本最古の学校を見学）　11：40-12：40
相洲楼（明治初期創業で、足利で120年以上商いを続ける老舗料亭。着物や装飾品などのしつらえに
もこだわり一期一会を大切にしたお食事をお楽しみいただけます。）　12：45-13：45
国宝　鑁阿寺特別拝観（国宝本堂と通常非公開の一切経堂内部の公開と黄金色に染まる天然記念物
の大銀杏を御覧いただきます。）　13：50-14：50
足利IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-20：00］

日帰り
AF0687

栃木県

国宝　ぶどう寺「大善寺」にてご開帳　拝観と
山梨の豊かな自然の恵みをふんだんに受けた

「ヤマナシ・フレンチ」をご堪能♪
●旅行期間 2018年10月３日㈬・６日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★別名ぶどう寺とも呼ばれる大善寺にて秘仏薬師三尊御開帳！！国宝の薬師堂も拝観いたします♪
★都心からのお客様も多い、ワイナリー直営のレストラン『ゼルコバ』にてヤマナシ・フレンチをコースでご賞味♪
★里の駅いちのみやでは旬の野菜や果物等、お買い物をお楽しみください♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：30］＝甲府南IC＝勝沼IC＝
大善寺（大善寺は、奈良時代（養老２年、西暦718年）に僧行基によって創建された由緒ある寺です。行基が葡
萄を持った薬師如来を自ら刻み、この地に葡萄を薬として伝えたと言われ、甲州葡萄発祥の伝説がのこる。
本堂（薬師堂）は、鎌倉時代の再建で、関東最古の木造建築物で、国宝の指定を受ける。）　10：30-11：30
ワイナリーレストラン『ゼルコバ』にて地元の食材を生かした珠玉の「ヤマナシ・フレンチ」をご賞味　11：30-13：30
里の駅いちのみやにて旬のくだものやお野菜、銘菓等のお買い物をお楽しみください♪　13：40-15：20
一宮御坂IC＝甲府南IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：15-18：45］

日帰り
AF0685

山梨県

静岡・遠江（とおとうみ）の仏像と木喰仏
豪壮な日本建築「葛城北の丸」で堪能する昼膳
●旅行期間 2018年11月28日㈬・12月２日㈰
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★全国でも珍しいお姿の阿弥陀如来三尊像をはじめ、多
くの仏像を祀る古刹・西楽寺や重要文化財が眠る油山
寺など、遠江が誇る名刹をめぐります♪

★昼食はヤマハグループが展開する「葛城北の丸」へ。
日本建築の美の真髄が随所に宿る「極上の空間」で季
節感溢れる旬の食材で厳選した昼膳をご堪能♪

★遅い出発＋早いお帰りなので、気軽にご参加いただけ
るのではないでしょうか♪

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：30-8：50］＝藤枝岡部IC＝森掛川IC
油山寺（桃山時代の三名塔のひとつ）　9：50-10：40
西楽寺（全国でも珍しいお姿の阿弥陀如来三尊像をはじめ、多くの
仏像を祀る古刹）　10：50-11：40
葛城北の丸にて昼食　12：00-13：00
小国神社　13：20-14：10
蓮華寺（成熟期の木喰の傑作仏像拝顔）　14：20-15：10
森掛川IC＝藤枝岡部IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［16：00-17：00］

日帰り
AF0686

静岡県

江戸時代の面影残す　中山道と岩村町を訪ねる
●旅行期間 2018年11月11日㈰・13日㈫・16日㈮
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★明知鉄道の食堂車はローカル鉄道で初めて昭和62年に運行を開始し現在では季節ごとの料理を楽
しめる列車です。ローカル鉄道ならではの車窓や沿線観光とともにお楽しみください。
★この時期だけの、期間限定きのこ列車できのこづくしのご昼食をお召し上がりください
★朝ドラ「半分、青い。」のロケ地（ふくろう町）となった岩村城下町もご散策♪

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-8：00］＝恵那IC
中山道広重美術館（広重没後160年記念 原安三郎コレクシ
ョン公開　北斎と広重展鑑賞）
恵那駅 12：22発＋＋＋明知鉄道・きのこ列車（地元で愛さ
れるローカル列車内にて、季節限定メニューをのどかな車窓
の風景を眺めながら賞味。約50分）＋＋＋明知駅 13：15着
恵那・岩村町（江戸時代の情緒あふれる城下町をぶらり）
13：40-15：10頃
恵那IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：00-19：30頃］

秋の味覚と豊かな自然の風景を愉しむきのこ列車に
乗ってのんびり訪ねるのどかな秘境

日帰り
AF0595

岐阜県

30名様限定

地元の食材を生かした季節料理が
味わえる明知鉄道の｢グルメ列車｣
シリーズの中でも一番人気の企画
『旬のきのこ料理が堪能できるき
のこ列車』は１日１本のみ運行の
特別列車。恵那から明智まで平均
時速30キロで走行するため、食
事も落ち着いて召し上がることが
出来ます。のどかな風景を見なが
ら秋の味覚をお愉しみください。

歌川広重「名所江戸百景
　　　　　大はしあたけの夕立」

田代の
お薦めです！

一生の内一度は観ておきたい場所
にも選ばれる京都迎賓館へご案内
いたします♪海外からお越しの
賓客をもてなす贅と技を駆使した

観内を隅々まで目に焼き
付けてください！！

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001160/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001161/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001156/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001043/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001162/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809


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
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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。
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※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。

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

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］

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。）　13：50-14：50
甲賀土山IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［17：30-18：45］

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

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

紅葉・寺社仏閣

室生寺の紅葉と
名張で和菓子ぶらぶら食べ歩き

お昼は　　　 のステーキランチで♪

★秋の紅葉・日本最少の五重塔

や柔らかな表情の仏像などな

ごみポイントの多いお寺です

★11店舗のお店の中から５店

舗！お好きなお店を訪ねてゆ

っくりほっこり和菓子を召し

上がれ
★食べ歩きで食べられなかった

ものはそのままお土産でお持

ち帰り♪

日帰り
AF0688

三重県
奈良県

●旅行期間 2018年11月17日㈯・30日㈮

●旅行代金 15,900円（昼食付き）

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC
［6：00-8：00］＝豊田JCT＝

四日

市JCT＝亀山IC＝昼食（伊賀
牛ステーキランチ）＝室生寺

＝名

張駅前駐車場　隠町（なばりま
ち）和菓子ぶらぶら食べ歩き※

11

店舗の中からお好きなお店５
店舗を選んで名張スイーツを

お楽し

みください　名張市観光協会
駐車場（集合）16：00＝亀山

IC＝

四日市JCT＝豊田JCT＝浜
松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［

19：

30-21：30］

写真提供：一般財団法人奈良
県ビジターズビューロー

和菓子食べ歩きイメージ

コロッケもある！

お酒もちょっぴり！

伊賀牛

紅　　葉

青嶋の
お薦めです！

女人高野として親しまれる
奈良の室生寺は今でも女性からの
人気が高いです。美しい紅葉を
見た後は、隠（なばり）町にて

和菓子の食べ歩き！！

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001163/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001150/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001055/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001148/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1809

