
■燃油サーチャージ（約2,000円）は別途発生します　■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：20名様　■食事回数：朝２回／昼３回／夕２回　
■宿泊先：利尻島／利尻マリンホテル又は同等クラス
　　　　　礼文島／花れぶん、ホテル礼文、旅館桜井、三井観光ホテル、ホテルコリシアン又は同等クラス

静岡空港発着 シルクロードの起点 悠久の都西安
二千年の眠りから覚めた驚異の兵馬俑
世界遺産の街ノスタルジック マカオ

★静岡空港発着ですので大変便利です
★西安をたっぷり観光した後は、世界遺産の街
　マカオへ！他には無い特別なコースです。

●旅行期間 2019年９月13日㈮～18日㈬
●旅行代金 198,000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：29,000円

じっくり西安に３連泊

６日間
BF0095

中国

１日目　富士山静岡空港（８：40頃）　FDAチャーター（10：50頃）　稚内空港＝★宗谷丘陵＝★宗谷岬（日
本最北端の地の碑）＝★ノシャップ岬＝稚内港（夕刻）～～フェリー～～（夕刻）鴛泊港＝ホテル

２日目　ホテル＝★姫沼＝★オタトマリ沼＝★仙法志御崎公園＝★“本場うに丼”の昼食・・・鴛泊港
（午後）～～フェリー～～（午後）香深港

　　　　①ハイキングプラン：★桃岩展望台コース（約４キロ/標高差200m）※花ガイドが高山植物をご案内します。
　　　　②観光プラン：★北のカナリアパーク＝桃岩・猫岩見学＝ホテル
３日目　ホテル＝★澄海岬＝★レブンアツモリソウ群生地＝★江戸屋山道ウォーキング（約1.2km）

＝★スコトン岬＝香深港内にて昼食。香深港（昼）～（午後）稚内港＝★稚内港北防波堤ドーム＝
★稚内公園・氷雪の門＝稚内空港　稚内空港（17：50）FDAチャーター便（20：10）富士山静岡空港

富士山静岡空港発着　FDAチャーター便（静岡⇔稚内）利用
高山植物が見ごろを迎える時期に
訪れる最北端の花の浮島
利尻島・礼文島３日間

３日間
AFFDA1

北海道

★富士山静岡空港から日本最北端の稚内空港をチャーター便で往復。片道130分でラクラク移動。
★礼文島最北端のスコトン岬や車では行けない桃岩展望台へご案内。ミニハイクでエゾハクサンイ
　チゲやレブンソウなどの高山植物の花々の鑑賞もお楽しみいただきます。
★レブンアツモリソウ群生地にもご案内いたします。
★利尻島内一周観光。姫沼やオタトマリ沼など利尻富士のビュースポットにご案内します。

●旅行期間 2019年①６月６日㈭～８日㈯
　　　　　　　　　　②６月９日㈰～11日㈫

158,000円149,000円６月６日出発 154,000円
155,000円146,000円６月９日出発 151,000円

４名様１室利用（お一人様）旅行代金 ３名様１室利用（お一人様） ２名様１室利用（お一人様）●旅行代金

１日目　13：40静岡空港集合　15：40空路、上海経由西安へ　入国審査後、ホテルへ
　　　　23：50ホテル着 西安（泊）
２日目　西安郊外・市内観光（世界遺産兵馬俑坑博物館・秦始皇帝陵・華清池・碑林博物・書院門

古文化街散策）　夕食後、ライトアップされた鐘楼と鼓楼散策 西安（泊）
３日目　西安市内観光（青龍寺・大雁塔・陜西歴史博物館・明代の城壁・西の城門・興慶宮公

園） 西安（泊）
４日目　11：45空路、マカオへ　14：35マカオ着　カルモ教会観光
　　　　夕食後、シティオブドリームズ観光 マカオ（泊）
５日目　世界遺産の街マカオ市内観光（聖ポール天主堂・ナーチャ廟・旧城壁・聖ドミング教

会・仁慈堂・セナド広場・民政総署・マカオタワーカジノ体験）
　　　　16：45空路、上海へ　19：20上海着 上海（泊）
６日目　11：35空路、静岡へ　14：45静岡空港着　解散
■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・国際観光旅客税・燃油付加運賃が別途必要（約16,800円　３月10日現在）
■利用予定ホテル：西安／紫金山大酒店または同等クラス　マカオ／リオホテルまたは同等クラス
　　　　　　　　　上海／柏思特酒店（シャワーのみ）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：10名様
■静岡空港より添乗員同行　■食事回数：朝５回／昼４回／夕４回

静岡空港特集 無料駐車場 約2000台完備

６月に見
られる

高山植物（
一例）

海の幸も
お楽しみ！！

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。

※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。

現在見つかっているだけでも約8000体
以上もあるという兵馬俑は同じ顔が
１つとして無くそのスケールの大きさ、

迫力に圧倒されます。
中国の歴史ロマンを感じさせる
兵馬俑を是非この機会に見に

行ってみませんか？

現在見つかっているだけでも約8000体
以上もあるという兵馬俑は同じ顔が
１つとして無くそのスケールの大きさ、

迫力に圧倒されます。
中国の歴史ロマンを感じさせる
兵馬俑を是非この機会に見に

行ってみませんか？

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

マカオ名物
エッグタルト

６月はレブンアツモリソウを
はじめ礼文島を代表する
高山植物の花が咲く
ベストシーズンです。

６月はレブンアツモリソウを
はじめ礼文島を代表する
高山植物の花が咲く
ベストシーズンです。

染谷の
お薦めです！
染谷の
お薦めです！

2019
5 月号
vol.86

http://sbs-tours.com/shopdetail/003000000046/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000977/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905


お祭り鑑賞
国宝と世界遺産を訪ねる旅

「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・天王祭と旧東海道の宿場町有松散
策・徳川美術館鑑賞

１泊２日
AF0575

愛知県

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回（弁当）

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［8：00-9：20］＝大高IC＝

 旧東海道の古い街並みが残る有松を案内人と街歩きと築100年の伝統的建造物家屋で

いただく地元料理

 ホテルチェックイン 15：30頃

 津島・天王祭「宵祭」鑑賞（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。

 
ホテルルートイン名古屋今池駅前（泊）

２日目 ホテル 8：00発

 津島・天王祭「朝祭」鑑賞　宝善亭にてランチ

 徳川美術館にて夏季特別展「合戦図―もののふたちの

 勇姿を描く―中世合戦絵巻から近世の合戦図屏風ま

 で、歴史の中で幾度となく繰り返された戦を描く合戦

 図の系譜をたどります。」

 引山IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［17：30-18：30頃］

●旅行期間 2019年７月27日㈯～28日㈰
●旅行代金

39,800円
１名様１室利用（お一人様）

37,800円
２名様１室利用（お一人様）

★津島五車のまきわら船の提灯
に灯がともされ天王川を漕ぎ渡

る

様子を観覧席（イス席）から悠
々見学♪

★朝祭は、６艘の車楽舟が楽を
奏でながら漕ぎ進み10人の鉾

持

が布鉾を持って水中に飛び込み
、川を泳ぎ、神社に向かって走

る賑やかな催しです。

★旧東海道の宿場町のひとつ（
有松）や徳川美術館も見応えあ

る

見学地となっております！！

大切に守り伝えられる日本の伝統文化を訪ねる
越中おわら風の盆特別鑑賞と
世界遺産・五箇山のこきりこ踊り

２泊３日
AF0135

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC・掛川IC・浜松IC［7：30-9：20］＝美濃市＝★美濃市のうだつの上がる町並み散策
 美濃市駅＋＋＋（長良川鉄道乗車）＋＋＋郡上八幡駅　★水とおどりの城下町・郡上八幡観光
 長良川・郷土料理の昼食や郡上八幡博覧館にて郡上おどりの実演見学、郡上八幡の古い町並みや鍛冶屋町などの散策をお楽しみください。
 郡上八幡＝飛騨高山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひだホテルプラザ（泊）

２日目 ★午前中は、徒歩にて宮川朝市や古い街並みの散策をお楽しみください。
 昼食はホテルにて『祭屋台』（飛騨牛のすき焼き鍋仕立てがメイン）をご賞味。
 ホテル（昼頃）＝貸切バスにて出発＝五箇山へ
 ★世界遺産・五箇山にて『こきりこ踊り』鑑賞と合掌の里見学＝★富山市内にて郷土料理の夕食＝八尾
 ★越中八尾風の盆見学（約５時間滞在）　※町流しや情緒ある街並みの散策をお楽しみ。
 ※長時間の滞在・見学になります。※町家をお借りしますので休憩場所にご利用下さい。
 ※ホテルには深夜12時頃の到着になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひだホテルプラザ（泊）

３日目 ホテル（10時頃）＝貸切バスにてゆっくり出発＝飛騨古川へ
 ★飛騨古川の古い街並み散策（瀬戸川と白壁土蔵街の散策や造り酒屋、和ろうそく店の見学をお楽しみください。）
 飛騨古川＝飛騨清見IC＝浜松IC・掛川IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：30-20：30］

★越中おわら風の盆をゆったり鑑賞（約５時間滞在）　＊休憩場所に町家をお借りしています。
★世界遺産・五箇山でこきりこ踊り鑑賞と合掌の里を見学
★『ひだホテルプラザ』に２連泊。天然温泉のお風呂やお食事など、５つ星ホテルの滞在をゆっくりお楽しみください

初夏の京で伝統の涼さがしと
青葉萌える幻想の静謐空間

１泊２日
AF0742

京都府

■お食事：朝１回／昼２回（内、弁当１回）／夕１回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：45-8：40］＝京都東IC　※車内にてお弁当
 下鴨神社にて御手洗祭（足つけ神事）へ参加
 ※ひざまで水に浸かりますので捲くり上げられるゆったりしたズボンやスカートでお越し
 　ください。（入らなくても結構です。）
 鞍馬寺＝貴船神社参拝＝貴船「べにや」にて川床料理を堪能＝ホテル（19：30頃）
 からすま京都ホテル（泊）
２日目 ホテル（9：00出発）＝日吉大社＝旧竹林院＝大津港～ミシガン船ランチクルーズ～大津

港＝三井寺拝観
 大津IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：00-19：00頃］

★京都の夏の伝統行事下鴨神社で『御手洗祭（足つけ神事）』へ参加します♪土用の丑の日に御手洗池
の中に足をひたせば、罪、けがれを祓い、疫病、安産にも効き目があるといわれています。
★夜は涼やかな風吹く貴船で伝統と贅沢が詰まった川床料理を堪能します。
★まだあまり知られていない超穴場の旧竹林院では緑の絶景を鑑賞します。

●旅行期間 2019年７月25日㈭～26日㈮
●旅行代金 45,800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：2,000円

～４つの蓮寺と大和國一之宮をめぐる古都の旅～
ロータスロード特別ご朱印めぐり

１泊２日
AF0736

奈良県

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：45-8：45］＝豊田JCT＝四日市JCT＝亀山IC＝昼食（平宗）＝世
界遺産興福寺＝世界遺産春日大社＝ホテル 17：15頃　　　　　　　 グランヴィリオホテル奈良（泊）

２日目 ホテル 8：00＝ロータスロードご朱印めぐり
 世界遺産薬師寺（大講堂など壮麗な歴史的建造物と蓮の花のコントラストが見どころです）
 世界遺産唐招提寺（境内２ヶ所の池に生育する数多くの種類の蓮が華麗です）
 喜光寺（平成7年から蓮の花を育てており約80種250鉢の蓮は気品のある大きな花を咲かす）
 西大寺（2018年から新しくロータスロードに加わったお寺です。100鉢ほどの蓮の花が咲く）
 昼食（三輪山本）＝大和國一之宮三輪明神大神神社＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：45-19：45］

●旅行期間 2019年７月10日㈬～11日㈭
●旅行代金

38,900円
２名様１室利用（お一人様）

41,900円
１名様１室利用（お一人様）

★お泊りは風情豊な佇まいに天然温泉の大浴場を備えた和のホテルにご滞在
★この期間だけの特別ご朱印を頂けます
★ご昼食は地の物をご堪能頂き１泊２日で内容がギュッと詰まった濃い奈良旅をご案内致します

岐阜県
富山県

●旅行期間 2019年①８月31日㈯～９月２日㈪　②９月２日㈪～４日㈬
●旅行代金

59,800円
55,800円

４名様１室利用（お一人様）

61,800円
57,800円

３名様１室利用（お一人様）

65,800円
61,800円

２名様１室利用（お一人様）

71,800円
67,800円

１名様１室利用（お一人様）

８月31日出発

９月２日出発

２泊３日
AF0745

和歌山県
●旅行期間 2019年７月13日㈯～15日㈪
●旅行代金 64,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

★世界遺産で観る迫力の火祭りへご
案内！！滝の水と炎の対比が織り成
す神霊の再生復活は必見です！！

★国産みの神の伝説で知られる花の
窟神社や神秘のゴトビキ岩が鎮座
する神倉神社も参拝！！

★野趣に富んだ露天風呂や千人風呂
で有名な川湯温泉へご宿泊

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

１日目　静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC［6：00-8：00］＝花の窟神社〈神々の母である伊弉冊尊が火神・軻遇
突智尊を産み、灼かれて亡くなった後に葬られた御陵〉　熊野速玉大社〈熊野速玉大神と熊野夫須美
大神を主祭神とする。境内地は国の史跡「熊野三山」の一部〉　那智・補陀落山寺（補陀落渡海）＝南紀
勝浦温泉　ホテルなぎさや

２日目　ホテル 8：30頃　熊野那智大社・・・青岸渡寺・・・那智の滝（「那智の火祭り」12対の扇神輿と御滝の参
道を下る「大松明」を見物）　野趣の露天風呂を楽しむ　川湯温泉冨士屋　16：30頃

３日目　ホテル 9：00頃　熊野本宮大社（世界遺産）　新宮・神倉神社（538段の石段の先に鎮座する神秘のゴ
トビキ岩）　浜松IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：20-20：20頃］

那智の火祭りと神々の聖地・熊野へ

国産みの神の伝説と神秘のゴトビキ岩を訪ねる

『冨士屋の野趣露天風呂』

ユネスコ無形文化遺産　登録決
定

神社仏閣

田代の
お薦めです！
田代の
お薦めです！

ユネスコ無形文化遺産に

登録された天王祭宵祭を

指定観覧席からご鑑賞いた

だきます♪翌日の朝祭も

見逃しません！！

ユネスコ無形文化遺産に

登録された天王祭宵祭を

指定観覧席からご鑑賞いた

だきます♪翌日の朝祭も

見逃しません！！

http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000005/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001002/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000303/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000311/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000304/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905


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。

醒ヶ井 地蔵川にゆらぐ梅花藻と

延命長寿・金運パワースポット
●旅行期間 2019年８月21日㈬・23日㈮

●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★透き通った綺麗な水の中をゆ
らゆらと涼しげに咲く

可愛らしい梅花藻の花を観賞

★日本屈指のパワースポット多
賀大社には伊勢神宮の

天照大神の両親が祀られていま
す。最近では圧倒的

に女性ファンが多いとか…！？

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松I
C［6：00-8：00］＝豊田JCT＝

彦根IC＝　　　　＝昼食（醒
井楼）＝醒ヶ井水の宿駅・・・の

んびり梅花藻散策♪・・・加茂神
社＝関が原IC＝一宮JCT＝

浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅
［18：15-20：15］

日帰り
AF0748

滋賀県

自然観賞
青木ヶ原樹海ハイキング～樹海の神秘に触れる～
●旅行期間 2019年８月24日㈯・27日㈫
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★1000年以上前に起きた噴火の様子や溶岩の上を覆い尽くす苔、大地を張り巡らせた植物の根をご覧ください。
★富士山の噴火によって形成された複数の洞穴も見所です！！
★現地を知り尽くしたネイチャーガイドの案内で森林浴と名所めぐりをお楽しみください。

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

山梨県

五竜アルプスハイクと姫川源流散策
●旅行期間 2019年７月17日㈬・20日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★ゴンドラに乗って標高1500ｍアルプス平へひとっ飛び♪
★５ヘクタールの高山植物園で200種、100万株の花々に高山植物の女王と
いわれるコマクサやヒマラヤの青いケシの群生を現地ガイドと共に鑑賞♪

★清流の中に咲くバイカモの観賞を姫川源流で楽しみ、親海湿原の遊歩道
を（約20分）歩きます。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝（52号線・中央道経由・長野自動
車道）＝安曇野IC＝白馬五竜　※昼食は「お弁当」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の清流に咲くバイカモを見学＞
＝安曇野IC＝増穂IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-20：30］

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

大人の社会科見学！！建設中の設楽ダム　工事現場見学と
まもなくダムの底に沈む廃線敷を歩く・
田口線跡ウォーキング

●旅行期間 2019年７月21日㈰・24日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

★まもなくダムの底に沈む田口線廃線敷きを歩きます！！現地ガイドの歴

　史や地域のお話でツアーを盛り上げます！！

★建設中の設楽ダムも、職員の案内でご見学いただけます！！

★貴重な経験となる田口線ウォーク＆設楽ダム見学は建設前の今だけ！！

　この機会に是非ご参加ください！！

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：15-8：15］＝藤枝岡部IC＝（新東名経由）＝新城IC
設楽町田口地区（田口線の車両や三河田口駅跡の見学）－設楽ダム工事現場見学－
田口線跡ガイドウォーク　※ガイドウォーク（約５km）があります。歩きやすい服装でお越しくださ
い。トンネルなどの暗い場所を歩く場合があります。懐中電灯をご持参ください。
新城IC＝（新東名経由）＝藤枝岡部IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：30-18：30頃］

日帰り
AF0750

愛知県

プリンセスミチコ咲くねむの木の庭見学と名店つきぢ田村のご昼食
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
●旅行期間 2019年６月22日㈯・25日㈫
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★当時日本の一流建築家や美術工芸家が総力を挙げて建設した日本における唯一のネオ・バロック様式の洋風建築物を見学♪
★大人気の料亭『つきぢ田村』にて、ゆったりとご昼食をお楽しみいただきます。
★皇太后、美智子様のご実家旧正田家に整備し造られた『ねむの木の庭』では《プリンセスミチコ》はじめ、美智子様ゆかりのお花を愛でます♪

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　名店『つきぢ田村』にてご昼食
美智子上皇后のご実家、旧正田邸の跡地に整備した公園『ねむの木の庭』では、美智子上皇后がお好きな花々をはじめ、
この時期に咲くプリンセスミチコ等をご鑑賞いただきます。
東京IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：50］
■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。

日帰り
AF0608

東京都

いにしえから現代へ・・・1300年のときを越え、万葉の世界へいざなう旅
新元号『令和』を記念し、万葉ゆかり
日本国始まりの地《飛鳥》へ

●旅行期間 2019年６月15日㈯・26日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★新元号令和の元となったといわれる万葉集にゆかりある地で、律令国家と
しての日本の始まりの地といわれる飛鳥を訪ねます。
★令和のもととなった大伴家持の句『梅花の歌三十二首』の様子が描かれた
絵が今だけ！！展示される奈良県立万葉文化館へ
★万葉集の世界をよく知る専門ガイドのお話を聞きながら、1400年変わら
ない日本の原風景をお楽しみください♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝関JCT＝郡山IC＝
奈良県立万葉文化館
蘇我入鹿首塚（大化の改新で元号が始まったきっかけとなった蘇我入鹿討伐の地）
日本で最初の大寺院　飛鳥寺参拝
関JCT＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：15-20：15頃］

日帰り
AF0754

奈良県

芸術鑑賞

ネイチャーガイド
井戸さんがご案内！！

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

この時期の梅花藻観賞は

百日紅の花が散るころで、

もしかしたらピンクの

花びらとの競演が楽しめる

かもしれません。

この時期の梅花藻観賞は

百日紅の花が散るころで、

もしかしたらピンクの

花びらとの競演が楽しめる

かもしれません。

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001174/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001138/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000321/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000052/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000010/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001049/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905


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。

2019年見るべき展覧会はコレ！！
待望の〔クリムト展　ウィーンと日本1900〕鑑賞と
国立西洋美術館60周年記念『松方コレクション展』
近年発見されたモネの『睡蓮、柳の反映』鑑賞

●旅行期間 2019年６月26日㈬・29日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

日帰り
AF0738

東京都

★19世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムトの没後100年を記念する本展覧会では初期
の自然主義的な作品から、分離派結成後の黄金様式の時代の代表作、甘美な女性像や数多く手がけ
た風景画まで、日本では過去最多となる油彩画25点以上を紹介

★国立西洋美術館開館60周年を記念
し、松方コレクション展を開催！！
名高いゴッホ《アルルの寝室》や、
2016年に発見されたモネの《睡
蓮、柳の反映》など、貴重な作品の
数々をご覧いただきます。

★東京都美術館内のレストランサロン
では、クリムト展のコラボランチを
コースで楽しみます。目で、舌でク
リムト展を満喫してください♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［６：30-８：00］＝東京IC＝
東京都美術館内『レストランサロン』にてクリムト展とコラボしたコースランチをご賞味
東京都美術館にて『クリムト展　ウィーンと日本1900』鑑賞　
国立西洋美術館にて『国立西洋美術館開館60周年記念　松方コレクション展』鑑賞
上野＝東京IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：50頃］

◀クロード・モネ《睡蓮》
1916年　油彩、カンヴァス
国立西洋美術館

（松方コレクション）
会期：2019.6.11〔火〕

－9.23〔月･祝〕
国立西洋美術館
東京　上野公園

グスタフ・クリムト▶
《ユディトⅠ》 　

1901年　油彩、カンヴァス　84×42cm
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館 
ⓒ Belvedere, Vienna,

Photo：Johannes Stoll

雪解けを待ちわびたミズバショウが群生する天空の地
標高1900m 雲上の『栂池高原』を歩く
●旅行期間 2019年６月19日㈬・22日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食弁当付き）

★個人では行きづらい栂池高原へハイキングツアー♪ロープウェイとゴンド
ラを利用し栂池自然園までラクラク移動♪
★標高1900mの澄み切った空気の中、ミズバショウ群生地を現地ガイドと
共に整備された遊歩道をハイキング♪
★天気が良ければ高山植物だけでなく、白馬三山を望む雄大なパノラマをご
覧いただけます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［5：30-6：30］＝（52号線・中央道・長野自動車道経
由）＝安曇野IC＝栂池高原駅＋＋＋栂の森＋＋＋栂大門＋＋＋栂池自然
園駅・・・（ロープウェイとゴンドラで標高1,900mへ約25分の空中散歩）・・・
★栂池自然園（ミズバショウ湿原～浮島湿原まで往復約２時間のハイキング）
※歩いていただくところの80％は整備された遊歩道で危険な箇所はあり
ませんが、天候によりすべりやすくなる箇所もございます。安全の為トレ
ッキングシューズでお越しください。・・・栂池自然園駅＋＋＋栂大門＋＋＋
栂の森＋＋＋栂池高原駅＝安曇野IC＝（長野自動車道・中央道・52号線経
由）＝清水駅・静岡駅・焼津駅［20：00-21：00］

日帰り
AF0020

長野県

歌舞伎座　七月大歌舞伎
●旅行期間 2019年７月13日㈯・19日㈮
●旅行代金 33,800円（昼食弁当付き）

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-7：50］＝（東名高
速）＝東京IC＝（首都高速）＝歌舞伎座
※早く到着した場合には、歌舞伎座周辺でご散策時間をお
取り致します。

歌舞伎座　七月大歌舞伎　昼の部　11時開演
　演目：昼の部（11：00開演）
　鋭意選定中
　出演予定：市川海老蔵　他

※お席は１等席でご用意致します。
※幕間に歌舞伎座特製のお弁当をご用意致します。
16：00頃歌舞伎座＝（首都高速）＝東京IC＝沼津IC・富
士IC・清水駅・静岡駅［18：00頃-19：15頃］

日帰り
AF0140

東京都
●旅行期間 2019年７月10日㈬・20日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

美食と芸術の旅　写実絵画専門美術館
ホキ美術館－ミームコレクション－鑑賞

日帰り
AF0177

千葉県

落語家さんのおもろい噺×
お坊さんのいい話 対決！
“毘沙門さん”特別御開帳

珍しくて大胆で楽しい企画！毘沙門天 妙法寺へ！！

25名様
限定

●旅行期間 2019年６月16日㈰
●旅行代金 12,500円（昼食付き）

日帰り
AF0751

静岡県

★来年市川團十郎を襲名する海老蔵ラストイヤーの出演をお見逃しなく！！
★ツアーなら歌舞伎座目の前でバス乗降なのでラクラク♪
★時間があれば歌舞伎座タワーでお買い物も楽しめます！！

★久々の登場！！写実画専門美術館の『ホキ美術館』へご案内致します。ゆったり２時間半のご滞在です♪★オークラアカデミアパークにて、フレンチのコースランチをご賞味いただきます♪
★個人ではなかなか行きずらい木更津も貸切バスで楽々移動♪

★落語家さんの噺とお坊さんの説法。これ

を同じ高座で披露する大胆な企画です。

今回のお題は「富士」と「不二」です。

★日本人の生活や心に深く根付く「説法」

と「落語」。そんな２つの“いい話”を

お寺まで聞きに行きませんか？

★運慶作の国宝仏を見に行きます。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［８：00-９：30］＝沼津IC＝願成就院　運慶作国宝仏像群＝

昼食（ココチホテル沼津　安吉）＝毘沙門天妙法寺

※高座バトルお坊さんと落語家のおもろい噺、いい話《富士と不二》　14：00～16：30

落語家は真打ちの【三遊亭神楽さんゆうていじんらく】師匠と【三遊亭鳳笑ほうしょう】さん。

説教師は富士市の日蓮宗圓妙寺住職【田中堯舜たなかぎょうしゅん】上人と

静岡市清水区の曹洞宗一乗寺住職【丹羽崇元にわそうげん】師

※毘沙門さんの特別御開帳

=富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：40-19：10］

笑
笑

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-8：20］＝（東名高速）＝横浜町田IC＝（横浜横須賀道路・首都高速）＝川崎浮島JCT＝（東京湾アクアライン）＝木更津JCT＝（館山自動車道）＝木更津北IC＝【木更津　オークラ アカデミアパークホテルにて昼食】セミビュッフェ（オードブル、サラダ、スープ、コーヒー・紅茶、デザートなど）とメインディッシュ（アクアパッツァ）【千葉市昭和の森　ホキ美術館】※滞在約２時間30分ホキ美術館は世界でもまれな写実絵画専門美術館として、2010年11月３日に開館。そのコレクションは、保木将夫が収集した写実絵画作品、約350点から成っています。日本最大の森本草介コレクション32点をはじめ、野田弘志、中山忠彦など、約50名の現代作家による写実の名品約160点を、常時ご覧いただくことができます。＝中野IC＝木更津JCT＝（海ほたるPA）＝川崎浮島JCT＝横浜町田IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：40-20：30］

予約が取りずらいアルペンルート内に宿泊して標高3,003mの神域に祓いの声が響く立山の主峰雄山登拝と糸魚川ユネスコ世界ジオパークで明星山南壁と深い谷間に抱かれて５億年の珠玉ヒスイを探して・・・３日間

２泊３日
AF0739

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅［6：00-7：00］＝藤枝岡部IC＝（新東名・東海環状・東海北陸道経由）＝五箇山IC＝五箇山で地元料理のご昼食＝予約が取りにくい！！弥陀ヶ原ホテルへご宿泊 15：30頃着（アルペンルート内のホテルは予約が取りづらいことで有名です。ご希望の方は16：00からホテルスタッフの案内で、大人気の弥陀ヶ原の散策や、天気が良ければ星空観察会にご参加できます。条件が揃えば、大雲海を望むこともできます♪） 弥陀ヶ原ホテル（泊）２日目　ホテル出発 7：45頃＝室堂ターミナル（標高2,450m）・・・一ノ越・・・二ノ越・・・三ノ越・・・雄山山頂へ雄山神社では祈祷を受けます！！ランチ休憩後下山・・・アルペンルート横断へ室堂ターミナル＝（トロリーバス）＝大観峰＝（立山ロープウェイ）＝黒部平＝（黒部ケーブルカー）＝黒部湖《ダムの観光放水は圧巻です》・・・徒歩15分・・・黒部ダム＝（関電トンネル電気バス）＝扇沢駅 國富ホテルアネックス（泊）３日目　ホテル＝糸井川ユネスコ世界ジオパークへフォッサマグナパーク（日本列島を東西に分ける〔糸魚川―静岡構造線〕の断層が間近で見学できます！！）高浪の池（赤禿山の地すべりによって出来た池。水深13m。巨大魚の浪太郎と翠が棲む湖）小滝川渓谷・ヒスイ峡（日本随一のヒスイ産地！！）ヒスイ峡遊歩道を10分ほど歩きます＝（長野自動車道・中央道・52号線経由）＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：00頃］

●旅行期間 2019年７月４日㈭～６日㈯
●旅行代金

72,800円
３名様１室利用（お一人様）

70,800円
４名様１室利用（お一人様）

74,800円
２名様１室利用（お一人様）

富山県
新潟県

★予約困難な標高1930mの弥陀ヶ原ホテルに宿泊。富山平野・能登半島が一望、雲海に沈む夕日は圧巻です！！
★雄山へ登頂後、標高3003mの山頂で雄大なパノラマを望みながら祝詞をあげていただきます。★日本初！！世界ジオパーク認定の糸魚川のフォッサマグナパークと小滝川ヒスイ峡を案内人と共に巡ります。

自然観賞

芸術鑑賞

後日発表予定

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000296/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/001003000004/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000320/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000313/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000222/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1905
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