
★静岡空港から出発ですので楽々です
★プレミアバルコニーは１ランク上の２階のお部屋！だから部屋から見える景観
　は最高です！！
★キャビネットスイートは大きなお部屋に広いテラス！快適な船旅間違いなしです♪

●旅行期間 2019年12月７日㈯～12日㈭
●旅行代金 プレミアバルコニー（２階）235,000円
　　　　　 キャビネットスイート270,000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：49,000円

世界遺産ハロン湾
豪華プレジデントクルーズでめぐる優雅な船旅

全部屋バルコニー付き２連泊！６日間
BF0101

ベトナム

５日間
BF0102

中国
６日間
AY0001

東京都

１日目　12：30空路、ソウル経由ハノイへ　※所要ソウルまで２時間15分　ソウルからハノイまで４時間30分
　　　　22：00ハノイ着　ホテルへ ハノイ（泊）
２日目　世界遺産ハロン湾へ
　　　　12：00プレジデント号へ乗船後、ウエルカムドリンク　スンソット鍾乳洞見学　
　　　　ご夕食はミシュラン２ツ星獲得シェフの監修する素晴らしいお食事をお楽しみください 船上（泊）
３日目　サンデッキにて太極拳（自由参加）　ボートに乗り換えてツアーへ（ティトォップ島・トゥンサウパール

園・ウアヴァンフィッシングビレッジ）
　　　　ご夕食はミシュラン２ツ星獲得シェフの監修する素晴らしいお食事をお楽しみください 船上（泊）
４日目　サンデッキにて太極拳（自由参加）　10：30帰港　空港へ
　　　　夕刻：空路、ダナンへ　着後、ホイアンへ　ホイアン散策後、ホテルへ ホイアン（泊）
５日目　午前：世界遺産ミーソン遺跡観光　※古代チャンパ王国の聖なる遺跡　午後：新名所バーナヒルズ観光
　　　　※巨大な手が支えるゴールデンブリッジ！　夕食後、空港へ　23：20空路、ソウルへ 機内（泊）
６日目　09：40空路、静岡へ　11：35静岡空港着
■上記代金には日程内の航空券代金・乗船代・宿泊費・食事代・日程内の観光入場料が含まれます
■別途空港諸税・燃油付加運賃・国際観光旅客税が別途必要（約15,000円　６月20日現在）
■利用予定ホテル：ハノイ／ホアビンホテルまたは同等クラス
プレジデントクルーズ／プレミアバルコニー又はキャビネットスイート　ホイアン／ローズマリーホテルまたは同等クラス
■利用航空会社：アシアナ航空（ＯＺ）またはエアソウル（ＲＳ）エコノミークラス
■最少催行人員：10名様　■静岡空港より添乗員同行　■食事回数：朝４回／昼４回／夕４回

四川航空静岡空港就航記念企画
悠久の都西安兵馬俑と
洛陽龍門石窟５日間

★どこへでも飛行機で行けるこの時代に、いまだ船でしか
　たどり着けない憧れの島へ！！
★父島、母島２島のハイライトを巡ります。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！！

船内夕食は

ミシュラン２ツ星

獲得シェフ監修
船内夕食は

ミシュラン２ツ星

獲得シェフ監修

●旅行期間 2019年10月16日㈬～21日㈪
●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１人部屋追加代金：28,000円　★７月１日から四川航空が静岡空港就航となりました！
★空海記念堂特別見学　四国八十八箇所お遍路０番札としてプ
　レミアムなご朱印・納経帳をプレゼント！
★立地の良い４ツ星ゴールデンフラワーホテルに４連泊

●旅行期間 2019年10月21日㈪～ 25日㈮
●旅行代金 89,000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：30,000円　

この秋太平洋に浮かぶ神秘と奇跡の島 父島・母島へ！！
静岡県内発着　世界自然遺産
小笠原諸島 父島＆母島 ６日間

自然鑑賞

■最少催行人員：８名様　■食事回数：朝３回／昼３回（弁当含む）／夕３回　■バス乗車場所（焼津駅、静岡駅、清水駅を予定）　
■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　■添乗員：静岡県内から同行
■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。

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11：40到着～～ははじま丸に乗り継ぎ母島へ12：30出港　14：30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）
　　　　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　15：00出港～小笠原名物地元ボー

トのお見送り　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　15：40東京・竹芝客船ターミナル着＝貸切バス＝夕方～夜　県内各地へ

■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・燃油付加運賃・国際観光旅客税が別途必要（約8,500円　7月10日現在）
■利用予定ホテル：西安／金花大飯店または同等クラス　■利用航空会社：四川航空（3Ｕ）エコノミークラス　
■最少催行人員：10名様　■食事回数：朝４回／昼３回／夕３回

１日目　静岡空港集合　19：30空路、西安へ　22：55西安着　入国審査後、ホテルへ 西安（泊）
２日目　終日、西安郊外・市内観光（世界遺産秦の始皇帝陵と兵馬俑坑博物館・興慶宮公園・西の城門・シ

ョッピング）　夕食は刀削麺と西安麺料理 西安（泊）
３日目　新幹線にて洛陽へ（所要：約２時間）
　　　　洛陽市内観光（中国三大石窟のひとつ世界遺産龍門石窟・中国最古の仏教寺院白馬寺・関羽の廟

関林廟）　夕食は洛陽名物水席料理　夕食後、新幹線にて西安へ 西安（泊）
４日目　西安市内観光（三蔵法師が仏典の保存と翻訳のために建立した世界遺産大雁塔・陜西歴史博物

館・空海が修行をした青龍寺（一般客が入れない空海記念堂特別見学と福帯掛け体験　※四国
八十八箇所お遍路０番札としてプレミアムなご朱印・納経帳をお一人様１冊プレゼント・吉備
真備記念公園・ショッピング）　夕食は10種類の餃子と西安料理 西安（泊）

５日目　13：30空路、静岡へ　18：00静岡空港着

青嶋の
お薦めです！

画像提供：中国駐大阪観光代表処

魅力たっぷりのハロン湾を
楽しむにはクルーズ船に

泊るのがベスト！
美しい夕日、満点の星空を
見られるのはクルーズ船

ならではです。

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。
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静岡空港特集 無料駐車場 約2000台完備

http://sbs-tours.com/shopdetail/003000000070/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/003000000058/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000935/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908


秋川渓谷望む二百五十余年の時を超えて佇む
古民家で

山里料理のおもてなしと東京の奥座敷『岩瀬
峡』で豊か

な自然が深まりゆく秋を伝える１日
●旅行期間 2019年11月20日㈬・23日㈯

●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★2018年に完成した新大仏『
鹿野大仏』をお参り

★日本の滝100選に選ばれた『
払沢の滝』。紅葉に彩られた姿を

ご見学♪

★東京の奥座敷・秘境秋川渓谷
を望む老舗『黒茶屋』で絶品の

山里料理

をご堪能いただきます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝

寶光寺・鹿野大仏（東京都内に新大仏誕生しました！！30分）

黒茶屋・岩瀬峡（奥多摩の料亭にて山里料理と美しい庭園散策

［昼食・自由散策］）

払沢の滝（日本の滝百選）

＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：30頃］

日帰り
AF0777

東京都

紅　　葉

　　　　世界遺産・上賀茂神社と
永観堂のライトアップ特別拝観

１泊２日
AF0690

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・浜松駅［7：00-9：00］＝車中にて弁当の昼食
★皇室ゆかりの寺院・醍醐寺を僧侶の案内で特別拝観＝ホテル

 夕刻：専用車にてホテル出発。
★永観堂特別拝観（古の姿をそのまま残す本殿でライトアップされた紅葉を堪能）＝
★『百足屋』にておばんざい夕食＝ホテル
※夕食後、ホテルへはお客様ご自身にてお戻り下さい。　 からすま京都ホテル（泊）

２日目 朝食後、ホテル出発
★上賀茂神社特別参拝（神職がご案内します。）＝
★退蔵院特別拝観（通常非公開寺院。秋色の池泉回遊式庭園見学）＝

『花こころ』にて竹籠ご膳の昼食＝★妙心寺自由拝観＝
京都東IC＝浜松駅・焼津駅・静岡駅［19：00頃-20：45頃］

★東山随一の紅葉の名所・永観堂を僧侶の案内で拝観。夜間ライトアップも拝観いただきます。
★世界遺産・上賀茂神社を神職のご案内で特別参拝。
★世界遺産・醍醐寺を僧侶の案内で特別拝観。通常非公開の本堂（弥勒堂）も見学
★通常非公開の妙心寺塔頭・退蔵院の池泉回遊式庭園の紅葉もお楽しみいただきます

●旅行期間 2019年11月28日㈭～29日㈮
●旅行代金 49,800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

錦秋の京都

ゴンドラを利用して1800mの空中散歩で楽しむ秋の信州の紅葉と大パノラマ

栂池自然園と竜王マウンテンパークの紅葉と絶景
１泊２日
AF0779

長野県

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：20］＝（中部横断道・中央道）＝安曇野IC＝★大王わさ
び農場（見渡す限り広がるわさび田と北アルプスが創り出す景観を楽しみながらの園内散
策とワサビを使った昼食をご賞味）＝栂池高原駅＋＋＋栂池パノラマウェイ＋＋＋★秋色
の栂池自然園散策（約２時間）＋＋＋栂池高原駅＝松代
ホテルにてバイキングの夕食 ロイヤルホテル長野（泊）

２日目 ホテル＝山麓駅＋＋＋ロープウェイ＋＋＋山頂駅　★竜王マウンテンパーク（鮮やかな赤
や黄色の紅葉のじゅうたんの景色や北アルプス、妙高山などのパノラマをお楽しみ。※運が
良ければ雲海も…）※山頂まで約１時間のウォーキング＋＋＋山麓駅＝歴史と栗の街★小
布施散策（北斎館入場）と栗おこわの昼食＝小布施SI＝（中央道・中部横断道）＝清水駅・
静岡駅・焼津駅［18：00-19：20］

★栂池高原で燃えるような赤、黄など自然の色彩美を堪能。
★竜王マウンテンパークではまるで絵の具で塗ったような紅葉をお楽しみ。
★ロイヤルホテル長野では松代温泉の湯やバイキングのお食事もお楽しみ。

●旅行期間 2019年10月14日㈪～15日㈫
●旅行代金

36,800円
２名様１室利用（お一人様）

34,800円
３名様１室利用（お一人様）

41,000円
１名様１室利用（お一人様）

雨乞い伝説残る神秘の池　四尾連湖と誰にも教え
たくない吊橋と滝の秘境　大柳川渓谷の紅葉
●旅行期間 2019年11月13日㈬・15日㈮
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

★知る人ぞ知る秘境の大柳川渓谷。紅葉で彩られた静かな
山の中を現地案内人の方とハイキング♪

★ランチはご当地メニューの『みみ』♪見た目がすいとん
に似ています。地元のお母さん達が作るあたたかく優し
い味にほっこり♪

★秘境『四尾連湖』は手付かずの自然の中佇む山上湖です。
紅葉に染まる湖に癒されること間違いなし！！

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：10］＝
四尾連湖
標高850m、甲斐の山懐に抱かれた周囲1.2kmの小さな
山上湖。周囲の雑木林が色づく秋は、湖に紅葉が映り込み
絵のように美しい光景となります。
大柳川渓谷
くの字形に曲がった珍しい竜仙橋、途中にテラスのある
竜神橋など、８本の吊橋や数々の美しい滝が楽しめる山
梨県が誇る景勝地。
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-18：20頃］

日帰り
AF0769

山梨県

こたつ船に乗って　静謐な湖上から眺める紅葉
●旅行期間 2019年11月27日㈬・30日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

★房総半島の奥座敷として、緑豊かな大自然に囲まれた亀山湖を
クルージング♪湖の上から壮大な自然を眺めてみませんか？

★静岡のように気候に恵まれた房総半島の新鮮な食材を使った海
鮮ランチをご用意します

★SNSで話題となった濃溝の滝。まだまだ人気の観光地となって
おります。この機会に是非訪れてみてはいかがでしょうか

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝君津IC
房総四季の蔵にて房総の新鮮な海鮮を使ったランチ
濃溝の滝（SNSで話題になった神秘の滝）
亀山湖紅葉クルーズ（掘り炬燵ボートに乗船して湖畔沿いの静かな紅葉をお楽しみください）
君津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：30］

日帰り
AF0775

千葉県

国内屈指の渓谷美『西沢渓谷』で
自然が作り出す芸術を楽しむ
●旅行期間 2019年10月16日㈬・19日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★秩父多摩甲斐国立公園内に位置し国内屈指の渓谷美を誇る景勝地『西沢渓谷』を専門ガイドと共にトレッキングします♪
★「日本の滝百選」にも選ばれた名瀑・七ツ釜五段の滝を筆頭に、三重の滝、竜神の滝、恋糸の滝、貞泉の滝
などさまざまな滝が織りなす渓谷美は、まさに圧巻！！
★西沢渓谷は森林浴のリラックス効果が実証され、森林セラピー基地に認定されているほか、「平成の名水百
選」「森林浴の森100選」「水源の森百選」などにも選定されています！！

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝（中部横断自動車道経由）＝
西沢渓谷　ハイキング　約５時間（昼食休憩を含む）
西沢渓谷１周約10km
西沢渓谷入口・・・二俣吊り橋・・・三重の滝・・・竜神の滝・・・七ツ釜五段の
滝・・・不動滝・・・旧森林軌道
※コース内、危険な箇所はありませんが岩場歩きや、アップダウンがあります。
※当日の天候や散策道の状況で、現地ガイド判断の下コースを変える場

合もございます。
持ち物：動きやすい服装、トレッキングシューズ、軍手、上下わかれてい
る雨具、レジャーシート（ご昼食時使用の為）
一宮御坂IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：00］

日帰り
AF0172

山梨県

30名様限定！！

田代の
お薦めです！

秘境の絶景と美食の旅！！
東京の奥座敷でもみじ狩りを
楽しみ、予約が取りにくい
老舗『黒茶屋』で自分への
ご褒美ランチ堪能♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000003/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000337/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000336/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000338/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000342/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000998/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908


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。

［高野山大学　　×SBSツアーズ］限定特別企画

高野山大学の特別講座と高野山特別拝観

高野山を学ぶ旅３日間

伝統・神社仏閣

秋の味覚

社会科見学

２泊３日
AF0780

和歌山県

★４回の特別講座では、高野山参詣の目的や弘法大師・空海の謎、真言密

教などについてわかり易く解説。

★金剛峯寺、壇上伽藍、金堂、根本大塔、奥の院を語り部や専門ガイドの

案内で拝観。
★宿坊に宿泊。精進料理や朝のお勤めを体験。

■お食事：朝２回／昼３回（内、弁当１回）／夕２回

■宿泊：天徳院、本覚院、大圓院、西門院、赤松院のいずれか。

■募集人数：30名様（最少催行人数：15名様）

10/23 清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松駅［6：00-9：00］＝高野山大学（15時頃）

（水） ＜高野山体験プログラム１日目＞

 ・高野山大学構内で開講式　・高野山講座①

 ＝宿坊へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿坊（泊）

10/24 朝の勤行　宿坊（8：30）＝高野山大学

（木） ＜高野山体験プログラム２日目＞・高野山講座②③

 ●金剛峯寺、壇上伽藍、金堂、根本大塔などを語り部の案内で参詣。霊宝館見学

 ＝宿坊へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿坊（泊）

10/25 朝の勤行　宿坊（8：30）＝高野山大学

（金） ＜高野山体験プログラム３日目＞・高野山講座④　・修了証授与式

 ●奥の院を専門ガイドの案内で参詣

 ＝浜松駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［19：00-21：15］

あの人気の町歩き番組に

出演した木下課長も特別

講座の講師になる事も…

高野山大学総合学術機構

（図書館・密教文化研究所）
木下課長

●旅行期間 2019年10月23日㈬～25日㈮

●旅行代金 79,800円（２名～４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：12,000円

いにしえの道と美しい日本の原風景を歩く
世界遺産吉野　宮滝万葉の道と山の辺の道ウォーク

１泊２日
AF0245

奈良県

■お食事：朝１回／昼２回（弁当）／夕１回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝吉野山駐車場
 ご昼食は車中弁当となります。
 ★吉野宮滝万葉の道（約８km）
 吉野山駐車場・・・歴史ガイドの案内で吉野宮滝万葉の道を歩く・・・稚児

松地蔵・・・象の小川・・・万葉歌碑・・・桜木神社（うたたね橋）・・・宮滝・・・
吉野歴史資料館　　　　　　　　　　　　　　　ホテル　ザ橿原（泊）

２日目 ホテル 8：00頃＝
 ★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
 ＝関JCT＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［20：00-21：00］

★いにしえの都の歴史深い道を現地に詳しい案内人とともにウォー
キングします！！

★令和が生まれた万葉集ゆかりの地をめぐります。世界遺産吉野の
地に延びる宮滝万葉の道で大和ロマンに想いを馳せます。

★日本最古の道といわれる山の辺の道を案内人と歩きます。日本書紀
や万葉集に登場する古の道を歩き歴史深い神社仏閣をめぐります。

●旅行期間 2019年10月６日㈰～７日㈪
●旅行代金 33,800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：5,000円

御即位記念「第71回 正倉院展」と
世界遺産春日大社内 万葉植物園にて万葉集に登場する植物見学
●旅行期間 2019年10月26日㈯・30日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：00-7：00］＝
奈良国立博物館にて「御即位記念 第71回 正倉院展」鑑賞
春日大社内 万葉植物園見学
新元号『令和』が生まれた万葉名で詠まれた植物の８割以上の標本
を展示している植物園
＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：30-19：30頃］

日帰り
AF0762

奈良県

★本年の正倉院展は、天皇陛下の御即位を記念し、
　正倉院宝物の成り立ちを示す宝物や、宝庫を代
　表する宝物、シルクロードの遺風を感じさせる
　宝物が出陳されます。
★聖武天皇の遺愛品や皇室ゆかりのものが出陳！！
★樹下にふくよかな「天平美人」を描いた屏風。
　20年ぶりに全６扇を一堂に展示する。

紫檀金鈿柄香炉（炉側面）
したんきんでんのえこうろ

螺鈿箱
らでんのはこ

この時期だけのご馳走を求めて
老舗　叶 匠壽庵の真髄　心休まる理想郷　寿長生の郷
●旅行期間 2019年10月８日㈫・13日㈰
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★すべての「叶 匠壽庵」の和菓子が生まれる理想郷「寿長生の郷」で落ち着いた大人の秋を満喫します。
★近江の豊かな自然の中、丁寧につくられた旬の味覚をいただきます。
★「美術を通して、世の中を美しく、平和に、楽しいものに」との想いからはじまったミホ・ミュー
ジアム。『桃源郷』をイメージして作られた遊歩道から美術館への道を行けば、大自然を利用した
建築美をはじめ、質の高いコレクションが待ち構えております。

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：00-7：00］＝南郷IC＝
寿長生の郷（叶 匠壽庵の和菓子のすべてが生まれる場所。近江の豊かな
自然に包まれた寿長生の郷にて、贅沢なランチをお楽しみください。）
MIHOミュージアムにて
秋季特別展『The 備前－土と炎から生まれる造形美－』
信楽IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：45-19：45］

日帰り
AF0773

滋賀県

受講風景（イメージ）

専門ガイドや語り部の案内で聖地・高野山をしっかり拝観！！

グルメ列車でローカル線の旅情を満喫
きのこ列車に乗って風光明媚な自然の地岩村町を訪ねる
●旅行期間 2019年10月16日㈬・19日㈯・25日㈮
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★30席限定！！ローカル線明知鉄道のグルメ列車の中で一番人気がある『きのこ列車』に乗車します！！
★中山道　広重美術館にて新版画展－浮世絵版画のその後　巴水・古邨・深水を中心に－鑑賞
★朝ドラ『半分、青い』のロケ地にもなった、江戸情緒残る岩村町をぶらりさんぽします♪

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（秋季特別企画展『新版画展－浮世絵版画のその後　巴水・古邨・深水を中心に－』鑑賞）
恵那駅＋＋＋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）＋＋＋明智駅
恵那・岩村町（江戸時代の情緒あふれる城下町をぶらり）
恵那IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：00-19：30頃］

日帰り
AF0595

岐阜県

30名様限定企画!!

大人の社会科見学☆海底トンネルに潜入！東京湾アクアラインの裏側を探検！！
普段は入れないアクアラインを見学し海底トンネルの謎に迫る！！
●旅行期間 2019年10月18日㈮・12月26日㈭
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★海底トンネルに潜入～！！土木のアポロ計画ともいわれた東京湾アクアラインの裏側探検へ♪
★『海底トンネルってどうやって作ったの？』『海底トンネルで交通事故がおきたときどこに逃げればいいの？』… 一般に

はあまり知られていない建設の工夫や安全確保の仕掛けがたくさんあります！！普段立ち入ることのできないアクアライ
ンの裏側を現地ガイドと共に探検してみませんか？！

★大人気の海ほたるでお買い物もお楽しみいただきます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［8：00-9：50］＝
海底トンネルに潜入！！東京湾アクアライン　裏側探検　約90分
見学は徒歩となりますので、自ら２km以上歩ける方、階段120
段（建物で７階程度）以上のぼれる方とします。
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：30］

日帰り
AF0781

千葉県

染谷の
お薦めです！

＜特別講座テーマ一例＞

・高野山参詣の意義とは？

・知られざる弘法大師の謎

・真言密教とは？　など　

＜特別講座テーマ一例＞

・高野山参詣の意義とは？

・知られざる弘法大師の謎

・真言密教とは？　など　

高野山大学の協力で実現した
特別企画です。1200年の

歴史が息づく聖地・高野山で
弘法大師・空海に触れて

みませんか？

http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000012/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000011/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001043/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000329/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000348/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000345/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908


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。

★東京湾唯一の自然島『猿島』を専門ガイドの案内で
探検します！！
★ご昼食は名物の横須賀海軍カレーをご用意します！！
★横須賀ポートマーケットでは地元のお野菜やお菓子
などのお買い物をお楽しみください♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士インター［6：45-8：10］＝横浜町田IC＝
横須賀名物！！海軍カレーのご昼食
三笠公園～～～船にて猿島へ
猿島では専門ガイドの案内のもと休憩を取りながら２時間程ご散策頂き、豊かな自然と歴史遺産をご覧いただきます。
よこすかポートマーケット
地元でとれた新鮮なお魚・野菜からスイーツまで、横須賀のお土産を多数取り揃えたマーケットでお買い物ををお楽しみください。
＝横浜町田IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-19：15］

●旅行期間 2019年10月23日㈬・27日㈰
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

日帰り
AF0342

神奈川

伝説と歴史を今に伝える
東京湾唯一の自然島・
猿島の歴史遺産ウォーク

★毎年人気の白馬八方ハイキン
グ！！北アルプスを案内してい
るプロガイドとお手軽ハイキン
グを楽しみます♪ゴンドラとリ
フトを使って楽々♪
★標高770ｍの山麓駅からゴンド
ラ・リフトを使って標高1680
ｍの黒菱平までひとっ飛び！！
★眼前に迫る北アルプスの山々を眺めながら歩けば、神秘の池・八方池はすぐそこ！！澄んだ空気の中、
絶景をおかずに食べるお弁当も最高！！

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
＝11：30　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］

●旅行期間 2019年９月25日㈬・28日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

日帰り
AF0236

山梨県

神秘の池・八方池
秋の白馬八方尾根ハイキング

★東部地区、西部地区のお客様限定企画！！
★「宝塚歌劇　雪組全国ツアー　静岡公演」をこの機
会に是非ご覧ください！！

★雪組トップスター望海風斗さん、真彩希帆さん率い
る雪組の魅力あふれる舞台、躍動的な歌と踊りをお
楽しみください。

●旅行期間 2019年10月26日㈯・27日㈰
●旅行代金 17,900円（昼食付き）

日帰り
AF0405

静岡県

宝塚歌劇雪組  全国ツアー静岡公演  鑑賞
東部・西部地区限定企画！！

■募集定員：44名　■最少催行人員：25名

■募集定員：42名　■最少催行人員：25名

浜松駅＝掛川駅＝吉田IC［9：30-11：00］＝懐石料理・
名物とろろ汁「待月楼」にて　麦とろコースをお召し上が
りください＝★雪組　静岡公演　静岡市民文化会館大
ホール14：00開演をS席にて鑑賞
＝吉田IC＝掛川駅＝浜松駅［17：15頃-18：30頃］

①西部地区発　10月26日㈯　14：00公演

三島駅＝富士駅［9：00-9：50］＝★雪組　静岡公演　
静岡市民文化会館大ホール12：00開演をS席にて鑑賞
＝15：00頃　ホテルアソシア静岡にてアフタヌーンティー
をお召し上がりください。（パスタ・スイーツ・コーヒーなど）
＝富士駅＝三島駅［17：15頃-18：00頃］

②東部地区発　10月27日㈰　12：00公演

©宝塚歌劇団

●旅行期間 2019年９月25日㈬・28日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：10］＝
仏蘭西料亭 横濱元町 霧笛楼にて横浜フレンチの真髄を味わう　約２時間
横浜美術館開館30周年記念 オランジュリー美術館コレクション
ルノワールとパリに恋した12人の画家たち　鑑賞　約90分
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00頃］

横浜美術館開館30周年記念　オランジュリー美術館コレクション
ルノワールとパリに恋した12人の画家たち
鑑賞と仏蘭西料亭 横濱元町 
霧笛楼にて横浜フレンチの真髄を味わう

日帰り
AF0761

神奈川県

★フランス・パリのセーヌ河岸に建つオランジュリー美
術館から21年ぶりに来日する作品の数々。芸術の都
パリの“エスプリ”を横浜でご堪能ください。
★地産地消を大切に、伝統的な仏蘭西料理を霧笛楼オリ
ジナルの横浜スタイルにアレンジされたランチを堪能
★1970年代後半の“ハマトラ”スタイルを生み出し、
今なお横浜のトレンドを生み出す全国有数のファッシ
ョン街でウィンドウショッピング♪

オーギュスト・ルノワール《ピアノを弾く少女たち》
1892年頃、油彩・カンヴァス、116×81cm
Photo © RMN-Grand Palais （musée de
l'Orangerie）/ Franck Raux / distributed by AMF

【公演内容】
宝塚ロマン「はばたけ黄金の翼よ」
～原作「風のゆくえ」粕谷紀子（集英社クイーンズコミックス　DIGITAL版）～

オリジナル脚本／阿古健　　脚本・演出／小柳奈穂子
ダイナミック・ショー『Music Revolution!』

作・演出／中村 一徳
【主　　演】　望海風斗、真彩希帆

富士山静岡空港発着
ＦＤＡチャーター便で山陰の秘境へ
日本海の宝島「隠岐の島」
３島めぐり３日間

３日間
AFFDA1

１日目 富士山静岡空港集合（９時15分頃）　富士山静岡空港（10時頃）ＦＤＡ（11時20分頃）隠岐世界ジオパーク空
港＝★オリジナル海鮮丼の昼食＝★玉若酢命神社・八百杉・宝物殿＝★モーモードームにて『牛突き』見
学＝★水若酢神社（隠岐独特の建築様式）・郷土館＝重栖港～～★ローソク島遊覧船にて幻想的な風景鑑
賞～～重栖港＝ホテル ホテルMIYABI又はホテル海音里（泊）

２日目　ホテル・・・西郷港～～フェリー～～菱浦港＝★隠岐神社（後鳥羽院行在所跡）＝菱浦港～～美田・海遊園に
て『えり焼定食』の昼食～～★国賀めぐり遊覧船にて奇岩・絶景めぐり～～★赤壁（知夫里島）～～美田＝ホ
テル送迎車にてホテルへ 隠岐シーサイドホテル鶴丸または国賀荘（泊）

３日目　ホテル＝別府港～～高速船～～西郷港＝★かぶら杉（車窓）＝★浄土ケ浦海岸（赤褐色の多島海岸の風景）
＝★白鳥展望台（大日本海の絶景）＝松花堂弁当の昼食＝★自然館＝★佐々木家＝隠岐空港＝隠岐世界
ジオパーク空港（16時頃）ＦＤＡ（17時半頃）富士山静岡空港

★３島めぐりで、隠岐の島の歴史、文化、自然、食を満喫。
★奇跡の風景ともいわれる幻想的なローソク島遊覧船に乗船！
★地元の漁師料理「えり焼き定食」や「オリジナル海鮮丼」、「島
根和牛」など、食材の宝庫・隠岐の味覚を堪能。

★厳島神社と萩城下町の２つの世界遺産にご案内
★元乃隅神社や角島大橋、しまなみ海道など山陰・
山陽の絶景をお楽しみいただきます。

★瀬戸内海と日本海の海の幸をご堪能頂きます。

島根県

●旅行期間 2019年10月２日㈬～４日㈮
●旅行代金

134,000円
４名様１室利用（お一人様）

136,000円
３名様１室利用（お一人様）

138,000円
２名様１室利用（お一人様）

■募集人数：80名　■最少催行人員：25名　■添乗員：富士山静岡空港より同行
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■利用航空会社：フジドリームエアラインズ
■宿泊先：１日目／ホテルMIYABI又はホテル海音里　２日目／隠岐シーサイドホテル鶴丸または国賀荘

■募集人数：80名　■最少催行人員：25名　■添乗員：富士山静岡空港より同行
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　　■利用航空会社：フジドリームエアラインズ
■宿泊先：１泊目／萩グランドホテル（基本コース）又は萩本陣（ランクアップコース）　２泊目／安芸グランドホテル

富士山静岡空港発着　ＦＤＡチャーター便利用（往復）
秋の瀬戸内海と山陰山陽
世界遺産と絶景の旅３日間

３日間
AFFDA1

広島県

●旅行期間 2019年10月29日㈫～31日㈭
●旅行代金

98,000円
４名様１室利用（お一人様）

107,000円
３名様１室利用（お一人様）

112,000円
102,000円

基本コース

ランクアップコース 111,000円 117,000円

２名様１室利用（お一人様）

厳島神社・錦帯橋・
元乃隅神社・角島大橋
城下町萩・しななみ街道

自然観賞

静岡空港発チャーター便

芸術鑑賞

染谷の
お薦めです！

１日目 富士山静岡空港（9：15頃）FDAチャーター（10：35）広島空港＝★岩国城（日本三名橋の１つ・錦帯橋＋＋ロ
ープウェイ＋＋岩国城）・昼食＝★秋芳洞（日本屈指の鍾乳洞で特別天然記念物）＝萩
 萩グランドホテル（基本コース）又は萩本陣（泊）

２日目　ホテル＝★松蔭神社・松下村塾＝城跡や武家屋敷の町並みが残る世界遺産★萩城下
町散策＝ホテル西長門リゾートにて昼食＝日本屈指の長さと美しさを誇る★角島
大橋＝鮮やかな朱色が美しい「鳥居のトンネル」★元乃隅神社参拝＝宮島口泊
 安芸グランドホテル（泊）

３日目　ホテル＝宮島口～～日本三景の一つ★厳島神社参拝（公認ガイドの案内）～～宮
島口＝千光寺山荘にて昼食＝★耕三寺拝観（快慶作宝冠阿弥陀如来坐像や仏
教美術、近代美術鑑賞＝大三島～～フェリー～～忠海港＝広島空港（17：50）
FDAチャーター便（20：10）富士山静岡空港

FDA広島チャーター便を利用し、
山陰･山陽地方の観光名所を効率

良くご案内します。歴史が
息づく世界遺産や絶景を

お楽しみください。

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000347/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000319/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000065/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000742/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001011/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001072/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1908
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