
■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・燃油付加運賃・国際観光旅客税が必要になります（約15,000円　８月５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で催行決定する場合があります
■利用予定ホテル：チェンライ／ WIANG INN HOTELまたは同等クラス
　　　　　　　　　ウドンタニ／ CENTARA HOTEL & CONVENTION CENTERまたは同等クラス
■利用航空会社：タイ航空（TG）ライオン航空（SL）エコノミークラス
■食事条件：朝３回／昼３回／夕１回　■添乗員は静岡県内より同行　■最少催行人数：10名

６日間
BF0073

タイ

★ノンハン湖は『まるで天国のような絶景』と称され、まさに一生に一度は見てみた
　いこの時期だけの睡蓮の絶景です。
★純白の寺院ワットロンクンは一面に微妙に
　色が異なるキラキラした銀色のガラスタイ
　ルがはめ込まれており光の角度によって美
　しく光ります。タイ全土でもここでしか見
　られない神秘的な寺院は必見です。

写真提供：タイ国政府観光庁

（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

●旅行期間 2020年１月17日㈮～21日㈫
●旅行代金 209,000円

★アンコールに加え2017年に世界遺産に登録されたサンボープレイクック遺跡にご案内します。
★11月のカンボジアは最高気温30℃前後、雨も少なく観光のベストシーズンです。

中国東方航空利用
富士山静岡空港からベストシーズンのカンボジアへ

密林に消えた大都市アンコール遺跡群と
森に眠るサンボー・プレイ・クック遺跡群

２つの
世界遺産

●旅行期間 2019年11月21日㈭～25日㈪
●旅行代金 128,000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：12,000円

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、バンコク経由チェンライへ
　　　　20：10チェンライ着　ホテルへ チェンライ（泊）
２日目　ワットプラシン・メーンライ王像・純白の美しき寺院ワットロンクン観光
　　　　14：50空路、バンコク経由ウドンタニへ　21：15ウドンタニ着 ウドンタニ（泊）
３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）
４日目　ウドンタニ郊外・市内観光（壁画や奇岩群のプープラバート歴史公園・タイシルク

の村バンカナ）　19：50空路、バンコク経由にて名古屋へ 機内（泊）
５日目　７：30中部国際空港着　貸切バスにて県内各地へ

タイ秘境めぐり　天国のような絶景！
ピンクの睡蓮が広がるノンハン湖

５日間
BF0103

カンボ
ジア

１日目　富士山静岡空港集合（14時頃）
　　　　富士山静岡空港発（15時30分頃）中国東方航空にて上海乗換えプノンペンへ。
　　　　プノンペン着（23時30分頃）　入国・税関手続き後、専用車にてホテルへご案内 プノンペン（泊）
２日目　ホテルにて朝食
　　　　★カンボジアの首都・プノンペン観光（現在も王族が生活し執務を行う王宮やシルバーパゴダを見学）
　　　　プノンペン市内にて昼食後、シェムリアップへ。
　　　　シェムリアップ着後、市内にて夕食。その後、ホテルへ シェムリアップ（泊）
３日目　早朝：★朝日鑑賞（ご希望の方のみ）　ホテルにて朝食
　　　　午前：★アンコール王朝時代の宗教都市・アンコールトム観光（南大門、バイヨン寺院、バプーオン、ピミアナカ

ス、象のテラス、ライ王のテラスなど）　巨木に飲み込まれた神秘の寺院★神秘の遺跡タ・プロム寺院観光
　　　　昼食後、午後：アンコール遺跡群の中で最大建築を誇る宗教寺院★アンコールワット観光
　　　　宮廷舞踊の鑑賞とビュフェの夕食 シュムリアップ（泊）
４日目　ホテルにて朝食。朝食後、専用車にてプノンペンへ。（途中、昼食）
　　　　2017年にカンボジア第３の世界遺産に登録。アンコール王朝より前の時代に都があった森に眠る古代

都市・★サンボープレイクック遺跡観光（プラサット･イエイ･ポアン、プラサット・タオ、プラサット・タオなど）。
　　　　プノンペン市内にてクメール料理の夕食後、空港へ。
　　　　プノンペン空港発（深夜）、中国東方航空にて富士山静岡空港へ。 機内（泊）
５日目　（11時頃）上海空港にて乗り継ぎ、富士山静岡空港へ　（15時頃）富士山静岡空港
■空港税、燃油特別負荷運賃（約15,000円）とカンボジア査証取得費用（約7,000円）は別途
■添乗員同行　■利用航空会社：中国東方航空
■募集人数：15名様（最少催行人数８名様）　■食事条件：朝３回／昼３回／夕３回
■ホテル：プノンペン／グリーンパレス　シェムリアップ／シティアンコール又は各地同等クラス

染谷の
お薦めです！

定番のアンコール遺跡に加え、
世界遺産・サンボープレイ・
クック遺跡やフランスの香り
漂うプノンペンにも
ご案内するお勧め
コースです。

無料駐車場 約2000台完備

純白の美しき寺院ワットロンクン

得々割引
９月30日までにお申込の方は

お一人様

￥4,000引き！
９月30日までにお申込の方は

お一人様

￥4,000引き！

※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。

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 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。

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。

営
業
時
間

出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10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40％

旅行代金の30％

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

2019
9 月号
vol.90

http://sbs-tours.com/shopdetail/003000000062/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001071/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909


日本の風景と共に楽しむ紅葉

感動の額縁庭園　清瀧寺徳源院
と

醒ヶ井の名水を利用した地産地消のご
ちそうを味わう

●旅行期間 2019年11月20日㈬・24日㈰

●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★隠れた紅葉スポットが多い
滋賀県へ。京都ほど混雑せず

ゆっくりもみじ狩り

をお楽しみいただきます

★SNSで話題のフォトジェニ
ックな額縁庭園が今大人気！！

まさに絵画のよう

な美しい庭園をご鑑賞くださ
い。

★地産地消グルメ堪能や、長
浜黒壁スクエアのショッピン

グなど、バラエティ

に富んだ内容となっておりま
す♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00
-8：00］＝

清瀧寺徳源院　中世、北近江を
支配した京極家の菩提寺。江戸

時代、京極高豊が集めた京極家
歴

代34基の宝篋印塔が並ぶ京極
家墓所は国の史跡になってい

ます。春には

京極道誉が愛したと伝えられ
るしだれ桜が見事に咲き誇り

、秋には

池泉回遊式庭園のモミジが美
しく紅葉します。

本陣樋口山にてご昼食（醒井特
産の虹鱒や地物の野菜、近江牛

、江

州米を使ったお料理）

長浜　黒壁スクエア散策（伝統的建造
物群を生かしたレトロモダンな街並み

散策）

長浜IC＝吉田IC・焼津駅・静岡
駅［18：00-19：00］

日帰り
AF0778

滋賀県

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 2019年10月22日㈫・26日㈯
●旅行代金 12,800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［6：30-7：30］＝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＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：20-20：20］

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 2019年11月20日㈬・24日㈰
●旅行代金 11,800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・鳳来寺と鳳来山東照宮参拝
バスは山頂駐車場まであがりますが、そこから鳳来寺まで約30段の急な階段があります。
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
日本の滝100選　阿寺の七滝
道の駅　もっくる新城
新城IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：00-18：30頃］

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

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 2019年11月23日㈯・26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・吉田IC［6：00-7：00］＝（東名・新名神）＝京都東IC＝※叡山電鉄ダイヤ変更に伴い、出発、
帰着時間が変更になる可能性もございます。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）＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［20：15-21：15］

京の錦繍の美日帰り
AF0072

京都府

湖南三山国宝めぐり
●旅行期間 2019年11月23日㈯・26日㈫
●旅行代金 15,800円（昼食弁当付き）

★15周年を記念し、びわ湖の南に佇む古刹で国宝と紅葉を鑑賞します
★ご参加の皆様には、紅葉期間中特別授与される15周年記念特別
朱印をお渡し致します♪

★国宝有する三ヶ寺にてご利益を授かり、趣有する佇まいの中、真っ
赤に燃える紅葉鑑賞をおたのしみください♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝甲賀土山IC＝
善水寺　本堂が国宝。木造四天王立像等は、国の重要文化財に指定。
本尊は、薬師如来（秘仏）ご利益は、病気の平癒・身体健全・厄除祈願。
長寿寺　本堂が国宝。（湖南市最古の名刹で鎌倉時代に再建された建造物です）
釈迦如来等は、国の重要文化財に指定。
本尊は、子安地蔵（秘仏）ご利益は、子宝・安産・長寿。
常楽寺　本堂・三重塔の建造物が国宝。二十八部衆等は国の重要文化財に指定。
本尊は、千手観音菩薩（秘仏）ご利益はすべての願い。
甲賀土山IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：50-19：50頃］

誕生15周年記念　びわ湖の南に佇む古刹をめぐる日帰り
AF0776

滋賀県

豊田の山里～約一万本の「桜と紅葉」の大共演～息を呑む秋の桜の
別世界と医者が薦める奇跡の温泉！！天然のラドン温泉猿投温泉
豊田の山里～約一万本の「桜と紅葉」の大共演～息を呑む秋の桜の
別世界と医者が薦める奇跡の温泉！！天然のラドン温泉猿投温泉
●旅行期間 2019年11月13日㈬・16日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★豊田の山里に広がる幻想世界！！約１万本の桜と紅葉の大競演をご鑑賞♪
★冬に向けて健康な身体に整えておきませんか？医者が薦める奇跡の温泉『天然のラドン温泉　猿投
温泉』も楽しみます♪

★寒くて出歩きたくない方も安心！！遅い出発＆早いお帰りで身体も楽々♪

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：30-8：50］＝藤枝岡部IC＝（新東名経由）＝岡崎東IC
小原四季桜を見学
愛知県の天然記念物にも認定されている四季桜。この時期だけは燃えるような赤と黄色の葉と淡い
ピンクの桜を同時に見ることができます♪
猿投温泉
療養効果の高い天然ラドン泉が湧き出ており、東海三県で唯一「医者が薦める奇跡の温泉」として認
定されています。飲泉も可能で「細胞の活性化」「自然治癒力の促進」「新陳代謝の亢進」「免疫力の向
上」を促し、体を若返らせます！！
豊田藤岡IC＝（新東名経由）＝藤枝岡部IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：15-18：15］

日帰り
AF0772

愛知県

田代の
お薦めです！

まるで１枚の絵画を鑑賞している
ような『額縁庭園』が今大人気！！
美しく静寂な庭園を眺め、地産地
消の旬な食事を楽しむことで、
疲れた心身を整える旅は
いかがでしょうか。

http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000016/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000014/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001150/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000290/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000287/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000013/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909


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。

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 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
11日前まで

10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40％

旅行代金の30％

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。

営
業
時
間

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
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

30名様限定！！

秋季９日間だけの一般公開
愛岐トンネルウォーク
秋季９日間だけの一般公開
愛岐トンネルウォーク
●旅行期間 2019年11月27日㈬・30日㈯
●旅行代金 11,000円（昼食弁当付き）

★普段非公開の立ち入り禁止エリアである廃線となった旧国鉄中央線の一部
　をウォーキング！！
★４基のトンネルをくぐって片道約1.7kmを歩きます。各自自由にお歩きいただけますので、無理の
ないペースでウォークをお楽しみください♪
★ウォーキングの後は天然のラドン温泉でサッパリスッキリ♪

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：00-8：10］＝藤枝岡部IC＝（新東名経由）＝せと品野IC
愛岐トンネル群ウォーキング　約3.5km　３時間
1961年に廃線となった旧国鉄中央線の一部を期間限定で公開。
定光寺駅をスタートし、４基のトンネルをくぐって片道約1.7kmを歩きます。
定光寺駅周辺・・・トンネル一般公開部（トンネル３号～６号）約1.7kmを往復します・・・定光寺駅周辺
※トンネル内は暗いので、懐中電灯等お持ちください。
天然ラドン温泉　天光の湯にて入浴休憩
せと品野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
AF0784

愛知県

●旅行期間 2019年11月６日㈬・８日㈮

●旅行代金 13,800円（昼食・夕食付き）

★全体で約２時間30分　片道
約６キロの初級コースです。

★遊歩道として整備されたアプトの道
は日本最大の煉瓦づくりのアーチ橋や

トンネルなど変化に富んだどなたでも
楽しめる道です。

★有名な横川の釜飯を車中でお
楽しみ頂くも良し、お土産にす

るも良し！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC
［6：30-8：00］＝海老名JCT

＝

鶴ケ島JCT＝松井田妙義IC＝
おぎのやドライブイン休憩　

熊

ノ平駐車場（自由散策10号～６
号トンネル・・・めがね橋・・・５

号

～３号トンネル・・・碓氷湖・・・
２号～１号トンネル・・・遊歩道

ア

プトの道・・・天然温泉　峠の湯
にてご入浴　集合）＝松井田妙

義

IC＝藤岡JCT＝鶴ケ島JCT
＝海老名JCT＝富士IC・清水

駅・

静岡駅・焼津駅［19：45-21：1
5］

日帰り
AF0535

碓氷峠路探訪　赤く染まる碓氷湖とめがね
橋

旧信越本線の遊歩道アプトの道
を歩く碓氷峠路探訪　赤く染まる碓氷湖とめがね

橋

群馬県
長野県

天才書家　金澤翔子書展鑑賞と遠州の古刹をめぐる１日
～世界一大きな般若心経と華やかに色づく古刹の庭園～
天才書家　金澤翔子書展鑑賞と遠州の古刹をめぐる１日
～世界一大きな般若心経と華やかに色づく古刹の庭園～
●旅行期間 2019年11月６日㈬・９日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★天才書家である金澤翔子氏の書展をご見学。世界一大きい般若心経をはじめ、迫力ある書に胸を打たれます。
★豊臣秀吉が発願した大仏を安置するための寺として創建された方広寺。大坂冬の陣のきっかけとなった「国家安康」
の鐘が有名で重要文化財に指定されており、東大寺、知恩院のものと合わせ日本三大名鐘のひとつとされます。

★1300年にわたる奥浜名湖地方の歴史と文化と信仰を今日に伝える遠州の古刹。次郎法師、井伊直虎が眠る
寺としても有名です

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：30-9：00］＝浜松いなさIC
方広寺　豊臣秀吉が発願した大仏を安置するための寺として創建。大坂冬の陣のきっかけとなった「国家安康」
の鐘が有名で重要文化財に指定されており、東大寺、知恩院のものと合わせ日本三大名鐘のひとつとされる。
龍潭寺　1300年にわたる奥浜名湖地方の歴史と文化と信仰を今日に伝える遠州の古刹。次郎法師、
井伊直虎が眠る寺
龍雲寺　天才書家金澤翔子の約50作品が並ぶ、本年度最大規模の展覧会を開催！！
浜松西IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［16：50-18：00頃］

日帰り
AF0783

静岡県

黄金に輝く銀杏並木の
八ヶ岳古道ウォーキング
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 2019年10月29日㈫・11月３日㈰
●旅行代金 10,800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［7：00-8：10］＝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＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-18：20頃］

日帰り
AF0470

長野県

青嶋の
お薦めです！

多くのお客様からリクエストを
頂いた碓氷峠アプトの道が
２年ぶりに復活です！変化に
富んだ美しい景色を是非
この機会にお楽しみ

ください

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000332/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000017/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000951/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000342/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000338/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000762/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909


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

■募集定員：44名　■最少催行人員：25名

　　　　　　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!!

●旅行期間 2019年11月20日㈬・23日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

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］

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

日帰り
AF0777

東京都

★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♪

フェリーを乗り継ぎ日本一周！！初秋の風吹く日本各地を訪ねて７日間
AF0785

大阪・宮崎・大分
京都・北海道

●旅行期間 2019年11月16日㈯・21日㈭
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

●旅行期間 2019年10月１日㈫～７日㈪
●旅行代金 230,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

★各フェリー、デラックス以上の個室をご用意しております♪（内容はお船によって様々です）
★フェリーを降りた後も専用バスで日本各地の観光地をご見学！！一期一会を楽しみます♪
★地産地消にこだわった旬のご当地グルメも楽しみっ♪

秋彩絶景パノラマ！
天空の山城  苗木城跡
中津川宿  栗きんとんめぐり

日帰り
AF0594

岐阜県

清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［6：15-7：35］＝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）
＝中津川IC＝豊田JCT＝三ケ日JCT＝藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：45-20：15］

★ガイドがご案内する苗木城跡からは360度のパノラマ絶景をお楽しみ頂けます
★広い敷地に６棟しかない古民家
　旅館長多喜は日本昔話の世界に
　入り込んだよう
　な素敵な場所に
　あります。ここ
　でお召し上がり
　頂く美しき茶懐
　石もご満足頂け
　ること間違いな
　しです

■食事条件：朝５回／昼６回／夕５回

　　　落語家さんのおもろい噺×

　　　お坊さんのいい話
円妙山大慶寺で高座バトル

●旅行期間 2019年11月24日㈰
●旅行代金 12,500円（昼食付き）

日帰り
AF0751

静岡県

★前回も大好評を頂いた落語さ
んとお坊さんのバトルです

今回の話題は《和と輪》。楽しい
話をたくさん聞いて “笑

い" の1日にしましょう

★宮川沿いに大小約1000本
林立するモミジは青葉輝く

新緑の季節から深紅に染まる紅
葉の季節まで美しく、極

上の色彩に目を奪われます

清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅
［7：00-8：45］＝森掛川IC＝

遠江国一宮小國神社もみじ狩

＝昼食（花咲之庄）＝藤枝　
大慶寺

※高座バトルお坊さんと落語
家のおもろい噺、いい話《和と

輪》　14：00～16：30

　落語家は【古今亭志ん好こ
こんていしんこう】師匠と【春風亭朝

之助しゅんぷうていちょうのす
け】さん

　説教師は藤枝市の藤枝市の
日蓮宗蓮久寺住職【大場常仁

じょうにん】上人・掛川市の真宗大
谷派

蓮福寺住職【馨敏郎かおると
しろう】師

＝藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清
水駅［17：00-18：50］

◎小國神社は紅葉シーズンの為、混雑が予想されます。紅葉鑑賞のお時間が少なくなる場合もございますので予めご承知おきください

好評！

第２弾 笑 笑

落語 VS 説法

田代の
お薦めです！

日本が一番気持ちいい気候の初秋に
フェリーを乗り継ぎ日本一周しませんか♪
今日本は船旅ブーム！！豪華客船だけで
なく、フェリーもどんどん新しくなって

おり、綺麗で快適♪しかも今回は
デラックス以上の個室を
ご用意しております！！

紅葉と美食を楽しむ

１日目　静岡駅・焼津駅・吉田IC［9：00-10：20］=世界遺産登録へ！！百舌鳥・古市古墳群15：00-16：00=大阪南港（17：55発）～～～さんふらわあ（泊）～～～
２日目　志布志港（８：55着）=鵜戸神宮=高千穂峡=黒川温泉宿（泊）
３日目　湯布院散策=海地獄=血の池地獄=新門司港（17：30発）～～阪九フェリー（泊）～～
４日目　泉大津港着（7：30）=大阪城=丹波篠山城=伊根の舟屋=天橋立=舞鶴港（23：50）～～新日本海フェリー～～
５日目　～～～新日本海フェリー～～～小樽港（20：45着）=小樽港宿（泊）
６日目　ホテル9：00発=小樽堺町通り商店街散策=小樽貴賓館（旧青山別邸をご見学）=札幌市中央卸売市場　場外市場=もいわ山の紅葉=生ラムジンギス

カン=苫小牧港（18：45発）～～～商船三井フェリー～～～
７日目　大洗港（14：00着）=静岡駅・焼津駅・吉田IC

１日目： さんふらわあ　デラックスルーム利用　きりしま（予定）
　全長／192ｍ・総トン数／13,659トン・旅客定員／709名・航海速力／23ノット・幅／27ｍ
　シャワー・トイレ・テレビ・浴衣･ポット・洗面台・ドライヤー・タオル・洗面用具
３日目： 阪九フェリー　スイート利用　ひびき（予定）　露天風呂あります♪
　全長／195ｍ・総トン数／15,897トン・旅客定員／643名・航海速力／23.5ノット・幅／29.6ｍ
　バス・トイレ・テレビ・浴衣･冷蔵庫・ドライヤー・タオル
４日目：新日本海フェリー　デラックスルーム利用　はまなす／あかしあ（予定）
　全長／224.8ｍ・総トン数／16.810トン・旅客定員／746名・航海速力／30.5ノット
　バス、洗浄機付トイレ、洗面所、テレビ（BS対応）、冷蔵庫、ロッカー、専用テラス
６日目：商船三井フェリーふらの（予定）　スーペリア利用
　全長／199.7ｍ・総トン数／14.1737トン・旅客定員／600名・航海速力／25ノット・全幅27.2ｍ
　シャワー・トイレ・テレビ・冷蔵庫・洗面所

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 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
11日前まで

10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40％

旅行代金の30％

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。

営
業
時
間

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001043/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001003000004/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000347/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001055/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000337/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000343/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1909
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