
※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・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　初世　亮一
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。

※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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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

検索SBS　旅行

2020
5 月号
vol.97

３日間
AF0854

青森県

初秋の津軽の自然探訪
世界遺産・白神山地、奥入瀬渓谷、
八甲田山ハイキング

～東北・青森　気候の安定した９月に往復新幹線利用～
下北半島の絶景と本州最果ての岬めぐり

薩摩半島の西方へ連なる３島の美しい風景
鹿の子百合が咲く島 国定公園甑島列島を訪ねて

古刹大山寺 和傘が彩る幻想的な灯り大献灯
一度は見てみたい日本の絶景の旅
美しい日本庭園と名画の足立美術館

■募集人数：30名様（最少催行人数15名様）　■添乗員が静岡駅から同行します。
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■宿泊ホテル：ロックウッドホテル＆スパ又は同等クラスホテル

■旅行費用に含むもの：日程に明記されたＪＲ運賃・特急券代、バス代、宿泊代金、食事代、入場料
■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回　■最少催行人員：10名様　■添乗員：同行いたします

１日目　浜松駅・静岡駅［7：17-7：41］＝（ひかり632）＝東京駅＝（はやぶさ11）＝八戸駅
　　　　◎尻屋崎　◎恐山　☆夕食はむつ市内にてイタリアン＆フレンチをどうぞ
 むつグランドホテル（洋室）（泊）
２日目　ホテルは８時30分頃出発　◎大間崎　◎仏ケ浦観光船（乗船約90分）
　　　　☆名物海峡サーモンの昼食　◎脇野沢港～～～（フェリー約60分）

～～～蟹田港　お泊り、夕食は龍飛崎温泉にて※夕食は海の幸会席膳
 龍飛崎温泉ホテル竜飛（和室または洋室）（泊）
３日目　ホテルは８時30分頃出発　◎龍飛崎　◎津軽海峡冬景色歌謡碑
　　　　◎青函トンネル記念館　◎斜陽館（太宰治の生家）
　　　　◎津軽三味線会館　15：52新青森駅＝（はやぶさ34）＝東京駅＝

（ひかり661）＝20：29静岡駅・浜松駅

■旅行費用に含まれるもの：航空運賃、バス代、宿泊費、昼食代、乗船代、上記記載施設の入場料
■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回　■最少催行人員：15名様　■添乗員：全行程同行

１日目　13：15発　静岡空港～（ＦＤＡ133便）～鹿児島空港　14：50着
　　　　16：40発　串木野新港～フェリー～長浜港　19：05頃＝下甑島 こしきしま親和館（泊）
２日目　ホテル（8：30頃）＝手打地区（おふくろさん歌碑／手打武家屋敷通り等）＝釣掛埼灯台＝瀬尾
　　　　観音三滝＝鳥ノ巣山展望所＝夜萩円山公園＝鹿島港～チャー

ター船：島風～里港＝昼食＝中甑港～（遊覧鹿島断崖クルーズ＊
約60分）～中甑港＝田之尾浜展望所＝長目の浜展望所＝トン
ボロ眺望/里武家屋敷群＝16：45発　中甑港～（チャーター船）
～17：45着　串木野新港 鹿児島サンロイヤルホテル（泊）

３日目　ホテル（9：00頃）＝仙巌園（日本を代表する大名庭園。桜島を望む
雄大な庭園に加え殿様が暮らした御殿も見学します）

　　　　15：20発　鹿児島空港～（ＦＤＡ134）～静岡空港　16：50着
■宿泊ホテル：ホテル大山しろがね荘　※風呂なしのお部屋になる場合もございます
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人数：15名様　添乗員：静岡空港より同行

１日目　8：20静岡空港＞＞FDA181＞＞9：35出雲空港＝米子駅→→鬼太郎列車→→境港駅＝昼食
（弓ヶ浜）＝豪円山のろし台＝ホテル　大献灯 和傘灯り見学 参道から大山寺本堂一帯を彩る
和傘のライトアップ ホテル大山しろがね荘（泊）

２日目　8：30ホテル＝白兎海岸＝鳥取砂丘 砂の美術館（砂像を展示する世界で唯一の美術館）昼食
＝三徳山三佛寺（日本一危険な国宝【投入堂】を遙拝所から眺めます）＝倉吉白壁土蔵＝ホテ
ル ホテル大山しろがね荘（泊）

３日目　8：00ホテル＝足立美術館＝八重垣神社＝昼食（和らく）＝松江堀川遊覧＝17：00出雲空
港＞＞FDA188＞＞18：10静岡空港

●旅行期間 2020年９月９日㈬～11日㈮
●旅行代金 168,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行代金 158,000円（３～４名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2020年８月４日㈫～６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）

３日間
AF0852

青森県

３日間
AF0842

鹿児島県

３日間
AF0757

鳥取県
島根県

個人ではなかなか行きづらい下北半島を訪れる旅です。恐山、大間崎、仏ケ浦といった景勝地を
観光します。また、
下北半島から津軽半
島をフェリーで繋
ぎ、津軽半島の先端・
龍飛崎で宿泊。荒波
と風雪が厳しい本州
の最果ての絶景と食
が楽しめます。

●旅行期間 2020年９月26日㈯～28日㈪
●旅行代金 102,000円
★奥入瀬渓谷では苔む
した静かな森の中の
散策をお楽しみ。

★白神山地では、世界
遺産登録地域内のブ
ナ林の中の散策やコ
バルトブルーの『青
池』やエメラルドブ
ルーの『鶏頭場の池』
の観賞もお楽しみ。

★岩木山、八甲田山で
　は日本海の海岸線、北海道までの眺望もお楽しみいただきます。

★薩摩半島から西へ約30km。島へのアクセス手段は船しかない甑島。上甑島・中甑島・下甑島の
３島からなり、沿岸には美しい入り江が点在。７月下旬からは鹿の子百合が咲き誇ります♪
★篤姫ゆかりの仙巌園では、薩摩名物のランチや手入
れの行き届いた美しい庭園、雄大な桜島の絶景をご
覧いただきます。

●旅行期間 2020年８月９日㈰～11日㈫
●旅行代金 118,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 117,000円（3～4名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

★静岡空港から出発！
添乗員同行で安心で
す。

★大山寺の本堂まで彩
られた無数の和傘の
ライトアップはとっ
ても幻想的です♥

★世界に誇る美しい庭
園と名画の足立美術
館へ立ち寄ります。

１日目　県内新幹線駅（６：30～８：00）＝東海道新幹線・東北新幹線＝八戸駅（昼頃）＊昼食は車内に
てお弁当を用意します。　八戸駅＝★奥入瀬渓谷散策（焼山～石ケ戸間 約３時間地元ガイド
と散策）＝ホテル　ホテルにてバイキングの夕食

２日目　ホテル＝★白神山地（ブナ林や十二湖の森散策 約2.5時間地元ガイド同行）＝昼食＝★岩木
山登山（８号目＋リフト＋９号目・・・山頂）＝ホテル　ホテルにてフレンチの夕食

３日目　ホテル＝★八甲田山（八甲田ゴードラインハイク 約１時間）＝昼食＝新青森駅（14時頃）＝
東北新幹線・東海道新幹線＝県内新幹線駅（18：30～20：00）

（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：15,400円

初世の
お薦めです！
初世の
お薦めです！

下北半島を訪れると、
古めいた集落と厳しい気候を

感じる風景が続きます。
流れる石川さゆりの演歌が、

皆さんを郷愁の世界へ
誘います。

下北半島を訪れると、
古めいた集落と厳しい気候を

感じる風景が続きます。
流れる石川さゆりの演歌が、

皆さんを郷愁の世界へ
誘います。

画像提供：一般社団法人大山観光局

砂の美術館

田代の
お薦めです！
田代の
お薦めです！

甑島は、九州地方の最南端・
鹿児島県の西の沖に浮かぶ列島です。
上甑島、下甑島などの島々からなり、

総人口は約5500名。
のどかでゆったりした島旅へ

出掛けませんか？

甑島は、九州地方の最南端・
鹿児島県の西の沖に浮かぶ列島です。
上甑島、下甑島などの島々からなり、

総人口は約5500名。
のどかでゆったりした島旅へ

出掛けませんか？

一度は見てみたい絶景 弊社ホームページにて「90秒のWebツアー体験」はじめました！

一年で一番いい季節になり

ましたね。皆様の旅行に対

する思いを当社のツアーで

叶えていただけたらうれし

いです！

とにかく、せかせかしない

ゆったりとした旅の企画を

心掛けております。少しで

も皆様のご参加意欲を掻き

立てられたら本望です！

弊社ＨＰでは添乗で同行し
た際に撮影した画像や動画
をブログと共に掲載してお
ります。お出掛けが不安な
方、旅行気分を味わってく
ださい♪

先月、春を感じるひな飾り

のツアーへ添乗してきまし

た。まだ見たことのない景

色を「ベストシーズン」に

訪ねませんか？初世
（はつせ）

田代青嶋 福本



開港10周年を迎える富士山静岡空港発着ツアー

２泊３日
AF0658

長野県

夏季臨時便でたっぷり滞在♪北の美食をたどり積丹半島へ

積丹ブルーの神威岬と息をのむ美しさ・青の洞窟

積丹ブルーと呼ばれる紺碧の大海原が広がる
積丹半島。日本海に洗われた海岸線は奇岩の
続く景勝地で見どころもたくさん。花々が咲
き乱れる花の神仙沼を散策し、小樽では船に
乗ってダイナミックな岸壁広が
るオタモイ海岸沿いを進み青の
洞窟へ。また小樽での昼食はグ
リル銀鱗荘で北海道産の食材を
巧みにアレンジしたフランス料
理を楽しみます。

３泊４日
AF0841

北海道

静岡空港利用でラクラク♪
夏季臨時便で訪れる道東４日間
世界遺産知床クルーズと日本で最大の砂嘴野付半島と【この世の果て・トドワラ】ハイク

立ち枯れした木々に荒涼とした湿地。ここは野付
半島という海に突き出たかぎ針状をした砂の半島
です。全長約26kmの中に、砂浜、干潟、草原、
湿原、森林といった多様な自然環境を見ることの
できる場所。中でも「トドワラ」という場所が「こ
の世の果て」と呼ばれています。侵食・風化でい
つかはなくなってしまうかもしれないこの場所。
是非生きている間に見に行きましょう。

●旅行期間 2020年７月23日（木・祝）～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）

２泊３日
AF0846

鹿児島県

知覧　霧島で歴史・自然・美食満喫旅
連休利用でのんびり南九州をめぐる３日間

★自然と美食と歴史がギュッと詰まった鹿児島の南九州を訪ねるツアーです。
★団体が少ない天降川温泉にご宿泊♪ご夕食はプライベート空間を大切に、お部屋食になります。

★美食と芸術を求めて、西日本をめぐる３日間となります。★西日本を代表する足立・大原・大塚国際美術館をじっくりご見学！！★伝統を継ぐ倉敷国際
ホテルとリゾート感
あふれるアオアヲリ
ゾートホテルご宿泊
で、のんびり贅沢な
旅を演出します♪

●旅行期間 2020年８月29日㈯～31日㈪
●旅行代金 129,800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：10,000円

２泊３日
AF0756

北海道

北海道の美食・観光・絶景　自然も街も良いとこ取り３日間♪

北の大地で夏の絶景と旬のグルメを満喫♪

★北海道を代表する観光地、道央の代表的観光地をめぐります♪
★ご当地ならではの旬の美食、この時期しか見られない広大な絶景など、見所いっぱい！！
★静岡空港臨時便利用のため、朝から晩までたっぷり滞在＆のんびり観光♪

●旅行期間 2020年９月11日㈮～13日㈰
●旅行代金 111,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

２泊３日
AF0845

山陰

美食と芸術の旅  完全予約制  イサム・ノグチ庭園美術館と足立・大原・大塚国際の西日本
三大美術館をめぐる３日間

■旅行費用に含まれるもの：バス代、宿泊代、食事代、上記記載施設の入場料、消費税
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人数：10名様　■添乗員：静岡空港から全行程同行

■旅行費用に含まれるもの：航空運賃、バス代、宿泊費、昼食代、上記記載施設の入場料、消費税■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回　■最少催行人員：12名様　■添乗員：全行程同行

■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人数：12名様　■添乗員：静岡空港から全行程同行

■旅行費用に含まれるもの：航空運賃、バス代、宿泊費、昼食代、上記記載施設の入場料、消費税
■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回　■最少催行人員：12名様　■添乗員：全行程同行

■食事条件：朝３回／昼４回／夕３回　■最少催行人数：12名様　■添乗員：静岡空港から全行程同行

３泊４日
AF0841

大分県
福岡県

～週末利用！！富士山静岡空港から行く東九州！！～

大分・城下カレイと
平成筑豊鉄道・地産地消のフランス料理

東九州のうまいもんめぐりのツアーです。大分の夏といえば江戸時代に「殿様魚」と称された城下が
れい。大分を代表する老舗でお楽
しみください。また、「ななつ星」
や「或る列車」を手掛けた水戸岡
鋭治氏デザインの平成筑豊鉄道

「こところ列車」に乗車し、地産
地消にこだわったフランス料理も
味わいます。門司港の夜景や別府
温泉の湯めぐりも楽しめますよ。

■旅行費用に含まれるもの：バス代、宿泊代金、日程に明記された食事代、入場料、主催保険、消費税
■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回

日本の食を旬の時期に味わう

１日目　9：30発 静岡空港～（ＦＤＡ171便）～11：20着 丘珠空港＝鶴雅ビュッフェダイニングにてラン
チ・・・自然と羊蹄山とが作り出すおいしい湧水で有名な名水の里【ふきだし公園】散策＝雄大な羊蹄
山（車窓） いわない温泉 おかえりなさい（泊）（源泉かけ流しの天然温泉、毛ガ二など岩内の磯の幸を堪能）

２日目　神仙沼（ニセコ山系の中では、もっとも美しく神秘的な沼〈片道約20分のハイキング〉）　積丹半島・神威岬
（咲き誇るエゾカンゾウ、両側を積丹ブルーの青い海に囲まれた稜線上を歩きながら先端まで〈６往復約70分〉）
＝６月から８月限定の生ウニ丼ランチ♪＝島武意海岸(日本の渚百選を歩いてから、展望水中船に乗っ
て海上から見学します♪) オーセントホテル小樽（泊）（ご夕食は小樽港で寿司をご用意）

３日目　ホテル8：30頃出発＝小樽港～船で絶景の奇岩広がるオタモイ海岸や秘境の青の洞窟など～小樽港
（約90分のクルーズ）　小樽境町通りでは北海道でしか手に入らないお菓子や、新鮮な野菜・海鮮な
ど見ながらぶらぶらショッピング♪　小樽・グリル銀鱗荘（風情ある建物で北海道産の食材を巧みにアレ
ンジしたフランス料理を堪能）　彫刻家イサム・ノグチにより、公園全体が一つの彫刻作品として設計
されたモエレ沼公園　16：55丘珠空港～～～18：45予定 静岡空港

１日目　13：15発 富士山静岡空港※ご昼食をお済ませの上ご集合ください＝FDA133便＝14：50着 鹿児島空港発
　　　　溝辺鹿児島空港IC＝（九州自動車道経由）＝姶良IC　仙巌園（ドラマのロケ地としても度々利用される島津

家別邸として名高い名庭園を散策します♪） 鹿児島サンロイヤルホテル（泊）（ご夕食は洋食コースをご用意）
２日目　ホテル（8：30頃）＝知覧特攻平和会館（第二次世界大戦末期に編成された大日本帝国陸軍航空隊の特攻に関する資

料を展示）＝薩摩伝承館（薩摩産の素材をふんだんに使った洋食ランチ後、薩摩切子の工芸品・美術品で目の保養♪）＝
知林ヶ島（干潮時に出現する砂州の架け橋、『かおり風景百選』３月から10月の間の干潮の時だけ現れる砂の道を歩いて島
へ渡ります）＝天降川（あもりがわ）温泉 華耀亭（泊）（ご夕食はお部屋食でゆったり♪）

３日目　ホテル（9：00）＝関之尾滝（「日本の滝100選」にも選ばれた名瀑。大滝、男滝、女滝の３つの滝からなり、 中でも大滝は
幅40メートル、高さ18メートルと迫力満点！！）　霧島神宮（日本で初めて国立公園に指定された霧島連山にあり、あの坂
本龍馬とおりょうさんも参拝したと言われる南九州随一のパワースポット参拝）＝日本初の黒酢レストラン『黒酢の郷
桷志田』にて自慢の黒酢を使用したランチ。玄米黒酢「桷志田」を醸造している壷畑の見学や、黒酢関連商品のショッピング
もお楽しみください♪　15：20発 鹿児島空港＝FDA134便＝16：50着 富士山静岡空港

１日目　9：15発 静岡空港～～～11：00着 丘珠空港＝ふらのワインハウスにて洋食ランチ＝幻想的な美
瑛ブルーの青い池鑑賞＝色とりどりの花畑が続くパッチワークの丘（車窓）

　　　　層雲峡温泉宿泊 18：00頃着 ホテル大雪（泊）
２日目　8：30ホテル＝銀河・流星の滝＝ちゃんちゃん焼きのご昼食＝知床世界遺産クルーズ（日本の最北

東端、世界自然遺産知床を本当に満喫するには海の上からが絶対条件！！野生動物ウォッチングや滝・奇
岩を眺め、大自然の迫力に圧倒され約３時間45分のクルーズを楽しみます） 知床第一ホテル（泊）

３日目　ホテル　尾岱沼港～～～トドワラ（ラムサール条約に登録されている野付半島とこの世の果て・トド
ワラをクルーズで見学）木道を含むミニハイクコースを約50分散策･･･ネイチャーセンター＝阿寒
湖泊（16：00頃） あかん遊久の里鶴雅（泊）

４日目　8：00頃 ホテル＝オンネトー＝足寄IC＝北海道ガーデン十勝ヒルズ（メルヘンチックな庭園鑑賞
とランチ）＝16：00丘珠空港～～～17：50着予定 静岡空港

１日目　11：30富士山静岡空港＝（FDA193）＝13：05北九州空港　着後、バスにて　◎下関唐戸市場
　　　　◎九州鉄道記念館＋＋関門海峡めかり　◎門司港レトロ　門司港：プレミアホテル門司港（洋室）（泊）
２日目　門司港（ホテル）を９時30分頃出発　【平成筑豊鉄道レストラン列車「ことこと列車」乗車　約３時間】
　　　　11：32直方駅＋＋＋14：52行橋駅　☆地産地消にこだわったフランス料理の昼食
　　　　下車後、中津、柳ヶ浦、宇佐、杵築を経由して別府温泉へ　別府温泉：ホテル＆リゾーツ別府湾（洋室）（泊）
３日目　ホテルを９時30分頃出発　◎別府地獄めぐり　◎神楽女湖（約80種・約30万本の花菖蒲が見頃）　

◎大分市の料亭・的山荘での昼食（城下がれい、季節の懐石料理）　◎小京都・日田
　　　　18：40福岡空港＝（FDA196）＝20：05富士山静岡空港

１日目　9：30富士山静岡空港～～FDA171～～11：15丘珠空港＝富良野・ファーム富田（富良野を代表す
る美しい花畑）　美瑛・青い池（SNSでも話題の神秘の絶景）＝パッチワークの丘（車窓）

 アートホテル旭川（泊）
２日目　ホテル9：00頃＝旭山動物園（行動展示で大人気！！日本最北の動物園）　雪の美術館にてランチ＝

小樽散策（人気の境町通りでショッピングや食べ歩きをお楽しみください♪）
　　　　 オーセントホテル小樽（泊）ご夕食は小樽港の鮨屋でご用意
３日目　ホテル8：30頃出発＝神威岬（両側に日本海の雄大な眺めが広がる遊歩道「チャレンカの小道」をた

どっていくと、20分ほどで周囲300度の丸みを帯びた水平線が！！散策後は浜焼きのご昼食♪）
　　　　16：55丘珠空港～～～18：45予定 静岡空港

１日目　8：20発 富士山静岡空港＝ＦＤＡ181便＝9：35着 出雲縁結び空港　由志園にて庭園散策とご昼食　　　　足立美術館【開館50周年】日本画ベストアーティスト10 とっておきの名画ずらり鑑賞 倉敷国際ホテル（泊）（夕食はレストランにてフレンチコースを）２日目　ホテル9：00頃発　大原美術館（日本最初の西洋美術中心の私設美術館。モネ・グレコ・ルノワールなどの西洋画などの作品を鑑賞）　本場讃岐うどんのご昼食　20世紀を代表する彫刻家イサム・ノグチの様々な作品が展示されている、完全予約制の完全予約制の「イサム・ノグチ庭園美術館」鑑賞 アオアヲナルトリゾート（泊）３日目　ホテル9：30頃出発　大塚国際美術館（20周年を記念して新たに設けられた『芦屋のヒマワリ』をはじめ、ゴッホ作『花瓶のヒマワリ』全７点が一堂に展示されている新展示室もご覧頂けます。ご昼食は館内で自由にお召し上がりください）　15：30-17：00発 新神戸駅＋＋＋静岡駅 18：30-19：30着

●旅行期間 2020年７月３日㈮～５日㈰
●旅行代金 163,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 148,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2020年７月29日㈬～ 31日㈮
●旅行代金

138,800円129,800円 135,800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）

●旅行期間 2020年７月26日㈰～ 29日㈬
●旅行代金

168,000円162,000円 165,000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）

無料駐車場 約2000台完備

田代の
お薦めです！
田代の
お薦めです！

初秋の西日本、芸術の秋・食欲の
秋を体現しに出掛けませんか？
三大美術館に加え、完全予約制の

イサム・ノグチ美術館も
訪れます♪

初秋の西日本、芸術の秋・食欲の
秋を体現しに出掛けませんか？
三大美術館に加え、完全予約制の

イサム・ノグチ美術館も
訪れます♪



最少催行人員：日帰り25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・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　初世　亮一
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。

※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20％

30日前から3日前まで 2日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります

旅行開始後または無連絡不参加

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

検索SBS　旅行

芸術鑑賞・まつり・寺社仏閣めぐり

奈良県

少人数で行くこだわりの大和路
身体に嬉しい旬の料理と期間限定　特別拝観をめぐる

★室生寺では、女性的な優しさが漂い光背の彩色が美しい国宝十一面
観世音菩薩立像などお楽しみいただけます。
★葛粉を作り始めて11代目の藤助が享保年間に自宅の裏山に開いた、
「小石川植物園」と並ぶ日本最古の薬草園です。約250種類の薬草
が四季折々に可憐な花を咲かせ来園者の目を楽しませてくれます。

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：15名様

１泊２日
AF0849

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝橋本屋（写真家『土門拳』に愛された常宿でいただく身体に優しい山菜料理）
 室生寺（3/17にOPENした宝仏殿のおかげで階段ナシで国宝が拝めます♪）
 森野吉野葛本舗『森野旧薬園』（葛粉を作り始めて11代目の藤助が享保年間に自宅の裏山に開いた「小石川植物

園」と並ぶ、約250種の薬草木が繁る日本最古の薬草園。）　　　　　　　　　　　　　 ホテルフジタ奈良（泊）

２日目 ホテル（9：00出発）＝世界遺産　唐招提寺（6/5～6/7限定で鑑真大和上坐像特別開扉を鑑賞）
 たまゆらにて旬の食材に拘った手作り御膳のランチ＝世界遺産　薬師寺東塔内陣特別公開と法話
 ＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：30-19：30頃］

●旅行期間 2020年６月６日㈯～７日㈰
●旅行代金 39,800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

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：30-7：30］＝豊田JCT＝四日市JCT＝甲賀土山IC＝昼食（久ぼ多

近江牛をご堪能ください）＝ラ・コリーナ近江八幡（和菓子のたねやがプロデュースするお店

です。屋根一面が芝に覆われたメインショップはまさにインスタ映え！クラブハリエのバーム

クーヘンもお楽しみ頂けます）＝佐川美術館 特別展鑑賞（山下清の東海道五十三次・歌川広重

展）＝栗東IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［19：45-20：45］

●出 発 日 2020年７月８日㈬・11日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

日帰り
AF0848

滋賀県

水庭に囲まれた美しい佐川美術館 特別展鑑賞

山下清 東海道五十三次＆歌川広重展

★佐川美術館は佐川急便の創業
40周年記念として開館しまし

た。

★水庭に浮かぶように建ち自然と建物
が調和したフォトジェニックな美術館

です

★ラ・コリーナ近江八幡ではお
菓子のお買い物が楽しめます

東海道五拾三次之内日本橋朝
之景 ©清美社　三条大橋（京都）

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：15］＝波除神社＝つきぢ田村＝戸越

八幡神社＝蛇窪神社＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-18：40頃］

●出 発 日 2020年７月４日㈯・７日㈫
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

日帰り
AF0844

東京都

都内夏詣
七夕・夏詣限定の御朱印を受けに東京の人気神社へ

★2020年もあっという間に半年が過
ぎます。後半の半年も健康で無事過
ごせるようにお詣りするのが夏詣。
下半期は平穏な生活を取り戻せるよ
うお詣りしましょう！！

★大人気のつきぢ田村にて和食ランチ
♪旬の食材を使った老舗割烹の味を
お楽しみください。

愛知県

★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。
★リニューアルした名古屋城に徳川美術館と見応えある見学地となっております！！

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回（弁当）　■最少催行人員：15名様

１泊２日
AF0575

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［8：00-9：45頃］＝
 名古屋城（2018年に復元工事が終わった名古屋城を見学）
 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。
 ※観覧席代（2,500円）は協力金として事前に津島市観光協会へ支払っている為、荒天等

でお祭が中止となってもご返金出来かねます。予めご了解の上お申し込みください。
名古屋クラウンホテル（泊）

２日目 ホテル 8：00発＝津島・天王祭「朝祭」鑑賞
 徳川美術館にて「漆　－徳川美術館珠玉の名宝－」鑑賞＝宝善亭にてランチ
 引山IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［17：30-18：30頃］

●旅行期間 2020年７月25日㈯～26日㈰
●旅行代金 37,800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：3,000円

２泊３日
AF0745

和歌山県 ●旅行期間 2020年７月13日㈪～15日㈬
●旅行代金 68,800円（２名一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！！

★国生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

那智の火祭りと神々の聖地・世界遺産熊野へ

国産みの神の伝説と神秘のゴトビキ岩を訪ねる

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：00-7：00］＝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（泊）

２日目 ホテル 8：30頃出発＝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（泊）

３日目 ホテル 9：15頃＝世界遺産登録15周年記念特別企画 熊野本宮大社瑞垣内特別参拝＝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［18：00-19：40頃］

■お食事：朝２回／昼３回（内、弁当２回）／夕２回　■最少催行人員：25名様

『沙羅の花を愛でる会』・
沙羅林特別公開

●出 発 日 2020年６月25日㈭・27日㈯
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★ここ何年か、宿泊ツアーとして企画してきましたが、日帰りツアーにして欲しいと
の声を多くいただき、今年は日帰りツアーとしてご案内いたします

★通常非公開の二カ寺をめぐります。沙羅双樹の寺【東林院】で沙羅の花、建仁寺両
足院にて半夏生を鑑賞します♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝豊田JCT＝京都南IC＝
妙心寺東林院（本堂前庭は、十数本の沙羅双樹からなる「沙羅林」で、見頃になると青苔に落花の風情が楽しむことが出来
ます。6/15～30日まで「沙羅の花を愛でる会」で特別公開されます。お茶のおもてなしをお楽しみください。）
祇園　花郷にてご昼食
建仁寺両足院にて〔半夏生の庭〕特別公開鑑賞へ
書院前の池泉回遊式庭園「半夏生の庭」へと向かいます。池のほとりで半夏生の葉が白く色づくさまは、そこだけ雪がう
っすらと積もっているようにも見えます
京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：30-20：15頃］

京都の花寺をめぐる日帰り
AF0395

京都府

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝京都南IC＝
祇王寺（京都奥嵯峨「平家物語」悲恋の尼寺の伝説残るお寺。わびさび感じる苔むす庭園を眺めれば、
遠い歴史に思いを馳せること間違いありません）
大徳寺　高桐院（しっとり濡れた石畳に映える参道の青もみじが有名なお寺で、雨の日には苔庭の美
しさがより一層引き立ちます）
詩仙堂丈山寺（チャールズ皇太子と故ダイアナ妃も訪れた京都最強の美庭園！！日本で初めて作られたといわれる『し
しおどし』の音色が響く庭園で心静かに過ごすひと時は日本人に生まれた喜びを感じさせてくれる贅沢な時間です♪）
京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：00頃］

●出 発 日 2020年６月13日㈯・23日㈫
●旅行代金 16,800円（昼食弁当付き）

日帰り
AF0850

京都府

梅雨ならではの『しっとり絶景』を訪ねて
京都の梅雨景色　祇王寺・高桐院・詩仙堂でわびさび旅

★あえて梅雨に訪れたい！！雨を含んで生き生きとした苔が寺社のわびさびを色濃くさせ、よ
り一層美しく魅せます。

★バスでお弁当を召し上がっていただき、現地でゆったりお過ごしいただきます。

静岡駅・焼津駅［6：00-6：30］＝
三室戸寺（宇治のあじさい寺としても大人気！！5000株のあじさいをお楽しみください）
柳谷観音楊谷寺（押し花朱印つくりを通して、自然の美しさやものづくりの楽しさを感じ
てみませんか？境内の草花を使って、自分だけのオリジナル朱印を作ります♪）
東福寺 勝林寺（勝運・財運のご利益で知られ、本山東福寺の鬼門（北方）に位置し、仏法と
北方の守護神・毘沙門天を祀ることから、「東福寺の毘沙門天」とも呼ばれております。）
※三室戸寺・勝林寺の御朱印代は各自様ご負担になります。
京都東IC＝焼津駅・静岡駅［19：00-19：30頃］

●出 発 日 2020年６月24日㈬・27日㈯
●旅行代金 19,800円（昼食弁当付き）

日帰り
AF0853

京都府

少人数で行く京都の花寺
お寺で体験♪私だけの押し花朱印教室

★少人数でしか行けない、体験できない押し花朱印のお教室をご紹介し
ます。自分だけの、世界に１枚だけのオリジナル朱印を作りませんか？
★三室戸寺では5000株のあじさい鑑賞♪もちろんカラフル朱印のご用意もあります。
★東福寺勝林寺はカラフルな御朱印だけでなく朱印帳も大人気です。新
しい朱印帳もSBSツアーズの旅で埋めませんか？

田代の
お薦めです！
田代の
お薦めです！

現在の悶々とした日々を吹き
飛ばしてくれそうな迫力ある

火祭りは必見！！最後は神頼み！！
神々の聖地で平穏無事を

祈りましょう！！

現在の悶々とした日々を吹き
飛ばしてくれそうな迫力ある

火祭りは必見！！最後は神頼み！！
神々の聖地で平穏無事を

祈りましょう！！

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

佐川美術館といい、
ラ・コリーナ近江八幡といい

フォトジェニックな一日を満喫♪
ランチの近江牛も

お楽しみくださいね。

佐川美術館といい、
ラ・コリーナ近江八幡といい

フォトジェニックな一日を満喫♪
ランチの近江牛も

お楽しみくださいね。

ユネスコ無形文化遺産　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」２日間



最少催行人員：日帰り25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・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　初世　亮一
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。

※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20％

30日前から3日前まで 2日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります

旅行開始後または無連絡不参加

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

検索SBS　旅行

花・ハイキング・特選宿
あやめ咲き乱れる水郷佐原・蔵造りの町並みさんぽと
創作和食料理に舌鼓♪の旅
●出 発 日 2020年６月13日㈯・17日㈬
●旅行代金 15,500円（昼食付き）

★江戸風情の街歩き途中に美味しい寄り道♪老舗創作和食ランチをお楽しみください♪
★江戸・肥後・伊勢系など400品種150万本のハナショウブが咲き乱れる様子を鑑
賞します。
★日本三大蔵造りの一つ、佐原の町並みをご散策♪昔ながらの商店を覗けば懐かしさ
が胸に溢れてきます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝佐原IC
水郷佐原あやめパーク（400品種150万本の花菖蒲を、改良に夢かけた先人たちの
ロマンに思いを馳せながらゆっくりご堪能ください。）
佐原　千よ福にて創作和食料理のご昼食
蔵造りの町『佐原の町並み』散策
佐原香取IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-20：30頃］

日帰り
AF0437

千葉県

～西ノ京　世界遺産と美食の奈良たび～

ロータスロード特別御朱印めぐり１泊２日
AF0736

奈良県

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：18名様

１日目 清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：45-8：45］＝亀山IC＝昼食（平宗）・・・世界遺産興福寺・・・世界遺
産春日

大社・・・ティータイム（柳茶屋）＝ホテル（休憩）・・・夕食（江戸川ならまち）＝

 ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピアッツアホテル奈良（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（壮麗な歴史的建造物と蓮の花のコントラストがみどころ）

 世界遺産唐招提寺（境内２か所の池に咲く数多くの種類の蓮があります）

 喜光寺（約80種250鉢の蓮は大きく気品があります）

 西大寺（2018年からロータスロードに加わったお寺です）

 昼食＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：00-19：00］

●旅行期間 2020年７月８日㈬～９日㈭
●旅行代金

39,800円
２名様１室利用（お一人様）

44,800円
１名様１室利用（お一人様）

★この時期だけの特別御朱印と
散華をお渡しします

★お食事は地の物をご堪能頂き
１泊で内容がギュ

ッと詰まった濃い奈良旅をご案
内致します

★お泊りのホテルはシャワーブ
ースのみのお部屋

になります

五竜アルプスハイクと姫川源流散策
●出 発 日 2020年７月15日㈬・18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観賞♪
★清流の中に咲くバイカモの観賞と親海湿原の散策で気分リフレッシュ！！

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時間半】　※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に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

※上記宿泊代金は、１名様２泊あたりの税込料金です。ご一泊のみご希望の場合はお問合せください。
＜特典＞
■ピグマリオンご宿泊
　・「飲む温泉観音温泉」500mlペットボトルお一人様１本お土産付き
　・観音温泉オリジナルハイドロチャージローション、オリジナルフェイス＆ボディーソープ150ml
　　お土産付き（大人の女性のみ）
■本館ご宿泊
　・「飲む温泉観音温泉」500mlペットボトルお一人様１本お土産付き
　・観音温泉オリジナルフェイス＆ボディーソープ150mlお土産付き（大人の女性のみ）
■両館共通
　日帰り温泉施設『プリンシプル』（11：00～19：00）もご利用頂けますので、温泉三昧のご宿泊をお楽しみください。

★２泊連泊プラン

飲泉・自家源泉かけ流しの秘湯『観音温泉』
知る人ぞ知る名湯・美湯の郷で極上の
源泉を連泊で十分にご堪能！

当社とお付き合いの深い名旅館を価格を抑えてご案内いたします！

～浅間山や花の百名山・根子岳を望む絶景と高山植物の宝庫を歩く～
日本百名山　四阿山ハイキングと池の平湿原

★11年前に実施し、好評いただいたツアーをリニューアルしました！
★高山植物の宝庫として知られる池の平湿原で１日目はウォーミングアップ。
★日本百名山の一つ、四阿山（あずまやさん）まではゴンドラを利用後、約
２時間で登頂。天気が良ければ、遠く立山連峰と尾根伝いに花の百名山・
根子岳が望めます。宿泊は標高1800ｍ、日本一の硫黄含有量を誇る万座
温泉でお寛ぎください。

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：20］＝清水IC＝（中部横断自動車道）＝双葉JCT＝（中央自動車道）＝須玉IC＝（国道
141号　清里・野辺山経由）＝佐久　※佐久のおぎのやにて名物・釜めし弁当の昼食＝佐久IC＝（上信越道）＝東部湯の
丸IC＝池の平湿原

 【高山植物の宝庫・池の平湿原ハイキング　約２時間30分】　池の平三方歩道・・・鏡池・・・三方ケ峰・・・見晴岳・・・雲上の丘・・・
雷の丘・・・湿原・・・駐車場＝（万座ハイウェイ）＝万座プリンスホテル（早めの到着です！！）

 温泉：乳白色、源泉かけ流し（大露天風呂あり）　　　　　　　　　　　　　　 万座プリンスホテル（洋室または和室）（泊）

２日目 ホテルにてバイキング朝食　ホテル 7：30＝（万座ハイウェイ）＝パルコール嬬恋＋＋＋（ゴンドラリフト15分）＋＋＋山頂駅
 【日本百名山・四阿山ハイキング　※山ガイド同行　※昼食含めて４時間30分　※中級者レベル】
 山頂駅から約300mの標高差、約２時間で四阿山山頂へ。昼食はお弁当を用意します。
 山頂駅＋＋＋パルコール嬬恋＝湖畔の湯（入浴休憩）＝上田菅平IC＝（上信越道・長野道・中央道）＝双葉JCT＝（中部横

断道）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：00］

■お食事：朝１回／昼２回（内、弁当１回）／夕１回　■最少催行人員：15名様

●旅行期間 2020年７月17日㈮～18日㈯
●旅行代金

36,800円35,000円
４名様１室利用・和室（お一人様） ３名様１室利用・和室（お一人様） ２名様１室利用・洋室（お一人様）

39,800円

１泊２日
AF0043

長野県
群馬県

家族やグループにお勧めの宿です。ペット
（小型犬）の宿泊も歓迎！伊豆の海の幸が満
載のお料理は季節替わりで四季折々の味が
楽しめます。温泉は大浴場・露天風呂の他、
貸し切り家族風呂や貸切露天風呂でどうぞ。
※ペット衛生費：2,200円（税込）/匹
※メイン料理：特選牛ステーキ、金目鯛の
　もろみ醤油焚き、活き鮑の酒蒸し５月７日～７月17日までのキャンペーン料金！！

伊豆長岡温泉　八の坊《金目鯛＋鮑プラン》

平　　日 土曜日・祝前日

２名１室 16,000円(税別)/名 19,000円(税別)/名
３名１室 15,000円(税別)/名 18,000円(税別)/名

４～６名１室 14,500円(税別)/名 17,500円(税別)/名

超軟水 pH9.5強のアルカリ単純泉

日本の棚田100選　四谷の千枚田と
大地のパワーが宿る阿寺の七滝をめぐる

●出 発 日 2020年７月８日㈬・11日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★自然溢れる初夏の新城市で、新緑茂る風景を楽しみませんか？午前中に
訪ねる阿寺の七滝は阿寺川の断層崖を全長62mに渡って７段の階段状
に曲線日を描いて流れ落ちる国指定の名勝天然記念物です。

★午後に訪れる四谷の千枚田は高低差200mに約22戸の農家が420枚の
田を耕していて、日本の棚田100選に選ばれております。

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：30-9：15］＝新城IC＝
阿寺の七滝（国の名勝天然記念物の阿寺の七滝でマイナスイオンを全身に浴びて浄化しましょう）
湯の風HAZUにてご昼食（鳳来峡・板敷川を眺める）
四谷の千枚田（日本の棚田100選にも選ばれた四谷の千枚田。）
新城IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：00-18：50］

緑深い渓谷と澄んだ渓流をゆく日帰り
AF0570

愛知県

額縁のような青もみじと蓮の花寺
ガイドと共に風光明媚な宇治川沿いを歩く
●出 発 日 2020年７月15日㈬・18日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★興聖寺は山門をくぐり後ろを振
り返れば額縁のような青もみじ
の美しい風景が広がります。
★お昼の辰巳屋の宇治丸弁当は見
た目にも楽しめる季節の味を盛
り込んだお勧めのお弁当です。

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：00-7：00］＝豊田JCT＝四日市JCT＝宇治東IC＝三室戸寺（京都屈指の花の寺で崇
高な蓮の花々が咲き誇ります）＝昼食（辰巳屋）　※宇治川沿いをガイドと一緒に散策します・・・世界遺産宇治上
神社・・・宇治神社・・・恵心院（花の寺と呼ばれノウゼンカヅラが綺麗に咲く時期です）・・・興聖寺（寺の入口から続く

“琴坂”は竜宮城を思わせる大きな山門の白と青もみじのコントラストがとても美しいです）＝宇治東IC＝四日
市JCT＝豊田JCT＝焼津駅・静岡駅・清水駅［19：30-20：30］

【京都宇治静かなる古寺散策の旅】
日帰り
AF0855

京都府

客　　室 ２名１室 ３～４名１室 食　　事
ピグマリオン（スタンダード） 源泉かけ流し 64,000円 56,000円 伊勢海老活造り、鮑踊り焼付源泉懐石料理

（約13品）ピグマリオン（レギュラー） 露天風呂付 72,000円 64,000円
本館（平日） 源泉かけ流し 44,300円 39,900円

伊勢海老活造り付源泉会席料理（約11品）
本館（休・祝前日） 檜風呂付き 48,700円 44,300円

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

ロータス（蓮）ロードは
４箇所のお寺を巡り各々に育つ
蓮とお寺を楽しみ、そして
限定のご朱印を頂きます。
まさにこの時期限定の

　　　　　です。

ロータス（蓮）ロードは
４箇所のお寺を巡り各々に育つ
蓮とお寺を楽しみ、そして
限定のご朱印を頂きます。
まさにこの時期限定の

　　　　　です。“奈良旅”　　　“奈良旅”　　　


