
※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。

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

2020
6 月号
vol.98

ＳＢＳツアーズ
こんなことが変わりました！！
①ホームページ
　・「90秒のＷＥＢツアー体験」
始めました

　・お客様の寄せられた「旅の
思い出」、「旅への思い」を
載せています。

②２席を１人で使用するバスツ
アーも始めました。
　
③全てのツアーにおいて添乗員
が必ず除菌用の消毒液をお持
ちします。

ＳＢＳツアーズ
こんなことが変わりました！！

２席一人使用

大切に守り伝えられる日本の伝統文化を訪ねる
哀愁ただようおわら節と胡弓の調べ越中おわら風の盆特別鑑賞と
最古の民謡と優雅な舞世界遺産・五箇山のこきりこ踊り

■旅行費用に含まれるもの：バス代、宿泊代、食事代、団体行動中の入場料　■出発地：静岡駅・焼津駅・吉田IC・掛川IC・浜松IC　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回
■最少催行人員：20名様　■宿泊施設：ひだホテルプラザ＊旅行業が選ぶ『５つ星のホテル』『人気温泉旅館ホテル250選』ニューオータニホテル高岡又は同等クラスホテル

●旅行期間 2020年①８月31日㈪～９月２日㈬　②９月２日㈬～４日㈮

●旅行期間 2020年10月９日㈮～11日㈰

３日間
AF0135

美人湯が人気の夕景の宿 油谷湾温泉ホテル楊貴館に２連泊
一度は見てみたい日本の絶景の旅

■宿泊ホテル：油谷湾温泉  ホテル楊貴館　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人数：15名様　■添乗員同行

１日目　9：00静岡空港＞＞FDA143＞＞10：45福岡空港＝昼食（ふくの関）＝海士ケ瀬公園・展望台
（エメラルドグリーンの海の上に架かる角島大橋）＝16：40ホテル

２日目　8：00ホテル＝元乃隅稲成神社＝千畳敷＝金子みすゞ記念館＝昼食（きらく）＝青海島遊覧
＝別府弁天池の湧水＝16：30ホテル

３日目　8：30ホテル＝秋吉台カルスト展望台＝秋芳洞黒谷口＝昼食（安富屋）＝門司港レトロ＝
18：40福岡空港＞＞FDA148＞＞20：05静岡空港

●旅行期間 2020年９月６日㈰～８日㈫
●旅行代金 119,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金※和洋室または和室）

　　　　　 119,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金※ツイン山側）

３日間
AF0647

山口県

★青い海に真っ直ぐに伸びていく角島大橋や日本海とのコントラストがとても美しい元乃隅稲成神
社の赤鳥居はＳＮＳでも話題の絶景スポットです。

秘境　沼の水面に映る原生林の風景
大雪高原沼群  紅葉トレッキング

■宿泊ホテル：層雲峡マウントビューホテル　■最少催行人数：15名様
■添乗員同行　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回

●旅行期間 2020年９月27日㈰～29日㈫
●旅行代金 98,000円

３日間
AF0862

北海道

★マウントビューホテルに２
連泊

★高原沼群のトレッキングは
専門ガイドと一緒にめぐり
ます

★初級トレッキングコースで
す。ゆっくり歩いて往復約
３時間！

日本のお祭りと伝統文化の旅
日本三大曳山祭『秋の高山祭』と
世界遺産・五箇山のこきりこ節

■旅行費用に含まれるもの：バス代、宿泊代、食事代、団体行動中の入場料　■最少催行人員：20名様　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回

３日間
AF0741

★ひだホテルプラザに２連泊。徒歩にて秋の高
山祭を２日間ゆっくり見学いただきます。

★世界遺産・五箇山も訪れ、合掌造りの集落と
こきりこ踊りを特別見学

★郡上八幡では、城下町の面影を残す町並み散
策と郡上踊りの見学をお楽しみ。

岐阜県
富山県

（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：8,000円

岐阜県
富山県

●旅行代金
　　（お一人様） 69,800円

３名様１室利用

72,800円
２名様１室利用

76,800円
１名様１室利用

●旅行代金
　　（お一人様） 93,000円

３名様１室利用

98,000円
２名様１室利用

102,000円
１名様１室利用

※ニューオータニ高岡
　の３名様ご利用はエ
　キストラベッド対応
　になります。

１日目　各地［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　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　ホテルにて朝食　高山市内自由散策　ホテル（11：00頃）＝五箇山へ（昼食）　★世界遺産・五
箇山にて『こきりこ踊り』鑑賞と合掌の里見学＝高岡ニューオータニホテルにて早めの夕食
（お弁当）後、越中八尾へ　★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。 ニューオータニホテル高岡（泊）

３日目　ホテル（10時頃）＝貸切バスにてゆっくり出発　★国宝・瑞龍寺拝観　★伝統工芸の街・高岡散
策（昼食）＝高岡IC＝（東北北陸道・東名）＝各地［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
★飛騨高山や郡上八幡の古い街並みの散策もお楽しみください。

１日目　9：30静岡空港＞＞FDA171＞＞11：15丘珠空港＝昼食＝16：30層雲峡
２日目　7：30ホテル＝ヒグマ情報センター　トレッキングスター

ト！　ヤンベタップ川・・・土俵沼（木道を進んだ先に広がるこじんまりし
た美しい沼）・・・バショウ沼（春には水芭蕉が咲き誇ります）・・・滝見沼（山肌の
紅葉と相まって錦絵のように広がる風景）・・・緑沼（水面まで見事な色彩が広がる美
しい緑沼）※折り返し地点　ヒグマ情報センター＝昼食＝三国
峠展望台・松見大橋＝銀河の滝・流星の滝＝16：15層雲峡

３日目　8：0０ホテル・・・紅葉谷・・・層雲峡山麓駅///ロープウエイ///
黒岳５合目///リフト///黒岳７合目＝昼食（ホテル大雪）＝
丘珠空港　16：55丘珠空港＞＞FDA176＞＞18：50静岡空港

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松駅＝（新東名、東海北陸）＝飛騨清見IC＝ひだホテルプラザ＊車中にて弁当の昼
食　★屋台曳き廻し見学※屋台曳き廻しは秋のみ実施　★夕刻、100個の提灯を灯した屋台が、伝統の曳き別れ
歌である“高い山”を歌いながら、町を練り歩く『高山祭・宵祭』を見学します。 ひだホテルプラザ（泊）

２日目　ホテルにて朝食　★重要有形民俗文化財である秋の高山祭屋台11台が勢揃いする屋台曳き揃え、「八幡宮境内」
で披露されるからくり奉納、伝統の衣装に身をつつんだ総勢数百名の大行列が、お囃子や雅楽などを披露しなが
ら町を巡る御神幸にご案内します。　高山祭見学後、五箇山へ　★20棟の合掌造り家屋が現存している「五箇山・
相倉合掌造り集落」にてこきりこ踊りを特別見学。 ひだホテルプラザ（泊）

３日目　ホテルにて朝食後、郡上八幡へ　★清流と名水の城下町『郡上八幡』を地元案内人と一緒に散策。　昼食　郡上八
幡＝郡上八幡IC＝（東海北陸、新東名）＝浜松駅・焼津駅・静岡駅・清水駅

新型コロナウィルス感染症拡大による影響から、弊社の 3月から 5月のツアーはほぼすべてが催行中止となりました。ご参加を楽
しみにされていたお客様には心よりお詫び申し上げます。
私どもは旅が人生に彩りを添えてくれるものだと信じて、みなさまに旅行の提案をし続けております。今号もツアーとして設定し
ている 7月以降であればある程度状況が回復していることを見越した上で、ご案内申し上げます。
今の状況が回復した後で構いませんので、是非お出かけください。その際に弊社のツアーをご利用いただけたら幸いです。
皆様におかれましてはどうかご健康に留意されお過ごしください。
今後とも変わらぬご愛顧ならびにご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
なお、今号でご紹介しているツアーもコロナウイルス感染拡大防止のため、訪問施設の休館や交通機関の運休、イベントの中止な
どが発生した場合、直前でもツアーが中止になることがあります。あらかじめご了承ください。
旅行企画の実施はしばらくの間は厳しい状況が続くことも予想されます。弊社ではホームページで「90秒のＷＥＢツアー体験」と
いうコーナーを作成しました。ご自宅からでも旅の気分を味わっていただけたら幸いです。

令和 2年 6月 1日　ＳＢＳツアーズ

初級編！

一度は見てみたい絶景

青嶋の
お薦めです！

大雪高原沼は秘境中の秘境です！
毎年この時期になると沼を囲む
紅葉が水面に映るさまを見ようと
多くの登山客が訪れます。
次から次へ変わりゆく絶景を

見るチャンスです！



焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30
-7：30］＝清水IC＝（中部横

断道・中央道）＝諏訪IC＝

信州手打ちそば・遊楽庵にて昼食（
横谷峡の天然湧き水と国産玄そば

を石臼で製粉しています）

【横谷峡と奥蓼科・御射鹿池ハ
イキング　全長８キロの遊歩

道、約３時間】

横谷観音入口・・・横谷観音展望
台・・・王滝・・・おしどり隠しの

滝・・・明治温泉・・・御射鹿池

・・・一枚岩・・・屏風岩・・・霧降の
滝・・・乙女滝・・・横谷温泉旅館

☆ハイキング後、横谷温泉旅館
にて入浴休憩

諏訪IC＝（中央道・中部横断道
）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・

焼津駅［19：45-20：45］

●出 発 日 2020年７月４日㈯・10日㈮
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

日帰り
AF0867

長野県

渓流沿いのマイナスイオンで健
康増進！！

蓼科高原・横谷峡と「緑響く」御射鹿池ハ
イキング

蓼科高原・横谷峡は渓流に沿った緑に恵まれた遊歩道が

完備されており、素晴らしい環境の中を歩くことができ

ます。途中５つの滝を経由しますので、胸いっぱい自然

の空気を吸い込みましょう。また、今回は、日本を代表

する画家・東山魁夷氏の作品「緑響く」のモチーフにな

った御射鹿池も訪れます。水面に映り込むカラマツ林が

美しいです。ハイキング後は大正12年創業、黄金色の巨

石風呂で知られる横谷温泉旅館で入浴休憩いたします。

ベストシーズン　ハイキング

●出 発 日 2020年７月25日㈯・29日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★毎年人気のハイキングコースです♪
★現地ガイドの案内で、豊かな自然溢れる原始　太古の森を歩きます。涼やかな風吹く森でプチ避暑旅しませんか？

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝（新東名・中部横断道経由）
＝塩尻IC＝（国道19号線）＝長野県木曽郡木祖村
【木曽川源流の里ハイキング（水木沢天然林コース）　約3.3km、2.5時間】
水木沢天然林管理棟・・・原始の森（１km）・・・太古の森（1.2km）・・・管
理棟　※現地案内人が同行いたします。
（ご覧いただける森林・例）　サワラ（木曽五木）、ブナ、トチノキ、ネズ
コ（木曽五木）、ヒノキ、ウラジロモミ、ホオ
（途中ご覧いただける景色）　木曽駒ヶ岳（展望台から）、樹齢約550年
の大サワラ、木曽川の源流風景
塩尻IC＝南アルプスIC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-20：30頃］

木曽川の水が生まれる源流の里　木祖村
爽涼の水木沢天然林ハイキング

日帰り
AF0039

長野県

標高1,420m天空の花園と八ヶ岳秘境ウォーキングコース
●出 発 日 2020年７月28日㈫・８月１日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★毎年ご好評いただいている八ヶ岳のウォークツアーです♪高原の気持ち良い風を浴びながら、バラエティに富んだコースを歩きます
★天気が良ければ、富士山・南アルプス・八ヶ岳連峰の絶景が手軽に楽しめます♪天空のお花畑も癒されます！！
★ハイキング後は嬉しい温泉休憩♪汗を流して帰ったら寝るだけ！！

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：40］＝（新東名・中部横断道経由）＝小淵沢IC
現地ガイド案内の元、秘境ウォーキングスタート　約７km　４時間半
西岳・編笠山登山口・・・不動清水・・・盃流し・・・富士見高原創造の森・・・富士見高原花の里
八峯苑　鹿の湯にて入浴休憩
小淵沢IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-18：30頃］

山々の絶景と八ヶ岳の秘境を歩く醍醐味日帰り
AF0453

長野県

プロガイドが案内する爽やかな北八ヶ岳
ハイク♪

苔むした原生林と神秘の池【高見石・白
駒池】

●出 発 日 2020年８月22日㈯・26日㈬

●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★麦草峠から高見石、白駒池をめぐるコースは北八ヶ岳らしいコケむした樹林帯の雰囲気を楽しめます。

★コースも短めなので初心者の方や八ヶ岳が初めての方にもおすすめです。

★白駒池は標高2000m以上にある湖では最も大きく、苔が美しいことで有名です。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00
-7：00］＝新清水IC＝麦草峠

駐車場

健脚な方　高見石から白駒池を見下
ろす絶景を目指す方は、必ずトレッ

キングシューズ、上下分かれる

合羽、トレッキングポール等をお持
ちください。装備が足りない場合お

断りする可能性があります。

麦草峠・・・白駒池分岐・・・高見
石小屋（昼食・自由散策）・・・白

駒池・・・白駒池駐車場

のんびりハイキングする方　ほぼ
アップダウンはなく、苔の森から白

駒池湖畔をハイキングします

麦草峠・・・麦草ヒュッテ・・・白
駒荘・・・白駒池・・・青苔荘・・・白

駒池駐車場

※当日のコースの状況、お客様の装備に
より、現地ガイドの判断で行程を変更さ

せていただく場合がございます。

＝新清水IC＝清水駅・静岡駅
・焼津駅［17：30-18：30頃］

日帰り
AF0664

長野県

青木ヶ原樹海ハイキング～樹海の神秘に触れる～
●出 発 日 2020年８月23日㈰・26日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※小学生は800円引き

1,000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
や富士山の噴火によって形成された複数の洞穴は訪れた人を魅了します。個人では踏み込めな
い場所に入り込むこのツアーでは、森に棲む動物たちの痕跡も知ることができます。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同時にお楽しみください。

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-8：50］＝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・・・富士風穴付近＝清水駅・静岡駅・焼津駅［16：00-17：00］
○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

●出 発 日 2020年９月19日㈯・23日㈬
●旅行代金 15,800円（昼食弁当付き）

★本格的に山ガール山ボーイを目指してみ
ませんか？富士山・南アルプスを専門と
する山ガイドが案内する登山ツアーで
す。長者ヶ岳から天子ヶ岳への縦走体験
に挑戦しましょう♪

★登山後は温泉休憩でさっぱり♪今日の疲
れは今日のうちに癒して帰りましょう♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝（新東名経由）＝新富士IC＝
登山スタート！！レベルは中級コースとなります。（登山経験のある方はまったく問題ありませんが、初心者の方、山を歩
きなれていない方にとっては、急登が数か所あるので大変かもしれません。健脚の方のみご参加ください。）
田貫湖・・・長者ヶ岳（1,336m）・・・天子ヶ岳（1,330m）・・・白糸の滝
総距離：約9.1km　標高：登り 約973m　下り 970m　約４時間半（休憩時間含む）
富士山の深層水！！あさぎり温泉風の湯にて入浴休憩
新富士IC＝（新東名経由）＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：15-18：15頃］

縦走に挑戦！！長者が岳～天子が岳
さわやかな朝霧で絶景の富士を見る

日帰り
AF0858

静岡県

●出 発 日 2020年９月９日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★みんな大好き富士山の絶景スポット「三
ツ峠」へトレッキング♪自粛生活で体力
落ちていませんか？動きたくてウズウズ
していませんか？登山しながらパワーも
GETでき富士山の絶景も拝める！！大満
足のコースです♪登山ガイド付きなので
ご安心ください♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝
ハイキングコースの難易度について　標高差：登り 約480m　下り 約900m
歩行時間　約４時間30分　※休憩時間含む。
※大方は整備された箇所が多く歩き易い道ですが、登山靴やトレッキングシューズなど滑りにくく足首をしっかりガー
ドしてくれる履物でご参加ください。
コース：三ツ峠登山口・・・約90分・・・三ツ峠山頂（1,785m）・・・約120分・・・河口湖ロープウェイ
河口湖温泉にて入浴休憩
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：00頃］

富士山の絶景スポットパワースポット開運山へ
三ツ峠トレッキングで登山デビュー♪

日帰り
AF0864

山梨県 ●出 発 日 2020年８月26日㈬・29日㈯
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★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です。
「七ツ釜五段の滝」に代表される大小さまざまな美しい滝。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ます。

★平成の名水百選・日本の滝100選・水源の森100選・新日本観光地100
　選・森林浴の森100選等様々な100選に認定されている西沢渓谷で自然
の癒しの優しさを感じながらハイキングを楽しみます。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝一宮御坂IC＝
シャクナゲ咲く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［18：10-19：20頃］

少人数で行く
国内屈指の景勝美　癒しの西沢渓谷ハイキング

日帰り
AF0562

山梨県

ネイチャーガイド
井戸さんがご案内！！

田代の
お薦めです！

苔ブームで近年大注目！！
標高2000ｍの白駒池に苔の森、
白樺林などバラエティに富んだ
コースをプロガイドと
ハイキング♪

初世の
お薦めです！

作品「緑響く」のモチーフに
なった御射鹿池はこの時期、
カラマツ林の緑が湖面に映え
ます。暑い静岡を脱出して
爽やかなハイキングを
楽しみましょう！



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

パワースポットと寺社仏閣

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：45］＝朝比奈IC
※鎌倉プリンスホテルにて和食の昼食
【坂が多く、道が狭い鎌倉を観光タクシーでめぐります　約３時間30分】
鎌倉プリンスホテル（乗車）～極楽寺（下車）～長谷寺（下車）～高徳院（大仏・写真
のみ）～佐助稲荷神社（下車）～銭洗弁天（下車）～葛原岡神社（下車）～そうびえ
ん駐車場（バス乗車）後、１時間は自由行動（鶴岡八幡宮、小町通りなど）
駐車場＝朝比奈IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：15-20：15］

●出 発 日 2020年７月８日㈬・11日㈯
●旅行代金 18,800円（昼食付き）

日帰り
AF0866

神奈川県

観光タクシーでめぐる鎌倉

「鎌倉は道が細くて、坂が多いのよね～?!」
鎌倉観光は大型バスの入場が難しいので、どうしても徒歩観光が多くなります。
本来回りたいお寺も、徒歩だとくたびれてしまい、「また
今度。。。」となりがちです。このツアーでは細い道や坂でも
ラクラクと観光タクシーでめぐります。一度は訪れたかっ
た極楽寺や銭洗弁天、葛原岡神社など奥深い鎌倉の寺社仏
閣を満喫しましょう！

石山寺と三井寺の秘仏御開帳
●出 発 日 2020年６月24日㈬・27日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

石山寺の本尊・如意輪観世音菩薩（秘仏）と三井寺の本尊・如意輪観音座像（秘仏）
を拝観するツアーです。両寺ともに本来は33年に一度の御開帳となっていますが、
令和天皇のご即位を祈念して今年６月30日まで特別拝観が可能になっています。
紫式部が源氏物語を起筆した寺としても知られる石山寺の観世音菩薩は1096年
に造立されました。５メートルという巨大な像でありながら、穏やかで優美な姿は
「慈悲の仏」というにふさわしい優品です。昼食は石山寺の門前で近江牛の網焼き
とおばんざいをお召し上がりください。

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：30-7：30］＝藤枝岡部IC＝瀬田東IC＝
淡味の膳所　洗心寮にて本場近江牛の網焼きと近江のおばんざいをお楽しみください。
☆大本山石山寺　勅封観音 御本尊如意輪観世音菩薩　即位御吉例御開扉（約１時間15分）
☆三井寺　本尊　如意輪観音菩薩坐像　御開帳（約１時間）
大津IC＝藤枝岡部IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［19：30-20：30］

日帰り
AF0868

滋賀県

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

２席一人使用

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：30-7：30］＝（新東名経由）＝
弘峰寺（日本最大級の岩窟本堂！！奥行き16m・高さ５mの岩窟の中に広がる瞑想空間の世界。岩盤を滴る雫の音
を耳で感じ、ゆっくりと自分をみつめる時間を感じてみてください）
伊那波神社（1900年の歴史を持つ古社。境内に佇む『黒龍神社』は最強のパワースポットで全国から合格祈願・病
気平癒祈願に参拝者が訪れます）
ランチ　その昔、時代の暁将織田信長が絢爛を誇った公館跡と伝えられる『萬松館』天皇皇后両陛下をはじめ、貴
顕紳士の宿として岐阜最古の伝統をもちますが、今は料亭として親しまれています。
金神社（昔から産業繁栄、財宝・金運招福、商売繁盛の神、また慈悲深い母の神・子どもを育む母の神として多くの
参拝客が訪れる神社。金色の大鳥居が印象的で、勝運、金運、招福をもたらすように祈願された金守が人気！！）
玉性院（赤鬼にふんした厄男を神輿に、おかめにふんした厄女を御所車に乗せ町内を練り歩いた後、本堂に担ぎ
込み、おはらいをして無病息災を祈る玉性院節分つり込み祭が毎年大人気！！）
一宮木曽川IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：45-19：00］

●出 発 日 2020年７月31日㈮
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

日帰り
AF0795

岐阜県

ご好評につき７月も開催決定！！
2020年の金運はこれで安心！？
毎月最終金曜日限定！！金朱印めぐり

★最大のメリットは待ち時間なく、行列に並ぶことなく、貸切バスで楽に朱印巡りが楽しめるところです♪
★聖地が多い岐阜県で2020年を楽しく過ごせるようパワーをいただきましょう♪
★昭和天皇もお泊りになった旅館で、現在は料亭として伝統を今に受け継ぐ【萬松館】にてランチを楽しみます♪

●出 発 日 2020年８月19日㈬・22日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★国の特別天然記念物に指定された秩父長瀞の荒川ライン下りは楽しい船頭さんのガイドを聞きながら岩畳の中をゆった
りのんびりと、ときにはスリリングに、涼を求めて川下りの醍醐味を楽しみましょう♪

★秩父のパワースポット寶登山神社参拝で猛暑を元気に乗り切ります！！

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝（東名高速道路・圏央道経由）＝花園IC＝
長瀞ラインくだり＝長瀞にて竹膳料理のご昼食＝寶登山神社参拝
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：00］

ダイナミックな自然のスクリーンを眺めながら荒川を
豪快にすべる長瀞ライン下りと
長瀞の竹膳料理・秩父随一のパワスポ寶登山神社参拝

日帰り
AF0760

埼玉県

●出 発 日 2020年８月19日㈬・29日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★話題の絶景テラスへ避暑旅しませんか？標高1900mの
さわやかな空気と滝の天然クーラーで猛暑にサヨナラ♪

★食欲がないこんな時期でも新鮮な高原野菜は別ですよね♪
栄養たっぷりの旬の物をいただいて夏バテにサヨナラ♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-8：50］＝長坂IC＝
吐竜の滝（川俣川渓谷にある小さな滝です。八ヶ岳の豊富な伏流水が岩から出て川へ注がれています。駐車場から散策道
を10分程度歩くと行くことが出来、気軽にマイナスイオン浴が出来ます）
清里テラス（リフトで標高1,900mまで一気に。富士山、秩父山系、八ヶ岳などの山々を一望できます。）
絵本ミュージアム清里にて「世界のむかしばなし絵本原画展」鑑賞
長坂IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-18：45頃］

清らかな空気漂う清里の夏　絶景の清里テラスと高原野菜日帰り
AF0870

山梨県

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00
-7：00］＝宇都宮IC＝

カトリック松が峰教会（大谷石造
りの美しい聖堂。聖堂聖別式が行われ、

大谷石建築としては現存最大級の

ロマネスク・リヴァイヴァル建築。スイ
ス人建築家マックス・ヒンデル氏の設計

で、国の登録文化財になっています。）

石の蔵にて和食ランチ（65年ほ
ど前に建てられた大谷石を用いた蔵

をリノベーション。和食をベース

としながらも、料理長の「遊び心」を
織り込み創意工夫に富んだお皿の数

々をご堪能ください。）

大谷資料館（地下30mの「大谷石
地下採掘場跡」は、野球場が１つ入

ってしまう程の巨大な地下空間。

古代ローマ遺跡を思わせる壮観か
つ、幻想的な雰囲気で、コンサート

や美術展なども開かれます。）

宇都宮IC＝清水駅・静岡駅・焼
津駅［19：30-20：30頃］

●出 発 日 2020年９月２日㈬・５日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

日帰り
AF0863

栃木県

真夏でも気温10℃！幻想的な地下空間
　大谷資料館と

大谷石造りの美しい聖堂　カトリ
ック松が峰教会

大谷石造りの蔵を改装したレストランでいただ
く創作和食・石の蔵

■最少催行人員：15名様

●出 発 日 2020年８月８日㈯・12日㈬
●旅行代金 15,800円（昼食付き）（小学生までのお客様は2,000円引き）

★家族でお手軽に避暑旅しましょう♪
　富士五湖周辺で水遊び♪潜水艦型遊
　覧船と水陸両用バスに乗車・乗船！！
　どちらが楽しかったか聞かせてくだ
　さい♪
★フジヤマテラスでは大人気ビュッフ
　ェのランチをご用意♪一度は食べて
　いただきたいオシャレな料理がいっ
　ぱい♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-8：45］＝（新東名経由）＝新富士IC＝
本栖湖にてもぐらん乗船　
フジヤマテラスにてランチ
山中湖にてKABAバス乗車
御殿場IC＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-18：30頃］

涼を求めてプチ旅行♪
本栖湖もぐらんVS山中湖のKABA

日帰り
AF0341

山梨県

田代の
お薦めです！

栃木県宇都宮市といえばギョーザ！
だけではありません！！柔らかく
加工しやすい大谷石が発掘された
土地ならではの観光スポットが
たくさん！！その中から、女性が

大好きな幻想空間へ
ご案内いたします♪



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

1泊 2日と意外といいとこ・県内ツアー
10年前に好評いただいたツアーのリバイバル
夏・爽涼の妙高高原と斑尾高原ハイキング

県内でちょっと贅沢な１日を・
・・

年に２度しか公開されない今川家菩提寺｢臨済寺｣特別拝観
と

徳川慶喜公屋敷跡「浮月楼」での芸妓踊り鑑
賞

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：15名様

■募集人員：22名様まで

●旅行期間 2020年８月５日㈬～６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
AF0869

長野県

日帰り
AF0861

静岡県

１日目　焼津・静岡・清水［7：00-8：20］＝清水IC＝（中部横断自動車道）＝双葉JCT＝（中央道・長野道・上信越道）＝
信濃町IC＝黒姫高原コスモス園（昼食・散策）

　　　　【黒姫高原・空中散歩とコスモス園ハイキング　約１時間30分】
　　　　黒姫高原パノラマリフトに乗って山頂駅へ（片道８分）。帰りは望湖台経由で徒歩30分かけて麓へ。
　　　　☆野尻湖、斑尾山、毛無山の眺望と山野草が美しいです。
　　　　【山岳ガイドと妙高高原ハイキング　約２時間】
　　　　笹ヶ峰高原グリーンハウス・・・宇棚の清水（日本百名水）・・・清水ケ池・・・グリーンハウス
　　　　☆ツリフネソウ、紅輪花、ウバユリの花やシラカバ、ダケカンバが群生しています。
　　　　※ハイキング後は宿泊施設で夕食、温泉入浴 休暇村妙高（和室）（泊）
２日目　ホテルにて朝食後、斑尾高原へ。出発は８時頃。
　　　　【山岳ガイドと斑尾高原ハイキング　約３時間】
　　　　斑尾高原山の家ビジターセンター・・・湿原東トレイル（自然歩道）・・・沼の原湿原一周・・・赤池ブナ林トレイ

ル・・・赤池（昼食）　ハイキング後、まだらおの湯で入浴　豊田飯山IC＝（上信越道・長野道・中央道）＝双葉
JCT＝（中部横断自動車道）＝清水IC＝清水・静岡・焼津［18：30-19：30］

高原の花々とシラカバ林を森林
浴しながらのハイキング。
天気によってはお泊りの休暇村
から朝日と雲海も望めます。
安心の山岳ガイド同行です。

一度は見ておきたい静岡の美しい風景
源流の森と清流が本当に美しい！
森の案内人と歩く
安部川源流天然林ハイキング

●出 発 日 2020年７月25日㈯　●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）

日帰り
AF0859

静岡県

★静岡の水がめ・安部川源流で清流と天然林の自然体験
★梅ヶ島温泉で無色透明で“トロッと”している名泉を満喫
★森の案内人が同行し自然や植物をご案内します。

★修行寺のため通常非公開となっている「今川義元公・氏輝公」の木像や竹千

　代（のちの徳川家康）が学んだとされる「手習い

の間」を今回特別にご覧いただけます！

★料亭「浮月楼」にてお食事をお召上がりながら清

水芸妓の踊りやお座敷遊びをお楽しみください。

異国情緒漂う志摩地中海村
●旅行期間 2020年９月27日㈰～28日㈪●旅行代金 49,800円

１泊２日
AF0843

三重県

★アラビックスタイルの白い素敵なホテルへご宿泊♪★天然温泉でリラックス！お風呂も素敵な内装です♪★女性の願いを必ず１つは叶え
てくれる「石神さん」を訪れ
ます♪

（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：15,000円

２席一人使用

●出 発 日 2020年６月30日㈫　●旅行代金 13,800円（昼食付き）

《バスは東部地区・西部地区から
各１台ずつ出発します》

三島駅8：45＝富士IC9：30＝
静岡へ

浜松駅8：45＝掛川駅9：30＝
静岡へ

☆臨済寺　特別拝観
海道一の弓取り”と称され駿河と遠江

の国を治めた今川義元公、名軍師太原
雪斎ゆかりの寺。

☆料亭　浮月楼にて　昼食＆
芸妓踊り鑑賞

徳川慶喜公が晩年過ごした屋
敷跡を散策

☆静岡市立　芹沢　銈介美術
館　鑑賞

静岡市出身で人間国宝の染色家。着物・のれ
ん・屏風・絵本など約800点が収蔵されてい

ます。ヨーロッパ

のデザインと日本の和を融合させた才能あ
ふれるモダンな芹沢デザインの世界をご覧

ください。

＝富士IC16：00＝三島駅16
：45

＝掛川駅16：00＝浜松駅17
：00

焼津駅6：30＝静岡駅7：00＝梅ヶ島温泉
梅ヶ島温泉（9：00）・・・（10分）・・・登山口・・・（60分）・・・（檜、杉の植林地）・・・八紘嶺分岐・・・（15分）・・（ブナ、ミズナラの
自然林）・・・安倍峠入り口・・・（30分）・・・（サカサ川沿いの山道）・・・安倍峠（弁当）・・・（30分）・・・安倍峠入り口・・・（10
分）・・・八紘嶺分岐・・・（50分）・・・梅ヶ島温泉（入浴休憩）
＝静岡駅17：30＝焼津駅18：00

行ってみたかった！浜松方面の話題スポットへ
ベストシーズンにちょっとお出掛け♪

日本最大のききょう寺と
浜名湖ぬくもりの森へ

●出 発 日 2020年７月10日㈮・14日㈫
●旅行代金 13,000円（昼食付き）

●出 発 日 2020年８月9日㈰・12日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

日帰り
AF0871

静岡県
湖西連邦を歩く！！
山歩き・ごちそう・温泉で心も体もピカピカ♪
お籠もり生活のストレス発散！！

日帰り
AF0872

静岡県

★15種類、約４万株の桔梗が植えら
れており、見頃を迎える約100万
本の花々をご覧いただけます♪

★秋野不矩美術館では特別展「花と緑
の日本画展」をご鑑賞ください。

★まるで絵本から出てきたような｢ぬ
くもりの森｣。多くの情報誌やＴＶ
などで取り上げられる人気スポット
へ立寄ります。

★往復約１時間のお手軽ハイキングで体力付けて！！
★旬の名産こだわりの御馳走食べて身体の中からキレイに！！
★温泉で癒しを求め、心も身体もスッキリさっぱり♪

清水駅7：00＝静岡駅7：30＝焼津駅8：00
☆曹洞宗　鹿苑山　香勝寺（別名：ききょう寺）
遠州森町に約470年前からある由緒ある寺。蓮の花も見頃を迎えます。
☆浜松市秋野不矩美術館
浜松市出身の画家で文化勲章も受賞。館内は履物を脱いで鑑賞していただく珍しいスタイル。
☆THE ORIENTAL TERRACE　ご昼食
色鮮やかなフレンチのコース料理を広い会場で距離をとりながらお召し上がりください。レストランからは佐鳴湖畔も見え、ゆっくりとした時間が流れます。
☆浜名湖ぬくもりの森
ヨーロッパの小さな村のような不思議な空間。ギャラリーや輸入雑貨のショップがあり、お買い物などお楽しみいただけます。
＝焼津駅16：20＝静岡駅17：00＝清水駅17：30

２席一人使用

２席一人使用

東部地区・西部地区　限定各2
2名！

■募集人員：各22名様まで

■宿泊ホテル：Village hotel & Resort 志摩地中海村（スーペリアルーム）　※スタンダードタイプのお部屋は旅行代金から2500円引きです（１部屋のみ）■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：15名様

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅［6：50-7：50］＝浜松IC＝昼食（まと場）＝朝熊岳金剛證寺＝ホテル　17：00頃英虞湾サンセットクルージング２日目　9：00ホテル＝横山展望台＝神明神社本殿・石神さん＝おかげ横丁昼食（すし久）・お買い物＝亀山JCT＝四日市JCT＝浜松IC＝　　　　［19：00-20：00］焼津駅・静岡駅・清水駅

地下1,430mから
湧き出る天然温泉

■最少催行人数：10名様

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：00-8：10］＝
総距離約2Km往復同じ道を歩く予定です。標高差約280ｍ。　歩行時間約  60分
梅田親水公園・・・仏岩・・・ラクダ岩・・・神石山・・・梅田親水公園
舘山寺温泉　時わすれ 開華亭にてご昼食と入浴休憩
nicoe（ニコエ）お菓子ファクトリー見学
焼津駅・静岡駅・清水駅［16：30-17：30頃］

25名様
限定

青嶋の
お薦めです！

建物や街並みはスペインの
設計士によるものだとか。

だからここはリアルな地中海の雰囲気を
感じる事が出来る場所なんです。
夢のような素敵な時間が流れる
志摩地中海村に滞在して

みませんか？

福本の
お薦めです！

県外に行くのはまだ怖いけど、
どこかお出掛けしたい！
という方に是非♪
少人数限定で行く、
県内ツアーでお出掛け

しませんか？
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