
※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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業
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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
7 月号
vol.99

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

ＳＢＳツアーズ  リバイバル企画　～唐津・伊万里・有田・波佐見～
九州・窯元が点在する焼き物の里をめぐる旅

■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　父島滞在中の朝夕お食事は、隣接のハートロックビレッジで提供
■添乗員：静岡県内から同行　■バス乗車場所：焼津駅、静岡駅、清水駅を予定　■食事条件：朝３回／昼３回（弁当対応含む）／夕３回
■最少催行人員：８名様（募集14名様限定）　■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。

●旅行期間 2020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　

●旅行期間 2020年11月12日㈭～14日㈯
●旅行代金 138,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 128,000円（３～４名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

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

■宿泊先：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
■食事回数：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人員：15名様　■添乗員：静岡空港より同行

●旅行期間 2020年10月23日㈮～25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。

日本一早い紅葉～錦秋の大雪山
鮮烈の銀泉台から大雪高原沼へ
ダイナミックな山岳紅葉と
秋色に優しく染まる富良野と美瑛の丘

■宿泊ホテル：旭川アートホテル、層雲峡温泉　ホテル大雪、帯広天然温泉　ふく井ホテル　■食事条件：朝３回／昼４回／夕３回　■最少催行人数：10名様　■添乗員：全行程同行

●旅行期間 2020年10月１日㈭～４日㈰
●旅行代金

４日間
AF0862

北海道

★日本一早い紅葉を楽しむため錦秋の大雪山へ！！まるで絵画
のような広大な自然の中に溶け込んでゆく感覚は一生忘れ
られません！！
★層雲峡や帯広の温泉でハイキングの疲れも吹き飛びます♪
人が少ないゆったりした北海道を楽しめるのは今だけ？？
★山上だけでなく地上の紅葉も愉しみましょう♪日本新八景のひとつ狩勝峠からの絶景もお見逃しなく！！

■食事条件：朝２回／昼３回／夜２回　■最少催行人員：10名様　■添乗員：同行

３日間
AF0893

★陶磁器文化が今も残る佐賀、長
崎の窯でお好きな器の数々をご
堪能いただけます。

★博多湾や九十九島の海の幸、伊
万里のステーキなど現地の食に
こだわっています。

★ローカル線・松浦鉄道にも乗車。
のどかな農村地帯や昔ながらの
風景が楽しみます。

佐賀県
長崎県

３日間
AF0757

鳥取県
島根県

６日間
AY0001

東京都
14名様限定 25名様限定

★一度は訪れてみたい小笠原。母島まで足を延ばし
ます。
★小笠原でのすべての観光費用が含まれています。
★複数の部屋タイプがあります。お客様のスタイル
に合った部屋タイプをご希望ください。

148,000円
３～４名１室（お一人様）

158,000円
２名１室（お一人様）

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（混乗・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

１日目　静岡9：30～FDA171～丘珠空港11：15
　　　　旭岳山麓++大雪山旭岳ロープウェイで紅葉の空中散歩++姿見…『神々の遊ぶ庭』、姿見の池へ

遊歩道散策［一周約1.7キロ］++旭岳山麓 旭川アートホテル（泊）
２日目　銀泉台…鮮烈なほどに美しい紅葉を見ながら第一花園までトレッキング［往復約３キロ、約３時

間、標高差約300メートル］　銀河流星の滝→層雲峡→山麓++大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ
++黒岳５合目…紅葉織り成す五合目からリフトで七合目へ往復…黒岳５合目++山麓→層雲
峡・大雪山写真ミュージアム（大雪山の四季の雄大な景観）＝層雲峡温泉 ホテル大雪（泊）

３日目　大雪高原…鮮やかな紅葉に染まる大雪高原沼めぐり［緑沼へ往復約４キロ・３時間］…大雪高原
温泉　紅葉の三国峠＝帯広天然温泉 ふく井ホテル（泊）

４日目　狩勝峠（日本新八景の展望）＝かなやま湖でランチ　夕張滝の上公園＝パレットの丘のひまわり畑
＝丘珠空港16：55～FDA176～静岡空港18：50頃
※トレッキングが中心のコースです。ハイキングシューズや軽登山靴など足元のしっかりしたとした靴、ゴアテックス素材等の雨具、帽子などをご準備く
ださい。また、天候によっては極端な気温の低下や、風が強いと体感温度が低くなることもありますので、ウィンドブレーカーや手袋等、防寒にもご留意く
ださい。※天候その他の状況によりトレッキングコースを変更または中止させていただく場合もあります。現地ガイドの案内に従ってください。

１日目　8：20集合/9：00発　富士山静岡空港＝（FDA143）＝10：45福岡空港　バスにて九州観光　
☆昼食は糸島にて名物・イカの活き造りをどうぞ。　【唐津市内観光】◎虹ノ松原（車窓）　◎唐
津城（入場）　◎「唐津くんち」曳山展示場（入場） ホテル＆リゾーツ 佐賀 唐津（泊）

２日目　ホテルは８時30分頃出発　◎呼子の朝市（散策）　【伊万里市内観
光】◎大川内山（約１時間の自由散策）　☆昼食は色鍋島ステーキ御
膳　伊万里駅＋＋（松浦鉄道・約30分乗車）＋＋有田駅　【有田町内
観光】◎有田町自由散策（焼き物ショッピング）◎柿右衛門窯

　　　　 嬉野温泉　和多屋別荘（泊）
３日目　ホテルは８時30分頃出発　【波佐見町内観光】◎陶郷中尾山窯元

（入場）　◎鬼木の棚田　【九十九島】九十九島遊覧船パールクイー
ン（乗船）　☆昼食は西海橋コラソンホテルにて地中海料理を　
18：40福岡空港＝（FDA148）＝20：05富士山静岡空港

⑴　ツアー目的地となる都道府県への移動自粛の要請がなされていない事を確認のうえ催行いたします。
⑵　移動手段となるバス車内の定期的な換気および空間除菌、乗車されるお客様の手指消毒を実施させていただきます。
⑶　乗務員、添乗員はマスクを着用し業務にあたらせていただきます。
⑷　参加されるお客様にもマスクの着用をお願いいたします。
⑸　参加されるお客様には、ご出発当日朝の検温および出発前14日以内の健康（生活）状況を申告いただき、検温結果が37.5℃以上の
　　お客様や感染の疑いのある症状を呈しているお客様には、旅行参加をご遠慮いただきます。
⑹　旅行中は要所要所での手洗い、うがいができるよう、適切な休憩場所を用意できるよう準備します。

〈ツアー催行時における新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う対応について〉

画像提供：一般社団法人大山観光局

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 ホテル大山しろがね荘（泊）

　　　　19：00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
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

砂の美術館

〈ツアー催行時における新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う対応について〉

ベストシーズンに行く　国内宿泊ツアー

初世の
お薦めです！

昔ながらの町並みや窯元を歩き、
この地で培われ、伝えられてきた陶磁器の
歴史・伝統・文化に触れる旅です。

また、西海の海の幸や
郷土料理もお楽しみください。

昔ながらの町並みや窯元を歩き、
この地で培われ、伝えられてきた陶磁器の
歴史・伝統・文化に触れる旅です。

また、西海の海の幸や
郷土料理もお楽しみください。



■最少催行人員：20名様　■
バス会社：越後交通（バスガイ

ド付）　■添乗員同行

■食事条件：朝１回／昼２回
／夜１回　■宿泊ホテル：ひ

なの宿ちとせ

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：10名様　■添乗員：全行程同行

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：11名様　■添乗員：全行程同行

■お食事：朝１回／昼１回／夕１回　■最少催行人員：10名様　■添乗員：静岡駅発着で同行いたします　■バス会社：浜通り交通

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：15名様　■添乗員：全行程同行

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■宿泊ホテル：四万やまぐち館　■最少催行人数：18名様　■添乗員同行

★宿泊、早朝の座禅、工
夫を凝らした精進料
理。いつもとは違う祈
りの空間に寝起きす
る。忘れることのでき
ない時間と体験が待っ
ています。
★祈祷の一大道場でもあるので、雲水（修行僧）さんた
ちと一緒に朝夕の坐禅に参加することができます。
　坐禅を組み、作法に準じた食事を頂くことで心も身
体もすっきりし、心願に一歩近づくのではないでし
ょうか。

新潟十日町の絶景と日本海美食旅
●旅行期間 2020年９月24日㈭～25日㈮
●旅行代金

66,500円
４名１室（お一人様）

68,000円
３名１室（お一人様）

69,500円
２名１室（お一人様）

79,500円
１名１室（お一人様）

１泊２日
AF0881

新潟県

１日目　【東海道新幹線】　浜
松駅６：20＝掛川駅６：31＝

静岡駅６：45＝新富士駅６：5
6＝東京駅

　　　　【上越新幹線】※乗換
　東京駅＝越後湯沢駅　※貸

切バスにて観光

　　　　☆清津峡　日本三大渓
谷の一つ。トンネルから壮大なスケー

ルの絶景をご覧ください＝☆十日
町名物「へぎそば」のご

昼食＝☆苗場酒造　見学＆試
飲＝☆星峠の棚田＝☆松之

山温泉　ひなの宿ちとせ　ご
宿泊（和室※お部

屋に浴室はございません）里山の宿に
て「身土不二（土地柄と季節に合ったお

食事）」をお召し上がりください

２日目　ホテル（８：30）＝☆
美人林　樹齢約80年のブナの

美しくすらっとした景

色＝☆西福寺開山堂「日本の
ミケランジェロ」と讃えられた

石川雲蝶の

色鮮やかな彫刻を見学＝☆燕
三条イタリアンBit　燕三条最

高峰の金属

加工製品を使って五感で楽し
むイタリアン＝☆燕三条地場

産センター

内物産館　世界レベルの鋳物
の街「燕三条」。職人技が光る洋

食器、刃物な

どの品々が並びます

　　　　【上越新幹線】燕三条
駅15：21＝東京駅　※乗換

　　　　【東海道新幹線】＝
新富士駅18：37＝静岡駅1

8：47＝掛川駅

19：08＝浜松駅19：23

週末デトックス！！秋葉総本殿  可睡斎宿泊
修行体験で身も心スッキリ穏やか♪
●旅行期間 2020年

９月12日㈯～13日㈰
●旅行代金 19,800円

１泊２日
AF0878

静岡県

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅［８：00-９：20］＝
　　　　秋葉総本殿　可睡斎　宿泊カリキュラム
　　　　　11時：全体説明　12時：昼食（展鉢）応量器にて　13時：法話　14時：坐禅（30分間）　15時：自主研修
　　　　　17時：薬石（展鉢）応量器にて夕食　18時：夜坐（夜の坐禅）　19時：入浴　21時：開枕（就寝）
２日目　　５時：振鈴（起床）　５時20分：暁天坐（坐禅）　６時：朝課（読経）　７時：小食（展鉢）応量器にて朝食
　　　　　８時：作務（清掃）　９時：自主研修　10時30分：まとめの法話　11時30分：精進料理
　　　　可睡斎出発＝事任八幡宮参拝（13：00-13：45）＝焼津駅・静岡駅・清水駅［14：30-15：30頃］

日本最高峰ジビエＶＳ皇室御用達正統派フレンチ
紅く染まる蓼科の大自然と
芸術に触れる２日間
●旅行期間 2020年10月７日㈬～８日㈭
●旅行代金 69,800円

１泊２日
AF0874

長野県

１日目　焼津駅・静岡駅・清水駅［６：30-７：30］＝（中部横断自動車道・中央道経由）＝諏訪IC
　　　　放浪美術館～山下清の世界～（自由奔放に放浪し描いた純真無垢な清の作品を鑑賞）
　　　　オーベルジュ・エスポワール（日本ジビエ振興協会代表理事を務める藤木シェフの地産地消コース堪能）
　　　　北八ヶ岳ロープウェイで紅く染まる天空の坪庭自然園を散策 蓼科東急ホテル（泊）
２日目　ホテル（９：00 出発）＝美鈴湖（雪化粧の北アルプスと美鈴湖の紅葉の絶景コラボ！！）
　　　　レストラン鯛萬（昭和天皇はじめ、各著名人が訪れた正統派フランス料理を堪能）
　　　　松本市美術館にてミュシャ展鑑賞
　　　　松本IC＝（中央道・中部横断自動車道）＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：40-18：50頃］

★秋深まる蓼科で、今こそ食べて欲しいジビエ料理！！美味しいだけでなく身体も強くなる絶品メニュー！！
★紅葉・美食・美術鑑賞とバラエティに富んだ贅沢なコース♪身も心も癒される２日間をお過ごしください♪
★一度は行ってみたい皇室御用達レストラン鯛萬では忘れられない正統派フレンチコースをご賞味♪

～９年ぶりの常磐線　全線運転再開記念！～親潮と黒潮が出会う町～相馬・いわき・小名浜～
●旅行期間 2020年10月11日㈰～12日㈪●旅行代金 72,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）　　　　　 68,000円（３～４名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

１泊２日
AF0892

福島県

１日目　浜松駅・静岡駅［７：49-８：10］＝（ひかり634号）＝品川駅＝（特急ひたち７号）＝12：07いわき駅
　　　　【福島県いわき市内観光】　☆海鮮市場「いわき　ら・ら・ミュウ」にて昼食（海鮮料理・いわき発祥のウニの

貝焼きなど）　◎願成寺白水阿弥陀堂（福島県唯一の国宝建造物）：平安末期（1160年）建立の阿弥陀堂　
◎いわき市立草野新平記念文学館：「蛙」の詩で知られる詩人の作品展示　　　　福島県の太平洋岸を北上。Ｊヴィレッジ（車窓）、浪江町を経由し、野馬追祭りの町・相馬市へ

　　　　☆夕食は相馬市内の温泉旅館にて。　　　　 相馬市松川浦：なぎさの奏・夕鶴（和室・和洋室・洋室のいずれ）（泊）２日目　ホテルは８時30分頃出発　【福島県相馬市内観光】　◎海のみえるがーでん花木山：世界殿堂入りのバラ17種と太平洋を一望　◎相馬中村神社（国の重要文化財）：平将門の末裔にあたる相馬一族の氏神様　【福島県小名浜市観光】　◎アクアマリンふくしま：潮目の海がテーマの水族館で大水槽のスケールは圧巻！館内自由昼食　◎ゼリーのイエ：創業昭和63年の小さなゼリー専門店。100％ゼラチンの手作りゼリー　　　　15：18いわき駅＝（特急ひたち20号）＝品川駅＝（ひかり655）＝静岡駅・浜松駅［19：02-19：31］

★訪問しにくい福島県の東海岸を新幹線と特急列車を使って効率よくめぐります。★親潮と黒潮がぶつかる海域の海の幸をお楽しみください。
★東日本大震災からの復興の様子や郷愁の風景が望めます。

南信州  秘湯の宿で味わう秋の味覚
秘湯一軒宿でいただく　まつたけ料理
●旅行期間 2020年10月10日㈯～11日㈰
●旅行代金 59,800円

１泊２日
AF0877

長野県

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅［７：00-８：10］＝藤枝岡部IC（新東名経由）＝土岐南多治見IC
　　　　多治見市美濃焼ミュージアムにて企画展「明治・美濃　超絶三人展　－加藤五輔・西浦円治・成瀬誠志の世界－」

学芸員の解説で鑑賞
　　　　南信州秘湯の一軒宿　不動温泉　佐和屋にて松茸懐石のご夕食

２日目　ホテル　9：00頃出発
　　　　天竜舟下り　天竜峡農園にて信州りんご狩り体験　天竜峡の新名所「そらさんぽ天竜峡」
　　　　浜松いなさIC＝（新東名経由）＝藤枝岡部IC＝焼津駅・静岡駅［18：15-18：45頃］

★南信州の秘湯『不動温泉の一軒宿　佐和屋』さんで旬の松茸料理をご堪
能いただきます♪

★飯田で秋の味覚と芸術、紅葉三昧でおなかもこころも満たされる２日間
をお楽しみください♪

四万温泉　紅葉名湯と
パワースポット観音めぐり
三大美人泉質  美肌の湯の四万やまぐち館で七つの風呂三昧！

●旅行期間 2020年10月25日㈰～26日㈪
●旅行代金 41,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 54,800円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

１泊２日
AF0836

群馬県

１日目　藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［６：00-７：30］＝八王子JCT＝川島IC＝パワースポット川越氷川神社＝昼
食（田口屋）＝ホテル

２日目　８：00ホテル＝奥四万湖＝桃太郎の滝＝四万甌穴＝パワースポット水澤観世音＝昼食（万葉亭）＝パワー
スポット榛名神社＝高崎IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［19：00-20：30］

★四万（よんまん）の病に効く温泉ということか
ら四万温泉と名付けられたとも言われます。
四万やまぐち館には７つのお風呂があります。
★それぞれに特徴があり“風呂三昧をお楽しみ
ください。

25名様限定！

★草津、有馬と並ぶ「日本三大薬
湯」の松之山温泉に浸かって、

ゆっくりおくつろぎください

県内外に宿泊　テーマのある旅

相馬、いわき、小名浜は親潮と
黒潮が出会う海域で、

多種多様の海産物が味わえます。
そのほか、平安末期の阿弥陀堂や

業界注目の水族館など、
見どころいっぱいです。

相馬、いわき、小名浜は親潮と
黒潮が出会う海域で、

多種多様の海産物が味わえます。
そのほか、平安末期の阿弥陀堂や

業界注目の水族館など、
見どころいっぱいです。

福本の
お薦めです！

写真映え間違いなし！
空いている平日を利用し、
新潟の誇る絶景を
ご覧ください♪

写真映え間違いなし！
空いている平日を利用し、
新潟の誇る絶景を
ご覧ください♪

初世の
お薦めです！



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

少人数でゆく！！
奥武蔵の古刹を訪ねて
紅く染まる『こころと祭りの道』を行く
●出 発 日 2020年９月19日㈯・23日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★《新日本歩く道紀行「こころと祭りの道100選」認定》関東ふれあいの道。名栗「小殿」バ
　ス停から、竹寺・子の権現・法光寺などの古刹を訪ねる。
★子ノ権現は火災と腰から下の病気に霊験があるとして信仰され、拝殿には鉄わらじや子ど
　もの草履などが奉納されています。またここには昭和13年に県指定天然記念物となった樹齢800年の二本杉があります。
★東郷公園は母の病を癒すために木曽の御嶽山の行者となった開祖が、他の多くの人々にも神々のご神徳をと、明治28年、
山頂に秩父御嶽神社を勧請。「おんたけさん」の呼び名で信奉を集めています。山腹には紅葉が美しい東郷公園があります。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝（東名・圏央道経由）＝青梅IC＝
約9.5kmの道のりを約４時間半で歩きます（昼食休憩含む）
竹寺・・・豆口峠・・・子ノ権現・・・浅見茶屋・・・東郷公園・・・法光寺
※歩くコースに危険な箇所はありませんが、一部坂道を上がっていただくところもございます。靴底が厚く歩き易い靴でご参加ください。
青梅IC＝（新東名経由）＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-18：50頃］

日帰り
AF0879

埼玉県

神秘の池・八方池　秋の白馬八方尾根ハイキング
●出 発 日 2020年９月23日㈬・25日㈮・27日㈰
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★北アルプス白馬連峰の稜線から延びる八方尾根ハイキングを楽
しみます。
★神秘の池と言われる“八方池”は雪が押し流した土砂が堆積し
てできた池で、水面に映る北アルプス白馬連峰は絶景です。
★爽快な眺望、湿原やガレ場といった八方尾根自然研究路の変化
に富んだコースを約３時間半かけて歩きます。

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＝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　※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］

日帰り
AF0236

長野県

25名限定で行く　美食と伝統の旅
日本遺産に登録！！有松絞見学と
この時期だけ味わえる　いちじく懐石

●出 発 日 2020年９月12日㈯・16日㈬・10月７日㈬
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

★碧南・安城は、ポリフェノールやミネラル・食物繊維が豊富に含ま
れ不老長寿の果物と呼ばれるいちじくの産地として日本一！！ランチ
は新鮮ないちじくをふんだんに使ったいちじく会席をご用意♪

★江戸時代の情緒に触れる絞りの産地として日本遺産に登録された有
松の町並みを散策します♪

★糖の吸収スピードを抑え、血糖値の上昇を緩やかにする効果がある
『メラノイジン』が豊富に含まれる赤味噌。今回は蔵を訪れ赤味噌
パワーの秘密に迫ります。

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：30-8：30］＝
八丁味噌のカクキュー　御料理吉野屋にて期間限定のいちじく懐石をご賞味　約２時間ゆっくりと味わいます
歴史と伝統美の町有松散策と日本遺産認定の有松絞見学＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［17：00-18：00頃］

日帰り
AF0763

愛知県

少人数でゆく！！現地案内人とめぐる初秋の安曇野･のんびりウォーク
のどかな田園風景に佇む道祖神を訪ねて
●出 発 日 2020年９月26日㈯・30日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★500体を超える道祖神がいたるところで旅人
の安全と人々の暮らしを見守っている安曇野
市。今回は、様々なコースの中でも田園風景が
楽しめる中萱地区を案内人と歩きます。

★道祖神は塞（さえ）の神とも言われ、幸いの神・
歳の神などと記されることもあります。様々な
願いが込められた道祖神を見ながらのんびりお
散歩しませんか？

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：35］＝安曇野IC＝
安曇野道祖神めぐり　散策予定コース（貞享義民館・・・屋敷林集落・・・庚申塔、二十
三夜塔、馬頭観音等見学・・・神明社・・・道の駅ほりがね）
案内を聞きながら約4.6キロのコースを約３時間半かけて歩きます。
安曇野IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：15-19：15頃］

日帰り
AF0466

長野県

一度は見ておきたい静岡の風景　富士山中腹で一足早い秋の風景
富士宮口５合目から水ケ塚へ黄葉（下り）ハイキング
富士山登山ガイドが同行！
●出 発 日 2020年10月24日㈯・28日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）

★富士山登山ガイドが同行・ご案内。初級者の
方も安心してご参加いただけます。

★迫力ある宝永火口の絶景や御殿庭のカラマツ
帯の黄葉の幻想的な風景を満喫

★水ケ塚公園からは秋色の富士山の稜線がご覧
いただけます。

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：15］＝★富士山黄葉ハイキング（約４時間・歩行距離6.2km・高低差900ｍ）
富士山富士宮口５合目・・・（0.6km）・・・６合目・・・（0.5km）・・・宝永第一火口縁・・・（0.3km）・・・宝永第２火口縁・・・
（0.2km）・・・宝永第３縁・・・（0.7km）・・・御殿庭中・・・（0.8km）・・・御殿庭下・・・（3km）・・・水ケ塚公園駐車場＝★富士山
天母の湯にて入浴休憩＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30］※昼食はお弁当をご用意します。

日帰り
AF0860

静岡県

～白洲正子が愛した近江～
湖北の史跡と信仰の島・竹生島
●出 発 日 2020年９月12日㈯・16日㈬
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

★関西では特にパワースポットとして知られている竹生島を日
帰りで効率よくまわります。

★昼食は長浜・黒壁スクエア内レストランで使えるランチクー
ポンをお渡しします。お好きなものをお召し上がりください。

★渡岸寺観音堂の十一面観音立像、宝厳寺の唐門、都久夫須麻
神社の本堂と３つの国宝をめぐります。

日帰り
AF0890

滋賀県

初級ハイキングコース

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：00-7：30］＝（東名・名神・北陸道）＝木之本IC＝
【渡岸寺観音堂（向源寺）】
土門拳の写真などで一躍有名になった本尊の十一面観音立像は国宝に指定されています。白洲正子さんも幾度となくこの仏像を見つめ、顕著に表しています。
【長浜・黒壁スクエアにて昼食】☆スクエアレストランで使える「長浜ランチクーポン（2,000円）」をお渡しします（自由昼食）
長浜港～（琵琶湖汽船・乗船30分）～竹生島
【琵琶湖八景で知られる信仰の島・竹生島】◎竹生島・宝厳寺（日本三弁財天の一つ。唐門は国宝）◎都久夫須麻神社（本堂が国宝。拝殿では
かわらけ投げができます。素焼きの小皿に願いを書き、岩場に立つ鳥居に向かって投げ、鳥居をくぐれば願い事が叶うと言われています）
竹生島～長浜港＝長浜IC＝（北陸・名神・東名）＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［20：00-21：30］

鳳来寺山特別拝観と歴史と自然を満喫する【だ
みね散歩】

●出 発 日 2020年11月14日㈯・18日㈬

●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★奥三河の山里『だみね』。設楽
町在住の案内人が愛する地元

をご案内。三河三観音のひとつ
「田峰観音高勝寺」も参拝

★家康ゆかりの鳳来寺山で紅葉
を楽しみながら歴史探索しま

せんか♪案内人が付き、普段非
公開の『十二神将真達羅大

将』や東照宮御宮殿を拝観しま
す。

★鳳来寺山麓の料理旅館で素朴
ながらも豪華な田舎料理ラン

チをご用意いたします♪

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：45
-7：45］＝東海IC＝

田峯城（菅沼定信が築城した山
城。道善処刑の地や首塚など見

学しながら散策）

田峰観音高勝寺（三河三観音の
ひとつ。２月に行われる奉納歌

舞伎が有名）

鳳来寺山麓で地元の田舎料理
を楽しむ

鳳来寺・東照宮特別拝観（普段
非公開の【十二神将真達羅大将

】と【鳳来山東照宮

御宮殿】鑑賞）
東海IC＝焼津駅・静岡駅・清水

駅［17：15-18：15頃］

日帰り
AF0886

愛知県

～世界遺産を語り部さんと歩く
！～

秋の熊野古道・馬越峠ハイキン
グ

●出 発 日 2020年11月７日㈯・11日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★紀勢道が延伸し、熊野古道は
大変行きやすくな

りました。

★熊野古道「伊勢路」を現地の
語り部とともに歩

きます。
★きいながしまで入浴休憩して

から帰ります。帰

路は車内でゆっくりとお寛ぎく
ださい。

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC
［5：30-6：50］＝（※車内弁

当）＝海山IC

【熊野古道・地元の語り部と馬
越峠ハイキング　約５km・３

時間】

道の駅海山・・・鷲毛登り口・・・
夜泣き地蔵・・・一里塚・・・馬越

峠・・・馬越公園・・・

尾鷲神社・・・JR尾鷲駅

【きいながしま古里温泉にて
入浴休憩】

紀伊長島IC＝吉田IC・焼津駅・
静岡駅・清水駅［20：15-21：3

0］

日帰り
AF0894

三重県

25名様限定

25名様限定

秋のハイキング企画と史跡めぐり

田代の
お薦めです！

歴史ロマンとパワー漲る大自然に
囲まれた奥三河へ♪秋深まる自然の
景色や1300年の歴史を語り継ぐ

鳳来寺山の特別拝観で
癒しの一日をお楽しみ

ください♪

歴史ロマンとパワー漲る大自然に
囲まれた奥三河へ♪秋深まる自然の
景色や1300年の歴史を語り継ぐ

鳳来寺山の特別拝観で
癒しの一日をお楽しみ

ください♪

初世の
お薦めです！

石畳が尾鷲ヒノキの美林の中に続く
「馬越（まごせ）峠コース」を現地語り
部と歩きます。夜泣き地蔵、馬越
一里塚、桜地蔵などの史跡も多く
残っていて、古の雰囲気が

体感できます。

石畳が尾鷲ヒノキの美林の中に続く
「馬越（まごせ）峠コース」を現地語り
部と歩きます。夜泣き地蔵、馬越
一里塚、桜地蔵などの史跡も多く
残っていて、古の雰囲気が

体感できます。



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

初秋の長瀞・秋の七草寺をめぐる旅
●出 発 日 2020年９月16日㈬・20日㈰
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★初秋の長瀞にて秩父専属の先達
さん案内のもと七草寺をめぐり
ます。
★秋の七草だけでなく、地元の食
材を使ったご昼食もお楽しみく
ださい♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：05］＝海老名JCT（圏央道）＝花園IC＝
有隣倶楽部（風雅な庭園望む日本建築で地元の食材を使った和食膳昼食）
※秩父先達会の案内人と巡礼
　不動寺（ナデシコ）→真性寺（オミナエシ）→法善寺（フジバカマ）→多宝寺（キキョウ）→洞昌院（ハギ）→
　遍照寺（クズ）→道光寺（オバナ）　約３時間半、バスで巡ります。（途中、15分程歩いて頂く箇所もございます）
花園IC＝（圏央道）海老名JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：20-20：00頃］

日帰り
AF0409

埼玉県

抹茶生産量日本一！！西尾市の
抹茶街道をめぐる
●出 発 日 2020年10月14日㈬・17日㈯
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★抹茶の生産量日本一の西尾市を訪ね観光するだけでなく、現地ガイドの案内でその歴史
や生産工程を学び石臼挽きを体験します♪

★お抹茶での一服を楽しむだけでなく、ランチも碾茶めしをご用意♪抹茶の力で身体も喜
ぶツアーになります♪

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：45-7：45］＝音羽蒲郡IC＝
葵製茶にて抹茶工場見学（石臼挽き体験）・抹茶点て体験・抹茶とお菓子で一服）
稲荷山茶園公園で茶畑見学
日本料理魚寅にて碾茶めしのご昼食
紅樹院にて茶の原木見学＝実相寺＝西尾市歴史公園　近衛邸から西尾城丑寅櫓を望む
音羽蒲郡IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：15-18：20頃］

日帰り
AF0884

愛知県

名水の地・白州市
蔵元での昼食と甲斐駒ヶ岳山麓の美術館
●出 発 日 2020年10月21日㈬・24日㈯
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★出発もゆっくり、帰りも早めのコースですので、
忙しい主婦の方におすすめです。
★蔵元・七賢では地元食材を生かした旬の献立と試
飲をお楽しみください。
★２つの美術館はそれぞれ１時間お取りします。自
然豊かな地に立つ「知る人ぞ知る美術館」です。

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-9：00］＝清水IC＝（中部横断自動車道）＝双葉JCT＝須玉IC
【旧甲州街道台ケ原　蔵元・七賢直営レストラン「臺眠（だいみん）」にて昼食】☆名水や地元の食材を生かした旬の献立をお楽しみください。
【薮内正幸美術館】絵本、図鑑などで鳥類や動物を緻密なタッチで描いた国内唯一の動物画美術館
【清春美術館内・光の美術館クラーベ・ギャラリー】建築家・安藤忠雄氏設計の美術館です。作品は自然光だけで鑑賞できるスタイルになっています。
長坂IC＝（中央道・中部横断道）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：15-19：30］

日帰り
AF0891

山梨県

岡田の古い街並み・知多木綿のふるさと散策と
綿繰りからの特別機織り体験
●出 発 日 2020年10月17日㈯・21日㈬
●旅行代金 13,800円（土曜日は2000円増し）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食付き）

★盲目の老翁が身代大師に一心におすがりしたところ目が見えるようになり、大師に自分
の眼鏡を残したことから 「めがね弘法」と呼ばれている身代大師を祀る大智院ではご住
職のおもしろくてためになる法話を聴き、楽しい人生を全うするヒントをいただきます。

★江戸時代の風景を思わせる土蔵や黒板塀を残す趣ある木綿の街を案内人と共に散策し、
機織りを体験します。

★ご昼食は明治創業の老舗料理旅館にて贅沢なお時間をお過ごしください。

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：45-7：45］＝東海IC＝
大智院（めがね弘法）＝老舗料理旅館《昼食》・・・岡田の古い街並み散策と綿繰りからの
特別機織り体験・・・おかき屋辰心（お買物）
東海IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：30-18：30頃］

日帰り
AF0888

愛知県

一度は見ておきたい地元民がお勧めする奥大井の絶景
ふじのくに美しく品格のある邑『縁結びの村くのわき』
地元案内人と歩く大井川と茶畑の絶景ハイキング

●出 発 日 2020年10月17日㈯・21日㈬
●旅行代金 9,800円（昼食付き）

★奥大井の大自然と日本の原風景を満喫
★地元案内人が絶景と縁結びのパワース
ポットにご案内

★名物の大根そばやアマゴの塩焼きなど
地元の味覚とおもてなしを堪能

静岡駅・焼津駅［7：30-8：10］＝川根温泉道の駅（休憩）ー塩郷駅・・・☆恋金橋（塩郷の吊橋）・・・☆六地蔵・・・☆佐沢薬師観
音堂・・・☆三津間集落センターにて名物料理の昼食・・・☆八幡神社・・・☆ぬた平（茶畑と大井川の絶景ポイント）・・・☆塩郷
ダム堰堤・・・塩郷駅ー☆川根温泉ホテル（入浴）＝焼津駅・静岡駅［17：50-18：40］

日帰り
AF0880

静岡県

ゆっくり出発・ゆったり滞在　県内プチ贅沢旅♪
修善寺「湯回廊  菊屋」に泊まるキャンドルナイト２日間
●旅行期間 2020年８月20日㈭～21日㈮

■旅行代金に含まれるもの：バス代、宿泊費、観光料、添乗員同行　■最少催行人員：14名様　■食事条件：朝１回／昼１回／夕１回

１泊２日
AF0882

静岡県

★万灯会の8/20限定！ろうそくに照らされ
た幻想的な修善寺の夜をお過ごしください

★夏目漱石も宿泊した創業約400年の老舗旅
館。伊豆で獲れた海の幸、桂川の川音が聞
こえてくる温泉。貸切温泉風呂もございま
すのでのんびりとおくつろぎください

●旅行代金
　（お一人様） 48,000円

２～４名様ご一室（和室）

52,000円
１名様ご一室（和洋室）

１日目 静岡駅［12：45］＝☆修善寺温泉街散策※現地ガイド付　約１時間・・・夕食（旅館）・・・☆修善
寺キャンドルナイト19：30頃～（祈祷ろうそくに願いを込めて温泉街を歩きます。各自ご自由
にご参加ください）※雨天中止となる場合がございます。　　　　　　　　　　☆湯回廊　菊屋（泊）

２日目 旅館9：00＝☆ニューヨークランプ＆フラワーガーデン（ティファニーランプやステンドグラス、花の庭
園を見学。少し歩くと城ケ崎海岸の吊り橋もございます）＝☆伊豆高原にある美しい海を望むラ・ヴィー
タ・エ・ベッラにてイタリアンのランチ＝☆伊東マリンタウン（買物）＝静岡駅［18：00頃］

毎月長蛇の列！大人気の蓮久寺の
素敵なご朱印を頂く♪

葉梨川沿いを真っ赤に彩る２kmの
絶景

蓮久寺の特別ご朱印と香り袋の
お守り作り体験

★藤枝の葉梨川沿いに２kmに渡
り彼岸花の真っ赤な絨毯が広が

ります

★ＳＮＳでも話題！素敵なご朱
印を頂ける蓮久寺で特別ご朱印

ＧＥＴ

★自分だけの可愛らしい香り袋
のお守り作りを楽しみます

①浜松駅・掛川駅・島田駅・藤枝
駅［10：00-12：15］＝

②沼津駅・富士IC・静岡駅・焼津
駅［9：30-11：50］＝

昼食（志太豊）＝葉梨川彼岸花
鑑賞＝蓮久寺

※お好きな香りの香木をブレ
ンドして自分だけの香袋のお

守りを作ります！

※蓮久寺の素敵な特別ご朱印をご用
意しております（月のご朱印は各自に

てお求めいただけます）

＝①藤枝駅・島田駅・掛川駅・
浜松駅［16：30-18：45］

＝②焼津駅・静岡駅・富士IC・
沼津駅［16：40-18：50］

日帰り
AF0883

静岡県
●出 発 日 2020年９月23日㈬①西部地区

　　　　　　９月26日㈯②
東部地区

●旅行代金 12,800円（昼食付き）

24名様限定

★現在日本各地で大人気の観光列車・グルメ列車の先駆けでもある『おれんじ鉄道』♪華やかで繊細な地産地消の豪華ランチとあたたかなおもてなし、ローカル線ならではの絶景をお楽しみください♪★黒川温泉、天草、南霧島の名湯へご案内♪毎日温泉三昧で疲れた身体もつるつるピカピカ！！★復興中の熊本城に天草クルーズ、九州の小京都『豆田』の街歩きなどのんびり観光でゆったり優雅な気分♪

４日間
AF0835

九州 ●旅行期間 2020年９月２日㈬～５日㈯●旅行代金 138,000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：20,000円　

憧れの観光列車に乗って初秋の九州をめぐる観光列車『おれんじ食堂』乗車と黒川温泉

１日目 9：30静岡空港＝FDA143便＝10：55福岡空港　九州の小京都 豆田で薬膳料理のランチと案内人と
 街歩き（約90分）　黒川温泉　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬の本高原ホテル（泊）
２日目 ホテル（9：00発）＝阿蘇の山々を望む草千里へ＝熊本城のお膝元でランチ＝天草五橋
 クルージング（１年通して穏やかな海域で船酔いの心配はありません！！天草松島の多島海
 と天草五橋が調和して作り出された絶景を約30分の間爽快に駆け巡ります♪）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松島観光ホテル岬亭（泊）
３日目 ホテル（9：15発）＝新八代駅（11：10発）＝観光列車おれんじ食堂一番人気の第二便へ乗
 車しスペシャルランチ堪能♪＝川内駅（14：56着）＝南霧島温泉　ホテル京セラ（泊）４日目 ホテル（9：00）＝霧島神宮（霧島温泉地を護る南九州屈指のパワースポット）＝霧島
 ファクトリーガーデン（焼酎で御存知の霧島の工場見学とランチ）　　　　15：20鹿児島空港＝FDA134便＝16：50静岡空港■旅行費用に含まれるもの：航空運賃、バス代、宿泊費用、昼食代、上記記載施設の入場料、現地案内人費用
■利用予定ホテル：１日目／瀬の本高原ホテル　２日目／松島観光ホテル岬亭　３日目／ホテル京セラ
■食事条件：朝３回／昼４回／夕３回　■最少催行人員：15名様　■添乗員：全行程同行

月のご朱印

テーマのある旅と県内の魅力再発見

青嶋の
お薦めです！

葉梨川沿いに真っ赤な彼岸花がびっしり！
こんな近くにこんな場所が！とびっくり
です。そしてこの川沿いにひっそりと
建つ蓮久寺は素敵なご朱印を頂けると
大人気。毎月のご朱印を頂きに
県内・県外からも多くの方が

訪れています。
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建つ蓮久寺は素敵なご朱印を頂けると
大人気。毎月のご朱印を頂きに
県内・県外からも多くの方が
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田代の
お薦めです！

グルメ列車に美肌温泉に
絶景クルーズ！！九州の魅力が
たっぷり詰まった楽しい
４日間♪のんびりゆったり

贅沢なひとときを
お過ごしください♪
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たっぷり詰まった楽しい
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贅沢なひとときを
お過ごしください♪


