
※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

2021
7・8 月号
vol.106

いつもご利用ありがとうございます。今号では７月末から９月までのツアーをご用意いたしました。
外出するにはさまざまな制約があるこの頃ですが、私どもはwithコロナの時代における

「新しい旅のスタイル」として安心、安全を第一にするとともに、使命である「旅の豊かさ」をご提供し続けて参ります。

国のＧｏＴｏトラベルキャンペーンが再開された場合、掲載されているツアーは対象期間内であればいずれもキャンペーン対象商品となり、旅行代金
への給付金や地域共通クーポンが受けられるようになります。その際のお支払い実額などは弊社ホームページをご確認ください。

大塚国際美術館３時間ゆったり見学と
大潮の時期に訪れる鳴門海峡

２日間
AF0804

徳島県
●旅行期間 2021年９月４日㈯～５日㈰
●旅行代金 59,800円
　　 ※１名部屋追加代金：7,000円、3名部屋利用の場合は1,000円割引

ＦＤＡ夏季臨時便で行く！
富良野・旭山動物園・小樽・積丹半島３日間

３日間
AF0756

北海道
●旅行期間 2021年８月20日㈮～22日㈰
●旅行代金 122,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 112,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 108,000円（３名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

～憧れの夏の上高地で２連泊！
～

１度は泊まりたい日本初の
山岳リゾートホテル
「上高地帝国ホテル」で過ごす３日間
【アンビアバスのPREMIUM36を

２席１名使用】

３日間
AF1019

長野県

●旅行期間 2021年８月４日㈬～６日㈮
●旅行代金 （24㎡・ツイン）198,000円　（30㎡・ツイン）208,000円
　　　　　　　　（２名１部屋ご利用

の場合のお一人様料金）

★新神戸まで新幹線で移動。無駄のない観光が楽しめます。
★徳島・鳴門海峡のグルメにこだわりました。
★大塚国際美術館に約３時間滞在。陶板画で再現された世界の名画を鑑賞。
★瀬戸内海国立公園内の南欧風リゾートホテル・アオアヲナルトリゾートにご宿泊。
★設定日を大潮の時期としました。豪快なうず潮の様子もお楽しみください。

★ＦＤＡ夏季臨時便で効率よく北海道をめぐります！
★夏休みの週末を利用！家族に人気の観光地を網羅しました！
★宿泊は２泊とも洋室タイプ！お子様からご年配の方まで負担なくお休みいただけます！

★予約が難しい夏の上高地帝国ホ
テルで２連泊します！

★夕食も上高地帝国ホテルで和食
、洋食が楽しめます。

★上高地での滞在を満喫するため
、２日目の午前中は公認ガイドが案

内します。

■食事回数：朝１回／昼２回／夕１回　■宿泊先：鳴門・アオアヲナルトリゾート（洋室）　■最少催行人数：８名様
■食事回数：朝２回／昼３回／夕

２回　■宿泊：上高地帝国ホテル
（洋室・２名１室）　

■最少催行人数：10名様　■利用
バス会社：アンビアバス　※１名

１室、３名１室不可

大迫力の黒部ダム放水と初秋の立山黒部アルペンルート
３日間
AF1013

富山県
●旅行期間 2021年９月12日㈰～14日㈫●旅行代金 108,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）　　　　　 　92,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）★夏から秋だけ見ることのできる黒部の風物詩！迫力満点のダム放水を間近で見学！★１日目は北アルプスの大自然に囲まれたリゾートホテル、２日目は「日本一の峡谷」と呼ばれる

黒部峡谷をお部屋から望む老舗宿。どちらも好評価で趣向の異なる温泉宿でおくつろぎください。

■宿泊先：１日目／ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん（洋室）　２日目／延楽（和室）　
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人数：13名様■宿泊先：１日目／アートホテル旭川（洋室）　２日目／オーセントホテル小樽（洋室）　

■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人数：10名様

週末利用

※小学生は
　5,000円引き！！

上高地（河童橋）©上高地観光旅館組合

夕食（フレンチ）イメージ

上高地帝国ホテル（館内）

上高地帝国ホテル（外観）

１日目　７：30-９：15静岡駅→（新幹線・普通指定席）→９：30-11：15新神戸駅
　　　　バスにて徳島県・鳴門市へ（明石海峡、淡路島、大鳴門橋経由）　★生産者連携  四国・瀬戸内ダイニン

グ「THE NARUTOBASE」にて地産地消の昼食　〇大塚国際美術館（３時間滞在）
　　　　観光後、鳴門海峡を望むアオアヲナルトリゾートにて夕食 アオアヲナルトリゾート（泊）
２日目　ホテルにて朝食　〇霊山寺（四国88カ所１番札所）　〇鳴門市ドイツ館（板東俘虜収容所）
　　　　〇阿波おどり会館（おどり見学と体験も）　★徳島・新鮮なっとく市にて瀬戸内・海の幸の昼食
　　　　〇鳴門海峡・海潮船乗船（約30分　※午前中の場合あり）
　　　　17：20-18：30新神戸駅→（新幹線・普通指定席）→19：30-20：40静岡駅

１日目　焼津駅８時・静岡駅８時
30分・清水駅９時 出発　バスにて

信州・安曇野地区へ

　　　　☆昼食：ホテルアンビエ
ント安曇野（和御膳）

　　　　◎碌山美術館（60分）　
～上高地帝国ホテルに早めのチェ

ックイン（16時30分頃）

　　　　★夕食：上高地帝国ホテ
ルにてフレンチをお楽しみくださ

い。 上高地帝国ホテル（泊）

２日目　ホテルにて朝食（和・洋
選べます）　出発は９時00分頃　

【午前：上高地公認ガイドと約６
kmの散策  河童

橋～大正池】　澄み切った池や川
の流れ、静かな湿原、その日によっ

て表情を変える山々など、景色を
目い

っぱい楽しめるコースを上高地公
認ガイドと歩きます。

　　　　☆昼食：上高地ホテル白
樺荘にて　【午後：フリータイム】

　★夕食：上高地

帝国ホテルにて和食をお楽しみく
ださい。 上高地帝国ホテル（泊）

３日目　ホテルにて朝食（和・洋
選べます）　出発は10時00分頃

　◎松本城：

現存する五十天守の中では日本最
古の国宝の城　◎繩手通り・中町

通

り：城下町の風情を残すエリアで
ショッピングが楽しい（自由散策

）　

☆昼食：ヒカリヤヒガシ（約120年
前に建てられた名門商家の蔵屋敷

を改装・季節の和御膳）　静岡駅到
着は19時00分頃になります。

１日目　焼津駅・静岡駅・清水駅［７：00-８：10］＝☆石井味噌 見学＝☆穂高神社 参拝 ☆ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん（泊）２日目　ホテル＝扇沢駅++（電気バス）++☆黒部ダム 見学++（ケーブルカー）++黒部平++（ロープウェイ）++大観峰++（トロリーバス）++☆室堂 昼食＆みくりが池など散策++（高速バス）++美女平++（ケーブルカー）++立山駅＝☆宇奈月温泉  延楽（泊）３日目　ホテル･･･宇奈月駅++（黒部峡谷トロッコ）☆欅平駅 周辺散策++宇奈月駅＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30頃-20：40頃］

１日目　９：35富士山静岡空港～～FDA171～～11：20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８時頃出発　旭山動物園（行動展示で大人気！！日本最北の動物園　約３時間滞在）
　　　　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）
　　　　※夕食は小樽の新鮮なネタが魅力のお寿司をご賞味 オーセントホテル小樽（泊）
３日目　ホテル８時頃出発　◎青の洞窟クルーズ　◎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）
　　　　17：10丘珠空港～～FDA176～～19：05予定静岡空港

限定16名様

福本の
お薦めです！
福本の
お薦めです！

夏のアルペンルートは自然豊かな
青と緑のコントラストが広がります。
いろんな乗り物で景色を見ながら

頂上まで行き、散策♪
大きな荷物はバスに預けてゆっくり

散策をお楽しみください。

初世の
お薦めです！
初世の
お薦めです！

夏の上高地帝国ホテルに
２連泊できる貴重な機会です！

この夏最高のひと時を
このツアーで

お過ごしください！



風情ある八幡堀とジブリの世界
ラ・コリーナ近江八幡

～相模湾を望むリゾート  大磯・真鶴海岸～
大磯プリンスホテルでの
フレンチと旧吉田茂邸

朝の連続テレビ小説「おちょやん」のロケ地

岡田美術館「東西の日本画」
～大観・春草・松園など～
仙石原プリンスホテルでのアフタヌーンティー♪

日帰り
AF0966

神奈川県

日帰り
AF1004

東京都

美食と歴史の旅　東海道の宿場町・桑名宿と
ゆったりと時間が流れる店内で
土地の旬物ハマグリをいただく

日帰り
AF0448

三重県

地蔵川に映る水中花梅花藻と
百日紅の花の共演
湖上に浮かぶ神秘のパワースポット竹生島

雅叙園東京 百段階段アートイルミネーション和のあかりと
日本を代表する現代アート！

アートアクアリウム美術館

日帰り
AF0989

滋賀県

日帰り
AF1003

神奈川県

日帰り
AF0988

滋賀県

●出 発 日 2021年９月10日㈮・16日㈭
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

●出 発 日 2021年９月４日㈯・９日㈭
●旅行代金 18,800円（昼食付き）

●出 発 日 2021年９月15日㈬・20日㈪
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

●出 発 日 2021年
　８月26日㈭・28日㈯
●旅行代金 21,000円（昼食付き）

●出 発 日 2021年９月10日㈮・18日㈯
●旅行代金 17,800円（昼食付き）

●出 発 日 2021年８月４日㈬・７日㈯
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

桑名の地はまぐりは濃い味わいと日本一美しい模様が、桑名人の昔からの自信と誇り。過去のツアー
でも好評だった料亭「大和（だいわ）」ではまぐりをしゃぶしゃぶでお楽しみいただきます。

★東京と京都の画家を中心に東西の日本画を紹
介します。大観の大作

「霊峰一文字」や松園美人の代表作「汐くみ
」をはじめ岡田美術館

に収蔵される屈指の名品が一堂に会します

相模湾の海を望みながらの洋食ランチと戦後の内閣総理大臣・吉田茂が晩年過ごした邸宅を見学
します。また、真鶴海岸を望む中川一政美術館では迫力のある油絵を鑑賞いただきます。

★雅叙園東京の百段階段の各部屋に飾られた色
とりどりの鮮や

かな空間「和のあかり」展をお楽しみください
。

★「命の宿る美術館」がコンセプトのアートア
クア

リウム美術館は過去最大規模の30000匹超の
金

魚を展示。かなりの凄さです！

★映画やドラマそして「おちょ
やん」のロケ地としておな
じみの八幡堀の風景を地元
案内人と一緒に散策します
★老舗菓子店のたねやがプロ
デュースするラ・コリーナ近
江八幡はクラブハリエのバ
ームクーヘンが有名！この
時期はインスタ映えする素
晴らしい景観が見られます
★近江牛のランチはとっても
好評です♪是非ご賞味くだ
さい。

■最少催行人員：20名様

■最少催行人員：20名様

■最少催行人員：25名様

■最少催行人員：20名様

■最少催行人員：25名様

■最少催行人員：25名様

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［７：00-９：20］＝（東名高速）＝厚木IC＝（小田原厚木道路）＝
◎旧吉田茂邸：３年前から一般公開された歴史の舞台
☆昼食：大磯プリンスホテル「Ｓ．ＤＩＮＩＮＧ」にてフレンチ
◎真鶴海岸（三つ石）
◎真鶴町立中川一政美術館（日本洋画壇の重鎮の美術館）
＝（熱海・熱函道路・伊豆縦貫道）＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：20］

清水駅・静岡駅・焼津駅・［７：00-８：10］＝（東名）＝桑名IC
「大和（だいわ）」にて桑名産ハマグリしゃぶしゃぶの昼食（季節の前菜、蛤のしゃぶしゃぶ、だし汁で湯豆腐、デザート、ご飯）
観光案内人のご案内で、東海道の宿場町・桑名宿散策　約２キロ
七里の渡し跡（ここにある大鳥居は、これより伊勢路に入ることから「伊勢国一の鳥居」と称され、伊勢神宮の遷宮ごとに建て替えられています）
六華苑（諸戸清六の旧邸宅。日本近代建築の父・ジョサイア・コンドル設計）
桑名別院（本統寺）（開創400年の歴史を持つ古刹。徳川家茂や明治天皇が宿泊されたお寺）
桑名IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［18：15-19:15頃］

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［６：00-８：00］＝小牧JCT＝蒲生スマートIC＝
昼食（久ぼ多屋  近江牛をご堪能ください）＝八幡堀 古い町並み散策（風情あるノスタルジックな風景  おちょやんの
ロケ地でもあります）＝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。約１時間30分）
＝八日市IC＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［19：15-21：15］

清水駅・静岡駅・焼津駅［６：00-７：00］＝小牧JCT＝米原IC＝
醒ヶ井　梅花藻鑑賞（水中花の白と百日紅のピンクとのコントラストが川面に揺れて綺麗です）＝昼食
（北ビワコホテルグランツィエにて近江牛のすき焼きをご堪能ください）＝長浜港発～～（琵琶湖汽船）
～～竹生島（80分）　周囲２kmあまりの小島パワースポット　竹生島港発～～長浜港着＝米原IC＝小
牧JCT＝焼津駅・静岡駅・清水駅［20：15-21：15］

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［７：15-９：00
］＝海老名JCT＝五反田＝

昼食（ホテル雅叙園東京KANADE TERRACE
にてバフェスタイルランチ）

百段階段アートイルミネーション和のあかり
自由見学　※豪華絢爛な

世界をお楽しみください

アートアクアリウム美術館　※最大30000匹
超の金魚が織りなす美し

い世界。季節によって展示が変わる「生命の
宿る美術館」日本の伝統文

化と最先端のテクノロジーを駆使しこれまで
にない体験を実現

＝本町＝海老名JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅
・焼津駅［18：15-20：00］

焼津駅・静岡駅・清水駅・沼津駅［７：20-10：0
0］＝沼津IC＝御殿場IC＝

昼食（箱根ホテル）
岡田美術館　※横山大観や上村松園など日本

画家たちの作品は色とり

どりの魅力に満ちています

仙石原プリンスホテルにてティータイム　※
約２時間15分の美術館鑑賞後に

はごゆっくりティータイムをお過ごしください。スイー
ツプレートセット付きです♪

＝御殿場IC＝沼津IC＝沼津駅・清水駅・静岡駅
・焼津駅［17：45-20：15］

近江牛の網焼き御膳（イメージ）

画像提供：アートアクアリウム美術館／ホテル
雅叙園東京

風情ある八幡堀とジブリの世界
ラ・コリーナ近江八幡
風情ある八幡堀とジブリの世界
ラ・コリーナ近江八幡

昼食（イメージ）

近江牛すき焼き会
席

大橋翠石「虎図屏風」（右隻部分）
大橋翠石「虎図屏風」（左隻部分）

横山大観「霊峰一文字」

上村松園「汐くみ」
（部分）

速水御舟「木蓮（春園麗華）」
（部分）

アフタヌーンティー（イメージ）

箱根ホテ
ルコース

ランチ（
イメージ

）

★この時期は川沿いに植えられたピンクの百日紅の
花が落ち白い梅花藻との共演がとても綺麗です。

★ランチは近江牛のすき焼き！お楽しみください！
★竹生島は現地ガイドと一緒に散策します

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

富士と言えば大観！
富士も美人も観音様も揃うこの

「東西の日本画」展をお楽しみください。
絵画の世界をお楽しみ頂いた後は、

仙石原プリンスにて
アフタヌーンティをご用意♪
素敵な時間をお過ごし

くださいね。

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

昨年８月にオープンした
アートアクアリウム美術館は青嶋一押し！！
館内は驚くほど美しく。様々な水槽で金魚が
泳ぎ、そして空間の演出も素晴らしい　
是非是非、幻想的な水中アートを

ご覧頂きたいです♪
美しいものを見て癒されに

行きましょう　



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

添乗員：全ツアー同行します。　※写真は全てイメージです。

ハイキングツアー
～霧ヶ峰の高山植物と日本最南の高層湿原～
日本百名山・車山と八島ケ原湿原ハイキング

★日本の百名山・霧ヶ峰の主峰「車山」山頂まで展望
リフトを利用！
★山頂から高山植物を愛でながらの下りハイキングを
お楽しみください。
★八島ケ原湿原の蛙鳴は日本の音風景100選の一つに
なっています。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：50］＝清水IC＝（中部横断道・中央道）＝諏訪南IC＝
【車山高原スカイパークホテルにて昼食】　内容：和洋中の前菜５種、安曇野産オオマスのカルパッチョ、信州ミニ蕎麦３
種、信州みそ仕立ての豚しゃぶしゃぶ
【霧ヶ峰連峰の主峰・日本百名山　車山（標高1,925m）】　車山山頂へは展望リフトで15分！リフトを降りて徒歩３分の「SKY 
TERRACE」からは360°広がる迫力の山岳風景が望めます。夏の高山植物を見ながらの下りハイキングをお楽しみください。
【日本最南の高層湿原「八島ケ原湿原」ハイキング　※約１時間30分】　１年に１mm堆積する泥炭層が厚さ８mを超え、
360種類もの植物が自生する世界的にも貴重な高層湿原です。爽やかなハイキングをお楽しみください。
【たてしな自由農園】　ビーナスライン沿いにリニューアルしたお店で地元の野菜、果物、農産加工品が手に入ります。
＝諏訪南IC＝（中央道・中部横断道）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［20：00-21：00］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF1015

長野県 ●出 発 日 2021年８月９日㈪・14日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

●出 発 日 2021年８月25日㈬・28日㈯
●旅行代金 13,800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］

祝！修復！！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

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年９月１日㈬・４日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★山梨県甲州市を代表する日本百名山の一つ大菩薩。展望に恵まれた穏やかな山稜が続く、初心者に
も人気の登山スポット！！
★中里介山の長編小説「大菩薩峠」は広く知られ、深田久弥「日本百名山」にも名を連ねる秩父多摩
甲斐国立公園。富士山をはじめ、南アルプス、乗鞍岳、八ヶ岳、奥秩父の山々などの展望も魅力♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝清水IC＝勝沼IC＝
※歩行約７km、約３時間30分
上日川峠（1,580m）・・・（唐松尾根）・・・雷岩・・・大菩薩嶺（2057m）・・・大菩薩峠（絶景の山岳パノラ
マ）・・・上日川峠
※初級者向けの登山コースになります。服装・靴は登山装備でお出掛けください。
勝沼IC＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：20頃］

日帰り
AF0904

山梨県

登山ガイド同行！日本百名山　大菩薩嶺を歩く

■最少催行人員：20名様

青木ヶ原樹海ハイキング～樹海の神秘に触れる
～

●出 発 日 2021年８月８日㈰・28日㈯

●旅行代金 11,800円
（昼食弁当付き）

　　　　　　　　　　　　　　
　　 ※小学生は800円引き

1,000年以上の前に起きた噴火
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［16：0
0-17：00］

○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

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年８月７日㈯・９月18日㈯

●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

八ヶ岳山麓スーパートレイルは
、八ヶ岳山麓の自然を楽しんで

いただくために、歩く旅のステ
ージとして設

定したものです。登山道や自然
歩道、あるいは国道や県道など

既存の道を連続的につないだ、
総距離およそ

200kmを、八ヶ岳山麓スーパ
ートレイルと名付けました。こ

のトレイルの特徴は、八ヶ岳山
麓の豊かな自

然を安全に堪能していただくこ
とができることです。長いトレ

イルですが自然のすばらしさを
満喫いただき

ながら、歩く旅をお楽しみくだ
さい。

【第15回　９月18日㈯】～八
島湿原、霧ヶ峰、白樺湖へ　日本有数

の高山植物群落は必見～

○参考タイム・・・４時間半　○
歩行距離・・・約13km　○難易

度・・・★★☆

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：
00］＝新清水IC＝《中部横断自動

車道・中央自動車道》＝

四季に亘って繊細な風景と多くの
高山植物を堪能でき、世界的にも

貴重な八島湿原は、

１時間半ほどで周遊できます。鎌
倉時代に流鏑馬が行われたとい

う旧御射山（みさや

ま）遺跡のある湿原の南側から信
濃路自然歩道、霧ヶ峰自然研究路

を歩き、自然保護セ

ンターから車山へ。車山乗越から
は、車山高原の散策路を白樺湖へ

と下ります。

蓼科湖＝新清水IC＝清水駅・
静岡駅・焼津駅［18：30-19：3

0頃］

【第14回　８月７日㈯】～女
神湖から八島湿原　展望の山

から高層湿原へ～

○参考タイム・・・４時間半　○
歩行距離・・・約10.5km　○難

易度・・・★★☆

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：
00］＝新清水IC＝《中部横断自動

車道・中央自動車道》＝

大門峠から霧ヶ峰高原へ草原の
防火帯を頂上へ向かって歩きま

す。蓼科山の勇姿を

目前に、八ヶ岳連峰が見渡せます
。山彦尾根に添った高原の道を南

ノ耳、北ノ耳と二

つのピークを過ぎ、ゼブラ山と
呼ばれる男女倉山（おめくらや

ま）に着けば、本州最

南の高層湿原、国の天然記念物と
して知られる八島湿原（1630m

）が見えてきます。

蓼科湖＝新清水IC＝清水駅・
静岡駅・焼津駅［18：30-19：3

0頃］

日帰り
AF0689

長野県

全15回で踏破を目指せ！！

総距離約200kmの八ヶ岳スーパートレイ
ルに挑戦！！

■最少催行人員：15名様

第14回 第15回

山梨県
静岡県

★そばの花は普通は白色ですが全国でも珍しい赤
いルビー色のそばの花が咲いています。

★中津川は栗きんとん発祥の地。栗きんとんのお
店がいたるところに点在しています。食べ比べ
は如何ですか？

★そばの花は普通は白色ですが全国でも珍しい赤
いルビー色のそばの花が咲いています。

★中津川は栗きんとん発祥の地。栗きんとんのお
店がいたるところに点在しています。食べ比べ
は如何ですか？

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝岡谷JCT＝伊北IC＝
赤そばの里（日本でも珍しい赤そばの花が東京ドームほどもある広大な畑に一面ピンクの絨毯
の絶景が広がります）＝かんてんぱぱガーデンにてお買物（寒天を使った様々な食品がありま
す）＝昼食（やまだや保翁）＝中津川宿栗きんとんめぐり　※自由散策
＝焼津駅・静岡駅・清水駅［19：30-20：30］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0847

●出 発 日 2021年９月25日㈯・30日㈭
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

●出 発 日 2021年９月25日㈯・30日㈭
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

長野県
岐阜県

中津川宿栗きんとんめぐり中津川宿栗きんとんめぐり中津川宿栗きんとんめぐり

シリーズ復活！

ネイチャーガイド
井戸さんがご案内！！

栗きんとん



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

添乗員：全ツアー同行します。　※写真は全てイメージです。

県　内　ツ　ア　ー
一度は見ておきたい伊豆の風景
南伊豆の隠れた秘境『子浦』で絶景と地球の歴史に触れる

★日和山からの南西伊豆半島の景色を満喫。
★半洞窟の石仏群や古刹を巡り伊豆や地球の歴史に触れていただきます。
★江戸時代から昭和初期までの砕石場跡で神秘的な雰囲気の『室岩堂』見学。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：15-7：15］＝清水港～～駿河湾フェリー～～土肥港＝
☆松崎町室岩堂（江戸時代から稼働していた砕石場）＝☆まつざき荘（地魚をメインとした昼食）＝
子浦（ジオガイドと合流）
☆風待ち港・子浦の歴史と地球を感じるハイキング
子浦・・・三十三観音（崖のくぼ地の石仏群）・・・日和山（南西伊豆半島の絶景）・・・ころばし地蔵・・・子浦
港・西林寺（十四代将軍・家茂公ゆかりの寺院）
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：45-19：50］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0950

静岡県 ●出 発 日 2021年７月24日㈯・27日㈫
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★KADODE OOIGAWAではお茶はもちろん新鮮野菜や
果物、雑貨など駿河のいいもんがたくさん揃ってます！

★焼津で幅広く活躍する良知樹園にて自分で作る苔玉体験
　どなたでも大丈夫！素敵な苔玉作ってみましょう♪楽し
いですよ(^^♪

★焼津港を発展させた翁の一人服部安次郎氏の生家が生ま
れ変わり今年４月に庭の宿「帆やhoya」としてオープン
したばかり。一歩入れば大正時代に迷い込んだかのよう
です。

清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［7：40-9：15］＝
KADODE OOIGAWA見学　※2020年11月にオープンした緑茶・農業・観
光の魅力をたっぷり味わえる県内最大規模の体験型フードパークです。
昼食（志太豊）＝
良知樹園　※季節のお花や観葉植物を使った苔玉作り体験！素敵な苔玉作りましょう
浜通りの服部家見学　※服部家は水産翁の一人として称えられる服部安次郎さんの
生家。歴史的価値が高い建物で見事に再生された服部家が2021年４月に完成しました。
＝藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［16：45-18：45］

■最少催行人員：15名様

日帰り
AF1005

静岡県

●出 発 日 2021年８月24日㈫・９月11日㈯
●旅行代金 17,500円（昼食付き）

20名様限定

2020年11月オープン！KADODE OOIGAWAへGO！
自分で作ってみる季節の可愛い苔玉♪
焼津水産翁　趣を残しながら甦った服部安次郎氏の生家

大井川の秘境駅「奥大井湖上駅」
の

絶景と寸又峡温泉

★とろりとお肌に染み渡る別名「
美人づくりの湯」寸又峡

　温泉にて地元でとれた山菜や川
魚のご昼食と温泉をお楽

　しみください。また周辺散策に
もお出掛けいただけます♪

【西部発】浜松駅・掛川駅［6：
30-7：30］＝

【中部発】清水駅・静岡駅・焼津
駅［6：45-7：45］＝

☆奥大井湖上駅 展望台・・・〈階
段有〉・・・奥大井湖上駅＋＋＋ア

プト

ライン乗車（アプト機関車の解放作
業をご覧いただけます）＋＋＋奥泉

駅＝

☆寸又峡温泉 翠紅苑にてご昼
食とご入浴 約２時間滞在

（入浴をされない方は周辺散策
や“夢のつり橋”などお楽しみく

ださい）

☆KADODE OOIGAWA 門出
駅に隣接し、2020年秋にオー

プンし

たマルシェやカフェが楽しめ
る施設

＝【西部着】掛川駅・浜松駅［1
7：20頃-18：20頃］

＝【中部着】焼津駅・静岡駅・清
水駅［17：40頃-18：50］

■最少催行人員：15名様

日帰り
AF1007

静岡県
●出 発 日 2021年７月27日㈫・28日㈬・29日㈭

●旅行代金 13,800円（昼食付き）

各発着地20名様限定！！
（大型バス通行不可の為）

西部・中部
　発着！

■宿泊先：湯回廊　菊屋　■食
事条件：朝１回／昼２回／夕１

回　■最少催行人員：13名様

２日間
AF0882

静岡県 ●旅行期間 2021年８月22日㈰～23日㈪

●旅行代金 63,800円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 49,800円（２～３名１部屋ご利用の場合のお一人様料
金）

★夏目漱石も宿泊した創業約4
00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。貸切風呂もご

ざいますのでのんびりとおくつ
ろぎください。

★１名・２名様ご一室ご利用の
方は「新館　風の語り部」

　３名様ご一室ご利用の方は「
本館」のご利用となります。

１日目 浜松駅・掛川駅・静岡
駅［8：15-10：45］＝貸切バス

にて三島へ

 ☆三島にてうなぎをメインと
したご昼食＝☆三嶋大社　参

拝＝

 ☆伊豆修善寺　湯回廊菊屋　
チェックイン

 ☆修善寺キャンドルナイト　
夕食後、各自ご散策をお楽しみ

ください♪

２日目 ホテル＝☆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）＝☆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（休憩＆買物）＝静岡
駅・掛川駅・浜松駅［18：00-20

：30頃］

13～20名の少人数で行く県内
ツアー

修善寺「湯回廊　菊屋」に泊まるキャンドルナイト
２日間

西部・中部
　発着！

福本の
お薦めです！
福本の
お薦めです！

CMやSNSなどで話題の無人駅
「奥大井湖上駅」エメラルド
グリーンに輝く大井川の上に
ポツンとある駅から大井川

鐵道アプトライン
に乗車！

福本の
お薦めです！
福本の
お薦めです！

８月だけの期間限定イベント！
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。
ゆっくりとした行程になって
います。県内の絶景を遠出
できない今、お楽しみ

ください♪

【新型コロナウィルス感染症への取り組み】
　（バス座席）　定員の７割を募集定員にしております。お仲間同士の方はお隣り同士でご利用いただきますが、一人参加の方の相席はいたしません。
　　　　　　　バス座席は毎日固定いたします。座席の変更、移動はご遠慮ください。
　（休　　憩）　約１時間に１回（バス走行時）
　（車内換気）　走行時は常に換気、長時間停車時は窓・ドアの全開
　（消　　毒）　バス車両および添乗員、乗務員の消毒の徹底
　（観光施設）　コロナ対策を実施している施設を利用

　〈お客様へのご協力とお願い〉
　◎最終日程表と一緒にお送りするコロナ対策質問票へのご記入、当日のご提出をお願いします。
　◎マスク着用でのご参加をお願いします。
　◎バスの乗車時、観光施設への入退室時には備え付けの消毒液にて手指の消毒をお願いします。
　◎出発前に検温のご協力をお願いします。37.5℃以上の場合はご参加を遠慮いただきます。
　◎観光箇所ではできるだけ密集を避けるために、お客様との距離を取っていただくよう、お願いします。
　◎旅行帰着後、14日以内に新型コロナウィルス「陽性」と診断された場合には必ず弊社までご連絡ください。

【ＳＢＳツアーズ　ツアーお申し込みからご出発まで】
　国内旅行（宿泊がともなう旅行） 国内旅行（日帰り旅行）
　◎催行決定……………………旅行出発の１か月前まで ◎催行決定……………………旅行出発の14日前まで
　◎旅行代金ご入金……………旅行出発の20日前まで ◎旅行代金ご入金……………旅行出発の10日前まで
　◎最終日程表などの送付……旅行出発の10日前まで ◎最終日程表などの送付……旅行出発の７日前まで

　　※いずれの旅行も出発の前日または前々日に添乗員から確認のご連絡を差し上げます。集合場所や時間の確認とともに、旅行出発に際してご不明な点
　　　があればお申し付けください。
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