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BF0004

現地在住の写真家・谷角靖氏がご案内！

カナダ

紅葉のトゥームストーンとクルアニ国立公園と計６回のオーロラ鑑賞

極北の大地が紅葉・黄葉に染まるユーコン準州の大自然を巡る８日間

●カナダ滞在中は、現地在住の写真家･谷角靖氏が同行。オーロラ鑑賞や大自然の鑑賞に案内
します。
●ツンドラの大地が絨毯のように紅に染まる秋、オーロラチャンスはたっぷり６回！今年はホ
ワイトパス鉄道にも乗車。
●秋のオーロラ観賞は、真冬と比べて軽装でお楽しみいただけるのでおすすめです。
旅行期間／旅行代金（静岡県内発着・２名１室利用のお一人様）

9/4㈪～11㈪

488,000円

※お１人部屋追加代金

48,000円

■最少催行人員／10名様
■出発地／浜松駅・静岡駅・県内東名各インター
■旅行費用に含まれるもの／航空運賃、宿泊代（ホワイトホース/ウェストマークホワイトホース又はコースト
ハイカントリーイン、ドーソンシティ/ダウンタウンホテル）カナダ内専用車代、食事代（朝６回・昼６回・
夕６回）
、日程に掲載の観光費用。

コ ー ス

１日目■午前：静岡県内より貸切バスにて成田空港へ。成田空港よりエアカナダにて空路、バンクーバーへ。
〈日付変更線〉
午前：バンクーバー着。入国・通関手続き。◆専用車にてバンクーバー市内観光（スタンレー公
夕刻：国内線にてユーコン準州・ホワイトホースへ。着後、専用車にてホテルへ。★夜～深夜：タキーニ温泉にてオーロラ鑑賞（１回目） ホワイトホース（泊） ２日目■朝：専
用車にてゴールド・ラッシュの時代の面影を残すスキャグウェイへ。★ホワイトパス＆ユーコンルートトレインに乗車し、ブレイザーへ。ブレイザーより専用車にてホワイトホースへ。途中、◆美しい湖・エメラルドレイ
クや雄大な山岳風景をお楽しみ下さい。★夜～深夜：タキーニ温泉にてオーロラ鑑賞（２回目） ホワイトホース（泊） ３日目■朝：専用車にてゴールドラッシュで賑わったドーソンシティへ（約520km）★途中、ユーコン川
最大の難所といわれるファイブフィンガーラピッズ展望所やムースクリークで休憩。夕刻、ホテルチェックイン ★ミッドナイトドームマウンテンにてオーロラ鑑賞（３回目） ドーソンシティ（泊） ４日目■午前中：自由
行動。午後：◆トゥームストン準州立公園にてスケールの大きな「山」と原野が真っ赤に染まる「ツンドラ」の絶景をご堪能。★夜～深夜：ユーコン川にてオーロラ鑑賞（４回目） ５日目■朝：専用車にてホワイトホースへ。途
中、◆ユーコン野生動物保護区にてバイソンやムースを観察。★夜～深夜：タキーニ温泉にてオーロラ鑑賞（５回目） ホワイトホース（泊） ６日目■終日：◆世界遺産『クルニア国立公園』観光。雪山とポプラやアスペンの黄
葉の絶景をお楽しみください。夜～深夜：★タキーニ温泉にてオーロラ鑑賞（６回目） ホワイトホース（泊） ７日目■早朝：ホテル出発。ホワイトホースより国内線でバンクーバーへ。バンクーバーにて国際線に乗継、空路、
〈日付変更線〉 機内
（泊） ８日目■午後：成田空港着。
貸切バスにて静岡各地（夜到着）へ。
帰国の途へ。
園、グランビルアイランド、
クィーンエリザベス公園など）

※ETA取得代、各地空港税、燃油付加運賃が別途必要になります。（目安約２万円）
1泊2日

AF0586

大自然を満喫！老神温泉１泊２日

群馬県

絶景の尾瀬ヶ原ハイキングと雄大な吹割渓谷
大自然の造形美

東洋のナイアガラ吹割の滝

毎年多くのハイカー達で賑わう高山植物の宝庫
である尾瀬。比較的平坦でよく整備された路な
のでとても歩きやすく初心者でも気軽に楽しめ
るコースを選びました。ハイキングガイドが同
行しますのでその日の天候やお花の状況など見
ながら尾瀬ヶ原の美景を楽しみます。
四季を通じ100種以上の花々に彩られ花の寺とも
呼ばれる名刹吉祥寺や迫力ある奇岩が続く吹割
渓谷。中でも吹割の滝はまさに大自然の造形美。
東洋のナイアガラとも呼ばれ圧巻の景勝地です。

観瀑台から

出発日・旅行期間／旅行代金

ご旅行日：①7/7㈮～8㈯

②7/12㈬～7/13㈭

吹割の滝

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） １名様１室利用（お一人様）

32,500円 33,500円 34,500円 36,500円

■最少催行人数／25名
■出発地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC
■添乗員／全行程同行
※スケジュールは天候や交通機関の都合により変更になる場合がございます

1泊2日

AF0590

コ ー ス

１日目■各地［6：00-7：30］
＝海老名JCT＝高崎JCT＝渋川伊香保IC＝昼食（日本三大うどん：
吉祥寺＝吹割渓谷 吹割の滝＝老神温泉 源泉掛け流しの宿 吟松亭あわしま（泊）
２日目■ホテル＝スノーパーク尾瀬戸倉（マイクロバスに乗換）＝鳩待峠口＝尾瀬ヶ原ハイキング ※ハイキン
グガイドと一緒に高山植物を見ながらのんびり歩きます ※お昼はお弁当をご用意 ※初心者コース所要約４時間30分 鳩待峠
＝沼田IC＝高崎JCT＝海老名JCT＝各地［19：45-21：15］
水沢うどん）＝花寺

岐阜県

うだつの町並みと和紙のあかり作品が織りなす神無月の宵

第24回美濃和紙あかりアート展と清流と名水の城下町、
郡上おどりのふるさと郡上八幡を訪ねる

郡上八幡城下町の街並みイメージ

秋の夜長、江戸時代からの情緒を残す町並
みの中で美しく灯るあかりのオブジェが、
幻想的な雰囲気を演出する美濃和紙あかり
アート展。今回の企画はこの展示と郡上お
どり、翌日の焼物など『芸術の秋』をお楽
しみいただき、各地の郷土料理で『食欲の
秋』を満たし、２日間『行楽の秋』をお愉
しみいただきます♪

旅行期間／旅行代金（静岡県内発着・２名１室利用のお一人様）

10/8㈰〜9

43,800円

可児・花フェスタ記念公園イメージ

※１名様１室利用追加代金

5,000円

コ ー ス

■最少催行人数／20名
■出発地／清水駅、静岡駅、焼津駅、吉田IC、浜松IC
■旅行費用に含まれるもの：バス代、朝食代（１回）昼食代（２回）夕食代（１回）、宿泊費、上記記
載施設の入場料、消費税。
※交通事情により遅れる場合がございますので予めご了承お願いします。

１日目■各地
［７：00-9：20］
＝小牧JCT＝郡上八幡IC 郡上八幡（郷土料理のご昼食後、郡上八幡城をはじめ城下町を
岐阜グランドホテル（チェックインとご夕食） 美濃・美濃あかりアート展（うだつの上がる町並の軒先に美濃和紙で作られた温か
みのある行灯が飾られるイベント） 岐阜グランドホテル（泊） ２日目■ホテル＝可児・花フェスタ記念公園（秋バラ咲く世界のバラ
（地元生産の薄く繊細な盃）
・・・幸兵衛
園、
バラのテーマガーデン） 多治見市内にて和洋折衷のコースランチ 市之倉さかづき美術館
［17：00-19：20頃］
窯（人間国宝・7代の加藤幸兵衛作品） せと品野IC＝各地
ご散策）

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

ホームページアドレス

［旅行企画・実施］
静新SBSグループ 株式会社SBSプロモーション 旅行部
JATA正会員

〒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

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

美濃和紙あかりアート展イメージ

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。

平日╱ 9：30～18：00

営 業 時 間 土曜╱ 9：30～12：00
※日・祝日は休み

http://sbs-tours.com

※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。

■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
8日前まで

日帰りコース

－

7日前から
2日前まで

前 日

当 日

旅行開始後

旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額
30日前から3日前まで
30万円以上

50,000円

海 外 旅 行 15万円以上30万円未満 30,000円

10万円以上15万円未満 20,000円
10万円未満
旅行代金の20％

2日前から 旅行開始日及び
前 日
無連絡不参加

旅行開始後

旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の
30％
50％
全 額

夏から初秋の国内旅行
「夏から初秋の国内旅行」
のポイント

日 帰 り

ハイキング、芸術鑑賞、美食など
内容にこだわったツアーを企画致しました。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

AF0587

７～９月（日帰り・1泊）
催行状況・お申し込みはこちらから

「夏から初秋の国内旅行」
お申し込みに
あたって

山梨県

ホームページ

SBS 旅行

検 索

①電話、ＦＡＸ、メールにてお申し込みを承っております。お申し込みの際は、①参加者
のお名前、②生年月日、③住所、④電話番号、⑤バス乗降場所をお知らせください。
②バスの座席はお申し込み順とさせていただいております。
③全ツアーともに添乗員が同行します。最少催行人員は日帰りは25名、１泊２日は15名で
企画しております。

日 帰 り

AF0453

山梨県

富士山景勝と彩り豊かな山中湖大平山ハイキング 山々の絶景と八ヶ岳の秘境を歩く醍醐味
標高1,420ｍ天空の花園と八ヶ岳秘境ウォーキングコース

「大平山コース」は、富士山麓の中で最も美しい
散歩道のひとつとして親しまれている「山中湖
ハイキングコース」のひとつです。自然ガイド
の案内で、様々な植物を観賞し富士をみながら
絶景トレッキングをお楽しみください。下
山後は、花の都公園にも立ち寄ります。標
高1,000ｍの花・植物を思う存分満喫いた
だけるコースです！！
ご旅行日

7/20㈭・23㈰

旅行代金

お１人様

富士見高原のハイキングコースはほとんど
の道幅が広く、急な登りや下りの道がない
為初心者でも安心です。また眺望も良く天
気が良ければ富士山、南アルプス・北アル
プスを一望できます。湧水、森林浴、展望台
と変化に富
ご旅行日 7/29㈯・8/2㈬・5㈯
ん で い て、
ゴールの花の里は色とりどりのゆりの花を愛 旅行代金 お１人様
円（昼食弁当付き）
でるスポットになっております。
■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

10,000

10,800円（昼食弁当付き）

■バス発着地／島田駅、藤枝駅、焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

コ ー ス 各地［7：00-9：30］＝長池親水公園・・・大平山登山口・・・大平山にて昼食・・・長池山・・・花
の都公園＝各地［16：00-18：40］
○歩行距離：約7.2km ○ガイド：自然学校ガイド ○歩行時間：約４時間（昼食休憩含む）
○高低差：311ｍ ○最高標高：約1,296ｍ、最低標高：約985ｍ ○レベル：初級者

日 帰 り

AF0041

レストラン船『ベイプロムナード』の船上から見学

静岡県

コ ー ス 各地［6：30-8：00］＝甲府南IC＝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＝各地［17：20-19：00頃］

日 帰 り

AF0464

東京の奥座敷

東京都

真夏の夜を飾る 清水港海上花火大会クルーズ ままごとやの豆腐懐石と御岳山に咲くレンゲショウマ

毎年ご好評頂いております御岳山のレンゲショ
ウマの群生地を訪ねるツアーです。可憐なレン
ゲショウマをお楽しみください。ご昼食は昨年
ご好評をいただきました青梅の人気店、ままご
と屋で豆腐懐石をご用意致しました。また、根
強い人気の玉堂美術館をご鑑賞頂きます。

※大人・小人（小学生以上）同一料金です。
お食事を必要とする小学生未満の幼児はお子様プレートのご用意
で、お一人様4,000円、お食事を必要としない幼児はお一人様乗船
料として1,000円で承ります。

（但し事前にお電話でお知らせ下さい。当日のお申し出は旅行保険加入の手続上、お受けできません）

※船内の席はすべて指定席となっており、原則、他のお客様と相席にな
ります。尚、乗船開始時間に間に合わない場合は、お申込み番号を無
効とさせて頂くこともございます。
※参加費用には乗船料、
夕食弁当代、お茶、主催旅行保険が含まれます。
※当日の食べ物・飲物の持込はご遠慮下さい（お飲物等は船内にて販売しております）。
ご旅行日
※参加費用には清水港までの交通費は含まれておりません。
（小雨は決行、荒天・強風の場合は中止）
※募集人員／240名
※最少催行人員／150名
旅行代金 お１人様
※添乗員：同行いたします。
（大人・小人均一料金）
※清水港近辺にはエスパルスドリームプラザや
■集合場所・時間 清水港マリンパーク
県営の駐車場をはじめ、いくつかの駐車場が
（午後６時20分より受付開始・それ以前は受付出来ません。）
ございますが、当日は大変な混雑が予想され
※お席は事前指定席となっており、当日の受付順ではございません。
ますので、
公共の交通機関をご利用下さい。
午後６時40分乗船開始／午後６時55分頃出港／午後８時30頃帰港予定

8/6㈰

6,500円

日 帰 り

AF0588

長野県

入笠山は高所までゴンドラが通じており、アプローチの容易な花の百名山として有名です。山
頂からは八ヶ岳を眼前に富士山、南アルプス、北アルプスの眺望にも優れています。帰りはお
花畑を散策しながらスタート地点に戻ります。山中では、レジメを使った高山植物や自然のエ
コツアー解説や撮影時間を随時設けます。また、初心者向けストック講習会（希望者にはレン
タルストック１本付き）を実施します。最近、登山をする人が皆持っているストック。人に勧
められて使っているが、いまいち効果が実感できない。そんな方は是非。基本的な持ち方から、
便利な利用法、メンテナン
ご旅行日
スまで、実際のフィールド
に出かけてストックの使い
旅行代金 お１人様
（昼食弁当付き）
方をマスターしましょう。

石川高明（原村在住）
信州登山案内人。山岳指導
員。登山歴30年。スノーシュ
ー歴20年。世界一周登山の旅
やカトマンズ、スイスでガイ
ドを勤めた後、信州へ移住。
山岳指導員の経験を活かし
て、分かりやすいガイディン
グを目指します。

8/26㈯・29㈫

11,800円

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

コ ー ス 各地［6：30-8：00］＝諏訪南IC＝

富士見パノラマリゾートにてゴンドラ乗車 山麓駅＋山頂駅1,800m〜入笠湿原〜御所平お花畑〜
入笠山山頂1,955m（昼食）〜御所平お花畑〜入笠湿原〜山頂駅＋山麓駅（3.8km、コースタイム２時間00分）
諏訪南IC＝各地［17：30-19：00］

AF0140

東京都

8/19㈯・23㈬

旅行代金

お１人様

歌舞伎座八月納涼歌舞伎

ご旅行日

8/19㈯・25㈮

旅行代金

お１人様

31,800円

（昼食付き）
歌舞伎座、夏のお楽しみ八月納涼歌舞伎の季節がやって
■バス発着地／静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC
きました！昨年の８月は第二部で染五郎、猿之助による
「東海道中膝栗毛」が大好評を博し、第三部では笑福亭鶴瓶の新作落語をもとにした「廓話山名屋浦里」が
話題となりました。本年の演目等は決まっておりませんが、今年の納涼歌舞伎もエンターテイメント性溢れ
る楽しい演目が上演されることと思います。

13,800円（昼食付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

コ ー ス 各地［6：15-8：15］＝海老名JCT＝日の出IC
玉堂美術館（日本画壇の巨匠・川合玉堂の作品を展示） 10：55-11：55頃
ままごとや（すずやかな豆腐懐石） 11：30-13：00
滝本駅＋ケーブルカー＋御岳山駅・・・山の斜面に咲くレンゲショウマ群生地・・・御岳山駅＋ケーブルカー＋滝本駅 13：50-15：00
日の出IC＝海老名JCT＝各地［17：20-19：40］

日 帰 り

プロガイドが案内する入笠山
初秋を彩る山野草・エゾリンドウの群生を
見ながら自然観察を楽しむ

日 帰 り

ご旅行日

AF0591

山梨県

吐竜の滝でマイナスイオンを浴び清泉寮のランチでお腹も満足♪
さわやかな清里高原の大自然の恵みに癒される１日

暑い日が続き、身体も気持ちもバテていませんか？そんな疲れを癒してくれる大自然とおい
しいランチを味わえる企画のご紹介です。静かな清泉寮の森をネイチャーガイドと歩けば今
話題の森林セラピーを体験出来ます。また、老舗清泉寮の美食ランチを堪能し
お腹も満足！！川俣渓谷・吐竜の滝ではマイナスイオンをたっぷり浴びて、とど
めは甲斐大泉天然温泉
ご旅行日 9/2㈯・6㈬・8㈮
自慢のパノラマ露天風
呂でゆっくり過ごすと
旅行代金 お１人様
円（昼食付き） いう、とにかく癒しに
■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC
拘った企画です。

13,800

コ ー ス 各地［6：30-8：00］＝甲府南IC＝長坂IC

清泉寮の森（季節ごとに異なる美しさを見せる清里高原。清泉寮周辺の森の中へ出かけ、季節ならではの自然を清泉寮レンジャーがご案内しま
す。
自然の魅力や不思議に触れる約１時間のガイドウォークです。
） 10：20-11：20
清泉寮にて洋食コースランチをご用意 11：30-12：30
川俣渓谷・土竜の滝 駐車場から５分ほど遊歩道を歩けば、マイナスイオンたっぷりの土竜の滝へ到着♪ 12：40-13：20
甲斐大泉温泉「パノラマの湯」
入浴休憩 13：30-15：00
長坂IC＝甲府南IC＝各地
［17：30-19：20頃］

1泊2日

AF0140

東京都

歌舞伎座八月納涼歌舞伎 8/22㈫〜23㈬

69,800

お１人様
円
歌舞伎座、夏のお楽しみ八月納涼歌舞伎の季節がやって
（お１人様部屋追加代金 10,000円）
きました！昨年の８月は第二部で染五郎、猿之助による 
「東海道中膝栗毛」が大好評を博し、第三部では笑福亭 ■バス発着地／浜松駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC
鶴瓶の新作落語をもとにした「廓話山名屋浦里」が話題となりました。本年の演目等は決まっておりませんが、
今年の納涼歌舞伎もエンターテイメント性溢れる楽しい演目が上演されることと思います。まだ歌舞伎を観
コ ー ス １日目■各地［11：00-14：20］＝（東名・首都 たことがない方もリーズナブルなこの機会に、是非
ご参加ください！！
高速）＝歌舞伎座
第三部 演目：鋭意選定中（昨年は18：00より開演）
出演予定：中村扇雀、市川染五郎、市川猿之助、中村獅童、
中村勘九郎、中村七之助、市川中車、坂東彌十郎 他

コ ー ス 各地［8：30-10：30］＝（東名・首都高速）＝銀座Ｔ/Ｇ

日本料理 つきぢ田村にてご昼食 12：30-13：30頃
演目：第二部 鋭意選定中（昨年は14：45開演）
出演者予定：中村扇雀、市川染五郎、市川猿之助、中村獅童、中村勘九郎、中村七之助、市川中車、
坂東彌十郎 他
歌舞伎座＝（首都高速・東名高速）＝各地［19：00-20：30］

旅行期間／旅行代金（２〜３名１室利用）

※夕食は幕間にお食べ頂けるように、歌舞伎座特製のお弁当をご用意致します。

歌舞伎座＝（首都高速）＝帝国ホテル（泊）
２日目■10：30頃出発 帝国ホテルにて朝食後、歌舞伎座へ。
第一部 演目：鋭意選定中（昨年は11：00より開演）
出演予定：中村扇雀、市川染五郎、市川猿之助、中村獅童、
中村勘九郎、中村七之助、市川中車、坂東彌十郎 他
歌舞伎座＝（首都高速・東名高速）＝各地
［16：00-19：00頃］

