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タイ

絶景！！年に一度のタイ最大のお祭りイーペン祭

約3000個のランタンが夜空を埋め尽くす幻想的な風景
11月21日㈬～26日㈪

●旅行期間 2018年

※静岡出発は11月20日となります

●旅行代金

236,000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：62,000円
★イーペン祭りでは天の川のように灯篭が浮かび幻想的で
美しい灯篭流しもご覧頂けます
★とても珍しい純白の寺院ワットロンクンはそれはそれは
美しく一度見たら忘れられない衝撃的なお寺です。ちな
みにトイレは黄金です！
★インスタでも評判のまるで宇宙のような天井画が美しい
ワットパクナムとカラフルな絶景タラートロットファイ
ラチャダーへご案内
※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もございます

県内各地より中部国際空港へ
00：30空路、バンコク経由チェンライへ （所要：バンコクまで約６時間40分）
10：15チェンライ着（真っ白なお寺ワットロンクン・くび長族の村観光）
チェンマイへ移動（約３時間30分）夕食後、ナイトバザールへご案内
チェンマイ（泊）
２日目 チェンマイ市内観光（ワットプラシン・ワットチェディルアン・ボーサン、サンカンペーン手工芸の村・銀細工ショップ）
イーペン祭りで絶景コムローイ（ランタン）上げに参加
チェンマイ（泊）
３日目 10：05空路、バンコクへ 11：25バンコク着後、アユタヤへ
夕食後にライトアップした世界遺産アユタヤ遺跡にご案内
アユタヤ（泊）
４日目 世界遺産アユタヤ遺跡観光（ワットヤイチャイモンコン・ワットマハタート・ワットプラシーサン
ペット）バンコクへ移動 美しい天井画のワットパクナム観光
夕食後、絶景のタラートロットファイラチャダー（ナイトマーケット)へご案内
バンコク（泊）
５日目 ダムヌンサドゥアック水上マーケット観光
バンコク市内観光（バンコク３大寺院王宮・エメラルド寺院・ワットポー・ワットアルン） 21：00空港へ 機内（泊）
６日目 00：05空路、名古屋へ 07：30中部国際空港着
１日目

■上記代金には日程内の航空券代金・宿泊費・食事代・観光入場料が含まれます
■別途空港諸税・燃油負荷運賃・航空保険料が別途必要（約1,0000円 ６月４日現在）
■利用予定ホテル：チェンマイ／ HOLIDAY INN アユタヤ／ KRUNGRIRIVERHOTEL バンコク：NARAI HOTEL または同等クラス
■利用航空会社：タイ航空（ＴＧ）エコノミークラス ■最少催行人員：10名様 ■食事条件：朝４／昼５／夕４
■バス乗車場所：静岡駅・焼津駅・浜松IC ■添乗員同行

青嶋の
お薦めです！

純白の美しき寺院ワットロンクン

静岡空港発着

〈花と緑の祭典〉台中花博2018

３日間

４日間
BF0087

台湾

AF0658

絶景の人気スポットをめぐる４日間

北海道

11月20日㈫～23日㈮
●旅行代金 99,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
※お一人部屋追加代金：22,000円
●旅行期間 2018年

チェンマイのコムローイ祭りは
「塔の上のラプンツェル」の
舞台となった
世界最大のランタン祭りです。
年に１度の絶景に参加しに
行きましょう！

画像提供：Tourism Authority of Thailand

海道

北
初秋の

海の青と紅葉の紅のコントラストを満喫

積丹ブルーの神威岬と
息をのむ美しさ・青の洞窟
９月12日㈬～14日㈮

●旅行期間 2018年
●旅行代金

★台中で行われる世界花博を見に行きます
★台湾のウユニ塩湖と言われる絶景高美湿地や今大人気のレ
インボービレッジ、スイーツショップの宮原眼科も訪問
★ノスタルジック九份と天燈上げの十分も楽しみ

食事内
容も
充実！！

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）

116,800円 117,800円 119,800円

★自然が造り出した絶景ポイント♪積丹半島・小樽青の洞窟・島武意海岸をめぐる♪
★源泉かけ流しの天然温泉もお楽しみ♪
★毛ガニ・蒸しウニ・寿司などの磯の幸や小樽の老舗フレンチ店でのランチなど、
美食づくしで心も身体も満たされる３日間♪

高美湿地

神威岬

小樽 青の洞窟

神仙沼

写真提供：積丹観光協会

１日目

花博イメージ

画像提供：台湾観光局／台湾観光協会

１日目 19：25静岡空港集合 空路、台北へ（所要：約４時間） 22：20台北着 ホテルへ
桃園（泊）
２日目 台中フローラ世界博覧会見学
（約２時間） 台中観光
（国家歌劇院・宮原眼科スイーツショップ※タピオカ
ミルクティー試飲♪） 夕方、
台湾のウユニ塩湖、高美湿地見学
台中（泊）
３日目 台中観光（宝覚寺・彩虹眷村） 新幹線にて台北駅へ
十分にて天燈上げ体験・ノスタルジックな九份観光
台北（泊）
４日目 出発まで自由行動 免税店に立ち寄りながら空港へ
14：50空路、静岡へ 18：30静岡空港着
■上記料金には日程内の航空券代金・宿泊費・食事代・観光入場料が含まれます ■食事条件：朝３／昼３／夕２
■別途空港諸税・燃油負荷運賃・航空保険料が必要になります（約8,000円 ５月30日現在）
■利用予定ホテル：桃園／城市商旅 台中／成旅晶賛飯店 台北／康華大飯店 または同等クラス
■利用航空会社：中華航空（ＣＩ）エコノミークラス ■最少催行人数：10名様 ■添乗員同行

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

〒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

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。

美食に絶景に温泉♪
充実した北海道旅行を
お楽しみください♪

■宿泊先：いわない温泉 おかえりなさい オーセントホテル小樽
■食事条件：朝２／昼２／夕２ ■最少催行人数：10名様
■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、青の洞窟クルーズ乗船代、消費税

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

JATA正会員

静岡空港12：05～丘珠空港13：50＝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
＝いわない温泉
おかえりなさい（泊）
【ふきだし公園】散策＝雄大な羊蹄山（車窓）
（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
〈往復約40分〉） 島武意海岸
（日本の渚百選）＝ご昼食は蒸しウニ丼（熱を通
田代の
＝小樽運河周辺散策
すことで甘みを増した蒸しウニ堪能♪）
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）
お薦めです！
３日目 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～
静岡空港利用でラクラク移動♪
小樽港（約90分のクルーズ）小樽・グリル銀鱗荘（風情ある建物で北海
紺碧の大海原が広がる積丹半島へ。
道産の食材を巧みにアレンジしたフランス料理を堪能）丘珠空港14： 日本海に洗われた海岸線は奇岩の続く
25～静岡空港16：15
景勝地で見どころもたくさん♪

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
2日前から 旅行開始日及び
前 日
無連絡不参加

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％

※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。

旅行開始後

旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の
30％
50％
全 額

※写真は全てイメージです。

ウォーキング
１泊２日

トレッキング

いにしえの道と美しい日本の風景を歩く

斑鳩の三塔の道と山の辺の道
奈良県
ウォーキング
AF0245
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錦秋の伝付峠トレッキ

月28日㈰～29日㈪
①10月23日㈫～24日㈬ ②10
（お一人様）
●旅行代金 39,800円
えるなんて！！
な山奥でこんな美食に出会

11月18日㈰～19日㈪
●旅行代金 37,800円（２～３名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2018年

★毎年春に実施していたコースですが、
『秋の山の辺の道も歩きたい！！』とのお声をいただき企画しました♪

理。こん
に、二軒小屋ではコース料
に歩きます。
★椹島ロッジの豪華お弁当
の山を専属ガイドと共
グに挑戦！！初心者向け
キン
レッ
のト
付峠
★２日目は伝

●旅行期間 2018年

※お１人部屋追加代金：2,000円

★日本最古の大神神社をはじめとするパワースポットめぐり！
！
★斑鳩三塔の道も専門ガイドの案内を聞きながら歩きます

１日目

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝法隆寺（昼食）＝
★斑鳩の三塔の道ウォーキング（約５km） 地元案内人付き
法隆寺五重塔（世界最古の木造建築。秘法展開催中）
・・・斑鳩神社・・・法輪寺三重塔・・・史跡
三井（赤染の井）
・・・岡の原・・・三井瓦窯跡・・・法起寺三重塔・
・
・中宮寺跡・
・
・夢殿＝奈良市内
ホテルフジタ奈良
（泊）

２日目

ホテル＝天理市へ
★山の辺の道ハイキング（約13キロ/約６時間）
石上神宮（日本最古の神社参拝）
・・・夜都伎神社・・・竹之内環濠集落・
・
・萓生環濠集落・
・
・崇神
天皇陵・・・檜原神社・・・大神神社

）＝
荘（専用車両に乗り換え
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弊社日帰りツアーで毎年大人気の
２回／夕１回

■お食事：朝１回／昼

＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［20：00-21：00］

二軒小屋に泊まる宿泊ツアーに

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

日帰り
AF0453

長野県

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

７月28日㈯・８月１日㈬
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）

日帰り
AF0038

★地元ガイドの案内で安全に楽しく、湧水、森林浴、展望台と変化に富
んだコースを歩きます♪
★富士見高原リゾートの標高1420m地点に広がる創造の森のパノラマ
ビューからは、富士山や南アルプスなどの景色をお愉しみ♪
★南アルプスを目の前に望む標高1,300mの高原に一面に咲き乱れる
100万本もの百日草鑑賞♪
焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝甲府南IC＝小淵沢IC
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＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-19：00頃］

日帰り
AF0664

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】
８月25日㈯・29日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2018年

★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
むした樹林帯の中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。

なりました！
！

夏の霊峰 御嶽山ハイクと神秘の油木美林

長野県 ●旅行期間 2018年８月22日㈬・25日㈯
●旅行代金

●旅行期間 2018年

現地ガイド案内の元、秘境ウォーキングスタート

南アルプス大自然体験のコースが

13,800円（昼食弁当付き）

★約３年ぶりに設定する御嶽山ハイキングになります。
★標高2150ｍまでロープウェイで一気に上がり、８合目ま
でのハイキングを楽しみます♪
★話題の秘境、神秘の森【油木美林】も散策します♪
＝
（中央道）
＝伊那IC
焼津駅・静岡駅・清水駅
［6：00-7：00］
＝（権兵衛トンネル・長さ4470m）＝
（木曽福島）
【御嶽山・花めぐり ※約1.5時間滞在】
★鹿ノ瀬駅
（標高1570m）
＋＋＋
（御岳ロープウェイ）
＋＋＋
★飯森駅
（標高2150m） 11：45-13：15
※鹿ノ瀬駅付近：赤そばの花畑散策が楽しめます。
※飯森駅付近：高山植物園散策やシラビソの小径森林浴が楽しめます。
★飯森駅＋＋＋
（御岳ロープウェイ）＋＋＋★鹿ノ瀬駅＝
油木美林 13：45-15：00
＝（木曽福島）＝（権兵衛トンネル）＝伊那IC＝甲府南IC
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：00頃］

日帰り
AF0672

＜日本の秘境100選＞

青木ヶ原樹海ハイキング～樹海の神秘に触れる～

静岡県 ●旅行期間 2018年
８月28日㈫・30日㈭
●旅行代金

10,800円（昼食弁当付き）

★富士山の秘境をゆっくり歩きながら、樹海の歴史や自然を学びます。
★個人では踏み込めない場所へ、現地を知り尽くしたネイチャーガイドがご案内
★森林浴と洞穴など名所巡りを同時にお楽しみください。

ネイチャーガイド
井戸さんがご案内！
！

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝新清水IC＝麦草峠駐車場
草麦峠・
・・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 14：30頃出発
＝新清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：00］

島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：50］＝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・・・県道71号富士風穴付近
＝清水駅・静岡駅・焼津駅・ 藤枝駅・島田駅［15：50-17：40］
○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）

神社仏閣

日帰り
AF0668

自然散策
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日帰り

９月19日㈬・25日㈫
（昼食付き）
●旅行代金 14,800円

AF0673

行期間 2018年
神奈川県 ●旅

千葉県

で萩が見られます
三門前の妙高院の石垣
伽藍が魅力の建長寺は
るお寺です
大な
と壮
境内
大な
★広
所として親しまれてい
ど四季を通じて花の名
ラな
カズ
す
ゼン
ノウ
萩、
、隠れた萩の名所といえま
★海蔵寺はカイドウ、
も静かな境内は萩に覆われ
とて
寺。
光明
の浄
す
古刹
しま
りの
にして境内を散策
★足利尊氏や冷泉為相ゆか
ます。萩をかき分けるよう
てい
茂っ
萩が
うに
るよ
内も溢れ
★宝戒寺は門前の参道も境

SNSから広まった神秘の滝「濃溝（のうみぞ）の滝」
崖観音のご利益と館山海中観光船で涼を感じる海中散歩へ

８月29日㈬・９月１日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2018年

★たてやま号は半潜水式の画期的な海中観光船です。従来の海底透視船（グラスボート）とは異なり、冷暖房完備のゆっ
たりした海中展望室から、三次元の立体的な海中散歩が楽しめます
★境内の船形山の中腹に浮かぶ朱塗りの観音堂は「崖の観音」と呼ばれ、観音堂からは鏡が浦や伊豆大島を望むことができます
★江戸時代に人工的に彫られた洞窟にできた滝がSNSで大注目され今も人気の観光スポット！
！洞窟を通る光により、季節
ごとに姿を変えて、美しい表情を見せてくれます

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：10］＝
（アクアライン経由）
＝
館山海中観光船 たてやま号は半潜水式の画期的な海中観光船です。従来の海底透視船（グラスボート）とは
異なり、冷暖房完備のゆったりした海中展望室から、三次元の立体的な海中散歩が楽しめます。12：00-13：00
『崖の観音』大福寺 境内の船形山の中腹に浮かぶ朱塗りの観音堂は「崖の観音」と呼ばれ、観音堂から
は鏡が浦や伊豆大島を望むことができます。13：15-14：15
濃溝の滝 江戸時代に人工的に彫られた洞窟にできた滝がSNSで大注目され今も人気の観光スポッ
ト！！洞窟を通る光により、季節ごとに姿を変えて、美しい表情を見せてくれます。15：15-15：45
君津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-21：00頃］

日帰り
AF0464

東京都

東京の奥座敷

ままごと屋の豆腐懐石と御岳山に咲くレンゲショウマ
８月22日㈬・25日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）
●旅行期間 2018年

★日本画壇の巨匠・川合玉堂の作品を展示する玉堂美術館を拝観
★青梅の人気店、ままごと屋で豆腐懐石のご昼食をご用意
★御岳山の斜面に咲く可憐なレンゲショウマを鑑賞

］＝海老名JCT
・富士IC［6：00-7：30
焼津駅・静岡駅・清水駅
IC＝
＝茅ヶ崎JCT＝藤沢
＝宝戒寺・・・
明寺・・・昼食（御代川）
建長寺・・・海蔵寺・・・淨光
小町通散策
IC・清水駅・静
CT＝海老名JCT＝富士
＝藤沢IC＝茅ヶ崎J
0：00］
岡駅・焼津駅［18：30-2

青嶋の
お薦めです！
小さな花が可愛いけれどゴージャスに
咲き乱れ門前の参道も境内も、
溢れるように萩が茂っています。
鎌倉で萩寺と言われる４つの寺を
のんびり歩きながら
散策します。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［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
ままごと屋
（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＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-19：30］

芸術鑑賞
日帰り
AF0140

スーパー歌舞伎Ⅱワンピースに続き漫画を歌舞伎化！！
進化する新しい歌舞伎を堪能！！

新橋演舞場にて新作歌舞伎
『NARUTO ―ナルト―』鑑賞

東京都

８月10日㈮・18日㈯
●旅行代金 30,000円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2018年

AF0405

東京都

★静岡出身花組トップスター 明日海りおさんと仙名彩世の出演公演
★天草四郎時貞の姿を、新たな視点でドラマティックに描き出した作品を鑑賞。
★帝国ホテルのフランス料理をご堪能ください。

② ９月28日㈮

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-7：45］＝
（東名高速・首都高速）＝銀座T/G
第一部 演目：（11：00より開演）
新作歌舞伎『NARUTO ―ナルト―』 出演予定：板東巳之助、中村隼人、片岡愛之助 他
※昼食は幕間にお召し上がりいただけるよう、特製NARUTO弁当をご用意致します。
※演目や出演者は主催者の都合で変更となる場合もございます。
新橋演舞場＝
（首都高速・東名高速）＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅
［17：30-19：00頃］

ホームページアドレス

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

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

15：30公演

©宝塚歌劇団

剛

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。

13：30公演

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-8：30］＝
帝国ホテル トラディショナルダイニング「ラ ブラスリー」にてフランス料理のご昼食をお召し上がりください。
★東京宝塚劇場 花組公演 13：30開演をＳ席にて鑑賞。
＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［18：30頃-19：45頃］
【公演内容】 ミュージカル『MESSIAH（メサイア）―異聞・天草四郎―』

島原の乱の指導者として多くの伝説を残し、今もなお謎多き人物として異彩の魅力を放つ天草四郎時貞の姿を、新たな視点でドラマティック
に描き出した作品。従来の日本物の枠にとらわれず、衣装や美術に現代的なエッセンスを加味した、新たな日本物オリジナル・ミュージカル。

ショー・スペクタキュラー『BEAUTIFUL GARDEN ―百花繚乱―』

百花繚乱、色とりどりの花が咲き薫る永遠の花園、タカラヅカ。そのなかでもひときわ美しく大輪の花を咲かせる明日海りお率いる、比類なき美の宝庫・花組の魅力の全てを盛り込み、
「花美男子（HANAOTOKO／ハナオトコ）」の誘惑に心ときめき、「花美乙女（HANAOTOME／ハナオトメ）」の優美な姿に酔いしれる、絢爛豪華で大人の雰囲気のショー作品。

【主演】 明日海りお（静岡出身）、仙名彩世

054-260-7902

［旅行企画・実施］

９月22日㈯・28日㈮
●旅行代金 24,800円（昼食付き）
●旅行期間 2018年

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［9：40-11：00］＝
帝国ホテル トラディショナルダイニング「ラ ブラスリー」にてフランス料理のご昼食をお召し上がりください。
★東京宝塚劇場 花組公演 15：30開演をＳ席にて鑑賞。
＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［20：30頃-21：40頃］

岸本斉史原作の漫画『NARUTO ―ナルト―』は、落ちこぼれ忍者うずまきナルトの成長を描く、忍者
バトルアクション物語。1999年から2014年に「週刊少年ジャンプ」で連載されました。歌舞伎に
も馴染みのある児雷也の伝説など、さまざまな伝承に材を得た独自の世界観で、国内ではシリーズ累
計１億４千万部、また海外では40以上の国と地域で読まれている大人気作です。歌舞伎で上演され
るのは初めてとなります。衣裳や所作など歌舞伎の魅力を存分に発揮しつつ、新感覚の歌舞伎として
上演される『NARUTO ―ナルト―』にご期待ください。

お問い合わせ
お申し込みは

東京宝塚劇場
花組公演 鑑賞

① ９月22日㈯

★今、歌舞伎界の若手で最も注目すべき坂東巳之助（父は坂東三津五郎）・中村隼人が主演
する新作歌舞伎！
！
★市川猿之助と片岡愛之助が最強の敵役を交互に演じるという類を見ない豪華キャストが実
現します！！
★脚本・演出は、数々の話題作を手掛け、新作歌舞伎『東雲烏恋真似琴』で大谷竹次郎奨励賞を受賞し、
『嵐が丘』や
『ガラスの仮面』の舞台化など、上演が難しい長編作品をその巧みな構成と演出力により成功させたＧ２！！

JATA正会員

日帰り

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
2日前から 旅行開始日及び
前 日
無連絡不参加

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％

最少催行人員：日帰り25名、宿泊20名。添乗員：同行します。

旅行開始後

旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の
30％
50％
全 額

※写真は全てイメージです。

芸術鑑賞
日帰り
AF0608

花火鑑賞

村のご昼食
の特別見学とつきぢ田

迎賓館・赤坂離宮

館展】鑑賞
術
美
ル
ヴ
ー
ル
【
て
に
館
術
美
新
国立

東京都 ●旅行期間 2018年

㈪
7月20日㈮・23日㈪・29日㈰・30日き）
（昼食付
●旅行代金 13,800円

日帰り レストラン船『ベイプロムナード』の船上から見学

真夏の夜を飾る 清水港海上花火大会クルーズ

AF0041

静岡県 ●旅行期間 2018年
８月５日㈰（小雨は決行、荒天・強風の場合は中止）
●旅行代金

6,500円（大人・小人 均一料金）

★毎年ご好評いただいている清水港花火大会クルーズ
です！
！是非お早めにご予約ください！！
★その日の風や波を見ながら、ベテラン船長がベスト
ポジションへ誘導してくださいます♪
★花火開始まではレストラン船乗船でお弁当を食べな
がらクルーズ♪

ます！！
特別にご見学いただき
★赤坂迎賓館、館内を
ております！！
意し
ご用
にて
田村
きぢ
★ご昼食は大人気のつ
代表する肖像芸術の
ンを
ショ
部門のコレク
★ルーヴル美術館全８
もルーヴルが誇
中で
って来ます。その
傑作約110点が日本へや
の来日♪
きナーニ》は約27年ぶり
る肖像画の至宝《美し

オロ・カリアーリ）
ヴェロネーゼ（本名パ
美しきナーニ》
《女性の肖像》、通称《
-Grand Palais
1560年頃 Photo © RMN
Michel Urtado /
(musée du Louvre) /
Partcom
distributed by AMF-DN

■集合場所・時間 清水港マリンパーク
（午後６時20分より受付開始・それ以前は受付出来ません。）
※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。
午後６時40分乗船開始／午後６時55分頃出港／午後８時30分頃帰港予定

］＝
・富士IC［7：00-8：30
焼津駅・静岡駅・清水駅
村にてご昼食
ぢ田
つき
】鑑賞
時間
約１
をどう表現してきたか
赤坂迎賓館特別見学
展 肖像芸術―人は人
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【ル
にて
］
国立新美術館
10-18：50
駅・静岡駅・焼津駅［17：
渋谷Ｔ/Ｇ＝富士IC・清水

いて】
います。
■重要事項【迎賓館につ
光地のご案内となります。
ります。その場合は代替観
お待ちいただくことがござ
●迎賓館入場に際しては、 の運営上の都合により、公開が中止となる場合があ 月日・住所を同行者含め、提出をお願いします。
賓館
。氏名・ふりがな・性別・生年
●国公賓等の接遇その他迎
前提出する場合があります
す。
●内閣府に参観者名簿を事
しま
いた
移動
歩で
いため徒
が実施されます。
●迎賓館近くに駐車場がな
機のセキュリティチェック
探知
金属
・
検査
荷物
際、
ん。
。
●入場の
ませ
だけ
いた
見学
はご
迷惑となる行為は禁止です
田代の
「朝日の間」
幕等の掲示・他の来場者の
●改修工事のため、
器使用・プラカード使用・横断
型カメラ及び三脚・脚
拡声
・
用大
ッチ
業務
スケ
・
が、
喫煙
です
・
食
可能
お薦めです！
●飲
影は
真撮
の写
外観
ん。
ませ
●本館内の写真撮影はでき
場合があります。
の持ち込みはできません。
立・自撮棒等撮影補助機材 害が起きていると推認される方の入場を断られる
大人気の赤坂迎賓館
識障
●酒気帯び、泥酔により意 さい。
特別見学ツアーになります。
開となる場合があります。
の公
のみ
前庭
たは
入場前のご飲酒はお控え下
地ま
毎回すぐに
となった場合は、代替観光
●天候等により公開が中止
埋まってしまうので
お早めのお電話をお待ち
しております♪

少催行人員25名
■募集定員：44名 ■最

紅葉
１泊２日 赤・オレンジ・黄・緑♪立山に広がるカラフルな
錦の絨毯とダイナミックなパノラマビュー
富山県
にごり湯の名湯・金太郎温泉で源泉掛け流しの
庭園露天風呂を愉しむ
AF0666

９月27日㈭～28日㈮

●旅行期間 2018年
●旅行代金

２名様１室利用（お一人様）

39,800円

※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、夕食代が含まれます。
※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）。
※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。
※募集人員／240名 ※最少催行人員／150名 ※添乗員：同行いたします。
※清水港近辺にはエスパルスドリームプラザや県営の駐車場をはじめ、いくつかの駐車場がございますが、
当日は大変な混雑が予想されますので、公共の交通機関をご利用下さい。

憧れのクラッシック
１泊２日
AF0668

栃木県

渓谷美の中を走る「わたらせ渓谷トロッコ列車」と１度は泊まりたい
憧れのクラシックホテル『日光金谷ホテル』へ宿泊
平成の大修理を経て約６年ぶりの公開！世界遺産・輪王寺「二天門」
絢爛豪華な日光東照宮・国宝「陽明門」・輪王寺・二荒山神社をめぐる

●旅行代金

３～４名様１室利用（お一人様）

38,800円

10月８日
（月・祝）～９日㈫

●旅行期間 2018年

１名様１室利用
（お一人様）

86,800円

２名様１室利用
（お一人様）

66,800円

★トロッコへ乗車しわたらせ渓谷の自然豊かな渓谷美を鑑賞します♪
★明治６年の開業以来、国内外の要人に愛され続けており現存する日
本最古のリゾートクラシックホテ
ルとして、登録有形文化財、近代
化産業遺産に指定されている歴史
と伝統のクラシックホテル「日光
金谷ホテル」へ宿泊♪
★平成の大修理を経て約６年ぶりに
公開される輪王寺二天門鑑賞

★アルペンルートでの待ち時間ナシ！！貸切バスで直接絶景スポットへ
★濁り湯の名湯！
！
【金太郎温泉】でゆったりお過ごしください
★黒部トロッコ列車はリラックス車をご用意しておりますので楽々快適♪

１日目

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝
（東海環状線経由）＝五箇山IC
世界遺産五箇山（色づいた山を背景に集落を歩けば、干し柿が吊るされた合掌造りの家や道ばたの草木
からも昔ながらの日本の秋を感じる事ができます。また秋の菅沼ならではの絶景「三段染め」は、山の紅葉が
絶頂の時期に、山頂に雪が降り、澄み切った青空が広がる日だけに見られます） 12：45-13：45
弥陀ヶ原の紅葉（標高1600m～2000mのなだらかな溶岩台地に広がる弥陀ヶ原。木道が敷かれた湿原
にはガキ田とよばれる水たまりが点在し、ワタスゲなど高山植物の宝庫でもあります。
秋にはナナカマドやミネカエデが色づき、山肌が赤や黄に染まります♪）
15：15-16：15
金太郎温泉
（泊）
田代の
２日目 HTL＝黒部渓谷トロッコ列車
（窓付きリラックス車でゆったり♪）
お薦めです！
宇奈月駅＋＋＋（トロッコ約80分乗車）＋＋＋欅平駅・・・奥鐘橋
（約30mの高さからの絶景♪）
・・・人喰岩（口を大きく開けた岩
本当に綺麗な紅葉って赤や黄色
が人を飲み込むように見える、岩壁を抉り取って作られた歩 だけじゃダメで針葉樹の緑や空の青も
入って初めて感動する景色になる。
道）
・・・欅平駅＋＋＋宇奈月駅
そう思わせてくれる秋の絶景を
魚津港にある老舗料亭 浜多屋にて海の幸を堪能 12：30-13：30
お届けします。温泉やご馳走も
＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：00］
ご期待ください♪

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

体力に合わせて選べる
海外旅行に
行きませんか？
古都トリノの街並み

ロフォーテン諸島とオーロラ

２日目

ホテル＝いろは坂（車窓）
＝中禅寺湖 9：30-10：00＝
華厳ノ滝 10：10-11：00
湯葉懐石のご昼食 11：30-12：30
日光東照宮参拝 12：45-14：45
日光IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：50-20：45］

憧れのクラシックホテルへ
宿泊するシリーズ！！今回は日光金谷
ホテルへ宿泊します。平成の大修理を
終えた日光東照宮の二天門や
渡良瀬川沿いの渓谷美を鑑賞
しながらトロッコ乗車など、
盛りだくさんの内容と
なっております♪

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

〒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

1141号

総合旅行業務取扱管理者

ゆとりある豊かな旅「ニッコウトラベル」の海外旅行

※詳細は下記へお問い合わせ下さい。

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

観光庁長官登録旅行業

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-8：30］＝海老名JCT＝大田藪塚IC
新田乃庄にて太平紀武将膳のご昼食 11：45-12：35
桐生駅＋＋＋わたらせ渓谷トロッコ乗車（指定席） 乗車時間
田代の
約90分＋＋＋間藤駅＝ホテル デラックスツインのお部屋を
お薦めです！
ご用意しております♪
日光金谷ホテル（泊）

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

福本の
お薦めです！

JATA正会員

１日目

染谷

剛

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。

時間：午前 10：30～
会場：パルシェ（JR静岡駅直結パルシェ７階）
ミルフォードサウンド

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
2日前から 旅行開始日及び
前 日
無連絡不参加

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％

最少催行人員：日帰り25名、宿泊20名。添乗員：同行します。

旅行開始後

旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の
30％
50％
全 額

※写真は全てイメージです。

