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イタリア

イタリア２大 カーニバルと中央イタリア世界遺産

ベネチアカーニバル&ヴィアレッジョカーニバル
２月28日㈭～３月６日㈬
●旅行代金 362,000円

●旅行期間 2019年

（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：60,000円

★県内各地から空港までの送迎付き
★ヴィアレッジョカー
ニバルは日本人には
聞きなれないかもし
れませんがとっても
賑やかな盛大なカー
ニバルです。

※スケジュールは天候や交通機関などにより変更になる場合がございます。

１日目 県内各地より羽田空港へ 23：50空路。パリ経由ベネチアへ
機内（泊）
２日目 09：05ベネチア着 世界遺産ベネチア観光（サンマルコ大聖堂・サンマルコ広場・ド
ゥカーレ宮殿・リアルト橋） ベネチアカーニバル自由散策
ベネチア（泊）
３日目 ゆっくりの出発 出発までベネチアカーニバルをお楽しみください
ヴィアレッジョへ
ヴィアレッジョ（泊）
４日目 午前：ヴィアレッジョ観光 午後：ヴィアレッジョカーニバル観覧
ヴィアレッジョ（泊）
５日目 午前：世界遺産ピサのドゥオモ広場観光 午後：専用車にてフィレンツェへ
世界遺産フィレンツェ歴史地区観光
フィレンツェ（泊）
６日目 12：05空路、パリへ 16：05空路、羽田へ
機内（泊）
７日目 羽田空港着 専用車にて県内各地へ

青嶋の
お薦めです！
毎年多くの観光客がこの時期に
カーニバルを楽しみにやって来ます。
賑やかな
イタリアの２大カーニバルに
参加してみませんか？
ベネチアでは島の中に
宿泊します。

■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48,800円 ８月31日現在）
■利用予定ホテル：ベネチア／BONVECCHIATI★★★★または同等クラス
ヴィアレッジョ／MERCURE VIAREGGIO★★★★または同等クラス
フィレンツェ／GRAND HOTEL ADRIATICO★★★★または同等クラス
■利用航空会社：エールフランス（ＡＦ）エコノミークラス
■最少催行人員：10名様
■バス乗車場所：静岡駅・清水駅・富士IC・御殿場IC
■添乗員同行

６日間
BF0068

ベトナム

！
ダナンに４連泊

静岡空港から行く！古都フエ・ホイアン・ミーソン遺跡

満月の夜の幻想的なホイアンランタン祭り

２月16日㈯～21日㈭
●旅行代金 167,000円
●旅行期間 2019年

（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：23,000円

★静岡空港から行くベトナムです！！
★世界遺産めぐりやシクロ乗車体験・ランタン作
り体験など内容もりだくさん♪
１日目

12：30空路、ソウル経由ダナンへ （所
要：ソウルまで２時間20分 ソウルか
らダナンまで５時間） 21：50ダナン
着 ホテルへ
ダナン（泊）

２日目

避暑地バーナーヒルズへ 世界一長い
ロープウエイに乗ってバーナーヒルズ
へ 今話題のゴールデンブリッジが!!
ダナンリンウン寺・ドラゴンブリッジ
観光
ダナン（泊）

３日目

世界遺産ミーソン遺跡と古都ホイアン
観光へ（ミーソン遺跡・日本橋・フンフ
ンの家・陳祠堂・貿易陶磁博物館） シ
クロ体験乗車 ランタン作り体験 夕
方、ホイアンランタン祭り見学
ダナン（泊）

４日目

世界遺産フエ観光（クエン廟・ティンム
ー寺院・トゥドゥック帝廟・カイディン
帝廟・ドンバ市場）
ダナン（泊）

５日目

ダナン観光
（ハン市場・ダナン大聖堂・チ
ャム彫刻博物館・五行山・洞窟見学）
23：20空路、ソウル経由静岡へ
機内（泊）

６日目

09：35空路、
静岡へ 11：30静岡空港着

〈早割りご案内〉
10月31日までに
お申込の方は

お一人様￥5,000引き！

※スケジュールは天候や交通機関などに
より変更になる場合がございます。

青嶋の
お薦めです！
月に１度、満月の夜になると
街の灯りは一斉に消され
月の灯りとランタンの灯りだけに。
更に川に流れるたくさんの灯篭の
灯りが街を幻想的な
風景に変えます。

■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13,000円 ９月６日現在）
■利用予定ホテル：ダナン／ブリリアントホテルまたは同等クラス
■利用航空会社：アシアナ航空（ＯＺ）またはエアソウル（ＲＳ） エコノミークラス
■最少催行人員 ：10名様
■静岡空港より添乗員同行
■食事条件：朝４回／昼４回／夕４回

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

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
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。

ハイキング

神社仏閣
１泊２日

2019年 精進料理と最古の神社参りで１年の福を祈る２日間

「大和七福八宝めぐり」大和の七福神と
奈良県 大和信仰の原点である三輪山を参り
八つの福宝をいただくおめでた詣り
AF0690

１月20日㈰～21日㈪
●旅行代金 43,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）
●旅行期間 2019年

日帰り
AF0672

＜日本の秘境100選＞

青木ヶ原樹海ハイキング～秋の紅葉めぐり～

静岡県 ●旅行期間 2018年
11月６日㈫・８日㈭
●旅行代金

10,800円（昼食弁当付き）

★８月にご好評いただいた青木ヶ原樹海のコース第２弾！！
★現地を知り尽くしたネイチャーガイドの案内で紅葉と名所めぐりを同時にお楽しみください。
★富士山八景のひとつに選ばれている「紅葉台」や樹海を一望できる「三湖台」は必見！！

※お１人部屋追加代金：5,000円

ネイチャーガイド
井戸さんがご案内！
！

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］
＝
信貴山朝護孫子寺（信ずべき貴ぶべき山「信貴山」は聖徳太子の前に毘沙門天さまが日本で初めて出現されたお山です。
毘沙門さまの総本山として広く信仰されています。）
當麻寺（白鳳時代の創建で、天平時代の東西両塔が並び立つ名刹・当麻寺の最古の僧坊が「中之坊」です。中将姫の守り本
尊「導き観音さま」は特に女人の健康を守護することで信仰されています。大和屈指の名園「香藕園」や様々な宝物を展示
する「霊宝館」
など見どころにも事欠きません。）
ＴＨＥ橿原
（旧橿原ロイヤルホテル）
（泊）
２日目 ホテル
（9：00出発）
＝
久米寺（久米仙人の逸話でも知られる久米寺は、弘法大師さまが「大日経」にはじめて出会われて、真言密教を宣布するき
っかけとなった根本霊場です。）
おふさ観音（「積の観音さん（癪の病をとる、の意）」として広く信仰されている観音霊場。一年中花が咲き乱れる「花まん
だら」
の寺としても親しまれています。また「円空庭」とよばれる庭園も拝観できます。
）
安倍文殊院（智慧の文殊さんとして有名な安倍文殊院は、
「合格祈願」
の参拝者が後を絶ちません。ご本尊は快慶の代表作
で、文殊菩薩像としては日本最大の像（７メートル）です。弁天さま（辯財天）
をお祀りする
金閣浮御堂も見事。
）
談山神社（藤原鎌足公を祀る談山神社は、日光東照宮のモデルとも言われるとおり、
重要
田代の
文化財の華麗な建造物が実に17棟も居並びます。木造の十三重塔は日本でここだけ
お薦めです！
（普通は石塔）
。
特に秋は大和屈指の紅葉の名所としてにぎわい、
「けまり祭り」
も広く
知られています。）
2019年の健康と無事を祈る旅は、
大神神社（東方
「三輪山」より登る太陽が西方「二上山」に沈む。これが大和の信仰の
原点。日本最古の神社というより、我が国最古の聖地として全国より信仰される
ご利益がたっくさんありそうな
「大和一之宮」
です。
）
最古の神社を有する奈良へ参ります。
長谷寺（大和と伊勢を結ぶ初瀬街道を見下ろす初瀬山。西国巡りの根本霊場ともい
われる観音信仰の聖地で、真言宗豊山派の総本山。
「花の御寺」としても名高く、古
そこここに残る神様痕跡を拾い集め、
くからある大黒堂には、四尺五寸の大黒さまが祀られ広く信仰されています。
）
七福八宝を授かりましょう♪
＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：00］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

日帰り
AF0693

静岡県

伊豆古刹の庭園で晩秋の時を過ごす
修禅寺庭園特別公開と願成就院

島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：40-9：10］＝道の駅朝霧高原 ※トイレ休憩＝
西湖民宿村付近ハイキングスタート・・・龍宮洞穴・・・紅葉台 ※昼食・・・三湖台・・・西湖民宿村付近
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅・島田駅［16：45-19：10］
○難易度：初級者 ○歩行距離：約4.5km ○所要時間：約４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270m
※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）
※トレッキングポールをお持ちの方はご持参ください。

自然散策
日帰り
AF0556

東京都

都内唯一の渓谷・隠れたパワースポット
等々力渓谷で秋の紅葉さんぽ
11月24日㈯・28日㈬
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2018年

★隠れたパワースポット！！東京唯一の渓谷等々力渓谷で紅葉を愉しみます♪
★地元ガイドの案内で九品仏から等々力までを町歩きします♪
★日本庭園や横穴式古墳、不動の滝、等々力不動尊、武蔵野れき層などの地層といった見所がたくさん♪

空と海と湯船が一体化する大パノラマと泉質に癒される赤沢温泉

11月25日㈰・30日㈮
●旅行代金 12,800円（昼食付き）
●旅行期間 2018年

★国宝の運慶作御仏五体を祀る願成就院へご案内
★紅葉の時期に合わせて期間限定で公開される修禅寺庭園をご散策
★景色と温泉がひとつに繋がるインフィニティ風呂を愉しむことが出来るDHC赤沢温泉で美食
と癒しの時間をお楽しみください

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：20］＝東京IC
秋色に染まる等々力渓谷散策スタート♪ 約６km 約３時間
九品仏浄真寺・
・
・野毛大塚古墳・・・等々力渓谷・・・等々力不動尊
※渓谷といっても舗装された道を歩き、アップダウンはほとんどありません。歩きやすい靴、動きやすい格好でお越しください。
※雨天時について 渓谷内は狭い箇所もありますので、雨具は傘でなく合羽をお持ちください。
※当日の現地の状況により現地ガイドの判断でコースを変更する可能性があります。予めご了承ください。
東京IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00頃］

芸術鑑賞
焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：30］＝
願成就院（運慶作による国宝の仏像を拝観いただきます。） 10：15-10：45
※ご朱印を希望される方は、予めご連絡ください。当日は受け付けておりません。
修禅寺庭園（期間限定で公開される庭園を見学） 11：00-11：45
赤沢温泉にてご昼食＆ご入浴 12：35-15：20
修禅寺IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：10-18：40頃］

日帰り
AF0405

東京都

１泊２日
AF0358

京都府

※お１人部屋追加代金：15,000円

★今年11月に400年の歴史を誇る京都南座が
耐震工事を終えて約３年ぶりに開場します！！
★今年２月に大好評だった高麗屋の襲名披露
が再び！！新・松本幸四郎による歌舞伎十八
番の勧進帳は必見です！！
★平成最後の今年、今上天皇退位の前に皇室
菩提寺の泉涌寺もご参拝いただきます

12月３日㈪
●旅行代金 24,800円（昼食付き）

★エンターテイメントの一大拠点・舞浜にある大型シアター・舞浜
アンフィシアターにて、宝塚歌劇が初めてお届けする作品です。
★街中が煌めく、クリスマスを間近に控えたホリデーシーズンを

１日目

静岡駅・焼津駅・浜松駅［8：40-10：30］＝京都四條へ
夜の部 演目：（16：30より開演）
第一、寿曽我対面 第二、松本白鸚、松本幸四郎、市川染五郎 襲名披露口上
第三、歌舞伎十八番の内 勧進帳 長唄囃子連中 第四、雁のたより一幕三場
出演予定：松本白鸚、松本幸四郎、市川染五郎、片岡仁左衛門、坂田藤十郎 他
※夕食は幕間にお召し上がりいただけるよう、限定の襲名弁当をご用意致します。
リーガロイヤルホテル京都（泊）
京都四條南座＝リーガロイヤルホテル

２日目

9：30頃出発 ホテルにて朝食
皇室の菩提寺泉涌寺 9：45-11：15
黄檗宗の大本山萬福寺 11：45-13：15
ご昼食は萬福寺の普茶料理をお召し上がりいただきます♪
＝浜松駅・焼津駅・静岡駅［17：30-19：00頃］

テーマとした場面を中心に構成する、心躍る華やかなスペシャ
ルステージ。
★明日海りおを中心とした花組メンバーが、客席と一体になって
©宝塚歌劇団

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-8：00］＝
浦安ブライトンホテル東京ベイ レストラン「カシュカシュ」にてビュッフェのご昼食 11：00-12：00
舞浜アンフィシアター公演

13：00公演を鑑賞。
（全席共通）

スペシャルステージ『Delight Holiday』
【主演】 明日海りお、仙名彩世
＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［18：30頃-19：45頃］

當る亥歳 吉例顔見世興行高麗屋三代襲名披露

11月13日㈫～14日㈬
●旅行代金 71,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2018年

★宝塚歌劇 花組

松本幸四郎改め 二代目 松本白鸚
市川染五郎改め 十代目 松本幸四郎 松本金太郎改め 八代目 市川染五郎

●旅行期間 2018年

宝塚歌劇 花組
舞浜アンフィシアター公演 鑑賞

創り上げる夢の一時をお楽しみください。

南座発祥四百年 南座新開場記念 京の年中行事

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

ハイキング

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！！

日帰り
AF0689

★豊かな自然、営々と培われた歴史・文化、埋蔵されている数々の魅力を再発見するトレイルで皆様の健康増進と探究心を刺激します♪

長野県

★八ヶ岳山麓スーパートレイル約200kmを踏破された方には「200kmスーパートレッカー」として認定証（踏破認定ナンバー入）とバッジをセットで発行します！！頑張ってGETしましょう♪
★全15回約２年半の長丁場、新しい仲間作りの場にもなります

第１回 白樺湖～八子ヶ峰～蓼科湖
ー展望の山から高層湿原へー
10月20日㈯

●旅行期間 2018年

●旅行代金

10,000円（昼食弁当付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝新清水IC＝
《52号線経由》
＝
白樺湖～八子ヶ峰～蓼科湖

ー展望の山から高層湿原へー

10：15-15：15

○参考タイム：５時間 ○歩行距離：約13km ○難易度：★★☆
高原の湖、白樺湖からワンデイハイクとして楽しめる八子ケ峰
（東峰山頂1864m）を歩きます。霧ケ峰はもちろん、蓼科山をはじ
めとする八ケ岳連峰、北アルプスや南アルプスの大展望を眺めな
がら、多くの高山植物に出会える花の草原、稜線から樹林へと続
く道を蓼科湖へ下ります。
＜服装・靴＞登り下りがあるのでトレッキングシューズがお勧め
です。
蓼科湖＝新清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30頃］

第２回 蓼科湖～諏訪鉄山跡～尖石縄文考古館
ー蓼科･山麓の歴史を訪ねるー
11月17日㈯

●旅行期間 2018年

●旅行代金

10,000円（昼食弁当付き）

《52号線経由》
＝
焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝新清水IC＝
蓼科湖～諏訪鉄山跡～尖石縄文考古館
参考タイム：３時間

ー蓼科・山麓の歴史を訪ねるー

○歩行距離：約９km

○難易度：★☆☆

別荘地蓼科の入口蓼科湖から｢美しい日本の歩きたくなる道500
選 蓼科高原縄文遺跡と高原浴の道｣の一部を歩きます。江戸時代
に開発された滝之湯堰などの多くの水路や、第二次世界大戦当時
に採掘されていた諏訪鉄山跡、そして治水工事を成功させた坂本
養川像の立つ尖石縄文考古館まで、山麓歴史の道を辿ります。
＜服装・靴＞ハイキングコースと舗装道路なので、歩きやすいス
ニーカーやウォーキングシューズなどがお勧めです。
蓼科湖＝新清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30頃］

八ヶ岳スーパートレイル

今後の予定

下記日程で大方決まっておりますが、途中荒天などに見舞われる場合は延期となります。また、第９回目など時間、距離
的に長いコースは宿泊となる予定です。コース自体を変更することはありませんが、万が一日程等に変更が出た場合は
予めご案内し、訂正させていただく場合がございます。
第３回
12/15 ㈯
第４回
3/30 ㈯
第５回
4/20 ㈯
第６回
5/18 ㈯
第７回
6/22 ㈯
第８回
7/20 ㈯
第９回
9/22 ㈰
第10回
10/26 ㈯
第11回
11/23 ㈯
第12回
12/7 ㈯
第13回
3/28 ㈰
第14回
4/18 ㈯
第15回
5/23 ㈯

尖石縄文考古館～御柱街道～八ヶ岳自然文化園 ―縄文の里、山麓の村を巡る―
○参考タイム：４時間半 ○歩行距離：11.5km ○難易度：★☆☆
八ヶ岳自然文化園～高栄寺～火の見櫓跡 ―御柱祭、山の神社を探訪―
○参考タイム：３時間半 ○歩行距離：11km ○難易度：★☆☆
火の見櫓跡～三分一湧水～観音平 ―信玄棒道から名水の里へ―
○参考タイム：３時間半 ○歩行距離：11km ○難易度：★☆☆
観音平～天女山 ―八ヶ岳横断歩道を歩く―
○参考タイム：６時間半 ○歩行距離：約12km ○難易度：★★★
天女山～美し森～清里駅 ―清里高原を散策―
○参考タイム：３時間半 ○歩行距離：約９km ○難易度：★☆☆
清里駅～平沢峠～飯盛山～野辺山駅 ―壮観な八ヶ岳連峰を眺める―
○参考タイム：４時間 ○歩行距離：約10km ○難易度：★★☆
野辺山～南八ヶ岳林道～松原湖高原 ―野辺山100kmマラソンコースの一部に挑戦―
○参考タイム：11時間 ○歩行距離：約38km ○難易度：★★★
松原湖高原～茨沢林道～八千穂高原 ―湖と高原の道を散策―
○参考タイム：５時間半 ○歩行距離：約14km ○難易度：★☆☆
八千穂高原～雨池～大河原峠 ―点在する山上湖でのひととき―
○参考タイム：６時間半 ○歩行距離：約18km ○難易度：★★☆
大河原峠～御泉水自然園～女神湖 ―蓼科山を巡る―
○参考タイム：４時間半 ○歩行距離：約11km ○難易度：★☆☆
田代の
女神湖～長門牧場～大門峠 ―中央分水嶺トレイルを歩く―
○参考タイム：５時間半 ○歩行距離：約16km ○難易度：★★☆
お薦めです！
大門峠～殿城山～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：★★☆
10月から新たにスタートさせて
八島湿原～霧ヶ峰～白樺湖 ―日本有数の高山植物の群落は必見―
！
○参考タイム：４時間半 ○歩行距離：約13km ○難易度：★★☆ いただく八ヶ岳スーパートレイル！

全長約200kmのコースを
15回に分けて踏破を

クルーズ
１泊２日
AY0001

静岡県
神奈川県

目指します！
！

清水港から乗船

飛鳥Ⅱ

クリスマスクルーズ

各地→清水港 横浜港→各地
送迎付！！

異国情緒あふれる 横浜山手西洋館 世界のクリスマスめぐり
12月21日㈮～22日㈯

●旅行期間 2018年

●旅行代金（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）
PHOTO BY TAKEHIRO NAKAMURA

客室タイプ

Ｋ：ステート

Ｆ：ステート

Ｅ：バルコニー

Ｄ：バルコニー

旅行代金

75,000円

85,000円

94,000円

95,500円

※１名様一室料金につきましてはお問合せください。

★清水港から乗船し、横浜港で下船のワンナイトクルーズ。バスの送迎付。
★クリスマスカラーに彩られた船内。クリスマスディナーもご堪能ください。
★横浜山手西洋館めぐりと中華街のフルコースのランチをお楽しみください。

Ｅ・Ｄバルコニー
おすすめです！！

１日目

島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅より貸切バスにて清水港へ 15：30頃 乗船
清水港 17：00 出港
出港後はクリスマスディナー、クリスマスショーをお楽しみください。

２日目

朝食は和食、洋食（ビュッフェ）お好きな方からお選びいただけます。
9：00 横浜港入港＝異国情緒漂う横浜山手西洋館巡り

アスカプラザ

プロダクションショー

クリスマスディナー（イメージ）

Ｆステート

Ｋステート（視界が遮られます）

Ｄ・Ｅバルコニー

この時期ならでは「世界のクリスマス」をテーマにした素敵な装飾をお楽しみください。
横浜市イギリス館、山手111番館、山手234番館、エリスマン邸、ベーリック・ホールな
ど徒歩で散策。
＝中華街「華正楼」にてフルコースの中華料理をご堪能ください。昼食後中華街自由散策
＝
（貸切バスにて各地へ）＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅・島田駅
■お食事：朝１回／昼１回／夕１回

■最少催行人員：20名

■運航会社：郵船クルーズ

飛鳥Ⅱのパティシエが心をこめて作ったお菓子の家（イメージ）

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

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
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。

富士山静岡空港発着
ク♪

静岡空港利用でラクラ

SBSツアーズ×FDA共同企画
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（２名一部屋ご利用の
円
0
0
●旅行代金 119,0

●旅行期間 2018年

１泊２日
AFFDA2

長崎県

空港
雲へ）17：35着～ 出雲
）
：15発～（片道80分で出
16
（泊
さぎ
集合
30
のう
：
15
月夜
港
１日目 富士山静岡空
ルへ宿泊
ホテ
和の
した
プン
朝に案内人とゆっ
＝2017年７月にオー
感じることが出来る早
日で最も清らかな時を
（１
参拝
45
早朝
：
1
大社
-1
10：45
２日目 出雲
年を迎える大山寺参拝
16：00
くり参拝） 開山1300
らの展望＝皆生温泉
峠か
鍵掛
昼食
るご
溢れ
恵み
）
然の
（泊
亭
の自
華水
大山

夜のうさぎ、２泊

■宿泊先：１泊目／月

徳島県

富士山静岡空港発着 ＦＤＡチャーター便で行く錦秋の四国

四国・瀬戸内海の紅葉の絶景と
大塚国際美術館３日間

●旅行代金

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）

88,000円

92,000円 102,000円

１日目

富士山静岡空港（9：30頃） FDA（11：00頃）長崎空港＝★四海楼（ちゃんぽん発祥の店）
にて中華料理の昼食＝★グラバー園･･･★大浦天主堂（世界遺産関連遺産）＝★日本二十
六聖人殉教地・記念館＝★浦上天主堂（弾圧に苦しんだ浦上信徒が築いた教会）＝稲佐山
観光ホテル

２日目

ホテル＝長崎空港（8：30頃） FDA（9：00頃）福江空港＝福江港～（チャーター船）～★旧
五輪教会堂（世界遺産関連遺産）～★江上天主堂（世界遺産関連遺産）～福江港＝★カンパ
ーナホテルにて五島の新鮮な魚介をご賞味＝★堂崎教会（五島のシンボル的教会）
＝★鎧
瀬溶岩海岸（鬼岳火山から流出した溶岩が形成する変化に富んだ海岸線）＝★鬼岳（車窓）
＝福江空港
（17：00頃） FDA（18：30頃）富士山静岡空港

■募集人数：30名様（最少催行人数20名様） ■宿泊：稲佐山観光ホテル又は同等クラス
■食事：朝１回／昼２回／夕１回 ■添乗員：静岡空港から同行します。

２泊３日
AFFDA4

鹿児島県

祖谷のかずら橋・大歩危峡・寒霞渓

ＦＤＡチャーター便で鹿児島の離島へ

世界自然遺産・屋久島の
大自然と種子島３日間
①12月３日㈪～５日㈬
②12月６日㈭～８日㈯

●旅行期間 2018年

①11月14日㈬～16日㈮
②11月18日㈰～20日㈫

●旅行期間 2018年
●旅行代金

限定

11月27日㈫～28日㈬

●旅行期間 2018年

田代の

：30
３日目 皆生温泉 ８
横山大観 VS 日本
お薦めです！
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今年開山1300年の大山へ。
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15
東の富士山、西の大山と
港
岡空
出雲空港 14：30～静
呼ばれるほど信仰を
回
昼２回／夕２
様 ■食事：朝２回／
集めております。
■最少催行人員：12名
亭
目／華水

AFFDA3

長崎・五島の世界文化遺産
関連遺産巡りと美食の旅 30名様

★静岡空港⇒長崎空港⇒福江空港⇒静岡空港の３区間をチャーター便で効率良く巡ります。
★『大浦天主堂』
『旧五輪教会堂』『江上天主堂』など
世界文化遺産の関連遺産の見学にご案内します。
★ちゃんぽん発祥店『四海楼』のちゃんぽんや五島の
新鮮な魚介など郷土の食をお楽しみいただきます。
★『世界新三大夜景』をお楽しみいただける稲佐山観
光ホテルにご宿泊。

り♪
える大山にて紅葉めぐ
♪
★今年開山1300年を迎
約２時間ゆったり鑑賞
きで
ド付
ガイ
ではイヤホン
♪
さい
くだ
ごし
★大人気の足立美術館
お過
泉で癒しのひとときを
と温
美食
で、
温泉
★好評の皆生

２泊３日

ＦＤＡ（３区間）チャーター便で長崎・五島を１泊２日で早回り

お１人様ご旅行代金

●旅行代金

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）

102,000円 108,000円 112,000円

①12月３日発
②12月６日発

３名様１室利用

２名様１室利用

１名様１室利用

122,000円 125,000円 145,000円
128,000円 132,000円 152,000円

★12月初旬の屋久島ではポインセチアの開花や紅葉の景色をお楽しみいただけます。
★富士山静岡空港から“わずか１時間30分”で鹿児島の離島･種子島へ
★世界遺産・屋久島に２連泊。幻想的な風景の『白谷雲水峡』散策や樹齢3000年以上の『紀元杉』
を見学いただきます。
★宇宙に一番近い島・種子島の『鉄砲館』で日本の鉄砲の歴史に触れていただきます。

★富士山静岡空港から徳島空港をチャーター便で往復。片道60分でラ
クラク移動。
★祖谷のかずら橋・大歩危峡・寒霞渓など紅葉の絶景をご堪能いただきます。
★大塚国際美術館に２時間滞在。陶板画で再現された世界の名画をゆっ
たり鑑賞。
ゴッホが描いた“花瓶のヒマ
ワリ”全７点が原寸大の陶板
画で特別展示されています！！
★瀬戸内海の海の幸、讃岐の里
の幸、阿波の郷土料理をご堪
能いただきます。
★約400年の歴史を持つ日本
の伝統芸能『阿波踊り』を“観
て”
“踊って”お楽しみ！
１日目 富士山静岡空港（8：30頃） FDAチャーター（9：30頃）徳島空港＝★祖谷温泉にて郷土料
理の昼食・・・★日本三奇橋のひとつ・祖谷のかずら橋＝★大歩危峡遊覧（紅葉の名所）＝
ことひら温泉
ことひら温泉琴参閣
（泊）
２日目

★金比羅宮参拝（自由） ホテル＝高松港（午前）～フェリー～（午前）土庄港＝小豆島国
際にて昼食・・・★エンジェルロード見学＝★寒霞渓（紅葉の名所）＋＋ロープウェイ＋＋
紅葉亭＝★二十四の瞳映画村＝坂出港（夕刻）～フェリー～
（夕刻）
高松東港＝鳴門温泉
ルネッサンスリゾートナルト
（泊）

３日目

ホテル＝★大塚国際美術館（約２時間滞在）＝鳴門グランドホテルにて『宝楽焼ご膳』の
昼食＝★阿波踊り会館にて阿波おどりを観賞＋＋眉山ロープウェイ＋＋★眉山公園（阿
讃山脈・瀬戸内海・紀州の山々の眺望）＋＋阿波踊り会館＝徳島空港（17：00時頃） FDA
チャーター便（18：00頃）富士山静岡空港

■募集人数：80名様（最少催行人数35名様） ■添乗員：富士山静岡空港より同行 ■利用航空会社：フジドリームエアラインズ
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回 ■ご宿泊ホテル：コース内に掲載

富士山静岡空港集合（８時頃） 富士山静岡空港（８：30） ＦＤＡ（10：30）種子島空港＝
西之表港（昼頃）～高速船～（午後）安房港（昼食）＝★ヤクスギランド散策＝★紀元杉＝
ホテル
屋久島いわさきホテル又はJRホテル屋久島

２日目

（落差66ｍの豪快な滝）
＝★白谷雲水峡ミニハイク
（約90分）
＝宮之
ホテル＝★千尋の滝
浦
（昼食）
＝永田いなか浜
（白砂の海岸）
＝★西部林道
（世界自然遺産登録地散策）
＝★大川
の滝
（名瀑）
＝中間ガジュマル＝ホテル
屋久島いわさきホテル又はJRホテル屋久島

３日目

ホテル＝宮之浦港（午前）～高速船～（午前）西之浦港＝★千座の岩屋＝★種子島開発総
合センター＝種子島空港（17：00頃） ＦＤＡ（18：30頃）富士山静岡空港

■募集人数：82名様（最少催行人数35名様） ■食事：朝２回／昼３回／夕２回

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

１日目

〒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。

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。

