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コーカサス

魅力あふれる大自然の絶景！コーカサス三国周遊
アゼルバイジャン～ジョージア～アルメニア

美しき世界遺産めぐりと花ハイキング
６月19日㈬～26日㈬

★コーカサス三国の６つの世界遺産をご覧頂きます。
★滞在中はバラエティに富んだ名物料理をご用意、またアルメニアとジョージアでは素晴らしい
風景の花ハイキングにご案内致します。

●旅行期間 2019年

※静岡からのご出発は6/18になります

●旅行代金
※赤字は世界遺産

１日目
２日目
３日目
４日目
５日目
６日目
７日目
８日目

348,000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：42,000円

静岡県内より専用車にて羽田または成田空港へ
00：01空路、ドーハ経由バクーへ 11：20バクー着 バクー旧市街観光（シルヴァンシャー朝の王
宮・シルヴァンシャフハーン宮殿・隊商が通ったシェマハ門・カスピ海を望むことが出来る乙女の塔・
1921年に建築されたハジンスキー邸）
バクー（泊）
石器時代の岩絵が残るゴブスタン見学 山の斜面から湧き出す天然ガスで燃え続けるヤナルダーと
拝火教寺院観光 殉教者の小道観光 22：00空路、トビリシへ 23：10トビリシ着 トビリシ（泊）
アルメニアの首都エレヴァンへ サナイン修道院・ハフパット修道院観光
アルメニアの民族舞踊鑑賞と夕食
エレヴァン（泊）
ノアの箱舟伝説が残るアララト山が望めるホルビラップ修道院
アルメニア正教の総本山エチミアジン大聖堂・スヴァルノトツ大聖堂跡・聖リプシメ教会・壮大な崖
にそびえ立つケガルト修道院・エレヴァンの町を一望出来る展望台カスカード観光 エレヴァン（泊）
アルメニア最大の湖セヴァン湖へ複合宗教施設セヴァン修道院観光
セミヨノフカ峠にてフラワーハイキング（所要約１時間）
トビリシ（泊）
ジョージア軍用道路を通りアナヌリ教会に立ち寄りながらカズベキへ
4ＷＤにてサメバ教会へフラワーハイキングをお楽しみください（所要約１時間）
トビリシ（泊）
古都ムツヘタ観光（スヴェティツホヴェリ大聖堂・ジュヴァリ修道院） 途中、ワイナリー観光
トビリシ市内観光（ジョージア正教総本山シオニ大聖堂・メテヒ教会・ナリカラ要塞）
21：25空路、ドーハ経由羽田または成田空港へ
機内（泊）
18：40成田空港着 専用車にて静岡へ

青嶋の
お薦めです！
あまり聞きなれない国だと
思いますがここには絵に描いた
ように美しい街並みや教会が残って
います。３つの国を周遊する
ツアーに是非ご参加ください。
きっと忘れられない
旅になるでしょう

■料金には日程内の航空券・宿泊費・食事代・観光入場料・ミネラルウオーター毎日１本が含まれます
■別途現地空港税・燃油付加運賃・航空保険料（約12,000円 １月17日現在）とアゼルバイジャンのビザ代（約4,500円）が必要になります
■利用予定ホテル：バクー／セントラルパーク トビリシ／アストリア エレヴァン／インペリアルパレス または同等クラス
■利用航空会社：カタール航空（ＱＲ）エコノミークラス
■食事条件：朝６回／昼７回／夕６回
■最少催行人員：10名様
■10名以下で出発の場合は新幹線利用になる場合があります
■県内バス発着地：静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC他（応相談） ■県内から添乗員同行

６日間
AY0001

東京都

まだ見ぬ日本の景色を求めて…
船でしかたどり着けない島に残された大自然

２日間
AY0002

東京から1000キロ南に浮かぶ絶海の孤島

京都府

小笠原父島６日間

４月15日㈪～20日㈯
●旅行代金 204,000円
●旅行期間 2019年

１日目
２日目
３日目
４日目
５日目
６日目

●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）

74,000円 85,000円 98,000円
85,000円 92,000円 107,000円

★美食の船
「にっぽん丸」で一足早い
春のひとときをお過ごしください。
★静岡県内から添乗員が同行します
のでクルーズは初めての方におす
すめです。
★とんちの一休さんで有名な一休禅
師ゆかりの寺を訪れます。
新東京100景

ＳＡＫＵＲＡ ＢＡＲ
にっぽん丸のいつものラウンジを
ＳＡＫＵＲＡ ＢＡＲに変え
一足早い春を運んできます。
桜に彩られたスペースで春をイメ
ージするドリンクを味わいながら
ゆっくりとお過ごしください。

１日の上陸人数は100名までの南島

※気象・海況により上陸できない可能性もございます。

１日目

静岡県内各地（昼頃）＝（専用車）＝名古屋港 16：00頃乗船受付 17：00出港
夕食後は、船内イベント、大浴場、バー、お夜食等各所でお楽しみください。
にっぽん丸（泊）
２日目 神戸港 ９：00入港＝（専用車）＝「酬恩庵一休寺」
一休さんのモデルになったのは室町時代を生きた一休禅師（一休宗純）。その一休が晩年、この世を去
るまで25年間にわたって過ごした「一休寺」と呼ばれる禅寺
＝老舗料亭「大扇」にて京田辺市の地元の食材をとりいれた一休弁当のご昼食＝醍醐寺 霊宝館
春季特別展示＝京都駅 17：58発※予定（東海道新幹線ひかり478号普通車指定席）＋＋浜松駅
19：11着＋＋静岡駅19：32着
※浜松駅・静岡駅以外の駅で降車の方はこだま自由席にお乗換えとなります。

■バス乗車場所（お近くの東名インターチェンジ、清水駅、静岡駅、浜松ICを予定）
■新幹線降車駅：浜松駅・静岡駅※その他県内各駅はこだま号自由席にお乗換えとなります。
■食事回数：朝１回／昼１回／夕１回
■最少催行人員：10名様
■添乗員：静岡県内から同行します。

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

〒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

客室タイプ

スーペリアステート

■宿泊先：ハートロックビレッジ又は星の詩 星の詩滞在中の朝夕お食事は、近隣施設「ハートロックビレッジ」館内で提供致します
■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・東名富士IC、東名沼津IC
■食事回数：朝３回／昼３回（弁当２回含む）／夕３回
■最少催行人員：８名様（募集15名様限定）おがさわら丸の船室は往復２等寝台ベッドとなります
※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。

観光庁長官登録旅行業

３月20日㈬～21日
（木・祝） 静岡県内発着

コンフォートステート

朝 県内各地＝貸切バス＝神奈川・久里浜港フェリーターミナル＝おがさわら丸13：50出港～～
東京から南へ1,000㎞の小笠原父島へ大海原を航く船旅を存分にお楽しみください。
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）
～～父島・二見港11：40到着宿に荷物預け後、昼食へ 午後：世界自然遺産・小笠原諸島〈父島〉ネイ
チャーガイドと巡る自然観察【展望編】
【約３時間】 地元ネイチャーガイドが景色のいい展望台等め
ぐりながら島の自然や、歴史をご案内致します。 終了後宿へ。
父島（泊）
朝食後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（貸切）
【約６～７時間】
【当ツアー専用の貸切ボートを利用するので、無理なくゆったりと巡ることができます】 父島（泊）
朝食後世界自然遺産・小笠原諸島〈父島〉 ネイチャーガイドと巡る自然観察【ジャングル編】
【約６時
間】 終了後、宿へ。夕食。
父島（泊）
朝食後、午前中 自由行動。お買物等でお楽しみください。 14：00おがさわら丸乗船
15：00出港～小笠原名物 地元ボートのお見送り※ボートのお見送りは有志が自発的に行ってい
るものです。 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）
12：30神奈川・久里浜港フェリーターミナル着＝貸切バス＝夕方～夜 県内各地へ

JATA正会員

にっぽん丸 名古屋・神戸ワンナイトクルーズ
一休さんゆかりのお寺と醍醐寺

●旅行期間 2019年

静岡県内発着

（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：30,000円

★東京から南へ1000
キロ。船でしかたど
りつけない島の絶景
をご覧ください。
★イルカ、ホエールウ
ォッチングをお楽し
みください。
★今回は、おがさわら
丸は久里浜港発着！！定期便（竹芝発着）よりゆっ
くりのご出発です。

美食の船「にっぽん丸」で一足早い春のひとときをお過ごしください。

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。

自然観賞
日帰り
AF0727

埼玉県

大型バスでは行けない春の里山風景と里山懐石を求めて

小鹿野・知られざるしだれ桜の里と花桃街道
一冊の雑誌から話題になったしだれ桜の里

３月27日㈬・29日㈮・31日㈰
●旅行代金 14,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★とある雑誌で紹介されて以来、観光客が増加している光西寺では200本のしだれ桜を鑑賞
★桃源郷のような華やかな観音院へ通じる約２キロの道をのんびり歩きます（約30分～40分）
★大型バスではいけない里山の為、少人数でゆったりお花見をお楽しみいただきます

日帰り
AF0725

長野県

聴きながら…

桜守が語る歴史物語を

く残る
多
が
桜
老
や
桜
名
の
上
以
年
0
樹齢30
飯田の１本桜をめぐる１日

４月３日㈬・６日㈯
（昼食付き）
●旅行代金 11,800円

●旅行期間 2019年

い
い桜 や樹 形の すば らし
★樹 齢300年を 超え る古
・飯田の
る「１本桜の宝庫」
「１本桜」が数多く残
町を桜守とめぐります
歴史物
でなく、桜にまつわる
★ただお花見するだけ
組み
、未来へ残すための取
語や生活との結びつき
もご案内

♪

する郷土料理もご堪能

★信州そばをはじめと

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝52号経由＝
清雲寺
（樹齢約600年のエドヒガンザクラや秩父紅しだれ桜など大小30本のしだれ桜）
小鹿野・岩殿沢
（山里の道を彩る約２kmの花桃並木）
秩父西谷津温泉にて里山懐石料理をご賞味
光西寺
（西秩父の山里にひっそりと咲き誇る200本のしだれ桜）
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：00］
■定員人数：25名（催行最少人数：16名）

日帰り
AF0326

長野県

信州のお花めぐり

ミズバショウの群生地と約1000本の
花桃が咲き誇る桃源郷を歩く旅

４月24日㈬・28日㈰
●旅行代金 12,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★全国的にも有名な花桃の里、月川温泉郷で赤・ピンク・白のカラフルな桃の花をお楽しみください
★雲海と星空で有名な阿智村ではミズバショウ咲くねずこの森をご散策
★江戸の面影残る妻籠宿で郷土料理のご昼食と散策を楽しみます

由＝浜松いなさIC＝
：00-7：00］＝新東名経
清水駅・静岡駅・焼津駅［6
く日本唯
麻績の里 舞台桜
校校舎（舞台校舎）」に咲
造建造物「旧座光寺麻績学
の木
最古
県内
長野
白漆喰や海鼠壁の
ヒガンザクラ）」
桜（ハンヤエシダレベニ
一の「半八重枝垂れ紅彼岸
料理のご昼食
信州そばをはじめ郷土
桜守と１本桜をめぐる
定天然記念物）
50年以上の古木。県指
長姫の江戸彼岸桜（樹齢4
↓徒歩10分

咲く樹齢
桜丸御殿に寄り添って
桜丸の夫婦桜（もと飯田城
垂れ桜）
400年の江戸彼岸桜と枝
）
色の幻想的な枝垂れ桜
黄梅院（樹齢350年濃い紅
増泉寺（天蓋枝垂れ桜）
駅
由＝焼津駅・静岡駅・清水
浜松いなさIC＝新東名経
［18：00-19：00］

日帰り
静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝
（東名）＝豊田JCT＝土岐JCT＝中津川IC＝
妻籠宿にて郷土料理のご昼食と散策＝花桃の里散策（※月川温泉郷を予定しておりますが、見頃に
応じ見学先を変更する場合がございます）
富士見台高原山麓駅＋＋＋（富士見台高原ロープウェイ）＋＋＋富士見台高原山頂駅・・・水芭蕉の群
生地・いわなの森
＝園原IC＝土岐JCT＝豊田JCT＝
（東名）＝吉田IC・焼津駅・静岡駅
［19：00-20：00頃］
■定員人数：32名（催行最少人数：20名）

日帰り
AF0119

長野県

登山道を2000本の桜並木が彩る

桜のトンネル 光城山ハイキング
４月17日㈬・20日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2019年

★３年ぶりに大人気ハイキングコースが帰ってきます！！
★桜のトンネルで有名な光城山から長峰山まで縦走します
★ハイキングコースからは壮大な北アルプスの山並みもご覧いただけます

AF0724

静岡県

ひかるじょうやま

※光城山頂までの登山と尾根伝いに続く長峰山をハイキングします。光城山の登山道は約2000本の桜並木が
続きます。登頂後、45分ほどで長峰山山頂です。山頂から望む北アルプスや安曇野の風景が見事です。
安曇野IC＝
（長野道・中央道）＝増穂IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅
［17：30-18：30］

上げられた【桜守】と、
飯田に点在する１本桜の
古木をめぐりお花見を
楽しみましょう♪

４月17日㈬・20日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★のんびりローカル線に乗って昔ながらの田園風景を
楽しみます
★天竜市生まれの画家、秋野不矩の官展時代の作品や
インドを描いた作品などを集めた生誕110周年を
記念する展示会を鑑賞♪
★青の絶景！
！約22万株のネモフィラが咲く丘を自由
にご散策

遠州森駅＋＋＋天浜線乗車＋＋＋天竜二俣駅＝
★桜の光城山～長峰山ハイキング

映画の題材にも取り

天浜線に乗って訪れる 奥浜名湖に佇む古刹と美術館
新名所・浜名湖畔に敷かれたブルーの絨毯
22万株のネモフィラを眺める

清水駅・静岡駅・焼津駅
［8：00-9：20］＝新東名経由＝森掛川IC＝
焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝52号線経由＝増穂IC＝
（中央道・長野道）＝安曇野IC＝

田代の
お薦めです！

秋野不矩美術館鑑賞

生誕110周年を記念した展示を鑑賞します♪

方広寺にて精進料理のご昼食と拝観
浜名湖ガーデンパークにて

約22万株のネモフィラ鑑賞

浜松西IC＝焼津IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：15-18：15］

自然観賞
日帰り
AF0728

埼玉県

景
権現堂桜堤と菜の花の風

幸手

並み散策
小江戸川越 蔵作りの町

㈬
３月29日㈮・４月３日
（昼食付き）
●旅行代金 12,800円
です

日帰り
AF0722

静岡県

松崎町の田んぼを使った花畑と
東府や懐石ランチ

1200本のソメイヨシノとお花をダブルで楽しめる♪

４月１日㈪・５日㈮
●旅行代金 10,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

●旅行期間 2019年

名所
東地方でも有数の桜の
埼玉県内はもとより関
が綺麗です
★幸手権現堂桜堤は、
咲き誇り桜のトンネル
,000本のソメイヨシノが
約1
堤に
たる
にわ
km
★長さ１
行きましょう
み♪江戸の昔を感じに
っても蔵づくりの街並
★川越の魅力は何と言

★和のリゾート“東府や”の懐石ランチをお楽しみください
★毎年変わる話題沸騰の リアルなかかし。遠くから見るとリアル
過ぎて人と見分けがつかないとか ?! 写真は2018年のリアル
かかしです。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［8：20-10：00］＝沼津IC＝
上質な空間 和のリゾート“東府や”にて懐石ランチ 11：30-12：30

※3.6万坪の敷地内に宿泊施設や食事処などが点在する風情あるリゾート地でゆるりとお食事をお楽しみください

重要文化財岩科学校見学

14：00-14：30

※木造２階建ての寄棟造りで建物は左右対称であり外観は
「なまこ壁」
で社寺風建築の学校

田んぼをつかった花畑

14：45-15：30

※アフリカのキンセンカ・瑠璃唐草・姫金魚草・つましろ・ひなぎく・ひなげし・矢車草の６種類の花が時期により次々と農閑期の約62000㎡
の田んぼを一面埋め尽くします。また那賀川沿いには約1200本のソメイヨシノが咲いておりお花の絨毯と桜がダブルで楽しめます！

＝沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：40］

神社仏閣
日帰り
AF0729

京都府
IC＝
＝鶴ヶ島JCT＝幸手
-7：30］＝海老名JCT
00
：
［6
IC
富士
・
駅
清水
焼津駅・静岡駅・
花畑は人気の
本桜のトンネルと菜の
幸手権現堂桜堤 ※千
青嶋の
30
：
1
す！ 10：30-1
高いお花見スポットで
30
お薦めです！
：
-13
30
：
12
マイモ料理の昼食
小江戸川越いも膳にてサツ
00
15：
45お楽しみください 13：
関東屈指の桜の名所
蔵造の町並み小江戸川越散策を
IC・
富士
＝
CT
名J
「幸手権現堂桜堤」
。桜のピンクと
海老
＝
CT
＝川越IC＝鶴ヶ島J
］
菜の花の黄色のコントラストは
25
：
9
-1
45
：
7
清水駅・静岡駅・焼津駅［1
まさに絶景です！小江戸川越は
オシャレ和モダンな魅力的な
お店がいっぱいで
わくわくします。

伝

日帰り
AF0720

岐阜県

統

うだつの上がる町並みを練り歩く豪華乱舞な
花みこし鑑賞と長良川を眺めながらいただく
郷土料理
４月13日㈯

●旅行期間 2019年

●旅行代金

11,800円（昼食付き）

★まつりはまつりでも、このようにかわいらしく華やかなお祭りはいかがですか？
★ユネスコ無形文化遺産に登録された美濃和紙を花に見立てたみこしが250～300基、うだつのあ
がる町並みを乱舞します♪
★ご昼食は長良川を眺めながら料理旅館 緑風荘にて地元のご馳走を堪能いただきます！
！

京都最古の花街・上七軒の元お茶屋でいた
だく京料理のご昼食と国宝の本堂に朗々と
響く釈迦念仏を拝聴

３月22日㈮
●旅行代金 14,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★今年の干支であるイノシシに由来ある護王神社を参拝し、2019
年の幸せと健康を願います。
★京都最古の花街【上七軒】に佇む元お茶屋で京料理に舌鼓♪
★年に１度だけ公開される涅槃図鑑賞と、京都の春の風物詩である、
如輪上人が始めたという千本釈迦念仏を聞きます。
静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：00-7：00］＝京都南IC＝
今年の干支！
！別名イノシシ神社護王神社を参拝
御祭神である和気清麻呂公が道鏡事件で大隅国へ流される時、立つこともできなかったのがイノシ
シの御守護により不思議と立って歩けるようになったという話から足腰の守護神とされています。
京都花街のひとつ上七軒にてご昼食
千本釈迦念仏
（お釈迦様が最後に唱えた遺教経を訓読みして奉唱し、最後に「南無釈迦牟尼仏」と唱え
る声明に由来しこの名が付いたとされる。また１年に１度だけ涅槃図も特別公開されます）
京都南IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［20：00-20：50頃］

日帰り
AF0730

静岡県

新元号を記念して宮家ゆかりの寺を訪ねる
ミシュラン店で修行を積んだ僧侶がもてなす精進懐石と
金澤翔子氏が奉納した世界一大きな般若心経

５月１日
（水・祝）・８日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★天才書家金澤翔子氏が奉納した世界一大きな般若心経見学
と新元号のご朱印（２種）をプレゼント♪
★ミシュランガイド一つ星を獲得した京都の老舗【阿じろ】
で長く修行した僧侶による精進料理をご賞味♪
★浜松出身の田畑政治氏、大河ドラマ主役抜擢の記念企画を
ご見学！
！
清水駅・静岡駅・焼津駅［7：30-8：50］＝浜松浜北IC

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝美濃IC＝
長良川沿いの緑風荘にてご昼食
美濃まつりのメインイベント
『花みこし』
うだつの上がる町並みにて花みこしの総練りを自由にご観賞
旧今井家住宅・美濃史料館（市指定文化財）等の町並みも自由にご散策ください♪
12：30～総練りスタート
美濃IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：30-19：30］

浜松の魅力、旬の話題がぎっしりつまった「浜松魅力発信館THE GATE HAMAMATSU」 浜松出身の田畑政治
氏が主人公の一人、2019年大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺（ばなし）」の番組展も開催中です♪
浜松IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：30-18：30頃］

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

金光明山 光明寺（湖北五山の一つ。国内最大級の大黒天像を安置しております。今年の干支の猪がお出迎えします♪）
龍雲寺（木寺宮康仁親王が創建したとされる宮家ゆかりの寺院。金澤翔子氏の世界一大きな般若心経
を見学し、
寺内にて精進料理をご賞味）

〒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。

静岡空港特集
５日間
AY0003

鹿児島県
沖縄県

無料駐車場 約2000台完備

海の恵のヤンバル
神秘の屋久島・素朴な南の島 徳之島・森と
り
クルーズならでは、珠玉の３島巡

にっぽん丸 春の屋久島・徳之島・沖縄クルーズ

●旅行期間 2019年
●旅行代金

４月７日㈰～11日㈭

富士山静岡空港発着

用（お一人様）
１室利用（お一人様） １名様１室利
３名様１室利用（お一人様） ２名様

客室タイプ

スタンダードステート
コンフォートステート
スーペリアステート

00円
184,000円 200,000円 240,0
00円
202,000円 210,000円 253,5
281,000円
211,000円 231,000円 、お問
い合わせください。
客室は

※その他デラックス、スイートの

■オプショナルツアー例
）
（別料金・大人お一人様予定代金
４／８㈪ 屋久島
・世界遺産 西部照葉樹林
18,000円
トレッキング
４／９㈫ 徳之島
・闘牛文化に触れる
なくさみ館と犬田布岬 8,500円
11,000円
・徳之島一周観光
※上記以外にもツアー予定有
井客船
※オプショナルツアーは、商船三
㈱の旅行企画・実施となります

★神秘の屋久島、素朴な南の島
・徳之島、沖縄珠玉の３島を
巡ります。
★富士山静岡空港発着 フライ
＆クルーズ
★にっぽん丸下船後は、美ら海
水族館や、斎場御嶽を見学！！

３日間

～美人湯が人気の夕景の宿 油谷湾温泉ホテル楊貴館に２連泊～

AF0647

山口県
●旅行期間 2019年
●旅行代金

（お一人様）

４月14日㈰～16日㈫

４名様１室利用

３名様１室利用

２名様１室利用

１名様１室利用（ツインルーム利用）

115,000円 116,000円 118,000円 118,000円

★静岡空港発着で便利です
★123基の鳥居が100ｍ以上に渡って並
ぶ姿は正に一度は見てみたい絶景です
★美人湯で人気の夕景の宿、油谷湾温泉
ホテル楊貴館に２連泊

屋久島

徳之島

にっぽん丸

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

沖縄美ら海水族館

港にて空路、福岡空港へ＝
Ａ 午前便（予定） 富士山静岡空
富士山静岡空港 朝 集合 ＦＤ
二見 ヶ浦 ※車 窓（海 岸か ら
桜井
食＝
ご昼
にて
」
伽小 野一 秀庵
（専 用車 ）＝糸 島市 の料 理旅 館「僧
：00出港 にっぽん丸（泊）
17
付
船受
）＝博多港 16：00乗
150ｍの海中に仲良く浮かぶ夫婦岩
（泊）
しみください。 17：00出港 にっぽん丸
動。又はオプショナルツアー等でお楽
（泊）
ん丸
２日目 屋久島10：00入港 自由行
にっぽ
しみください。 17：00出港
動。又はオプショナルツアー等でお楽
ま
に囲
３日目 徳之島 ９：00入港 自由行
の海
ーン
グリ
利島（エメラルド
用車）＝沖縄美ら海水族館＝古宇
４日目 本部 ９：30入港＝（専
れた橋で渡れる離島）＝ホテル
ーチリゾート（泊）
坂田の
ANAインターコンチネンタル万座ビ
高の
国最
球王
お薦めです！
る琉
てい
され
登録
産に
５日目 ホテル＝斎場御嶽（世界遺
由昼食） ＡＮＡ1264便
自自
て各
港に
（空
港
覇空
＝那
）
聖地
美食の船
空港へ。
13：25発※予定にて空路富士山静岡
「にっぽん丸」で
。
15：40到着後※予定、解散
離島を訪れる
催行人員：10名様
朝４回／昼４回／夕４回 ■最少
回数：
クルーズならではの
■食事
す
■添乗員：静岡県内から同行しま
全日空
コースです！！
フジドリームズエアライン、ＡＮＡ

１日目

■利用予定航空会社：ＦＤＡ

桜･街並み･美術品 山陰の美を堪能と名湯めぐり
島根県 春爛漫の出雲・因幡路
「もちがせ流し雛」と桜の松江城

４日間
AF0710

１日目

9：00静岡空港＝10：40福岡空港・
・
・13：00-14：00昼食
（ふくの関 ふくづくし御膳）
・
・
・15：30-16：00海士ケ
瀬公園・展望台（エメラルドグリーンの海の上に架かる橋絶景！）
・
・
・16：40油谷湾温泉
ホテル楊貴館
（泊）
２日目 8：00ホテル・
・
・８：30-９：40元乃隅稲荷神社・
・
・9：55-10：30千畳敷・
・
・11：10-12：00金子みすゞ記念館・
・
・
12：10-13：10昼食
（和食きらく）
・
・
・13：30-14：50青海島遊覧・
・
・15：30-15：50別府弁天池の湧水・
・
・16：30
油谷湾温泉
ホテル楊貴館
（泊）
３日目 8：30ホテル・
・
・９：30-10：00秋吉台カルスト展望台・
・
・10：10-11：10秋芳洞 黒谷口入口・
・
・11：20-12：30
昼食（安富屋）
・
・
・13：30-15：30門司港レトロ・
・
・17：00福岡空港 18：40福岡空港＝20：05静岡空港
■最少催行人員：15名様 ■食事条件・朝２回／昼３回／夕２回
■航空機の発着時間は予定ですので変更になる場合があります

３日間
AFFDA1

新潟県
山形県

４月５日㈮～８日㈪

４名様１室利用（お一人様）

145,800円

共同企画

３名様１室利用（お一人様）

147,800円

２名様１室利用（お一人様）

149,800円

豪家のもてなす豪家絢爛な

酒田の雛街道めぐり
心のふるさと“良寛”
富川潤一画『良寛と童』

３月11日㈪～13日㈬

●旅行期間 2019年
●旅行代金

４名様１室利用（お一人様）

95,000円

★静岡空港利用で楽々に春爛漫の
出雲・因幡路を訪ねます
★玉造温泉と三朝温泉連泊で名湯
と地元のご馳走を楽しみます
★女性の幸せ、健康を願う雛祭り。
今回は用瀬のひな流しをご見学
いただき、2019年のご多幸を
願いましょう♪

■添乗員全行程同行

FDAチャーター便で行く早春の新潟

ゆかりの地を旅する３日間

●旅行期間 2019年
●旅行代金

×

■宿泊先：ホテル楊貴館

３名様１室利用（お一人様）

98,000円

２名様１室利用（お一人様）

102,000円

★静岡空港から新潟空港まで片道わずか１時間でご案内！
★温泉宿に２泊！ゆっくりお過ごしください。
★越後出雲崎で生まれた禅僧「良寛」。詩歌が“日本美の極致”
とまで絶賛された心優しいお坊さんです。
★湊町酒田は、この時期街が雛づくし！日本三大吊し雛の一つ
「傘福」をご覧いただき、春の訪れをお楽しみください。

16：35富士山静岡空港＝17：50出雲縁結び空港 平安時代より三名泉として知られ、日本書紀や出雲風土記
にも登場する最古の温泉『玉造温泉』に宿泊
玉造温泉：佳翠苑 皆美（泊）
（日本近代画コレクションと美しい庭園美）
２日目 ホテル＝9：10-11：10足立美術館
13：30-15：30倉吉白壁土蔵群
（赤瓦と白壁の美しい町並みを散策）
旧国鉄倉吉線廃線跡
（廃線跡に続く約4kmの桜並木を散策）
三朝温泉：依山楼岩崎（泊）
（桜彩る白亜の洋建築）
＝９：45-10：15鳥取砂丘
３日目 ８：30ホテル＝９：00-９：30鳥取・仁風閣
11：00-12：00用瀬・流しびなの館(江戸時代をはじめ各時代の約1,000体の雛人形）…祈祷神事、雛のお焚きあげ、ひな流し見学
石谷家住宅
（重文・敷地面積3000坪、部屋数40余りの大規模和風建築）
板井原集落
（日本の原風景。まるで時の止まったかのような美しい村を散策）
三朝温泉：依山楼岩崎（泊）
４日目 ９：00ホテル＝11：00-12：00松江城（堀川遊覧） 12：15-13：15いずもまがたまの里伝承館にてご昼食
14：55出雲縁結び空港＝16：00富士山静岡空港

富士山静岡空港（８：00頃発）→FDAチャーター→新潟空港（９：00頃着）
（昼食）
＝城下町
新潟空港＝★西福寺 開山堂 色鮮やかな雲蝶の彫刻＝★小千谷名物 へぎそば
村上 ★千年鮭きっかわと黒塀「町屋人形さま巡り」＝瀬波温泉※空港到着後、昼食を先に召し上が
るグループと２班に分かれてご案内します
大観荘 せなみの湯（泊）
２日目 ホテル＝湊・酒田の雛めぐり ★本間美術館＝★山居倉庫 朝ドラのロケ地にもなった米の貯蔵
＝★山王くらぶ＝★本間家旧本邸＝岩室温泉
ゆもとや（泊）
庫（昼食）
３日目 ホテル＝★弥彦神社＝★良寛記念館＆良寛と夕日の丘公園＝★魚のアメ横 寺泊にて市場の海
鮮料理（昼食）＝★燕三条 洋食器・鋳物の物産館＝★北方文化博物館 越後の大地主 豪農の邸
宅と芸術が織りなす庭園＝★瓢湖 国の天然記念物指定 白鳥の渡来湖＝★五十嵐邸ガーデン
約5000坪の大邸宅（夕食）＝新潟空港
新潟空港（19：30頃発）→FDAチャーター→富士山静岡空港（20：40頃着）

■最少催行人員：12名様 ■食事条件：朝３回／昼３回／夕３回
■宿泊先：１泊目／玉造温泉 佳翠苑 皆美 ２・３泊目／三朝温泉 依山楼 岩崎
■旅行費用に含まれるもの：航空運賃、バス代、宿泊代、食事代、上記記載施設の入場料、現地案内人費用、乗船料、消費税

■最少催行人員：35名様
（募集人数：80名様） ■食事条件：朝２回／昼３回／夕３回 ■添乗員が静岡空港から同行します
■宿泊先：１泊目／大観荘 せなみの湯また同等クラス ２泊目／ゆもとやまたは同等クラス
■利用予定航空会社：フジドリームエアラインズ ■燃油特別付加運賃は旅行代金に含まれます

１日目

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。

