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静岡空港特集
６日間
BF0066

中国

無料駐車場 約2000台完備

静岡空港から行く中国

青嶋の
お薦めです！

の旅

秘境の地「七彩山」と天空列車
（寝台車）に乗りチベットへ６日間
で行けるツアーを作りました。
６日間にぎゅっと凝縮された
見ごたえのあるこちらの
ツアーは丁度いい！お勧めの
ツアーです♪

大自然が作り出した絶景の七彩山と
世界最高地を走る天空列車で行くチベットラサの旅

６月28日㈮～７月３日㈬
●旅行代金 278,000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：31,000円（寝台車は相部屋となります）
★静岡空港から中国の秘境へ
★七彩山は2002年に発見された中国でも知る人ぞ知る絶景のポイントです！
★天空列車に乗り最高地5000ｍを越える景色は絶景！
ラサでは巨大な美しい宮殿世界遺産ポタラ宮など見ごたえ迫力たっぷりです！
１日目 富士山静岡空港 集合 15：40空路、上海経由西寧へ 23：25西寧着
西寧（泊）
２日目 午前：西寧駅 張液西駅着 七彩丹霞へ 七彩丹霞国家地質公園見学 むき出しになっ
た地層が自然のものとは思えないほど美しい雄大な絶景を見学します 観光後、張
液西駅へ 夕刻：張液西駅発 西寧駅着 夜：西寧駅発 世界最高地を走る天空列車
（寝台車）にてラサへ（所要約22時間）
車中（泊）
３日目 車窓よりチベット高原の景色をお楽しみください 夕刻：ラサ着 ホテルへ ラサ（泊）
４日目 終日、天空の都ラサ観光（世界遺産ダライラマの冬の宮殿ポタラ宮・大昭寺・八角街・
バザール・セラ寺・アニツァグン寺）夕食はチベット民族舞踊と名物料理
夕食後、ライトアップされたポタラ宮見学
ラサ（泊）
５日目 ラサ観光（巡礼者で賑わうサンゲドウング参拝・デプン寺・ノルブリンカ）
夕刻：空路、西安経由上海へ 上海着
上海（泊）
６日目 11：35空路、静岡へ 14：45静岡空港着 解散
■料金には日程内の航空券・宿泊費・食事代・観光入場料・列車代・チベット入域許可書が含まれます
■別途現地空港諸税・国際観光旅客税・燃油付加運賃（約14,000円 ２月４日現在）が必要になります
■利用予定ホテル：西寧／中発源飯店または同等クラス ラサ／雅汀舎麗花園酒店または同等クラス
上海／上海航空酒店浦東機場店または同等クラス
■利用航空会社：中国東方航空（ＭＵ）エコノミークラス
■食事回数：朝５回／昼４回／夕３回
■最少催行人数：10名様
■添乗員同行

《静岡空港発着》

３日間

北海道ガーデン街道の旅３日間

AF0513

北海道

～春のお花が咲き始める４つの庭園を巡ります～

５月21日㈫～ 23日㈭

●旅行期間 2019年
●旅行代金

《静岡空港発着》

４日間

北海道ガーデン街道の旅４日間

AF0513

北海道

～広大な敷地に咲き誇る色彩豊かな８つの庭園を巡ります～

①６月24日㈪～ 27日㈭
②７月１日㈪～４日㈭

●旅行期間 2019年

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）

96,000円 98,000円 108,000円

●旅行代金

出発日

①６月24日

★静岡空港からラクラク出発
★３日間で効率よく４つのガーデンをめぐります
★季節は春！チューリップがず～っと向こうまで可愛く咲いています！

②７月１日

写真は季節のイメージです

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）

145,000円 148,000円 161,000円
152,000円 153,000円 167,000円

写真は季節のイメージです

★静岡空港からラクラク出発
★ガーデン街道の８つのガーデン全てをめぐります♪
★季節は初夏…バラのシーズンです。毎年たくさんの美しいバラを
見る事が出来ます！

紫竹ガーデンの花さかおばあちゃん

１日目

１日目 11：55富士山静岡空港＞＞FDA173＞＞13：45丘珠空港＝十勝川温泉
ホテル大平原（泊）
２日目 熱気球体験（天候によっては中止になる場合があります）
ホテル＝農と食のテーマパーク十勝ヒルズ＝六花亭の包装紙に描かれた六花の森＝元気な花さか
アートホテル旭川（泊）
おばあちゃんの紫竹ガーデン（昼食）＝旭川
３日目 ホテル＝四季折々に開花する宿根草を中心に庭づくり上野ファーム＝昼食（車中にて弁当）
13:15丘珠空港 14：20丘珠空港＞＞FDA174＞＞16：10富士山静岡空港

11：55富士山静岡空港＞＞FDA173＞＞13：45丘珠空港＝北の森ガーデン＝層雲峡
層雲閣グランドホテル（泊）
２日目 8：15ホテル＝700品種を越える草花が咲き誇る森の花園大雪森のガーデン＝四季折々に開花す
る宿根草を中心に庭づくり上野ファーム＝昼食（二幸本店寿司ランチ）＝テレビドラマの舞台 風
ホテル大平原（泊）
のガーデン＝十勝川温泉
３日目 熱気球体験（天候によっては翌日もしくは中止になる場合があります） ８：15ホテル＝大賞“グラ
ンドアワード”に輝いた十勝千年の森＝元気な花さかおばあちゃんの紫竹ガーデン（昼食）＝六花
亭の包装紙に描かれた六花の森＝農と食のテーマパーク十勝ヒルズ＝おとぎの国真鍋庭園＝十
勝川温泉
ホテル大平原（泊）
４日目 ホテル＝昼食（北の漁場 海鮮御膳）＝14：20丘珠空港＞＞FDA174＞＞16：10富士山静岡空港

■宿泊先：１泊目／ホテル大平原 ２泊目／アートホテル旭川
■食事回数：朝２回／昼２回／夕２回
■最少催行人数：12名様 ■添乗員：静岡空港から全行程同行

■宿泊先：１泊目／層雲閣グランドホテル ２・３泊目／ホテル大平原
■食事回数：朝３回／昼３回／夕３回
■最少催行人数：12名様 ■添乗員：静岡空港から全行程同行

紫竹ガーデンの花さかおばあちゃん

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。

自然観賞
日帰り
AF0342

神奈川県

伝説と歴史を今に伝える

東京湾唯一の自然島・猿島の歴史遺産ウォーク
５月11日㈯・15日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：00］＝横浜町田IC＝
横須賀名物！！海軍カレーのご昼食
三笠公園～～～船にて猿島へ・・・猿島では専門ガイドの案内のもと休憩を取りながら２時間程ご散
策頂き、
豊かな自然と歴史遺産をご覧いただきます。
よこすかポートマーケット・・・地元でとれた新鮮なお魚・野菜からスイーツまで、横須賀のお土産を
多数取り揃えたマーケットでお買い物をお楽しみください。
＝横浜町田IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：30］

AF0123

長野県

１泊２日
AF0734

静岡の秘境・大井川の源流

新緑の南アルプスの大自然体験
５月２日㈭・３日㈮・４日㈯・５日㈰・６日㈪
●旅行代金 14,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★ＧＷでも渋滞知らず！！観光客も少ないオクシズへご案内致しま
す。
★リニア建設工事前！！あと何回行けるかわかりません！！この機会
をお見逃しなく！！
★山奥で調理しているとは思えない、オシャレで豪華な絶品お弁当
にもご注目！！

」岩峰群

セミテ
シャクナゲの十文字峠と「日本のヨ

長野県 ●旅行期間 2019年①５月25日㈯～26日㈰

㈭
②５月29日㈬～30日一人様料金）
場合のお
（２名一部屋ご利用の
●旅行代金 39,800円
山と日本随一

●旅行期間 2019年

★東京湾唯一の島『猿島』を地元案内人と散策して童心に帰る冒険企画！
！
★横須賀名物の海軍カレーを老舗ホテルでご用意します♪
★横須賀ポートマーケットにて地元の名産ショッピング♪静岡には売っていない珍しいお土産GET！！

日帰り

・十文字峠へ
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でみられる『日本のヨ
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★八ヶ岳の豊かな自然
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■お食事：朝１回／昼

日帰り
AF0396

静岡県

100年の歴史を持つクラシックホテルでいただく
三河フレンチと５万本のあじさいの里・浜名湖花
フェスタ2019へお花めぐりの旅

６月12日㈬・15日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★100年の歴史を持つ蒲郡クラシックホテルにて歴史と伝統を受け継
ぐフレンチのコースをご堪能ください
★2018年、大盛況のうちに幕を閉じた浜名湖花フェスタが2019年も
開催！
！季節ごとに可憐に咲くお花に癒されます♪
（貸切バス）＝白樺荘で許可車両
（マイクロバス）
に乗換え＝
静岡駅・焼津駅［6：30-7：00］＝
★畑薙大吊り橋＝聖登山口＝★椹島ロッジ（昼食）＝★二軒小屋
※大井川渓流沿いの散策や春の花々の観賞、南アルプスの眺望をお楽しみください！
※白樺荘からは自然ガイドが見どころを詳しくご案内します。
※昼食は椹島ロッジにて岩魚や山菜を活かした椹島弁当をご用意いたします。
＝白樺荘で貸切バスに乗換え＝焼津駅・静岡駅［19：30-20：00］

日帰り
AF0021

長野県

白い妖精・すずらんと絶滅危惧種・釜無ホテイアツモリソウを愛でる

花の百名山・入笠山ハイキング
６月８日㈯・12日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★山好き、お花好きなら一度は登りたい！！大人気の『花の百名山』へご案内致します♪
★現地で暮らすガイドが案内するハイキングツアーです！！体力のレベルに合わせコースをお選びいた
だけます♪
★ランチはお弁当でなく、地元の季節の高原野菜、山菜、きのこなどを使ったすずらん御膳をご用意♪

★毎年見頃には10万人を越える観光客が訪れる形原あじさいまつりへ♪
この季節ならではの絶景をご鑑賞ください♪
清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：30-9：10］＝浜松西IC＝
はままつフラワーパークにて浜名湖花フェスタ2019鑑賞
蒲郡クラシックホテルにてコースランチ
形原温泉・あじさいの里・・・毎年見頃には約10万人の観光客が訪れる
あじさいまつりでは、約５万本のあじさいが園内に咲き誇る様子や、
天気が良い日には三河湾を望む景色をお楽しみいただけます。
音羽蒲郡IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：15-18：45頃］

日帰り
AF0437

千葉県

サッパ舟に乗ってめぐる水郷佐原
アヤメまつりと地元の食材に拘る！！
地産地消の佐原フレンチを愉しむ

６月１日㈯・５日㈬
●旅行代金 15,500円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★江戸風情の街歩き途中に美味しい寄り道♪北総の旬食材を丁寧に
調理して仕立てたフレンチは目にも舌にも美味しい一皿です♪
★約８ヘクタールの園内をサッパ舟で遊覧し、江戸・肥後・伊勢系
など400品種150万本のハナショウブが咲き乱れる様子を鑑賞

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：00］＝清水IC＝
（新東名経由）
＝諏訪南IC＝
【花の百名山・入笠山ハイキング（入笠すずらん祭り開催中！）
】
地元の季節の高原野菜、山菜、きのこなどをつかった「入笠すずらん御膳」
の昼食
～山麓駅から「ゴンドラすずらん」にて山頂駅へ（片道・約10分）
～
★入笠湿原（約100万本・日本すずらんの大群生） ★入笠すずらん公園（約150本・釜無ホテイアツモリ草）
★八ヶ岳展望台（蓼科山から八ヶ岳連峰、富士山、甲斐駒ケ岳などの眺望） ★お花畑（珍しい山野草が咲き乱れます）
※健脚な方は入笠山山頂までの登山も可能です（片道・約50分）。360℃のパノラマが広がっています。
山頂駅＋＋＋山麓駅＝温泉にて入浴休憩＝
諏訪南IC＝
（新東名経由）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅
［18：45-19：45］

します
★千葉県随一のパワースポットとして名高い香取神宮を参拝してご
利益を賜りましょう♪
焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝佐原IC
水郷佐原あやめパーク
（サッパ舟に乗ってのんびり♪400品種150
万本の花菖蒲を、改良に夢かけた先人たちのロマンに思いを馳せ
ながらゆっくりご堪能ください。）
佐原の街並み散策と老舗ホテルでランチ
香取神宮参拝
佐原香取IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-20：30］

芸術鑑賞

１泊２日

♪
海外旅行に出掛けよう

AF0140

パスポート不要の

トルコの
る
れ
ら
知
で
理
料
大
三
界
世
都
京
東
文化・料理を満喫する旅

日帰り

東京都

AF0733

５月15日㈬・18日㈯
（昼食付き）
●旅行代金 12,800円
で、海外旅
見学いただくこと
東京ジャーミィ』をご
★日本最大のモスク『
行気分が一気に上昇！！
トルコ。日本
れる美食の国でもある
★世界三大料理で知ら
きます
料理をお楽しみいただ
にいながら本格トルコ
70点がイスタ
を今に伝える至宝約1
★オスマン帝国の栄華
マン帝国の
博物館から来日！！オス
ンブルのトプカプ宮殿
か、明治期
の交流を示す品々のほ
スルタンと日本の皇室
好関係にも
させるなど、両国の友
の日本美術品を里帰り
光をあてます。

］＝
・富士IC［7：00-8：30
焼津駅・静岡駅・清水駅
田代の
トルコから取り寄せ
べて
（す
学
ィ見
ジャーミ
日本最大のモスク東京
学）
ク見
お薦めです！
モス
した
再現
の伝統様式を
16世紀のオスマントルコ
い
ださ
パスポート不要！！飛行機に
装を心がけてご参加く
※肌の露出が少ない服
スで堪能♪
コー
格派
乗らずに行ける海外旅行！
？
を本
』
料理
ルコ
世界三大料理の一つ『ト
チュー
宝展
コ至
トル
アジアとヨーロッパが融合する
19
20
コ文化年
国立新美術館にて トル
不思議な国トルコを
鑑賞
の美
カプ
リップの宮殿 トプ
］
日本で満喫します
00
：
9
駅・焼津駅［17：30-1
＝富士IC・清水駅・静岡

※お１人部屋追加代金：11,000円

１日目

浜松駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［10：00-13：00］＝
（東名・首都高速）
＝歌舞伎座
歌舞伎座 五月團菊祭
演目：夜の部（16：30開演） 鋭意選定中
出演予定：尾上菊五郎、中村吉右衛門、中村時蔵、尾上松緑、尾上菊之助、市川海老蔵 ほか
※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＝ホテル
ホテルニューオータニ（泊）

２日目

10：30頃出発 ホテルにて朝食後、歌舞伎座へ。
歌舞伎座 五月團菊祭
演目：昼の部（11：00開演） 鋭意選定中
出演予定：尾上菊五郎、中村吉右衛門、中村時蔵、尾上松緑、尾上菊之助、市川海老蔵 ほか
歌舞伎座＝（首都高速・東名高速）＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・浜松駅［18：00頃-20：45頃］

■お食事：朝１回／昼１回／夕１回

日帰り
AF0140

東京都

寺社仏閣
AF0732

静岡県

甘い香りに包まれたジャスミン寺『了仙寺』拝観と
ペリー提督も歩いた！？石畳の歴史道をレトロ散歩
５月22日㈬・25日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★下田プリンスホテルにて、静岡の豊かな自然、海と山が育ん
だご馳走をご賞味
★約1,000株のアメリカンジャスミンが咲き誇り甘い香りが広
がる了仙寺を拝観
★黒船来航の地、ペリー提督が歩いたペリーロードなど、地元
ガイドの案内のもと港町・下田の歴史散歩を楽しみます♪

AF0730

静岡県

歌舞伎座 團菊祭五月大歌舞伎 日帰り鑑賞
５月11日㈯
●旅行代金 33,800円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2019年

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-7：50］＝
（東名高速）
＝東京IC＝
（首都高速）＝歌舞伎座
※早く到着した場合には、歌舞伎座周辺でご散策時間をお取り致します。
歌舞伎座 團菊祭五月大歌舞伎
演目：昼の部
（11：00開演） 鋭意選定中
出演予定：尾上菊五郎、中村吉右衛門、中村時蔵、尾上松緑、尾上菊之助、市川海老蔵 ほか
※お席は１等席でご用意致します。※幕間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）
＝東京IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［18：00頃-19：30頃］

１泊２日
AF0731

京都府

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：20］＝沼津IC＝
下田 プリンスホテルにて洋食ランチをコースでご用意
下田（日米和親条約締結の地・了仙寺。この季節には約1,000
株のアメリカンジャスミンが咲き誇り甘い香りに包まれま
す。黒船来航の地、提督が歩いたペリーロードなど、地元ガイ
ドの案内のもと港町・下田の歴史散歩を楽しみます）
沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：20-18：50頃］

日帰り

５月22日㈬～23日㈭
●旅行代金 73,800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

★来年市川團十郎を襲名することが決まり大いに注目が集まっている市川海老蔵ラストイヤーをお見逃しなく！！
★歌舞伎座でのお席は１等席をご用意しております！！
★幕間には歌舞伎座特製のお弁当をご用意♪出演者からも好評を得ている老舗の味をご堪能♪

●旅行期間 2019年

日帰り

ホテルニューオータニ東京へ宿泊して楽しむ
歌舞伎座 團菊祭五月大歌舞伎鑑賞

平成よ！！31年ありがとう！！
皇室にゆかりある京都の寺社仏閣をめぐり
平成最後と新元号最初の日付が刻印される
ご朱印をいただきご利益を授かる２日間
４月30日㈫～５月１日㈬

●旅行期間 2019年
●旅行代金

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

２名様１室利用
（お一人様）

１名様１室利用
（お一人様）

44,800円

45,800円

★皇室にゆかりのある寺社仏閣をめぐります。各寺社仏閣では、平成最後の４月30日と新元号最
初の５月１日の日付が入ったご朱印をいただきます。
★京都市内の東西南北に点在する皇室ゆかりの寺社仏閣。個人でめぐるにはなかなか大変ですが、
貸切バスなら移動も楽々♪効率よく６ヶ寺を廻って参ります。
★ゴールデンウィーク中のご旅行、混雑の心配等あるかもしれませんが、平成から新元号をまたぐ
この日にちしか実施できない企画となっております。是非ご参加いただき、歴史が変わるこの２
日間を一緒にお祝いしませんか♪

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
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）
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］

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝京都東IC
御寺 泉涌寺（皇室のご菩提所）
聖護院門跡
（歴史上最後に譲位を行った天皇として知られる光格天皇ゆかりの寺）
大原三千院
（最雲法親王をはじめ歴代の住持として皇室や摂関家の子弟が入寺した）
ホテル着 16：30頃（ご夕食はホテルにてお召し上がりいただきます） からすま京都ホテル（泊）

２日目

ホテル出発9：00頃
京都御所
（14世紀から明治まで歴代天皇が居住し儀式、公務を執り行った御所を見学）
仁和寺
（かつて御所にあった紫宸殿を移築した金堂などを外から見学）
大覚寺
（嵯峨天皇にゆかりを持つ。春季特別展では即位記念展を開催）
京都南IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：30-19：30］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１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。

成田空港発着
４日間
BF0076

ブルネイ

ロイヤルブルネイ航空 直行便就
航記念企画！

知られざるブルネイ王国４日間

７つ星と称される
ザ・エンパイアホテルに２連泊

７月14日㈰～17日㈬
●旅行代金
138,000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：35,000円

★このツアーは２名様から催行決定
となります
★成田空港にてチェックインのお手
伝いを致します
★現地空港にて現地ガイドがお出迎
えします
★添乗員は付きませんが現地では日
本語ガイドがご案内し

ますので安心です

１日目 11：45空路、ブルネイへ（６
時間25分）
17：10ブルネイ着 ホテルへ
バンダルスリブガワン（泊）
２日目 水上タクシーにてテンブロ
ン地区バンガーへ（イバン族のロン
グハウス訪問）
ロングボートにて熱帯雨林リバーク
ルーズ体験
バンダルスリブガワン（泊）
３日目 ご出発まで７つ星ホテルラ
イフをごゆっくりお楽しみください
11：00世界最大級の水上集落を訪問
市内観光（ヤヤサンショッピングセ
ンター・モスク・王室資料館・マレ
ー・テクノロジ
ー博物館・ブルネイ博物館・王宮
等） 夕食後はナイトマーケット
見学と美しいモス
クのライトアップ鑑賞、グールデ
ンジュバリーパーク見学 空港へ
機内（泊）
４日目 00：35空路、成田へ ７
：30成田空港着

青嶋の
お薦めです！
ブルネイは世界でも指折りの
大富豪と言われる王族が暮らす国として
知られています。ラグジュアリーなホテルに
２連泊！リバークルーズやブルネイを代表する
優美なモスクは昼間はもちろん幻想的な
姿が浮かび上がる夜のライトアップも！！
４日間のツアーで知られざる
ブルネイを満喫頂きます

■料金には日程内の航空券・宿泊
費・食事代・観光入場料・水上ボ
ート代
■別途、現地空港諸税・国際観光
旅客税・燃油付加運賃が必要（約
6,110円 2019年２月現在）
■利用予定ホテル：ブルネイ／ THE
EMPIRE HOTEL
■利用航空会社：ロイヤルブルネ
イ航空（ＢＩ）エコノミークラス
■最少催行人数：２名様※添乗員
は付きませんが現地ガイドがご案
内致しますので安心です
■食事回数：朝２回／昼２回／夕
２回
無料駐車場 約2000台完備

静岡空港発着ＦＤＡチャーター
３日間
AFFDA

鹿児島県

×

鹿児島の離島へ 新緑が芽吹き始める季節に訪れる

世界自然遺産・屋久島の
大自然と種子島３日間
４月８日㈪～ 10日㈬

●旅行期間 2019年
●旅行代金

３名様１室利用（お一人様）

128,000円

２名様１室利用（お一人様）

132,000円

３日間

静岡空港
種子島空港

１名様１室利用（お一人様）

152,000円

AFFDA

岩手県

富士山静岡空港集合（10時15分頃） 富士山静岡空港（11：00頃） FDAチャーター（13：00頃）
種子島空港＝★種子島宇宙センター＝★千座の岩屋＝★種子島開発総合センター＝西之表港
（夕刻）～～高速船～～（夕刻）安房港＝ホテル

２日目

ホテル（8：00頃）＝★白谷雲水峡ミニハイク（約120分）＝宮之浦（昼食）＝★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

３日目

ホテル（8：00頃）＝★千尋の滝（落差66ｍの豪快な滝）＝宮之浦港（10：00）～～高速船～～（10：
50）西之表港＝種子島空港 ※昼食はお弁当を用意いたします。
種子島空港（12：30頃） FDAチャーター（14：00頃） 富士山静岡空港

●旅行代金

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。

４月29日㈪～５月１日㈬

４名様１室利用
（お一人様）

128,000円

３名様１室利用
（お一人様）

134,000円

２名様１室利用
（お一人様）

138,000円

燃油サーチャージ（約2,000円）は別途

１日目

富士山静岡空港（9：30頃） FDAチャーター（10：45頃） 花巻空港
花巻空港＝雫石プリンスホテルにて地元の食材を利用したブッフェの昼食＝★小岩井農場観光
（専任ガイドと上丸牛舎の国指定重要文化財散策。牛舎入口に続く桜並木を鑑賞）＝★今上天皇ご誕
生を記念して植樹された桧木内川堤の桜鑑賞＝★刺巻湿原（ハンノキ林に６万株のミズバショウが
＝ホテルへ
一面に咲きます。）

２日目

ホテル＝桜の街・角館へ。★武家屋敷通りの散策とみちのく三大桜の名所・しだれ桜鑑賞＝ふるさ
と文化村にて郷土料理（稲庭うどん）の昼食＝★みちのく三大桜の名所・北上展勝地の桜鑑賞（約２
キロの桜並木）＝花巻温泉郷の約600本の桜を鑑賞しながら（車窓）花巻温泉へ＝ホテル

３日目

ホテル＝★世界遺産・平泉をガイドさんの案内で見学（毛越寺---＞観自在王院跡---＞金鶏山---＞
中尊寺---＞無量光院跡）中尊寺、金色堂）＝★厳美渓（ダイナミックな景観あふれる渓谷沿いに咲
く200本の桜鑑賞）＝世嬉の一酒造にて一関郷土膳の昼食＝花巻空港へ
花巻空港（15：15頃） FDAチャーター便（16：45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
■利用予定ホテル：４月29日／長栄館（鶯宿温泉）
又はホテル紫苑（つなぎ温泉）
４月30日／ホテル千秋閣（花巻温泉）
又はホテル紅葉館（花巻温泉）
又は同等クラス

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

温泉
みちのくの桜の名所と
旅館に
世界遺産・平泉を訪ねる３日間 ２泊！！

★みちのく三大桜の名所の『角館武家屋敷通りの桜』と『北上展勝地の桜』を鑑賞
★秀峰岩手山を背景に、小岩井農場の緑の大地に根を張る一本桜や今上天皇ご誕生を記念に植樹され
た桧木内川堤の桜鑑賞
★桜に彩られる世界遺産・平泉を現
地ガイドの案内で見学
★２泊とも温泉宿に宿泊。名泉や郷
角館の桜
土料理をお楽しみいただきます。
北上展勝地の桜
桧木内川堤の桜

１日目

■募集人数：82名様（最少催行人数35名様） ■利用予定ホテル：屋久島いわさきホテル
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回 ■添乗員：静岡空港から同行します

ＧＷは春色の東北へ

●旅行期間 2019年

燃油サーチャージ（約2,000円）は別途

★４月の屋久島は新緑が芽吹き始め山が鮮やかな緑に覆われる景色がとても綺麗な時期です。
★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』
の散策をお楽しみいただきます
★宇宙に一番近い種子島で『種子島宇宙センター』の見学や『鉄
砲館』で日本の鉄砲の歴史に触れていただきます

JATA正会員

企画協力：静岡新聞社・静岡放送

共同企画

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。

