2019

4 月号
vol. 85

静岡空港特集
７日間
BF0069

ロシア

無料駐車場 約2000台完備

静岡空港から行く芸術の国ロシア２都市世界遺産めぐり

水の都サンクトペテルブルグとモスクワ７日間

８月26日㈪～９月１日㈰
（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
●旅行代金 285,000円 ※お１人部屋追加代金：29,000円
●旅行期間 2019年

★静岡空港発着ですのでとっても楽チン♪
★世界遺産エルミタージュ美術館は本館だけでなく印象派コ
レクションが移管された別館にもご案内
★サンクトペテルブルクからモスクワへは高速列車にて移動
１日目
２日目
３日目
４日目
５日目
６日目
７日目

13：40富士山静岡空港 集合 15：40空路、上海へ 18：15上海着
夕食後、外灘夜景見学
上海（泊）
上海半日市内観光（豫園・豫園商場散策） 点心料理の昼食後、空港へ
15：50空路、サンクトペテルブルグへ（所要：約10時間15分）
21：05サンクトペテルブルグ着
サンクトペテルブルグ（泊）
午前：世界遺産エカテリーナ宮殿観光（バロック様式とロシア伝統の建築様式が特徴
の宮殿。なかでも琥珀の間は美しい部屋で知られています） 午後：世界三大美術館
のエルミタージュ美術館（本館と別館）見学
サンクトペテルブルグ（泊）
午前：世界遺産ピョートル大帝夏の宮殿観光（庭園内には60以上の美しい噴水があり
ます） 午後：サンクトペテルブルグ市内観光（血の上の教会・聖イサク寺院・ペトロ
パブロフスク要塞・ネフスキー大通り）
サンクトペテルブルグ（泊）
午前：列車にてモスクワへ 午後：世界遺産クレムリンと赤の広場観光（皇帝の居城
として栄えた要塞。聖ワシリイ大聖堂の屋根は全てがたまねぎ型のドームになって
います）
モスクワ（泊）
世界遺産セルギエフ・ポサトのトロイツェセルギエフ大修道院の建造物群観光
19：05空路、上海経由静岡へ
機内（泊）
14：45富士山静岡空港着

青嶋の
お薦めです！
世界遺産の観光がもりもり入った
このツアー、中でも私のお勧めは
モスクワ赤の広場に立つ
聖ワシリイ大聖堂。たまねぎ型の
屋根が可愛らしく色鮮やかな
この大聖堂！一度は見て
みたいですよね。

■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・水中翼船代・ロシアビザ代金が含まれます
■別途、現地空港諸税・国際観光旅客税・燃油付加運賃が必要（約27,000円２月現在）
■利用予定ホテル：上海／吉臣酒店または同等クラス
サンクトペテルブルグ／ソコスホテルオリンピアガーデンまたは同等クラス
モスクワ／ホリデイインソコーリニキまたは同等クラス
■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５回／夕４回
■最少催行人数：10名様 ■添乗員：静岡県内より同行

４日間
AY0001

北海道

花のシーズンに訪れる 花と緑の利尻島・礼文島

ぱしふぃっく びいなす
花と緑の利尻島・礼文島クルーズ

AF0745

和歌山

６月20日㈭～ 23日㈰

●旅行期間 2019年
●旅行代金

客室タイプ

ステートＨ
ステートＧ
ステートＦ
ステートＥ
デラックス
スイート

177,600円 204,000円 243,600円
182,400円 210,000円 251,400円
192,000円 222,000円 312,000円
234,000円 331,200円
282,000円 408,000円
372,000円 552,000円

※ロイヤルスイートご希望の方は、下記へお問い合わせください。

７月13日㈯～15日㈪
●旅行代金 64,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
デラックスルーム

ステートルーム

平松 愛理
30Th Anniversary Cruising Live
デビュー30周年を迎えるシンガーソ
ングライター。平成のブライダルソ
ングとして今なお歌い継がれている
「部屋とYシャツと私」
、ネスカフェの
ＣＭソング「La la, Smile」などクルージングステー
ジならではのライブをお楽しみください。

富士山静岡空港10：50頃 集合予定 FDA173便11：55発→
（専用車）
＝小樽フリータイム
（約１時間予定）
＝16：00頃
丘珠空港13：45着＝
ぱしふぃっく びいなす（泊）
乗船受付＝小樽港 17：00出港
２日目 礼文島 ８：00入港 ※通船にて上陸予定 オプショナルツアーや、船内イベ
ントでお楽しみください。
【オプショナルツアー】
（別途料金・料金未定）
●礼文島自然と岬めぐり ●礼文島江戸屋山道ハイキング
礼文島 18：00出港
ぱしふぃっく びいなす（泊）
３日目 利尻島 ８：00入港 オプショナルツアーや、
船内イベントでお楽しみください。
【オプショナルツアー】
（別途料金・料金未定）
●利尻島一周バス観光 ●利尻島湿原と森のハイキング
利尻島 19：00出港
ぱしふぃっく びいなす（泊）
（専用車）
＝おたるワインギャラリー
（ミニワイン講座とワ
４日目 小樽 ９：00入港＝
イナリー自由見学）＝札幌場外市場（ショッピング、ご昼食をご自由にお楽しみ
ください。） 丘珠空港 FDA174便 14：20発→富士山静岡空港 16：10着
着後解散

※礼文島へは通船による
上陸予定ですが、天候
によっては上陸できな
い場合もございます。
なお、車椅子での上陸
は安全上お断りさせて
いただきます。
※ドレスコード／すべて
カジュアルです。

■利用航空会社：FDAフジドリームエアラインズ ■最少催行人員：10名様
■食事回数：朝３回／昼２回／夕３回 ■添乗員：静岡県内から同行します

『冨士屋の野趣露天風呂』

静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC［６：00-８：00］＝花の窟神社〈神々の母である伊弉冊尊が火神・軻
遇突智尊を産み、灼かれて亡くなった後に葬られた御陵〉 熊野速玉大社〈熊野速玉大神と熊野夫須
＝南
美大神を主祭神とする。境内地は国の史跡「熊野三山」の一部〉 那智・補陀落山寺（補陀落渡海）
紀勝浦温泉 ホテルなぎさや
２日目 ホテル８：30頃 熊野那智大社・・・青岸渡寺・・・那智の滝（「那智の火祭り」12対の扇神輿と御滝の参
道を下る「大松明」を見物） 野趣の露天風呂を楽しむ 川湯温泉冨士屋 16：30頃
３日目 ホテル９：00頃 熊野本宮大社（世界遺産） 新宮・神倉神社（538段の石段の先に鎮座する神秘のゴ
トビキ岩） 浜松IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：20-20：20頃］
１日目

■旅行費用に含まれるもの：バス代、宿泊代、食事代、上記記載施設の拝観料、消費税
■宿泊先：１泊目／勝浦温泉ホテルなぎさや ２泊目／川湯温泉冨士屋 ■最少催行人員：20名様
■食事回数：朝２回／昼３回／夕２回 ■バス発着地：静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC

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

★世界遺産で観る迫力の火祭
りへご案内！
！滝の水と炎の
対比が織り成す神霊の再生
復活は必見です！
！
★国生みの神の伝説で知られ
る花の窟神社や神秘のゴト
ビキ岩が鎮座する神倉神社
も参拝！
！
★野趣に富んだ露天風呂や千
人風呂で有名な川湯温泉へ
ご宿泊

【船内イベント】

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

那智の火祭りと神々の聖地・熊野へ
国産みの神の伝説と
神秘のゴトビキ岩を訪ねる

●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）

★利尻島は、日本百名山にも
選ばれた利尻山。山麓には
姫沼やオタトマリ沼など美
しい自然が広がります。
★平地に約300種類の高山植
物が咲き誇る礼文島をベストシーズンに訪れます。
★富士山静岡空港発着で添乗員も同行します。クルーズは
初めての方も安心です。

３日間

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。

神社仏閣
１泊２日
AF0742

京都府

初夏の京で伝統の涼さがしと
青葉萌える幻想の静謐空間

７月25日㈭～26日㈮
●旅行代金 45,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

１泊２日
AF0736

★京都の夏の伝統行事下鴨神社で『御手洗祭（足つけ神事）』へ参加します♪土用の丑の日に御手洗池
の中に足をひたせば、罪、けがれを祓い、疫病、安産にも効き目があるといわれています。
★夜は涼やかな風吹く貴船で伝統と贅沢が詰まった川床料理を堪能します。
★まだあまり知られていない超穴場の旧竹林院では緑の絶景を鑑賞します。

１日目

２日目

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：45-8：40］＝京都東IC ※車内にてお弁当
下鴨神社にて御手洗祭（足つけ神事）へ参加
※ひざまで水に浸かりますので捲くり上げられるゆったりしたズボンやスカートでお越し
ください。
（入らなくても結構です。）
鞍馬寺＝貴船神社参拝＝貴船「べにや」にて川床料理を堪能＝ホテル
（19：30頃）
からすま京都ホテル
（泊）

１日目

２日目

千葉県

南房総観音めぐり

断崖絶壁に建つ崖観音
崖観音 安房の国一之宮安房神社
安房神社
古寺２万株の紫陽花が咲く日運寺
日運寺

６月８日㈯・12日㈬
●旅行代金 14,500円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

様）

１名様１室利用（お一人

様）

２名様１室利用（お一人

41,900円

38,900円

にご滞在
場を備えた和のホテル
まいに天然温泉の大浴
な佇
情豊
は風
泊り
★お
内致します
ご朱印を頂けます
った濃い奈良旅をご案
★この期間だけの特別
で内容がギュッと詰ま
２日
１泊
頂き
堪能
★ご昼食は地の物をご

■お食事：朝１回／昼２回（内、弁当１回）／夕１回

AF0572

めぐり
印
朱
ご
別
特
ド
ー
ロ
ス
タ
ロー
●旅行代金

ホテル（9：00出発）＝日吉大社＝旧竹林院＝大津港～ミシガン船ランチクルーズ～大津
港＝三井寺拝観
大津IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：00-19：00頃］

日帰り

る古都の旅～

奈良県 ●旅行期間 2019年７月10日㈬～11日㈭

●旅行期間 2019年

※お１人部屋追加代金：2,000円

之宮をめぐ
～４つの蓮寺と大和國一

＝豊田JCT＝
・浜松IC［6：45-8：45］
清水駅・静岡駅・焼津駅
興福寺＝世
遺産
世界
昼食（平宗）＝
四日市JCT＝亀山IC＝
15頃
：
17
ル
界遺産春日大社＝ホテ
奈良（泊）
グランヴィリオホテル
ロードご朱印めぐり
ホテル 8：00＝ロータス
物と蓮の花の
など壮麗な歴史的建造
世界遺産薬師寺（大講堂
ろです）
コントラストが見どこ
る数多くの種類
内２ヶ所の池に生育す
（境
提寺
唐招
遺産
世界
の蓮が華麗です）
0種250鉢の蓮
の花を育てており約8
喜光寺（平成7年から蓮
を咲かす）
は気品のある大きな花
加わったお寺
しくロータスロードに
西大寺（2018年から新
花が咲く）
です。100鉢ほどの蓮の
神社
國一之宮三輪明神大神
昼食（三輪山本）＝大和
駅［17：45-19：45］
清水
・
駅
静岡
・
駅
焼津
＝浜松IC・
２回／夕１回

■お食事：朝１回／昼

日帰り

青嶋の
お薦めです！
ロータス（蓮）ロードは
４箇所のお寺を巡り各々に育つ
蓮とお寺を楽しみ、そして
限定のご朱印を頂きます。
まさにこの時期限定の
“奈良旅”です。

京都の花寺をめぐる

『沙羅の花を愛でる会』
・
京都府
沙羅林特別公開
AF0395

★
「こんなところに！」とびっくりする崖観音は必見です。
★ご昼食は「海の花」にて彩り豊な房総の味覚をお楽しみ頂けます

６月19日㈬・22日㈯
●旅行代金 16,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★毎年6/15～30日限定で公開される東林院で沙羅の花を愛でる
会が開催されます
★建仁寺両足院は半夏生咲くこの時期だけ期間限定で公開されます。
★ご昼食は花街祇園で京料理をご用意しております♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝川崎浮島JCT＝木更津南JCT＝大福寺（崖観音）
※断崖に建つ観音堂 眼下に鏡が浦を一望出来ます＝昼食 ※海の花（魚も野菜もたっぷりと房総
の旬の味覚をお楽しみください）＝日運寺 ※あじさい寺＝安房神社 ※安房の国一之宮 日本三
大金運神社です＝木更津JCT＝川崎浮島JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-21：00］

自然観賞
日帰り
AF0342

神奈川県

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝京都南IC＝
妙心寺東林院（本堂前庭は、十数本の沙羅双樹からなる「沙羅林」で、見頃になると青苔に落花の風情が楽しむこと
が出来ます。6/15～30日まで「沙羅の花を愛でる会」で特別公開されます。お茶のおもてなしをお楽しみください。）
祇園 花郷にてご昼食（ミニ会席）
建仁寺両足院にて
〔半夏生の庭〕特別公開鑑賞へ
書院前の池泉回遊式庭園「半夏生の庭」へと向かいます。池のほとりで半夏生の葉が白く色づくさま
は、
そこだけ雪がうっすらと積もっているようにも見えます
京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：30-20：15頃］

１泊２日

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㈬・６月１日㈯
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

AF0734

長野県

●旅行期間 2019年

満席

好評につき
追加設定しました！！

★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！！

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］

日本屈指のシャクナゲの自生地・十文字峠へ

シャクナゲの十文字峠と「日本のヨセミテ」岩峰群
①５月25日㈯～26日㈰
②５月29日㈬～30日㈭
●旅行代金 39,800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

★奇岩・巨石の岩峰群が林立する絶景が随所でみられる『日本のヨセミテ』金峰山と日本随一のシャ
クナゲ自生地『十文字峠』をトレッキング！！
★２日間ともトレッキング専門ガイド同行の為安全＆安心♪
★八ヶ岳の豊かな自然に囲まれたリゾートホテルの松原湖温泉でゆったり♪

１日目

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝長坂IC＝
川上「森の交流館」
（
「純種・川上犬」見学・地元産の野菜や果物）
金峰山荘・
・
・シャクナゲに彩られる岩峰群を展望しながらトレッキング・・・金峰山荘
小海リエックスリゾート（16時30分）
歩行時間 ２時間20分 初級者向けハイキング
小海リエックスリゾート（泊）

２日目

ホテル
（8：00頃）
毛木平・・・五里観音・・・八丁坂・・・十文字峠（群生するシャクナゲ観賞）
・・・八丁坂・・・五里
観音・・・毛木平：歩行時間 上り２時間20分 下り１時間50分 初級者向けハイキング
長坂IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-20：00頃］

■お食事：朝１回／昼２回（内、弁当１回）／夕１回

自然観賞

２泊３日
AF0739

富山県
新潟県
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AF0020

長野県

日本一のニッコウキスゲ咲く『雄国沼湿原ウォーク』と
福島県
『五色沼ウォーク』と歴史香る城下町・宿場町散策３日間
７月４日㈭～６日㈯

●旅行期間 2019年
●旅行代金

登拝します

雪解けを待ちわびたミズバショウが群生する天空の地
標高1900m 雲上の『栂池高原』を歩く
６月19日㈬・22日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食弁当付き）

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）

44,800円 46,800円 49,800円 55,800円

★面積当りのニッコウキスゲ生息株数日本一の雄国沼湿原の散策や神秘的な小沼群五色沼ウォ－クで初夏のみちのくの自然を満喫。
★茅葺屋根の民家が連なる大内宿や白河城下町、会津鶴ヶ城を訪れ、みちのくの歴史を満喫。
★渓流を望む湯量豊富な温泉宿・芦ノ牧温泉『丸峰観光ホテル』に２連泊。温泉とお食事を満喫。

１日目

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00頃-8：20頃］＝（東名・首都高・東北）＝白河IC＝★ノスタルジック白河散策（小
峰城跡・・・旧奥州街道）
＝茅葺屋根の民家が連なる★大内宿散策＝芦ノ牧温泉
芦ノ牧温泉 丸峰観光ホテル
（泊）

２日目

ホテル（8：00）＝★雄国せせらぎ探勝路散策（約1.5時間）※ニッコウキスゲの生息株数日本一（雄国沼は一周約30分。初級者向けの
ウォーキングです。）＝★五色沼自然探勝路散策（約1.5時間）※毘沙門沼・赤沼・みどろ沼・竜沼・弁天沼・るり沼・青沼・柳沼など神秘の小沼
群を散策（五色沼ウォークは約1.5時間の初級者向けハイキングです。）＝ホテル
芦ノ牧温泉 丸峰観光ホテル
（泊）

３日目

ホテル（8：30）＝湯野上温泉駅（茅葺屋根の駅）＋＋＋会津鉄道乗車＋＋＋会津若松駅＝★鶴ヶ城見学（会津
若松のシンボル、国内唯一の赤瓦の天守閣が蘇りました）＝★御薬園（深として香る日本の佇まいと歴史を映
し出す庭園）＝★白虎隊記念館（戊辰戦争関係の史料やジオラマなどを展示）＝会津若松IC＝（東北・首都高・
東名）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅
［19：00頃-20：10頃］

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

田代の
お薦めです！

最近関東でブームになっている

初夏のみちのくの自然と歴史を満喫
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２泊３日 面積当りの生息株数

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♪

●旅行期間 2019年

★個人では行きづらい栂池高原へハイキングツアー♪ロープウェイとゴンド
ラを利用し栂池自然園までラクラク移動♪
★標高1900mの澄み切った空気の中、ミズバショウ群生地を現地ガイドと
共に整備された遊歩道をハイキング♪
★天気が良ければ高山植物だけでなく、白馬三山を望む雄大なパノラマをご
覧いただけます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：00］＝清水IC＝
（新東名・中央道経由）＝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＝
（中央道・新東名経由）
＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：45-19：45］

焼津駅・静岡駅・清水駅［5：30-6：30］＝（52号線・中央道・長野自動車道経
由）＝安曇野IC＝栂池高原駅＋＋＋栂の森＋＋＋栂大門＋＋＋栂池自然
園駅・
・
・
（ロープウェイとゴンドラで標高1,900mへ約25分の空中散歩）
・
・
・
★栂池自然園（ミズバショウ湿原～浮島湿原まで往復約２時間のハイキング）
※歩いていただくところの80％は整備された遊歩道で危険な箇所はあり
ませんが、天候によりすべりやすくなる箇所もございます。安全の為トレ
ッキングシューズでお越しください。
・
・
・栂池自然園駅＋＋＋栂大門＋＋＋
栂の森＋＋＋栂池高原駅＝安曇野IC＝（長野自動車道・中央道・52号線経
由）
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［20：00-21：00］

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

AF0396

静岡県

６月12日㈬・15日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）
★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♪
★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♪

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］

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］

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

観光庁長官登録旅行業

1141号

総合旅行業務取扱管理者

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

●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♪

JATA正会員

日帰り

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。

芸術鑑賞

日帰り

横浜アリーナ
花組公演 鑑賞

日帰り
AF0405

東京都

AF0738

東京都

①６月25日㈫
②６月26日㈬
●旅行代金 24,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

６月26日㈬・29日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

【公演内容】
RIO ASUMI SUPER TIME@045 『恋スルARENA』

©宝塚歌劇団

①６月25日㈫ 19：00公演
焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［11：00-13：10］＝15：00頃 横浜中華街 「菜香新
館」
にて飲茶コースをお召し上がりください。昼食後、中華街自由散策をお楽しみください。
★横浜アリーナ 花組公演 19：00開演をアリーナ席にて鑑賞。
沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［23：00頃-25：10頃］
14：00公演

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［６：20-８：30］＝11：00頃
新横浜に誕生したアマルフィイの姉妹店。
「アマルフィイ・ノベッロ」
にて三崎漁港直送鮮魚や鎌倉・三浦の野菜を使ったイタリアンをお
楽しみください。
★横浜アリーナ 花組公演 14：00開演をアリーナ席にて鑑賞。
沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00頃-20：10頃］

伝

坂田の
お薦めです！
静岡出身の
明日海りおさん
最後のコンサート公演を
お見逃しのなく！
！

承

AF0737

神奈川県

日本三大俳諧道場『鴫立庵』見学と
レトロモダンな雰囲気漂う有形文化財

６月16日㈰・18日㈫
●旅行代金 14,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★300年以上の歴史を持つ日本三大俳諧道場の一つ〔鴫立
庵〕を見学
★貿易商の別荘として建てられた大磯迎賓館にて、地産地消
に拘ったコースランチを堪能
★約1000株のハナショウブをはじめ、なかなかお目にかか
れない熱帯・亜熱帯の花木、果樹等南国ムードを楽しむ♪
焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［７：30-９：20］＝秦野中井IC＝
大磯･鴫立庵
（鴫立沢のほとりにある日本三大俳諧道場の一つ）
大磯迎賓館
（貿易商の別荘として建てられた洋館でイタリアンランチ）
小田原フラワーガーデン（約180品種1000株のハナショウブまたトロピカルドームでは、約200種
の熱帯・亜熱帯の花木、果樹を植栽しており、南国ムードを楽しめます♪）
大井松田IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：30］

日帰り
AF0733

東京都

パスポート不要の海外旅行に出掛けよう♪

世界三大料理で知られるトルコの
文化・料理を満喫する旅

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♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：30］＝日本最大のモスク東京ジャーミィ見学（すべてトル
コから取り寄せ16世紀のオスマントルコの伝統様式を再現したモスクを見学）
※肌の露出が少ない服装を心がけてご参加ください
「サライ」
にて世界三大料理の一つ『トルコ料理』を本格派コースで堪能♪
国立新美術館にて トルコ文化年2019『トルコ至宝展』
（チューリップの宮殿 トプカプの美）鑑賞
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00］

１泊２日
東 京
新元号

４月30日㈫～５月１日㈬
（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）
●旅行代金 39,800円 ※お１人部屋追加代金：10,000円
●旅行期間 2019年

★今上天皇の生前退位で元号が変わるこの２日間にスポットを当て、
皇室ゆかりの東京都内をめぐります。
★２日間、昼・夕食共に美食に拘り、
舌もお腹もご満足いただける内容と
なっております♪
★平成最後と新元号最初の日の日付入
りの御朱印は一生の思い出に残るこ
と間違いありません！！
写真提供：しながわ観光協会

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

054-260-7902
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

東京スカイツリー ®から見送る平成最後の夕陽と
新元号を記念し皇室ゆかりのご朱印を受ける２日間
画像提供：明治神宮

(c)ＴＯＫＹＯ-ＳＫＹＴＲＥＥＴＯＷＮ

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［７：30-９：20］＝つきぢ田村にてご昼食 美智子皇后が愛した【ね
むの木の庭】散策（皇后陛下のご実家、旧正田邸の跡地に整備し皇后陛下の高校生時代に作られた詩からつけられた【ねむの木の庭】。プリンセスミチコはじ
「東京のお伊勢さま」と称され親しまれ
め皇后ゆかりの樹木を愛でます） 東京大神宮参拝（東京における伊勢神宮の遥拝殿として明治13年に創建され、
る） 東京スカイツリー®より平成最後の夕陽鑑賞（※天候により見られない場合があります）
品川プリンスホテル宿泊（ご夕食はホテル内『ハプナ』にて大人気ビュッフェディナー）
２日目 ホテル９：00 日枝神社（徳川将軍家の氏神で江戸の守護とされてきた格式高い神社。ご朱印に記載される『皇城之鎮』の皇城とは皇室のこと） 新
宿御苑にて旧洋館御休所、旧御凉亭など歴史的建造物鑑賞 西麻布の和食処でご昼食 聖徳記念絵
画館（明治天皇・昭憲皇太后のご聖徳を永く後世に伝えるために造営された、神宮外苑のシンボル。維新の大改革、その輝かしい時代の歴史的光景を史実に基づいた
厳密な考証の上で描かれた80枚の名画を鑑賞） 明治神宮参拝（明治天皇・昭憲皇太后のご聖徳を永遠に後世に伝える為に創建された神社。皇室ゆかりの神
社として菊の御紋と五七の桐の紋が入る特別なご朱印があります） 富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：40-19：20頃］

お問い合わせ
お申し込みは
［旅行企画・実施］

今年限りの国民の休日にお出掛け♪

１日目

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］

JATA正会員

★日本最大のモスク『東京ジャーミィ』をご見
学いただくことで、海外旅行気分が一気に上
昇！
！
★世界三大料理で知られる美食の国でもある
トルコ。日本にいながら本格トルコ料理をお
楽しみいただきます
★オ ス マ ン 帝 国 の 栄 華 を 今 に 伝 え る 至 宝 約
170点がイスタンブルのトプカプ宮殿博物
館から来日！
！オスマン帝国のスルタンと日本
の皇室の交流を示す品々のほか、明治期の日
本美術品を里帰りさせるなど、両国の友好関
係にも光をあてます。

AF0744

寺社仏閣

静岡県

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［６：30-８：00］＝東京IC＝
東京都美術館内
『レストランサロン』にてクリムト展とコラボしたコースランチをご賞味
東京都美術館にて『クリムト展 ウィーンと日本1900』
鑑賞
国立西洋美術館にて『国立西洋美術館開館60周年記念 松方コレクション展』
鑑賞
上野＝東京IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：50頃］

●旅行期間 2019年

『大磯迎賓館』でいただくイタリアンランチ

AF0732

★19世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムトの没後100年を記念する本展覧会では初期
の自然主義的な作品から、分離派結成後の黄金様式の時代の代表作、甘美な女性像や数多く手がけ
た風景画まで、日本では過去最多となる油彩画25点以上を紹介
★国立西洋美術館開館60周年を記念
◀クロード・モネ《睡蓮》
1916年 油彩、カンヴァス
し、松方コレクション展を開催！！
国立西洋美術館
（松方コレクション）
名高いゴッホ《アルルの寝室》や、
会期：2019.6.11〔火〕
2016年 に 発 見 さ れ た モ ネ の《睡
－9.23〔月･祝〕
国立西洋美術館
蓮、柳の反映》など、貴重な作品の
東京 上野公園
数々をご覧いただきます。
グスタフ・クリムト▶
★東京都美術館内のレストランサロン
《ユディトⅠ》
1901年
油彩、カンヴァス
84×42cm
では、クリムト展のコラボランチを
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館
ⓒ
Belvedere,
Vienna,
コースで楽しみます。目で、舌でク
Photo：Johannes Stoll
リムト展を満喫してください♪

５月15日㈬・18日㈯
300年以上続く俳諧道場、湘南発祥の地を示す史跡 ●旅行代金 12,800円（昼食付き）

日帰り

日帰り

待望の〔クリムト展 ウィーンと日本1900〕鑑賞と
国立西洋美術館60周年記念『松方コレクション展』
近年発見されたモネの『睡蓮、柳の反映』鑑賞

●旅行期間 2019年

★横浜アリーナで宝塚歌劇として初のコンサートを花
組トップスター明日海りおが開催！！
★花組新トップコンビ 明日海りお・華優希のお披露
目公演となります。
★明日海自身が一部衣装デザインにも挑戦。ゴージャス
でエキサイティングなステージをお楽しみください。

②６月26日㈬

2019年見るべき展覧会はコレ！！

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。

■最少催行人員：14名様（募集人員25名様）

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。

