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静岡空港特集
６日間
BF0096

中央
アジア

無料駐車場 約2000台完備

静岡空港から行く中央アジア ２つの世界遺産（復路は名古屋着）

神秘の国ウズベキスタン＆トルクメニスタン

10月21日㈪～26日㈯
●旅行代金 299,000円
●旅行期間 2019年

“地獄の門”と呼

ばれる40年以上

燃え続ける幻想的
なガスクレーター

（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：30,000円
★静岡空港から神秘の中央アジアへ
★復路は時間があるのでちょっとだけソウルに立ち寄り♪
★このツアーは査証の関係上、ご出発の２ヶ月前に締め切
りとさせて頂きます。お早めにご予約ください
１日目
２日目
３日目

４日目
５日目
６日目

12：30静岡空港発ソウル経由タシケントへ 20：20タシケント着
専用車にてホテルへ
タシケント（泊）
７：25空路、ウルゲンチへ ８：55ウルゲンチ着
世界遺産ヒワ観光（クフナアルク・タシュハウリ宮殿・カルタミナル・パフラヴァン・
マフムド廟・イスラムホッジャミナレット＆メドレセ・ジュマモスク）
ヒワ（泊）
ダショウズへ （国境通過） ダルワザへ
午後：ダルワザ “地獄の門”と呼ばれる炎が燃え続けるガスクレーターを見学
※近郊に宿泊施設が無い為砂漠の中のキャンプ地にてテント泊となります。お手洗いや水シャ
ワーの設備はございますが急遽断水があった場合は青空トイレとなります。ダルワザならでは
ダルワザ テント（泊）
の貴重な砂漠のキャンプ体験としてお楽しみください。
クフナウルゲンチへ 世界遺産クフナウルゲンチ観光（クトゥルグ・ティムール・ミ
ナレット、トレベク・ハヌム廟、スルタンテケシュ廟）
ヌクス（泊）
９：45空路、タシケントへ タシケント市内観光（クカルダシュメドレセ・バラクハン
メドレセ・チョルスーバザール・ナヴォイ劇場・ウズベキスタン歴史博物館・ショッピ
ング） 22：20空路、ソウルへ
機内（泊）
ソウル着 ソウル市内にてランチ＆ショッピング 16：00空路、名古屋へ
17：50名古屋空港着 専用車にて静岡県内へ（静岡空港を経由します）

青嶋の
お薦めです！
いつガスが無くなり
終わってしまうか分からない
神秘のガスクレーター“地獄の門”
夜の砂漠に浮かび上がる幻想的な
炎の絶景。一度見たら
忘れられない貴重な体験に
なるでしょう。

■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
■別途空港諸税・国際観光旅客税・燃油付加運賃（約12,630円 ４月22日現在）
トルクメニスタン査証代金13,000円が必要になります
■利用予定ホテル：タシケント／ラマダタシケントまたは同等クラス ヒワ／マリカヒワまたは同等クラス
ダルワザ／砂漠のキャンプ地にて ヌクス／ジペックジョリまたは同等クラス
■利用航空会社：アシアナ航空（ＯＺ）エコノミークラス ウズベキスタン航空（ＨＹ）
■最少催行人数：８名 ■添乗員：静岡空港から同行 ■食事回数：朝４回／昼５回／夕４回

６日間
BF0097

中国

富士山静岡空港発着中国の絶景を巡る中国東方航空利用

世界遺産・武陵源と山水画の桂林

桂林と武陵源
は
５つ星ホテルに
２連泊!!

中国最美の小城・鳳凰古城と龍勝の棚田６日間

10月15日㈫～20日㈰
●旅行代金 178,000円

★奇岩・奇峰の風景が広がる武陵源、世界一美しい小城と称される鳳凰古城、桂林の山水画の世界、
龍勝の棚田など、変化に富んだ４つの絶景にご案内します。
★武陵源と桂林は五つ星デラックスホテルに２連泊。
★10月の桂林は空が澄み渡り奇峰とのコントラストが素晴らしく、金木犀の花が咲き乱れるベスト
シーズンです。

●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：32,000円
１日目
２日目
３日目
４日目
５日目

６日目

14時頃 富士山静岡空港集合
午後３時頃中国東方航空にて上海へ。上海にて乗換え、張家界へ。※張家界空港には午後10時30分頃到着
張家界到着。到着後、専用車にて武陵源のホテルへ
武陵源国際度假酒店（泊）
★世界遺産・武稜源観光
●奇岩奇峰が林立する金鞭渓風景区観光 ●袁家界自然保護区観光（絶景を楽しみながらミニハ
イク） ●天子山自然保護区観光（仙境の様にそびえたつ奇峰群鑑賞） 武陵源国際度假酒店（泊）
専用車にて鳳凰へ。
★中国「最美の古城」と呼ばれる鳳凰古城観光。※手漕ぎ船にて沱江遊覧もお楽しみいただきます。
夕食後★ライトアップされた鳳凰古城を見学
天下鳳凰大酒店（泊）
龍勝へ（約５時間）
★チワン族が代々作り上げた「天への梯子」と称される龍勝棚田観光、チワン族村も訪問
その後、桂林へ
桂林漓江大瀑布飯店（泊）
★山水画の世界 漓江下り（所要時間：約３時間30分）
桂林（竹江）～興平のルートで美しい山水画の世界が広がる風景をゆっくりとご堪能下さい☆
※川の水量によってはコース（上下船の場所）とスケジュール（乗船時間）を変更してご案内いたします。
下船後、専用車にて陽朔へ ★着後、陽朔観光（賑やかな西街散策、月亮山・高田郷観光）
夕食は郷土料理をご用意
桂林漓江大瀑布飯店（泊）
早朝、中国東方航空にて空路上海へ。上海にて乗換え、富士山静岡空港へ
午後３時頃 富士山静岡空港着 お疲れ様でした。

染谷の
お薦めです！
１度はご覧いただきたい
中国の４つの絶景を
コンパクトにまとめました。
10 月は武陵源、桂林を訪れる
ベストなシーズンです。
皆様のご参加を
お待ちしています。

■空港諸税（約9,200円 ５月７日現在）が別途かかります。 ■募集人数：20名様（最少催行人数：10名様）
■旅行費用に含まれるもの：
航空運賃
（エコノミークラス）
、現地移動交通費
（専用車）
、添乗員同行費用、宿泊代、食事代、団体行動中の観光入場料
■宿泊先：張家界／武陵源国際度假酒店 鳳凰／鳳凰大酒店 桂林／桂林漓江大瀑布飯店 または同等クラス
■食事回数：朝５回／昼４回／夕食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。

自然観賞

日帰り
AF0760

埼玉県

ーンを眺めながら
リ
ク
ス
の
然
自
な
ク
ッ
ダイナミ
下りと竹膳料理
ン
イ
ラ
瀞
長
る
べ
す
に
荒川を豪快

気払い
暑
で
』
谷
渓
内
ノ
尾
『
境
秘
秩父の

８月３日㈯・７日㈬
（昼食付き）
●旅行代金 13,800円

●旅行期間 2019年

話を聞
は船頭さんの楽しいお

長瀞の荒川ライン下り
に指定されている秩父
★国の特別天然記念物
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日帰り
AF0750

愛知県

７月21日㈰・24日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★まもなくダムの底に沈む田口線廃線敷きを歩きます！！現地ガイドの歴
史や地域のお話でツアーを盛り上げます！！
★建設中の設楽ダムも、職員の案内でご見学いただけます！！
★貴重な経験となる田口線ウォーク＆設楽ダム見学は建設前の今だけ！！
この機会に是非ご参加ください！！
（新東名経由）
＝新城IC
清水駅・静岡駅・焼津駅［7：15-8：15］＝藤枝岡部IC＝
三河大草駅跡（駅跡までガイドウォーク）－かさすぎ（昼食）－設楽町田口地区（田口線の車両や三河
田口駅跡の見学）
－田口線跡ガイドウォーク（三河田口駅跡～清崎駅跡付近）
※ガイドウォーク
（約５kｍ）があります。歩きやすい服装でお越しください。
トンネルなどの暗い場所を歩く場合があります。懐中電灯をご持参ください。
新城IC＝
（新東名経由）＝藤枝岡部IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：30-18：30］

日帰り
名高速道路・圏央道
［6：30-7：30］＝（東
焼津駅・静岡駅・清水駅
経由）＝花園IC＝
にて竹膳料理のご昼食
長瀞ラインくだり 長瀞
尾ノ内渓谷
秩父の秘境 小鹿野町
00-20：00頃］
駅・静岡駅・焼津駅［19：
雁坂トンネル経由＝清水

日帰り
AF0040

長野県

田代の
お薦めです！
暑い夏、ライン川下りと
静謐な渓谷で心静かに過ごし
暑気払いしませんか？
家にいても外に出ても暑い夏。
どうせならお出掛けして
楽しく乗り切り
ましょう♪

約150種の高山植物が咲き誇る天空のお花畑
標高2612mの千畳敷カールをハイキング

岐阜県

７月27日㈯・31日㈬
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2019年

★毎年ご好評いただいている八ヶ岳のウォークツアーです♪高原の気持ち良い風を浴びながら、バラ
エティに富んだコースを歩きます
★天気が良ければ、富士山・南アルプス・八ヶ岳連峰の絶景が手軽に楽しめます♪天空のお花畑も癒されます！！
★ハイキング後は嬉しい温泉休憩♪汗を流して帰ったら寝るだけ！！

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：40］＝清水IC＝小淵沢IC
現地ガイド案内の元、秘境ウォーキングスタート 約７km ３時間半（昼食休憩含む）
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＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：50-19：00頃］

花火鑑賞
日帰り
AF0041

静岡県

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

８月４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）
●旅行期間 2019年

天然のお花畑が山頂に広がる伊吹山ハイキングと
養老山脈の雄大な景色を楽しむ天然温泉

★毎年ご好評いただいている清水港海上花

●旅行期間 2019年

★船内でご夕食を召し上がりながら花火を

８月10日㈯・14日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）

★それぞれのレベルに合せた登山道があるので、体力に自信のない方もガ

お楽しみいただきます（お席により見え
ない場合もございます）

すが、そのうちお花畑など山頂一帯には約350種が見られます。

※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。

★ハイキングで気持ちの良い汗を流した後は、天然の養老温泉に浸かって
リフレッシュ！！
静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝関が原IC＝
伊吹山ドライブウェイ＝伊吹山山頂駐車場・・・ハイキングスタート！！
伊吹山登山道・・・伊吹山山頂（体力によってコースをお選びください）
① 中央登山道コース（山頂まで片道約20分。ほぼ階段で総距離500m）
② 西登山道コース（山頂まで片道約40分。なだらかな登り坂で約１km）
ゆせんの里にて入浴休憩

養老IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：00-19：00］

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

■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

その迫力もひとしお

★伊吹山全体では、シダ植物以上の高等植物が約1,350種分布していま

JATA正会員

火大会クルーズ！
！

★海から打ちあがる花火は、船から見ると

ンガン歩きたい方も楽しんでハイキングしていただけます♪

養老温泉

長野県

標高1,420ｍ天空の花園と八ヶ岳
秘境ウォーキングコース

８月３日㈯・７日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食弁当付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅
［5：00-6：00］
＝駒ヶ根IC＝
菅の台バスセンター＝しらび平＋＋＋《ロープウェイ》＋＋＋千畳敷駅
千畳敷カールハイキング（約150種の高山植物を見ながら一周45分の遊歩道をハイキングします。）
※遊歩道に一部階段や石がゴロゴロしているところがあります。安全の為ト
レッキングシューズでお越しください。
※天候により日差しが強いことがあります。サングラスや帽子をお持ちください。
※標高が2,612m、例年の最高気温は20℃となります。休憩時や昼食時の防
寒の為、
羽織物をお持ちください。
※山は天候が変わりやすいので、天気予報で晴れの場合でも必ず雨合羽をご用意ください。
千畳敷駅＋＋＋
《ロープウェイ》＋＋＋しらび平＝菅の台バスセンター
駒ヶ根IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：00頃］

AF0222

AF0453

山々の絶景と八ヶ岳の秘境を歩く醍醐味

●旅行期間 2019年

★高低差日本一のロープウェイに乗って標高2,612mの別天地へ！！約
950mを約７分半で駆け上がります♪
★千畳敷カールではコバイケイソウ・シナノキンバイ・チングルマなど
約150種の高山植物が咲き誇りその周りの遊歩道は１周約45分で周
ることができます。
★ロープウェイを降りた先、眼前に迫る宝剣岳・振り返れば南アルプス・
目を凝らせば富士山の姿を望める天空の世界をお楽しみください♪

日帰り

大人の社会科見学！！建設中の設楽ダム 工事現場見学と
まもなくダムの底に沈む廃線敷を歩く・
田口線跡ウォーキング

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。

