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静岡空港特集
５日間
BF0077

ドバイ

魅惑のアラビアンナイトの世界へ

無料駐車場 約2000台完備

〈得々早割り〉７月31日までにお申込の方は5,000円引き

アブダビ・ルーブル美術館とドバイ５日間

11月14日㈭～18日㈪
●旅行代金 198,000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：20,000円
★見どころをギュッ
と５日間に詰め込
んだサクッと行け
るツアーです
★ルーブル美術館も
ゆっくり鑑賞
１日目
２日目

３日目
４日目
５日目

ドバイ政府観光・商務局

県内各地より貸切バスにて中部国際空港へ
21：25出国手続き後、アブダビへ（所要13時間20分）
機内（泊）
06：20アブダビ着
アブダビ市内観光（エミレーツパレス・シェイク・ザイードモスク、ブレイクウオーターエリア・
アブダビ・ルーブル美術館、世界一傾く人口建造物キャピタルゲートタワー他）
ドバイファウンテンの世界最大級の噴水ショー
ドバイ（泊）
ドバイ観光（ブルジュカリファ（124階の展望台）
・ドバイモールにてショッピング
デザートサファリ（ベリーダンス・ＢＢＱディナーをお楽しみください）
ドバイ（泊）
ドバイ市内観光（ブルジュアルアラブ・パームジュメイラ・ジュメイラモスク・ドバイメトロ試乗・
バスタキヤ・ドバイ博物館・アラブ船乗船・スパイススーク・ゴールドスーク）観光後、アブダビへ
21：30空路、名古屋へ
機内（泊）
13：45中部国際空港着 貸切バスにて県内各地へ

青嶋の
お薦めです！
実はドバイはとっても治安が良く、
何でも高額かと思いきや
物価も安くお買い物も
とっても楽しめる国です♪
ベストシーズンに是非
行ってみてください

■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・燃油特別付加運賃・国際観光旅客税が必要になります（約22,610円 ６月５日現在）
■県内乗車場所：静岡駅・焼津駅・浜松駅（予定）応相談 ■食事回数：朝２回／昼３回／夕３回
■最少催行人員：10名 ※10名以下の場合は空港までの送迎は新幹線になる場合があります
■利用航空会社：エティハド航空（ＥＹ）エコノミークラス
■宿泊先：CASSELLAS AL BARSHAまたは同等クラス ■添乗員：県内から同行

３日間
AF0757

鳥取県
島根県

～名峰大山開山1300年祭～

一度は見てみたい日本の絶景の旅

古刹大山寺 和傘が彩る
幻想的な灯り大献灯
美しい日本庭園と名画 足立美術館

●旅行期間 2019年
●旅行代金

３日間

10月20日㈰～22日㈫

AF0756

北海道

●旅行代金

★静岡空港から出発。なかなか行けな
い鳥取の地をめぐります
★開山1300年を迎えた名峰大山の中
腹にある大山寺で行われる和傘灯り
足立美術館枯山水庭
はとても幻想的です
★世界に誇る美しい庭園と名画の足立美術館へも立ち寄ります

３日間
AF0658

積丹ブルーの神威岬と
息をのむ美しさ・青の洞窟

●旅行期間 2019年

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）

98,000円 98,000円 99,000円

夏季臨時便でたっぷり滞在♪
北の美食をたどり積丹半島へ

北海道

８月28日㈬～30日㈮

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）

119,800円 125,800円 129,800円

★夏季臨時便で滞在時間たっぷり！！のんびり
北海道を楽しみます♪
★８月いっぱいまで限定の生ウニや、小樽フ
レンチ等、北海道ならではの美食三昧♪
★夏の北海道らしい、さわやかで澄み切った
積丹ブルーの海や青の洞窟など絶景も楽しみます♪

北海道の美食・観光・絶景
自然も街も良いとこ取り３日間♪

札幌・小樽・旭川で
北海道を代表する
観光地を楽しむ

●旅行期間 2019年
●旅行代金

８月30日㈮～９月１日㈰

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）

119,800円 124,800円 129,800円

★北海道を代表する観光地、札幌・小樽・
旭川の代表的観光地をめぐります♪
★層雲峡の温泉や、ご当地ならではの旬
の美食、この時期しか見られない広大
な絶景など見所いっぱい！！
★静岡空港臨時便利用のため、朝から晩
までたっぷり滞在＆のんびり観光♪

１日目

9：30静岡空港＞＞＞11：20丘珠空港＝鶴雅ビュッフェダイニングにてラン
チ・・・９月に一旦閉鎖する北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）見学 自然と羊蹄山
とが作り出すおいしい湧水で有名な名水の里【ふきだし公園】散策＝雄大な羊蹄
山（車窓）＝いわない温泉 おかえりなさい泊（源泉かけ流しの天然温泉、毛ガ二
など岩内の磯の幸を堪能）
２日目 ホテル9：00頃出発＝神仙沼（ニセコ山系の中では、もっとも美しく神秘的な沼
〈片道約20分のハイキング〉） 積丹半島・神威岬（咲き誇るエゾカンゾウ、両側を
積丹ブルーの青い海に囲まれた稜線上を歩きながら先端まで〈往復約40分〉）
島武意海岸（日本の渚百選）＝ご昼食はウニ丼（８月までしか食べられない生ウ
ニを堪能♪）＝小樽運河周辺散策 オーセントホテル小樽泊（ご夕食は小樽港で
寿司をご用意）

画像提供：一般社団法人大山観光局「©Tottori Pref.」

１日目

8：20静岡空港＞＞＞9：40出雲空港・・・米子駅＝（鬼太郎列車）＝境港
駅・・
・昼食
（弓ヶ浜）
・・・豪円山のろし台・・
・ホテル
※大献灯和傘灯り見学（大神山神社奥宮参道から大山寺本堂一帯を彩る和傘
約100本と蝋燭500のライトアップ）
ホテル大山しろがね荘（泊）

２日目

ホテル・・・白兎海岸・・・鳥取砂丘 砂の美術館（砂像を展示する世界で唯一
の美術館）と昼食・・・三徳山三佛寺（日本一危険な国宝【投入堂】を遙拝所
から眺めます）
・・
・倉吉白壁土蔵・・・ホテル
ホテル大山しろがね荘（泊）

３日目

３日目

8：15ホテル・・・足立美術館（世界に誇る美しい日本庭園と名画）
・・・昼食
（和らく松江）
・
・
・13：15出雲空港 14：10出雲空港＞＞＞15：20静岡空港

■最少催行人員：12名 ■添乗員：全行程同行
■食事回数：朝２回／昼３回／夕２回 ■宿泊先：ホテル大山しろがね荘

ホテル9：00頃出発＝小樽天狗山ロープウェイ 小樽・グリル銀鱗荘（風情ある
建物で北海道産の食材を巧みにアレンジしたフランス料理を堪能） 小樽港～船
で絶景の奇岩広がるオタモイ海岸や秘境の青の洞窟など～小樽港（約90分のク
ルーズ） 丘珠空港16：55＞＞＞静岡空港18：45予定

■最少催行人員：12名 ■添乗員：静岡空港から全行程同行 ■食事回数：朝２回／昼３回／夕２回
■宿泊先：１泊目／いわない温泉おかえりなさい ２泊目／オーセントホテル小樽

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。

１日目

9：30静岡空港＞＞＞11：20丘珠空港＝鶴雅ビュッフェダイニ
ングにてランチ・・・今年９月で一旦閉鎖が決まった国の重文北
海道庁旧本庁舎・大通り公園から眺めるテレビ塔＝層雲峡ホテ
ル大雪宿泊
（17：00頃）
２日目 ホテル8：30発＝旭山動物園（行動展示で大人気！！日本最北の
動物園）＝パッチワークの丘（車窓）＝美瑛・青い池（ＳＮＳで
も話題の神秘の絶景） 富良野・ファーム富田（富良野を代表す
＝小樽宿泊
（17：00頃）
る美しい花畑）
３日目 ホテル9：00頃出発＝小樽港～船で絶景の奇岩広がるオタモイ
海岸や秘境の青の洞窟など～小樽港（約80分のクルーズ） にし
ん御殿 小樽貴賓館（旧青山別邸国登録有形文化財）にてご昼食
丘珠空港16：55＞＞＞静岡空港18：45予定

■最少催行人員：12名 ■添乗員：静岡空港から全行程同行
■食事回数：朝２回／昼３回／夕２回
■宿泊先：１泊目／層雲峡温泉 ホテル大雪 ２泊目／オーセントホテル小樽
■旅行費用に含まれるもの：バス代、宿泊代、朝食代、昼食代、夕食代、上記記載施設の入場料、青の洞窟クルーズ乗船代、消費税

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
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日帰り
AF0222

岐阜県

AF0664

８月24日㈯・28日㈬
（昼食弁当付き）
●旅行代金 10,800円
ます。
た樹林帯の雰囲気を楽しめ

●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

８月10日㈯・14日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2019年

★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♪
★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。
★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！！

岳らしいコケむし
池をめぐるコースは北八ヶ
めです。
★麦草峠から高見石、白駒
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昨年、キャンセル待ち多数のコースが
※当日のコー
。
だく場合がございます
再登場します！！苔ブームで近年大注目！！
行程を変更させていた
-18：30頃］
標高2000ｍの白駒池に苔の森、
・静岡駅・焼津駅［17：30
＝新清水IC＝清水駅

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）
養老温泉 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］

日帰り
AF0764

長野県

コースをプロガイドと

AF0464

東京都

東京の奥座敷

ハイキング♪

ままごとやの豆腐懐石と御岳山に咲くレンゲショウマ
８月21日㈬・24日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

８月21日㈬・24日㈯
●旅行代金 13,300円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2019年

白樺林などバラエティに富んだ

日帰り

高山植物の宝庫 高峰高原と
池の平湿原へ避暑ハイク

★「高山植物周遊路」と呼ばれる標高2000メートルの高峰高原を現地専門ガイドとハイキング♪
★池の平湿原は約1200種の可憐な高山植物が咲く楽園♪湿原を守るため設置された木道を歩きます♪
★雲上の丘からは黒斑山、浅間山の山並みの絶景も！！

●旅行期間 2019年

★ファン多し！！日本画壇の巨匠・川合玉堂の作品を展示する玉堂美術館鑑賞！
！
★暑い夏にぴったり！！澤乃井の仕込み水を使い丁寧に作られた豆腐会席ランチをご賞味♪
★ケーブルカー御岳山駅より徒歩５分の富士峰園地北斜面
に約５万株のレンゲショウマが群生しており、夏には淡
い紫色の可憐な花を咲かせます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：15-8：15］＝海老名JCT＝日の出IC
玉堂美術館（日本画壇の巨匠・川合玉堂の作品を展示）
ままごとや（すずやかな豆腐懐石）
滝本駅＋＋＋ケーブルカー＋＋＋御岳山駅・・・山の斜面に咲くレンゲショウマ群生地・・・御岳山駅
＋＋＋ケーブルカー＋＋＋滝本駅
日の出IC＝海老名JCT＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅
［17：20-19：30］

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝小諸IC＝
高峰高原ハイキング 約２時間半
最初の20分は急な登りですが、
最初だけ頑張ればすぐに稜線に出て、
ゆるやかな道になります。
「高山
植物周遊路」
と呼ばれるほど花が多い道を専門ガイドの案内でゆっくり歩きます。
池の平湿原 約１時間
池の平湿原入口から歩きやすく舗装された道を下ると、そこには池の平湿原が広がります。湿原を守
るために敷かれた木道をのんびり歩きます。
小諸IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-20：30頃］

日帰り
AF0672

日帰り
AF0748

滋賀県

醒ヶ井 地蔵川にゆらぐ梅花藻と
延命長寿・金運パワースポット
８月21日㈬・23日㈮
●旅行代金 14,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

山梨県

＜日本の秘境100選＞

青木ヶ原樹海ハイキング～樹海の神秘に触れる～

８月24日㈯・27日㈫
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2019年

★1000年以上前に起きた噴火の様子や溶岩の上を覆い尽くす苔、大地を張り巡らせた植物の根をご覧ください。
★富士山の噴火によって形成された複数の洞穴も見所です！！
★現地を知り尽くしたネイチャーガイドの案内で森林浴と名所めぐりをお楽しみください。

★透き通った綺麗な水の中をゆらゆらと涼しげに咲く可愛らしい梅花
藻の花を観賞
★日本屈指のパワースポット多賀大社には伊勢神宮の天照大神の両親
が祀られています。最近では圧倒的に女性ファンが多いとか…！
？

ネイチャーガイド
井戸さんがご案内！
！

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：00-8：00］＝豊田JCT＝彦根IC＝
＝昼食（醒井楼）＝
醒ヶ井水の宿駅・・・のんびり梅花藻散策♪・・・加茂神社＝関が原IC＝一宮JCT＝浜松IC・焼津駅・
静岡駅・清水駅［18：15-20：15］

島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：50］＝道の駅朝霧高原 ※トイレ休憩＝
県道71号富士風穴付近ハイキングスタート・・・富士風穴付近遊歩道・・・富士山原始林・・・ブナの森
※昼食・
・
・大室山付近・・・本栖風穴・・・県道71号富士風穴付近
＝清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅・島田駅［15：50-17：40］
○難易度：初級者 ○歩行距離：約５km ○所要時間：約３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50ｍ
※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）

芸術鑑賞

日帰り
AF0660

静岡県

全国ツアー
迫力の和太鼓《志多ら》
UKI」
磐田公演「たすき TAS

る
景の本宮秋葉神社上社を訪ね
絶
山
本
総
社
神
葉
秋
の
い
ま
荘厳な佇
発です

９月１日㈰
（昼食付き）
●旅行代金 14,500円

●旅行期間 2019年

くりの出
★県内公演だからゆっ
重をご賞味！
★うなぎの藤田でうな
神社を訪ねます
★荘厳な佇まいの秋葉

日帰り
AF0608

日本唯一ネオバロック様式 迎賓館赤坂離宮見学と
すべてが一級品！！旧朝香宮邸 東京都庭園美術館にて年に一度の建物公開

東京都 ●旅行期間 2019年
９月７日㈯・10日㈫
●旅行代金

14,800円（昼食付き）

★東宮御所として1909年（明治42年）に建設された日本初の西洋風宮殿建築。明治以降の建造物として初
めて国宝に指定（平成21年）。皇太子嘉仁親王（後の大正天皇）が天皇に即位した後は、離宮として扱われ
ることになり、名称も赤坂離宮と改められました。
★産地の農家や漁師から食材を預かり生産者の想いも一緒に料理として届
けてくれる真心フレンチをご賞味。
★旧朝香宮邸である東京都庭園美術館にて、年に一度の建物公開を致しま
す。妃殿下居間・寝室家具の初お目見えや通常非公開の本館３階のウイ
ンターガーデン特別公開等、昭和初期建築の粋を鑑賞します♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：30］＝
迎賓館 赤坂離宮 見学 日本初の西洋風宮殿建築を見学
レストラン・アルゴにて真心フレンチをご賞味
東京都庭園美術館にて『1933年の室内装飾 朝香宮邸をめぐる建築素材と人びと』鑑賞
1933年に竣工した旧朝香宮邸（現・東京都庭園美術館）の建築としての魅力を紹介する、年に１度の建物公開
展。妃殿下居間・寝室家具の初お目見えや通常非公開の本館３階のウインターガーデン特別公開等、昭和初期
建築の粋を鑑賞します♪
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：30］

＝
青嶋の
］＝昼食（うなぎの藤田）
・浜松IC［9：00-11：00
から
鳥居
清水駅・静岡駅・焼津駅
金の
る黄
山頂にあ
mの
お薦めです！
66
高8
※標
秋葉山本宮秋葉神社 上社
葉神社の総本山です。
の秋
全国
す。
けま
覧頂
は素晴らしい景色をご
-18：30）
昨年も大好評だった
磐田公演）鑑賞（16：30
竜洋なぎの木会館（たすき
い
和太鼓「志多ら」の磐田公演！
ださ
みく
楽し
をお
※力強い和太鼓の演奏
：00］
迫力満点の和太鼓です♪
駅・清水駅［19：00-21
＝浜松IC・焼津駅・静岡

日帰り
AF0770

静岡県

この機会をお見逃し無く！

日帰り
AF0759

東京都

美食と芸術の旅

日中文化交流協定締結40周年記念
特別展「三国志」鑑賞

創業安政三年『桜家』の極上うなぎと
静岡が誇る皇室ゆかりの地をめぐる１日

９月19日㈭・27日㈮
●旅行代金 13,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★平日も土日も行列が耐えない言わずと知れた名店『桜家』の極上の
うなぎを並ばずに、ご堪能ください♪
★秩父宮両陛下が実際住まわれていた別邸を整備し、日本の歴史公園
100選にも指定されている『秩父宮記念公園』散策
★静岡デスティネーションキャンペーンとして普段非公開の宮家別邸
も特別見学♪

９月１日㈰・４日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★美食家が集まる銀座で30余年営業する広東料理『桜欄』にて料理長が
厳選した食材を使った絶品ランチご賞味
★本展は、「リアル三国志」を合言葉に、漢から三国の時代の文物を最新
の成果によってひも解きます。
★海外初出品となる河南省の曹操高陵出土品や呉の皇族クラスの墓と目さ
れる江蘇省の上坊１号墓など、最新の発掘成果が目白押し！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：20］＝東京IC
広東料理 銀座「楼蘭」
にてコースランチ
東京国立博物館平成館にて
日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」鑑賞
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-19：15］

日帰り

かんうぞう

関羽像 青銅製
新郷市博物館蔵

明時代・15 ～ 16世紀

きんせいじゅうもんおびかなぐ

金製獣文帯金具 金製、貴石象嵌 後漢時代・２世紀
2009年、安徽省寿県寿春鎮古墓出土 寿県博物館蔵

横浜美術館開館30周年記念 オランジュリー美術館コレクション

ルノワールとパリに恋した12人の画家たち

鑑賞と
神奈川県 仏蘭西料亭 横濱元町 霧笛楼にて横浜フレンチの真髄を味わう
AF0761

９月25日㈬・28日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

日帰り
AF0140

東京都

●旅行期間 2019年

★フランス・パリのセーヌ河岸に建つオランジュリー美
術館から21年ぶりに来日する作品の数々。芸術の都
パリの“エスプリ”を横浜でご堪能ください。
★地産地消を大切に、伝統的な仏蘭西料理を霧笛楼オリ
ジナルの横浜スタイルにアレンジされたランチを堪能
★1970年代後半の“ハマトラ”スタイルを生み出し、
今なお横浜のトレンドを生み出す全国有数のファッシ
ョン街でウィンドウショッピング♪

オーギュスト・ルノワール《ピアノを弾く少女たち》
1892年頃、油彩・カンヴァス、116×81cm
Photo © RMN-Grand Palais（musée de
l'Orangerie）/ Franck Raux / distributed by AMF

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

10月21日㈪・11月２日㈯
●旅行代金 32,800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）
＝新橋演舞場
新橋演舞場にて11時開演
演目：昼の部 スーパー歌舞伎Ⅱ 新版オグリ
出演予定：市川猿之助 他
※お席は１等席でご用意致します。※幕間に特製弁当をご用意致します。
＝東京IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅
新橋演舞場＝（首都高速）
［18：00頃-19：15頃］

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは
［旅行企画・実施］

スーパー歌舞伎Ⅱ
（セカンド）
新版オグリ

★通称ワンピース歌舞伎で驚異的な集客数を叩き出したスーパー歌舞伎Ⅱの登場！！
★新版 オグリ．平成３（1991）年に初演され、社会現象を巻き起こした市川猿翁による伝説のスーパー歌舞伎『オグリ』鑑賞
★中世から語り継がれる波瀾万丈の物語を、スーパー歌舞伎Ⅱ（セカンド）らしい魅力と壮大なスケールで、
お届けします！夢と浪漫、そしてスペクタクルあふれる超大作活劇にどうぞご期待ください！！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：10］＝
仏蘭西料亭 横濱元町 霧笛楼にて横浜フレンチの真髄を味わう 約２時間
横浜美術館開館30周年記念 オランジュリー美術館コレクション
ルノワールとパリに恋した12人の画家たち 鑑賞 約90分
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00頃］

JATA正会員

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［8：00-9：50］＝
日本の歴史公園100選『秩父宮記念公園』
秩父宮両陛下が実際お住まいになられていた別邸を整備し開園。標高500mの庭園では四季それぞれの山野
草を楽しむことが出来ます。
行列が絶えない静岡の名店 うなぎ 桜家
平日も土日も行列が絶えない超有名店へ並ばずに入店でき、特上うなぎをご堪能いただきます♪
楽寿園※宮家別邸特別内覧ツアー
多くの皇族が訪れた小松宮彰仁親王の別邸楽寿館をガイド付きでご案内。明治期最高の技術を結集した210
面にも及ぶ装飾絵画、趣向を凝らした建具、意匠を間近にご覧ください♪
沼津御用邸
1969年（昭和44年）に沼津御用邸が廃止されたのち、沼津市に無償貸与され、昭和45年に「沼津御用邸記念公
園」として開園。明治・大正・昭和を通じて皇族方がご静養された名残をとどめる外観・庭園・室内を見学。
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-19：00］

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。

伝統・神社仏閣
１泊２日
AF0698

愛知県

日帰り

豊川稲荷・伊勢神宮の最強パワースポット参拝と
全室オーシャンビューのリゾートホテルで寛ぐ１日
９月25日㈬～26日㈭
●旅行代金 38,800円
●旅行期間 2019年

AF0767

東

京

■添乗員：全行程同行

岐阜県
富山県

世界最大級の地下放水路と曼珠沙華
像を超えたスケールの首都圏
想
埼玉県
外郭放水路を見学

日帰り

●旅行期間 2019年
★まるで地下神殿
のような巨大な
地下水路は想像
以上のスケール
です
★一度は見てみた
い曼珠沙華の絶
景は感動的です

士IC・清水駅・静岡駅・焼津

＝八王子JCT＝海老名JCT＝富

員：30名
■募集定員：42名 ■最少催行人

■最少催行人員：25名

越中おわら風の盆特別鑑賞と
世界遺産・五箇山のこきりこ踊り

クルーズ
４日間
AY0001

北海道

①８月31日㈯～９月２日㈪ ②９月２日㈪～４日㈬

●旅行期間 2019年

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）

８月31日出発
９月２日出発

59,800円 61,800円 65,800円 71,800円
55,800円 57,800円 61,800円 67,800円

★越中おわら風の盆をゆったり鑑賞（約５時間滞在） ＊休憩場所に町家をお借りしています。
★世界遺産・五箇山でこきりこ踊り鑑賞と合掌の里を見学
★『ひだホテルプラザ』に２連泊。天然温泉のお風呂やお食事など、５つ星ホテルの滞在をゆっくりお楽しみください

１日目

静岡駅・焼津駅・吉田IC・掛川IC・浜松IC［7：30-9：20］
＝美濃市＝★美濃市のうだつの上がる町並み散策
美濃市駅＋＋＋
（長良川鉄道乗車）＋＋＋郡上八幡駅 ★水とおどりの城下町・郡上八幡観光
長良川・郷土料理の昼食や郡上八幡博覧館にて郡上おどりの実演見学、郡上八幡の古い町並みや鍛冶屋町などの散策をお楽しみください。
郡上八幡＝飛騨高山
ひだホテルプラザ（泊）

２日目

★午前中は、
徒歩にて宮川朝市や古い街並みの散策をお楽しみください。
昼食はホテルにて
『祭屋台』
（飛騨牛のすき焼き鍋仕立てがメイン）をご賞味。
ホテル
（昼頃）
＝貸切バスにて出発＝五箇山へ
★世界遺産・五箇山にて『こきりこ踊り』鑑賞と合掌の里見学＝★富山市内にて郷土料理の夕食＝八尾
★越中八尾風の盆見学（約５時間滞在） ※町流しや情緒ある街並みの散策をお楽しみ。
※長時間の滞在・見学になります。※町家をお借りしますので休憩場所にご利用下さい。
※ホテルには深夜12時頃の到着になります。
ひだホテルプラザ（泊）

３日目

ホテル
（10時頃）
＝貸切バスにてゆっくり出発＝飛騨古川へ
★飛騨古川の古い街並み散策（瀬戸川と白壁土蔵街の散策や造り酒屋、和ろうそく店の見学をお楽しみください。）
飛騨古川＝飛騨清見IC＝浜松IC・掛川IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：30-20：30］

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

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。

いいとこ、しれとこ 寄港地 羅臼では地元の
方々による「知床・羅臼ダイニング」がオープン
富士山静岡空港発着 フライ＆クルーズ

にっぽん丸 飛んでクルーズ北海道

８月30日㈮～９月２日㈪

●旅行期間 2019年
●旅行代金
※コンフォートス
テートを

３名様１室利用
お一人様

169,000円

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

（３人目の方はプルマンベッド使用）

スーペリアステート
デラックスベランダ

２名様１室利用（お一人様） １名様１室利用（お一人様）

195,000円
206,000円
217,000円
298,000円

240,000円
250,000円
260,000円
480,000円

★自然豊かな利尻、
知床を訪れます。
★にっぽん丸総料理長が腕によりを
かけて旬の食材を「北海道ディナ
ー」に仕立てます。
★寄港地羅臼では、地元の方々によ
る「知床・羅臼ダイニング」がオー
プン。羅臼昆布や鮭いくらなど地
元のおいしいお料理が並びます。

【エンターテイナー】

柏原芳恵

1979年日本テレビ「スター誕
生！」グランドチャンピオン。
日本レコード大賞ゴールデン
アイドル賞など受賞。2016年
カヴァーアルバム「アンコール３」を発売。
【ご夕食】
にっぽん丸総料理長が腕によりをかけて旬
の食材を「北海道ディナー」に仕立てます。

１日目

富士山静岡空港 8：30
（予定）
集合 ＦＤＡ171便 富士山静岡空港 9：30発にて空路、
丘珠空港へ11：20
着＝
（専用車）
＝昼食 北海道余市のぶどう畑とワイナリー＆レストランOcciGabi（オチガビ）にて余市の風土を感じて頂けるコースのお料理
（約１時間）
＝小樽港17：30頃乗船受付 18：30出港
をお召し上がりください。食後、ワイナリーの見学＝小樽自由散策
※夕食後は、
メインショー等船内イベント、
大浴場、
バーお夜食など各所でお楽しみください。にっぽん丸
（泊）
又はオプショナルツアー等でお楽しみください。
２日目 利尻島 8：00入港＝自由行動。
■オプショナルツアー例（別料金・大人お一人様） 利尻・礼文二島早回り 21,500円 専門ガイド同行利
尻・礼文二島ハイキング 23,500円など 17：30出港
にっぽん丸
（泊）
＝自由行動。
又はオプショナルツアー等でお楽しみください。
３日目 羅臼 8：00入港
（通船による上陸）
■オプショナルツアー例
（別料金・大人お一人様） 魚の城下町
「らうす」
で本場の漁業にふれあう旅 15,500
円 山から見る知床・羅臼羅臼湖トレッキング 17,800円など 15：00出港
にっぽん丸
（泊）
４日目 小樽港 11：30入港＝（専用車）＝丘珠空港 ＦＤＡ154便 14：20発にて空路、富士山静岡空港へ。
16：10到着後、
解散。
■募集定員：20名 ■最少催行人員：10名 ■添乗員：静岡県内から同行
■食事回数：朝３回／昼４回（内弁当１回）／夕３回 ■利用予定航空会社：ＦＤＡフジドリームエアラインズ

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

以前は団体などで見学は
不可だった施設が 2018年８月
から可能になりました。
首都東京の安全を支える
巨大放水路は見る
価値ありです！

レベーターな
《ご注意頂くこと》 調圧水槽の見学はエ
限される場合があります。
入後は見学が出来なくなったり範囲が制
て頂きます。施設稼動時、準備時または洪水流
駅［19：15-20：45］

大切に守り伝えられる日本の伝統文化を訪ねる

●旅行代金

青嶋の
お薦めです！

巾着田
：45］＝海老名JCT＝狭山日高IC＝
焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：15-7
：00～16：00）
（15
学
路見
放水
外郭
都圏
＝首
）
口屋
行出来る方に限らせ
（曼珠沙華の絶景鑑賞）＝昼食（川
どはありませんので階段100段を自力で歩

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：30］＝日吉八王子神社
京王プラザホテルにてビュッフェランチ
日野八坂神社 昭島日吉神社＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅
［16：30-18：15頃］

AF0135

社会見学

９月20日㈮・27日㈮
（昼食付き）
●旅行代金 14,800円

８月24日㈯・28日㈬
●旅行代金 13,500円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★巷ではまだまだ大人気のご朱印めぐり！！今回は都内
を避け、西東京で８月限定のご朱印を探します♪
★東京でも人気の京王
プラザホテルのビュ
ッフェランチをご賞
味♪
★個人では訪れにくい
東京都の八王子から
多摩地区へ。専用バ
スで楽々移動♪

２泊３日

■最少催行人員：15名

AF0768

夏限定ご朱印を受ける

■募集定員：42名

８月31日㈯・９月11日㈬・13日㈮
●旅行代金 15,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

■募集定員：25名

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：30-8：40］
＝古川美術館にて
『第二楽章 書だ！石川九楊展』鑑賞
16：30頃 伊良湖ビューホテル（泊）
日本料理 よし川のこだわり膳をご賞味 古川爲三郎記念館 見学
２日目 ホテル9：15発 伊良湖港（9：30発）～～～鳥羽港（10：25着）
賓日館
（明治期、
伊勢神宮を参拝される皇族や賓客が宿泊した国指定重要文化財の名建築）
大喜 伊勢神宮参拝 15：10伊勢西IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：45-19：45］

日帰り

日本遺産に登録！！有松絞見学と
この時期だけ味わえるいちじく懐石

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：30-8：30］＝八丁味噌のカクキュー
御料理吉野屋にて期間限定のいちじく懐石をご賞味 約２時間ゆっくりと味わいます
歴史と伝統美の町有松散策と日本遺産認定の有松絞見学
吉田IC・焼津駅・静岡駅［17：00-18：00頃］

１日目

■最少催行人員：20名

愛知県

★碧南・安城は、ポリフェノールやミネラル・食物繊
維が豊富に含まれ不老長寿の果物と呼ばれるいちじ
くの産地として日本一！！ランチは新鮮ないちじくを
ふんだんに使ったいちじく会席をご用意♪
★江戸時代の情緒に触れる絞りの産地として日本遺産に登録された有松の町並みを散策します♪
★糖の吸収スピードを抑え、血糖値の上昇を緩やかにする効果がある『メラノイジン』が豊富に含ま
れる赤味噌。今回は蔵を訪れ赤味噌パワーの秘密に迫ります。

★太平洋と三河湾の碧い海に囲まれた本格派のリゾー
トホテル。海へ流れが続くようにデザインされた露
天風呂など7種類のお風呂、和洋中120種類のブッ
フェ、和食会席、フランス料理などのディナーは満
足を誘います♪
★愛知県が誇る、マネーの虎でお馴染みの“歩く100
億円”こと吉川幸枝が代表取締役社長を務めるよし
川ヴィレッジの中の日本料理店で贅沢なひととき♪
★皇族が伊勢参拝の際宿泊した賓日館見学と伊勢神宮
参拝で気分はすっかり皇族気分♪地元料亭のご昼食
もお楽しみください♪

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

AF0763

25名限定で行く美食と伝統の旅

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。

