
※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。　※写真は全てイメージです。

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 平日╱9：30～18：00
※土・日・祝日は休み

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
JATA正会員　観光庁長官登録旅行業　1141号　　総合旅行業務取扱管理者　初世　亮一
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。

■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。

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。
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出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の20％

30日前から3日前まで 2日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

2020
3・4月号

vol.96

■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
■ロシア査証は当日空港にて取得します
■別途空港諸税・燃油付加運賃・国際観光旅客税が必要になります（約6,330円　２月21日現在）
■利用予定ホテル：GAVAN VLADIVOSTOK HOTEL または同等クラス
■利用航空会社：シベリア航空（Ｓ７）エコノミークラス
■添乗員：静岡県内より同行　■最少催行人数：10名　■10名以下で新幹線利用で出発催行する場合もあります

羽田空港から直行便で行く
気軽に とロシアへ  ウラジオストク４日間

当社社員が是非皆さんにご覧いただきたい日本
の絶景シリーズ第２弾として、京都・丹後半島
を企画いたしました。まずは、静岡県の方は意
外と訪れたことがない日本三景の天橋立をご覧
いただき、その後、鳴き砂で知られる砂浜が続
く琴引浜を訪れます。宿泊は日本海に沈む夕日
が美しく、美人の湯としても知られる夕日ケ浦
温泉です。翌日には原風景が残る伊根の舟屋や
美山のかやぶき集落をご覧いただきます。コバ
ルトブルーの伊根湾と青々とした美山の田園風
景は、絶景そのものです。

２日間
AF0533

京都府

季節の良い５月の週末に往復新幹線利用・ローカル特急にも乗車！
丹後半島の絶景！
天橋立・伊根の舟屋・
美山のかやぶき集落

憧れのザ・ウィンザーホテル
洞爺に泊まってめぐる道南
春爛漫の北海道で美食と桜に
癒される♪北斗桜回廊４日間

■旅行費用に含まれるもの：日程に明記されたＪR運賃・特急料金、バス代、
　宿泊代金、日程に明記された食事代、ケーブルカー代

１日目　静岡県内から専用車にて羽田空港へ　羽田空港発（13：05）ウラジオストクへ
　　　　ウラジオストク着（16：45）　夕食はボルシチと肉のオーブン焼き ウラジオストク（泊）
２日目　ウラジオストク市内観光（第二次世界大戦でも使用されたC56潜水艦博物館・要塞博物館・風光明

媚な鷲の巣展望台・ニコライ凱旋門・アンドレイ教会・中央広場・ショッピング・フォーキナ通り散
策・スポーツ湾散策）　夕食はキエフ風カツレツ ウラジオストク（泊）

３日目　ウラジオストク市内観光（軍港として知られるウラジオストク港・シベリア鉄道始発駅ウラジオ
ストク駅・シベリア鉄道体験乗車（30分）・アルセーニエフ博物館・クラッシックカー博物館・与謝
野晶子歌碑・浦潮本願寺）　夕食はビーフストロガノフ ウラジオストク（泊）

４日目　10：20空路、羽田へ　11：55羽田空港着　専用車にて静岡県内へ

●旅行期間 2020年７月17日㈮～20日㈪
●旅行代金 198,000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：27,000円　

■旅行費用に含まれるもの：航空運賃、宿泊代（３泊６食）、バス代、昼食代、上記記載施設の入場料
■食事条件：朝３回／昼３回／夕３回　■最少催行人員：12名　■添乗員：全行程同行

１日目　11：55静岡空港＝13：45丘珠空港
　　　　大地の遺産としてユネスコ「世界ジオパーク」に認定されている昭和新山・有珠山
 ザ･ウィンザー洞爺スパ＆リゾート（泊）
２日目　ホテル９：30発
　　　　寿司処 かき田（海鮮丼ランチ）　松前（最北の城下町、「雨宿」や「関山」など遅咲きの桜咲く松前公園）
　　　　夜は函館山で夜景観賞♪ 湯元 啄木亭（泊）
３日目　ホテル９：30発
　　　　北斗桜回廊（松前藩戸切地陣屋跡の桜並木や、道内随一、高さ12メートルの法亀寺のしだれ桜など）
　　　　五稜郭（桜が彩る城内散策と五稜郭タワーからの展望）・料亭『富茂登』にてミニ会席ランチ　森・オニウシ

公園（世界に１本の「駒見桜」や固有種の「堀井緋桜」など） ザ･ウィンザー洞爺スパ＆リゾート（泊）
４日目　ホテル９：00出発　鶴雅ビュッフェダイニング 札幌にてご昼食
　　　　＝14：35丘珠空港＝16：30頃　静岡空港

●旅行期間 2020年５月１日㈮～４日㈪
●旅行代金 198,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

４日間
AF0824

北海道

４日間
BF0112

ロシア

★羽田空港から直行便でわずか２時間40分！
★ヨーロッパの雰囲気漂う海辺の街ウラジオストクは
　おもちゃのような教会やお洒落なカフェなどとって
　も魅力的な街なのです。
★美味しいロシア料理や雑貨選びも楽しみです♫

★１・３泊目は2008年北海道洞爺湖サミット開催で知られる国内
屈指のリゾートホテル【ザ・ウインザーホテル洞爺リゾート＆スパ】
洞爺湖を望む客室で過ごす至福のひとときをお過ごしください♪
★近年注目度アップの北斗桜回廊や遅咲きの桜も楽しめる松前、森町
の桜など、北海道の遅い春を満喫します♪
★ゴールデンウィークは北海道の広大な自然、旬の御馳走、満開の桜に癒されながらのんびり過
ごしませんか？

１日目　静岡駅・浜松駅［6：38-7：10］＝（こだま号・全車自由席）＝京都駅＝（特急はしだて１号）＝
天橋立駅　着後、昼食：数寄屋造りの料亭「四季膳花の」で花の御膳（和食）を

　　　　◎日本三景・天の橋立（天橋立ケーブルカーを利用し、傘松公園からの股のぞき　約２時間）
　　　　◎琴引浜：鳴き砂で有名な白い砂浜が続いています（約30分）
　　　　観光の後、丹後半島の日本海岸沿いを走行し、夕日ケ浦温泉にて宿泊（17：30頃到着）
　　　　※美人の湯として名高い夕日ケ浦温泉で京丹後の海の幸をお楽しみ

ください！
  【宿泊施設：夕日ケ浦温泉・佳松苑（海側・和洋室）】
２日目　夕日ケ浦温泉（ホテル）を８時30分頃出発
　　　　◎伊根の舟屋：珍しい舟屋の風景と散策（昼食自由）
　　　　　（昼食含め３時間滞在）。
　　　　◎美山かやぶきの里：昔話に出てきそうな懐かしい田園風景
　　　　　（約２時間滞在）
　　　　京都駅＝（ひかり号・普通指定席）＝浜松駅・静岡駅［20：12-20：32］

●旅行期間 2020年５月９日㈯～10日㈰
●旅行代金 64,800円（４名以上１室）

66,000円（３名以上１室）

69,000円（２名以上１室）

（お一人様料金）

日本に一番近いヨーロッパと言われる美しい港町へ！

初世（はつせ）
の

お薦めです！
昨年のゴールデンウィーク

にプライベートで
京丹後に行ってきたコースを

リメイクしました！
白い砂浜、コバルトブルーの
海の色、日本海に沈む
夕日が素晴らしい

ですよ！

ポクロフスキー大聖堂

鷲の巣展望台

ニコライ二世凱旋門 アンドレイ教会 GAVAN HOTEL

GAVAN HOTEL

一度は見てみたい絶景

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000360/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000370/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/003000000034/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003


この時期にしか見れない花特集

★静寂に包まれた大和の古刹に咲く花々の鑑賞と国宝や重要文化財に指定されている観音像に祈りを捧げる２日間です。
★吉野山の桜は一目千本といわれ、心ふるえる絶景として大変有名です。今年は例年より人出が少ない見込み。この機会にゆったりのんびり訪れてみませんか。
★この時期だけの特別拝観が目白押し！！心静かに観音様と向き合う時間を過ごし、心身ともに元気になって帰りましょう♪

●旅行期間 2020年４月６日㈪～７日㈫
●旅行代金 59,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

■お食事：朝１回／昼２回（内、弁当１回）／夕１回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝
 室生寺（約3,000株のしゃくなげが咲き誇る境内。国宝の十一面観音菩薩立像との対面。階段が上が

れない方も宝物が拝観出来るようにと今年３月にOPENする宝物殿へご案内。）
 総本山　長谷寺（約4000本の桜が境内を埋め尽くす。本尊大観音尊像春季特別拝観へご案内）
 大神神社（ご祭神の大物主大神（おおものぬしのおおかみ）がお山に鎮まるために、古来本殿は設けずに拝

殿の奥にある三ツ鳥居を通し三輪山を拝するという原初の神祀りの様を伝える我が国最古の神社を参拝）
ホテル THE KASHIHARA（泊）

２日目 ホテル出発 8：30＝如意輪寺（後醍醐天皇の勅願寺。ご本尊・如意輪観世音菩薩坐像の特別開帳）
 櫻本坊（天武天皇『夢見の桜』と出会った舞台。釈迦如来坐像の特別拝観）・・・徒歩１分・・・ミシュラン

掲載の竹林院にてランチ・・・徒歩15分・・・総本山　金峯山寺（日本最大の秘仏本尊蔵王権現特別ご開
帳拝観。）※吉野山は桜の時期車の通行が禁止されますので一部徒歩移動と階段の利用（約３分）が
あります。厚底の歩き易い靴でご参加ください。

 ＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：00頃］

大和の花寺めぐりと秘仏ご対面
桜・ぼたん・シャクナゲ咲く大和路をゆく

１泊２日
AF0834

奈良県

日帰り
AF0823

山梨県

季節の花と芸術に触れる旅
富士山望むネモフィラ畑と音楽を楽しむ１日
●出 発 日 2020年５月16日㈯・22日㈮
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★茨城県にある某ネモフィラ畑。そこまで行くのは大変！！という方へ朗報です♪山梨県の山中湖花の
都公園ではネモフィラブルーの絨毯と富士山の絶景コラボをお楽しみいただきます♪
★ランチは箱根宮ノ下にあるクラシックホテル、富士屋ホテルグループの富士ビューホテルにて洋食
のコースランチをご用意♪河口湖の絶景を見下ろしながらゆったりお食事をお楽しみください。
★全長20mの部屋全体が巨大な楽器！！世界最大級のダンスオルガンが奏でるコンサート鑑賞など、
芸術に触れる優雅なひと時をお過ごしいただきます。

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-8：50］＝（東名高速道路経由）＝御殿場IC
山中湖　花の都公園にてネモフィラ鑑賞
河口湖を見ながら西欧料理のランチ
オルガンやオルゴール、オペラ歌手の歌声が響く河口湖音楽と森の美術館
富士吉田IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：10-18：20頃］

日帰り
AF0827

滋賀県

白洲正子が愛した近江　最高傑作・国宝十一面観音と
船上からのお花見　桜色に染まる琵琶湖見学
●出 発 日 2020年４月11日㈯・14日㈫
●旅行代金 14,800円（昼食弁当付き）

★白洲正子が「近江で一番美しい仏像」と評した向源寺〈渡岸寺観音堂〉の十一面観音像（国宝）の鑑賞。
★春の琵琶湖でクルーズをお楽しみいただきます♪湖上からはいつもと違った表情を見せてくれるこ
と間違いなし！！

★こちらのツアーは歩くところがほとんどないので体力に自信のない方も、お身体に負担なくめぐっ
ていただけるコースです。

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：00-7：00］＝木之本IC
渡岸寺の国宝十一面観音とご対面（お堂に安置される十一面観音は、日本全国に七体ある国宝十一面
観音の中でも最も美しいとされる日本彫刻史上の最高傑作といわれ、祈りの仏にふさわしい、慈愛に
満ちたお姿の観音さまです。）
長浜港～海津大崎港（約30分散策）桜クルーズ～長浜港
長浜IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：00-19：00頃］

日帰り
AF0431

神奈川県

45,000坪の広大な庭に咲き誇る花々たちの競演と美の
殿堂『岡田美術館』　芦ノ湖と富士山の絶景『山のホテル』
つつじ・しゃくなげフェアと今夏映画化決定！！『生誕260年
記念 北斎の肉筆画 ―版画・春画の名作とともに―』鑑賞

●出 発 日 2020年５月13日㈬・18日㈪
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★今年生誕260年を記念し、映画化もされる葛飾北斎。岡田美術館では北斎展が開催さ
れます。版画・春画の名作と共に北斎の肉筆画をお楽しみください。
★箱根の絶景の一つといえば、芦ノ湖を望む山のホテルのつつじ・しゃくなげフェア。
こちらでは優雅にランチもいただきます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：30-9：40］＝御殿場IC
芦ノ湖・山のホテル
昼食後は、色とりどりのツツジ3,000株が咲く庭園内を散策
岡田美術館にて『北斎の肉筆画 ―版画・春画の名作とともに―』鑑賞
御殿場IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：30-18：30頃］

花の百名山・入笠山ハイキング
●出 発 日 2020年６月６日㈯・10日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★花の百名山のひとつ入笠山で可憐なすずらんを見ながらハイキング♪地元ガイドの案内で安心安全
ハイキングです♪ご希望の方は山頂へご案内します。
★八ヶ岳連峰、富士山、甲斐駒などの絶景を見ながらお弁当♪大自然が何よりの調味料♪
★ハイキングの後は100％源泉かけ流しの温泉で入浴休憩♪気分もサッパリ！！スッキリ！！

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！）】
～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頃］

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日帰り
AF0021

長野県

日帰り
AF0828

千葉県

山の斜面を覆いつくす紫陽花と美食の南房総へ
凄い！圧巻の服部農園あじさい屋敷
●出 発 日 2020年６月17日㈬・20日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★服部農園あじさい屋敷は総面積27000㎡の屋
敷に300品種・10000株以上の紫陽花が色彩
豊かに咲き競っており本当に凄い！のひとこと。
一見の価値ありです。
★昼食場所の“海の花”は地元館山の魚を知り尽く
した鮨職人が旬のネタを握ります。見た目もキ
レイで鮮やかなお食事は前回も大好評でした♫
お楽しみあれ～～

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）＝服部農園あじさい屋敷（山の斜面一面を覆いつくすように咲き
乱れます）＝木更津JCT＝川崎浮島JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：15-20：45］

左）葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」　右）「夏の朝」（部分）　いずれも岡田美術館蔵

http://sbs-tours.com/shopdetail/007000000005/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000698/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000363/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000025/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000226/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001005/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003


最少催行人員：日帰り25名、宿泊20名。添乗員：同行します。　※写真は全てイメージです。

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 平日╱9：30～18：00
※土・日・祝日は休み

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
JATA正会員　観光庁長官登録旅行業　1141号　　総合旅行業務取扱管理者　初世　亮一
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。

■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。

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。

営
業
時
間

出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の20％

30日前から3日前まで 2日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

春のハイキング企画

春の松原湖ハイキングと桜咲く清春芸術村
●出 発 日 2020年４月18日㈯・22日㈬
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）

八ヶ岳の東側山麓を北上。八ヶ岳を背景に、高原野菜畑、河川など変化に富んだ景色を展開する車窓風景が楽
しめます。途中、日本鉄道最高地点の野辺山も経由いたします。松原湖は、八ヶ岳の火山活動によって形成さ
れた湖で、周囲に散策道が整備されており、気軽に歩いてぐるっと一周できます。天気の良い日には、八ヶ岳
が湖面に映る絶景も堪能できます。爽やかな高原ハイキングをお楽しみ下さい。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-8：00］＝清水IC＝（中部横断自動車道）＝長坂IC＝清春芸術村（桜
風景とお弁当）＝小淵沢駅＝（JR小海線・乗車約１時間）＝松原湖駅・・・
春の松原湖ハイキング（約1.5km・90分）　※シラカバとアカマツに囲まれた松原湖を散策します。エメ
ラルドグリーンに輝く湖畔を約1.5kmの遊歩道が整備されていますので、ご自由にお歩き下さい。
松原湖＝北八ヶ岳松原湖温泉・八峰の湯（ヤッホーの湯）にて入浴休憩＝（野辺山高原サラダ街道）
＝須玉IC＝（中央高速）＝双葉JCT＝（中部横断自動車道）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅
［19：15-20：45］

八ヶ岳高原列車（JR小海線）で行く日帰り
AF0033

長野県

東京湾唯一の自然島・猿島の歴史遺産ウォーク

★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［7：00-8：30］＝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［17：45-19：15頃］

伝説と歴史を今に伝える日帰り
AF0342

神奈川県
●出 発 日 2020年５月20日㈬・23日㈯
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

●出 発 日 2020年６月20日㈯・24日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★諏訪大社は諏訪湖の周りに四個所の境内地を持つ神社です。上社本宮は富士山と立山を結ぶレイラ
イン上に位置していることから日本最大のパワースポットの１つと言わています
★高ボッチ高原は標高1665ｍ。360°の景色は諏訪湖が一望でき絶景が広がります。映画「君の名
　は」で出てくる湖がここから見たワンシーンに似ているとも言われて話題となりました。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝新清水JCT＝諏訪IC＝諏訪大社四社めぐり　諏訪大社（上
社本宮）※案内人とめぐる＝諏訪大社（上社前宮）＝昼食（くらすわ）＝諏訪大社（下社秋宮）※案内
人とめぐる＝諏訪大社（下社春宮）＝高ボッチ高原＝岡谷IC＝新清水JCT＝清水駅・静岡駅・焼津
駅［19：00-20：00］

諏訪湖のほとりに鎮座する諏訪大社
パワースポット四社まいり
レンゲツツジ咲く高ボッチ高原360°の大パノラマ

日帰り
AF0820

長野県

ゼロ地場と温泉でウィルス撃退！！個人
では行きづらい

日本を癒す最強スポット　分杭
峠

★知る人ぞ知る日本屈指のパワース
ポット『分杭峠』。行きづらさは秘境

ならでは！！ですが、貸切バスでラク
ラク移動です♪

★現地案内の方がゼロ地場の仕
組みをわかりやすくお話してく

ださるので安心♪

★パワースポットに癒されたら入
浴休憩で身体を清めましょう♪単

純温泉ですがクセのない泉質も眺
望も最高です♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00
-7：00］＝駒ヶ根IC＝粟沢駐

車場（シャトルバスに乗り換え
）＝

分杭峠（ゼロ地場を体感！！巨大
断層である中央構造線上に位

置するこの

峠は大自然の中でゆったりと
過ごすことが「癒し」につなが

る場所。

森林浴を楽しんだり、遊歩道を
散策したり。緑に囲まれた中で

心を開

放するゆるりとした時間を過
ごしてください。

羽広温泉　みはらしの湯（南ア
ルプスと伊那市街などの雄大

な眺望

が特徴の温泉。）
伊那IC＝清水駅・静岡駅・焼津

駅［17：50-18：50頃］

日帰り
AF0838

長野県 ●出 発 日 2020年５月４日（月・祝）・９日㈯・27日㈬

●旅行代金 15,800円（昼食弁当付き）

パワースポットハイキング♪
ケーブル利用で御岳山から日の

出山へ

●出 発 日 2020年５月20日㈬・23日㈯

●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★御岳山（武蔵御岳山）は古く
から山岳信仰の栄えた山。御岳

山駅から武蔵御嶽神社へ続く参
道は短い

ながらも茶屋、御師の宿が点在
し、東洋のマチュピチュの様相

★日の出山は展望が開けており
、お天気が良ければスカイツリ

ーや筑波山が望めます♪

★下山後は温泉のお楽しみ♪『
つるつる温泉』でサッパリ清め

パワーチャージして帰りましょ
う♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30
-7：30］＝日の出IC＝

パワースポットハイキング（約
４時間半　※昼食休憩含める

）

御岳山滝本駅～ケーブル乗車
～御岳山駅・・・武蔵御岳神社（

御岳山山頂929m）・・・

日の出山山頂（902m）・・・つる
つる温泉

※コースの中に危険な箇所はあ
りませんが、天候等の影響で足

元が悪くなる場合も

　ございます。必ずハイキング
シューズ、トレッキングシュー

ズ等でご参加ください。

※お弁当用のレジャーシート
等をお持ち下さい。

※バスは温泉施設に待機します
。入浴道具等はバスへ置いて行

くことが可能です。

※両手が空くリュックでご参
加ください。（大きさはお弁当

が入る程度）

日の出IC＝清水駅・静岡駅・焼
津駅［18：15-19：15頃］

日帰り
AF0837

東京都

25名様限定！！

25名様限定！！

ツツジの三窪高原ハイクとほったらかし温泉
●出 発 日 2020年６月13日㈯・17日㈬
●旅行代金 10,000円（昼食弁当付き）

山梨県甲州市を訪れ、三窪高原のハイキングと人気の「ほったらかし温泉」の入浴を楽しむ日帰りバスツ
アーです。三窪高原は甘利山、乙女高原と並ぶ山梨県下有数のツツジの群生地です。ツツジの群落が続く
尾根道の花と展望を楽しみながらのハイキングをお楽しみいただきます。源泉かけ流しの「ほったらか
し温泉」では、露天風呂より富士山や甲府盆地の眺望をお楽しみください。

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：10］＝清水IC＝（中部横断自動車道・中央高速）＝勝沼IC＝柳沢峠・・・
★三窪高原ハイキング（5.1km/標高差180m）　■コース：柳沢峠（1480m）・・・斎木林道・・・NTT無線中
継所・・・ハンゼの頭（1677m）・・・柳沢ノ頭・・・柳沢峠＝★ほったらかし温泉にて入浴休憩＝一宮IC＝
双葉JCT＝（中部横断自動車道）＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：15-20：15］

甲州の花ハイク日帰り
AF0009

山梨県

田代の
お薦めです！

個人では行きづらい秘境、南アルプス
と伊那山地に挟まれた美しい村『大鹿村』
にある日本有数のパワースポット
『ゼロ地場　分杭峠』へご案内！！、

『ゼロ地場』なんて聞いたことない方も、
パワースポットへ行っても何も感じない
方も、大事なのは興味を持つこと！！

安心してご参加ください♪

田代の
お薦めです！

ケーブル利用でお手軽絶景
ハイキング♪経験豊富な登山
ガイドと共にパワースポット
である武蔵御嶽神社を参拝し、
日の出山を目指すバラエティに

富んだコースです♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000356/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000021/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000369/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000347/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000693/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000699/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003


■募集人数：40名様（最少催行人数15名様）　※添乗員が静岡駅から同行します。

■食事：朝１回／昼２回／夕１回　■ご宿泊：ダイワロイヤルホテルD-PREMIUM

１日目 静岡駅・焼津駅・浜松駅［7：00-9：00］＝車中にて弁当の昼食＝

 ★海龍王寺拝観（住職の案内で寺内を拝観。国宝の五重小塔を見学）・・・☆ならまち散策＝ホテル

 夕刻：専用車にてホテル出発。☆『天平倶楽部』にて会席料理の夕食

 　　　　　　　　　　　　　 ダイワロイヤルホテルD-PREMIUM（泊）

２日目 朝食後、ホテル出発＝★世界遺産・唐招提寺を僧侶の案内で拝観＝

 ☆『倭膳たまゆら』にて柿の葉寿司と茶粥の昼食

 ★世界遺産・薬師寺 国宝東塔の落慶慶賛法要 奉納行事では

 　『林永哲氏』の迫力ある和太鼓を鑑賞

 ＝郡山IC＝浜松駅・焼津駅・静岡駅［19：00頃-20：45頃］

春の奈良 特別拝観

世界遺産・薬師寺国宝東塔落慶慶賛法要と

唐招提寺特別拝観、ならまち散策
１泊２日
AF0690

奈良県

★12年の大修理を経てついに
落慶。国宝・東塔の落慶慶賛法

要参列。

　奉納行事では、世界的に活躍
する林永哲氏の和太鼓も鑑賞

★唐招提寺では僧侶の案内で天
平文化の結晶である伽藍や名宝

を拝観

★海龍王寺では住職の案内で寺
内を拝観。奈良時代に作られた

五重塔で

は唯一現存する五重小塔（国宝
）も拝観いただきます。

★３月１日オープンのダイワロ
イヤルホテル『D-PREMIUM』

にご宿泊。

●旅行期間 2020年４月30日㈭～５月１日㈮

●旅行代金 49,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　※お１人部屋追加代金：2,000円

世界的に活躍する林英哲氏の迫
力ある

和太鼓もお楽しみ下さい。

★伝統に引き継がれる御車山祭り見学
★井波、高岡、五箇山で伝統工芸、伝統芸能に触れていただきます。
★五箇山・村上家にてこきりこ踊りを特別鑑賞。

１日目 清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松駅［6：30-9：00］＝（東名・東海北陸）＝五箇山IC＝☆世界遺産・
五箇山観光　※村上家にてこきりこ踊りを特別鑑賞（貸切）＝☆彫刻の街・井波を地元案内人
と散策＝ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砺波ロイヤルホテル（泊）

２日目 ホテル＝☆砺波チューリップ公園散策＝高岡ニューオータニ（昼食、荷物を預けていただきます。）
 ☆世界遺産・高岡御車山祭り勢揃いを桟敷席より見学　その後、御車山祭り奉曳（ぶえい）を地元ガイドと見学
 ＝☆万葉歴史館＝☆雨晴海岸＝ホテル　※ご希望の方は瑞龍寺のライトアップ見学
 夕食はホテルにて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高岡ニューオータニホテル（泊）

３日目 ホテル・・・☆鋳物の街・高岡を地元案内人と散策＝☆国宝・瑞龍寺拝観＝高岡市内にて昼食
＝高岡IC＝（東海北陸・東名）＝浜松駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：00-19：30］

世界遺産のお祭りと伝統工芸の街を訪ねる
名工の技と町衆の誇り

世界遺産・高岡 御車山祭と彫刻の街・井波、
五箇山こきりこ踊り特別見学

２泊３日
AF0832

富山県

●旅行期間 2020年４月30日㈭～５月２日㈯
●旅行代金 64,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※お１人部屋追加代金：6,000円

■募集人数：30名様（最少催行人数15名様）
※添乗員が静岡駅から同行します。
■食事：朝２回／昼３回／夕２回

■利用予定ホテル（下記又は同等クラス）
　・砺波：砺波ロイヤルホテル（洋室）
　・高岡ニューオータニホテル（洋室）

乗用車でしか行けない秘境の地　五味池破風高原を歩く
約100万株のレンゲツツジとわらび狩りと渋温泉

１泊２日
AF0839

長野県

■お食事：朝１回／昼２回（内、弁当１回）／夕１回

★田ノ原湿原はセラピーロードに指定されており一面に広がるワタスゲは一見の価値あり
★さかえやのお湯はお肌に優しい弱酸性湯。二種類の違った温泉をブレンドしているのでとても柔らかい肌触りです
★五味池破風高原のレンゲツツジは長野県内最大級の群生地。レンゲツツジもキレイですが皆さん、わらび狩りに夢中夢中！

●旅行期間 2020年６月12日㈮～13日㈯
●旅行代金

49,800円
２名様１室利用（お一人様）

57,800円
１名様１室利用（お一人様）

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：45-8：15］＝昼食（せきや）＝田ノ原湿原（一面に広がるワ
タスゲ鑑賞）＝ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　渋温泉　春蘭の宿さかえや（泊）

２日目 ホテル 9：00＝湯っ蔵んど（ジャンボタクシーに乗換）＝昇竜湖展望台＝ふれあい広場・・・
レンゲツツジの大群落ハイキング・・・昼食（弁当）・・・わらび狩りをお楽しみ下さい・・・ふれあい
広場（ジャンボタクシー）＝湯っ蔵んど（バスに乗換）＝須坂長野東IC＝岡谷JCT＝甲府南IC
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-21：00］

高低差100ｍ！富士山の雪どけ水“幻の滝”を見にいこう！！
●出 発 日 2020年５月10日㈰・12日㈫
●旅行代金 12,000円（小学生は1,000円引き）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食付き）

富士山須走五合目付近には、知る人ぞ知る「幻の滝」があります。この滝は、富士山の雪解け水で、冬季に山肌に降
り積もった雪が春になり溶け出した頃のみ、約１ヶ月間姿を現します。この時期しか見られない「幻の滝」を是非ご
覧ください！！午前中は、「小富士」をハイキング。須走口五合目の山小屋から遊歩道に入ると、鬱蒼とした森林地帯
が続き、シラビソ、コメツガ、ダケカンバなどの原生林や、多彩な高山植物が生い茂っています。約20分程歩いて
樹林を抜けると、そこはもう小富士の山頂（標高1,979ｍ）。明るい台地が広がり、雄大な富士山の眺望や、山中湖、
箱根の山々の景観が楽しめます。富士山プロガイドがご案内しますので初心者の方でも安心してご参加ください。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-8：20］＝富士山須走口五合目・・・小富士散策（10：30-
11：30）・・・東富士山荘にてきのこ鍋と炊き込みごはんのご昼食（12：00-13：00）・・・幻の滝登山（13：00-
15：00）＝富士山須走口五合目＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：00-18：00］
※天候によっては滝が出現しない場合もございます。また、一部、急坂がございます。
○歩行距離：約５km（小富士　約２km、幻の滝　約３km）　○ガイド：富士山プロガイド
○歩行時間：約105分（小富士約40分、幻の滝約65分）
○高低差：小富士９m、幻の滝約100m　○標高：須走口五合目1,970m、小富士1,979m

【毎年好評の富士山エコツアー】
日帰り
AF0504

静岡県

桑名の蛤（はまぐり）を料亭「大和」でいただく
●出 発 日 2020年５月27日㈬・30日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

日本の食を旬の時期に味わうグルメシリーズ。江戸時代の洒落言葉「その手は桑名の焼きはまぐり」。名物を味わい
ましょう。冬の水が冷たい間、川底の深いところで過ごすはまぐりは、水が温む初夏になると、砂の表面に這い出
してきます。地のはまぐりは、濃い味わいと、日本一美しい模様が、昔からの桑名人の自信と誇りだといいます。
料亭「大和」ではまぐりをしゃぶしゃぶでお楽しみいただきます。

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：20］＝（東名）＝浜松IC＝（東名・伊勢湾岸道）＝桑名IC＝
「大和（だいわ）」にてはまぐり料理をお楽しみください。　11：00-13：00
☆観光案内人のご案内で、桑名ウォーキング　約２キロ　13：00-15：30頃
　○六華苑　　　　・諸戸清六の旧邸宅。日本近代建築の父・ジョサイア・コンドル設計
　○諸戸氏庭園　　・国の名勝にも登録される庭園。
　○七里の渡し跡　・ここにある大鳥居は、これより伊勢路に入ることから「伊勢国一の鳥居」と称され、伊勢神宮の遷宮ごとに建て替えられています。
桑名IC＝（伊勢湾岸道）＝浜松IC＝（東名）＝焼津駅・静岡駅・清水駅［19：00-20：30］

～日本の食を旬の時期に味わうグルメシリーズ～日帰り
AF0448

三重県

やっぱり出かけたい新緑シーズン・ゴールデンウィーク

●出 発 日 2020年５月19日㈫・30日㈯

●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★武将または足軽？目線で当時
のまま残る国宝犬山

城をじっくり見学し、タイムス
リップ！犬山の街

をお楽しみください。

★窯入れや窯出しの際に食べる
習慣のある「ごも」。

瀬戸の窯元に伝わる伝統料理を
ご堪能ください。

静岡駅・藤枝駅・浜松IC［6：05-7：50］＝

≪お城ガイド付き≫☆国宝 犬山城（別名：白帝城）と城下町散策　10：00-11：45

織田信長の叔父 織田信康が創建。城下町では「からくり展示館」見学や食べ歩きの

散策時間あり♪
＝瀬戸焼の窯元を忠実に再現した　名代五目めし「四季乃舎」にてご昼食

　鮎焼きや五目飯などの伝統料理

≪瀬戸蔵ミュージアム館長による特別ガイド≫　14：00-16：00

☆瀬戸蔵ミュージアム 見学・・・☆一里塚本業窯 見学　約300年の歴史をもつ

「本業窯」。館長の案内で窯元を訪ね、実際の登り窯やギャラリーを見学。

＝浜松IC・藤枝駅・静岡駅［17：45-19：30頃］

日帰り
AF0840

愛知県

城好きスタッフ

城巡りツアー 第一弾「国宝 犬山城」

現存する日本最古の天守をもつ「犬山城」と

土と炎が生み出す瀬戸の芸術をどちらもガイド付で巡る「尾張」の旅

気まぐれ企画

染谷の
お薦めです！

薬師寺の国宝・東塔の
心柱の一部には天竜ヒノキが

使用されています。
静岡産使用で落慶する
東塔の慶賛法要に是非

ご参加ください。

福本の
お薦めです！

まずは私が大好きな犬山城から
スタート！なんといっても天守
から眺める木曽川と城下町は絶景
です。また上品で素朴が魅力の

「瀬戸焼」を特別ガイドでご案内。
伝統が残るせとものの街を
お買物も合わせてお楽しみ

ください。

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000708/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000009/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000907/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000827/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000694/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003


最少催行人員：日帰り25名。添乗員：同行します。　※写真は全てイメージです。

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902
■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。

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。

出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の20％

30日前から3日前まで 2日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

平日╱9：30～18：00
※土・日・祝日は休み

営
業
時
間

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
JATA正会員　観光庁長官登録旅行業　1141号　　総合旅行業務取扱管理者　初世　亮一
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。

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-8：30］＝
【昼食】帝国ホテル　最上階（17階）
インペリアルバイキング　サールにて
ビュフェスタイルのご昼食をお召し上がりください。11：30-
★東京宝塚劇場　花組公演　13：30開演をＳ席にて鑑賞。
＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［19：00頃-20：30頃］ 

1975年から77年に「週刊少女フレンド」で連載された大和和紀氏原
作の「はいからさんが通る」は、大正浪漫華やかなりし東京を舞台に、
眉目秀麗で笑い上戸な陸軍少尉・伊集院忍と、はいからさんと呼ばれる
快活な女学生・花村紅緒が繰り広げる波乱万丈の恋物語。1978年にテ
レビアニメ化、その後も実写映画化やドラマ化され、2017年には劇場
版アニメーションが公開されるなど、時代を超えて愛され続ける、少女
漫画の傑作です。
宝塚歌劇では2017年にシアター・ドラマシティと日本青年館において、
柚香光と華優希を中心とした花組で上演され、作品世界を体現した舞台
は大好評を博しました。花組新トップコンビとなる柚香と華のお披露目
公演として、この度『はいからさんが通る』の再演が決定。より華やか
な舞台に加えて、新生花組の魅力を盛り込んだフィナーレナンバーも新
たにお届け致します。ドラマティックに、パワーアップしてお届けする
『はいからさんが通る』に、どうぞご期待ください。【フィナーレ演出／
６月５日：大正Ver.　６月12日：浪漫Ver　となります】

東京宝塚劇場　花組公演　鑑賞
●出 発 日 2020年６月５日㈮・12日㈮
●旅行代金 25,800円（昼食付き）

日帰り
AF0405

東京都

帝国ホテルに泊まって伝統芸能に触れる２日間　歌舞伎と講談！！
五月大歌舞伎
市川海老蔵改め 十三代目市川團十郎白猿襲名披露

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-7：55］＝歌舞伎座　昼の部　11：00開演　
演目：歌舞伎十八番の内 勧進帳（かんじんちょう）　出演者：武蔵坊弁慶　團十郎　ほか
※上記、襲名披露演目以外については決まり次第発表
※お席は１等席でご用意致します。※ご昼食は幕間に特製弁当をお召し上がりいただきます。
歌舞伎座＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［17：45頃-19：15頃］

１泊２日
AF0140

東京都

５月から７月まで３ヶ月通して歌舞伎座で開催される襲名披露。記念すべき最初の演目は十八番の内　勧進帳。七代目市
川團十郎が初演した演目。弁慶が、関守の富樫左衛門と押し問答の末、命がけで主君、義経を守る姿が描かれます。この
弁慶の姿を例にとり、「難しい言葉が多いですが、現代の方々にも心が伝わるように演じたい。命がけで人を助けるため
に向き合う男の姿と、團十郎を襲名する私の姿が重なるようにできたら」と気合を入れられております！！

静かな海沿いの東伊豆・北川温泉。自家
源泉かけ流しの天然温泉を９つの湯処で
ご堪能いただけます。客室はオーシャン
ビュー。伊豆大島を望み、海から昇る朝
日がご覧いただけます。お食事は平成、
昭和、明治の時代をイメージしたジャパ
ニーズモダンな膳処で。オープンキッチ
ンでは新鮮な地の旬を揚げたて天婦羅に
てお好きなだけお召し上がりください。

雄大な南アルプスの麓、織り成す山々と渓谷美が素晴らし
い宿です。1300年の歴史ある胃腸病の名湯、渓流野天
風呂、檜風呂など趣の異なった六種類のお風呂が好評です。
川の幸、山の幸を使った深山会席料理は、温かいものは温
かく、冷たいものは冷たく一品一品ずつご用意いたします。
開湯1300年記念の温泉掘削で湯温52℃の毎分1635リ
ットルの日本随一の湯量を誇る新湯を湧出しています。

●旅行期間 2020年５月12日㈫～13日㈬　●旅行代金 66,800円

■お食事：朝１回／昼１回／夕１回（弁当）

１日目 浜松駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［10：00-13：05］＝歌舞伎座　夜の部　16：30開演
　　　　十三代目市川團十郎白猿襲名披露 口上（こうじょう）　團十郎
　　　　歌舞伎十八番の内 助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）
　　　　花川戸助六実は曽我五郎　團十郎　ほか
　　　　※上記、襲名披露演目以外については決まり次第発表※お席は１等席でご用意致します。※ご夕食は幕間に特製弁当をお召し上がりいただきます。
　　　　歌舞伎座＝21：30頃　帝国ホテル　　　　　　　　　　　　　　　 帝国ホテル東京（泊）
２日目 ホテル（10：30出発）　浅草散策
　　　　助六の宿『貞千代』にて和会席のご昼食。今話題の講談も愉しみます。
　　　　浅草＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・浜松駅［16：30-19：30］

五月大歌舞伎
市川海老蔵改め 十三代目市川團十郎白猿襲名披露
●出 発 日 2020年５月13日㈬
●旅行代金 39,800円（昼食弁当付き）

日帰り
AF0140

東京都

帝国ホテルに泊まって伝統芸能に触れる２日間　歌舞伎と講談！！
六月大歌舞伎
市川海老蔵改め 十三代目市川團十郎白猿襲名披露 八代目市川新之助初舞台

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-7：55］＝歌舞伎座　昼の部
十三代目市川團十郎白猿 八代目市川新之助　襲名披露 口上（こうじょう）　團十郎　新之助　
歌舞伎十八番の内 暫（しばらく）　鎌倉権五郎景政　團十郎　ほか
※上記、襲名披露演目以外については決まり次第発表※お席は１等席でご用意致します。※ご昼食は幕間に特製弁当をお召し上がりいただきます。
歌舞伎座＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［17：45頃-19：15頃］

１泊２日
AF0140

東京都

５月から７月まで３ヶ月通して歌舞伎座で開催される襲名披露。６月の演目は襲名披露狂言の一つ、『暫』
十一代目海老蔵襲名披露でも勤めた演目ですが、その時と現在とではまったく心境が違うとのこと。海老蔵となり、父となり、
團十郎の名跡を継ぎまた一皮むけた新團十郎の熱演にご期待ください！！新之助も口上に登場します！！応援してください♪

●旅行期間 2020年６月17日㈬～18日㈭　●旅行代金 66,800円

■お食事：朝１回／昼１回／夕１回（弁当）

１日目 浜松駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［10：00-13：05］＝歌舞伎座　夜の部　16：30開演
　　　　歌舞伎十八番の内 外郎売（ういろううり）
　　　　八代目市川新之助初舞台相勤め申し候 外郎売実は曽我五郎　新之助　ほか
　　　　歌舞伎十八番の内 勧進帳（かんじんちょう）　武蔵坊弁慶　團十郎　ほか
　　　　※上記、襲名披露演目以外については決まり次第※お席は１等席でご用意致します。※ご夕食は幕間に特製弁当をお召し上がりいただきます。
　　　　歌舞伎座＝21：30頃　帝国ホテル　　　　　　　　　　　　　　　 帝国ホテル東京（泊）
２日目 ホテル（10：30出発）　浅草散策
　　　　助六の宿『貞千代』にて和会席のご昼食。今話題の講談も愉しみます。
　　　　浅草＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・浜松駅［16：30-19：30頃］

六月大歌舞伎
市川海老蔵改め 十三代目市川團十郎白猿襲名披露
八代目市川新之助初舞台
●出 発 日 2020年６月18日㈭
●旅行代金 39,800円（昼食弁当付き）

日帰り
AF0140

東京都

『はいからさんが通る』
原作／大和 和紀「はいからさんが通る」

（講談社 KCDX デザート）
（c）大和 和紀／講談社　脚本・演出／小柳 奈穂子

© 宝塚歌劇団

※主催者側の都合により、出演者や演目が変更となる場合もございます。その際もツアーは催行いたしますので、予めご了承の上ご参加ください。

※幼児料金はお問い合わせください　※夕食は施設内レストラン（北川ロマン）での会席料理となります
※まずは当社にご希望の宿泊日、人数をお申しつけ下さい。
※宿泊代金（税込）は事前に当社にお振込みいただくことになります。

※幼児料金はお問い合わせください。　※夕食は施設内レストランでの会席料理となります。
※まずは当社にご希望の宿泊日、人数をお申しつけ下さい。
※宿泊代金（税込）は事前に当社にお振込みいただくことになります。

大相撲 ５月（両国）７月（名古屋）場所 観戦
●出 発 日 2020年５月19日㈫・７月17日㈮
●旅行代金 20,000円（昼食・夕食弁当付き）

当社で今年１月から復活した大相撲観戦ツアーを５月の東京両国、７月の名古
屋でも実施します。今回は比較的興行の後半の日程が確保できましたので、注
目の対戦がご覧いただけると思います。本場所でしか体感できない力士同士が
ぶつかる音や会場の雰囲気をお楽しみください。結びの一番までご覧いただく
関係で、今回からは夕食用のお弁当とお茶のご用意もいたします。また、席は
長時間の観戦を考慮し、あえてイス席でご用意しております。

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［8：30-10：00］＝（東名高速・首都高速）＝
【昼食】浅草ビューホテル26Ｆ「スカイグリルブッフェ武蔵」でのランチ
※食事が済んだ方から浅草自由散策（14：00集合）
★東京・両国国技館にて５月場所観戦（14：20頃～18：00の結びの一番まで）
※観戦後、バス車内にてお弁当・お茶をご用意

（首都高速・東名高速）＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［21：00-22：30］

日帰り
AF0806

東京都
愛知県

伊豆・北川温泉　つるや吉祥亭静岡県
開湯705年の歴史　ギネス認定の名旅館

全館源泉掛け流しの宿  西山温泉慶雲館山梨県

５月場所（両　国）：５月19日㈫《興行10日目》

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC［8：30-10：30］＝（東名高速）＝【昼食】名古屋城の目の前にできた
食のテーマゾーン「金シャチ横丁」にて（ミールクーポンをお渡しします。お好きな店での「名古屋めし」をお楽しみください。）

【見学】名古屋城本丸御殿（２年前に復元。障壁画や飾金具など豪華絢爛）
★名古屋・ドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）にて７月場所観戦（15：00頃～18：00の結びの一番まで）
※観戦後、バス車内にてお弁当・お茶をご用意

（東名高速）＝浜松IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［20：00-22：00］

７月場所（名古屋）：７月17日㈮《興行13日目》

１泊２食
税別

入湯税150円別

4/1-4/28
5/6-7/17 5/2-5/4 4/29-5/1

５月５日
平日 休前日 平日/休前日 平日 休前日

２名１室 14,000 19,000 23,000 16,000 21,000
３名１室 12,000 17,000 21,000 14,000 19,000

４-６名１室 11,000 16,000 20,000 13,000 18,000
小学生 9,800 13,300 16,100 11,200 14,700

１泊２食
税別

入湯税150円別

4/1-4/30
5/6-7/17

平日 休前日
２名１室 22,000 25,000
３名１室 21,000 24,000
４名１室 20,000 23,000
小学生 14,000 16,100

公演・観劇の旅と特選宿

初世（はつせ）
の

お薦めです！
いつもご愛顧いただいている

皆様に、厳選の名旅館を
価格を抑えてご紹介します！

ゴールデンウィークや
記念日に是非

ご利用ください。

当社とお付き合いの深い名旅館を価格を抑えてご案内いたします！

http://sbs-tours.com/shopdetail/001005000038/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000766/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000696/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000147/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000780/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000695/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003


最少催行人員：日帰り25名。添乗員：同行します。　※写真は全てイメージです。

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902
■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。

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。

出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の20％

30日前から3日前まで 2日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

平日╱9：30～18：00
※土・日・祝日は休み

営
業
時
間

皆様、突然ですが天赦日（てんしゃび）、一粒万倍日（いちり
ゅうまんばいび）ってご存知ですか？
天赦日とは『 百神が天に昇り、天が万物の罪を赦す日』
一粒万倍日とは『一粒のもみが万倍にも実る稲穂になる』とい
う意味を持つ日だそう。
年内でこの２つが重なるのが６/20なんです！！何かを始める
のにもっとも良い日だそう♪
今年１番のラッキーデーに九州屈指のスピリチュアルスポット
へ出掛けませんか？

３日間
AF0833

大分県

●旅行期間 2020年６月19日㈮～21日㈰
●旅行代金 94,800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：15,000円　

●旅行期間 2020年５月24日㈰～25日㈪
●旅行代金 39,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 53,800円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

別府温泉に泊まって2020年の最も運気が良い日に行く♪
神と仏が融合する神仏習合発祥の地
国東半島２泊３日パワーアップ旅

■旅行費用に含まれるもの：バス代、 航空券代、 宿泊代、昼食代、上記載施設の入場料、消費税
■利用予定ホテル：ホテル杉乃井宿　■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回
■最少催行人員：12名様　■添乗員：全行程同行

１日目 11：30静岡空港＝（FDA193）＝13：05着　北九州空港＝中津城（黒田官兵衛が九
州で初めて築いた日本三大水城の１つ）＝宇佐神宮（全国に４万社以上ある八幡様の
総本宮） 別府温泉　ホテル杉乃井（泊）

２日目　ホテル＝八坂社＝両子寺＝両子河原座にてランチ＝富貴寺＝真木大堂＝熊野磨
崖仏＝ホテル 別府温泉　ホテル杉乃井（泊）

３日目　ホテル＝血の池地獄＝海地獄＝創作和会席のランチ
　　　　14：10北九州空港～～15：30着予定　静岡空港

★静岡空港から出発で楽々
★３日間で効率よく４つのガーデンをめぐります。お花好きな方必見！
★この時期はバラの花真っ盛り♫どこのガーデンもとても奇麗ですよ♪

３日間
AF0513

北海道

●旅行期間 2020年６月30日㈫～７月２日㈭

■利用予定ホテル：１泊目/ホテル大平原  ２泊目/アートホテル旭川　■最少催行人数：15名様
■添乗員：静岡空港から全行程同行　■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回

●旅行代金
118,000円105,000円 105,000円

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）

★現在日本各地で大人気の観光列車・グルメ列車の先駆けでもある『おれんじ鉄道』♪
　華やかで繊細な地産地消の豪華ランチとあたたかなおもてな

し、ローカル線ならではの絶景をお楽しみください♪
★黒川温泉、天草、南霧島の名湯へご案内♪毎日温泉三昧で疲れ

た身体もつるつるピカピカ！！
★復興中の熊本城に天草クルーズ、九州の小京都『豆田』の街歩

きなどのんびり観光でゆったり優雅な気分♪

４日間
AF0835

九州
●旅行期間 2020年９月２日㈬～５日㈯
●旅行代金 138,000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：20,000円　

憧れの観光列車に乗って初秋の九州をめぐる
観光列車おれんじ食堂乗車と黒川温泉

■旅行費用に含まれるもの：航空運賃、バス代、宿泊費用、昼食代、
　上記記載施設の入場料、現地案内人費用
■利用予定ホテル：１日目／瀬の本高原ホテル　２日目／松島観光ホテル岬亭
　３日目／ホテル京セラ　■食事条件：朝３回／昼４回／夕３回
■最少催行人員：15名様　■添乗員：全行程同行

★四万（しま）温泉は古くより湯治場として栄え四万（よんまん）
の病に効く温泉ということから四万温泉と名付けられたとも
言われます。たっぷりのミネラルを含んだ温泉で至福のひと
時をお過しください。

★四万やまぐち館は清流四万川のほとりに建つ渓谷の宿です。

２日間
AF0836

群馬県

四万ブルーが美しい癒しの美肌の湯

秘境 四万温泉　名湯とパワースポットめぐり
三大美人泉質の四万やまぐち館で七つの風呂三昧！

■利用予定ホテル：四万やまぐち館　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回
■最少催行人数：20名様　■添乗員同行

１日目 藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：30］＝八王子JCT＝川島IC＝川越氷川神
社＝昼食（田口屋）＝ホテル 四万やまぐち館（泊）

２日目　8：30ホテル＝奥四万湖＝桃太郎の滝＝四万甌穴＝水澤観世音＝昼食（万葉亭）
＝長瀞花の里（カリフォルニアポピーの絶景）＝鶴ケ島IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅・
藤枝駅［19：00-20：30］

《静岡空港発着》

北海道ガーデン街道の旅３日間
～SBSツアーズがお勧めの４つの庭園を巡ります～

１日目　11：55富士山静岡空港＞＞FDA173＞＞13：40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＝元気な花さかおばあちゃんの紫竹ガーデン＝大賞“グランドアワード”に輝いた十

勝千年の森＝昼食（十勝亭）＝テレビドラマの舞台となった庭風のガーデン＝旭川＝ホテ
ルにて夕食　　　　　 アートホテル旭川（泊）

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　14：35丘珠空港＞＞FDA174＞＞16：30富士山静岡空港

紫竹ガーデンの花さかおばあちゃん

１日目 9：30静岡空港＝FDA143便＝10：55福岡空港　九州の小京都 豆田で薬膳料理のラ
ンチと案内人と街歩き（約90分）　黒川温泉 瀬の本高原ホテル（泊）

２日目 ホテル（9：00発）＝阿蘇の山々を望む草千里へ＝熊本城のお膝元でランチ＝
　　　　天草五橋クルージング（１年通して穏やかな海域で船酔いの心配はありません！！天草

松島の多島海と天草五橋が調和して作り出された絶景を約30分の間爽快に駆け巡り
ます♪）　　　　 松島観光ホテル岬亭（泊）

３日目 ホテル（9：15発）＝新八代駅（11：10発）＝
　　　　観光列車おれんじ食堂一番人気の第二便へ乗車しスペシャルラン

チ堪能♪＝出水駅（14：56着）＝南霧島温泉 ホテル京セラ（泊）
４日目 ホテル（9：00）＝霧島神宮（霧島温泉地を護る南九州屈指のパ

ワースポット）＝霧島ファクトリーガーデン（焼酎で御存知の
霧島の工場見学とランチ）

　　　　15：20鹿児島空港＝FDA134便＝16：50静岡空港

こだわりの旅 お花
　真っ盛り！

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
JATA正会員　観光庁長官登録旅行業　1141号　　総合旅行業務取扱管理者　初世　亮一
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。

田代の
お薦めです！

グルメ列車に美肌温泉に
絶景クルーズ！！九州の魅力が

たっぷり詰まった楽しい
４日間♪のんびりゆったり

贅沢なひとときを
お過ごしください♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000820/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000710/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000712/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000372/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=2003

