
※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。

※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

検索SBS　旅行

2020
8 月号
vol.100

三朝・玉造の名湯と大山から眺める山陰の秋

北海道の美食・観光・絶景　自然も街も良いとこ取り３日間♪
北の大地で夏の絶景と旬のグルメを満喫♪

～週末利用！！富士山静岡空港から行く東九州～
名温泉地～湯布院・小京都日田と
秋の夕景・夜景を愛でる旅

■宿泊ホテル：三朝温泉／依山楼岩崎　玉造温泉／佳翠苑皆美　■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回　　■最少催行人員：12名様

●旅行期間 2020年10月18日㈰～20日㈫
●旅行代金

一度は見てみたい日本の絶景の旅
玄界灘の風景街道をめぐる
海の絶景とグルメ旅 志賀島～呼子～唐津～糸島

■宿泊ホテル：呼子／旅宿よぶこ　唐津／唐津シーサイドホテル
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人員：15名様

●旅行期間 2020年11月８日㈰～10日㈫
●旅行代金 108,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 123,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

★玄界灘沿いを臨む美しい風景をめぐる
ツアーです

★新鮮な魚介類や呼子のイカなど美味し
い海の幸を満喫！

★ＳＮＳでも有名になったフォトジェニ
ックな糸島を訪れます♪

■宿泊先：１泊目／アートホテル旭川　２泊目／オーセントホテル小樽
■最少催行人数：10名様　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人員：12名様

●旅行期間 2020年８月29日㈯～31日㈪
●旅行代金

３日間
AF0658

北海道

★北海道を代表する観光地、道央の代表的観光地をめぐります♪
★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♪ 宿泊は憧れの湯布院温泉と小京都と呼

ばれる風情のある街並みが残る日田温
泉です。７月の九州豪雨の印象がある
地区ですが、各施設とも通常通り営業
しています。皆さん、一緒に応援しま
しょう。

★時間をたっぷり使える静岡-出雲線利用で満足の３日間！！朝は遅い
出発でホテル入りは早いのんびり旅！！
★山陰が誇る名湯！！高濃度のラドン含有量を誇る『三朝温泉』と日本
屈指の美肌の湯『玉造温泉』でゆったりお過ごしいただきます♪
★山陰が誇る海の幸山の幸そして紅葉♪この時期だから見られる景
色、食べられる食事をお楽しみください！！

■宿泊先：湯布院温泉／ゆふいん山水館　日田温泉／亀山亭ホテル
■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回　■最少催行人員：15名様

３日間
AF0709

３日間
AF0895

佐賀県
福岡県

３日間
AY0909

133,800円
１名１室（お一人様）

129,800円
２名１室（お一人様）

127,800円
３名１室（お一人様）

120,000円
２名１室（お一人様）

119,000円
３名１室（お一人様）

118,000円
４名１室（お一人様）

●旅行期間 2020年９月25日㈮～27日㈰
●旅行代金

140,000円
２名１室（お一人様）

131,000円
３名１室（お一人様）

128,000円
４名１室（お一人様）

大分県
25名様限定

鳥取県
島根県

１日目　9：30富士山静岡空港～～FDA171～～11：15丘珠空港＝
　　　　富良野・ファーム富田（富良野を代表する美しい花畑）
　　　　美瑛・青い池（SNSでも話題の神秘の絶景）＝パッチワークの丘（車窓） アートホテル旭川（泊）
２日目　ホテル9：00頃＝旭山動物園（行動展示で大人気！！日本最北の動物園）
　　　　雪の美術館にてランチ＝小樽散策（人気の境町通りでショッピングや食べ歩きをお楽しみくだ

さい♪） オーセントホテル小樽（泊）（ご夕食は小樽の新鮮なネタが魅力のお寿司をご賞味）
３日目　ホテル8：30頃出発＝神威岬（両側に日本海の雄大な眺めが広がる遊歩道「チャレンカの小道」

をたどっていくと、20分ほどで周囲300度の丸みを帯びた水平線が！！散策後は浜焼きのご昼食
♪）　16：55丘珠空港～～～18：45予定静岡空港

１日目　11：30富士山静岡空港＝FDA193＝13：05北九州空港　着後、バスにて大分県・国東半島へ　◎宇佐神宮：全
国４万社余りある八幡様の総本宮で美しい本殿は国宝　◎豊後高田市・昭和の町　散策　◎真玉海岸（豊後高田
市）：周防灘の水平線に沈む夕日と砂浜の縞模様　※ホテル到着は18時頃になります。夕食は、湯布院の宿泊旅館
にて 湯布院温泉：ゆふいん山水館（和室・洋室・和洋室のいずれ）（泊）

２日目　朝食後、午前中は自由行動（湯布院散策をお楽しみください）。出発は12時。※昼食は湯布
院にて　◎「天空の散歩道」九重“夢”大吊橋：日本一高い歩行者専用橋です。くじゅう連
山が一望。　◎耶馬渓（中津市）：日本三奇勝のひとつで木々の色づきが楽しめます。※ホテ
ル到着は16時頃になります。　☆夜は日田の風物詩「三隈川の夕焼けに映える鵜飼船と
その篝火」が楽しめます。夕食は鵜飼船に乗船しながら、お取りいただきます。

 日田温泉：亀山亭ホテル（和室）（泊）　　　　
３日目　朝食後、出発は９時。　◎小京都・日田散策（約１時間30分）※昼食は北九州空港内

にて用意します。　14：00北九州空港＝（FDA196）＝15：20富士山静岡空港

提供：（一社）唐津観光協会

雷山千如寺大悲王院の紅葉

１日目　9：00静岡空港＞＞FDA143＞＞10：45福岡空港＝志賀島 金印公園＝昼食（海鮮レストラン遊）
　　　　＝絶景のパワースポット志賀海神社＝潮見公園展望台＝虹の松

原＝ホテル 旅宿よぶこ（泊）
２日目　8：30ホテル＝田島神社＝呼子朝市＝七ツ釜遊覧クルーズ＝

昼食（玄洋）＝唐津神社＝唐津城＝鏡山展望台＝買物（マリン
センターおさかな村）＝ホテル 唐津シーサイドホテル（泊）

３日目　8：30ホテル＝芥屋の大門遊覧船＝芥屋の大門公園糸島のトト
ロの森＝無添加手作り石けん工房 暇楽＝昼食（パームビーチ）
＝二見ケ浦＝雷山千如寺大悲王院の紅葉＝勝運の神筥崎宮

　　　　18：40福岡空港＞＞FDA148＞＞20：05静岡空港

１日目　8：20発 富士山静岡空港＝（FDA181）＝9：35着 出雲縁結び空港
　　　　美保神社（えびす様の総本山でお詣り）＝境港でランチ＝加茂川・中海遊覧（船頭さんの粋な観

光ガイドと共に、約50分間水上からの米子観光を！） 三朝温泉　依山楼岩崎（泊）
２日目　9：15出発 ホテル＝倉吉白壁土蔵群（白い漆喰壁に赤い石州瓦の土蔵と町屋。ノスタルジック

な雰囲気溢れるまち歩きやお店めぐりを楽しみます）＝大山百歳食のランチ…大山寺＝鍵掛
峠（大山の紅葉を一望！！） 玉造温泉　佳翠苑皆美（泊）

３日目　9：00出発 ホテル＝足立美術館（定番の庭園だけでなく新オープンの魯山人館も♪）　松江に
てランチ＝国宝松江城＝堀川遊覧

　　　　17：00発 出雲縁結び空港＝（FDA188）＝18：10着 富士山静岡空港着

旅のスケッチブック旅のスケッチブック

ＳＢＳツアーズの海外自由旅行のブランド「旅のスケッチブック」が
８月１日よりいよいよホームページに登場します！

◎家族や小グループで自由に海外旅行へ行きたい方
◎グルメや歴史探訪 etc など目的のある海外旅行を検討されている方
皆様の目的に合ったご旅行を経験豊富なスタッフがお手伝いさせて頂きま！
詳しくはＳＢＳツアーズホームページ「旅のスケッチブック」をクリックください。

Go To Travel キャンペーンGo To Travel キャンペーン

ＳＢＳツアーズの海外自由旅行のブランド「旅のスケッチブック」が
８月１日よりいよいよホームページに登場します！

◎家族や小グループで自由に海外旅行へ行きたい方
◎グルメや歴史探訪 etc など目的のある海外旅行を検討されている方
皆様の目的に合ったご旅行を経験豊富なスタッフがお手伝いさせて頂きま！
詳しくはＳＢＳツアーズホームページ「旅のスケッチブック」をクリックください。

Go To Travelキャンペーンとは？
国内旅行（宿泊、日帰りともに　※一部対象外となる地域があります）が対象となり、例えば宿泊付きの場合は
１泊あたり２万円を上限に旅行代金の半額が、旅行代金の割引やクーポンの形で割引されるキャンペーンです。
割引イメージ：おひとりさま旅行代金４万円の場合
購入いただいた国内旅行代金の50％分（１人一泊あたり最大
２万円）の割引やクーポンが付与されます。そのうち７割は
旅行代金の割引に反映し、３割は現地で利用可能な地域共通
クーポンになります。

１泊の旅行代金が４万円の場合には、補助さ
れる２万円のうち旅行代金の割引が14,000円、
現地で利用できるクーポン6,000円となる予
定です。旅行代金の支払い額は

２万6,000円です！

旅行代金 @40,000円

旅行会社への旅行代金の支払額
@26,000円

旅行代金割引
@14,000円 @6,000円 現地で利用できる

クーポン

※情報は７月17日時点のものになります。
※地域共通クーポンの本格実施日は、９月１日以降で別途お知らせする日になります。
※７月22日以降にご出発の旅行については、弊社ですでにお申し込み済のご予約も含めて、キャンペーンの対象となります。
　詳細につきましては決まり次第、順次ホームページに掲載いたします。
　既にお申し込み済のお客様へは、お手続きの詳細が決まりましたらご連絡いたします。今しばらくお待ち下さい。

SBSツアーズでは、コロナウイルス感染拡大防止のためにできる限りの対策を講じ、これからも安心安全の旅行実施に励みます。

７／22～はじまりました！！

富士山静岡空港発着の宿泊ツアー

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

福岡から呼子まで様々な絶
景をめぐる旅です。美味しい
もの食べに行きましょう！
千如寺大悲王院の紅葉は素
晴らしいです！　　　　　

福岡から呼子まで様々な絶
景をめぐる旅です。美味しい
もの食べに行きましょう！
千如寺大悲王院の紅葉は素
晴らしいです！　　　　　

真玉海岸の夕焼け、
耶馬渓の秋の色づき、
日田の鵜飼の篝火、
日本の秋の風景が
ここにあります。

真玉海岸の夕焼け、
耶馬渓の秋の色づき、
日田の鵜飼の篝火、
日本の秋の風景が
ここにあります。

初世の
お薦めです！
初世の
お薦めです！



■お食事：朝２回／昼２回／夕２回　■最少催行人員：12名様

■宿泊ホテル：春蘭の宿さかえや　■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：18名様

■最少催行人員：15名様

■最少催行人員：15名様

★【ヌーヴォサンス】駿河湾の地の魚介、フランスより空輸される本場のフレンチの食材、そして地元静
岡の食材。手間暇を惜しまず食材の持ち味を最大限に活かしたお料理で、移りゆく季節、旬をお楽し
みください

★【クレマチスガーデン】伊豆の山々を望む富士山麓に位置する、美術館、庭園、レストランなどが一体
となった複合文化施設。四季折々のクレマチスの花を楽しむことのできるガーデン、イタリアの現代具
象彫刻家ジュリアーノ・ヴァンジの個人美術館が併設され、アート好き、花好きは１日楽しめる施設です。

★【三島スカイウォーク】日本最長400メートルのダイナミックな巨大吊り橋。天気がよければ富士山の
絶景が楽しめます。お花、お土産が充実したスカイガーデンもお立ち寄りいただけます。

■お食事：朝２回／昼３回／
夕２回　■最少催行人員：15

名様

★ひだホテルプラザに２連泊。

★紅葉の上高地の散策や奥飛騨
ロープウ

ェイからのパノラマをお楽しみ
。

★郡上八幡では、城下町の面影
を残す町

並み散策と郡上踊りの見学を
お楽し

み。

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：８名様　■利用バス会社：トーホー観光バス
■宿泊ホテル：アオアヲナルトリゾート（洋室・デラックスルーム）

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-8：50］＝沼津IC＝三島スカイウォーク
住宅街に佇む一軒家フレンチのコースランチクレマチスガーデン・・・ヴァンジ彫刻庭園美術館沼津IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：15］

観光列車ろくもんで雄大な景色と創作料理を楽しむ
渋温泉の厄除巡浴外湯めぐり

美食と芸術の旅  地元静岡を愛する旅一軒家のフレンチレストランでいただくコース料理●出 発 日 2020年８月16日㈰・18日㈫●旅行代金 14,800円（昼食付き）

日帰り
AF0900

静岡県

紅葉の絶景と古い町並みの風景

紅葉に彩られる上高地と奥飛騨

世界遺産・五箇山のこきりこ節と城下町・郡上八
幡

２泊３日
AF0903

長野県
岐阜県

１日目　焼津駅・静岡駅・清水
駅［6：00-7：20］＝（中部横断

道、中央）＝松本IC＝上高地
　＊車中にて弁当の昼食

　　　　★紅葉の上高地の散
策をお楽しみください。（約２

時間）　上高地＝奥飛騨ロー
プウェイ

　　　　★奥飛騨ロープウェ
イで標高2000mの空中散歩と

紅葉のパノラマ

をお楽しみください。　＝飛
騨高山 ひだホテルプラザ（泊）

２日目　ホテルにて朝食　★飛
騨高山の古い町並み散策をお楽

しみください。

　　　　午前、世界遺産・五箇
山へ　★20棟の合掌造り家屋

が現存している

「五箇山・相倉合掌造り集落」
にてこきりこ踊りを特別見学

。

　　　　＝★飛騨古川の古い
町並み散策＝ホテル ひだホ

テルプラザ（泊）

３日目　ホテルにて朝食後、郡
上八幡へ　★清流と名水の城

下町『郡上八幡』

を地元案内人と一緒に散策。（
昼食）　郡上八幡＝郡上八幡

IC＝

（東海北陸、新東名）＝焼津駅
・静岡駅・清水駅［18：30-19：

30］

大塚国際美術館３時間ゆったり見学と
大潮の時期に訪れる鳴門海峡

１泊２日
AF0804

徳島県

１日目　静岡駅（7：30-9：15）→（新幹線・普通指定席）→新神戸駅（9：30-11：15）
　　　　バスにて徳島県・鳴門市へ（明石海峡、淡路島、大鳴門橋経由）　
　　　　★生産者連携　四国・瀬戸内ダイニング「THE NARUTOBASE」にて地産地消の昼食
　　　　〇大塚国際美術館（３時間滞在）　　観光後、鳴門海峡を望むアオアヲナルトリゾートにて夕食、宿泊
２日目　ホテルにて朝食　〇霊山寺（四国88カ所１番札所）　〇鳴門市ドイツ館（板東俘虜収容所）
　　　　〇阿波おどり会館（おどり見学と体験も）　★徳島・新鮮なっとく市にて瀬戸内・海の幸の昼食　
　　　　〇ハレルヤスイーツキッチン（工場見学）　〇鳴門海峡・海潮船乗船（約30分　※午前中の場合あり）
　　　　新神戸駅（17：20-18：30）→（新幹線・普通指定席）→静岡駅（19：30-20：40）

薩摩半島の西方へ連なる３島の美しい風景
国定公園甑島列島を訪ねて
●旅行期間 2020年９月17日㈭～19日㈯
●旅行代金 128,000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：8,000円　　　

●旅行期間 2020年①10月６日㈫～７日㈬
　　　　　 　　　　②10月16日㈮～17日㈯
●旅行代金 ①56,800円 ②59,800円
※１名部屋追加代金：7,000円、３名部屋利用の場合は1,000円割引

２泊３日
AF0842

鹿児島県

１日目　13：15発 静岡空港～（FDA133便）～14：50着 鹿児島空港
　　　　16：40発 串木野新港～フェリー～19：05頃 長浜港＝下甑島 こしきしま親和館（泊）
２日目　ホテル（8：30頃）＝手打地区（おふくろさん歌碑／手打武家屋敷通り等）＝釣掛崎灯台＝瀬尾観音三滝＝鳥

ノ巣山展望所＝夜萩円山公園＝甑ミュージアム恐竜化石等準備室＝鹿島港～チャーター船：島風～里港中
甑港～（遊覧鹿島断崖クルーズ＊約60分）～中甑港＝トンボロ眺望/里武家屋敷群＝長目の浜展望所＝

　　　　16：45発 中甑港～（チャーター船）～17：45着串木野新港 鹿児島サンロイヤルホテル（泊）
３日目　ホテル（9：00頃）＝奄美の里（大島紬の織元で南国情緒溢れる庭園や文化を学びます）＝城山公園（桜島を望

む絶景をお楽しみください）＝仙巌園（日本を代表する大名庭園。桜島を望む雄大な庭園に加え殿様が暮らし
た御殿を見学♪薩摩切子はじめ九州の名産が揃っているのでお買い物も楽しめます♪）

　　　　15：20発 鹿児島空港～（FDA134）～16：50着 静岡空港

★薩摩半島からにしかたへ約30km。島へのアクセス手段は船しかない甑島。上甑島・中甑島・下
甑島の３島からなり、沿岸には美しい入り江が点在。

１泊２日
AF0899

長野県

１日目　焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-8：30］＝富士IC＝昼食（そば処田村）＝横谷観音展望台＝御射鹿池（紅葉が
水面に映る風景は幻想的です）＝ホテル 春蘭の宿さかえや（泊）

２日目　9：30ホテル＝長野善光寺＝13：34長野駅・・・（観光列車：浅間山と千曲川の雄大な景色と創作和食料理をお
楽しみください）・・・15：51軽井沢駅＝富士IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［20：15-21：15］

★巡浴手拭を購入したらスタート！各外湯でスタンプを押しながら温泉巡り。最後は温泉街の裏山に
ある高薬師さんをお詣りしてめでたく満願成就！！（右上写真）

　お店もたくさんあって賑やかで楽しいですよ。是非チャレンジしてください♪
★観光列車ろくもんの車内は長野県産の木材をふんだんに使った快適でぬくもりのある空間。長野か
ら軽井沢まで雄大な景観と創作料理をゆっくりとお楽しみください。

★陽気な気候の影響で浜松はお花の観光が盛んです。今回は浜松の代表的なお花の鑑賞施設をめぐり
癒されます♪

★創業から変わらない、地元食材で創られる体に優しいフレンチをいただけるオーベルジュへご案内♪

はままつガーデンめぐりと
浜名湖望むオーベルジュで至福のひと時♪
●出 発 日 2020年９月５日㈯・15日㈫
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

日帰り
AF0905

静岡県

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：30-8：45］＝舘山寺IC
はままつフラワーパーク（ジニア・センニチコウ・パープルファウンテングラス等鑑賞）
浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン（地元食材を使用した身体よろこぶフレンチ堪能）
浜名湖ガーデンパーク（パンパスグラス・リコリス・スイレン等鑑賞）
舘山寺IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅

★新神戸まで新幹線で移動。無駄のない観光が楽しめます。
★徳島・鳴門海峡のグルメにこだわりました。
★大塚国際美術館に約３時間滞在。陶板画で再現された世
界の名画を鑑賞。

★瀬戸内海国立公園内の南欧風リゾートホテル・アオアヲ
ナルトリゾートにご宿泊。

★設定日を大潮の時期としました。豪快なうず潮の様子も
お楽しみください。

●旅行期間 2020年10月９日㈮～11日㈰
●旅行代金
　　（お一人様） 68,000円

３名様１室利用

72,000円
２名様１室利用

78,000円
１名様１室利用

●旅行期間 2020年11月２日㈪～３日㈫
●旅行代金 52,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 59,800円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

Ⓒ山ノ内町観光連盟

20名様限定

２席一人使用

宿 泊 ツ ア ー

気軽に県内日帰りツアー

地産地消のグルメで安心♪
少人数の旅行で安心♪
短い移動距離で安心♪
今だからこそ愛する地元の

魅力を探しに
でかけませんか？

地産地消のグルメで安心♪
少人数の旅行で安心♪
短い移動距離で安心♪
今だからこそ愛する地元の

魅力を探しに
でかけませんか？

田代の
お薦めです！
田代の
お薦めです！

※食事の写真はイメージ

染谷の
お薦めです！
染谷の
お薦めです！

上高地と奥飛騨の秋の
景色に加え、五箇山や
郡上八幡の古い町並み、
伝統芸能をお楽しみ
いただけるコースです。

上高地と奥飛騨の秋の
景色に加え、五箇山や
郡上八幡の古い町並み、
伝統芸能をお楽しみ
いただけるコースです。



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。

※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

検索SBS　旅行

添乗員：全ツアー同行します。　※写真は全てイメージです。

●出 発 日 2020年９月９日㈬・21日（月・祝）
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★ＪＲ奥多摩駅から旧青梅街道をた
どるハイキングコース。古い民家
の屋根や障子戸に、当時の面影が
香ります。
★高低差264m、9.4kmの道のりは
ちょうど良い運動♪歴史ロマンに
思いを馳せながらむかし道を歩き
ましょう♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝（東名高速）＝海老名JCT＝（圏央道）＝日の出駅＝
奥多摩駅・・・槐木・・・不動の上滝・・・白髭神社・・・弁慶の腕ぬき岩・・・耳神様・・・いろは楓の巨樹・・・惣岳の不動尊・・・厳道
の馬頭様・・・しだくら吊橋・・・縁結び地蔵尊・・・馬の水のみ場・・・牛首観音・・・虫歯地蔵・・・玉堂歌碑・・・堂所吊橋・・・道祖
神・・・西久保の折り返し・・・青目立不動尊・・・奥多摩湖　約４時間～５時間　約9.4km、高低差　約264m
一部舗装、甲州までの旧道のコースで、巨樹や渓谷の他、神社や道祖神など歴史にも触れられるコースです。
＝奥多摩湖＝日の出IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-20：30］

江戸風情残る歴史ロマンの道
旧青梅街道　奥多摩むかし道を歩く

日帰り
AF0447

東京都

●出 発 日 2020年９月19日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★難しいコースではありません。ただずっと登り坂なんです。約15kmの道の
りをずっと登り続けるのです…。
★国有林の鬱蒼とした森の中を歩きます。手付かずの自然が楽しめ、森林の香
りがあなたを癒します。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝新清水IC＝《52号線経由》＝
鷽の口～大河原峠　～林道を楽しむ～
○参考タイム 約６時間半　歩行距離 15km　標高差 1000m　難易度 ★★★
鷽の口から大河原峠まで向かいます。難しい箇所はございませんがスタートからゴ
ールまでずっと登りとなります。道中は国有林の鬱蒼とした自然林を楽しみます。
＜服装・靴＞登り下りがあるのでトレッキングシューズがお勧めです。
蓼科湖＝新清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30頃］

日帰り
AF0689

長野県

全15回で踏破を目指せ！！
総距離約200kmの八ヶ岳スーパートレイルに挑戦！！ ●出 発 日 2020年９月20日㈰・28日㈪

●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★山梨県甲州市を代表する日本百名山の一つ大菩薩。展望に恵まれた穏やかな山稜が続く、初心者にも人気の登山スポット！！
★中里介山の長編小説「大菩薩峠」は広く知られ、深田久弥「日本百名山」にも名を連ねる秩父多摩甲斐国立公園。富士
　山をはじめ、南アルプス、乗鞍岳、八ヶ岳、奥秩父の山々などの展望も魅力♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝清水IC＝
※歩行約７km、約３時間30分　初級登山コースになります。山歩きの装備、トレッキングシューズでご参加ください
上日川峠（1,580m）・・・（唐松尾根）・・・雷岩・・・大菩薩嶺（2057m）・・・大菩薩峠（絶景の山岳パノラマ）・・・上日川峠
＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-18：30］

日帰り
AF0904

山梨県

日本100名山　大菩薩嶺を歩く

●出 発 日 2020年10月28日㈬・31日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）

★森の案内人（森林インストラクター）が同行しご案内します。
★オクシズの紅葉と大自然をお楽しみ頂けるコースです。
★約300年前の大規模崩壊地を直登できるめずらしいコースです。
　日本三大崩れの一つ『大谷崩れ』の絶景を間近に見学。大自然の威力を実感。
※歩行時間：約５時間　歩行距離：5.5km　標高差：765m　健脚向きのコースです

島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅［7：00-8：20］＝梅ヶ島＝
大谷嶺駐車場・・・（５分）・・・登山口・・・（20分）・・・扇の要・・・（40分）・・・途中休憩
（休憩５分）・・・（35分）・・・新窪乗越（休憩10分）・・・（45分）・・・大谷嶺（休憩40
分）・・・（25分）・・・新窪乗越 ・・・（30分）・・・途中休憩（休憩５分）・・・（25分）・・・扇の
要・・・（20分）・・・登山口（休憩５分）・・・（５分）・・・大谷嶺駐車場
＝梅ヶ島温泉（入浴）＝静岡駅・焼津駅・藤枝駅・島田駅［17：30-19：00］

日帰り
AF0912

静岡県

一度は見ておきたい静岡の風景
森の案内人と行く『大谷崩れ』の絶景と紅葉ハイキング

■募集人数：20名様（最少催行人数12名様）

25名様限定！！

25名様限定！！

●出 発 日 2020年９月26日㈯
●旅行代金 15,000円（昼食付き）

★はじめて能をご覧になる方、興味がある方はこの機会に
是非！分かりやすく解説しながらご覧いただきます。
★まるで酔っぱらっているかのように愛らしいピンクに色
を変える酔芙蓉をご覧ください。

三島駅・富士IC［7：45-8：30］＝（東名高速）＝
【大鐘家】（牧之原市）見学　国の重要文化財指定の花庄屋。
ご昼食　「たわらや」にて和食御膳をお召上がり下さい
【能楽入門公演】（会場：菊川文化会館アエル）鑑賞　約２時間
観世流能楽師による公演。第一部「能についてのおはなし」、第二部　ダイジェスト能「田村」鑑賞
出演：山階彌右衛門　観世芳伸　他　※未就学児入場不可
※コロナ感染対策として１名ずつ座席の間隔を空けてご案内いたします。
＝富士IC・三島駅［17：45頃-18：30頃］

日帰り
AF0896

静岡県

能楽入門公演鑑賞と
白からピンクへ愛らしい
酔芙蓉が咲く花庄屋見学

●出 発 日 2020年10月28日㈬・30日㈮
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★標高差約2,000mを一気に下る紅葉の「ゴールデン・カーペット」は創造
の森ならではの大パノラマです。また、日本の３大高峰がすべて見える他
にはない貴重な絶景スポット！！

★日本を代表するリゾートホテル星野グループが自信を持って紹介するフレ
ンチレストラン『OTTO SETTE』にて自慢のコースをご賞味♪

★日本画家平山郁夫による絵画作品と平山夫妻が収集したシルクロードの美
術品約9,000点を順次展示し人気を誇る美術館へご案内♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：20］＝清水IC＝小淵沢IC
富士見パノラマリゾート（眼下に広がる一面の黄金の絨毯。標高差約2,000mを一気に下る紅葉の「ゴー
ルデン・カーペット」は創造の森ならではの大パノラマ！！日本３高峰がすべて見渡せるのもここだけ♪）
星野リゾート八ヶ岳　OTTO SETTEにてフレンチコース
平山郁夫シルクロード美術館　平山郁夫シルクロード美術館にて『2020夏秋企画展　平山郁夫
の足跡をたどる－日本の古社寺と文化財保護』
小淵沢IC＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：00頃］

日帰り
AF0906

長野県

標高差2,000mを一気に下る紅葉のゴールデン・カーペット
平山郁夫シルクロード美術館と星野リゾート内のフレンチランチ

東部発

■最少催行人員：15名様

■最少催行人員：15名様

■最少催行人員：15名様

■最少催行人員：15名様

■最少催行人員：15名様

●出 発 日 2020年10月19日㈪・23日㈮

●旅行代金 16,000円（昼食付き）

★道三・信長・光秀にスポット
を当てた

大河ドラマ館へ。歴史はもちろ
んドラ

マの世界もお楽しみください

★「美濃を制するもの天下を制
す」と言

われ、戦国武将たちが愛した地
をたっ

ぷり散策♪

静岡駅・焼津駅・掛川駅［6：00
-7：15］＝

金華山ロープウェイ・・・☆岐阜
城（稲葉山城）登城・・・☆萬松館

（岐阜で最も古い料亭。日本

庭園を眺めながらのご昼食）・
・・☆麒麟がくる　岐阜大河ド

ラマ館・・・☆常在寺（斎藤家の

菩提寺。本堂の中を見学）

＝掛川駅・焼津駅・静岡駅［18
：30-19：50］

※第一弾「国宝 犬山城」は日を
改めて、ツアーの再設定をいた

します。

日帰り
AF0911

岐阜県

城好きスタッフ

城巡りツアー 第二弾「岐阜城（稲葉山城
）」

気まぐれ企画

■最少催行人員：15名様

●出 発 日 2020年９月13日㈰・18日㈮

●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★奥深い静寂な山里の最高泉質
で、美肌＆若

返り！！メタホウ酸10.5mg、
pH8.6のつ

るっつるスベスベ♪毎分127
㍑湧出の源

泉かけ流しです♪

★大井川を眺めながら八橋を渡
るウォーキン

グコース！！高低差はほとんどな
く、約１時

間の丁度良い運動が出来る行程
です♪

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：00
-8：10］＝

接阻峡温泉会館から八橋小道
ウォーキングスタート！！　約

１時間

８つの吊橋を渡りながら湖上
駅を目指します♪湖上駅まで

はアップダウンがあるためバ
ス

を利用します。湖上駅・・・（徒歩
約30分）・・・接阻峡温泉会館（ラ

ンチ＋入浴休憩約120分）

歩く箇所に危険なところはあり
ませんが、つり橋を渡ります。高

い所が苦手な方は先へ進むこと
が

出来ません。不安な方はウォーキ
ングに参加せず、接阻峡温泉会館

で休憩していることも出来ます
。

＝焼津駅・静岡駅・清水駅［16
：30-17：30頃］

日帰り
AF0897

静岡県

秘境オクシズで静岡の魅力満喫
の旅

八橋小道ウォーキングと接阻峡
温泉

25名様限定！！

■最少催行人員：15名様

秋のベストシーズンハイキングと歴史探訪（日帰り）

田代の
お薦めです！
田代の
お薦めです！

なかなか県外に出ずらい昨今。
だったら地元静岡の魅力発掘の
旅に出掛けませんか？全国温泉
の数ランキングで３本の指に
入る静岡の名湯も楽しみます♪

なかなか県外に出ずらい昨今。
だったら地元静岡の魅力発掘の
旅に出掛けませんか？全国温泉
の数ランキングで３本の指に
入る静岡の名湯も楽しみます♪

大河ドラマ「麒麟がくる」
ご覧いただいてますか？やっぱり
戦国時代は面白い！難攻不落の
城と言われた岐阜城へいざ！！
HOTなタイミングにお出掛け

しましょう♪

大河ドラマ「麒麟がくる」
ご覧いただいてますか？やっぱり
戦国時代は面白い！難攻不落の
城と言われた岐阜城へいざ！！
HOTなタイミングにお出掛け

しましょう♪

福本の
お薦めです！
福本の
お薦めです！



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。

※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

検索SBS　旅行

添乗員：全ツアー同行します。　※写真は全てイメージです。

テーマのある旅（日帰り）

★五千頭の龍が昇る聖天宮は台湾・中国の道
教のお宮です。のどかな田園風景広がる埼
玉に突如現れる異世界な建物に驚く人続
出！！台湾の一流の宮大工を呼び寄せ15年
掛けて建てられた絢爛豪華なお宮は驚きと
感動とパワーを与えてくれます！！
★ランチは中華料理で海外気分増すこと間違
いなし♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：10］＝清水IC＝坂戸IC
聖天宮
川越プリンスホテルにて中華ランチ
川越　蔵造りの街並み散策
川越IC＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：15-19：15頃］

日帰り
AF0901

埼玉県

●出 発 日 2020年10月７日㈬・10日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★三河湾の漁師の島でノスタルジーな雰囲気が楽しめます。
★三河湾名物の蛸づくしの料理と海鮮をお楽しみください。

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC［6：30-9：00］＝（東名高速・知多半島道路）＝豊丘IC
片名港～～～（送迎船）～～～日間賀西港・・・風情漂う浜辺の宿いすず館
【日間賀島・いすず館にて蛸づくしの昼食】
蛸の丸ゆで、蛸しゃぶのほか、鯛の活け造り、伊勢エビの焼き物などを用意します。島の散策や入浴休憩もお楽しみ下さい。
日間賀西港～～～（送迎船）～～～片名港
＝豊丘IC＝（知多半島道路・東名高速）＝浜松IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：45-19：50］

日帰り
AF0205

愛知県

20名様限定で行く！！
まるで台湾！！五千頭の龍が昇る聖天宮と女性人気
トップクラスの観光地【川越】をぶらりお散歩

三河湾に浮かぶ　漁師の島・日間賀島で蛸づくし

●出 発 日 2020年９月９日㈬・21日（月・祝）
●旅行代金 15,500円（昼食付き）

●出 発 日 2020年９月22日（火・祝）・29日㈫
●旅行代金 17,000円（昼食弁当付き）

★二千年余りに及ぶ歴史を刻む神社で、奥社・中社・宝光社・九頭龍社・
火之御子社の五社で戸隠五社。神話伝説も残る神秘の杜を現地案内人と
共にめぐります。
★樹齢400年～800年を超える杉並木の間に江戸時代まであった大講堂
や院坊跡の石積みも見られ、修験道が盛んだった名残も見られます。
★地主神で、水の神、農業・商業の神として信仰を集める九頭竜は日本で
各地に点在しますが、この戸隠神社・九頭竜は本家本元となります。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝清水IC＝信濃町IC＝
戸隠宝光社・・・徒歩火の御子社・・・徒歩戸隠中社＝徒歩戸隠神社奥社＝徒歩九頭竜社＝戸隠奥社
【御朱印についての注意事項】
戸隠神社の御朱印授与はとても時間がかかります。本ツアーは日帰りのツアーとなりますので、混雑状況によって
は、時間内に御朱印の授与がいただけなかったり、書置きでの対応となることもあります。費用は各自様のご負担
となります。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
信濃町IC＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［20：30-21：30頃］

日帰り
AF0902

長野県

神聖の杜　戸隠五社めぐり

●出 発 日 2020年10月22日㈭・24日㈯
●旅行代金 13,000円（昼食付き）

★１万本以上のもみじが染まるもみじ湖を車窓しながらもみじの名所末広広場へご案内します♪
★７～８年前には地元の住民しか知らなかった秘境を訪れ静かなひとときを過ごします♪
★情緒溢れる出梁造りが特徴の奈良井宿にて、地元の郷土料理を召し上がっていただき、食後は散策もお楽しみいただきます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝伊那IC＝奈良井宿（昼
食）・・・奈良井宿内散策（約120分）＝もみじ湖（箕輪ダム）周辺
＝伊北IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30頃］

日帰り
AF0304

長野県

信濃路の紅葉の名所と中山道の宿場町
出梁造りの奈良井宿と紅葉１万本の秘境・もみじ湖

●出 発 日 2020年９月18日㈮・26日㈯
●旅行代金 15,000円（昼食付き）

★今年生誕260年の北斎に焦点を当てたツアーです。晩年までパワフルでダイナ
ミックな作品を描いた北斎の力いっぱいのメッセージをお受け取りください。
★強羅花壇はみんなの憧れ♪ランチでも手も気も抜かないのが老舗名店！！
★パワフルな北斎、憧れの名店でランチ、ときたら箱根随一のパワースポットも
参拝しましょう♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-8：50］＝清水IC＝沼津IC＝
箱根神社（各界トップの面々が訪れる箱根有数のパワースポ
ット！！）
懐石料理花壇（閑院宮載仁親王の別邸の洋館で強羅花壇の味
をお楽しみください）
岡田美術館にて【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
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：20頃］

日帰り
AF0907

神奈川県

生誕260年記念　北斎の肉筆画 ―版画・春画の名作とともに―鑑賞と
閑院宮載仁親王の別邸洋館にて「強羅花壇」の味を愉しむ

●出 発 日 2020年10月24日㈯・28日㈬
●旅行代金 14,000円（昼食付き）

★東京湾唯一の自然島『猿島』を専門ガイ

ドの案内で探検します！！

★ご昼食は名物の横須賀海軍カレーをご用

意します！！

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：00］＝横浜町田IC＝
横須賀名物！！海軍カレーのご昼食（セントラルホテル）
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。
＝横浜町田IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：00頃］

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

■最少催行人員：15名様

■最少催行人員：12名様

■最少催行人員：15名様

■最少催行人員：15名様

■最少催行人員：15名様
■最少催行人員：15名様

●出 発 日 2020年９月12日㈯・15日㈫

●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★日本六大古窯の一つ、常滑が
培ってきた新旧の焼き物

を体感いただけます。

★やきもの散歩道はガイド付き
でご案内します。

★南知多の豊富な海の幸をお楽
しみください。

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC
・浜松IC［6：30-9：00］＝（東

名高速・知多半島道路）＝豊丘
IC

【南知多・豊浜「マルハリゾー
ト」にて名物エビフライと海の

幸の昼食】

☆窓の向こうに広がる伊勢湾、行
きかう船、島々の景色を見ながら

新鮮な海の幸をお楽しみください
。

※昼食が済んだ方は、店内での
ショッピングや温泉入浴（別途

料金）も楽しめます。

【常滑・やきもの散歩道ガイド
ツアー（約1.6km　たっぷり２

時間おとりします）】

※レンガ造りの煙突や窯、黒塀の
工場、陶器の廃材利用の坂道など

、独特の雰囲気と歴史

　を伝える空間を歩きます。お客
様15人に一人の割合で現地ガイ

ドがご案内します。

常滑IC＝（知多半島道路・東名
高速）＝浜松IC・吉田IC・焼津

駅・静岡駅・清水駅

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

　　　［17：45-19：50］

日帰り
AF0329

愛知県

焼き物の町めぐり

常滑やきもの散歩道と南知多の
海の幸

■最少催行人員：15名様

★星野リゾートハルニレテラス
にてご利用可能の共通利用券10

00円分をお付けします。

藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅
［6：00-7：30］＝清水IC＝佐

久北IC＝

雲場池（赤から黄色・オレンジの
グラデーションがとても美しい

です）＝昼食（ホテルロンギ

ングハウス）＝星野リゾートハ
ルニレテラスフリータイム（共

通券付）　※ハルニレテラスに

てお買い物や軽井沢高原教会・
石の教会内村鑑三記念堂など見

どころ満載です

集合＝佐久北IC＝藤岡JCT＝
清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津

駅・藤枝駅［19：15-20：45］

日帰り
AF0873

長野県

軽井沢雲場池に映る紅葉

●出 発 日 2020年10月21日㈬・30日㈮
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

共通利用券

500円Ｘ２枚付！

■最少催行人員：15名様

葛飾北斎　冨嶽三十六景　神奈川沖浪裏 「堀川夜討図」葛飾北斎

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

雲場池の紅葉は軽井沢No１の
紅葉スポットとして知られてい
ます。赤はもちろんオレンジや
黄色の紅葉が水鏡に映りグラ
デーションのようになり綺麗
ですよ♪　　　　　　　　　

雲場池の紅葉は軽井沢No１の
紅葉スポットとして知られてい
ます。赤はもちろんオレンジや
黄色の紅葉が水鏡に映りグラ
デーションのようになり綺麗
ですよ♪　　　　　　　　　

静岡ではなかなか
見られない陶磁文化が
楽しめます。やきもの
散歩道は女性はきっと

喜ばれます。

静岡ではなかなか
見られない陶磁文化が
楽しめます。やきもの
散歩道は女性はきっと

喜ばれます。

初世の
お薦めです！
初世の
お薦めです！
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