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ＧｏＴｏトラベルキャンペーン

ＳＢＳツアーズの旅９月号掲載26コース全てキャンペーン対象！最大35％割引！
❶このちらしに掲載したすべての旅行はＧｏＴｏトラベル事業の支援対象です。

❷旅行代金からＧｏＴｏトラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。９月以降当社が定める日以降にご出発の旅行に関して
は別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
❸支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は支援金をお客様に代わって受領（代理受領）いたしますので、 お客様
は旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は旅行代金を基準として所定の取消料
を申し受けいたします。お客様は当社による代理受領についてご了承の上、お申込みください。

ゆったり・のんびり！
！ 宿泊しながら名湯や味覚、錦秋の景色を堪能

３日間
AY0909

三朝・玉造の名湯と大山から眺める山陰の秋
10月18日㈰〜20日㈫

鳥取県 ●旅行期間 2020年

島根県

２名１室（お一人様）

120,000円
28,000円

旅行代金
旅行代金への支援額

92,000円

お支払い実額

３名１室（お一人様）

４名１室（お一人様）

119,000円
28,000円

２日間
AF0917

群馬県

118,000円
28,000円

91,000円

90,000円

★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！！

旅行代金
旅行代金への支援額

■最少催行人員：12名様

３連泊で錦秋の白馬山麓の紅葉と大自然を満喫！！

雲上の栂池自然園・神秘の八方池・歴史香る塩の道
10月23日㈮〜26日㈪

●旅行期間 2020年
旅行代金
旅行代金への支援額
お支払い実額

１名１室（お一人様）

２名１室（お一人様）

３名１室（お一人様）

57,070円

51,220円

49,920円

87,800円
30,730円

78,800円
27,580円

76,800円
26,880円

★栂池高原や白馬八方では山頂の白（雪）、
山の中腹の赤（紅葉）、麓の緑と三段紅
葉が楽しめます。
★紅葉のピークを過ぎた栂池自然園では葉
っぱが落ちたダケカンバがオブジェのよ
うになって、栂池自然園が天然の庭園に
変身するのがご覧いただけます。

本格リゾートホテル
白馬アルプスホテル３連泊
美肌の湯で有名な炭酸水素
塩泉や自家農園の野菜を使
ったお食事が楽しめます。

焼津駅・静岡駅・清水駅［8：00‑9：20］＝★塩の道『千石越えコース』
（約３時間30分／ガイド同
行）
白馬アルプスホテル（夕刻）
（泊）
２日目 ホテル（8：30）＝栂池高原駅＋＋＋（★パノラマウェイの車窓から紅葉がワイドに広がります。）
＋＋★栂池自然園散策（約3時間／ガイド同行）※紅葉のピークを過ぎていますが、葉っぱが落ちたダケカン
バがオブジェのようになり栂池自然園が天然の庭園の様なこの時期ならではの景色がご覧いただけます。＝★白馬
岩岳ねずこの森散策（約1.5時間）
白馬アルプスホテル（４時頃）
（泊）
３日目 ホテル（8：30）＝八方駅＋（アルペンライン）＋八方池山荘・・・★八方尾根自然研究路トレッキ
ング※八方池まで往復約３時間（ガイド同行）
・・・八方池山荘＋黒菱平＝（連絡バス）＝★八方
北尾根高原散策（昼食）＋八方駅
白馬アルプスホテル（４時頃）
（泊）
４日目 ホテル（8:30）＝★大峰高原白樺の森ウォーキング（管理棟・・・白樺林・・・北アルプス展望・・・七
色大カエデ・・・管理棟／ガイド同行）＝★大王わさび農園（昼食）＝清水駅・静岡駅・焼津駅
［17：00頃‑18：20頃］
１日目

■宿泊先：白馬アルプスホテル

■食事条件：朝３回／昼４回／夕３回

■最少催行人員：10名様

29,800円

43,800円
14,000円

写真提供：富岡市

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC・御殿場IC
［6：30‑9：00］＝（圏央道・関越道）＝前橋IC
☆高崎市内にてフランス料理の昼食 ◎榛名神社：巨岩に飲み込まれそうな拝殿や門が迫力！ ☆地元ガイドと歩く夕
方の伊香保温泉石段街（約１時間） ※伊香保のシンボル・石段街を伊香保温泉の歴史を知り尽くしたベテランガイドが
ご案内 河鹿橋〜伊香保神社〜黄金の湯湧出口〜湯本飲泉所〜石段街（約150段を下って散策） ※ご宿泊は伊香保温
伊香保温泉：ホテル木暮（和室・洋室のいずれ）
（泊）
泉の名旅館・ホテル木暮にて

２日目

ホテルは9時頃出発
◎水沢観音：女性にうれしいご利益とパワースポットで人気 ◎妙義神社：1400年以上
もの長い歴史を持つ山岳信仰の神社 ☆昼食は名物水沢うどんを ◎世界産業遺産・富
岡製糸場：日本近代産業のシンボルで木骨レンガ造りの東置繭所は国宝
富岡IC＝（関越道・圏央道）＝御殿場IC・沼津IC・富士IC・清水駅・静岡
駅・焼津駅［18：30‑20：50］

■宿泊先：伊香保温泉／ホテル木暮
■最少催行人員：15名様

２日間
AF0874

長野県

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

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。

旅行

■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回

初世のお薦めです！
私が２年前に宿泊した名旅館「ホテ
ル木暮」をご案内します。圧倒的な
湯量の源泉かけ流し温泉と上州の味
覚が楽しめます。また、石段街で知
られる伊香保温泉街の散策やこの時
期ならではの紅葉の上州の山々もお
楽しみください。

日本最高峰ジビエＶＳ皇室御用達正統派フレンチ

紅く染まる蓼科の大自然と
芸術に触れる２日間
10月７日㈬〜８日㈭

●旅行期間 2020年

●旅行代金 69,800円

旅行代金への支援額 14,000円

お支払い実額

55,800円

★秋深まるの蓼
科で、今こそ
食べて欲しい
ジビエ料理！
！
美味しいだけ
でなく身体も
強くなる絶品メニュー！！
★紅葉・美食・美術鑑賞とバラエティ
に富んだ贅沢なコース♪身も心も癒
される２日間をお過ごしください♪
★一度は行ってみたい皇室御用達レストラン鯛萬では忘れられない正統派フレンチコースをご賞味♪
１日目

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30‑7：30］＝（中部横断自動車道・中央道経由）＝諏訪IC
放浪美術館〜山下清の世界〜（自由奔放に放浪し描いた純真無垢な清の作品を鑑賞）
オーベルジュ・エスポワール（日本ジビエ振興協会代表理事を務める藤木シェフの地産地消コース堪能）
北八ヶ岳ロープウェイで紅く染まる天空の坪庭自然園を散策
蓼科東急ホテル(泊)
２日目 ホテル（9：00出発）＝美鈴湖（雪化粧の北アルプスと美鈴湖の紅葉の絶景コラボ！！）
レストラン鯛萬（昭和天皇はじめ、各著名人が訪れた正統派フランス料理を堪能）
松本市美術館にてミュシャ展鑑賞
松本IC＝（中央道・中部横断自動車道）＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：40‑18：50頃］

営業時間

［旅行企画・実施］
1141号

33,800円

■宿泊先：蓼科東急ホテル

SBS

観光庁長官登録旅行業

３〜４名１室
（お一人様）

47,800円
14,000円

１日目

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

JATA正会員

２名１室
（お一人様）

群馬県榛名山の麓に佇む荘厳な神社をめぐり
ます。
宿泊は伊香保温泉の名旅館・ホテル木暮
世界遺産の富岡製糸場もたっぷりご覧いただ
きます。

■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３回／夕２回

長野県

11月13日㈮〜14日㈯
11月23日㈪〜24日㈫

●旅行期間 2020年

お支払い実額

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

AF0924

上州榛名山 世界遺産・富岡製糸場と名湯・伊香保温泉
25名様限定

１日目

４日間

〜 400年の歴史を刻む伊香保の石段街を地元ガイドと散策！〜

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

平日╱ 9：30〜18：00
※土・日・祝日は休み

検索

※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。

■最少催行人員：11名様

■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
11日前まで

日帰りコース

−

10日前から
8日前まで

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40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

泊 以 上 旅行代金の20％ 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
30日前から3日前まで
海 外 旅 行

旅行代金の20％

2日前から当日の旅行開始前 旅行開始後または無連絡不参加
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

※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。

日本の秋の味覚と風景を満喫
１泊２日
AF0836

群馬県

四万温泉 紅葉名湯と
パワースポット観音めぐり

１泊２日
AF0877

長野県

三大美人泉質 美肌の湯の四万やまぐち館で七つの風呂三昧！

お支払い実額

１名１室（お一人様）

２名１室（お一人様）

40,800円

27,800円

54,800円
14,000円

秘湯一軒宿でいただく まつたけ料理

10月10日㈯〜11日㈰
●旅行代金 59,800円 旅行代金への支援額 14,000円 お支払い実額 45,800円
●旅行期間 2020年

10月25日㈰〜26日㈪

●旅行期間 2020年
旅行代金
旅行代金への支援額

南信州 秘湯の宿で
味わう秋の味覚

41,800円
14,000円

★南信州の秘湯『不動温泉の一軒宿 佐和屋』さんで旬の松茸料理をご堪能いただきます♪
★飯田で秋の味覚と芸術、紅葉三昧でおなかもこころも満たされる２日間をお楽しみください♪

★四万やまぐち館には７つのお風呂が
あります。それぞれに特徴があり 風
呂三昧をお楽しみください。
★２日間で３か所のパワースポットを
めぐります！特に榛名神社は迫力満
点、見ごたえあります。

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＝パワースポット川越氷川神社
＝昼食
（田口屋）
＝ホテル

２日目

８：00ホテル＝奥四万湖＝桃太郎の滝＝四万甌穴＝パワースポット水澤観世音＝昼食（万葉亭）＝
パワースポット榛名神社＝高崎IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［19：00‑20：30］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

日帰り
AF0528

滋賀県

■宿泊ホテル：四万やまぐち館

■最少催行人数：18名様

清水駅・静岡駅・焼津駅
［７：00‑８：10］
＝藤枝岡部IC
（新東名経由）
＝土岐南多治見IC
多治見市美濃焼ミュージアムにて企画展「明治・美濃 超絶三人展 −加藤五輔・西浦円治・成瀬誠志の世界−」
学芸員の解説で鑑賞
南信州秘湯の一軒宿 不動温泉 佐和屋にて松茸懐石のご夕食

２日目

ホテル 9：00頃出発
天竜舟下り 天竜峡農園にて信州りんご狩り体験 天竜峡の新名所
「そらさんぽ天竜峡」
浜松いなさIC＝
（新東名経由）
＝藤枝岡部IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅
［18：15‑19：15頃］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

■添乗員同行

近江商人発祥の地・五個荘の街並み散策と
近江の隠れた紅葉の名所・
白洲正子も愛した石の寺・教林坊

11月23日㈪・25日㈬（昼食付き）
●旅行代金 16,800円 旅行代金への支援額 5,880円 お支払い実額 10,920円
●出 発 日 2020年

★石の寺教林坊は、推古13年（605年）に聖徳太子によって創建された
といわれています。白洲正子の「かくれ里」で紹介された紅葉の名所と
しても名高く、枯れ滝、鶴島、亀島など巨石を用いて豪快に表現された
桃山時代を象徴する池泉回遊式の小堀遠州作といわれる名勝庭園で紅葉
狩りをお楽しみください。

静岡駅・焼津駅［6：30‑7：00］
＝小牧JCT＝彦根IC
石の寺・教林坊・
・・小堀遠州作の名勝庭園に広がるわびさびの景色を是非お楽しみください。
江戸時代から伝承され、近江商人に愛された郷土料理のご昼食 五箇荘の街並み散策
彦根IC＝小牧JCT＝焼津駅・静岡駅［18：45‑19：15頃］
■最少催行人員：22名様

秋彩絶景パノラマ！
岐阜県 天空の山城 苗木城跡

日帰り
AF0594

中津川宿栗きんとんめぐり

11月14日㈯・18日㈬（昼食付き）
●旅行代金 15,800円 旅行代金への支援額 5,530円 お支払い実額 10,270円
●出 発 日 2020年

★国指定史跡の山城、苗木城。天守跡に設けられた展望台からの景
色は素晴らしく360 見渡せる秋の絶景が広がります。昼食は日
本昔話の世界に入りこんだような古民家にて秋の食材を使った目
にも美しい懐石料理をご堪能頂きます。

日帰り
AF0888

愛知県

■最少催行人員：15名様

岡田の古い街並み・

知多木綿のふるさと散策と
綿繰りからの特別機織り体験

10月17日㈯・21日㈬（昼食付き）

●出 発 日 2020年

●旅行代金 平日13,8
00円 旅行代金への支援額 4,83
0円 お支払い実額
土曜15,800円 旅行代金への
支援額 5,530円 お支払い実額

8,970円
10,270円

★盲目の老翁が身代大
師に一心におすがりし
たところ目が見えるよ
を残したことから「め
うになり、大師に自分
がね弘法」と呼ばれて
の眼鏡
いる身代大師を祀る大
くてためになる法話を
智院ではご住職のおも
聴き、楽しい人生を全
しろ
うするヒントをいただ
★江戸時代の風景を思
きます。
わせる土蔵や黒板塀
を残す趣ある木綿の
街を案内人と共に散
策し、機織りを体験
します。
★ご昼食は明治創業の
老舗料理旅館にて贅
沢なお時間をお過ご
しください。
清水駅・静岡駅・焼津駅［6
：45‑7：45］＝東海IC＝
大智院（めがね弘法）＝
老舗料理旅館《昼食》
・・・岡田の古い街並み
特別機織り体験・・・おか
散策と綿繰りからの
き屋辰心（お買物）
東海IC＝焼津駅・静岡
駅・清水駅［17：30‑18
：30頃］
■最少催行人員：22名
様

日帰り
AF0613

埼玉県

田代のお薦めです！
個人では行きずらい知多半島の岡
田の木綿の街へご案内します♪
特別機織り体験に珍しいめがね弘
法など、知られざる知多の魅力を
満喫します♪

秋に訪れる長瀞
岩畳ウォークと
ライン下り

11月８日㈰・11日㈬（昼食付き）
●旅行代金 18,500円 旅行代金への支援額 6,470円 お支払い実額 12,030円
●出 発 日 2020年

長瀞の静かなる水の流れの色合いがその深みの碧を増す頃、岩畳対岸の紅葉もその彩りを濃くします。
岩畳に佇み、目に映る鮮やかなコントラストを堪能してください。また、日本武尊の伝説から火止（ほど）
神社と呼ばれ、火防、災難防けが御利益とされている宝登山神社。宝の山へ登るという縁起の良い語呂
から初詣は多くの参拝客で賑わっています。今回は紅葉で賑う中を案内人と共にウォーキングします。

夜がらす山荘長多喜
秋の食材を使った茶懐石（イメージ）

清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［6：15‑7：35］
＝豊田JCT＝中津川IC
苗木城跡※現地ガイドがご案内 巨石と石垣からの絶景をお楽しみください。
＝昼食
（古民家老舗旅館夜がらす山荘長多喜にて茶懐石）
＝中津川宿 栗きんとんめぐり
（自由散策）
＝中津川IC
＝豊田JCT＝藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：45‑20：15］
■最少催行人員：25名様

１日目

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30‑7：30］＝有隣倶楽部にてご昼食
現地案内人と共に、長瀞岩畳ウォーク 約４キロ 約２時間
宝登山神社（参拝）
・・・山麓駅++ロープウェー++山頂駅・・・宝登山・宝登山神社奥宮・・・秩父連山の眺めと蝋梅園散策・・・
宝登山神社・・・長瀞町郷土資料館・旧新井家住宅・
・・長瀞駅・
・・長瀞船下り場
長瀞ライン下り ※荒川の増水、渇水等により営業を見合わせる場合があります。
花園IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30‑19：30頃］
■最少催行人員：20名様

芸術や伝統工芸に触れる

１泊２日
AF0928

抹茶生産量日本一！！
西尾市の抹茶街道をめぐる

日帰り
AF0884

滋賀県

（昼食付き）
㈯
日
7
1
・
㈬
日
4
年
1
20
月
10
●出 発 日 20
実額 8,320円
支援額 4,480円 お支払い
金 12,800円 旅行代金への

愛知県
●旅行代

る
の西尾市を訪ね観光す
★抹茶の生産量日本一
史や
の歴
でそ
ドの案内
だけでなく、現地ガイ
きを体験します♪
生産工程を学び石臼挽
だけでなく、ランチ
しむ
★お抹茶での一服を楽
の力で身体も喜ぶ
抹茶
意♪
も碾茶めしをご用
ツアーになります♪

様

長野県

１名１室（お一人様）※街側のお部屋

２名１室（お一人様）※お城が見えるお部屋

46,000円

40,000円

60,000円
14,000円

旅行代金
旅行代金への支援額
お支払い実額

■最少催行人員：25名

AF0304

11月24日㈫〜25日㈬

●旅行期間 2020年

54,000円
14,000円

物は
八幡でのお買い
ラコリーナ近江
！
分
5
1
間
時
たっぷり2

★１日目は午後から２日目は朝からガイドがご案内
★ホテルは彦根城天守と佐和口多聞櫓を正面に望む絶好のロケーション！
全室シモンズ社のベットで安眠サポート♪

IC＝
：45‑7：45］＝音羽蒲郡
菓子で一服）
清水駅・静岡駅・焼津駅［6
・抹茶点て体験・抹茶とお
き体験）
臼挽
（石
学
場見
茶工
葵製茶にて抹
見学
稲荷山茶園公園で茶畑
めしのご昼食
櫓を望む
碾茶
にて
魚寅
料理
日本
園 近衛邸から西尾城丑寅
実相寺＝西尾市歴史公
学＝
木見
の原
て茶
紅樹院に
］
20頃
：
18
15‑
：
7
静岡駅・清水駅［1
音羽蒲郡IC＝焼津駅・

日帰り

と井伊家ゆかり名所
20名
様
歴史ロマン漂う
限定
の街並みを散策

田代のお薦めです！
お茶どころ静岡県民の私達。たま
には抹茶もいかがでしょうか♪
生産量日本一の西尾を訪ねて抹茶
尽くしの１日！
！メラメラ燃えるラ
イバル心を添えて…

信濃路の紅葉の名所と中山道の宿場町

１日目

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：10‑8：15］＝龍潭寺（旧彦根藩主井伊家の菩提寺「ふだらくの庭」が美しい）
＝昼食（千成亭別館華見）＝ホテル※バスを駐車 ここから歩きです・・・埋木舎（井伊直弼が若き日々を過ご
した場所）
・・・玄宮園（城の北東にある大名庭園で井伊直興が造園したとされる）と国宝彦根城（天守が国宝に指
定されている国宝５城のひとつ。
井伊家の城としても知られる）
彦根キャッスルリゾート＆スパ
（泊）

２日目

８：15ホテル＝近江八幡ロープウエイ＝日牟禮八幡宮＝八幡堀めぐり（和舟でのんびり情緒あふれる景色を
お楽しみください）＝昼食（久ぼ多屋）＝ラ・コリーナ近江八幡（和菓子のたねやがプロデュースする大人気の
お店。クラブハリエのバームクーヘンもお楽しみ頂けます） 浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅
［18：45‑20：45］

■宿泊ホテル：彦根キャッスルリゾート＆スパ

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

■最少催行人員：15名様

気まぐれ企画

城好きスタッフ

城巡りツアー 第二弾
岐阜県
「岐阜城（稲葉山城）」

日帰り

出梁造りの奈良井宿と
紅葉１万本の秘境・もみじ湖

AF0911

10月19日㈪・23日㈮
実額 10,400円
支援額 5,600円 お支払い
金 16,000円 旅行代金への

10月22日㈭・24日㈯（昼食付き）
●旅行代金 13,000円 旅行代金への支援額 4,550円 お支払い実額 8,450円

（昼食付き）

●出 発 日 2020年

●出 発 日 2020年

●旅行代

ドラマ
スポットを当てた大河
★道三・信長・光秀に
みく
ドラマの世界もお楽し
館へ。歴史はもちろん

★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♪

ださい
戦国
下を 制す」と 言わ れ、
★「美 濃を 制す るも の天
たっぷり散策♪
武将たちが愛した地を

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
［18：30‑19：30頃］
ム）
周辺＝伊北IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅
■最少催行人員：15名様

：00‑7：15］＝
最も古い料亭。日本庭
静岡駅・焼津駅・掛川駅［6
登城・・・☆萬松館（岐阜で
提
・☆岐阜城（稲葉山城）
☆常在寺（斎藤家の菩
・
・
・
マ館
金華山ロープウェイ・・
ドラ
大河
・・・☆麒麟がくる 岐阜
食）
50］
：
園を眺めながらのご昼
19
8：30‑
掛川駅・焼津駅・静岡駅［1
寺。本堂の中を見学）＝
再設定をいたします。
は日を改めて、ツアーの
城」
犬山
宝
「国
一弾
※第
様

■最少催行人員：20名

日帰り

〜晩秋の箱根でゆったり過ごす休日〜

20名
様
限定

箱根ホテルでのランチと
神奈川県
オリエント急行でのティータイム
AF0713

11月５日㈭・10日㈫（昼食付き）
●旅行代金 15,800円 旅行代金への支援額 5,530円 お支払い実額 10,270円
●出 発 日 2020年

秋の箱根をゆっくり出発、早めのご帰
着でご案内いたします。名ホテルでの
昼食に加えて、ティータイムをオリエ
ント急行「ＬＥＴＲＡＩＮ」で満喫！
インスタ映えで人気の箱根神社も参拝
します！

日帰り

福本のお薦めです！
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♪

伝説と歴史を今に伝える

東京湾唯一の自然島・
神奈川県
猿島の歴史遺産ウォーク
AF0342

10月24日㈯・28日㈬（昼食付き）
●旅行代金 14,000円 旅行代金への支援額 4,900円 お支払い実額 9,100円
●出 発 日 2020年

★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・富士IC［8：00‑10：00］
＝
（東名高速）
＝御殿場IC＝
【昼食】箱根ホテル フランス料理レストラン「イル・ミラジイオ」にてランチ 【参拝】パワースポット箱根神社（九頭龍神社「新宮」）
【入場】箱根ラリック美術館とオリエント急行乗車体験（約２時間滞在） ☆特別展示「ＬＥ ＴＲＡＩＮ（ル・トラン）」にてティータイム
御殿場IC＝
（東名高速）
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：40‑19：00］

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］
■最少催行人員：15名様

■最少催行人員：15名様

日帰り
AF0857

岐阜県

日帰り

ユニークな外観の多治見モザイクタイルミュージアム

風光明媚な名勝庭園
虎渓山永保寺と曽木公園の紅葉

AF0813

滋賀県

10月21日㈬・24日㈯（昼食付き）
●旅行代金 13,800円 旅行代金への支援額 4,830円 お支払い実額 8,970円

11月20日㈮・28日㈯（昼食付き）
13,000円 旅行代金への支援額 4,550円 お支払い実額 8,450円

陶勝軒の
モザイクな
お菓子

★日本六古窯の一つ信楽を訪れ、現地ガイドと陶芸の里地区を歩いて
観光します。
★ローカル線信楽高原鉄道には全線（貴生川〜信楽）乗車します。
★昼食は甲賀市の郷土料理をお楽しみください。

★永保寺の庭園は国の名勝に観音堂や開山
堂は国宝に指定されており秋はもみじな
ど見ごたえがあります
★ユニークな外観のモザイクタイルミュージアムは
一見の価値ありです♪

清水・静岡・焼津・吉田IC・浜松IC［6：00‑8：30］＝（東名高速）＝豊田JCT
＝（伊勢湾岸自動車道・東名阪・新名神高速）＝甲賀土山IC＝（旧東海道松
並木）＝東海道・水口宿（本陣跡、問屋場跡などの古い町並み）＝昼食（甲賀市の
郷土料理）＝貴生川駅＝（信楽高原鉄道）＝信楽駅＝【陶芸の里散策 ※現
地ガイド同行】 信楽駅・・・信楽伝統産業会館・・・窯元散策路（古い窯元が残
っています）
・・・信楽郵便局＝信楽IC＝（新名神高速・東名阪・伊勢湾岸自
動車道）＝豊田JCT＝浜松IC・吉田IC・焼津・静岡・清水［17：30‑19：40］

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［7：30‑9：30］＝小牧JCT＝多治見IC＝虎渓山
永保寺（国の名勝に指定されているだけあり、どの場所でも美しい風景が広がり
ます）＝昼食（浪花）＝多治見モザイクタイルミュージアム（ユニークな外観の
ミュージアム。個性的なタイルアート作品を楽しめます！）＝陶勝軒（お菓子屋
さん買物）＝曽木公園の紅葉＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：45‑20：45］

■最少催行人員：25名様

画像提供：©Akitsugu Kojima

■最少催行人員：25名様

SBS

［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

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。

旅行

営業時間

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

JATA正会員

日本六古窯
信楽 陶芸の里散策

●出 発 日 2020年

●出 発 日 2020年
●旅行代金

〜信楽高原鉄道でめぐる〜

平日╱ 9：30〜18：00
※土・日・祝日は休み

検索

※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
11日前まで

日帰りコース

−

10日前から
8日前まで

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40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

泊 以 上 旅行代金の20％ 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
30日前から3日前まで
海 外 旅 行

旅行代金の20％

2日前から当日の旅行開始前 旅行開始後または無連絡不参加
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

添乗員：全ツアー同行します。

※写真は全てイメージです。

身近にある秋の絶景や文化・歴史遺産を再発見
東部地区・西部地区出発‼

車では行けない隠れ里の原風景

日帰り 県内でちょっと贅沢な一日を…
AF0915

小谷村 真木集落と
長野県 秘境・カクネ里を望む

１泊２日

10月24日㈯〜25日㈰

●旅行期間 2020年
旅行代金への支援額 14,000円
●旅行代金 43,000円
お支払い実額

29,000円※お

10月27日㈫・11月７日㈯（昼食付き）
●旅行代金 16,000円 旅行代金への支援額 5,600円 お支払い実額 10,400円
●出 発 日 2020年

,500円

１人部屋追加代金：2

されます。
落の静かな原風景に癒
ケ地にもなった真木集
お宿でのんびり♪
麓の
ー場
スキ
★映画「楢山節考」のロ
高原
栂池
栂池温泉でサッパリ♪
遠見山ハイク！！
む小
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ネ里
★１日目の疲れは白馬
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境・
鹿島槍ヶ岳の山懐の秘
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00
高2
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馬五
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平+
プス
田代のお薦めです！
・・・折り 返し・・・アル
を望 む）
：30頃］
駅・焼津駅［17：30‑18
車道がなく徒歩でしか行けない真木
＝清水IC＝清水駅・静岡
km・４時間
２日目：約５
半山道を歩きます。
集落まで往復約２時間
等でご参加ください。
※歩程 １日目：真木
やハイキングシューズ
度】
グシューズ（登山靴）
前後・標高差300m程
キン
時間
レッ
3
行
》ト
【歩
易度
※《難
コースです。
初級
ング
ッキ
トレ
行人員：20名様
少催
■最
勾配のある山道を歩く
さわ
ルみ
ワー

／夕１回
■お食事：朝１回／昼２回

日帰り
AF0886

愛知県

★参加者限定！！一般参拝では手に入らない

送る日本の原風景。北アルプスの絶
景と紅葉で心身共に健康に！！

鳳来寺山特別拝観と歴史と
自然を満喫する【だみね散歩】

限定御朱印

と

葵の御紋入り「銘々皿」 をお渡しします♪

《バスは東部地区・西部地区から各１台ずつ出発（※西部は逆行程となります）》
三島駅＝富士IC＝静岡駅［8：00‑9：45］＝三保の松原へ
浜松駅＝掛川駅［7：45‑8：45］＝久能山東照宮へ
＝世界遺産三保の松原・みほしるべ（2019年オープンの「世界遺産 富士山と三保の松原」を
テーマとした施設）＝日本平夢テラス＝日本平ホテル（フレンチコースをご堪能ください）
＝日本平ロープウェイ･･･久能山東照宮＆博物館（徳川歴代将軍の軍事品など多く展示）＝
＝静岡駅＝富士IC＝三島駅［16：30‑18：15］
＝掛川駅＝浜松駅［16：50‑17：50］
■最少催行人員：25名様

集落は半自給自足で丁寧な暮らしを

■宿泊先：栂池エスポ

日帰り
AF0851

山梨県

※御朱印は書置きとなります。

アートの魅力溢れる美

しい外観とお庭

幻の一竹辻が花 久保田一
竹美術館
Ｎ
ＩＰＰＯＮを感じる紅葉の
絶景 新倉山浅間公園

11月７日㈯・13日㈮（昼食付き）

●出 発 日 2020年

11月14日㈯・18日㈬（昼食付き）
旅行代金への支援額 4,830円 お支払い実額
8,970円

●出 発 日 2020年

●旅行代金 13,800円

久能山東照宮 参拝と 風景美術館
日本平ホテルのランチを愉しむ１日

静岡県

AF0925

神職案内による国宝社殿 特別拝観

★奥三河の山里『だみね』
。設楽町在住の案内人が愛する地元
をご案内。三河三観音のひとつ「田峰観音高勝寺」も参拝
★家康ゆかりの鳳来寺山で紅葉を楽しみながら歴史探索しま
せんか♪案内人が付き、普段非公開の『十二神将真達羅大
将』や東照宮御宮殿を拝観します。
★鳳来寺山麓の料理旅館で素朴ながらも豪華な田舎料理ラン
チをご用意いたします♪

●旅行代金 12,500円
旅行代金への支援額 4,370円
お支払い実額
★外

国人 から も絶 大な 人気
で知 ら
れる「富 士山 と五 重塔
」紅 葉と
共にNIPPONを 感じ る絶
景を 見
に行きましょう♪
★独 自の 染色 技法 を使
った 着物 で
世界 を驚 嘆さ せた 久保
田一 竹。
美術 館に はお 洒落 でア
ート の魅
力が溢れています。

8,130円

©久保田一竹

美術 館
藤枝駅・焼津駅・静岡駅
・清水駅［7：30‑9：00］
＝清水IC＝富士吉田
園（富士山と五重塔の紅
IC＝新倉山浅間公
葉絶景ポイントです）
＝昼食（ほうとう不動）
紅葉（150ｍに渡って続く
＝もみじ回廊の
もみじトンネル。梨川の両
ります）
側には60本ほどの巨大も
・・・久保田一竹美術館（幻
みじがあ
と呼ばれる染色の技法
竹の美術館）＝富士IC＝
「辻が花」を蘇らせた久
清水駅・静岡駅・焼津駅
保田一
・藤枝駅［18：00‑19：
30］
■最少催行人

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：45‑7：45］＝東海IC＝田峯城（菅沼定信が築城した山城。道善
処刑の地や首塚など見学しながら散策） 田峰観音高勝寺（三河三観音のひとつ。２月に行
われる奉納歌舞伎が有名） 鳳来寺山麓で地元の田舎料理を楽しむ 鳳来寺・東照宮特別
拝観
（普段非公開の
【十二神将真達羅大将】と
【鳳来山東照宮御宮殿】鑑賞）
［17：15‑18：15頃］
東海IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅

員：25名様

■最少催行人員：12名様

日帰り
AF0417

長野県

●旅行代金 12,800円

小京都・遠州森町と秋野不矩美術館

AF0916

静岡県

11月１日㈰・３日㈫
旅行代金への支援額 4,480円 お支払い実額 8,320円

●出 発 日 2020年

（昼食弁当付き）

紅葉の美しい名所をめぐるツアー
です。着物の美術館でありながら
美しい外観や洗練された美しい庭
など見どころ溢れる素敵な美術館
は私のお勧めです！

〜日本の原風景を訪ねて〜天竜浜名湖鉄道でめぐる

日帰り

黄金に輝く銀杏並木の
八ヶ岳古道ウォーキング

青嶋のお薦めです！

12月２日㈬・４日㈮（昼食付き）
旅行代金への支援額 4,480円 お支払い実額 8,320円

●出 発 日 2020年

●旅行代金 12,800円

県内東部地区を発着に遠州北部の観光地を
ゆっくりとめぐるツアーです。ローカル線
天竜浜名湖鉄道に乗車して車窓から望む日
本の原風景をお楽しみください。12月で
すが紅葉のシーズンですので、天竜地区の
山々の色づきや田園風景も魅力です。

金色に輝くカラマツの紅葉に囲まれた信玄の棒道や鉢巻ト
レイルを散策します。真っ赤に染まるヨドバシカメラスポ
ーツセンター、黄色いイチョウの絨毯が広がるキャンプ広
場などの紅葉狩りポイントがあります。その他、仏供石、
ヒメバラモミの巨木、富士山ビューポイントと南アルプス
ビューポイントなど絵画のような風景を見ながら高低差の
少ない約４キロメートルの快適なウォーキングで心も体
もリフレッシュできるコースです。
焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00‑10：30］=小淵沢IC 八ヶ岳古道トレイル 約180分（お祭り広場･･･仏供石･･･ヒメ
バラモミ･･･富士見台･･･南アルプスビュースポット）約４キロの道のりを２時間半ほどかけて歩きます。
（昼食休
憩含む） 八峯苑 鹿の湯にて入浴休憩･･･地下1,700mより噴出する源泉100%の湯（約60分） 小淵沢IC=清水
駅・静岡駅・焼津駅
［17：20‑18：20頃］

三島駅・沼津駅・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅
［7：00‑9：45］
＝藤枝岡部IC＝
（新東名）
＝森掛川IC
浜松市秋野不矩美術館
（約１時間滞在） 二俣城跡 ☆天竜膳・三好にて和食の昼食
天竜二俣駅＋＋＋（天竜浜名湖鉄道）
＋＋遠州森駅
森山焼陶房散策（４つの窯元が散策できます） 小国神社
（紅葉）
＝藤枝岡部IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津駅・三島駅
［17：15‑20：00］
森掛川IC＝
（新東名）
■最少催行人員：25名様

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0926

一度は見ておきたい静岡の風景 森の案内人と行く
安倍川源流域の紅葉と滝巡り 安倍の大滝・赤水の滝・三段の滝

静岡県 ●出 発 日 2020年
11月11日㈬・14日㈯（昼食付き）
●旅行代金 10,000円 旅行代金への支援額 3,500円 お支払い実額

6,500円

★静岡の奥座敷『梅ヶ島』で安部川源流域の紅葉と自然満喫。
★落差80ｍの雄大な安倍の大滝（日本の滝100選）や岩肌の渓谷
美が美しい赤水の滝、三段の滝など安部川源流域の滝巡りをお楽
しみ。
★ハイキングの後は梅ヶ島温泉で無色透明でトロッとしている温泉
を満喫

AF0914

静岡県

11月６日㈮・14日㈯（昼食付き）
●旅行代金 13,800円 旅行代金への支援額 4,830円 お支払い実額 8,970円
①西部地区（浜松駅・掛川駅・藤枝駅）
②東部地区（沼津駅・富士 IC・静岡駅・焼津駅）

①浜松駅・掛川駅・藤枝駅［6：50‑8：50］＝ ②沼津駅・富士IC・静岡駅・焼津駅［6：20‑8：40］＝
丁仏参道ハイキング〜どうだん原(ドウダンツツジの群生地〜智満寺）◎往復約３時間・約７km 同じ道を戻ります 初級ハイ
キングコースですが往路は上りなので多少キツイ箇所があります ＝昼食（おせん） 蓬莱橋ウオーキング〜蓬莱七福神の小
道〜茶畑と富士山を望めるビュースポット（約１時間30分） ※地元ガイドの案内付き
①藤枝駅・掛川駅・浜松駅［16：30‑18：30］ ②焼津駅・静岡駅・富士IC・沼津駅［16：45‑19：05］
■最少催行人員：15名様

SBS

［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

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。

旅行

営業時間

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

1141号

ご長寿ご利益パワースポット! 世界一長い木造歩道橋の蓬莱橋を歩く！

●出 発 日 2020年

バス発着

■最少催行人員：20名様

観光庁長官登録旅行業

千葉山 伊太丁仏参道ハイキング
ドウダンツツジの紅葉

★群落全体で8000本もあると言われるドウダンツツジの紅葉を見に行きます
★風情ある蓬莱橋は時代劇などのロケ地としても知られています。
ビュースポットからの富士山と茶畑のどこか懐かしい風景をご覧頂けます

焼津駅・静岡駅［7：30‑8：00］＝★赤池の滝見学＝梅ヶ島温
泉・・・
（10分）
・・・登山道（3つの吊橋）
・・・
（約40分）
・・・★安倍の大
滝・・・登山道・・・梅ヶ島温泉（お弁当の昼食）
・・・★三段の滝・・・★
湯滝・・・梅ヶ島温泉駐車場＝★梅ヶ島温泉（入浴休憩）＝静岡
駅・焼津駅
［17：30‑18：00］

JATA正会員

日帰り

平日╱ 9：30〜18：00
※土・日・祝日は休み

検索

※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
11日前まで

日帰りコース

−

10日前から
8日前まで

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40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

泊 以 上 旅行代金の20％ 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
30日前から3日前まで
海 外 旅 行

旅行代金の20％

2日前から当日の旅行開始前 旅行開始後または無連絡不参加
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

添乗員：全ツアー同行します。

※写真は全てイメージです。

