
※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。
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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

検索SBS　旅行

いつもご利用ありがとうございます。今号では５月中旬から７月上旬までのツアーをご用意いたしました。
昨今お客様から「もういい加減、どこかに出かけたくてしょうがないのよ」といったお声をいただきます。
さまざまな制約があるこの頃ですが、私どもはwithコロナの時代における「新しい旅のスタイル」として

安心、安全を第一にするとともに、使命である「旅の豊かさ」をご提供し続けて参ります。

国のＧｏＴｏトラベルキャンペーンが再開された場合、掲載されているツアーは対象期間内であればいずれもキャンペーン対象商品となり、旅行代金
への給付金や地域共通クーポンが受けられるようになります。その際のお支払い実額などは弊社ホームページをご確認ください。

週末利用  初夏の北海道  小樽２連泊で巡る
積丹ブルーの神威岬と青の洞窟

３日間
AF0658

北海道
●旅行期間 2021年５月28日㈮～30日㈰
●旅行代金 112,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 102,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 　 98,000円（３名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

北海道花めぐりと
小樽フリータイム

４日間
AF0997

北海道
●旅行期間 2021年７月７日㈬～10日㈯
●旅行代金 148,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 162,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

～下関・青海島・萩・出雲～
コバルトブルーの日本海と
特急列車で巡る山陰

３日間
AF1002

山口県
島根県

●旅行期間 2021年７月15日㈭～17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）

ローカル線・JR指宿枕崎線と
錦江湾・桜島の絶景

３日間
AF0998

鹿児島県
●旅行期間 2021年６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）

　　　　　 118,000円（３～４名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

積丹ブルーと呼ばれる紺碧の大海原が広がる積丹半島。日
本海に洗われた海岸線は奇岩の続く景勝地で見どころもた
くさん。花々が咲き乱れる花の神仙沼を散策し、小樽では船
に乗ってダイナミックな岸壁広がるオタモイ海岸沿いを進
み青の洞窟へ。

富士山静岡空港からの福岡、出雲線を利用し、日本海
の響灘沿いと萩、出雲を観光する企画です。コバルト
ブルーの海と調和した角島大橋や元乃隅稲成神社、世
界遺産にもなっ
た萩市内などを
お楽しみいただ
き、最終日には
山陰を走る特急
列車に乗車後、
出雲大社を参拝
いたします。

★薩摩半島を南下し、枕崎まで向かいます。
★車窓から望む錦江湾の風景が素晴らしいです。
★鹿児島が誇る名湯・霧島温泉（硫黄泉）、指宿温泉（砂風呂）にお泊りいただきます。

★富良野のファーム富田のラベンダー畑は一度は

見てみたいお花畑です♪
★お食事は和食だけでなくフレンチなど変化に富

んだ内容にてご用意♪美食にも拘りました！

★小樽のフリータイムは11時のランチの集合ま

でです！運河や倉庫などノスタルジックな雰囲

気を楽しんでみてください。

■宿泊先：オーセントホテル小樽　■食事条件：朝２回／昼２回／夕１回　■最少催行人数：12名様
※３名１室の場合、３人目の方の宿泊はエキストラベッドになります。

■宿泊先：霧島温泉／霧島ホテル（和室）　指宿温泉／指宿白水館（和室）　
■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回　■最少催行人数：12名様

■宿泊先：１日目／下関グランドホテル（洋室）　２日目／萩本陣（和室）
■食事条件：朝２回／昼３回／昼２回　■最少催行人数：12名様

お花の開花状況は天候などにより変わる場合が
あります

画像提供：ファーム富田

１日目　11：45発 静岡空港～（FDA173便）～札幌・丘珠空港 13：30着
　　　　着後、札幌市内観光　◎大通公園（この時期、ライラックの花が見頃です）、羊ヶ丘展望台　その後、小樽市内へ

（ホテルチェックインは17時頃）夕食は小樽市内にて名物のお寿司をどうぞ。 オーセントホテル小樽（泊）
２日目　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（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70分〉）　※積丹半島の海の幸の昼食　島武意海岸（日本の渚
百選を歩いてから、展望水中船に乗って海上から見学します）　※夕方16時ごろにホテルに戻りますので、小樽市内
の散策も可能です（夕食自由）。 オーセントホテル小樽（泊）

３日目　ホテル8：30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90分のクルーズ）　14：10発 丘珠空港～～（FDA174便）～～静岡空港 16：05着予定

１日目　13：15発 富士山静岡空港＝（FDA133）＝14：50鹿児島空港　バスにて霧島観光
　　　　【霧島市内観光】◎霧島神宮（神話のふるさと霧島のシンボル）　◎きりん商店（体験型土産物店）
　　　　★夕食は宿泊旅館にて 霧島温泉：霧島ホテル（和室）（泊）
２日目　ホテルは９時頃出発
　　　　【知覧観光】◎知覧武家屋敷　◎特攻平和会館　☆高城庵（武家屋敷での郷土料理）
　　　　【南九州市観光】◎釜蓋神社（人気のパワースポット）　◎番所鼻自然公園
　　　　【JR指宿枕崎線・乗車】指宿駅+++（乗車約１時間15分）+++枕崎駅（途中、ＪＲ日本最南端の駅・西大山駅経由）
　　　　下車後、指宿温泉へ。砂風呂入浴が可能です。 指宿温泉：指宿白水館（和室）（泊）
３日目　ホテル出発は８時30分頃
　　　　【鹿児島・桜島観光】　桜島フェリーに乗船し、桜島へ。湯之平展望所、桜島・溶岩なぎさ公園（足湯）
　　　　☆黒豚料理あぢもりにて昼食（名物・黒豚のしゃぶしゃぶ）
　　　　15：20鹿児島空港＝（FDA134）＝16：55富士山静岡空港

１日目　9：00発 富士山静岡空港＝（FDA143）＝10：45福岡空港　バスにて観光
　　　　☆昼食：料亭「稚加榮」にて生け簀の魚を使った海鮮料理を　午後は「明治日本の産業革命遺産（北九州市）」を観光
　　　　◎官営八幡製鐵所旧本事務所　◎東田第一高炉史跡広場　◎小倉城（車窓）　◎関門海峡（車窓）
　　　　★夕食は下関名物のふくフルコース 下関グランドホテル（洋室）（泊）
２日目　ホテルは８時30分頃出発　【コバルトブルーの日本海・響灘】
　　　　◎角島大橋（車窓）　◎元乃隅稲成神社　◎青海島（遊覧船・約75分）　◎金子みすゞ記念館
　　　　午後３時ごろ、萩市内に到着  ホテルチェックイン後、萩市内の散策をお楽しみください。 萩本陣（和室）（泊）
３日目　ホテルは９時00頃出発　10：31益田駅＋＋（ＪＲ山陰本線・スーパーおき２号）＋＋12：10出雲市駅
　　　　◎出雲大社 参拝といずもそばなどの昼食
　　　　16：00出雲空港＝（FDA188）＝17：10富士山静岡空港

紫竹ガーデンの
朝食イメージ

紫竹ガーデンの

お花畑で朝食を！

紫竹おばあちゃんと

一緒に頂きます♪

紫竹ガーデンの

お花畑で朝食を！

紫竹おばあちゃんと

一緒に頂きます♪

富士山静岡空港発着ツアー

青嶋の
お薦めです！

紫竹ガーデンの
「紫竹おばあちゃん」と一緒に
頂く朝食は十勝産の材料や

無農薬野菜など
メニューは野菜を中心に
約30種！ホントに青嶋の

お勧めです！！

紫竹ガーデンの
「紫竹おばあちゃん」と一緒に
頂く朝食は十勝産の材料や

無農薬野菜など
メニューは野菜を中心に
約30種！ホントに青嶋の

お勧めです！！

■宿泊ホテル：帯広／十勝ガーデンズホテル　旭川／
プレミアホテルキャビン旭川 小樽／ホテルソニア

■食事条件：朝３回／昼３回／夕３回　■最
少催行人数：10名様

１日目　11：45静岡空港＞＞FDA173＞＞1
3：30丘珠空港＝ホテル（帯広） 十勝ガーデ

ンズホテル（泊）

２日目　7：45ホテル＝紫竹ガーデン　お花
畑で朝食　ガーデン見学＝

昼食（とかち亭）＝ファーム富田　※ラベン
ダーで有名な富良野

のお花畑＝ホテル（旭川） プレミアホテルキャビン旭川（泊）

３日目　9：30ホテル＝上野ファーム　※四
季折々に開花する宿根草を中

心に庭づくり　昼食（ルアン）＝ホテル(小樽）
 ホテルソニア（泊）

４日目　※小樽にてフリータイム 小樽運河や北
一硝子など散策をお楽しみください

　　　　昼食（政寿司）＝14：10丘珠空港＞＞
FDA174＞＞16：05静岡空港



島の山から望む瀬戸内海の多島美
瀬戸内海に浮かぶ小豆島と豊島で絶景ハイクとアートを楽しむ3日間

３日間
AF0992

香川県

熊野那智大社例大祭
「那智の火祭り」と
神々の聖地・熊野三山

３日間
AF0745

和歌山県

海岸林再生プロジェクトに学ぶ復興の軌跡
復興の象徴～名取クロマツ海岸林と
三陸鉄道リアス線

３日間
AF1000

宮城県
岩手県

富山湾越しに望む立山連峰  雨晴温泉２連泊
観光列車「一万三千尺物語」に乗って
極上の富山湾鮨を味わう

３日間
AF0987

富山県

山と渓谷に囲まれた名湯老神温泉
大迫力の吹割の滝とパワースポット榛名神社

２日間
AF0979

群馬県

２日間
AF0986

三重県

●旅行期間 2021年６月３日㈭～５日㈯●旅行代金 132,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
　　　　　 110,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2021年７月13日㈫～15日㈭

●旅行代金 69,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金
）

　　　　　 67,800円（３名１部屋ご利用の場合のお一人様料金
）

　　　　　 66,800円（４名１部屋ご利用の場合のお一人様料金
）

●旅行期間 2021年６月18日㈮～20日㈰
●旅行代金 102,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 　98,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2021年７月１日㈭～３日㈯
●旅行代金 107,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　　　87,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2021年７月30日㈮～31日㈯
●旅行代金 45,800円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 39,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2021年６月25日㈮～26日㈯
●旅行代金 78,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 75,000円（３名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

東日本大震災から10年が経ちましたが、被災
地の方々の賢明な努力により、東北は着実に復
興の途をたどっております。この企画は公益財
団法人オイスカの協力のもと、今一度被災地の
視察と応援をさせていただくものです。今一度、
復興の軌跡を学習するとともに、応援に出かけ
ませんか？

★世界遺産五箇山の合掌造り見学！珍しいイワナのお寿司召し上がって
みてください

★高低差4000ｍの観光列車の旅では富山湾の地
魚をネタにした極上の富山湾鮨を絶景と共にお
楽しみください

★高台に建つホテ
ルの部屋からは
富山の海が！露
天風呂からは一
大パノラマを望
む絶景が広がり
ます

「那智の火祭り」は別名「扇式
法会（おうぎしきほうえ）」また

は「扇祭」

といわれ、大松明が扇神輿に火
の粉を浴び

せて祭りは頂点に達します。滝
の水と炎の

対比は神霊の再生復活そのもの
です。世界

遺産熊野三山と国生みの神の伝
説で知られ

る花の窟神社、神秘のゴトビキ
岩が鎮座す

る神倉神社を訪ねます。

★瀬戸内海に浮かぶ小豆島に２連泊。山あり谷ありの自然豊かな島の魅力に迫ります。★星ケ城山や皇踏山山頂からの瀬戸内海の多島美をご堪能いただきます。★大正・昭和初期の懐かしい雰囲気を残す二十四の瞳映画村を訪問。
★瀬戸内海に浮かぶ現代アートの島・豊島にて現代アートや島からの絶景をお楽しみ。★瀬戸内海の鮮魚や特産の醤油やオリーブ油を使った料理もご賞味いただきます。

★2016年伊勢志摩サミットが行われた、今年開業70周年
を迎える高級リゾートホテル。ゆっくりとした時間が流れ
る英虞湾を眺めながら優雅なひとときをお過ごしください

★吹割の滝は一般的に見る滝とは違い、割れた岩場から下に流れ落ちる迫力のある
滝です。東洋のナイアガラとも言われています

★榛名神社は本殿に行くまでに見どころが続く神社です。
　本殿は建物が岩にくい込んでいるように見え、その迫力は一見の価値ありです！

■宿泊先：１日目／ブリーズベイシーサイドリゾート松島（洋室）　２日目／ホテルパールシティ気仙沼（洋室）
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■募集定員：25名様（最少催行人員：15名様）

■宿泊先：吟松亭あわしま　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：15名様

■宿泊先：志摩観光ホテル（ザ クラシック）　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：10名様

■宿泊先：小豆島国際ホテル又は同等クラス■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■募集人数：25名様（最少催行人員：15名様）

■宿泊ホテル：１日目／南紀勝
浦温泉 ホテルなぎさや　２日目

／川湯温泉 冨士屋

■食事条件：朝２回／昼３回／
夕２回　■募集定員：25名様（最

少催行人員：15名様）

■宿泊先：雨晴温泉 磯はなび（高台に建つ絶景のホテル）　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人員：15名様

７組様
限定ツアー

１日目　浜松駅・静岡駅［7：49-8：10］＝（東海道新幹線・ひかり号・普通指定席）＝9：06東京駅（乗換）
　　　　9：36東京駅＝（東北新幹線・普通指定席）＝11：06仙台駅（昼頃到着）　※着後、仙台市内で昼食
　　　　【名取市民の森（クロマツ海岸林）見学】 東日本大震災で壊滅的な被害を受けた海岸林を復興する「海岸林再生プロジェクト」見学
　　　　◎10年間のプロジェクトを現場で築いてきたオイスカ・吉田俊通氏がご案内します。
　　　　【日本三景・松島海岸】 ◎松島観光遊覧船（湾内一周）で仁王島、鐘島、桂島などの大小の奇岩 ブリーズベイシーサイドリゾート松島（泊）
２日目　ホテルは８時頃出発　【南三陸町・震災学習プログラム】 東日本大震災を経験した地元ガイドによる案内で、被災地をめぐり

ます。その後、スライドをご覧いただきながら、当時の様子を学習いただきます。　※南三陸町で昼食と海産物ショッピング
　　　　【気仙沼】 震災の被害にあった工場を見学 ホテルパールシティ気仙沼（泊）
３日目　ホテル出発は８時頃出発　【陸前高田】 奇跡の一本松　【大船渡】 リアス式海岸の代表的な海岸・碁石海岸
　　　　【三陸鉄道リアス線】 11：08盛駅+++（三陸鉄道リアス線・約50分乗車）+++12：01釜石駅　※釜石市内にて昼食
　　　　16：19新花巻駅＝（東北新幹線・普通指定席）＝18：56東京駅（乗換）
　　　　19：33東京駅＝（東海道新幹線・普通指定席）＝静岡駅・浜松駅［20：30-21：30頃］

１日目　焼津・静岡・清水［6：40-7：40］＝昼食（登利平 本店）＝吹割の滝（幅約30ｍ、高さ約7ｍ圧倒的な迫力で東洋のナイア
ガラとも言わています。周囲には吊り橋など散策する遊歩道があり、上からも滝を望めます）＝ホテル 吟松亭あわしま（泊）

２日目　8：30ホテル＝青龍山吉祥寺（境内には多くのの花が咲いており花寺としても有名）＝田園プラザ（お買い物）＝昼食
（伊香保時代屋）＝パワースポット榛名神社（岩が本殿に食い込む様に立つ迫力の本殿は必見です）＝清水駅・静岡駅・
焼津駅［20：15-21：15］

１日目　清水駅・静岡駅・藤枝駅・掛川駅［5：30-8：00］＝
　　　　☆桑名　六華苑（鹿鳴館を設計した有名建築家が手掛けた洋館と池泉回遊式庭園からなる貴重な文化財）　
　　　　☆桑名名物　はまぐり料理のご昼食
　　　　☆英虞湾クルーズ（英虞湾の優しい風を感じながら真珠の養殖や美しいリアス海岸を見学）
　　　　☆志摩観光ホテル　ザ クラシックご宿泊
２日目　御朝食後、☆ホテル内見学ツアー
　　　　☆伊勢神宮（内宮）とおかげ横丁散策（約２時間　自由散策）
　　　　伊勢神宮（下宮）近くにて昼食（お寿司）（13時頃からのご昼食）
　　　　＝掛川駅・藤枝駅・静岡駅・清水駅［18：00頃-20：40頃］

１日目　静岡県内新幹線駅（７：00～８：30）＝東海道新幹線＝（午前）岡山駅＝（貸切バス）＝新岡山港（午後）～～
　　　　フェリー～～（午後）土庄港＝笠ケ滝不動・・・★皇踏山（393ｍ）ハイキング　　　　※初級者向き・・・淵崎＝ホテル 小豆島国際ホテル（泊）２日目　ホテル＝紅雲亭・・・四望頂・・・三笠山・・・★星ケ城山（816ｍ）ハイキング　　　　※中級者向き・・・三笠山・・・寒霞渓山頂＋＋ロープウェイ＋＋紅雲亭＝昼食＝★二十四の瞳映画村＝★マルキン醤油記念館＝ホテル 小豆島国際ホテル（泊）３日目　ホテル＝土庄港（朝）～～フェリー～～（朝）唐櫃港＝★豊島美術館・・・　　　　★棚田の遊歩道＝★横尾館＝昼食＝唐櫃港（午後）～～フェリー～～（午後）宇野港＝岡山駅（夕刻）＝東海道新幹線＝（19：00～20：00）静岡県内新幹線駅

１日目　静岡駅・焼津駅・浜松
IC［7：00-8：30］＝

　　　　花の窟神社　神々の
母である伊弉冊尊が火神・軻遇

突智尊を産み、灼かれて亡くな
った後に葬られた御陵

　　　　熊野速玉大社　熊野
速玉大神と熊野夫須美大神を

主祭神とする。 境内地は国の史
跡「熊野三山」の一部

　　　　那智・補陀落山寺（補
陀落渡海）＝南紀勝浦温泉 ホ

テルなぎさや（泊）

２日目　ホテル8：30頃出発　
熊野那智大社・・・青岸渡寺・・・那

智の滝（「那智の火祭り」

12対の扇神輿と御滝の参道を
下る「大松明」を見物）

　　　　野趣の露天風呂を楽
しむ　川湯温泉 冨士屋（泊）

３日目　ホテル9：00頃　熊野
本宮大社瑞垣内特別参拝

　　　　新宮・神倉神社（538段
の石段の先に鎮座する神秘の

ゴトビキ岩）

　　　　＝浜松IC・焼津駅・静
岡駅［18：20-19：50頃］

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：00-8：00］＝五箇山IC＝昼食（五箇山旬彩工房いわな　※珍しいイワ
ナのお寿司をご賞味ください）＝国指定重要文化財岩瀬家（日本最大の５階建ての合掌造りです）＝世界
遺産五箇山菅沼合掌造り集落見学＝ホテル 雨晴温泉 磯はなび（泊）

２日目　8:30ホテル＝勝興寺（お寺に伝わる七不思議が有名です）＝岩瀬まちめぐり（北前船の廻船問屋が建ち
並ぶ歴史的まち並み）＝昼食（TAKU）＝高岡大仏＝国宝瑞龍寺＝ホテル 雨晴温泉 磯はなび（泊）

３日目　9:00ホテル＝11：00富山駅発　◎観光列車“一万三千尺物語”乗車（雄大な立山連峰から世界で最も美し
い富山湾まで奇跡の高低差4000ｍの列車旅。車両内で握りたての富山湾の地魚をネタにした極上な富山湾
鮨をご堪能ください）　13:07富山駅着　※富山駅にてお買い物（おみやげ処・きときと市場とやマルシェ）
＝富山IC＝豊田JCT＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［19：45-21：45］

写真提供：（公社）とやま観光推進機構

『冨士屋の野趣露天風呂』

染谷の
お薦めです！

穏やかな瀬戸内海に浮かぶ
小豆島と豊島を訪れます。
山と島がコラボした絶景が
楽しめるのが『島の山旅』の
醍醐味です。是非、体験

してください。

穏やかな瀬戸内海に浮かぶ
小豆島と豊島を訪れます。
山と島がコラボした絶景が
楽しめるのが『島の山旅』の
醍醐味です。是非、体験

してください。

志摩観光ホテル「ザ クラシック」に宿泊
志摩（島）時間で優雅に過ごす旅

初世の
お薦めです！

毎年７月14日に開かれる
「那智の火祭り」にご案内します。
馬野の深々とした杉林の中を

白装束を纏った勇者が松明を掲げて
駆け上がる姿は勇壮です。
神々の聖地で行われる神事を

是非目の当たりに
してください！

毎年７月14日に開かれる
「那智の火祭り」にご案内します。
馬野の深々とした杉林の中を

白装束を纏った勇者が松明を掲げて
駆け上がる姿は勇壮です。
神々の聖地で行われる神事を

是非目の当たりに
してください！



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。

ほんのちょっと気軽にお出掛け♪里山に残る昔懐かしい家並み
焼津「花沢の里」と静岡「丸子宿」を散策

★ほんのちょっとドライブ感覚で県内の少し遠くまでお出掛けしませんか？
　人混みを避け、メジャーな観光地には行きません！地元だからいつでも行けると思い、
行かなかった自然の豊かな“あの場所”に注目したウォーキングツアーです

6/1（火）三島駅・富士IC・清水駅［7：55-9：15］＝　 6/3（木）浜松駅・掛川駅［8：00-9：00］＝
☆焼津「花沢の里」　現地ガイド付きで約１時間30分ゆっくり里山を散策します（往復約２km）
☆焼津有名寿司店「寿司実」にて季節のコース料理をお召上がりください
☆名物！かつお節工場見学
☆丸子宿「吐月峰　柴屋寺」　今川義元ゆかりの寺。さつきの花が見頃を迎える庭園をゆっくり鑑賞。拝観後は丸子宿を自由散策♪
＝6/1（火）清水駅・富士IC・三島駅［17：45頃-19：00頃］　 ＝6/3（木）掛川駅・浜松駅［18：30頃-19：30頃］

■最少催行人員：15名様

日帰り
AF0993

静岡県 ●出 発 日 東部発（三島・富士ＩＣ・清水）2021年６月１日㈫
　　 　 　 西部発（浜松・掛川）　　　　　2021年６月３日㈭
●旅行代金 15,000円（昼食付き）

高低差100ｍ！富士山の雪どけ水“幻の滝”を見にいこう！！
●出 発 日 2021年５月９日㈰・15日㈯（昼食付き）

●旅行代金 12,000円（小学生は1,000円引き）

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

■最少催行人員：20名様

★極楽寺（あじさい寺）にはブルースカイやアナベルの他に珍しい品種もあり
たくさんの紫陽花を楽しめます。
★蓮久寺は毎月たくさんの参拝客が訪れ素敵な月の御朱印が人気のお寺です。
★ふみ香付き御朱印は御朱印帳を開く度にふわっと香ります♪

清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［8：00-9：30］＝
あじさい寺（極楽寺）　※遠州の小京都森町の極楽寺には約13000株のあじさいが咲
き乱れあじさい寺と呼ばれています
昼食（蔵cafe&dining coconomi　※岡部宿大旅籠柏屋の中庭にある古い土蔵を改装した風情ある空間）
蓮久寺　※蓮久寺で香袋作り体験！香りがするふみ香付きの特別御朱印も頂けます。
月ごとの素敵な御朱印（有料）もあります。
＝藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［16：00-17：40］

■最少催行人員：15名様　　　　　　　　　　　　　　御朱印はイメージ 書置きになります

日帰り
AF0996

静岡県
●出 発 日 2021年６月16日㈬・19日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き） 20名様限定

遠州の小京都森町のあじさい寺と
蓮久寺の香袋作り体験

県内でちょっと贅沢な１日を…

多品種が咲き誇るクレマチスの丘
と

皇室の愛した沼津

★明治～昭和を通じて皇族がご
静養された「沼津御用邸」をガ

イド付きでご案内！！

★リニューアルした「日本料理
テッセン」では庭園を眺めなが

らお食事をお楽しみ

　ください。

藤枝駅・静岡駅・清水駅［6：45
-8：15］＝

☆クレマチスの丘［ヴァンジ彫
刻庭園美術館とガーデン］鑑賞

＆日本料理テッセンにてご昼
食

☆沼津御用邸記念公園［西附属
邸］見学　明治～昭和を通じて

皇族方が

ご静養をされた御用邸を“特別
解説付”でご案内！！

☆ぬまづみなと　散策

新鮮な魚など並び、お土産や軽
食をお楽しみください♪

＝清水駅・静岡駅・藤枝駅［17
：30-19：10］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0977

静岡県

●出 発 日 2021年５月21日㈮・25日㈫

●旅行代金 15,200円（昼食付き）

西部・東部発着！

河口湖の畔で香りや音色の五感を感じる
日帰り
AF0995

山梨県

●出 発 日 2021年６月23日㈬・27日㈰
●旅行代金 13,000円（昼食付き）

県外日帰りツアー近場の

★まるでヨーロッパにいるような！可愛らしい建物や見頃となったバラの庭園をご覧ください。また
貴族たちが愛したオルゴールや自動楽器演奏器など心を癒す音色をお聞きください♪

★富士山と河口湖の絶景とお買物が楽しめる話題スポット大石公園へ立寄り！大石紬の工芸館や和雑
貨のお店が並びます。

県内日帰りツアー

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：15］＝
☆音楽と森の美術館　見学＆ランチ　甲州ワインで煮込んだビーフランチ
☆大石公園ハナテラス　散策　早咲きのラベンダー畑がご覧いただけるかも♪
☆河口湖ミューズ館・与勇輝館　昭和が香るどこか懐かしく心温まる人形展示館
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：15］

■最少催行人員：20名様

～後世に残したい　清水の伝統
芸能に触れる旅！～

清水芸妓のお座敷体験と慶喜公も好んだ老舗和菓子店で
過ごす一日

★興津清見寺ではボランティア
ガイドがご案内

★清水区江尻の老舗割烹料理店

　「大花」の板前料理と清水芸妓

　のお座敷をお楽しみください
。

★追分羊かんは大河ドラマで再

　度脚光を浴びている徳川慶喜

　公が贔屓にしていた老舗和菓

　子店です。

浜松駅・掛川駅・静岡駅［7：00
-9：00］＝（国道一号線）＝

【興津清見寺】　国の名勝庭園
で朝鮮通信使扁額を多数展示し

ています。家康公手習之間も保存
されています。

【次郎長生家】　清水次郎長や
大政、小政の写真、次郎長が使

った道具や資料を展示

【清水　割烹・大花（おおはな）
にて昼食と芸妓によるお座敷体

験（約１時間30分）】

【世界遺産　三保の松原（羽衣
の松、みほしるべ）】

【東海道　追分　「追分羊かん
」にて庭園解説とショッピング

】

徳川慶喜公や清水の次郎長、さ
くらももこさんにも好まれた「

蒸し羊羹」の

試食と慶喜公直筆のお軸、庭園
を解説付きでご覧いただきま

す。

＝静岡駅・掛川駅・浜松駅［16
：30-18：30］

■最少催行人員：15名様

日帰り
AF1001

静岡県 ●出 発 日 2021年５月17日㈪・26日㈬

●旅行代金 12,800円（昼食付き） 25名様限定

月ごとに変わる素敵な御朱印

福本の
お薦めです！

クレマチスガーデンではクレマチス
のほか、春から夏に向けて見頃を
迎えるバラなど多くの花が咲き
誇ります！ぽかぽか過ごしやすい

この時期にお出掛け
しませんか　

クレマチスガーデンではクレマチス
のほか、春から夏に向けて見頃を
迎えるバラなど多くの花が咲き
誇ります！ぽかぽか過ごしやすい

この時期にお出掛け
しませんか　

初世の
お薦めです！

一昨年、清水芸妓のお座敷を体験
しました。艶やかな着物を纏った
芸妓の踊りは見事で、ずっと残して 

いただきたい芸能だと感じ
ました！是非、お気軽に
ご参加ください！

一昨年、清水芸妓のお座敷を体験
しました。艶やかな着物を纏った
芸妓の踊りは見事で、ずっと残して 

いただきたい芸能だと感じ
ました！是非、お気軽に
ご参加ください！



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。

お昼は古民家
老舗旅館長多喜の
茶懐石　

県外日帰りツアー

★岩村城は、大和の高取城（奈良県）備中の松山城（岡山県）と並ぶ日本三大山城の一つに数えられる名城です。
★標高717メートルの山頂に築かれ信長の叔母が女城主としておさめていたことも有名です。
★苗木城跡はそんなに大変ではありませんが岩村城跡は高低差がありますので健脚な方にお勧めです。
ですが頑張って上がって行けば眼下に広がる素晴らしい絶景が待っていますよ♪

★岩村城は、大和の高取城（奈良県）備中の松山城（岡山県）と並ぶ日本三大山城の一つに数えられる名城です。
★標高717メートルの山頂に築かれ信長の叔母が女城主としておさめていたことも有名です。
★苗木城跡はそんなに大変ではありませんが岩村城跡は高低差がありますので健脚な方にお勧めです。
ですが頑張って上がって行けば眼下に広がる素晴らしい絶景が待っていますよ♪

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：00-7：00］＝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。
◎山全体に無数にある巨岩を城壁に取り込んだ独特の構造が特徴です
昼食（古民家老舗旅館夜がらす山荘長多喜にて茶懐石）
岩村城跡 ※高低差180m 800mほどの急な坂道を上がって行きます
◎全国で最も高い標高717mに築城。高低差を巧みに利用した要害堅固な山
城で霧が多い気候も活かされ別名「霧ケ城」とも呼ばれています
＝中津川IC＝豊田JCT＝焼津駅・静岡駅・清水駅［19：30-20：30］

■最少催行人員：25名様

日帰り
AF0978

岐阜県
●出 発 日 2021年７月17日㈯・29日㈭
●旅行代金 19,800円（昼食付き）

蒲郡クラシックホテルのフランス
料理と現地ガイドとめぐる竹島

★蒲郡クラシックホテルは1912年創業の料理旅館「常磐館」の別館として1934年に建てられた城
郭風建築のホテルです。今でも経済産業省が認定する近代化産業遺産の一つになっています。三河
湾の海の幸と特選和牛を取り入れたランチをお召し上がりいただきます。

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：00-8：20］＝（東名高速）＝音羽蒲郡IC＝
◎国の天然記念物に指定されている「竹島」観光（現地ガイドがご案内）
☆昼食：蒲郡クラシックホテルにてフレンチ（メインダイニングまたは貸切バンケットホール）
◎岡崎城（車窓）
◎徳川家・松平家の菩提寺「大樹寺」
＝岡崎IC＝（東名高速）＝焼津駅・静岡駅・清水駅［18：00-19：20］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0967

愛知県
●出 発 日 2021年６月５日㈯・11日㈮
●旅行代金 14,800円（昼食付き） 30名様限定

エメラルドグリーンの絶景　阿寺渓
谷

風情ある古い町並み散策　馬籠
宿

★抜群の透明度を誇るエメラルドグ
リーンの清流は格別。一度は見てみた

い絶景です。

★片道約１時間！空気も爽やか最
高のリフレッシュ気分を味わいに行

きましょう

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［
6：00-8：00］＝三ケ日JCT＝

中津川IC＝

馬籠宿（昼食と散策）　◎昼食
後に風情ある家並みや石畳の

ノスタルジー

な世界をお楽しみください

阿寺渓谷散策（緩やかな坂道
ですが舗装された道です。同

じ道を戻りま

す。エメラルドグリーンの清流
が美しく、ヒノキ美林や自然の

造形美など

一度は見てみたい絶景です）

◎千畳岩→森林鉄道跡→雨現の滝→
狸ケ淵→犬帰りの淵→樽ケ沢の滝（

往復約２時間）

阿寺渓谷入口＝中津川IC＝
三ケ日JCT＝浜松IC・焼津駅・

静岡駅・清水

駅［19：30-21：30］

■最少催行人員：25名様

日帰り
AF0991

●出 発 日 2021年７月10日㈯・15日㈭

●旅行代金 16,800円（昼食付き）

岐阜県
長野県

天空の二大山城跡
壮大な石垣を巧みに構えた二つの山城を歩く
天空の二大山城跡
壮大な石垣を巧みに構えた二つの山城を歩く

～蓼科高原　英国園芸協会認定ガーデンで
のハイティーを楽しむ～

バラの花咲くバラクライングリッシュガーデンと「緑響
く」御射鹿池

★天気が良ければ名画「緑響く
」とそっくりの風景が望めます

！

★６月上旬には木立のバラ、エ
レムルスがシーズンを迎えます

。

★ランチは庭園内に佇むエレガ
ントなレストラン・ジャルディ

ーノにてハイティーセットを！

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30
-7：50］＝（中部横断道・中央

道）＝茅野IC＝

【東山魁夷「緑響く」で有名な
神秘の池・御射鹿池（約30分滞

在）】

静かな水面にくっきりと映る
美しい木立が美しいです。緑あ

ふれる季節にお立ち寄りいた
だきます。

【英国園芸協会認定ガーデン 
蓼科高原バラクライングリッシ

ュガーデン（約２時間滞在）】

日本で初めて認定を受けたイ
ングリッシュガーデンです。こ

の時期は、イベント

「ローズウィークス」期間中で
、多種多様なバラの花がご覧い

ただけます。

昼食はハイティーセット（ラン
チ）

メニュー：カラフルなオード
ブル、３段プレート（こだわり

のサンドイッチ、

ホームメイドスコーン、季節の
スイーツコレクション）

【北澤美術館（約１時間滞在）
】

東山魁夷などの現代日本絵画
やエミール・ガレのガラス作品

が見学できます。

＝諏訪IC＝（中央道・中部横
断道）＝清水駅・静岡駅・焼津

駅［18：00-19：20］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0999

長野県 ●出 発 日 2021年６月14日㈪・18日㈮

●旅行代金 13,800円（昼食付き）

長多喜の茶懐石イメージ

青嶋の
お薦めです！

阿寺渓谷は緩やかな坂道ですが舗装
されていますので歩きやすいです。
どなたでものんびりとマイペースに
散策をお楽しみ頂けますので是非
この機会に緑豊かな渓谷に
行ってみましょう♪

阿寺渓谷は緩やかな坂道ですが舗装
されていますので歩きやすいです。
どなたでものんびりとマイペースに
散策をお楽しみ頂けますので是非
この機会に緑豊かな渓谷に
行ってみましょう♪

初世の
お薦めです！

日本で初めて認められた

イングリッシュガーデンで

花に囲まれてのハイティーを

お楽しみください！

日本で初めて認められた

イングリッシュガーデンで

花に囲まれてのハイティーを

お楽しみください！

【新型コロナウィルス感染症への取り組み】
　（バス座席）　定員の７割を募集定員にしております。お仲間同士の方はお隣り同士でご利用いただきますが、一人参加の方の相席はいたしません。
　　　　　　　バス座席は毎日固定いたします。座席の変更、移動はご遠慮ください。
　（休　　憩）　約１時間に１回（バス走行時）
　（車内換気）　走行時は常に換気、長時間停車時は窓・ドアの全開
　（消　　毒）　バス車両および添乗員、乗務員の消毒の徹底
　（観光施設）　コロナ対策を実施している施設を利用

　〈お客様へのご協力とお願い〉
　◎最終日程表と一緒にお送りするコロナ対策質問票へのご記入、当日のご提出をお願いします。
　◎マスク着用でのご参加をお願いします。
　◎バスの乗車時、観光施設への入退室時には備え付けの消毒液にて手指の消毒をお願いします。
　◎出発前に検温のご協力をお願いします。37.5℃以上の場合はご参加を遠慮いただきます。
　◎観光箇所ではできるだけ密集を避けるために、お客様との距離を取っていただくよう、お願いします。
　◎旅行帰着後、14日以内に新型コロナウィルス「陽性」と診断された場合には必ず弊社までご連絡ください。

【ＳＢＳツアーズ　ツアーお申し込みからご出発まで】
　国内旅行（宿泊がともなう旅行） 国内旅行（日帰り旅行）
　◎催行決定……………………旅行出発の１か月前まで ◎催行決定……………………旅行出発の14日前まで
　◎旅行代金ご入金……………旅行出発の20日前まで ◎旅行代金ご入金……………旅行出発の10日前まで
　◎最終日程表などの送付……旅行出発の10日前まで ◎最終日程表などの送付……旅行出発の７日前まで

　　※いずれの旅行も出発の前日または前々日に添乗員から確認のご連絡を差し上げます。集合場所や時間の確認とともに、旅行出発に際してご不明な点
　　　があればお申し付けください。
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