
※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
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国や県の観光支援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。

いつもご利用ありがとうございます。今号では10月から12月までのツアーをご用意いたしました。
外出するには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。

富士山静岡空港発着

火の国熊本へ！阿蘇と神話の里高千穂
大阿蘇火の山温泉と高千穂パワースポット三社めぐり３日間

AF1028

熊本県
宮崎県 ●旅行期間 2021年11月27日㈯～29日㈪

●旅行代金 106,000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）

★７月16日から10年ぶりに
復活し

たＦＤＡ熊本線利用で出発！

★阿蘇の火の山温泉に連泊！緑
白色の

にごり湯、源泉かけ流しを思う存
分ご

堪能頂けます
★神秘なパワー
スポット高千
穂三社めぐり
と高千穂峡を
訪れます

■宿泊：アーデンホテル阿蘇　■食
事回数：朝２回／昼２回／夕２回　

■最少催行人数：12名様

～ナナカマド、ヤマウルシ、モミジ、イチョウなどの紅葉の共演～赤や黄色に染まる木 と々白老ウヨロ川のサケの遡上見学

３日間
AF1033

北海道

★北海道の紅葉をゴンドラ、徒歩散策、遊覧船乗船で楽しみます。
★紅葉の期間があっという間に過ぎ去る北海道ですが、例年の見頃時期に設定しました。★秋の北海道ならではの風景・ウヨロ川のサケの遡上はこの時期の午前中に多く見られます。

■宿泊ホテル：１日目／定山渓温泉 定山渓万世閣ホテルミリオーネ（和室）　２日目／登別温泉 第一滝本館（和室）
■食事条件：朝２回／昼２回／夜２回　■最少催行人員：10名様

タグ付き松葉ガニを味わう！
潤いたっぷり玉造温泉と出雲大社

★ＦＤＡ出雲線を利用し鳥取まで足を延
　ばします。砂
の美術館は見
ごたえあり！
★１日目の夕食
はタグ付きの
松葉ガニをご
賞味頂きます
★２泊目は格式
高い老舗旅館
「長楽園」にご
宿泊

１日目　15：50静岡空港＞＞
ＦＤＡ117＞＞17：30熊本空

港＝ホテル アーデンホテル阿蘇（泊）

２日目　8：00ホテル＝高千
穂神社（境内には夫婦杉があり縁結

びの神様としてもしられている）＝
荒立神社（七つの

願いが叶うと言われる話題の神社で
す）＝天岩戸神社・天安河原（天

照大神がお隠れになったとされる洞
窟がご

神域。神々が出て来てもらうために話
し合いをした場所が天安河原。神秘的

な空気が漂います）＝昼食（神楽宿
）・・・

　　　　高千穂峡散策（約１㎞3
0分の遊歩道が整備され真名井の滝や

雄大な渓谷美をお楽し

み頂けます）＝ホテル 
アーデンホテル阿蘇（泊）

３日目　6：15ホテル＝大観
峰展望所からの雲海（目の前に涅

槃像（ねはんぞ

う）と言われる阿蘇五岳、その手前に
雲海が広がる絶景が広がります。特に

秋は

ベストシーズンと言われますが条件
が揃わず見られない日もありますの

でご

承知ください）＝ホテル　戻っ
てから朝食　ホテル＝昼食（

グル

マン三年坂）＝熊本城（特別公開
コースを地元ガイドの案内で回りま

す）

＝桜の馬場城彩苑にてショ
ッピング＝18：10熊本空港

＞＞

FDA118＞＞19：35静岡空港

１日目　11：45富士山静岡空港＝（ＦＤＡ173）＝13：30札幌・丘珠空港　着後、バスにて札幌市内へ　◎北海道大学、大通公
園（車窓による紅葉見学）　◎札幌国際スキー場の紅葉ゴンドラ：石狩平野や小樽湾も望めます　※ホテル到着は17時
30分頃になります。夕食は、定山渓温泉の宿泊旅館にて 定山渓温泉：定山渓万世閣ホテルミリオーネ（和室）（泊）

２日目　朝食後、出発は８時30分ごろ。　◎定山渓散策路：川に架けられた「二見吊橋」から望む「かっぱ淵」には河畔の紅葉が映り込む　◎定山渓ダム（下流園地・展望台）：道央の紅葉の名所でナナカマド、ヤマウルシ、モミジなど　※紅葉の中山峠を経由して、ルスツへ　☆昼食はルスツのホテルにて洋食をどうぞ。　◎洞爺湖遊覧船：真ん中に浮かぶ大小4つの島（中島）の一つ大島上陸。見事な紅葉が拝めます。　◎登別地獄谷：現地ガイドがご案内　※ホテル到着は17時頃になります。夕食は白濁の湯で知られる登別温泉の宿泊旅館にて。 登別温泉：第一滝本館（和室）（泊）３日目　朝食後、出発は９時。　◎白老ウヨロ川・サケの遡上見学（現地ガイドがご案内します。自然状況で見れない場合あり）　※札幌市内にてジンギスカンの昼食　14：10丘珠空港＝（ＦＤＡ174）＝16：05富士山静岡空港

■宿泊ホテル：鳥取／モナーク鳥取（洋室）　玉造温泉／湯之助の宿長楽園（和室）
■食事条件：朝２回／昼３回／夜２回　■最少催行人数：10名様

３日間
AF1037

島根県
鳥取県

●旅行期間 2021年12月４日㈯～６日㈪
●旅行代金 130,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 118,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

～唐津・伊万里・有田・波佐見～
九州・窯元が点在する焼き物の里をめぐる旅
●旅行期間 2021年①11月11日㈭～13日㈯
　　　　　 　　　　②11月14日㈰～16日㈫
●旅行代金 129,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 123,000円（３～４名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2021年①10月15日㈮～17日㈰　②10月24日㈰～26日㈫●旅行代金 ①108,000円  ②98,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）　　　　　 ①104,000円  ②94,000円（３～４名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

■宿泊ホテル：１日目／唐津シーサイドホテル（和洋室または洋室）　２日目／嬉野温泉　嬉野観光ホテル大正屋（和室）
■食事条件：朝２回／昼３回／夜２回　■最少催行人員：10名様

３日間
AF0893

★昨年も好評いただいた「九
州の焼き物めぐり」をテー
マにしたシリーズ企画です。

★美肌の湯として知られる嬉
野温泉の名旅館・大正屋に
ご宿泊いただきます。

★玄界灘の海の幸、佐賀のブ
ランド牛など名産をメニュ
ーに組み込みました！

佐賀県
長崎県

１日目　8：45富士山静岡空港＝（ＦＤＡ143）＝10：40福岡空港　バスにて九州北部観光
　　　　☆昼食は糸島にて名物・イカの活き造りをどうぞ（釣果によって内容が変更になる場合あり）。
　　　　【唐津市内観光】◎虹ノ松原（車窓）　◎唐津城（入場）　◎「唐津くんち」曳山展示場（入場）
 唐津シーサイドホテル（和洋室または洋室）（泊）
２日目　ホテルは8時30分頃出発　◎呼子の朝市（散策）　【伊万里市内観光】◎大川内山（約1時間の自由散策）
　　　　☆昼食は伊万里牛ステーキ　伊万里駅＋＋（松浦鉄道・約30分乗車）＋＋有田駅
　　　　【有田町内観光】◎有田町自由散策（焼き物ショッピング）　◎柿右衛門窯
 嬉野温泉　嬉野観光ホテル大正屋（和室）（泊）
３日目　ホテルは9時00分頃出発　【波佐見町内観光】◎陶郷中尾山窯元（入場）
　　　　【九十九島】九十九島遊覧船パールクイーン（乗船）　☆昼食は九十九島のホテルにて地中海料理を
　　　　18：00福岡空港＝（ＦＤＡ148）＝19：25富士山静岡空港

１日目　8：10静岡空港＞＞FDA181＞＞9：35出雲空港＝国宝松江城（現地ガイドと共にめぐります）＝昼
食（和らく）＝砂の美術館（砂像を展示する世界で唯一の美術館）＝夕食（砂丘会館にてタグ付き松
葉ガニ（１枚付き）の会席料理をお楽しみくだい）＝ホテル モナーク鳥取（泊）

２日目　8：00ホテル＝鳥取砂丘＝倉吉白壁土蔵（赤瓦に白い漆喰壁が見られる風情ある町並み）＝昼食
（望湖楼）＝足立美術館（世界に誇る日本庭園と名画をお楽しみください：所要約２時間）＝ホテル

 湯之助の宿長楽園（泊）
３日目　8：00ホテル＝出雲大社（現地案内人と一緒に参拝）＝昼食（看雲楼）＝13：45出雲空港＞＞

FDA188＞＞14：55静岡空港

名旅館にも宿泊

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

高千穂と言えば神々が降り立った地。
神話の里という言葉が頭に浮かびます。

今回は熊本線を利用して
パワースポット三社をめぐり素敵な
ご利益を頂きに参りましょう♪

温泉もサイコーです！

高千穂と言えば神々が降り立った地。
神話の里という言葉が頭に浮かびます。

今回は熊本線を利用して
パワースポット三社をめぐり素敵な
ご利益を頂きに参りましょう♪

温泉もサイコーです！

初世の
お薦めです！
初世の
お薦めです！

本州ではなかなか巡り合えない
紅葉がこの時期楽しめます。

サケの遡上も一度は見てみたい
北海道ならではの
風景ですよね？

本州ではなかなか巡り合えない
紅葉がこの時期楽しめます。

サケの遡上も一度は見てみたい
北海道ならではの
風景ですよね？



　

出羽三山 丑年御縁年で12年分のご利益を得る！田沢湖と抱返り渓谷の紅葉ウオーキング

笠間日本最古の菊まつりと旬のあんこうを味わう
関東最強パワースポット東国三社めぐり

【ＡＮＡで行く錦秋の東北】

江戸時代の面影残る秋色の大内宿
1300年の歴史ある会津東山温泉と情緒あふれる町並み

★ツアー担当者がかつて訪
れ、印象に残った観光地、食
事箇所を盛り込みました。
★秋の紅葉だけでなく、ワイ
ナリーのブドウ畑の黄葉が
見事です。
★25名限定、1名様参加も
承ります。

★今ツアーの特別企画が目白押しです！！
①奈良国立博物館学芸員による「第73回正倉院展」収
蔵品や見どころを事前解説！！
②名門クラシックホテル・奈良ホテルにて「伝説の銀食
器」で供されるフレンチディナーをご用意！！
③春日大社は神職または巫女等のご案内による特別拝観

２日間
AF0933

奈良県

●旅行期間 2021年11月１日㈪～２日㈫
●旅行代金 153,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 128,000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11月７日㈰～９日㈫
●旅行代金 105,000円（古民家風和室風呂なし　２名様１室ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 113,000円（ツインルーム　１名様１室ご利用ご利用の場合のお一人様料金）

■宿泊ホテル：奈良ホテル（洋室）　■食事回数：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人数：10名
■利用バス会社：奈良交通　※奈良国立博物館学芸員による事前解説はほかのツアーのお客様とご一緒になる場合があります。

１日目　静岡駅・浜松駅（新幹線・グリーン車指定席）・京都駅［8：00-10：40］　着後、バス乗車
　　　　◎世界遺産・薬師寺：12年ぶりに蘇った平城京で最も古い建造「東塔（国宝）」初層特別開扉
　　　　☆昼食（菊水楼）：120余年の歴史を紡ぐ老舗料亭で季節の和御膳と有形文化財の建物をご案内
　　　　◎世界遺産・春日大社：特別企画　国宝御本殿特別参拝と戦国武将が奉納した釣燈篭を特別拝観
　　　　※16時過ぎに、奈良ホテルにチェックイン　★夕食：特別企画　100年経った今でも重厚な輝きを保つ「伝説の

銀食器」で供されるフレンチディナー 奈良ホテル（洋室）（泊）
２日目　ホテルにて朝食　◎奈良国立博物館学芸員による第73回正倉院展の見どころ解説（特別企画）
　　　　◎第73回「正倉院展」観覧　☆昼食（ANDO HOTEL奈良若草山）：奈良市内を見渡す和のオーベルジュで和食膳
　　　　◎興福寺：阿修羅像をはじめとする国宝・重要文化財を納める「国宝館」拝観
　　　　京都駅・（新幹線・グリーン車指定席）浜松駅・静岡駅［17：00-19：40］

～往復新幹線グリーン車利用！～
「第73回正倉院展」観覧と
関西の迎賓館「奈良ホテル」で晩餐会

２日間
AF1035

兵庫県

●旅行期間 2021年①11月11日㈭～12日㈮
　　　　　 　　　　②11月16日㈫～17日㈬
●旅行代金 ①98,000円  ②96,000円
（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）（３名部屋利用の場合は1,000円割引、４名１室の場合は3,000円割引）

★新神戸まで新幹線で移動。無駄のない観光が楽しめます。
★城崎温泉の名旅館「西村屋ホテル招月
庭」に宿泊。

★竹田城山頂まではタクシーを利用。足
に不安がある方でもご安心ください。

★竹田城、姫路城ともに現地ガイドがご
案内します。

■宿泊先：城崎温泉／西村屋ホテル招月庭（和室）　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：10名様

１日目　静岡駅・浜松駅［9：07・9：31］＝（新幹線・普通指定席）＝11：12新神戸駅
　　　　バスにて兵庫県朝来市へ　☆竹田城 城下町ホテルＥＮにて昼食（フレンチ）
　　　　◎ガイドとめぐる「天空の城・竹田城跡」：完存する石垣遺構として全国屈指の規模を誇ります。城跡まではタク

シーを利用します。　◎立雲峡展望台：竹田城跡の向かいの山にある展望スポット
　　　　◎植村直巳冒険館（豊岡市）：今年４月にリニューアル。ミュージアムエリア＋どんぐりbaseを見学。
 城崎温泉：西村屋ホテル招月庭（和室）（泊）
２日目　ホテルにて朝食　◎コウノトリの郷公園：国の特別天然記念物を管理する施設。湿地と里山景観をゆっくり散

策できます。　☆丹波篠山 城下町ホテルNIPPONIAにて洋食のランチ　◎世界遺産・国宝 姫路城：平成27年に
大天守保存修理を終え、白漆喰宗塗籠のように輝く真っ白な姿をお楽しみください。

　　　　17：06姫路駅＝（新幹線・普通指定席）＝浜松駅・静岡駅［19：17・19：37］

タクシーを利用し、現地ガイドとめぐる
天空の城・竹田城と世界遺産・姫路城
～城崎温泉の名旅館、西村屋ホテル招月庭に宿泊～

３日間
AF1018

山形県

●旅行期間 2021年11月２日㈫～４日㈭
●旅行代金 144,000円
　　　　　　（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
　　　　　 128,000円
　　　　　　（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
★令和３年は出羽三山にお
参りをすると、12年分
のご利益を得られるとさ
れています。

★抱返り渓谷ウオーキング
は初級片道30分。どな
たでも気軽に歩くことが
出来ます

■宿泊ホテル：湯野浜温泉／遊水亭いさごや　田沢湖／田沢湖ローズパークホテル■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人数：12名様

１日目　7：38静岡駅＝（こだま820）＝8：55品川駅＝（京急）＝11：05羽田空港＞＞ANA395＞＞12：05庄内空港・・・昼食（魚亭岡ざき）・・・加茂水族館（世界最大級クラゲの水族館 幻想的です）・・・湯野浜温泉 遊水亭いさごや（泊）２日目　7：45ホテル・・・聖地羽黒山（随神門～五重塔）・・・ご祈祷　※今年は丑歳御縁年です。12年分のご利益が得られると言われています。・・・山居倉庫（ケヤキ並木と倉庫群。酒田の人気スポットです）・・・田沢湖 田沢湖ローズパークホテル（泊）３日目　8：00ホテル・・・御座石神社（美のパワースポットとして知られており湖に立つ朱色の鳥居がとても美しいです）・・・抱返り渓谷紅葉ウオーキング（原生林の色鮮やかな紅葉と神秘的な青い渓流のコントラストは大変美しく片道約30分の散策が楽しめます）・・・昼食（料亭稲穂）・・・角館武家屋敷自由散策（江戸時代に栄えた城下町）・・・16：05秋田空港＞＞ANA408＞＞17：15羽田空港＝（京急）＝品川駅＝（新幹線）＝静岡駅

３日間
AF1024

福島県

■宿泊ホテル：くつろぎの宿 新滝　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人数：12名様

１日目　7：11静岡駅＞＞＞こだま814＞＞＞8：30東京（乗換）8：56東京駅＞＞＞やまびこ129＞＞＞10：12郡山駅＝
昼食（輪箱飯田季野）＝鶴ヶ城（全国でも稀な赤瓦の天守閣として有名。難攻不落の名城です）＝七日町通り（大
正期以前のレトロな建物が並ぶ、歩いて楽しいお店がいっぱい！）＝ホテル くつろぎの宿 新滝（泊）

２日目　8：30ホテル＝飯盛山・さざえ堂（※案内人付き。飯盛山は白虎隊の悲劇で知られる名所。世界でも珍しい二重螺
旋構造さざえ堂も一見の価値があります）＝会津武家屋敷＝昼食（九曜亭）＝塔のへつり（長年の歳月をかけ
て自然が作り出した塔の形が立ち並ぶ渓谷）＝大内宿（福島県南部の人里離れた山間部に30軒以上の茅葺屋根
の民家が並ぶ江戸時代の姿をそのまま残す宿場町）＝ホテル くつろぎの宿 新滝（泊）

３日目　9：00ホテル＝神秘の五色沼湖沼群めぐり（20～30の湖沼からなる整備された五色沼自然探勝路。約4㎞・所要
約１時間30分 比較的平坦なハイキングコースです）＝昼食（裏磐梯レイクリゾート）＝16：30郡山駅>>>や
まびこ146＞＞＞17：48東京駅（乗換）18：27>>>こだま749＞＞＞19：47静岡駅

２日間
AF1017

茨城県
千葉県 ●旅行期間 2021年11月５日㈮～６日㈯

●旅行代金 53,800円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 50,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

★日本三大稲荷の一つ笠間稲荷神社をメイン会
場に

色とりどりの菊の花約１万鉢が市内全体に飾ら
れ

圧巻です！
★関東最強・随一のパワースポット東国三社を

めぐ

ります
★あんこう料理をご用意！

２日間
AF1034

長野県
●旅行期間 2021年①10月29日㈮～30日㈯
　　　　　 　　　　②11月２日㈫～３日㈬

●旅行代金 49,800円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 47,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

■宿泊先：長野・ホテル国際21（洋室）　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：15名様

１日目　焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：20］＝清水IC＝（中部横断道・中央道・長野道）＝東部湯の丸IC
　　　　☆ヴィラデスト　ガーデンファームアンドワイナリー（約２時間滞在）　玉村豊男さんがプロデュースす

るワイナリーレストランで季節感あふれる洋食メニューを　◎戦没画学生慰霊美術館　無言館（約70分
滞在）第二次世界大戦中、志半ばで戦場に散った画学生たちが残した絵画や作品、イーゼルなどを展示

　　　　★夕食は長野市内を一望する高台にある老舗料亭で夜景を見ながら郷土料理をどうぞ。
 長野・ホテル国際21（洋室）（泊）
２日目　ホテル出発は８時30分頃　◎善光寺：御戒壇巡り、門前歩き（散策）（約90分滞在）　◎川中島古戦場史跡公

園・八幡社：武田信玄と上杉謙信一騎打ちの像　☆昼食はロイヤルホテル長野にて洋食のランチを　◎松
代象山地下壕：第二次世界大戦末期、軍部の最後の拠点として作られたもの（約60分滞在）

　　　　長野IC＝（長野道・中央道・中部横断道）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：20］

■宿泊先：大洗パークホテル　■食事条件：
朝１回／昼２回／夕１回　

■最少催行人員：14名様

１日目　焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：0
0］＝清水IC＝土浦北IC＝昼食（喜作）＝

笠間の菊まつり（歴史ある

菊の祭典をお楽しみください）＝ホテル 
大洗パークホテル（泊）　　　　　　　　　　

　　　　　

２日目　8：30ホテル＝大洗磯前神社（海岸
の岩礁に立つ鳥居は絶景パワースポ

ット！）＝東国三社 鹿島神宮（勝負運にご利
益がある神様です。東京ド

ーム15個分と言われる広大な敷地です）＝
東国三社 息栖神社（大鳥居

の両側に井戸があり、この井戸がご神体とな
ります。日本でも珍しい「井

戸の神様」です）＝昼食　昼食後、佐原の町
並み自由散策＝東国三社 

香取神宮（2600年以上の歴史があり約400
社ある香取神社の総本社）

＝佐原香取IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19
：30-20：30］

１泊でゆったりとめぐる信州
黄葉のヴィラデストワイナリーと無言館

城崎温泉（温泉街）　＠ひょうごツーリズム協会

姫路城（世界遺産・国宝）

無言館　外観

クラシックホテル・奈良ホテル

奈良ホテルでの晩餐会（銀食器）

奈良ホテルでの晩餐会（フレンチディナー）菊水楼（1日目昼食）

ヴィラデスト

夕食会場から長野の夜景を望む

「天空の城」 竹田城跡

普段は他県に安置されている蜂子皇子御尊像特別参拝

画像提供：笠間市　息栖神社　鹿島神宮　香取
神宮

趣のある露天風呂

大内宿には

こんな手作りの唐辛子や

柿、カボチャなどなど

民芸品がいっぱい♥

20名様
限定

25名様限定

25名様限定

★「くつろぎの宿新滝」の趣の異なる４種のお風呂は源泉かけ
流し。会津藩主松平家ゆかりの天然岩風呂も魅力の宿です

★大内宿は茅葺屋根の民家が立ち並びまるでタイムスリッ
プしたかのような感覚になります

★会津若松には鶴ヶ城や珍しい二重らせん階段構造さざえ
堂など歴史的名所がたくさんあります

宿　泊　ツ　ア　ー

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

笠間の菊まつりは日本で最も古い
菊の祭典！たくさんの種類の美しい
菊の花が色とりどりに飾られている
市内を見て回るのは花好きには
たまらない♥ワクワクします♪

是非行って
みてください。

笠間の菊まつりは日本で最も古い
菊の祭典！たくさんの種類の美しい
菊の花が色とりどりに飾られている
市内を見て回るのは花好きには
たまらない♥ワクワクします♪

是非行って
みてください。

出羽三山ではそれぞれ御縁年という
特別な暦が設けられています。

羽黒山は丑年となっており今年は
その年にあたります。皆さん12年分の

ご利益を得るために参拝に
行きませんか？きっと
良いことあるはず?!

出羽三山ではそれぞれ御縁年という
特別な暦が設けられています。

羽黒山は丑年となっており今年は
その年にあたります。皆さん12年分の

ご利益を得るために参拝に
行きませんか？きっと
良いことあるはず?!



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。

日 帰 り ツ ア ー

★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（11：30頃より）…火の御子社…戸隠中社＝戸隠神社奥社＝九頭竜社＝戸隠奥社（16：00頃発予定）
【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。
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

■最少催行人員：20名様

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19
12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・浜松IC
［7：00-9：20］＝（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

◎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）＝浜
松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　［17：00-19：

20］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0967

愛知県
●出 発 日 2021年10月12日㈫・13日㈬・18日㈪

●旅行代金 15,800円（昼食付き） 30名様限定

★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。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00
-7：00］＝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

しく水面

も彩られます）＝昼食（軽井沢
プリンスホテル）＝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［19：45-20：45］

日帰り
AF0873

長野県

軽井沢雲場池に映る紅葉

●出 発 日 2021年10月20日㈬・29日㈮

●旅行代金 16,800円（昼食付き）

■最少催行人員：20名様

★昼食時間を含めて約３時間の初級者向けハイキングです。
★天気が良ければ遠くに富士山が望め、道中は渓谷、大きな岩、竹林などの変化が楽しいコースです。
★入浴休憩で高アルカリ温泉と眺望が自慢の施設で疲れを癒してください。

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-9：00］＝清水IC＝（中部横断道・中央自動車道）＝勝沼IC＝
◎景徳院：武田家終焉の地を参拝します。
【紅葉の竜門峡ハイキング・約４km・所要約３時間】
景徳院・・・竜門峡入口・・・竜門の滝・・・落合三つの滝・・・天鼓林、竹林・・・平戸の石門・・・栖雲寺（臨
済宗の名刹で裏山庭園の紅葉が素晴らしい）・・・やまと天目山温泉（入浴）
※やまと天目山温泉は標高1000メートルの高アルカリ温泉です。露天風呂からの渓谷の眺望
をお楽しみください。１時間程度の入浴休憩になります。
＝勝沼IC＝（中央自動車道・中部横断道）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00］

日帰り
AF0940

山梨県

紅葉の竜門峡ハイキングとやまと天目山温泉

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年11月３日㈬・６日㈯・８日㈪
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

新一万円札の顔！！
渋沢栄一と慶喜公の絆をめぐる歴史ウォーキング

★今年の大河ドラマ「青天を衝け」の主人公“渋沢栄一”と徳川15代将軍“徳川慶喜”をテーマに静岡市内を
ガイド付で歩きます♪
★慶喜公が約20年過ごした屋敷「浮月楼」にて“慶喜御膳”をお召上がり頂きながら、可愛らしい清水芸妓さ
んの踊りを鑑賞
★標高300ⅿの日本平夢テラスから富士山や駿河湾を展望
　渋沢氏や慶喜公も同じ景色を見たかも？！

【西部】浜松駅・掛川駅［8：00-9：00］＝静岡へ　【東部】三島駅・富士IC［8：00-8：45］＝静岡へ
【中部】現地集合［9：55］　※駿府城周辺を予定
☆“渋沢栄一ゆかりの地”ウォーキング（約２時間 ※見学含）
　静岡県立葵文庫･･･宝台院（建物内見学）･･･など、ガイド案内による街歩き
☆料亭「浮月楼」にてご昼食＆芸妓踊り鑑賞
☆日本平夢テラス　散策
＝【中部＆東部】静岡駅・富士IC・三島駅［16：15頃-18：00頃］　＝【西部】掛川駅・浜松駅［16：30頃-17：30頃］

■最少催行人員：各18名様

日帰り
AF1022

静岡県 ●出 発 日 2021年10月13日㈬・19日㈫・21日㈭
●旅行代金 15,500円（昼食付き） 西部・中部・東部 発着！

共通利用券

1000円付き！

★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。素敵なレストランでの昼食に加えて、
ティータイムをオリエント急行「LE TRAIN」で満喫！インスタ映えで人気の箱根神社も参拝します！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［8：00-10：20］＝
【昼食】箱根リトリート fóre & villa 1/f にてルネ・ラリックの作品をオマージュしたスペシャルランチ
【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
＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-19：20］

日帰り
AF0713

神奈川県

～紅葉の箱根でゆったり過ごす休日～
自然に囲まれたフレンチレストランと
オリエント急行でのティータイム

■最少催行人員：15名様

●出 発 日 2021年10月25日㈪・28日㈭・29日㈮
●旅行代金 16,800円（昼食付き） 24名様限定

●出 発 日 2021年10月18日㈪・20日㈬・23日㈯
●旅行代金 17,800円（昼食弁当付き）

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

雲場池の紅葉はとにかく素晴ら
しい！ここは軽井沢では恐らく
一番人気の紅葉スポットだと
思います。ステキな軽井沢で

秋色散策をお楽しみ
ください♪

雲場池の紅葉はとにかく素晴ら
しい！ここは軽井沢では恐らく
一番人気の紅葉スポットだと
思います。ステキな軽井沢で

秋色散策をお楽しみ
ください♪

初世の
お薦めです！
初世の
お薦めです！

蒲郡クラシックホテルは全国に
９つしかない「日本クラシック
ホテルの会」の一つ。歴史と
気品を兼ね備えたホテルで
優雅な滞在をお楽しみ

ください。

蒲郡クラシックホテルは全国に
９つしかない「日本クラシック
ホテルの会」の一つ。歴史と
気品を兼ね備えたホテルで
優雅な滞在をお楽しみ

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。

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：00
-7：00］＝

☆湖東三山釈迦山　国史跡「百
済寺」　拝観

☆近江牛せんなり亭にてすき
焼き鍋をお召上がりください

☆夢京橋キャッスルロード　
城下町の散策

☆彦根城お堀遊覧船　紅葉と
彦根城を遊覧船でゆっくり眺

めます

※登城はしません

＝焼津駅・静岡駅・清水駅［20
：00頃-21：00頃］

日帰り
AF1031

滋賀県

百彩色の紅葉の世界へ 近江最古級寺院で出会う

紅葉の日本庭園と彦根城下散策

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年11月18日㈭・22日㈪・26日㈮

●旅行代金 19,500円（昼食付き）

★奥浜名湖の凛とした空気の中に佇む名刹。紅葉の見頃を迎えるこの時期に井伊直
虎ゆかりの“龍潭寺”とやさしく鎮座する五百羅漢が出迎えてくれる“方広寺”
を拝観。
★日本を代表する映画監督“木下惠介”は現在の浜松市中区伝馬町出身。40年以上
にわたる監督人生の中で「二十四の瞳」「カルメン故郷
　に帰る」「楢山節考」など多くの作品を作りました。彼
　の生涯や作品のゆかりの品を見学。

清水駅・静岡駅・藤枝駅［8：10-9：40］＝
☆木下惠介記念館　見学　開館20周年特別展示「わたしと木下惠介の春夏秋冬」開催中
☆うなぎ匠佳川にて「うな重」のご昼食♪　佳川独自の調理法「溶岩焼」で外はカリっと、中はふんわ
り。伝統のタレで香ばしさと旨味のある名物うな重をご賞味ください
☆井伊家菩提寺　龍潭寺　拝観
☆奥山　方広寺　拝観　創建650年企画「特別寺宝展」開催中
＝藤枝駅・静岡駅・清水駅［17：30頃-19：00頃］

日帰り
AF1029

静岡県

県内で愉しむ紅葉狩り 遠州湖北の名刹龍潭寺と方広寺へ

■最少催行人員：17名様

●出 発 日 2021年11月23日㈫・24日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★推古14年、聖徳太子が創建
したとされる百済寺。1400年

以上

前と変わらぬ佇まいが目の前に
広がります。

★遠州井伊谷宮から徳川家四天
王の一人となった“井伊直政”井

伊家

が城主となった「国宝 彦根城
」を紅葉と共に遊覧船で巡りま

す。

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［7：00-9：00］＝豊田JCT＝多治見IC＝
虎渓山永保寺（※国の名勝に指定される美しい庭園があり紅葉の時期は特に素晴らしいです）
昼食（※いわみ亭にて松茸釜飯一の膳　松茸づくしをご堪能ください）
渓谷ハイキングスタート！（鬼岩公園の散策ルートは３つ）
①渓谷・岩巡りコース（松野湖に続く渓谷をぬって歩くコースで起伏に富んでいる。片道約30分）
②臼岩・展望台巡りコース（巨岩・怪石が谷に重なり自然の驚異を形造っています。高低差が大きく急
峻なコース　片道約40分）

③蓮華岩・烏帽子岩巡りコース（蓮華岩からの大パノラマはまさしく神秘の景勝地を実感することが
出来ます。高低差が大きく急峻なコース　片道約20分）
＝土岐IC＝豊田JCT＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：15-19：15］

日帰り
AF1008

岐阜県

マイナスイオンとパワースポットの森

■最少催行人員：17名様

●出 発 日 2021年11月20日㈯・24日㈬
●旅行代金 18,900円（昼食付き）

●出 発 日 2021年11月20日㈯・24日㈬
●旅行代金 18,900円（昼食付き）

★数ある木曽路の渓谷のな

かでも特に美しいと言わ

れ、滝あり瀬あり淵あり

と変化に富んでいます。

★ウォーキングは初心者向

き。遊歩道が整備されて

いますので歩きやすくな

っていますが途中、滝の

近くに来ると急な階段が

あります。（水路橋・恋路

のつり橋・黒渕・牛ケ滝）

清水駅・静岡駅・焼津駅［6：15
-7：15］＝土岐JCT＝中津川

IC＝

馬籠宿（昼食と散策）

◎風情ある家並みや日本の原風
景ノスタルジーな世界をお楽しみ

ください

エメラルドグリーンに輝く秘境 ウ
ォーキングスタート 約3.5km ２

時間30分

＝中津川IC＝焼津駅・静岡駅
・清水駅［19：20-20：40］

日帰り
AF1030

長野県

■最少催行人員：17名様

●出 発 日 2021年11月13日㈯・17日㈬

●旅行代金 18,900円（昼食付き）

エメラルドグリーンに輝く

風情ある古い町並み馬籠宿 散策

★次々と巨岩が現れる変化に富んだ迫力あるコースです。初級コースですが、岩場がありますので岩に登ったり下
りたりする箇所があります。ですが！どなたでも楽しめますので無理なく歩きやすいルートを歩いてください。

★この時期ならでは♪松茸づくしのランチをお楽しみください。

★次々と巨岩が現れる変化に富んだ迫力あるコースです。初級コースですが、岩場がありますので岩に登ったり下
りたりする箇所があります。ですが！どなたでも楽しめますので無理なく歩きやすいルートを歩いてください。

★この時期ならでは♪松茸づくしのランチをお楽しみください。

紅葉が色づきはじめる
大井川の秘境駅「奥大井湖上駅」の
絶景と寸又峡温泉

★好評につき、秋にも設定しました！
★とろりとお肌に染み渡る別名「美人
づくりの湯」寸又峡温泉にて地元で
とれた山菜や川魚のご昼食と温泉を
お楽しみください。

【西部発】浜松駅・掛川駅［6：30-7：30］＝
【東部発】三島駅・富士IC［6：00-6：50］＝
【中部発】清水駅・静岡駅・焼津駅［6：45-7：45］＝
☆奥大井湖上駅 展望台（エメラルドグリーンに輝く大井川の上にポツンと浮かんで見える駅を眺めます）
☆接岨峡温泉駅から乗車＋＋アプトライン＋＋（奥大井湖上駅 経由）＋＋奥泉駅
☆寸又峡温泉 翠紅苑にてご昼食とご入浴 約２時間滞在
　（入浴をされない方は周辺散策をお楽しみください）
☆KADODE OOIGAWA 門出駅に隣接し、１周年を迎えるマルシェやカフェが楽しめる施設
＝【西部着】掛川駅・浜松駅［17：20頃-18：20頃］
＝【東部着】富士IC・三島駅［18：10頃-19：30頃］
＝【中部着】焼津駅・静岡駅・清水駅［17：40頃-18：50頃］

■最少催行人員：各15名様

日帰り
AF1007

静岡県

●出 発 日 2021年11月17日㈬・19日㈮・22日㈪（昼食付き）

●旅行代金【西部発】【東部発】15,200円 【中部発】14,200円

各発着地20名様限定！！
（大型バス通行不可の為）

西部・東部・中部
発着！

日 帰 り ツ ア ー

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［7：00-9：20］＝豊田JCT＝土岐JCT＝多治見IC＝
★ 虎渓山永保寺 ★　小高い虎渓山に位置する禅寺。「虎渓」の名前の由来は、鎌倉時代に夢窓疎石がこの
地を訪れた際、中国 蘆山の虎渓の風景（現在は世界遺産）に似ていたことに由来すると言われています。
鎌倉末期に建てられた「観音堂」と「開山堂」は国宝に指定され、池泉回遊式庭園は国の名勝に指定されて
います
★ 老舗料亭　川地家 ★　吉田茂元総理大臣や松本清張など政治家や文化人も訪れた創業100年以上の
老舗料亭。和とフレンチを融合させたお料理を楽しめます
★ 本町オリベストリート（散策）
★ ミシュラン２つ星の名窯　幸兵衛釜（こうべいがま） ★　1804年、初代・加藤幸兵衛により開窯され
た市之倉町で最も長い歴史を誇る窯元。江戸本丸 西御丸御用窯の指定を受けて製品を納品したことも
ある名窯です
多治見IC＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：10-19：30］

日帰り
AF1036

岐阜県

紅葉の虎渓山永保寺と人間国宝が手掛けた幸兵衛窯

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年11月25日㈭・29日㈪・12月１日㈬
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★この時期の永保寺は樹齢700年の大銀杏をはじめとする紅葉が見事です！
★焼き物の町・多治見を代表する幸兵衛窯では焼き物の購入も可能です。
★岐阜の山川が育む素材を使った料理をお楽しみください。

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

エメラルドグリーンに輝く美しい
滝と紅葉の渓谷美はまさに「秘境」
と呼ばれるにふさわしい渓谷
です。穴場です！一番美しい
紅葉シーズンに柿其渓谷

歩きましょう♪

エメラルドグリーンに輝く美しい
滝と紅葉の渓谷美はまさに「秘境」
と呼ばれるにふさわしい渓谷
です。穴場です！一番美しい
紅葉シーズンに柿其渓谷

歩きましょう♪

福本の
お薦めです！
福本の
お薦めです！

日本の紅葉100選にも選ばれ、
戦国時代見たものから「地上の天国」
と絶賛された落ち葉の絨毯の上を

歩きます。ちょっと遠出の
日帰り旅行で秋の行楽を

楽しみましょう♪

日本の紅葉100選にも選ばれ、
戦国時代見たものから「地上の天国」
と絶賛された落ち葉の絨毯の上を

歩きます。ちょっと遠出の
日帰り旅行で秋の行楽を

楽しみましょう♪
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