
お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 営業時間
平日╱9：30～18：00
土曜╱9：30～12：00
※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　染谷　剛
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。
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※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。

Vol.56Vol.56

●富士山静岡空港から“わずか１時間20分”で山陰の秘境・隠
岐の島へ

●４島めぐりで、隠岐の島の歴史、文化、自然、食を満喫。
●日本最古で約800年の歴史を持つ伝統文化『牛突き』見学
●地元の漁師料理「えり焼き鍋」、「ひおうぎ貝の炊き込み定食」、
「島根和牛」など、食材の宝庫・隠岐の味覚を堪能。歴史、文化、
自然など異なる魅力をもつ島々を巡ります。

日本海の宝島「隠岐の島」全４島めぐり３日間
AFFDA32 泊 3 日

旅行期間／旅行代金

■最少催行人員／40名様　　■食事条件／朝２昼２夕２回
■添乗員が県内から全行程に同行致します。　　■利用予定航空会社／FDAフジドリームエアラインズ

　　　　　１日目■富士山静岡空港集合（12時頃）　富士山静岡空港（昼頃）FDA（午後）隠岐世界ジオパーク空 
港＝かぶら杉（車窓）＝★白島展望台＝★水若酢神社＝西郷　ホテルMIYABI（泊）　２日目■ホテル＝ 
★『隠岐の牛突き』見学・・・★国分寺＝★玉若酢命神社、八百杉、宝物殿＝西郷港〜フェリー〜菱浦港＝
★隠岐神社（後鳥羽院行在所跡、資料館）＝菱浦港〜渡し船〜来居港＝★赤ハゲ山＝★赤壁＝来居港〜渡し
船〜美田・鶴丸前＝ホテル　国賀荘又は鶴丸（泊）　３日目■ホテル＝美田〜★国賀めぐり遊覧船〜美田
＝★ひおうぎ貝の炊き込み定食＋島根和牛の陶板焼きの昼食＝別府港〜フェリー〜西郷港散策＝隠岐
世界ジオパーク空港（夕刻）FDA（夕刻）富士山静岡空港

コ ー ス

FDAチャーター便で行く山陰の秘境へ　島根県

●富士山静岡空港から１時間かからずに山形空港へ！！
●３日間毎日、東北を代表する紅葉スポットへご案内！！
●山寺立石寺・出羽三山神社三神合祭殿の参拝、蔵王、鳴子峡の

自然美、鶴岡市内の歴史的建造物、今話題の新名所【加茂水族
館】の見学など山形の魅力を詰め込みバラエティに富んだ観光
先を巡ります。

●ツアー中のお食事はすべて地の物を生かした郷土料理をご用意。

【蔵王・羽黒山・鳴子峡】東北を代表する紅葉スポットを
巡り、話題の加茂水族館や歴史残る鶴岡市を歩く

AFFDA12 泊 3 日

旅行期間／旅行代金

■最少催行人員／40名様　　■食事条件／朝２昼３夕２回
■添乗員が県内から全行程に同行致します。　　■利用予定航空会社／FDAフジドリームエアラインズ

　　　　　１日目■富士山静岡空港集合（８時半頃）　富士山静岡空港（午前中）FDA（９時半）　◆山寺立石寺◆
山形名物「いも煮」◆蔵王ロープウェイ＝蔵王温泉　蔵王温泉堺屋森のホテルヴァルトベルク又は同等ク
ラス（泊）　２日目■ホテル＝◆随神門・・・杉並木の参道・・・国宝五重塔・・・随神門◆山伏の案内で出羽
三山神社三神合祭殿を昇殿参拝◆庄内藩校致道館◆致道博物館で国宝太刀銘鑑賞＝あつみ温泉　たちば
な屋又は萬国屋（泊）　３日目■ホテル＝◆加茂水族館◆最上川舟くだり◆鳴子峡＝花巻空港FDA（夕刻）
FDA（夕刻）富士山静岡空港

コ ー ス

FDAチャーター便で行く秋色のみちのく　東　北

歴史、文化、自然など異なる魅力をもつ島々を巡ります。世界遺産に登録された「軍艦島」、「沖ノ鳥 
島」を周遊！！寄港地の上五島・天草に加え、神領・沖ノ鳥島、産業革命遺産・軍艦島を船上より
ご覧いただけるお得なクルーズ。有明海、八代海、東シナ海の３つの青い海と大小さまざまな島、
そして豊富な緑に囲まれた「天草」へ寄港。風光明媚な入り江から通船で本渡港に上陸します。エ
ンターテイナーは、「飛んでイスタンブール」でお馴染みの庄野真代さんです。

にっぽん丸　飛んでクルーズ九州
上五島・天草・沖ノ島と軍艦島周遊　４日間

AY00013 泊 4 日

旅行期間／旅行代金（富士山静岡空港発着･２名１室利用のお一人様）

■最少催行人員／10名様　　■食事条件／朝３昼３夕３回
■添乗員が県内から全行程に同行致します。　　■利用予定航空会社／FDAフジドリームエアラインズ

　　　　　１日目■富士山静岡空港7：00（予定）集合　FDA141便　静岡空港7：35発にて空路、福岡空
港へ　9：15着＝（専用車）＝旧伊藤伝右衛門邸　柳原白蓮が約10年間を過ごした炭鉱王・伊藤伝右衛門
邸で「柳原白蓮生誕130年展」を見学＝博多港13：00頃乗船受付　14：00出港〜（沖ノ鳥島周遊）　にっ
ぽん丸（泊）　２日目■上五島8：00入港＝自由行動。又はオプショナルツアー等でお楽しみください。＝
17：00出港　にっぽん丸（泊）　３日目■（軍艦島周遊）〜天草（本渡）10：30入港＝自由行動。又はオプショ
ナルツアー等でお楽しみください。＝17：00出港　にっぽん丸（泊）　４日目■博多港9：00入港＝（タク
シーに分乗）＝福岡空港　FDA144便　11：10発にて空路、富士山静岡空港へ　12：35到着後、解散。

コ ー ス

富士山静岡空港発着　九　州

７月に生まれ変わった新造船の３代目おがさわら丸。対面する
上下２段バッドになりますので先代おがさわら丸の２等船室

（大部屋）より、プライバシーが向上！！東京から南へ1000kmの
小笠原　父島へ大海原を航く船旅を存分にお楽しみください。
生態系の異なる父島と母島２島を巡ります。

小笠原諸島　父島＆母島　６日間
AY00025 泊 6 日

旅行期間／旅行代金（県内各地発着･２名１室利用のお一人様）

■最少催行人員／８名様（14名様限定の募集です。）　　■食事条件／朝３昼３夕３回
■添乗員が県内から全行程に同行致します。
■ご宿泊ホテル／父島：父島ビューホテル　母島：アイランドリゾート母島ナンプー
■バス乗車場所／浜松駅・静岡駅とご希望の静岡県内東名インターチェンジ

　　　　　１日目■県内各地＝（貸切バス）＝東京・竹芝客船ターミナル＝おがさわら丸11：00出港〜船 
中（泊）　２日目■〜父島・二見港11：00到着・・・ははじま丸に乗り継ぎ母島へ12：00出港　14：00到着 
宿にチェックイン後、母島島内観光へ＝ホテル　母島（泊）　３日目■午前中　母島南端の絶景へ！「南崎・ 
小富士」ハイキング（約3.5時間〜４時間）　13：30乗船手続　14：00母島出港。父島へ〜16：00父島到着。
＝ホテル　父島（泊）　４日目■ネイチャーガイドと巡る自然観察（約６時間）＝ホテル　父島（泊）　５日目
■午前中　地球スケールのパノラマボートツアー　ボニンブルーと呼ばれる海へ（約３時間）　※１日の上陸人
数が100名までの南島へも上陸予定　14：30おがさわら丸乗船手続　15：30出港〜小笠原名物　地元ボート
のお見送り　※ボートのお見送りは有志が自発的に行っているものです。船中（泊）　６日目■〜15：30東京・竹芝客
船ターミナル着＝（貸切バス）＝夕方〜夜　県内各地へ〜

コ ー ス

新造船　３代目おがさわら丸で行く神秘と奇跡の島　東京都

10/23㈰～25㈫
４名様１室利用（お一人様料金） 119,800円
３名様１室利用（お一人様料金） 122,800円
２名様１室利用（お一人様料金） 125,800円

10/14㈮～17㈪
スタンダードステート　２名様１室 171,000円　１名様１室 209,000円
コンフォートステート　２名様１室 184,000円　１名様１室 226,000円
スーペリアステート　　２名様１室 199,000円　１名様１室 245,000円
デラックスベランダ　　２名様１室 304,000円　１名様１室 460,000円

※コンフォートステートを３名様１室利用の場合は、お一人様　146,000円

10/26㈬～31㈪ 216,000円　　※一人部屋追加代金　25,000円

軍艦島（周遊） にっぽん丸 天草

小富士山頂から南崎の眺め 南島

３代目おがさわら丸

10/5㈬～7㈮  109,000円	113,000円	117,000円
10/9㈰～11㈫ 112,000円	116,000円	120,000円

４名様１室利用（お一人様料金）　３名様１室利用（お一人様料金）　２名様１室利用（お一人様料金）

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000936/001/X/page1/order/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf&utm_campaign=1608
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000937/001/X/page1/order/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf&utm_campaign=1608
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000934/001/X/page2/order/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf&utm_campaign=1608
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000935/001/X/page1/order/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf&utm_campaign=1608


「秋の国内旅行」
お申し込みに
あたって

「秋の国内旅行」
のポイント

秋のハイキング、花々の鑑賞、名店でのお食事など
内容にこだわったツアーを企画致しました。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

①電話、ＦＡＸ、メールにてお申し込みを承っております。お申
　し込みの際は、①参加者のお名前、②生年月日、③住所、④電
　話番号、⑤バス乗降場所をお知らせください。
②バスの座席はお申し込み順とさせていただいております。
③全ツアーともに添乗員が同行します。最少催行人員は日帰りは
　25名で企画しております。

９～11月（日帰り）秋の国内旅行秋の国内旅行

北アルプス白馬連峰の稜線から延びる八方尾根ハイキングを楽しみます。神
秘の池と言われる“八方池”は雪が押し流した
土砂が堆積してできた池で、水面に映る北アルプス白馬連峰は絶景で
す。爽快な眺望、湿原やガレ場といった八方尾根自然研究路の変化に
富んだコー
スを約３時
間半かけて
歩きます。

　長野県

神秘の池・八方池　秋の白馬八方尾根ハイキング

　　　　　各地［6：00-7：10］＝（朝霧高原）＝甲府南IC＝安曇野IC＝白馬・八方駅　☆昼食はお弁当とお茶をお配りします。
【八方アルペンライン】　八方駅（標高773m）＋（ゴンドラリフト・８分）＋兎平（標高1400m）
　　　　　　　　　　　兎平＋（アルペンクワッドリフト・７分）＋黒菱平（標高1680m）
　　　　　　　　　　　黒菱平＋（グラートクワッドリフト・５分）＋第一ケルン（標高1830m）

【八方尾根自然研究路ハイキング　約３時間半】※リフト終点から標高2060m、神秘の池“八方池”往復の約５kmのハイキング
☆途中、天気が良ければ八ヶ岳〜浅間連峰、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、白馬三山が望めます！大パノラマを見ながら、登るにつれ感
　じる空気の爽やかさや透明感に満ちた空の青さと神秘の池・八方池に映る北アルプス白馬連峰の景色をお楽しみ下さい。
※歩きやすい木道コースが整備されています。地元ガイドがご案内します。
第一ケルン＋黒菱平＋兎平＋八方駅＝安曇野IC＝甲府南IC＝各地［19：50-20：50］

コ ー ス

お１人様13,000円（昼食弁当付き）

ご旅行日 9/24㈯・28㈬

■バス発着地／静岡駅、清水駅、富士IC

旅行代金

AF0236日 帰 り

名勝・仁右衛門島は南房総の紺碧の海に浮かぶ島。新日本百景のひとつにも選出
されているこの島は、面白い形の岩や四季の花々に彩られ、神秘的な雰囲気が漂
います。皇族来島記念碑や、伝説を今に伝える神社、名だたる俳人の句
碑が点在する島内を現地案内人と散策。午後はSNSに投稿された写真が
きっかけで話題になった『濃溝の滝』で秘境の雰囲気を味わいます。

　千葉県

千葉房総の秘境･絵画のような濃溝の滝と
千葉県の名勝仁右衛門島

ご旅行日 10/1㈯・5㈬
旅行代金 お１人様12,800円（昼食付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

　　　　　各地［5：30-7：00］＝アクアライン＝君津IC
大海浜〜仁右衛門島　仁右衛門島内を地元ガイドの案内で散策　11：00-12：30
※天候によりご案内できない場合がございます。
鴨川にて海鮮を使ったご昼食　12：45-13：35
濃溝の滝　13：55-14：55
君津IC＝アクアライン＝各地［18：35-20：05頃］

コ ー ス

AF0518日 帰 り

日 帰 り AF0520

通商産業大臣指定の伝統的工芸品として認められている箱根寄木細工。その技と伝統を受け継ぎ、
また多くの方に伝えるため本間木工所は工房を公開しています。岡田
美術館では、83年ぶりに発見された「孔雀鳳凰図」をはじめ、今年春、
東京で大盛況を収めた若冲展に出品された作品全７点を一挙公開。

美術と美食のたび　―生誕300年を祝う―　神奈川県

「若冲と蕪村　江戸時代の画家たち」鑑賞
箱根の伝統工芸　寄木細工に見立てたご昼食を目と舌で味わう

　　　　　各地［7：00-9：20］＝御殿場IC
箱根・本間寄木美術館（江戸時代から昭和初期の寄木細工の作品、飾り棚など）　10：45-11：45
菊華荘にて箱根の伝統工芸「寄木細工」に見立てた【寄木御膳】のご昼食。
岡田美術館にて「−生誕300年を祝う−　若冲と蕪村　江戸時代の画家たち」展を鑑賞　13：10-15：10
御殿場IC＝各地［16：15-18：30頃］

コ ー ス

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

ご旅行日 10/7㈮・12㈬
お１人様12,800円（昼食付き）旅行代金

日 帰 り AF0521

ローカル列車・小海線に乗車し、のどかな景色をたのしむツアーです。紅葉の八ヶ岳　森の小さなホ
テルへ行き高原野菜を使ったフレンチをコースでご用意しております。午後は美し森展望台や東沢大
橋から秋の装いで彩られた絶景をお楽しみください。

30名様限定企画！！　長野県

ローカル列車小海線乗車と森の奥にたたずむ隠れ家のようなホテルでのフレンチ
清里の秋の装いをたのしむ１日

　　　　　各地［6：45-8：25］＝甲府南IC＝小淵沢IC＝小淵沢駅＝小海線・
自由席（ローカル線でのどかな秋の高原を行く）＝野辺山駅　JR最高地点（標高1375m）

清里・ハットウォールデン（森の小さなホテルでフレンチランチ、散策）　12：30-14：00
美し森（標高1,542ｍの展望台から高原の紅葉や南アルプスの大展望）　14：10-15：10
東沢大橋（車窓より紅葉の大展望）

小淵沢IC＝甲府南IC＝各地［17：40-19：10頃］

コ ー ス

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

ご旅行日 10/26㈬・29㈯
お１人様14,800円（昼食付き）旅行代金

日 帰 り AF0524

樹海というと、鬱蒼としたなんだか不気味な森…というイメージがありませんか？今回は一般観光客が足を
踏み入れる事のできない、青木ケ原樹海の奥深く、観光洞窟ではない、本物の火山洞窟を散策。「鳴沢コウモ
リ穴」「富士風穴」「本栖氷穴」の３か所へ入
洞し、「本栖風穴第一」「本栖風穴第二」など、
ディープな樹海の本当の姿をご覧いただき、
暗いイメージが払拭されるはずですよ！！

　山梨県

専門ガイドと歩く青木ヶ原樹海　一般の観光客は入ることの
できない森の奥深くと本物の火山洞窟をめぐる

　　　　　 各地［6：45-8：40］＝
コース内容　※全長３キロのほぼ平坦な山道を４時間かけて、ゆっくりとご案内いたします。10：00-15：30頃予定
道の駅「なるさわ」　樹海入口徒歩鳴沢コウモリ穴（入洞）・・・青木ヶ原樹海・富士風穴（最深部ま
でロープで入洞）・・・大室山ブナとミズナラの原生林（昼食）・・・本栖風穴第一・・・本栖風穴（入洞） 
・・・本栖風穴第二・・・石塚噴火口・・・樹海入口　道の駅「なるさわ」
※コース内ほとんどが、アップダウンの少ない舗装された道です。子どもからご年配の方までご参加いただける内容となっております。
※氷穴の中では一部ロープを使い、穴の最深部まで入ります。
※歩きやすい靴（お持ちの方はトレッキングシューズ）と長袖・長ズボンに暖かい上着をお持ち下さい。
※当日の天候によってコースの内容が変わる場合がございます。現地ガイドの指示に従ってください。（安全面には十分考慮いたしますが、基本的に雨でも催行します。）
※荒天でない限り催行致します。雨の場合は雨具、ヘルメット、軍手、ライトはこちらで用意致します。
＝各地［16：40-18：40頃］

コ ー ス
■バス発着地／藤枝駅、焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

ご旅行日 10/22㈯・25㈫
お１人様11,300円（昼食弁当付き）旅行代金

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６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。

黄金に輝く銀杏並木の八ヶ岳古道ウォーキング

　　　　　各地［6：45-8：15］＝甲府南IC＝小淵沢IC
八ヶ岳古道トレイル　10：45-14：45頃（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６キロの道のりを４時間かけて歩きます。（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＝甲府南IC＝各地［17：45-19：10頃］

ご旅行日 10/28㈮・11/3（木・祝）
旅行代金 お１人様9,800円（昼食弁当付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

コ ー ス

　長野県AF0417日 帰 り

昨年も大好評を頂きましたツアーです。もみじ湖（箕輪ダム）は
伊那郡箕輪町の山深い位置にあり、５〜６年前までは地元の方し
か知らない秘境中の秘境でした。清流とうたわれる沢川の上流に
位置し、大雨による水害防止と水源確保のために作られました。
そしてこの地域の飲料水となる水を守るため、住民がダム湖周辺
に１万本以上のもみじを植林したことでもみじ湖として知られる
ようになってきました。自然を残したままの景色と、美しい沢川
の風景や水の音は紅葉に負けないくらい心が安らぎます。この機
会に是非、足を運んでみてはいかがでしょうか？

信濃路の紅葉の名所と中山道の宿場町　長野県

出梁造りの奈良井宿と紅葉１万本の秘境・もみじ湖

ご旅行日 10/29㈯・11/2㈬
旅行代金 お１人様10,300円（昼食付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

　　　　　各地［6：30-8：00］＝甲府南IC＝伊那IC＝奈良
井宿（昼食）・・・奈良井宿内散策＝もみじ湖（箕輪ダム）＝伊北IC
＝甲府南IC＝各地［18：50-20：20］

コ ー ス

AF0304日 帰 り

今回は、秋の注目美術展２企画を鑑賞します！！ご昼食はマリー
アントワネットの故郷であるオーストリアの料理をご用意。銀
座の中央道路に面した重厚感溢れる店内でオーストリア国家公
認シェフが作る本格的な料理の数々をお楽しみください。

話題の美術展２企画と、オーストリア国家公認マイスターが腕を振るう本格的なオーストリア料理に舌鼓
モネ・ルノワール・ゴッホ・セザンヌ・マティス・ピカソ『デトロイト美術館展
〜大西洋を渡ったヨーロッパの名画たち〜』とヴェルサイユ宮殿監修『マリーアントワネット展』

　　　　　各地［6：30-8：00］＝東京IC＝上野IC
上野の森美術館にて『デトロイト美術館展〜大西洋を渡ったヨーロッパの名画たち〜』鑑賞　10：15-11：45
オーストリア国家公認キュッヘン（料理）マイスター、神田真吾。その伝統と格式を伝承したマイスターが織
り成す真のオーストリア食文化を優雅な空間でお楽しみください。12：00-13：30
森アーツセンターギャラリーにて『ヴェルサイユ宮殿監修マリーアントワネット展』鑑賞　13：45-15：15
霞ヶ関IC＝各地［17：30-19：00］

ご旅行日 11/9㈬・18㈮
旅行代金 お１人様16,800円（昼食付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

コ ー ス

美食と芸術の旅　東京都AF0523日 帰 り

クロード・モネ　グラジオラス　c.1876
City of Detroit Purchase

フィンセント・ファン・ゴッホ　自画像
1887年　City of Detroit Purchase
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