
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.57Vol.57

◦富士山静岡空港から“わずか１時間45分”で鹿児島の離島・種子島へ
◦世界遺産・屋久島に２連泊。幻想的な風景の『白谷雲水峡』散策や樹齢3000年以上の『紀元杉』を見学
いただきます。
◦宇宙に一番近い島・種子島で『宇宙科学技術館』の見学や『鉄砲館』で日本の鉄砲の歴史に触れていた
だきます。

◦瀬戸内海の絶景の宝庫『小豆島』で秋色に染まる寒霞峡や瀬戸内
海の絶景を堪能
◦大歩危峡遊覧、鳴門うずしお観潮船の２つのクルーズで四国の絶
景をお楽しみいただきます。
◦大塚国際美術館に２時間滞在。陶板名画をゆっくり鑑賞。
◦『伊弉諾命』『伊弉冉命』の二神により創られた日本発祥、国生み
の聖地・おのころ島神社を参拝します。

近畿北部の天橋立や西舞鶴、福知山を結ぶ京都丹後鉄
道の「丹後くろまつ号」に貸切で乗車。海岸の黒松を
イメージした“走るダイニングルーム”で、丹後の旬
の食材を生かしたランチを味わいながら、天橋立から
豊岡まで約２時間のローカル旅情をお楽しみくださ
い。また個人では訪れにくい宮津、篠山の歴史ある街
並みをご散策いただきます。

ＦＤＡチャーター便で鹿児島の離島へ
世界自然遺産・屋久島の大自然と種子島３日間

ＦＤＡチャーター便で行く秋の瀬戸内海と四国の旅
錦秋の瀬戸内海、四国の絶景と大塚国際美術館
小豆島・鳴門のうずしお・金刀比羅宮

珍しい舟屋の風景・伊根湾遊覧と天橋立
話題の食堂列車・くろまつを貸し切って
美食とのどかな風景をたのしむ

AFFDA12 泊 3 日

AFFDA22 泊 3 日

AF05332 泊 3 日

旅行期間／旅行代金

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　　■添乗員が静岡空港から同行致します。
■利用予定航空会社／FDAフジドリームエアラインズ

■食事条件／朝１昼２（１回弁当）夕１回
■ご旅行代金には、バス代、宿泊代、夕食代、昼食代（２回 内１回弁当）、乗船代（２回）、
くろまつ乗車代、ケーブル乗車代、拝観料、消費税が含まれます。

■出発地／静岡駅・焼津駅・吉田IC・掛川IC・浜松IC　　■最少催行人員／15名様

■最少催行人員／40名様　　■食事条件／朝２昼３夕２回
■添乗員が静岡空港から同行いたします。
■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時頃）　富士山静岡空港（朝）ＦＤＡチャーター便（午前）種子島空港=西
之表港（午前）〜高速船〜（昼頃）安房港=杉匠にて昼食=★ヤクスギランド※約１時間散策=★紀元杉=ホテル　屋
久島いわさきホテル（泊）　２日目■ホテル=★千尋の滝（落差66ｍの豪快な滝）=★白谷雲水峡散策=屋久島観光セ
ンターにて昼食=★西部林道入口散策（世界自然遺産登録地散策）=★大川の滝（名瀑）=中間ガジュマル=ホテル　
屋久島いわさきホテル（泊）　３日目■ホテル=宮之浦港（午前）〜高速船〜（午前）西之表港=★種子島開発総合セ
ンター=種子島ゴルフリゾートにて昼食=★ロケット展望の丘・宇宙科学技術館見学=★千座の岩屋=種子島
空港（夕刻）ＦＤＡ（19：00頃）富士山静岡空港

　　　　　１日目■各地［7：00〜8：45］＝宮津IC 12：45＝宮津（歴史案内人と城下町宮津歴史散歩…宮津教会…佛性寺山門…旧三上家住宅）宮津ロイヤルホテル（泊）
（温泉露天風呂、洋コース料理夕食）　２日目■ホテル 8：30　伊根の舟屋（湾を取り囲むようにして建つ舟屋を海上から眺めるのは、陸地からではなかなか味わえない舟屋の風景と趣
があります）9：30〜9：55　籠神社（丹後一宮）…府中+傘松ケーブル+傘松公園（日本三景・天橋立を展望「股のぞき」）+府中…一の宮〜遊覧船から眺める阿蘇の海
〜天橋立…智恩寺（日本三文殊参拝）10：30〜11：50　天橋立 12：04発+福知山駅14：20着　水戸岡鋭治氏によるデザインの「海の京都」の走るダイニング
ルーム・貸切列車「丹後くろまつ号」に乗車。（メニュー：当日に獲れた新鮮な鯛でまずは、鯛そぼろ、卵、鯛ほぐしをたっぷりとのせた鯛どんぶりを味わっていただきます。鯛どんぶりをお
楽しみいただいたあとは、鯛のお造り、鯛の漬け、そしてゴマあんなどの薬味をのせて熱々のお出汁をかけていただく絶品、鯛茶漬けで締めます。）　出石グランドホテル（泊） ホテル着後
は但馬の小京都「いずし」の街並みをご散策ください。３日目■ホテル 8：30頃出発　丹波篠山･城下町を散策と郷土料理のご昼食 10：00〜12：30　丹波
焼の郷（日本六古窯の一つ丹波焼の美術館、釜を見学）　千代川IC 14：20＝各地［18：00〜19：45］

　　　　　１日目■富士山静岡空港集合（７時頃）　富士山静岡空港（朝）ＦＤＡチャーター便（午前）神戸空港＝姫
路港（午前）〜フェリー（昼）福田港（小豆島）※船内にてお弁当の昼食＝★寒霞渓観光（ロープウェイから瀬戸内海と寒霞渓の
絶景）※紅葉の時期（例年11月初旬〜中旬）＝★オリーブ園＝★二十四の瞳映画村観光＝ホテル　小豆島国際ホテル
又はベイリゾートホテル小豆島（泊）　２日目■ホテル＝★エンジェルロード見学（※干潮時刻予想は7：46）＝土庄
港（午前）〜フェリー〜（午前）高松港＝阿波牛の昼食＝★大歩危峡谷遊覧（午後）※紅葉の時期（例年11月初旬〜中旬）
＝★金刀比羅宮を地元ガイドと参拝（夕刻）＝ことひら温泉　琴参閣（泊）　３日目■ホテル＝★鳴門うずしお
観潮船乗船（午前）＝阿波三昧バイキングの昼食＝★大塚国際美術館（たっぷり2時間鑑賞）＝★鳴門大橋＝★おの
ころ島神社参拝（日本の神々誕生の聖地）＝★明石海峡大橋＝神戸空港（夕刻）ＦＤＡ（19：30頃）富士山静岡空港着

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

富士山静岡空港⇔種子島空港　鹿児島県

富士山静岡空港⇔神戸空港　四　国

30席限定‼ 11月初旬の締め切りになりますのでお早めにお申し込みください‼　京都府・兵庫県

紀元杉白谷雲水峡

うずしお

くろまつ号イメージ

天橋立イメージ 伊根の舟屋

寒霞渓 システィーナ・ホール

大歩危寒霞渓

瀬戸内海

種子島宇宙センター

	 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）	 １名様１室利用（お一人様料金）

11/1㈫〜3（木・祝）	136,000円	138,000円	156,000円

	 ２名様１室利用（お一人様料金）	 １名様１室利用（お一人様料金）

12/11㈰〜13㈫	 69,800円	 79,800円

旅行期間／旅行代金

11/4㈮〜6㈰
４名様１室利用（お一人様料金）	 92,000円
３名様１室利用（お一人様料金）	 96,000円
２名様１室利用（お一人様料金）	100,000円

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000948/001/003/X/page1/order/?utm_source=kawara&utm_medium=pdf&utm_campaign=1609
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000949/001/003/X/page1/order/?utm_source=kawara&utm_medium=pdf&utm_campaign=1609
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000950/001/003/X/page1/order/?utm_source=kawara&utm_medium=pdf&utm_campaign=1609


「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

秋の紅葉ハイキング、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。

秋の国内旅行秋の国内旅行 10～12月（日帰り）

毎年大好評をいただいている南アルプス静
岡の大井川源流、南アルプスの麓を訪れ、
南アルプスの眺望、植物など手付かずの大
自然を自然ガイドの案内で満喫する日帰り
バスツアーです。南アルプスでは10月中旬から木々が色づきはじめます。
静岡の宝ともいえる奥大井の南アルプスの秋をご満喫下さい。

　静岡県

錦秋の南アルプスの大自然体験

　　　　　各地［6：30-7：00］＝（貸切バス）＝白樺荘で許可車両に乗
り換え＝★畑薙大吊り橋＝聖登山口＝★椹島ロッジ（昼食）＝★二軒�
小屋（大井川渓流沿いの散策や紅葉に彩られる南アルプスの眺望をお楽しみください。
自然ガイドがご案内します。）＝白樺荘で貸切バスに乗り換え＝（貸切バス）
＝各地［19：30-20：00］

コ ー ス

お１人様13,900円（昼食付き）
ご旅行日 10/21㈮・24㈪・25㈫・27㈭・28㈮

■バス発着地／焼津駅、静岡駅
※小型バスの運行となり、募集人員は20名様で最少催行人員は15名様となります。

旅行代金

AF0123日 帰 り

アプト式鉄道時代の廃線敷を利用して旧熊ノ平駅から横川駅の間の約６キロが遊
歩道として整備されました。アプトの道は国の重要文化財である旧丸山変電所を
はじめ３つの橋と10のトンネルがあり、めがね橋は日本最大の煉瓦づくりアー
チ橋です。どなたでも気軽に歩いて紅葉を楽しめます。天然温泉“峠の湯”にて
温泉入浴後、帰宅となります。有名な横川の“峠の釜飯”をバスの中でどうぞ。
※全体で約２時間30分　片道約６km
※初級コースです。

　群馬県

碓氷峠路探訪　赤く染まる碓氷湖と煉瓦で造られためがね橋
旧信越線の遊歩道アプトの道を歩く

ご旅行日 11/3（木・祝）・11㈮
旅行代金 お１人様12,900円（昼食弁当付き）（夕食　 〃 　）
■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

　　　　　各地［6：30-8：00］＝海老名JCT＝鶴ケ島JCT＝藤岡JCT＝松井田妙義IC＝熊ノ平駐車
場　自由散策　10号〜６号トンネル・・・めがね橋・・・５号〜３号トンネル・・・碓氷湖・・・２号〜１号ト
ンネル・・・遊歩道アプトの道・・・横川駅集合（横川の名物　峠の釜飯をお土産に）＝天然温泉　峠の湯にてご入
浴＝松井田妙義IC＝藤岡JCT＝鶴ケ島JCT＝海老名JCT＝各地［19：30-21：00］

コ ー ス

AF0535日 帰 り

日 帰 り AF0532

東海道の鳴海宿と池鯉鮒宿の間に茶屋集落としてつくられた合宿。天明４年（1784年）の大火でほぼ全戸が焼失しま
したが復興を機に瓦葺き屋根、塗込造、なまこ壁などの防火建築が取り入れられたことから豪壮な商家の町並みがで
きあがりました。今も街道に面して絞り問屋の母屋や蔵
が並び、歴史的な景観を見せます。

　愛知県

江戸の面影残す東海道宿場町・有松を歩き伝統の有松絞りを見学と
国宝【源氏物語絵巻】をはじめとするやまとの美を堪能

　　　　　 各地［6：30-8：00］＝引山IC＝
徳川美術館にて【やまと絵うるわし】展鑑賞。10：00-12：30頃
日本の美しい風景や人々の営みを絵巻や屏風、扇面などに描いた「やまと絵」の美を紹介します。国宝「源氏物語絵巻」をはじめ、日本を代表する
「やまと絵」の宝庫でもある徳川美術館の絵巻・屏風・扇面画の名品を、一堂に公開いたします。
徳川美術館敷地内・宝善亭にてご昼食。
江戸時代の面影残る東海道の宿場･有松をガイドの案内で散策。13：00-15：00
（◆江戸の風情が残る「町並み」◆400年の歴史ある「しぼり」◆からくり人形を載せた「山車」以上を見学。）
有松IC＝各地［16：50-18：20］

コ ー ス
■バス発着地／清水駅、静岡駅、焼津駅、吉田IC

ご旅行日 11/12㈯・16㈬
お１人様11,800円（昼食付き）旅行代金

今回は秋の秩父を訪ねます。午前中は長瀞のライン下りを愉しみ、午後は寄居町の隠れた紅葉の名
所、雀宮公園でもみじ狩り。この雀宮公園は1913（大正２）年、「雀亭（すずめてい）」の名称で
建てられた七代目松本幸四郎（1870〜1949）の別邸跡地。地元の方がひっそり楽しむ紅葉スポ
ットになっております。

　埼玉県

秋色に染まる秩父
長瀞ライン下りと隠れた名所・雀宮公園で紅葉狩り

ご旅行日 11/17㈭・20㈰
旅行代金 お１人様12,500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］＝海老名JCT＝花園IC
長瀞ライン下り（岩畳から高砂橋まで乗船＆散策）　11：10-12：10
長瀞にて釜飯和定食のご昼食　12：15-13：05
雀宮公園　13：40-14：30
花園IC＝各地［17：10-19：00頃］

コ ー ス

AF0530日 帰 り

春と秋に二度桜が楽しめる場所として有名な埼玉県児玉郡の城峯公園を訪ねます。晩秋から初冬に
かけて開花するフユザクラは、別名「十月桜」と呼ばれる珍しい桜で、薄紅色の小さな八重の花をつ
けます。ロープウェイ山頂駅から徒歩６分で山頂まで
上がれる宝登山の紅葉とあわせてお楽しみください。

　埼玉県

紅葉と桜を一度に愉しむ贅沢　季節を忘れた冬桜「十月桜」
鑑賞と秩父連峰を見渡す「宝登山」山頂で紅葉狩り

ご旅行日 11/19㈯・22㈫
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［6：00-7：30］＝海老名JCT＝本庄児玉IC
城峯公園に咲く冬桜鑑賞　10：45-11：45
冬桜のお宿　神泉にて和食会席のご昼食　11：50-12：50
宝登山にて紅葉狩り　13：50-14：50
花園IC＝各地［18：00-19：30］

コ ー ス

AF0529日 帰 り

鋸山は高さ329ｍの奇岩が重なり合った鋸の歯のような形をした山です。ハイ
キングルートは主にコケに覆われた「車力道を歩いていくコース」と東京湾が
見晴らせる「関東ふれあいの道」と２通りになります。また歩くのが大変な方
はロープウエイ（有料）がありますのでこちらもご利用頂けます。石切場跡はま
るで遺跡のような吹き抜けの洞窟や岩肌が圧巻です。そこから更に上ると絶景が広がります。鋸山
は標高が低いのに絶景が見られる変化に富んだ楽しいハイキングコースが人気です。
※全体で約３時間　往復約６km
※初級コースです

　千葉県

秋の房総　絶景の鋸山ハイキング
苔むした岩がゴロゴロのもののけの車力道と絶景の関東ふれあいの道を歩く

ご旅行日 11/23（水・祝）・26㈯
旅行代金 お１人様12,800円（昼食弁当付き）
■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

　　　　　各地［6：30-8：00］＝横浜町田IC＝釜利谷JCT＝佐原IC＝久里浜港〜金谷港・・・鋸山ハ
イキング＝（吹抜け洞窟・石切場跡・地球が丸く見える展望台）＝金谷港〜久里浜港＝佐原IC＝釜利谷JCT＝
横浜町田IC＝各地［20：00-21：30］

コ ー ス

AF0534日 帰 り

日 帰 り AF0528

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る。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。

　滋賀県

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

　　　　　各地［6：30-7：30］＝小牧JCT＝彦根IC
石の寺・教林坊…伝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。11：10-12：10
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� 12：20-13：10
八幡山（ロープウェイ利用で八幡山頂上へ。晴れた日には近江市内を一望）� 13：40-15：20
彦根IC＝小牧JCT＝各地［19：00-19：30］

コ ー ス
■バス発着地／静岡駅、焼津駅、吉田IC

ご旅行日 11/23（水・祝）・28㈪
お１人様14,800円（昼食付き）旅行代金

日 帰 り AF0531

天園ハイキングコースは、富士山や相模湾を一望する「鎌倉アルプス」を北東方向に横断す
るハイキングコースです。「アルプス」という名前はついているものの、鎌倉アルプスにある山々は最高でも
標高159メートル。建長寺と瑞泉寺の拝観もできます。

　神奈川県

鎌倉で史跡と今年最後の紅葉を愉しむ１日
天園ハイキング・獅子舞の紅葉

　　　　　各地［7：00-8：40］＝藤沢IC
天園ハイキング【コース概要：総距離約４キロ　標高159ｍ　時間４時間（昼休憩含む）】
建長寺・・・勝上献展望台（天気が良ければ富士山が見られます）・・・十王岩の石碑・・・大平山・・・天園休憩所・・・
紅葉の名所・獅子舞・・・瑞泉寺　10：30-14：30
＊コース＊初心者コースであり危険な箇所はございませんが、建長寺からは長い階段を登り、岩場を下る場
面もあります。アップダウンもそれなりにあり、お散歩コースではございませんので予めご注意ください。
朝比奈IC＝各地［16：30-18：20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 11/30㈬・12/3㈯
お１人様10,800円（昼食付き）旅行代金

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000292/001/002/X/page1/order/?utm_source=kawara&utm_medium=pdf&utm_campaign=1609
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000951/001/002/X/page1/order/?utm_source=kawara&utm_medium=pdf&utm_campaign=1609
sbs-tours.com/shopdetail/000000000952/001/002/X/page1/order/?utm_source=kawara&utm_medium=pdf&utm_campaign=1609
sbs-tours.com/shopdetail/000000000953/001/002/X/page1/order/?utm_source=kawara&utm_medium=pdf&utm_campaign=1609
sbs-tours.com/shopdetail/000000000954/001/002/X/page1/order/?utm_source=kawara&utm_medium=pdf&utm_campaign=1609
sbs-tours.com/shopdetail/000000000955/001/002/X/page1/order/?utm_source=kawara&utm_medium=pdf&utm_campaign=1609
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