
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.62Vol.62

中部国際空港からベトナ
ム航空を利用しホーチミ
ン経由ダナンへ。
ハノイやホーチミンとは
違いゆったりした時間を
過ごせるベトナム中部を
訪れ遺跡やお寺をめぐり
ます。悠久の歴史を持つ

世界遺産古都フエ。かつて海のシルクロードの中継地点として日本人町も
栄えたというホイアンの古い町並はランタンがたくさん掛けられておりと
ても綺麗です。また４～13世紀にわたりチャンパ王国の聖地であり続けた
世界遺産ミーソン遺跡を訪ねます。

悠久の古都フエ・ホイアン・ミーソン遺跡
ダナンに３連泊しながら３つの世界遺産を訪ねます

BF00683 泊 5 日

旅行期間／旅行代金（静岡県内発着・２名１室利用のお一人様）

■最少催行人員／10名様より催行し、添乗員が県内より全行程に同行致します。
■宿泊予定ホテル／右記ホテル又は同等クラス　ダナン：ブリリアントホテル
■利用予定航空会社／ベトナム航空（エコノミークラス）　 ■食事条件／朝３昼３夕４回

　　　　　１日目■早朝、専用車にて中部国際空港へ（静岡駅・焼津IC・袋井IC・浜松駅）　中部国際空港 10：15 ホーチミン経由ダナ
ン 17：50　着後、ホテルへ　ダナン（泊）　２日目■終日、世界遺産ミーソン遺跡観光とホイアン観光（古民家見学、海のシルクロード博物館、福
建会館日本橋）　ホイアン町並み散策（ランタンナイトマーケットなど）　ダナン（泊）　３日目■世界遺産フエ観光（カイディン帝廟、ドラゴンボート乗
船、ティエンムー寺、グエン朝王宮）　龍の姿をした珍しいドラゴンブリッジ夜景鑑賞（橋の龍が火を噴きます）天候により中止になる場合がござい
ます。 ダナン（泊）　４日目■ダナン市内観光（ハン市場、チャム彫刻博物館、五行山、ショッピングなど） 空港へ　ダナン発 20：20 ホーチミン
経由名古屋へ　機内（泊）　５日目■中部国際空港着 7：30着　専用車にて静岡へ（浜松駅・袋井IC・焼津IC・静岡駅）

コ ー ス

ベトナム中部世界遺産めぐり　ベトナム

7/14㈮～18㈫ 158,000円
� ※一人部屋をご希望の場合には追加代金27,000円にて承ります。

※ご旅行代金の他に、燃油付加運賃、各地空港税、航空保険料が必要となります。（2017年2月現在約8,400円）

大川の滝

仙厳園

いわさきホテル

＊新緑の時期を迎え、春の花が彩る屋久
島を訪れます。
＊世界遺産・屋久島に２連泊。幻想的な
風景の『白谷雲水峡』散策や世界遺産
登録地『西部林道』を見学いただきま
す。
＊世界遺産に登録された、明治産業革命
遺産『仙厳園』見学

ＦＤＡでベストシーズンの鹿児島へ　大自然と文化に触れる３日間
新緑の自然遺産･屋久島３日間

AF06002 泊 3 日 富士山静岡空港発着　鹿児島県

　　　　　１日目■富士山静岡空港集合（12時頃）　富士山静岡空港 13：10 FDA133 14：45 鹿
児島空港＝（貸切バス）＝南埠頭 16：00～ジェットフォイル～18：30 安房港＝屋久島いわさき
ホテル（泊）　２日目■ホテル 8：00＝（貸切バス）＝★千尋の滝（落差66ｍの豪快な滝）＝★白谷雲水峡
散策（約２時間30分滞在）＊屋久島ガイド協会ガイドがご案内＝屋久島観光センターにて昼食 13：00～13：
45＝★西部林道（世界自然遺産登録地散策）　★大川の滝（名瀑）＝★中間ガジュマル＝屋久島いわさき
ホテル（泊）　３日目■ホテル（早朝）＝安房港 7：00～ジェットフォイル～9：35 南埠頭＝（貸切バ
ス）＝★仙厳園（磯庭園、尚古集成館をコンシェルジュの案内で見学）＝★酒匠工房GENにて昼食＝鹿児島空
港 15：15 FDA134 16：45 富士山静岡空港

　　　　　１日目■静岡富士山空港 11：45 FDA173 丘珠空港 13：30＝北の森ガーデン＝
層雲峡　層雲峡グランドホテル（泊）　２日目■ホテル 8：30＝700品種を越える草花が咲き誇る森
の花園大雪森のガーデン＝四季折々に開花する宿根草を中心に庭づくり上野ファーム＝昼食（二幸
本店　寿司ランチ）＝テレビドラマの舞台　風のガーデン＝十勝川温泉　ホテル大平原（泊）　３日目■
ホテル 8：30＝大賞“グランドアワード”に輝いた十勝千年の森＝元気な花さかおばあちゃんの紫
竹ガーデン（昼食　さくらご膳）=六花亭の包装紙に描かれた六花の森＝農と食のテーマパーク十勝ヒ
ルズ＝おとぎの国真鍋庭園＝十勝川温泉　ホテル大平原（泊）　４日目■ホテル 8：30=昼食（北の
漁場　海鮮丼）＝丘珠空港 14：00 FDA174 富士山静岡空港 15：50

コ ー ス

コ ー ス

出発日・旅行期間／旅行代金

出発日・旅行期間／旅行代金

■募集人数／20名＋添乗員１名　　■食事条件／朝２昼２夕２回

■最少催行人員／10名　　■添乗員／全行程同行　　■食事条件／朝３昼３夕３回

旅行期間：①4/６㈭～8㈯　②4/21㈮～23㈰
出 発 日 ４名様１室利用

（お一人様）和室利用
３名様１室利用
（お一人様）

２名様１室利用
（お一人様）

１名様１室利用
（お一人様）

①4/６㈭ 112,000円 114,000円 118,000円 138,000円
②4/21㈮ 117,000円 119,000円 123,000円 143,000円

旅行期間：①6/26㈪～29㈭　②7/5㈬～8㈯
出 発 日 ４名様１室利用

（お一人様）
３名様１室利用
（お一人様）

２名様１室利用
（お一人様）

１名様１室利用
（お一人様）

①6/26㈪ 134,000円 137,000円 140,000円 155,000円
②7/5㈬ 146,000円 149,000円 152,000円 167,000円

白谷雲水峡

大雪～富良野～十勝を結ぶ全長250㎞のガーデン街道
に点在する８つの美しい個性あふれるガーデンを訪れ

ます。一度は行って見たい広大な風景をお楽しみください。
またご宿泊は層雲峡に１泊、十勝川温泉に２連泊。天然の保湿成分がたっぷ
り含まれた世界でも稀少なモール温泉（植物性温泉）琥珀色のお湯をこころ
ゆくまでお楽しみください。
ホテル大平原では熱気球もお楽しみ頂けます。30mまで上昇する気球から十
勝平野を一望出来ます。� ※熱気球は天候により中止になる場合もございます。

北海道ガーデン街道の旅
広大な敷地に咲き誇る色彩豊かな
８つの庭園を巡ります

AF05133 泊 4 日 富士山静岡空港発着　北海道

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000994/003/page1/recommend/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1703
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000948/001/X/page2/recommend/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1703
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000917/001/X/page3/recommend/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1703


「春から夏の国内旅行」
お申し込みに
あたって

「春から夏の国内旅行」
のポイント

ハイキング、芸術鑑賞など
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。

４～５月（日帰り）春から夏の国内旅行春から夏の国内旅行
催行状況・お申し込みはこちらから

SBS旅行 検　索
ホームページ

WEB早期割引はじめました！！※対象コースはホームページをご覧ください。

伊豆の瞳との別名を持つ一碧湖は約10万年前の噴火でできた火口湖です。湖を起点として十足の
さくらの里までお花見ウォーキングします。水田が広がる様子と、十足
の集落の先に矢筈山を望む風景はのどかで穏やか。コースは比較的平坦
ですがゆるやかな
登りもあり、変化
に富んだ楽しいウ
ォーキングとなる
でしょう。

　静岡県

伊豆の瞳一碧湖と十足の里やまを訪ねて
伊東八景のひとつ一碧湖からさくらの里へお花見ウォーキング

　　　　　各地［6：30-8：00］＝
一碧湖〜さくらの里へ　10：00-14：30
一碧湖周遊（70分）〜一碧湖神社〜（40分）〜引手力男神社〜（40分）〜さくらの里（昼食を含め60分）
大室山の麓にある『さくらの里』では９月中旬には十月桜が咲き始め、冬から春にかけての寒桜、大寒桜、伊
東桜、染井吉野、枝垂桜、八重紅大島桜、大島桜、八重桜の関山・松月・奥都など、５月初旬まで約８ヵ月にわ
たり、大室山を背景に様々な種類の桜がたえまなく咲きほこります。
リフトに乗って大室山山頂へ（※当日の天候によってご乗車できない場合もございます）
＝各地［16：00-17：30］

コ ー ス

お１人様9,800円（昼食弁当付き）

ご旅行日 4/9㈰・12㈬

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

旅行代金

AF0573日 帰 り

集落の中心を拾ヶ堰が流れる下堀は、
広く水田が広がります。中世からの幾
筋もの千国道が交差する交通の要の地
区でした。西側の扇町地区は下堀金の
枝郷として開墾されました。旧街道沿
いに屋敷林の連なる風情のあるみちと

なっています。現在は広域農
道沿いの大
型ショッピングセンターや烏川工業団地で
商工業の中心地のひとつになっています。

　長野県

春の安曇野・桜の下の原風景を歩く
堀金下堀・扇町地区　二つの地区の歴史をめぐる旅

　　　　　各地［6：30-7：30］＝（52号線経由）＝安曇野IC
扇町公園・・・約1.2km＊24分・・・諏訪神社・・・約1.2km＊24分・・・十郎右衛門屋敷・・・約0.6km＊
12分・・・中村の道祖神・・・約0.8km＊16分・・・天明霊神社・・・堀金道の駅
安曇野IC＝（52号線経由）＝各地［18：50-19：50頃］

コ ー ス

お１人様10,800円（昼食弁当付き）

ご旅行日 4/16㈰・18㈫

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅

旅行代金

AF0466日 帰 り

のどかな塩田平を訪ね、第二次世界大戦中、志半ばで戦場に散った画学生たちの残した作品や愛用
品、若くして亡くなった夭折画家のデッサンをじっくり見学します。ご昼食は知る人ぞ知る、龍光
院の山菜料理に舌鼓。春の香りいっぱいの塩田平
でアートと美食を楽しみます。

　長野県

志半ばで戦場に散った画学生たちの残した作品や夭折画家の作品
新緑の塩田平　無言館を訪ねる

　　　　　各地［6：30-7：30］＝（52号経由）＝
戦没画学生慰霊美術館・無言館（第二次世界大戦中、志半ばで戦場に散った画学生たちの残した絵画や作品、イーゼルなどの愛用品）　11：30-12：20
塩田平・龍光院（山菜膳昼食）　12：30-13：40
塩田北条氏の菩提寺。格式ある黒門と樹齢600年のケヤキが見事です。鐘楼の棟には北条氏の紋である寺
紋「三ツ鱗」が飾られています。
信濃デッサン館（村山槐多、関根正二、立原道造など夭折画家の作品）　13：45-14：45
＝各地［19：00-20：00］

コ ー ス

お１人様13,800円（昼食付き）

ご旅行日 4/21㈮・22㈯

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅

旅行代金

AF0568日 帰 り 日 帰 り AF0326

福沢桃介（福沢諭吉の娘婿）が、ドイツのミュンヘンで華麗に咲く三色
の花桃を見かけ、その美しさに魅せられ３本の苗を購入し帰国、大正
11年、木曽の発電所庭に植えたのが始まりと言われています。今回は
１番賑やかな月川温泉郷をご案内します。また、富士見台高原では往

復ロープウェイ
でミズバショウ
の群生地へご案
内致します。

信州のお花めぐり　長野県

ミズバショウの群生地と約1000本の
花桃が咲き誇る桃源郷を歩く旅

　　　　　各地［7：00-8：30］＝（東名）＝豊田JCT＝土岐JCT＝園原IC＝
門前屋にてご昼食　11：35-12：25
お料理は、おからを出さない門前豆腐を始め、秘伝くるみだれ使用の御幣餅など、おいしくて身体に優しいものをお出ししています。
花桃の里散策　12：35-13：45
富士見台高原山麓駅＋（富士見台高原ロープウェイ）＋富士見台高原山頂駅・・・水芭蕉の群生地・いわなの森　13：50-15：20
＝園原IC＝土岐JCT＝豊田JCT＝（東名）＝各地［18：25-20：00頃］

コ ー ス
■バス発着地／清水駅、静岡駅、焼津駅、吉田IC

ご旅行日 4/26㈬・29㈯
お１人様12,800円（昼食付き）旅行代金

日 帰 り AF0567 美食と花の旅　東京都

青梅の隠れた名料亭『かいせき・しつらえ井中居』の昼懐石と
約２万本のつつじと文化財の寺『塩船観音寺』

　　　　　各地［7：30-9：50］＝海老名JCT＝青梅IC
井中居　12：00-13：30
明治初期に建てられた屋敷を改装した隠れ家的料亭。自然溢れる静かな空間で山と川の幸をお楽しみください。
塩船観音寺　13：45-15：15
塩船観音は大化年間に八百比丘尼によって開山されたとされる古刹。平安時代には修験場として盛んだっ
たといわれ、茅葺きの仁王門や本堂は室町時代の作で、国の重要文化財に指定されています。毎年４月中旬
〜５月上旬には本堂を包み込むように約２万本のつつじが境内に咲き誇ります。また2010年には開創
1350年祭を記念し、都内最大級の「塩船平和大観音像」が建立されました。
青梅IC＝海老名JCT＝各地［17：30-19：20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 4/26㈬・28㈮
お１人様14,500円（昼食付き）旅行代金

日 帰 り AF0562

秩父多摩甲斐国立公園内に位置し国内屈指の渓谷美を誇る景勝地です。「七
ツ釜五段の滝」に代表される大小さまざまな美しい滝。初夏のシャクナ 
ゲが見事です。森林浴のリラックス効果が実証され、森林セラピー基地 
に認定されています。平成の名水百選・日本の滝100選・水源の森100 

選・新日本観光地
100選・森林浴の
森100選等様々な100選に認定されてい
る西沢渓谷で自然の癒しの優しさを感じな
がらハイキングを楽しみます。

　山梨県

国内屈指の景勝美。シャクナゲ咲く西沢渓谷癒しのハイキング

　　　　　各地［6：00-7：20］＝甲府南IC＝一宮御坂IC＝
シャクナゲ咲く西沢渓谷　ハイキング　約５時間（昼食休憩を含む）　10：00-15：00
西沢渓谷１周約10km
西沢渓谷入口・・・二俣吊り橋・・・三重の滝・・・竜神の滝・・・七ツ釜五段の滝・・・不動滝・・・旧森林軌道・・・シャクナゲ大群落
※コース内、危険な箇所はありませんが岩場歩きや、多少アップダウンがあります。
※当日の天候や散策道の状況で、現地ガイド判断の下コースを変える場合もございます。
持ち物：動きやすい服装、トレッキングシューズ、軍手、上下わかれている雨具、レジャーシート（ご昼食時使用の為）
一宮御坂IC＝甲府南IC＝各地［17：40-19：20］

コ ー ス

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

ご旅行日 5/13㈯・17㈬
お１人様10,800円（昼食弁当付き）旅行代金

芦ノ湖と富士を眺める45,000坪に及ぶ広大な庭園に、岩崎 
小彌太男爵が植えたつつじ・しゃくなげを山のホテルが受け
継ぎ、地形の起伏を利用して、ツツジは富士山に向かって駆
け上るように、また芦ノ湖に向かって流れ込むように植えら
れ、まるで一幅の絵を見ているよう。約30種3,000株のツ
ツジ、20種300株のシャクナゲが咲き誇る景色と男爵別邸
跡竣工から100年が経った今も変わらぬ箱根・芦ノ湖の絶
景をお愉しみください。午後は2013年秋にオープンした、
東洋の美の結晶が一堂に会する岡田美術館で『美とやすらぎ

の時』をお過ごしく
ださい。

45,000坪の広大な庭に咲き誇る花々たちの競演　神奈川県

芦ノ湖と富士山の絶景『山のホテル』つつじ・しゃくなげフェアと
小涌谷に誕生した新しい美の殿堂『岡田美術館』をめぐる

　　　　　 各地［7：30-9：40］＝御殿場IC
芦ノ湖・山のホテル　11：15-13：15
昼食後は、色とりどりのツツジ3,000株が咲く庭園内を散策
岡田美術館　13：30-15：30
〜ジャポニズム　西洋と日本〜　ガラス工芸の精華　ガレとドームの世界展
御殿場IC＝各地［16：30-18：30］

日 帰 り AF0431

コ ー ス

お１人様12,800円（昼食付き）

ご旅行日 5/12㈮・16㈫

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

旅行代金

自然溢れる初夏の新城市で、新緑茂る風景を楽し
みませんか？午前中に訪ねる阿寺の七滝は阿寺川
の断層崖を全長62ｍに渡って７段の階段状に曲 
線日を描いて流れ落ちる国指定の名勝天然記念
物。また、百間滝は関東から九州まで延びる「中
央構造線」という断層上にあり、古くから大地のパワーが
宿る場所として知られています。また、午後に訪れる四谷
の千枚田は高低差200ｍに約22戸の農家が420枚の田を
耕していて、日本の棚田100選に選ばれております。

　愛知県

緑深い渓谷と澄んだ渓流をゆく　日本の棚田100選
四谷の千枚田と大地のパワーが宿る阿寺の七滝をめぐる

　　　　　各地［7：30-9：15］＝新城IC＝
阿寺の七滝　11：00-12：00
湯の風HAZUにてご昼食　12：30-13：45
鳳来峡・板敷川を眺める
四谷の千枚田　14：25-15：30
新城IC＝各地［17：00-18：50］

コ ー ス

お１人様10,800円（昼食付き）

ご旅行日 5/19㈮・20㈯

■バス発着地／清水駅、静岡駅、焼津駅、吉田IC

旅行代金

AF0570日 帰 り

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000995/001/X/page1/recommend/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1703
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000848/001/X/page1/recommend/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1703
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000996/001/X/page1/recommend/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1703
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000331/001/X/page2/recommend/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1703
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