
迎春迎春

　
　
～ノスタルジックな街“十分”で願いを書いたランタンを飛ばそう～

５日間
BF0065

あったか台湾へ行こう！

１日目　17：25静岡空港集合　19：25発空路、台北へ　22：20台北着　ホテルへ 台北（泊）

２日目　専用車　午前：市内観光（龍山寺・総統府（車窓）・中正記念堂・お茶セミナー）　

　　　　夕方：嘉義へ　煌びやかな嘉義ランタンフェスティバル散策　夕食：郷土料理 嘉義（泊）

３日目　専用車　午前：日月潭観光（日月潭湖畔散策・文武廟・日月潭クルーズ）

　　　　午後：台湾新幹線にて台北へ　夕食：小籠包料理 
台北（泊）

４日目　専用車　市内観光（忠烈祠・故宮博物館・民芸品店ショッピング）

　　　　ノスタルジックな老街九份観光・十分天燈上げ体験　夕食：郷土料理 
台北（泊）

５日目　専用車　出発まで自由行動　免税店へご案内　昼食後、空港へ　空路、静岡へ　14：50台北発

　　　　静岡空港18：30着　解散　お疲れ様でした

■上記代金には日程内の航空券代金・宿泊費・食事代・観光入場料が含まれます　ランタンはお２～３人で１つを飛ばします　■別途空港諸税・燃油負荷運賃・航空保険料が別途必要（約2200円９/30日現在）

■利用予定ホテル：台北／三徳大飯店または同等クラス　嘉義／鈺通ホテルまたは同等クラス※シャワーのみのお部屋になる場合もあります　■利用航空会社：中華航空（ＣＩ）エコノミークラス

■食事条件：朝４回／昼４回／夕３回　■静岡空港から添乗員同行　■最少催行人員：10名様

■食事条件：朝２／昼３（内１回弁当）／夕２　■添乗員全行程同行　■最少催行人員：10名様

★ノスタルジックな車内が懐かしい津軽鉄道ストーブ列車
へご乗車

★200基に及ぶ大小様々な燈籠や雪像、かまくらが幽玄
な世界を演出する『弘前雪燈籠まつり』をご見学

★３～８ｍの紙風船が冬の夜空に舞う北秋田の風物詩『紙
風船上げ』をご見学

２日３日
AF0638

２日３日
AF0635

●旅行期間 2018年２月９日㈮～11日㈰

津軽鉄道・ストーブ列車で
鑑賞する白銀の雪景色と北秋田の幻想的な
冬の風物詩・上桧木内の紙風船上げ

●旅行代金 ２名様１室利用（お一人様）

128,800円133,800円
１名様１室利用（お一人様）

１日目　各地［９：00-11：00］＝（東名、名神、東海北陸）＝荘川ＩＣ＝
　　　　★世界遺産・白川郷見学（約１時間30分）＝白川郷ＩＣ＝飛騨清見ＩＣ＝ホテル
　　　　※お正月らしい和食会席のお食事や天然温泉をお楽しみください。 ひだホテルプラザ（泊）
２日目　午前：★飛騨一宮・水無神社参拝（初詣）　昼食はホテルにて洋食ミニコースをご賞味
　　　　午後：高山市内自由散策をお楽しみください。（上三之町の古い街並みなど）
　　　　※お正月らしい和食会席のお食事や天然温泉をお楽しみください。 ひだホテルプラザ（泊）
３日目　ホテル＝貸切バスにてゆっくり出発＝飛騨古川へ
　　　　★飛騨古川の古い街並み散策（瀬戸川と白壁土蔵街の散策や造り酒屋、和ろうそく店の見学

をお楽しみください。）　飛騨古川＝飛騨清見ＩＣ＝各地［17：00-19：00］

１日目　静岡駅＋東京駅＋新青森駅［８：11-12：35着］
　　　　金木・太宰治記念館（斜陽館見学）＝金木駅　14：44発＋津軽鉄道・ストーブ列車〈約15分

乗車〉＋津軽中里駅　15：01着　弘前公園（ライトアップの天守閣や雪像、ミニかまくらな
ど幻想的な「弘前雪燈籠まつり」を見物） 弘前パークホテルまたは同等クラス（泊）

２日目　ホテル＝丈六延命地蔵菩薩（全国的五指に入る高土約4.82mの木彫座像）＝昼食
　　　　阿仁スキー場山麓駅+阿仁ゴンドラ+山頂駅…ガイドの案内で標高1,200メートルの樹

氷原を散策…山頂駅+山麓駅　上桧木内（真冬の夜空に舞う幻想的な紙風船、北秋田の冬
の風物詩「紙風船上げ」を自由に見物）　～19：00

 駒ケ岳グランドホテルまたは同等クラス（泊）
３日目　ホテル＝田沢湖畔（たつ子像）＝角館（冬景色の武家屋敷通りを自由散策）＝西宮家（特製

ランチ）…新潮社記念文学館＝盛岡駅＋東京駅＋静岡駅［15：30-19：51着予定］
■旅行費用に含まれるもの：バス代、宿泊代、食事代（朝２回・昼３回・夕食２回）、団体行動中の入場料
■宿泊施設：ひだホテルプラザ　＊旅行業が選ぶ『５つ星のホテル』『人気温泉旅館ホテル250選』
■出発地：静岡駅・焼津駅・吉田ＩＣ・浜松駅　■添乗員全行程同行　■最少催行人員：20名様

★『ひだホテルプラザ』に２連泊。天然温泉のお風呂やお食事など、
　５つ星ホテルの滞在をゆっくりお楽しみください。
★飛驒一宮水無神社にて初詣。１年の幸福や健康を
祈願いただいます。
★飛騨高山や飛騨古川の古い街並みや雪景色の白川
郷の見学いただきます。

●旅行期間 2018年１月１日㈪～３日㈬

新春の旅
雪景色の白川郷と小京都・
高山で過ごすお正月

●旅行代金
68,000円
４名様１室利用（お一人様）

72,000円
３名様１室利用（お一人様）

75,000円
２名様１室利用（お一人様）

85,000円
１名様１室利用（お一人様）

★静岡空港からだから出発もら
くらく！

★嘉義から台北は台湾新幹線を
利用するのでらくらく移動

★ノスタルジックな老街九份は
土日の混雑を避け平日に行きま

す♪

★十分では点燈上げ体験！願い
を書いて大空にランタンを飛ば

そう

あったか台湾へ行こう！

嘉義ランタンフェスティバルin2018
～ノスタルジックな街“十分”で願いを書いたランタンを飛ばそう～

お正月
の旅

●旅行期間 2018年３月２日㈮～６日㈫

●旅行代金 108,000円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　　※お一人部屋追加代金  ￥25,000

画像提供：台湾観光局台湾観
光協会

水無神社 白川郷 露天風呂 阿仁山樹氷原

ストーブ列車

弘前雪燈籠まつり上桧木内紙風船上げ

小籠包イメージ

青嶋の
お薦めです！

年々人気を集めている台湾の
ランタンフェスティバルをじっくり鑑賞

名物の小籠包や郷土料理に舌鼓♪♪
パイナップルケーキも

お店によって味が違います。
食べ比べてみるのも

いいかも！

富士山静岡空港発着

冬景色

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。

出発日前日
より起算して

20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30％

30日前から3日前まで 2日前から
前　日

旅行代金の
30％

50,000円
30,000円
20,000円
旅行代金の20％

30万円以上
15万円以上30万円未満
10万円以上15万円未満
10万円未満

旅行代金の
50％

旅行代金の
全　額

旅行開始日及び
無連絡不参加 旅行開始後

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

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。

2017
11月号
vol.70

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000967/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001084/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001085/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711


お正月ご利益企画
まとめてお薦め、お正月の七福神巡り

１泊２日
AF0639

１日目 静岡駅・焼津駅・浜松駅［6：00-8：00］＝浜松西IC＝（東名・伊勢湾岸・東名阪）＝郡山IC
＝（車中にてお弁当の昼食）＝★薬師寺（※新たに復興した食堂拝観）＝★西大寺（西大
寺で受け継がれる大茶盛式を体験）＝京都アパホテル着

 ★町屋の雰囲気漂う『百足屋』にて京都おばんざい料理の夕食
 ※夕食後はホテルまで、お客様ご自身でお戻りいただきます。　　　京都アパホテル（泊）
２日目 ホテル＝★泉山七福神巡り（泉涌寺山内の七福神に加え、番外の新善光寺と泉涌寺を含

めた九福（久福）巡ります。）＝京都市内にて昼食＝錦市場にてお買い物＝京都東IC＝
（名阪・東名）＝浜松西IC＝浜松駅・焼津駅・静岡駅［18：00頃-20：00頃］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

京都の新春の風物詩

●旅行期間 2018年１月７日㈰～８日（月・祝）
●旅行代金

★京の新春の風物詩・泉山七福神巡りで幸運祈願。福笹を手に九福を巡り
　ます。
★薬師寺の白鳳伽藍主要堂塔に復興した「食堂（じきどう）」を拝観。堂内には田渕俊夫画伯作のご本
尊「阿弥陀三尊浄土図」や全長約50メートルの大壁画「仏教伝来の道と薬師寺」が祀られています。

★西大寺では鎌倉時代から伝わる『大茶盛り式』を体験いただきます。

１名様１室利用（お一人様）

45,800円43,800円
２名様１室利用（お一人様）

泉山七福神と再建された
薬師寺・食堂、大茶盛式体験

じきどう

１泊２日
AF0636

１日目 清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-8：00］＝
 三輪素麺を使ったご膳のご昼食　12：30-13：20
 桜井・聖林寺（国宝十一面観音立像）　13：40-14：30
 道明寺（国宝十一面観音拝観）　15：20-16：10
 ＝大阪帝国ホテル　16：45頃着
 ご夕食は帝国ホテル内【日本料理　大阪なだ万の懐石をご用意】　　大阪帝国ホテル（泊）
２日目 ホテル 9：30出発予定＝大阪七福神めぐり　10：00-14：00頃（昼休憩含む）
 三光神社＝長久寺＝法案寺＝大乗坊＝大国主神＝今宮戎神社＝四天王寺
 湊町T/G＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：30-20：00頃］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

2018年のご利益企画！！

●旅行期間 2018年１月18日㈭～19日㈮
●旅行代金

★普段非公開！！道明寺の国宝十一
　面観音拝顔
★大阪帝国ホテル宿泊＆同ホテル
　内「大阪なだ万」の懐石料理で
　優雅な滞在♪
★弊社の人気企画「七福神巡り」！！
　今回は大阪七福神に会いにゆき
　ます

２名様１室利用（お一人様）

51,800円61,800円
１名様１室利用（お一人様）

帝国ホテル大阪宿泊となだ万の懐石料理
大阪七福神と関西の国宝
十一面観音を訪ねて

日帰り
AF0476

●旅行期間 2018年１月13日㈯・17日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［5：30-7：20］＝佐原IC＝

香取神宮（下総國一の宮、初参り）　10：30-11：20

佐原・千よ福（モダンな店内で日本料理を賞味）・・・佐原の町並みを自由

散策　11：30-13：00

息栖神社（ご神体の井戸・忍潮井、芭蕉句碑）　13：35-14：05

鹿島神宮（常陸国一の宮、関東屈指の古社）　14：30-15：20

潮来IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：50-20：40頃］

毎年ご好評頂いているコースです！！

日帰り
AF0633 年の始めのゲン担ぎ
柴又七福神めぐりと文豪達に
愛された老舗【川甚】でご昼食

●旅行期間 2018年１月５日㈮・７日㈰
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★毎年人気の日帰り七福神めぐり！！今年は柴又をめぐります♪　★七福神めぐりはもちろん、
　お正月で賑う柴又をブラブラ見学します♪　★ご昼食は老舗料亭「川甚」にてご用意します♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：30-9：40］＝川甚のご昼食　12：00-13：00
柴又七福神めぐり　約５km　約２時間半
医王寺（いおうじ）・・・万福寺（まんぷくじ）・・・良観寺（りょうかんじ）・・・題経寺（だいきょうじ：
帝釈天）・・・宝生院（ほうしょういん）・・・真勝院（しんしょういん）・・・観蔵寺（かんぞうじ）
四つ木T/G＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-19：45］

新春恒例好評企画！！

日帰り
AF0634

●旅行期間 2018年１月６日㈯・10日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★大山名物「豆腐懐石」をご賞味
★信仰の山「大山」詣りでご利益UP
★途中まではケーブル利用でラクラク♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［8：00-10：00］＝秦野中井IC
大山ケーブル駅・・・こま参道（上り）・・・旅館あさだ（大山名物とうふ会席）・・・大山ケーブル山麓駅＝
阿夫利神社山頂駅・・・阿夫利神社（下社）参拝・・・阿夫利神社山頂駅＝大山寺中間駅・・・雨降山あぶり
さん大山寺参拝・・・大山寺駅＝大山ケーブル山麓駅・・・こま参道（下り）・・・大山ケーブル駅＝鶴巻
温泉（源泉掛け流しをお愉しみください）
秦野中井IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：50-19：20］

信仰の山『大山詣り』と
老舗旅館の名物　豆腐懐石を味わう

鹿島神宮・息栖神社・香取神宮
2018年　東国三社初詣

香取神宮

息栖神社

鹿島神宮

★個人では行きづらい千葉と茨城の名所をめぐります。

★CMや映画の撮影でも人気の佐原の街並みを散策♪

★地の物を使ったご昼食を堪能♪

日帰り
AF0087

●旅行期間 2018年１月１日（月・祝）
●旅行代金 9,500円（昼食弁当付き）

（費用には乗船料、食事代、消費税が含まれます）

5：50 AM 清水港集合・乗船受付開始（受付は5：50より開始いたします。）
6：20 AM 「オーシャンプリンセス号」出港～キャプテン挨拶
 特製のおせち料理風のお弁当（かに汁付き）をご用意しております。
7：00 AM デッキへご案内、2018年の初日の出をご覧ください
 樽酒鏡割（記念の枡をプレゼントいたします）　船内にてビンゴゲーム大会
8：15 AM 帰港予定／解散
※船内のお席は、完全予約制になっております。　※小学生のお子様も同料金となります。
※ご人数によって他のお客様と相席になる可能性がございます。予めご了承ください。
※雨天時や初日の出がご覧いただけないような天候が見込まれる場合でも、新春クルーズと
して催行致します。予め荒天などで欠航が見込まれる場合のみ中止のご連絡を致します。
前日（12/31）の夕刻（17：00）までに弊社より連絡がない場合はご集合をお願いします。

毎年ご好評頂いているコースです！！

帆船　オーシャンプリンセス号で迎える

2018年　初日の出クルーズ
元旦

※当日は帆を張っての運行は致
しません。

■ご集合場所／清水マリンパーク　清水波止場遊覧船乗り場

百足屋夕食（イメージ）

阿弥陀三尊浄土図 西大寺大茶盛り式（イメージ）

江戸時代から信仰が広まっていった『七福神めぐり』は７柱の神様をめぐることで
七つの災難から除かれ、七つの幸福が受けられるようになるといわれています。
加えてウォーキングで美容と健康を手に入れ、2018年も元気にお過ごしいただき、
ご多幸に恵まれますよう、七福神めぐりツアーを心からおススメいたします♪

★オーシャンプリンセス号に乗って、誰にも邪魔されず日の出を鑑賞！！
★新年のお祝いムード満点のおせち風弁当
★樽酒鏡割りやビンゴ大会のイベントもお楽しみに♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001086/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001087/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001088/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000863/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001089/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000300/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711


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。

出発日前日
より起算して

20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30％

30日前から3日前まで 2日前から
前　日

旅行代金の
30％

50,000円
30,000円
20,000円
旅行代金の20％

30万円以上
15万円以上30万円未満
10万円以上15万円未満
10万円未満

旅行代金の
50％

旅行代金の
全　額

旅行開始日及び
無連絡不参加 旅行開始後

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

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。

最少催行人員：日帰り25名、宿泊20名。添乗員：同行します。

紅　葉

日帰り
AF0627

2017年を振り返る１日
遠州三山・自分巡礼の旅

●旅行期間 2017年12月１日㈮・３日㈰
●旅行代金 9,800円（昼食付き）

★今年の１年を振り返る巡礼の旅はいかがで
すか？
★紅葉を見ながら３ヶ寺を巡ります。
★自分巡礼記念のご利益茶をプレゼント♪

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［8：00-9：45］＝
医王山油山寺（境内にある約1000本のカエデが紅葉し、真紅や黄色、緑のコントラストが山
門や参道を彩ります。境内には天然記念物の御霊杉や、三重の塔をはじめとした多くの文化財
建造物があり、歴史・文化に触れながら、風情ある紅葉を楽しめます。）　10：30-11：30
可睡斎（精進料理のご昼食）　11：45-13：45
法多山　14：15-15：45
＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［16：20-17：50頃］

神社仏閣

日帰り
AF0625

●旅行期間 2017年12月２日㈯・７日㈭
●旅行代金 12,500円（昼食付き）

★恵林寺と一之宮浅間神社の２箇所は案内付き！

★干し柿をその場で購入出来ます

★吊るした柿のカーテンはまさに圧巻です！！

★武田神社の御朱印はとっても珍しいのです

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝甲

府南IC＝恵林寺＝枯露柿見学＝昼食＝甲斐の

国一之宮浅間神社＝武田神社＝甲斐善光寺＝

富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：30］

晩秋の風物詩　枯露柿の里を訪ねる
〈甲斐の国〉ぶらり寺社めぐり
一之宮浅間神社　総鎮護武田神社　甲斐善光寺　恵林寺

伝統と歴史散策

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝
（東名高速）＝東京IC
貞千代にて会席昼食と大尽遊び　11：30-13：00
浅草、冬の風物詩「羽子板市」見学　13：00-15：00
東京IC＝（東名高速）＝富士IC・清水駅・静岡駅・
焼津駅［17：30-19：20］

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-8：30］＝渋谷IC
古地図めぐり　約５km　約３時間半　
田町駅前（バス降車）→西郷・勝会見の地→御穂・鹿嶋神社→雑魚場跡→薩摩藩上屋敷跡→柳神社→
赤羽橋→中之橋→一之橋→狸穴坂→麻布台→五大山不動院→檜町公園 （長州藩中屋敷跡）→勝海
舟邸跡→報土寺→三分坂→円通寺坂→鈴降り稲荷神社→浄土寺→赤坂見附駅付近
川崎IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：50-18：50］

日帰り
AF0419

●旅行期間 2017年12月17日㈰・18日㈪・19日㈫
●旅行代金 10,000円（昼食付き）

★浅草冬の風物詩【浅草羽子板市】をご見学
★日本に７人しか残っていない太鼓持ちと大尽遊び
★下町で堪能するご昼食とお座敷遊び♪

浅草・冬の風物詩「浅草羽子板市」見学と
７名しか存在しない江戸の太鼓持ちと
大尽遊びで粋を体験！！

日帰り
AF0596
古地図片手に江戸散歩♪
幕末ドラマに思いを馳せる赤坂と
『ひよっこ』に登場する鈴降り稲荷神社参拝

●旅行期間 2017年12月20日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食弁当付き）

★幕末の英雄にとってゆかりの地【赤坂】を古地図散歩
★TVや書籍でも知られる古地図歩き専門ガイドがご案内
★朝ドラ【ひよっこ】にも登場の鈴降り稲荷神社も参拝

日帰り
AF0621

●旅行期間 2017年12月２日㈯・６日㈬・16日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★個人では行きにくい三峯神社にご案内

★静岡ではなかなか食べられないジビエ料理をご用意

★壮大な秩父連山の眺めに感動！！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-8：30］＝御殿場IC＝（雁坂トンネル経由）
きのこの里　鈴加園にてジビエ料理のご昼食　12：30-13：20

（鈴加園は昭和44年秋に秩父地方第一番に埼玉県観光農業育成地方第一番に開設いたしました。 当奥秩父では山の
仕事が主でその人達（木遣坊）の代表料理が郷土料理である石器焼で自然の石（砂岩）を炊火で焼き「ねぎ味噌」で山野
菜、きのこ類、野獣肉等を頂きます。油を使わず、煙が出ず、こげず、素材本来のおいしさが味わえるのが特徴です。）
関東随一のパワースポット　三峯神社参拝　14：00-15：00
御殿場IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：20-20：10頃］

標高1,102ｍに鎮座するもっとも神に近い神社
『関東随一のパワースポット　三峯神社』参拝と
秩父地方第一番に開設した鈴加園でジビエ料理を愉しむ

●旅行期間 2017年12月１日㈮・３
日㈰

●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★日本一遅い紅葉で知ら
れる房総へ♪

★SNSで話題の濃溝の
滝や粟又の滝を鑑賞♪

★ご昼食がお弁当のため
、現地でゆっくり時間を

とります♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝アクアライン

＝君津IC
濃溝の滝　12：00-13：00

粟又の滝　13：30-14：30

養老渓谷　14：40-15：40

木更津東IC＝アクアライン＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅

［19：30-21：00頃］

秘境　濃溝の滝・粟又の
滝・養老渓谷

日本で一番遅い紅葉を
めぐる日帰り

AF0637

25名様
限定

田代の
お薦めです！

紅葉見逃してませんか？
日本で１番遅い紅葉で知られる

房総で秘境の紅葉を
楽しみませんか？

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001080/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000930/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001067/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001068/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001081/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000775/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711


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。

出発日前日
より起算して

20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30％

30日前から3日前まで 2日前から
前　日

旅行代金の
30％

50,000円
30,000円
20,000円
旅行代金の20％

30万円以上
15万円以上30万円未満
10万円以上15万円未満
10万円未満

旅行代金の
50％

旅行代金の
全　額

旅行開始日及び
無連絡不参加 旅行開始後

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

http://sbs-tours.comホームページアドレス

※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。

最少催行人員：日帰り25名、宿泊20名。添乗員：同行します。

１日目　静岡空港　9：00発予定＝福岡空港　10：40着予定
　　　　唐津のイカづくしのご昼食　12：30-13：20
　　　　旧高取邸（炭鉱王の残した日本の近代建築「美」）　13：50-14：50
　　　　唐津神社・曳山展示場（世界最大級の漆工芸品、多種多様の造形「美」）　14：55-15：55
　　　　チェックイン、休憩　16：00頃
　　　　夕食は洋々閣（名宿でいただく冬の「美」食天然クエ料理づくし） 唐津ロイヤルホテル（泊）
２日目　ホテル　9：00頃出発　《有田焼　300年の伝統「美」》
　　　　柿右衛門窯（白い美「濁手」）　10：00-11：00
　　　　源右衛門窯（古伊万里資料館）　11：05-12：05
　　　　日本料理「保名」（陶箱弁当の昼食）　12：10-13：10
　　　　県立陶磁文化館（柴田コレクションなど）　13：15-14：15
　　　　陶山神社（磁器製の鳥居や狛犬）…今右衛門窯（色鍋島の品格）…お買い物などフリータイムも
　　　　ホテル　15：30頃着 九十九島ベイサイド　ホテル＆リゾートフラッグス（泊）
３日目　ホテル　9：00頃出発
　　　　西海～西海国立公園九十九島海域遊覧～海きらら（九十九島に生息する生き物）
　　　　大宰府天満宮　福岡空港　18：40発予定＝静岡空港　20：05着予定

■利用予定航空会社：FDA（フジドリームエアラインズ）　■添乗員が静岡空港から同行致します
■最少催行人員：15名様　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回

★往復静岡空港利用でラクラク♪
★この時期限定の九州の美
　味しいご馳走堪能♪
★自然美、伝統美、建築美
　もお楽しみいただける盛
　りだくさんの内容です。
写真提供：佐賀県観光連盟

●旅行期間 2018年１月14日㈰～16日㈫

冬の味覚と焼き物堪能の旅

焼き物の里をめぐり旬のものを頂く
口福（こうふく）の三日間

●旅行代金 ２名様１室利用（お一人様）

128,900円135,900円
１名様１室利用（お一人様）

日帰り
AF0630

美食と芸術の旅　冬のごちそう

●旅行期間 2017年12月９日㈯・13日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★人気の高い川合玉堂の没後60年を記念した展示鑑賞
★百三十余年の伝統を継ぐふぐ料理を堪能
★冬の定番人気スポット！六本木ヒルズのクリスマスマーケットへ♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［7：00-8：50］＝渋谷出口＝山種美術館　10：55-11：55
【特別展】没後60年記念　川合玉堂　四季・人 ・々自然　―ふるさとへのまなざし―（仮称）
下関春帆楼東京（百三十余年の伝統を継ぐふく料理を堪能）　12：20-13：20
六本木ヒルズのクリスマスマーケット　13：50-15：20
霞ヶ関IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：20］

日本のふぐ料理公許第一号の
老舗店で本場下関の『ふく』を堪能と
没後60年記念　川合玉堂　四季・人 ・々自然展鑑賞

１泊２日
AF0622

嵐山花灯路2017と西陣文化を伝える京町家を見学
ランチと共に京都伝統の舞いを鑑賞し古都の文化にひたる２日間

●旅行期間 2017年12月10日㈰～11日㈪
●旅行代金

★築130年の町家とともに伝統的な西陣の暮らしぶりを「西陣くらしの美術館」として公開している冨田屋を訪問
★嵐山花灯路へは嵐電を貸し切って向かいます　★舞妓の踊りを鑑賞しながらのランチ

２名様１室利用（お一人様）

39,800円42,800円 38,800円
１名様１室利用（お一人様） ３名様１室利用（お一人様）

１日目 静岡駅・焼津駅・牧之原SA［8：30-9：40］＝京都東IC
 西陣くらしの美術館『富田屋』見学　※文化財保護の為、靴下を着用してください
 大店の町家として国の登録有形文化財に指定されている富田屋を通して、西陣の伝統と文化を学びます。
 嵐電貸切乗車　四条大宮駅＋嵐山駅　嵐山を自由にご散策後、名料亭・徒月亭にて『季節の膳』のご夕食
 京都嵐山花灯路2017散策　 ホテル（20：30頃着）　　　　　　　京都からすまホテル（泊）
２日目　ホテル＝女性の為のパワースポット・市比賣神社参拝
 山茶花咲く退蔵院　舞妓鑑賞とご昼食　京の台所・錦市場にてショッピング
 京都東IC＝牧之原SA・焼津駅・静岡駅［18：00-19：00］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

嵐電貸切！

日帰り
AF0629

苔の緑と紅葉の対比を愉しむ
箱根美術館の庭園と
六百年の古刹・大雄山最乗寺の紅葉
富士屋ホテルのランチ

●旅行期間 2017年12月２日㈯・４日㈪
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★休業前の富士屋ホテルでコース料理のランチ

★箱根美術館の紅葉と苔のコントラストが美しい庭園が見所！！

★開祖600余年のパワースポット最乗寺でもみじ狩り♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：45］＝御殿場IC

箱根美術館（約130種類の苔と200本のモミジで彩られた「苔庭」や

中国風の庭園を感じられる「竹庭」の紅葉を愉しむ）　10：00-11：15

箱根・富士屋ホテル「ザ・フジヤ」にてご昼食　11：30-13：00

大雄山・最乗寺（開祖600余年の古刹。パワースポットとしても

名高い）　13：45-15：15

大井松田IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：00-17：30頃］

グルメ列車『キハ』に乗って愉しむランチと
養老渓谷　関東一のイルミネーション
東京ドイツ村とホキ美術館鑑賞

１泊２日
AF0628

美食と芸術の旅

●旅行期間 2017年12月６日㈬～７日㈭
●旅行代金

★開館８周年を迎えたホキ美術館の特別展
★話題のグルメ列車！！いすみ鉄道でのどかな景色を眺めながら美食を堪能！！
★関東随一のイルミネーションスポットを見学！！

１名様１室利用（お一人様）

54,800円51,800円
２名様１室利用（お一人様）

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝千葉北IC
 勝田台・貝殻亭（中世ヨーロッパ風の建物で味わう名店の仏蘭西料理コース）　12：00-13：30
 ホキ美術館（日本初の写実絵画専門美術館）　14：30-16：00
 東京ドイツ村（毎年テーマの変わる南房総最大級のイルミネーションを鑑賞、園内ではお買い物も）　17：00-18：30
 オークラアカデミアパークホテル木更津（泊）

２日目 ホテル 9：00＝養老渓谷
 レストラン列車【キハ】乗車でお食事と景色をお楽しみください　11：30-13：24
 大多喜城・城下町をご散策　13：50-15：00
 ＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：30］

日帰り
AF0624

●旅行期間 2017年12月６日㈬・９日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★昨年OPENのすみだ北斎美術館鑑賞♪
★スカイツリーを眺めながらのブッフェランチ
★世界遺産の西洋美術館にてジャポニスム展鑑賞♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：
30-8：20］＝浜町IC
すみだ北斎美術館　10：30-12：00
浅草ビューホテル【武蔵】にてビュッフェラ
ンチ　12：15-13：15
国立西洋美術館にて【北斎とジャポニスム
HOKUSAIが西洋に与えた衝撃】　13：30-
15：00

（モネ・ドガ・セザンヌ・ゴーガン、北斎に触
発され新たな時代を切り開いた西洋の芸術
家たちが上野に集結！！）
上野IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・
焼津駅［17：20-19：15］

昨年OPENのすみだ北斎美術館鑑賞と国立西洋美術館にて
【北斎とジャポニスム　HOKUSAIが西洋に与えた衝撃】鑑賞

（右）葛飾北斎《冨嶽三十六景　東海道程ヶ谷》天保元-
4年（1830-33）頃　横大判錦絵　ミネアポリス美術館
Minneapolis Institute of Art, Bequest of Richard P. 
Gale 74.1.237　Photo: Minneapolis Institute of Art

（左）クロード・モネ《陽を浴びるポプラ並木》1891年
油彩、カンヴァス　93×73.5cm　国立西洋美術館（松方
コレクション）

（左）葛飾北斎『北斎漫画』十一編（部分）
刊年不詳　浦上蒼穹堂

（右）エドガー・ドガ《踊り子たち、ピン
クと緑》1894年　パステル、紙（ボード
裏打）66×47cm　吉野石膏株式会社（山
形美術館寄託）

２泊３日
AF0626

20名様限定

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001075/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001078/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001077/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001079/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001066/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1711

