
※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。

■最少催行人員：12名様　■食事条件：朝３回／昼１回／夕３回
■宿泊先：小樽／ホテルソニア　支笏湖／休暇村支笏湖　■添乗員：静岡空港から全行程同行

★２つの冬の祭典を一度に観光
★小樽運河クルーズは陸からとはまた違った
　素敵な風景が見られます

《北海道冬の祭典  幻想的な２つの冬の物語》
小樽雪あかりの路と
支笏湖氷濤まつり

４日間
AF0703

北海道

●旅行期間 2019年２月11日㈪～14日㈭
●旅行代金 110,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 130,000円

■最少催行人員：12名様　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■宿泊先：ホテル＆リゾーツ別府湾
■旅行費用に含まれるもの：バス代、宿泊代、朝食代、昼食代、夕食代、上記記載施設の入場料、消費税

★別府湾に連泊で移動が楽々♪身体も楽々♪時間もゆっ
　たり観光に使えます
★周防灘に丸く突き出した半島の国東半島は六郷満山と
　呼ばれる仏教文化が栄えた所。
　神仏の郷、国東半島をじっくり見学します
★冬は全国でおいしいものがいっぱい♪九州の味覚、臼
　杵のフグに殿様が愛した杵築の鯛茶漬けなどうまいも
　のめぐりも楽しみっ！！

九州で美食と浪漫の旅
冬のうまいもんめぐりと
仏の里・国東半島で
千年の歴史とロマンの旅

３日間
AF0708

大分

●旅行期間 2019年２月24日㈰～26日㈫
●旅行代金 101,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）　※お一人部屋追加代金：10,000円

■上記料金には日程内の航空券代金・宿泊費・食事代・観光入場料　■最少催行人員：10名様　■食事条件：朝３回／昼２回／夕２回 
■別途空港諸税・燃油負荷運賃・航空保険料が必要になります（約9,470円　10月１日現在）
■宿泊先：IMPERIAL HOTEL　■利用航空会社：中華航空（ＣＩ）エコノミークラス　■添乗員：静岡空港から同行

★世界中の有名人・著名人も宿泊している歴史あるホテルに３連泊！
★86階からの夜景を見ながらの絶景ディナー！
★十分の天燈上げやノスタルジック九份観光も行っちゃいます

インペリアルホテル＆
ＳＢＳツアーズコラボ特別企画
美食の台湾極上グルメ紀行

４日間
BF0091

台湾

●旅行期間 2019年３月12日㈫～15日㈮
●旅行代金 123,000円

■最少催行人員：12名様　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回
■宿泊先：１泊目／ホテルニュー長崎　２泊目／嬉野温泉　和多屋別荘

★長崎市内・嬉野温泉共に街の中心地に滞在することで移動も楽々♪
★３日間、長崎の卓袱料理はじめ郷土料理をご堪能♪お腹も満足する
　こと間違いなし♪
★有形登録文化財の嘉穂劇場に贅を尽くした旧伊藤伝右衛門邸など、
　見学場所も歴史深く見応えがあります♪

100万人を魅了する
幻想の長崎ランタンフェスティバルと
美の邸宅・炭鉱王の座敷雛鑑賞と
日本三大美肌の湯・嬉野温泉でほっこり旅

３日間
AF0704

長崎

●旅行期間 2019年２月13日㈬～15日㈮
●旅行代金（２名１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円
130,000円
１名様１室利用（お一人様）

105,000円
２名様１室利用（お一人様）

103,000円
３名様１室利用（お一人様）

102,000円
４名様１室利用（お一人様）

（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
（注）支笏湖は相部屋になります

頼仕奇シェフ

オリジナルメニューイメージ

１日目　19：25静岡空港から台北へ　22：20台北着　ホテルへ 台北（泊）
２日目　故宮博物院と忠烈祠観光　台湾料理〈欣葉〉にて昼食※老舗台湾料理店でミシュランガイド掲載店です。名物の

カニおこわもご一緒に！　野柳・基隆観光（中正公園）・十分にて天燈上げ体験（２名様で１個）・老街散策　夕暮
れのノスタルジックな街九份観光　〈頂鮮１０１〉にて夕食  ※地上101階、高さ508ｍの台湾のランドマーク。
86階にある高級中華海鮮料理店です 台北（泊）

３日目　台北市内観光（総統府入場観光・中正記念堂・龍山寺）　鼎泰豊にて昼食※ミシュランガイドの掲載店で行列の
絶えない大人気の小籠包店　台北市内観光（行天宮・迪化街）　茶芸館〈紫藤廬〉にてティータイム※お茶への拘
りが半端ない本格的茶芸館　淡水観光（漁人碼頭・老街散策）　インペリアルホテルのメインダイニング帝國會
館にて頼シェフが創り出すＳＢＳツアーズだけのオリジナルディナーをお楽しみ頂きます 台北（泊）

４日目　民芸品店に立ち寄りながら空港へ　14：50空路、静岡へ　18：30静岡空港着

１日目　9：00静岡空港～～～10：40福岡空港＝浦上教会＝15：00頃ホテル
ニュー長崎・・・15：30発 地元ガイドと共にランタン彩る町を散策・・・
長崎新地中華街会場（約１万5千個の極彩色のランタン。各会場で繰り広げられる
イベントを各自でご観覧下さい。自由夕食） ホテルニュー長崎（泊）

２日目　長崎造船所資料館（世界文化遺産登録「旧木型場」見学）大浦天主堂（国宝の木造
ゴシック建築教会）・・・グラバー園（外国人居留地散策）＝ランチはミニ卓袱
料理をご賞味♪＝祐徳稲荷＝嬉野温泉・和多屋別荘（日本三大美肌の湯。
のんびりお楽しみください♪） 嬉野温泉・和多屋別荘（泊）

３日目　嘉穂劇場（国登録有形文化財の芝居小屋）　飯塚・旧伊藤伝右衛門邸（筑豊の炭
鉱王の旧宅、圧巻の座敷雛）　心と身体に美味しいお料理蓬屋のランチ　宗
像神社（沖ノ島で出土した神宝はじめ約８万点の国宝を収蔵する）　18：40福岡空
港＝20：05富士山静岡空港

１日目　16：20静岡富士山空港＞＞ANA1261＞＞18：05新千歳空港＝夕食（サッポロビール園）19：30-20：30＝
21：30小樽 小樽（泊）

２日目　ホテル・・・小樽めぐり（自由行動）　16：30ホテル集合　小樽運河クルーズ17：00-17：40※トワイライトタイムの
クルーズです　夕食（すし処  きた浜）・・・小樽雪あかりの路  自由散策（夕食終了～21：00） 小樽（泊）

３日目　ホテル＝白い恋人パーク＝場外市場（お買物と昼食）＝支笏湖 氷濤まつり見学＝ホテル＝氷濤まつりライ
トアップ見学 支笏湖（泊）

４日目　ホテル＝10：30新千歳空港＞＞＞ANA1262＞＞＞12：25富士山静岡空港

１日目　7：35静岡空港＝9：15福岡空港　むらくもの松（樹齢300年以上といわれる老松）…日田祇園山鉾会館・・・春光
園にて日田の天然鮎を使ったご昼食　大分の小京都『豆田町』をレトロ散策12：40-13：40

 ホテル＆リゾーツ別府湾（泊）
２日目　8：30ホテル＝臼杵石仏（国宝石仏群）＝臼杵のフグを堪能＝臼杵城下散策「日本の滝100選」「大分県百景」

豊後のナイアガラ原尻の滝見学＝15：30頃ホテル ホテル＆リゾーツ別府湾（泊）
３日目　8：00ホテル＝富貴寺（九州最古の木造建築、優美な国宝・阿弥陀堂）＝真木大堂（国重要文化財の仏像）　熊野

磨崖仏（崖面に刻まれた巨大な不動明王と大日如来）　杵築にて鯛茶漬け　宗像神社（沖ノ島で出土した神宝は
じめ約８万点の国宝を収蔵する）＝18：40福岡空港＝静岡空港20：05着予定

〈早割りご案内〉
11月30日までに

お申込の方は
お一人様

￥2,000引き！

静岡空港特集

ＴＡＩＰＥＩ１０１の

86階からの

絶景ディナー！！

青嶋の
お薦めです！

インペリアホテルの
頼シェフがＳＢＳツアーズの
為に創作してくれたお料理は
もちろんのこと、その他にも
ミシュランガイド掲載店の

美味しいお食事が
たまりません！あったか

台湾へLET’S GO!!

中国の旧正月（春節）を祝う
長崎の冬の一大風物詩

「長崎ランタンフェスティバル」。
街中に飾られる約１万5000個の
極彩色のランタン（中国提灯）や

オブジェたちが一帯を幻想的に彩り、
訪れる人々の心を深く魅了します。

ランタン彩る長崎から、
日本三大美肌の湯

嬉野温泉を楽しみます

田代の
お薦めです！

ＳＢＳツアーズ
オリジナル

メニューを創作

無料駐車場 約2000台完備

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。

2018
11・12月号

vol.81

http://sbs-tours.com/shopdetail/003000000022/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/001005000011/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000009/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000138/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811


七福神めぐり

神社仏閣

●旅行期間 2018年12月８日㈯・12日㈬
●旅行代金 10,800円（昼食付き）

★にゃんこブームに乗っかって、にゃんこにまつわる寺社をめぐる旅をご提案します！！
★招き猫発祥の今戸神社では猫朱印もゲットできます♪
★ランチは下町深川の料亭で伝統の深川丼をご用意♪心身共に福いっぱいの一日です♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：30］＝
招き猫発祥の神社【今戸神社】
割烹三州家にて和食ランチ
猫地蔵を祀る自性院（※猫地蔵は秘仏の為見られません）
豪徳寺（溢れるほどの招き猫がお出迎え）
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：20-19：50］

ニャン子にちなんだ寺社をめぐる１日
招き猫発祥の神社やニャン子朱印ゲットで福招き♪

日帰り
AF0701

東京都

お江戸最古の七福神巡り
谷中七福神めぐり
●旅行期間 2019年１月５日㈯・８日㈫
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★毎年ご好評いただいている七福神めぐり。今年は街歩きで

大人気の谷中七福神をめぐります。

★他の地区とは違い、７ヶ寺すべてがお寺で形成されている

珍しい七福神となります。

★ランチは国の登録有形文化財に指定された風格ある佇まい

のはん亭にて伝統の串揚げランチをご用意。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：30］＝東京IC＝

はん亭にて串揚げランチ

歴史感じる老舗串揚げ処・はん亭　国の登録有形文化財にも指定された風格ある佇まいで丁寧に作

られた串揚げをご賞味

案内人と共に谷中七福神めぐり　約６km　約２時間

＜東覚寺＞→＜青雲寺＞→＜修性院＞→＜天王寺＞→＜長安寺＞→＜護国院＞→＜不忍池弁天堂＞

上野IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-19：30］

日帰り
AF0702

東京都

日帰り
AF0634

神奈川県

旧白洲邸・武相荘見学と
曹洞宗大本山總持寺の精進料理
●旅行期間 2019年１月16日㈬・19日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★曹洞宗大本山總持寺を僧侶のご案内で見学。昭和の大スター石原

裕次郎氏のお墓参りも。

★總持寺の精進料理もお楽しみいただきます！！胡麻豆腐は絶品♪

★白洲次郎　正子両氏が生涯を通じて愛した武相荘をご見学いただ

きます。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：45-8：15］＝（東名）＝横浜町田
IC＝★曹洞宗大本山總持寺（修行僧により約１時間諸堂をご案内
後、精進料理の昼食）・・・（その後、石原裕次郎の墓・總持寺宝物殿など
を自由見学）＝（首都高速）＝★武相荘見学（約１時間）＝横浜町田
IC＝（東名）＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：15-18：45頃］

日帰り
AF0016

神奈川県

御朱印めぐり 2019年の幸せを願って
お正月限定ご朱印をゲットしよう♪
●旅行期間 2019年１月23日㈬・26日㈯
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★地下鉄やバスを乗り継いで廻るにはかなり大変なコース。
　専用バスで楽々移動♪移動で楽をしてもご利益は変わりま
　せん！！
★１年に１度！！お正月のこの時期しかいただけないありがた
　いご朱印を３ヶ寺分もゲット！！
★ランチはオシャレに♪東京ドームホテル内でビュッフェ
ランチをご用意しました！！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：30］＝
江戸三大天神の一つ平河天幡宮

（菅原道真公、誉田別命、徳川家康公を相殿として
祀っており、学問、医学、芸能、商売繁盛等の祈願
者が多くみえられます。）
東京ドームホテル内リラッサにてビュッフェランチ
赤羽八幡神社
亀有香取神社

（亀有を舞台にしたマンガ、「こちら葛飾区亀有公
園前派出所」にも登場する「香取神社」。鎌倉時代の健治２年に創建さ
れ鎮座740年の歴史を持つ古刹。一方、境内にはパティスリーがあっ
たり、かわいいご朱印がいただけたりと今昔融合のオシャレトロな
神社です）
※各寺小さく従者も少ない為、ご朱印は紙対応とさせていただきま
す。予めご了承ください。

東京IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：40-19：20］

日帰り
AF0707

東京都

●旅行期間 2019年１月20日㈰～21日㈪
●旅行代金 43,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　※お１人部屋追加代金：5,000円

2019年 精進料理と最古の神社参りで１年の福を祈る２日間
「大和七福八宝めぐり」大和の七福神と
大和信仰の原点である三輪山を参り
八つの福宝をいただくおめでた詣り

１泊２日
AF0690

奈良県

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝
 信貴山朝護孫子寺（初めて聖徳太子の前に毘沙門天様が出現した小山）
 當麻寺（白鳳時代の創建で天平時代の東西両塔が並び立つ名刹）
 ＴＨＥ橿原（旧橿原ロイヤルホテル）（泊）

２日目 ホテル（9：00出発）＝
 久米寺（本尊の薬師如来は、眼病に効くと名高い）
 おふさ観音（本尊の十一面観音は健康を授けると人気）
 安倍文殊院（智慧の文殊さんとして有名。快慶作・日本最大の７ｍの文殊菩薩像がご本尊）
 談山神社（日光東照宮のモデルともいわれる。木造の十三重塔は日本でここだけ）
 大神神社（日本最古の神社で大和信仰の原点。）
 長谷寺（西国巡りの根本霊場ともいわれる観音信仰の聖地）
 ＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：00］

●旅行期間 2019年１月９日㈬・12日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★江戸庶民の信仰対象として親しまれてきた大山詣りへご案内いたします。
★途中、ケーブルカー利用で楽々♪山上の澄んだ空気が清々しい！！
★大山名物の豆腐会席のご昼食は、お正月の疲れた胃腸にピッタリ♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［8：00-10：00］＝秦野中井IC
大山ケーブルバス停・・・こま参道（上り）・・・旅館あさだ（大山名物とうふ会席）・・・大山ケーブル駅＝
阿夫利神社山上駅・・・阿夫利神社（下社）参拝・・・阿夫利神社山上駅＝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）・・・大山ケーブルバス停＝
秦野中井IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：50］

信仰の山『大山詣り』と
老舗旅館の名物　豆腐懐石を味わう

田代の
お薦めです！

ただでさえご利益ある
ご朱印。2019年の皆様の
幸せを願って、更にご利益
ありそうなお正月限定朱印を

集めちゃいましょう♪
今年は良いことしか起こ

らないのでは！？

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000129/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000145/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000025/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000003/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001089/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000293/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811


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。　※写真は全てイメージです。

新春の旅

伝　　統
静寂な美山に宿泊して訪れる 美山かやぶきの里の
幻想的な雪灯廊と世界遺産 栂尾山 高山寺と京都
国立博物館で国宝に出会う

１泊２日
AF0709

京都府

日本の伝統技能の粋を集めた最高のおもてなしの場
「京都迎賓館一般公開」と通常一般拝観していない
金戒光明寺で京料理と見学を愉しむ

●旅行期間 2018年12月１日㈯・６日㈭
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★大人気の京都迎賓館一般公開見学ツアーをご紹介します。
★普段一般見学できない金戒光明寺を特別拝観とご昼食をお楽しみいただきます。
★京都迎賓館では賓客をもてなす雰囲気の中、国宝や重要文化財を楽しんでいただきます。

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：00-7：00］＝京都南IC＝金戒光明寺にてご昼食と特別拝観
京都迎賓館　一般公開
※京都迎賓館一般公開について
※京都迎賓館の入場の関係上、小学生以下の方、幼児・乳幼児のご参加を承ることができません。
※国公賓等の接遇その他迎賓館の運営上の都合により公開が中止となった場合は、ツアーを中止いたします。その場合は事前にご連絡いたしますが、夜間もしくは早朝のご連絡となる場合があります。
※入館の際、金属探知機による検査と手荷物検査が実施されます。また、来場者多数の場合、入場制限がございますので、入場までに待ち時間が発生する場合がございます。（団体優先入場などはございません）
※館内入館の際は、スリッパに履き替えとなります。※館内では飲食はご遠慮ください。
※許可されたエリアのみ写真撮影は可能ですが、フラッシュの使用、動画撮影、業務用大型カメラ及び三脚・脚立・自撮棒等撮影補助機材の持ち込みはご遠慮ください。
※京都迎賓館までは、京都御苑の駐車場から砂利道を片道約10分歩きます。
※散策の時間がございますので、歩きやすい靴・服装でお越しください。
※行程の順番を入れ替えてご案内する場合があります。

京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：30-21：00］

日帰り
AF0681

京都府

クルーズ

２泊３日
AF0699

長野県

●旅行期間 2019年１月１日（火・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）

6：00 AM 清水港集合・乗船受付開始
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、2019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。（ご参加の人数によっては相席をお願いする場合がございます。予めご了承ください。）
※小学生のお子様も同料金となります。（お子様用の御食事メニューはご用意がございません。予めご了承の上ご参加ください）
※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。

帆船　オーシャンプリンセス号で迎える

2019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

日帰り
AF0087

静岡県

信州の温泉宿で過すお正月

●旅行期間 2019年１月４日㈮～６日㈰

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

１日目 島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-9：00］＝（東名・新東名）＝甲府市内にて
昼食＝（中央道）＝横谷温泉旅館

 ★雪見露天風呂やご夕食、ロビーコンサートをお楽しみください。　　横谷温泉旅館（泊）
２日目 横谷温泉旅館＝★諏訪大社上社参拝（初詣）＝諏訪市内にて昼食
 ★諏訪大社下社参拝（初詣）・・・★万治の石仏＝横谷温泉旅館
 ★雪見露天風呂やご夕食、ロビーコンサートをお楽しみください。　　横谷温泉旅館（泊）
３日目 横谷温泉旅館（ゆっくり出発）＝（途中昼食）＝（中央道・新東名・東名）＝清水駅・静岡

駅・焼津駅・藤枝駅・島田駅［15：00頃-16：50頃］

●旅行代金
42,800円
３名様１室利用（お一人様）

39,800円
４名様１室利用（お一人様）

45,800円
２名様１室利用（お一人様）

55,800円
１名様１室利用（お一人様）

★効能豊かな黄金色の源泉と炭酸ガスの溶け込んだ源泉の２種類の温泉をゆっくり堪能。
★地元・蓼科や八ヶ岳の山の幸や沼津から直送の海の幸を使用したお食事をお楽しみ下さい。
★全国から新鋭のアーティストを招いてのロビーコンサートもお楽しみ。

渓谷を望む一軒宿・横谷温泉
旅館にのんびり２連泊

２泊３日
AF0638

岐阜県
●旅行期間 2019年１月１日㈫～３日㈭

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松駅［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＝ひだホテルプラザ
 ※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＝静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松駅［17：00-19：00］

●旅行代金
72,000円

３名様１室利用（お一人様）

68,000円
４名様１室利用（お一人様）

75,000円
２名様１室利用（お一人様）

★『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。
★飛騨一宮水無神社にて初詣。１年の幸福や健康を祈願いただきます。
★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もお楽しみ。

雪景色の白川郷と小京都・
高山で過ごすお正月

●旅行期間 2019年１月31日㈭～２月１日㈮
●旅行代金

45,800円
３名様１室利用（お一人様）

43,800円
４名様１室利用（お一人様）

50,800円
２名様１室利用（お一人様）

★鳥獣人物戯画、日本最古の茶園として知られる高山寺で世界遺産の石水院も見学。
★京都国立博物館では初公開の天皇即位図を鑑賞します。今上天皇生前退位の今だから見たい作品
となっております！！
★雪景色のかやぶきの里を彩る「かやぶき民家」のライトアップ。幻想的な「雪灯廊」を散策します。

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

１日目 静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝京都南IC
 泉仙・嵯峨野店にてご昼食
 鳥獣人物戯画、日本最古の茶園として知られる高山寺（世界遺産の石水院も見学）
 美山町・北集落（雪景色のかやぶきの里を彩る「かやぶき民家」のライトアップ幻想的な

「雪灯廊」を散策）
 宿泊先：美山町自然文化村　河鹿荘
 近畿一の清流由良川を眼下に臨む静かな山間の宿。京地どりや美山鹿肉、猪肉などの地元

食材を生かした料理が自慢♪　　　　　　　　　　　　美山町自然文化村　河鹿荘（泊）

２日目 ホテル＝白沙村荘（橋本関雪記念館見学と庭園散策、白沙御膳昼食）
 京都国立博物館・平成知新館にて『初公開！天皇の即位図』
 （今からおよそ350年前の寛文３年、後西天皇が譲位し、後水尾天皇の
 第19皇子・識仁親王が受禅、霊元天皇として即位。近年、この
 譲位と即位の儀式を描いた珍しい屏風絵が発見された。儀式
 には誰が参列し、何がどのように行われたのか…。初公開の
 屏風絵を通し、その知られざる世界をご覧ください。）
 京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：00-20：00］

★毎年恒例の清水港初日の出クルーズをご紹介♪
★鏡割りや新年の運試しビンゴ大会など、クルーズ中も充実♪
★おせち風朝ごはんもご用意しております。田代の

お薦めです！
女性に人気の静寂な

美山に宿泊して幻想的な
雪灯廊を見学♪また、世界遺産
栂尾山　高山寺や日本画家の
橋本関雪の邸宅、京都国立
博物館では国宝で眼福な
２日間となります♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000219/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001147/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000300/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001084/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000140/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811


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。　※写真は全てイメージです。

　
通常非公開大徳寺聚光院伊東別院で
千住博画伯の襖絵77面鑑賞と
憧れのクラシックホテル

『川奈ホテル』のランチで
歴史深い伊東を楽しむ１日

日帰り
AF0700

静岡県

８日間
BF0090

モロッコ

■募集定員：42名様（最少催行人員25名様）

★憧れのクラシックホテル『川奈ホテル』でランチを楽しみます♪
★普段は一般見学出来ない聚光院伊東別院では、千住博画伯寄進の77枚の襖絵を鑑賞。

お寺なのに美術館にきたような気持ちになります
★伊東市指定文化財の東海館は昭和の建築様式をそのまま残す温泉旅館です。

海外

芸術鑑賞

自然鑑賞 神社仏閣

感動のサハラ砂漠とモロッコ世界遺産
アーモンドの花の甘い香が漂うモロッコ５大都市巡り

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：20］＝
聚光院伊東別院（外観もさることながら、襖絵の数々を拝見していると、お寺でなく美術館に来たような気分にな
ります）　※当日は急な法要等で僧侶が案内出来ない場合がございます。予めご了承ください。
川奈ホテル（歴史と伝統が息づくクラシックホテルで優雅にランチタイム♪）
東海館（伊東市指定文化財。昭和初期の建築様式をそのまま残す木造3階建の温泉旅館） 
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：30］

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：10］＝沼津IC＝ 
九頭龍神社（箱根神社の境外社として創建）
駒ケ岳ロープウェイを使って行く箱根元宮（標高1356ｍの駒ヶ
岳山頂に鎮座する箱根神社の奥宮） 　箱根プリンスホテル竜宮殿に
てランチ　箱根神社（関東域の総鎮守としても尊崇されてきた名社） 
2018年スタートの水陸両用バス『ＮＩＮＪＡ ＢＵＳ ニンジ
ャバス』にご乗車※天候、水位など運航基準に満たない場合、交通
事情等により運休・コース変更を予告なしにする場合があります。 
沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：30-18：00］ 

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝現地
横谷峡入口･･･霧降の滝･･･屏風岩（昼食）･･･乙女滝･･･横谷峡入口＝バス移動＝御射鹿池（見学）
諏訪南IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：45-19：45］ 

【レベル＆制限】 体力２ 技術２ 危険１。道は概ね平坦ですが、雪道を往復４km歩くことになります。小学校３年生以上
のご参加でお願いします。 

【ポイント】 実技講習：雪上歩行講習（スノーシュー歩行、ストックの使い方） 
【服装、持ち物】 雪山に対応した防寒着、帽子、手袋、登山靴又は防寒対応の長靴。 
【その他】 スノーシュー&ストックのレンタル。スノーシューのフィッティングはおひとりずつに対応します。昼食時に
暖かい飲み物をガイドから準備させて頂きます。（バーナーでお湯を沸かし、スープを振る舞う予定）御射鹿池畔には下
りられません。遊歩道からの見学のみとなります。

●旅行期間 2019年２月23日㈯・27日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

★人気のパワースポット、箱根三社をめぐりパワーチャージの旅！！
★箱根・芦ノ湖に誕生した新アトラクション水陸両用バス『NINJA BUS』へ

ご乗車！！澄み切った箱根の空気を胸いっぱい吸い込んで、芦ノ湖にダイブ！！
★ご昼食は箱根プリンスホテルにて芦ノ湖膳をお召し上がりいただきます

★桜の花に良く似たアーモンドの花の
　季節を選びました
★幻想的な青の街シャウエンと広大な
　サハラ砂漠に泊ります♪

羽田空港後泊付！

日帰り
AF0645

長野県

日帰り
AF0713

神奈川県

初心者でも安心♪少人数で行く北八ヶ岳の氷瀑巡り
横谷渓谷と御射鹿池（初心者スノーシュー講習付）

2019年の開運祈願！！
心身ともに浄化される箱根三社めぐりと
芦ノ湖の新アトラクション水陸両用バス
NINJA BUSでパワーチャージの旅

■募集定員：42名様（最少催行人員25名様）

★寒い季節にもっと寒い地域へ行ってみ
ませんか？季節が変わるとガラッと景
色も変わる北八ヶ岳を堪能します。

★初心者も安心の雪道の歩き方講習付き
です！！

★東山魁夷画伯『緑響く』で有名な御射
鹿池も立ち寄ります。

■料金には日程内の航空券・宿泊費・食事代・観光入場料が含まれます　■食事条件：朝５回／昼５回／夕５回
■最少催行人員：10名様　■別途現地空港税・燃油負荷運賃・航空保険料が必要になります（9,550円　９月12日現在）
■利用航空会社：カタール航空（ＱＲ）またはエールフランス（ＡＦ）エコノミークラス
■宿泊先：シャウエン／ PARADOR HOTELまたは同等クラス　フェズ／ MERINIDES HOTEL又は同等クラス
　　　　　メルズーガ／ GOLDEN CAMP又は同等クラス　ワルザザード／ KENZI AZGHOR HOTELまたは同等クラス

※スケジュールは天候や交通機関の都合により変更または順路が逆になる場合もございます
１日目　県内各地より羽田空港へ　23：50空路、ドーハ経由カサブランカへ 機内（泊）
２日目　14：40カサブランカ着　世界遺産首都ラバト観光（ハッサン塔・ムハンマド５世の霊廟・ウ

ダイヤのカスバ）　青の街シャウエンへ シャウエン（泊）
３日目　可愛らしい青の街シャウエンを徒歩にて観光　観光後、メクネスへ　世界遺産古都メクネ

ス観光（マンスール門・風の道（車窓））　世界遺産ヴォルビリス遺跡観光 フェズ（泊）
４日目　世界遺産フェズ観光（ブージュルード門・王宮・ネジャーリン広場・ムーレイイドリス廟・タ

ンネリン・スーク・ブーイナニア・マドラサ） フェズ（泊）
５日目　メルズーガへ　４ＷＤに乗りアフリカ大陸北部に広がるサハラ砂漠のサンセットをお楽

しみください。 メルズーガ（泊）
６日目　アーモンドの花が咲くカスバ観光　オアシスの中のトドラ渓谷観光　ワルザザードへ　

迷路のような世界遺産アイトベンハッドゥ見学 ワルザザード（泊）
７日目　マラケシュへ　マラケシュ観光（ジャマエルフナ広場。クトゥビア（車窓））　18：00空路、

ドーハへ 機内（泊）
８日目　04：50ドーハ着　07：05空路、羽田へ　22：30羽田空港着　シャトルバスにて羽田空港近

郊のホテルへ 東横イン羽田空港２（泊）
９日目　9：30専用車にて静岡県内へ

どこまでも続く

サハラ砂漠！

●旅行期間 2019年３月１日㈮～８日㈮　●旅行代金 333,000円

●旅行期間 2018年12月12日㈬・15日㈯
●旅行代金 14,500円（昼食付き）

●旅行期間 2019年２月２日㈯・６日㈬
●旅行代金 13,900円

（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
　※お１人部屋追加代金：59,000円

（昼食付き）
※小学生以下は2,000円引き

画像提供／伊豆箱根バス

ヨーロッパと
アラビアンの雰囲気を

合わせ持つエキゾチックな国
モロッコはフォトジェニックな

風景が満載！親日的で
魅力的なモロッコに
きっとはまります★

アーモンド
の花

青嶋の
お薦めです！

http://sbs-tours.com/shopdetail/003000000026/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000207/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001108/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
http://sbs-tours.com/shopdetail/006000000003/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1811
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