
★台北では行列の出来る「鼎泰豊」にて小龍包の
　昼食
★台中では無為草堂にてティータイム付き！
　そして台北では人気のタピオカドリンク付き！
★到着から最終日までお食事はもちろん充実の観
　光５日間♪

●旅行期間 2020年２月14日㈮～18日㈫
●旅行代金 112,000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：27,000円

■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２～３人で１つを飛ばします
■別途空港諸税・燃油付加運賃・国際観光旅客税が別途必要（約10,320円　９月11日現在）
■利用予定ホテル：
　桃園／智選假日飯店または同等クラス※シャワーのみのお部屋になる場合があります
　台中／冨信大飯店または同等クラス　※シャワーのみのお部屋になる場合があります
　台北／華国大飯店
■利用航空会社：中華航空（ＣＩ）エコノミークラス　■最少催行人員：10名様
■静岡空港より添乗員同行　■食事回数：朝４回／昼３回／夕３回

画像提供：台湾観光局台湾観光協会

台中ランタンフェスティバルin2020
台北では５ツ星インペリアルホテルへ２連泊！！

１日目　富士山静岡空港（9：00発）＝FDA143＝ 福岡空港（10：55）＝呼子のイカ尽くしのご昼食
　　　　★マリンパル呼子～遊覧船で神秘の洞窟・七ツ釜探検（約40分）～　唐津ロイヤルホテル着15：

30頃　ご夕食は明治から続く老舗旅館【洋々閣】にて幻の高級魚クエ尽くしのコースをご堪能！！
２日目　ホテル（9：00頃）＝★唐津神社（初参りと唐津くんちの曳山展示場見

学）＝★大川内山（鍋島藩御用窯・秘窯の里散策）＝伊万里（伊万里牛
の昼食）＝★田平天主堂（ゴシック聖堂）＝平戸大橋＝平戸海上ホ
テル15：30頃（全室オーシャンビューの温泉ホテル。夕食は平戸産天
然ヒラメなど平戸の海の幸をお楽しみください。）

３日目　ホテル8：30発＝オランダ商館～古い町並み～お部屋の坂～松
浦史料博物館～六角井戸・大ソテツ～平戸ザビエル記念教会～寺
院と教会の見える風景～＝世界文化遺産　春日集落　平戸瀬戸
市場にてランチ＝大宰府天満宮＝福岡空港（18：55）＝
FDA148＝富士山静岡空港20：20頃

★冬の味覚で更に魅力アップな九州を訪ねます。この時期ならではの高級食材『クエ（アラ）』『平
戸ひらめ』『伊万里牛』など美食尽くし！！潔く３kg太って帰りましょう♪

★世界文化遺産に登録された平戸の聖地と集落『春日集
落』へ。脈々と受け継がれる農漁村の風景を表す代表
的な場所として、海から山間まで続く『春日の棚田』
の景色は圧巻です！！★１泊２日、週末旅、富士山静岡空港利用、で

　お手軽に神々の国出雲へ！！ご利益と名湯！！もちろん美食も
忘れません！！

★日本最古の三名泉のひとつ『玉造温泉』へご宿泊！！美肌の湯
と冬の味覚で癒されます♪

★なんと言ってもここは神々の国『出雲』。ただでさえありがたい七福神めぐりを神々の国で体
験します！！バスで巡るので歩きたくないという方も大歓迎！！

１日目　17：25静岡空港集合　19：25空路、台北へ　入国審査後、ホテルへ 台北（泊）
２日目　午前：台中観光（彩虹眷村）
　　　　午後：高美湿地観光　回廊式茶館「無為草堂」にてティータイム　宮原眼科にてお買物
　　　　台中ランタン祭り見学 台中（泊）
３日目　午前：台中観光（宝覚寺・国家歌劇院（車窓））　午後：基隆観光（中正公園）・野柳観光
　　　　途中免税店へ立ち寄りながら台北へ 台北（泊）
４日目　市内観光（忠烈祠・故宮博物館・民芸品店ショッピング・迪化街散策・行天宮）途中タピオカ店に

立ち寄りテイクアウト　十分天燈上げ体験・ノスタルジックな老街九份観光
　　　　台北へ戻り士林夜市見学 台北（泊）
５日目　台北市内観光（総統府（車窓）・中正記念堂・龍山寺・お茶店立ち寄り）空港へ
　　　　14：45空路、静岡へ　18：30静岡空港着　解散　お疲れ様でした

１日目　富士山静岡空港８：30＝FDA181＝出雲縁結び空港９：55
　　　　出雲市の弘法寺（弁財天）　神魂伊能知奴志神社・・・徒歩５分・・・出雲大社（割子そばのご昼食）
　　　　平田市の本性寺（寿老人）　松江市の竜覚寺（福禄寿）＝玉造温泉　佳翠苑皆美（泊）
２日目　ホテル8：30＝玉湯町の清巌寺（布袋尊）　安来市の松源寺（大黒天）　木次の洞光寺（恵美寿）
　　　　斐川町の西光院（精進料理のご昼食）＝出雲空港15：05＝FDA184＝富士山静岡空港16：15

末広がりでめでたい！

５日間
BF0065

台湾

２日間
AF0789

島根

３日間
AF0788

九州
●旅行期間 2020年１月18日㈯～20日㈪

冬の味覚と平戸の聖地を巡って2020年のパワーゲット！！
美食とパワーを求め　九州３日間

八雲立つ開運・招福  ご縁の国
出雲路へ美食と名湯とご利益のたび
出雲国風土記に記載された
神の湯 玉造温泉に泊まる

■最少催行人数：12名様　■添乗員：静岡空港から全行程同行

●旅行代金
148,000円133,000円 138,000円

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）

田代の
お薦めです！

2020年。ぞろ目ってなんだか
ご利益ありそう♪ということで、
世界も認めた聖地『平戸』を中心に

新年最初のパワーチャージの
旅へ出掛けませんか♪
絶景に癒され、美食と

聖地めぐりでパワーアップ！！
2020年も幸せです！！

2020年。ぞろ目ってなんだか
ご利益ありそう♪ということで、
世界も認めた聖地『平戸』を中心に

新年最初のパワーチャージの
旅へ出掛けませんか♪
絶景に癒され、美食と

聖地めぐりでパワーアップ！！
2020年も幸せです！！

青嶋の
お薦めです！

今年のランタンフェスティバルの
台中は、見どころ盛りだくさん！
カラフルな可愛らしい絵が描いて
ある家（彩虹眷村）やお買い物が

楽しい宮原眼科♪高美湿地は
まるでウユニ塩湖のような場所です。

是非この機会に
台中にお出かけください。

今年のランタンフェスティバルの
台中は、見どころ盛りだくさん！
カラフルな可愛らしい絵が描いて
ある家（彩虹眷村）やお買い物が

楽しい宮原眼科♪高美湿地は
まるでウユニ塩湖のような場所です。

是非この機会に
台中にお出かけください。

●旅行期間 2020年１月25日㈯～ 26日㈰
●旅行代金 八八,八八八円

（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

■旅行費用に含まれるもの：バス代、航空運賃、宿泊代、拝観料、昼食代
■食事回数：朝１回／昼２回／夕１回

彩虹眷村

※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。

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 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。

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。

営
業
時
間

出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10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日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります

旅行開始後または無連絡不参加

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40％

旅行代金の30％

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

2019
10月号
vol.91

富士山静岡空港発着特選ツアー 無料駐車場 約2000台完備

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000349/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000260/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910


帝国ホテル宿泊で楽しむ　歌舞伎座「壽 初春大歌舞伎」と
市川海老蔵丈ラスト本公演　新橋演舞場『初春大歌舞伎』鑑賞

１泊２日
AF0140

東京都

★2020年の初芝居！！歌舞伎鑑賞で華やかに新年を迎えましょう♪
★一度は泊まりたい【帝国ホテル】に宿泊して１日目は歌舞伎座にて豪華俳優の新
春歌舞伎を鑑賞します。
★２日目は、2020年５月に市川團十郎を襲名する市川海老蔵の最後の本公演を鑑
賞します。

●旅行期間 2020年１月21日㈫～22日㈬
●旅行代金 75,800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：10,000円

■お食事：朝１回／昼１回／夕１回

１日目 浜松駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［10：00-13：00］＝歌舞伎座
 歌舞伎座にて　壽　初春大歌舞伎　夜の部　鑑賞
 演目：鋭意選定中　出演者：鋭意選定中
 歌舞伎座＝帝国ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帝国ホテル（泊）
２日目 帝国ホテル 10：15頃出発
 新橋演舞場にて　初春大歌舞伎　昼の部　鑑賞
 演目：鋭意選定中　出演者：市川海老蔵　他
 ※主催者側の都合により、出演者や演目が変更となる場合もございます。その際もツアーは

　催行いたしますので、予めご了承の上ご参加ください。
 新橋演舞場＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・浜松駅［16：30-19：20頃］

天才書家　金澤翔子書展鑑賞と遠州の古刹をめぐる１日
～世界一大きな般若心経と華やかに色づく古刹の庭園～
●旅行期間 2019年11月６日㈬・９日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

★天才書家である金澤翔子氏の書展をご見学。世界一大きい般若心経をはじめ、迫力ある書に胸を打
たれます。

★豊臣秀吉が発願した大仏を安置するための寺として創建された方広寺。大坂冬の陣のきっかけとな
った「国家安康」の鐘が有名で重要文化財に指定されており、東大寺、知恩院のものと合わせ日本
三大名鐘のひとつとされます。

★1300年にわたる奥浜名湖地方の歴史と文化と信仰を今日に伝える遠州の古刹。次郎法師、井伊直
虎が眠る寺としても有名です

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：30-9：00］＝浜松いなさIC
方広寺　豊臣秀吉が発願した大仏を安置するための寺として創建。大坂冬の陣のきっかけとなった

「国家安康」の鐘が有名で重要文化財に指定されており、東大寺、知恩院のものと合わせ日本三大名鐘
のひとつとされる。
龍潭寺　1300年にわたる奥浜名湖地方の歴史と文化と信仰を今日に伝える遠州の古刹。次郎法師、
井伊直虎が眠る寺
龍雲寺　天才書家金澤翔子の約50作品が並ぶ、本年度最大規模の展覧会を開催！！
浜松西IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［16：50-18：00頃］

日帰り
AF0783

静岡県

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-7：55］＝新橋演舞場
新橋演舞場にて　初春大歌舞伎　鑑賞
演　目：鋭意選定中
出演者：市川海老蔵他
※お席は１等席でご用意致します。
※ご昼食は幕間に特製弁当をお召し上がりいただきます。
※主催者側の都合により、出演者や演目が変更となる場合もございます。
新橋演舞場＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［17：45頃-19：15頃］

2020年初芝居♪市川海老蔵名としての最後の歌舞伎本公演

初春大歌舞伎鑑賞
●旅行期間 2020年１月18日㈯
●旅行代金 35,800円（昼食弁当付き）

日帰り
AF0140

東京都

★2020年５月に市川團十郎を襲名する市川海老蔵の最後の本公演

を新橋演舞場にて一等席から鑑賞します。

★ご昼食は新春に相応しい華やかなお弁当を幕間にご用意致します。

★往復貸切バスで移動、劇場目の前で乗降なので身体もラクラク♪

ヨーロッパの宝石箱リヒテンシュタイン 侯爵家の至宝展と

日本・オーストリア友好150周年記念

ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史

●旅行期間 2019年12月４日㈬・14日㈯

●旅行代金 14,500円（昼食付き）

★現在世界で唯一、家名が国名
になってい

るリヒテンシュタイン侯国は
今年建国

300年を迎えます。リヒテンシ
ュタイン

侯爵家は代々領地経営に成功し
た富で積

極的に美術品を収集し、その華
麗さが宝

石箱に例えられるほど！！その
優雅さが

貴族の宮殿空間へ誘うこと間違
いありま

せん！！
★ご昼食は、明治から上野で腕

を振るって

きた洋食店『黒船亭』でSBSオ
リジナル

メニューをご賞味♪ノスタルジ
ックな街

上野で伝統の味を楽しめば、な
んだか懐

かしい気持ちが胸に広がります
。

★約650年続いたハプスブル
ク家の歴史。

世界屈指ともいわれるコレクシ
ョンの中

から約100点が来日します。歴
史そのも

のを軸とした構成で、同家の人
々や歴史

の紹介を織り交ぜながら、時代
ごとの収

集の傾向などについても紹介し
ます。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝渋谷出口

Bunkamuraザ・ミュージアムにて『ヨーロッパの宝石箱リヒテン

シュタイン 侯爵家の至宝展』鑑賞

明治から続く老舗洋食屋『黒船亭』にてSBSツアーズオリジナルランチ♪

国立西洋美術館にて「日本・オーストリア友好150周年記念

ハプスブルク展 600年にわたる帝国コレクションの歴史」鑑賞

上野入口＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：50-19：20頃］

日帰り
AF0786

東京都

芸術・伝統芸能を楽しむ旅

国宝揃いの京都迎賓館見学と
1100年以上の歴史と信仰を持つ赤山禅院拝観
●旅行期間 2019年12月７日㈯・10日㈫
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★伝統的な住居である入母屋屋根と数寄屋造りの外観で品格ある佇まいを創
出し、建物や調度品には、数寄屋大工、左官、作庭、截金、西陣織や蒔絵、
漆など、数多くの京都を代表する伝統技能において匠の技を用いています。
★壬生狂言でも演じられている平八茶屋の「とろろ汁」は、創業以来の名物
料理！！上質の丹波産つくね芋を丹念にすりおろしなめらかな口当たりを
楽しみます♪老舗料亭の丁寧な仕事に脱帽！！
★閑静な洛北の地に佇む紅葉の名所で、今年最後のもみじ狩りを楽しんでみ
ませんか♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：00-7：00］＝京都南IC＝
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　見学
※京都迎賓館は現役の迎賓施設ですので、国公賓等の接遇その他迎賓館の運営上の理由により、見
学ができなくなる場合がございます。

※小学生以下の京都迎賓館の見学はご遠慮いただいております。
創業は天正年間1576年、若狭街道の街道茶屋として発祥した『山ばな平八茶屋』にて伝承されるとろ
ろご膳のご昼食
平安時代に慈覚大師 円仁の遺命によって創建された、比叡山延暦寺の塔頭『赤山禅院』参拝
京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：40-20：50頃］

日帰り
AF0681

京都府

出典：京都フリー写真素材　URL: https://photo53.com/

紅葉・温泉・美食の旅

錦秋の御在所岳と松茸御膳
●旅行期間 2019年11月17日㈰・19日㈫
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

★紅葉の名所【御在所岳】へご案内♪ロープウェイで手軽に絶景をご覧いただけます。
★御在所岳の麓にある湯の山温泉の源泉かけ流し風呂でサッパリ！！名湯をお楽しみください♪
★秋の味覚。松茸ご膳のご昼食をご用意！！何から食べようか迷っちゃう品数と味が自慢です♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝菰野IC＝
御在所ロープウェイ
御在所岳は鈴鹿山脈のほぼ中央に位置する、標高1212mの山。５箇所もある展望台・見晴らし台の中
からお気に入りのスポットを見つけていただいたり、ロープウェイから紅色と黄色に加え、針葉樹の
緑が織り成す鮮やかな色彩を楽しむことができます♪
グリーンホテルにて松茸御膳のご昼食とご入浴
湯の山温泉源泉かけ流しのお風呂。御在所岳の雄大な自然の元、ゆったりと温泉をお楽しみいただ
けます。秋の味覚、松茸御膳もお愉しみ♪
菰野IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［17：45-18：45頃］

日帰り
AF0791

三重県

ディエゴ・ベラスケス

《青いドレスの王女マルガリータ・テレサ》

1659年油彩／カンヴァス
ウィーン美術史美術館

© Kunsthistorisches Museum, Wien

フェルディナント・ゲオルク・ヴァルトミュラー

《磁器の花瓶の花、燭台、銀器》　1839年、油彩・板

所蔵：リヒテンシュタイン 侯爵家コレクション、ファドゥーツ/ウィーン

© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz‒Vienna

田代の
お薦めです！

都内の美術展をめぐる１日です。
両展覧会ともに華やかで煌びやかな
展示品ばかり！！きっと心躍る時間を

お過ごしいただけるでしょう♪
ご昼食は行列必至上野の老舗
洋食屋さんで肩肘張らない

カジュアルなコース
ランチをご賞味♪

都内の美術展をめぐる１日です。
両展覧会ともに華やかで煌びやかな
展示品ばかり！！きっと心躍る時間を

お過ごしいただけるでしょう♪
ご昼食は行列必至上野の老舗
洋食屋さんで肩肘張らない

カジュアルなコース
ランチをご賞味♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000351/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000017/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001160/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000350/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000695/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000780/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910


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。

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 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。

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。

営
業
時
間

出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10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日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります

旅行開始後または無連絡不参加

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40％

旅行代金の30％

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

こたつ船に乗って　静謐な湖上から眺める紅葉こたつ船に乗って　静謐な湖上から眺める紅葉
●旅行期間 2019年11月27日㈬・30日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

★房総半島の奥座敷として、緑豊かな大自然に囲まれた亀山湖をクルージ
ング♪湖の上から壮大な自然を眺めてみませんか？
★静岡のように気候に恵まれた房総半島の新鮮な食材を使った海鮮ランチ
をご用意します
★SNSで話題となった濃溝の滝。まだまだ人気の観光地となっております。
この機会に是非訪れてみてはいかがでしょうか

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：00-7：30］＝君津IC
房総四季の蔵にて房総の新鮮な海鮮を使ったランチ
濃溝の滝（SNSで話題になった神秘の滝）
亀山湖紅葉クルーズ（掘り炬燵ボートに乗船して湖畔沿いの静かな紅葉をお楽しみください）
君津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：30］

日帰り
AF0775

千葉県

30名様限定！！ 秋季９日間だけの一般公開
愛岐トンネルウォーク
秋季９日間だけの一般公開
愛岐トンネルウォーク
●旅行期間 2019年11月27日㈬・30日㈯
●旅行代金 11,000円（昼食弁当付き）

★普段非公開の立ち入り禁止エリアである廃線となった旧国鉄中央線の一部
　をウォーキング！！
★４基のトンネルをくぐって片道約1.7kmを歩きます。各自自由にお歩きいただけますので、無理の
ないペースでウォークをお楽しみください♪

★ウォーキングの後は天然のラドン温泉でサッパリスッキリ♪

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：00-8：10］＝藤枝岡部IC＝（新東名経由）＝せと品野IC
愛岐トンネル群ウォーキング　約3.5km　３時間
1961年に廃線となった旧国鉄中央線の一部を期間限定で公開。
定光寺駅をスタートし、４基のトンネルをくぐって片道約1.7kmを歩きます。
定光寺駅周辺・・・トンネル一般公開部（トンネル３号～６号）約1.7kmを往復します・・・定光寺駅周辺
※トンネル内は暗いので、懐中電灯等お持ちください。
天然ラドン温泉　天光の湯にて入浴休憩
せと品野IC＝（新東名経由）＝藤枝岡部IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：30-18：30頃］

日帰り
AF0784

愛知県

●旅行期間 2019年11月６日㈬・８日㈮
●旅行代金 13,800円（昼食・夕食付き）

★全体で約２時間30分　片道約６キロの初級コースです。
★遊歩道として整備されたアプトの道は日本最大の煉瓦づくりのアーチ橋やトンネルなど変化に富んだどなたでも楽しめる道です。
★有名な横川の釜飯を車中でお楽しみ頂くも良し、お土産にするも良し！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝海老名JCT＝鶴ケ島JCT＝松井田妙義IC＝おぎのやドラ
イブイン休憩　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・・・天然温泉　峠の湯にてご入浴　集合）＝松井田妙義IC＝藤
岡JCT＝鶴ケ島JCT＝海老名JCT＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：45-21：15］

日帰り
AF0535

碓氷峠路探訪　赤く染まる碓氷湖とめがね橋
旧信越本線の遊歩道アプトの道を歩く群馬県

長野県

感動の額縁庭園　清瀧寺徳源院と
醒ヶ井の名水を利用した地産地消のごちそうを味わう
●旅行期間 2019年11月20日㈬・24日㈰
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★隠れた紅葉スポットが多い滋賀県へ。京都ほど混雑せずゆっくりもみ
じ狩りをお楽しみいただきます
★SNSで話題のフォトジェニックな額縁庭園が今大人気！！まさに絵画
のような美しい庭園をご鑑賞ください。
★地産地消グルメ堪能や、長浜黒壁スクエアのショッピングなど、バラ
エティに富んだ内容となっております♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝
清瀧寺徳源院　中世、北近江を支配した京極家の菩提寺。江戸時代、京極高豊が集めた京極家歴代34
基の宝篋印塔が並ぶ京極家墓所は国の史跡になっています。春には京極道誉が愛したと伝えられる
しだれ桜が見事に咲き誇り、秋には池泉回遊式庭園のモミジが美しく紅葉します。
本陣樋口山にてご昼食（醒井特産の虹鱒や地物の野菜、近江牛、江州米を使ったお料理）
長浜　黒壁スクエア散策（伝統的建造物群を生かしたレトロモダンな街並み散策）
長浜IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：00-19：00］

日帰り
AF0778

滋賀県

湖南三山国宝めぐり
●旅行期間 2019年11月23日㈯・26日㈫
●旅行代金 15,800円（昼食弁当付き）

★15周年を記念し、びわ湖の南に佇む古刹で国宝と紅葉を鑑賞します
★ご参加の皆様には、紅葉期間中特別授与される15周年記念特別
朱印をお渡し致します♪

★国宝有する三ヶ寺にてご利益を授かり、趣有する佇まいの中、真っ
赤に燃える紅葉鑑賞をおたのしみください♪

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝甲賀土山IC＝
善水寺　本堂が国宝。木造四天王立像等は、国の重要文化財に指定。
本尊は、薬師如来（秘仏）ご利益は、病気の平癒・身体健全・厄除祈願。
長寿寺　本堂が国宝。（湖南市最古の名刹で鎌倉時代に再建された建造物です）
釈迦如来等は、国の重要文化財に指定。本尊は、子安地蔵（秘仏）ご利益は、子宝・安産・長寿。
常楽寺　本堂・三重塔の建造物が国宝。二十八部衆等は国の重要文化財に指定。
本尊は、千手観音菩薩（秘仏）ご利益はすべての願い。
甲賀土山IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：50-19：50頃］

誕生15周年記念　びわ湖の南に佇む古刹をめぐる日帰り
AF0776

滋賀県

紅葉が彩る日本の風景

日帰り
AF0782

東京都

令和最初のもみじ狩り♪

赤や黄色の紅葉に彩られたお屋敷庭園めぐ
り

●旅行期間 2019年12月１日㈰・４日㈬

●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★東京の隠れた紅葉スポットを
めぐります。紅葉だけでなく、

偉人たちのお屋敷跡や美しく整
え

られた庭園を歩きます♪

★ご昼食は、住みたい街ランキ
ングでは必ず上位にランクイン

する吉祥寺のホテルビュッフェ
を

楽しみます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC
［6：30-8：00］＝東京IC

大田黒公園（ドビュッシーやス
トラヴィンスキーを初めて日

本に紹介し欧米

音楽の普及に努めた音楽評論
家の大田黒元雄氏の屋敷跡）

吉祥寺にてホテルビュッフェ
のご昼食

小金井　滄浪泉園（明治・大正期
に三井銀行の役員、外交官、衆議

院議員

などを歴任し、活躍した波多野
承五郎（雅号・古溪）氏の別荘の

庭園）

殿ヶ谷戸庭園（大正初期、江口
定條（後の満鉄副総裁）の別荘

として

整備され、後に三菱財閥の岩崎
家の別邸となった国の指定文

化財）

国立府中IC＝富士IC・清水駅・
静岡駅・焼津駅［17：00-18：3

0頃］

田代の
お薦めです！

東京にこんな静かな紅葉
スポットがあったなんて！！
多摩地区のお屋敷庭園を赤や
黄色に染めるこの時期に
のんびりお散歩して
みませんか♪

東京にこんな静かな紅葉
スポットがあったなんて！！
多摩地区のお屋敷庭園を赤や
黄色に染めるこの時期に
のんびりお散歩して
みませんか♪

http://sbs-tours.com/shopdetail/004000000050/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000016/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/001004000014/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000951/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000342/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000332/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910


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。

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 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。

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。

営
業
時
間

出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10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日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

※取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります

旅行開始後または無連絡不参加

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40％

旅行代金の30％

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

●旅行期間 2019年11月20日㈬・23日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝寶光寺・鹿野大仏（東京都内に新大仏誕生しました！！30分）

黒茶屋・岩瀬峡（奥多摩の料亭にて山里料理と美しい庭園散策［昼食・自由散策］）

払沢の滝（日本の滝百選）＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：30頃］

秋川渓谷望む二百五十余年の時を超えて
佇む古民家で山里料理のおもてなしと
東京の奥座敷『岩瀬峡』で豊かな自然が
深まりゆく秋を伝える１日

日帰り
AF0777

東京都

★2018年に完成した新大仏
『鹿野大仏』をお参り
★日本の滝100選に選ばれ
た『払沢の滝』。紅葉に彩
られた姿をご見学♪
★東京の奥座敷・秘境秋川渓
谷を望む老舗『黒茶屋』で
絶品の山里料理をご堪能い
ただきます♪

●旅行期間 2019年11月16日㈯・21日㈭
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

秋彩絶景パノラマ！
天空の山城  苗木城跡
中津川宿  栗きんとんめぐり

日帰り
AF0594

岐阜県

清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［6：15-7：35］＝三ケ日JCT＝豊田JCT＝中津川IC＝
苗木城跡　※現地ガイドがご案内　巨岩の石垣と展望台からの秋彩絶景をお楽しみ頂けます
昼食（古民家老舗旅館　夜がらす山荘長多喜にて茶懐石）＝中津川宿　栗きんとんめぐり（自由散策）
＝中津川IC＝豊田JCT＝三ケ日JCT＝藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：45-20：15］

★ガイドがご案内する苗木城跡からは360度のパノラマ絶景をお楽しみ頂けます
★広い敷地に６棟しかない古民家
　旅館長多喜は日本昔話の世界に
　入り込んだよう
　な素敵な場所に
　あります。ここ
　でお召し上がり
　頂く美しき茶懐
　石もご満足頂け
　ること間違いな
　しです

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝鷽ノ口～大河原峠　～林道を楽しむ～　10：00-16：30
参考タイム　約６時間　歩行距離　約15km　標高差　約1000ｍ　難易度★★★
☆ポイント☆鷽ノ口から大河原峠まで向かいます。難しい箇所はありませんが、スタートからゴールまでずっと登りと
なります。道中は国有林のうっそうとした自然林を楽しむことができます。
◆持ち物◆上下分かれるタイプの雨合羽・ザック（または両手が空くバッグ。弁当・お茶が入るサイズ）・トレッキングポ
ール（お持ちの方）・防寒着・手袋・帽子・ビニールシート（弁当休憩時使用）・行動食（飴・チョコレートなど）
◆服装◆標高約2000ｍの場所を登っていきます。歩いている時は寒さを感じませんので肌着・中着で歩きましょう。休
憩時止まると寒く感じる場合がありますので軽いダウン等の上着をお持ちください。手袋やニット帽・耳あて等の防寒
グッズも役に立つでしょう。ズボンはジーンズ以外の厚手のものがオススメです。歩く箇所に険しい場所はありません
が林道は距離が長いので、トレッキングシューズでお越しください。
清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-20：30］

★初冬の静かな八ヶ岳の原生林を現地ガイドと共にハイキングします！！
★難易度は★３つとなっておりますが、特に難しいところはござい
ません。ただ、ゴールまでほとんどがのぼりのコースとなります。
★浅間連山や佐久平を望むことができたり野生のニホンカモシカに
遭遇したりと、近場でも楽しくお過ごしいただけます♪

紅葉と美食を楽しむ

温泉で過すお正月

２泊３日
AF0699

長野県

信州の温泉宿で過すお正月

●旅行期間 2020年１月３日㈮～５日㈰

■募集人数：40名様（最少催行人数：15名様）　■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
52,800円
３名様１室利用（お一人様）

49,800円
４名様１室利用（お一人様）

56,800円
２名様１室利用（お一人様）

71,800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種類をゆっく
り堪能。“黄金の出湯で金運もアップ”

★雪見露天風呂や渓谷美、マイナスイオ
ンを満喫。

★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
の本格的なコンサートが毎夜開催され
ています。

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 2020年①１月１日㈬～３日㈮
　　　　　　②１月３日㈮～５日㈰

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

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＝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＝各地［17：00-19：00］

●旅行代金
　　（お１人様）

出発日

①１月１日

②１月３日

85,000円
78,000円

１名様１室利用

75,000円
67,000円

２名様１室利用

72,000円
64,000円

３名様１室利用

68,000円
60,000円

４名様１室利用

★『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。

新春の旅　雪景色の
白川郷と小京都・
高山で過ごすお正月

社会科見学
大人の社会科見学☆海底トンネルに潜入！東京湾アクアラインの裏側を探検！！
普段は入れないアクアラインを見学し海底トンネルの謎に迫る！！
●旅行期間 2019年10月18日㈮・12月26日㈭
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）

★海底トンネルに潜入～！！土木のアポロ計画ともいわれた東京湾アクアラインの裏側探検へ♪
★『海底トンネルってどうやって作ったの？』『海底トンネルで交通事故がおきたときどこに逃げればいいの？』… 一般に
はあまり知られていない建設の工夫や安全確保の仕掛けがたくさんあります！！普段立ち入ることのできないアクアライ
ンの裏側を現地ガイドと共に探検してみませんか？！
★大人気の海ほたるでお買い物もお楽しみいただきます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［8：00-9：50］＝
海底トンネルに潜入！！東京湾アクアライン　裏側探検　約90分
見学は徒歩となりますので、自ら２km以上歩ける方、階段120
段（建物で７階程度）以上のぼれる方とします。
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：30］

日帰り
AF0781

千葉県

ハイキング
全15回で踏破を目指せ！！
総距離約200kmの八ヶ岳
スーパートレイルに挑戦！！

●旅行期間 2019年12月７日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食弁当付き）

日帰り
AF0689

長野県

催行決定

しました!!

催行決定

しました!!

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001055/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000337/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000348/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001084/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
http://sbs-tours.com/shopdetail/001002000140/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1910
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