
※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・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　初世　亮一
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。

※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20％

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

検索SBS　旅行

2020・2021
12・1月号
vol.103

●旅行期間 2021年１月24日㈰～26日㈫

３日間
AF0958

国生み神話残る淡路島で七福神めぐり
あたたかいご接待で心癒される旅

■宿泊先：ホテル＆リゾーツ南淡路　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：12名様

●旅行期間 2021年１月30日㈯～31日㈰
●旅行
代金 74,900円  旅行代金への給付額 14,000円  

地域共通
クーポン 6,000円  

お支払い
実　　額 60,900円

２日間
AF0949

兵庫県

★日本創生の島「淡路島」。国生み伝説や聖地が点
在するパワースポットだらけの淡路島で七福神巡
り♪行く箇所々でありがたい接待を受け、新年か
ら心温まる旅をご提案致します

●旅行期間 2021年１月17日㈰～19日㈫

３日間
AF0788

旅行代金
旅行代金への給付額
地域共通クーポン

２名１室（お一人様）

28,000円
12,000円

120,000円

148,000円
３名１室（お一人様）

28,000円
12,000円

118,000円

146,000円

お支払い実額
旅行代金
旅行代金への給付額
地域共通クーポン

１名１室（お一人様）

28,000円
12,000円

117,000円

145,000円
２名１室（お一人様）

28,000円
12,000円

100,000円

128,000円

お支払い実額

佐賀県
長崎県

熊本県
大分県

★2021年スタートの旅は九州でいかがで
しょうか♪一度は泊まりたい憧れの宿
『洋々閣』に宿泊し、旬の高級魚『アラ（ク
エ）』をご賞味♪

★キリスト教の聖地・平戸に伊万里唐津をめぐ
る観光で建物や焼き物の美を探求します♪

★なかなか予約が取れない黒川温泉
にお泊り頂けます♪

★お食事後に竹灯籠で彩られた場所
までバスで送迎付き

★ご希望の方には幻想的な朝霧の金
鱗湖へ早朝鑑賞にお連れします。

■宿泊先：１日目／洋々閣　２日目／ホテル彩陽 WAKIGAWA　■お食事：朝２回／昼３回／夕２回　
■最少催行人員：12名様

■宿泊ホテル：黒川温泉／奥の湯　湯布院温泉／ことぶき花の庄
■お食事：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人員：12名様

憧れの洋々閣《静岡空港発着》憧れの洋々閣へ宿泊して味わう冬の御馳走
美食と焼き物と教会をめぐる九州３日間

【ＪＲ西日本の観光列車「〇〇のはなし」に乗車！】 ～出雲・萩・津和野・下関～
週末利用！出雲大社と観光列車で巡る山陰
●旅行期間 2021年２月12日㈮～14日㈰
●旅行代金 138,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

３日間
AF0937

山口県
島根県

★山陰の人気観光列車「〇〇のはなし」や特急列車に乗車！車窓から日本海の景色をお楽しみく
ださい！

★道が狭い萩市内の観光は観光タクシ
ーを利用し、効率よくめぐります。

★富士山静岡空港発着の福岡、出雲線
を利用し、行きにくかった山口・島
根県をめぐります。

（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

■宿泊先：１日目／下関グランドホテル（洋室）　２日目／萩本陣（和室）
■お食事：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人員：10名様

情緒漂う冬の温泉地　憧れの黒川温泉に泊まる
黒川温泉竹灯籠で彩る湯あかりと
湯布院温泉グルメ旅

１日目　8：07発 静岡駅＝（新幹線利用・普通指定席）＝10：12着 新神戸駅＝
　　　　瀬戸内海で獲れた新鮮な魚介を使用した和食ランチ＝八浄寺（大黒天･･･五穀豊穣の神）＝宝

生寺（寿老人･･･長寿の神）＝覚住寺（毘沙門天･･･厄除け、難除け、財産をもたらす神）＝万福
寺（恵美酒神･･･漁業、農業、商業の神）＝ホテル ホテル＆リゾーツ南淡路（泊）

２日目　ホテル8：30＝くにうみ神話の沼島を海から見学【おのころクルーズ】約50分※天候により船が出
ない場合は沼島内の散策になります。　護国寺（布袋尊･･･幸福をもたらす神）＝おのころ神社

　　　　旬のふぐ会席ランチ＝長林寺（福禄寿･･･幸福、高給、長寿の神）＝智禅寺（弁財天･･･芸術、学業の
神）＝『古事記』・『日本書紀』に記載がある中では全国で最も古い神社「伊弉諾神宮」＝淡路島ハイ
ウェイオアシス＝17：34発 新神戸駅＝（新幹線利用・普通指定席）＝19：37着 静岡駅

１日目　９：00発 富士山静岡空港＞＞FDA143＞＞10：55福岡空港＝呼子のイカ尽くしのご昼食（漁
の具合により海鮮の可能性もあります）　★唐津神社（初参りと唐津くんちの曳山展示場見
学）・・・★唐津城見学 洋々閣（夕食は高級魚アラを使った会席をご用意）（泊）

２日目　ホテル（９：00頃）＝★現地ガイドと大川内山（鍋島藩御用窯・秘窯の里散策）＝有田焼でいた
だくランチ＝★柿右衛門古陶磁参考館＝★源右衛門窯ギャラリー

　　　　 ホテル彩陽 WAKIGAWA（旬のひらめをご賞味♪）（泊）
３日目　ホテル（８：30頃）＝☆紐差教会（東洋でも指折りのロマネスク様式の教会）＝☆宝亀教会（平

戸で最も古い教会。世界遺産構成資産候補）＝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～＝★
田平天主堂教会（国指定重要文化財、鉄川与助が手掛けた赤レンガの天主堂）＝18：40発 福岡
空港＞＞FDA148＞＞20：05着予定 静岡空港

１日目　９：00頃 静岡空港＞＞FDA143＞＞10：55頃 福岡空港・・・昼食（博多都ホテル）・・・ホテル
　　　　※ホテルからも歩いて行けますがバスにて湯あかりまでの送迎を致します 黒川温泉（泊）
２日目　ホテル出発・・・九重夢大吊橋・・・金鱗湖（昼食：湯の岳庵）
　　　　※昼食後は自由行動です。湯の坪街道や湯布院駅周辺はお土産屋

さんなどがいっぱいです。ぶらぶら散策をお楽しみください。
　　　　ホテルチェックインは14：00です。 湯布院温泉（泊）
３日目　早朝に金鱗湖の朝霧を鑑賞・・・ホテル出発・・・宇奈岐日女神社・・・

昼食（レストラン秋子想）レトロで可愛い町並み豆田町散策・・・太
宰府天満宮・・・18：00頃 福岡空港＞＞FDA148＞＞19：25頃 静岡

１日目　９：00発 富士山静岡空港＝（FDA143）＝10：55福岡空港　バスにて観光
　　　　☆昼食：料亭「稚加榮」にて生け簀の魚を使った海鮮料理を　午後は「明治日本の産業革命遺

産（北九州市）」を観光　◎官営八幡製鐵所旧本事務所　◎東田第一高炉史跡広場　◎小倉
城　◎関門海峡　★夕食は下関名物のふくフルコース 下関グランドホテル（洋室）（泊）

２日目　ホテルは８時30分頃出発　【下関市内観光】　◎唐戸市場
　　　　【観光列車  JR山陰本線「〇〇のはなし」乗車】 10：20下関駅＋＋＋12：52東萩駅
　　　　※途中、長門仙崎、響灘の風景を車窓からお楽しみください。
　　　　午後は世界遺産「明治日本の産業革命遺産（萩市内）」を観光タク

シーで観光　◎萩城下町（旧厚狭毛利家萩屋敷長屋、木戸孝允旧
宅）、松下村塾、松陰神社、伊藤博文別邸 萩本陣（和室）（泊）

３日目　ホテルは10時30分頃出発　◎午前中は萩市内自由散策でお過ご
しください。　12：17益田駅＋＋（JR山陰本線・スーパーまつかぜ
10号）＋＋14：01出雲市駅　◎出雲大社・初詣

　　　　17：25出雲空港＝（FDA188）＝18：35富士山静岡空港

青嶋の
お薦めです！

九州の名湯黒川温泉と湯布院温泉へ！
お食事は見た目はもちろん！

美味なるものをセレクト致しました♪
情緒あふれる冬の温泉地と
グルメの旅でまったりしに

行きましょう♪

初世の
お薦めです！

電車好きの担当者が勧める
観光列車と特急列車を利用した

ツアーです。
冬の日本海と歴史ある町並み、

日本の原風景を
お楽しみください！

いつもご利用ありがとうございます。
今号では来年１月から３月までのツアーをご用意いたしました。

旅先が制限される中、社員が知恵を絞って造成したツアーばかりですので、是非ご覧ください！

❶弊社では国交省が定めているコロナウィルス感染防止対策ガイドラインに準じて、安全なツアー催行に努めております。今後も対策にともなうご不便にご理解をたまわります
よう、お願い申し上げます。

❷国のＧｏＴｏトラベルキャンペーンは来年１月末日までと定められておりますが、期間が延長された場合は掲載されているツアーはいずれもキャンペーン対象商品となり、旅
行代金への給付金や地域共通クーポンが受けられるようになります。その際のお支払実額などは弊社ホームページに掲載いたします。



★神話のふるさと出雲の象徴【出雲大社】で正式参拝！！足立美術館と国
　宝　松江城の見学で見るべきところはすべて網羅！！
★一度は泊まりたい憧れのお宿【佳翠苑　皆美】で伝統を培った和のし
　つらいときめ細やか
なおもてなしをご体
験ください♪

★３月までしか食べら
れない高級食材の松
葉ガニをふんだんに
使ったコースランチ
をご賞味！！

■宿泊施設：佳翠苑 皆美　■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人数：10名様

★往復新幹線利用なので高野山をゆっくりご見学いただけます！！仏教の聖地である高野山の七福神めぐりは殊更にありがたい予感♪★奥の院、金剛峯寺、壇上伽藍の見所もガイドさんの案内で漏らすことなくご見学！！★宿坊と聞くと雑魚寝と質素な食事を想像される方もいらっしゃるかもしれませんが高野山唯一の温泉がある福智院はまるで旅館のような佇まい♪夕食の精進料理も豪華で満足♪

■宿泊：温泉宿坊の福智院　■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人数：12名様

★神泉苑：空海の雨乞い伝説が残る寺院　　　　　★神護寺：真言密教の礎を築いた寺院
★大覚寺：空海を支援した嵯峨天皇ゆかりの寺院　★東寺：立体曼荼羅が伝える空海の教え

観光魅力ランキングで毎年下位に低迷する茨城県はさまざまな食材の日本一を誇っています。中

でも海産物は逸品が多く、

アンコウは「西のフグ」と

並び称される茨城県を代表

する冬の味覚です。また、

茨城県の魚として選定され

ている寒ヒラメは、冬に向

け、豊富な餌を食べて肉厚

となり、脂質の涼が最大に

なる冬（12月から２月）

が旬です。

★冬の北陸を代表する味覚「ズ
ワイガニ」を冷凍しない「本
ズワイガニ」でご用意！

★夏の八尾のおどり「おわら風
の盆」を曳山会館で貸切でご
覧いただきます。

★高岡市の国宝・瑞龍寺では住
職からの説明をお聞きいただ
きます。

一度は泊まりたい憧れのお宿 
佳翠苑 皆美で極上のひとときと
水の都松江で旬の味覚松葉ガニを堪能♪

１泊２日
AF0964

島根県 ～特別企画！「八尾のおどり」貸切鑑賞と高岡の瑞龍寺を住職がご案内！～
冬の北陸の味覚・本ズワイと雪景色の白川郷
●出 発 日 2021年①１月16日㈯・②22日㈮

１泊２日
AF0968

富山県

僧侶の案内で巡る古都の名刹
平安京の人々の心を掴んだ弘法大師・空海
古都に残るゆかりの寺院を巡り
空海の教えに触れる

●旅行期間 2021年２月25日㈭～26日㈮
●旅行代金 49,800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：3,000円　　　

１泊２日
AF0951

京都府

京の都でご利益授かり美食を堪能
2021年の干支・丑にちなんだ寺社めぐり・ミシュランで七年連続星
獲得の粟田山荘で懐石料理を堪能し　東林院の『千両の庭』特別公開と
『小豆粥で初春を祝う会』で新春風情を楽しむ

１泊２日
AF0541

京都府

■宿泊ホテル：アーバンホテル京都四条プレミアム　■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：10名様

１日目　静岡駅・焼津駅・浜松駅［7：00-9：15］＝（東名、名神）
＝京都東IC※車中にてお弁当　☆東寺特別拝観※僧
侶又は寺院スタッフによる特別案内（弘法大師・空海
が曼荼羅の世界を表現した寺院。極彩色で彩られた密
教空間が広がる五重塔の初層内部を特別拝観）＝ホ
テル（17:30）ホテル郊外にて郷土料理の夕食

 アーバンホテル京都四条プレミア（泊）

２日目　ホテル（8：30）＝☆神護寺（唐帰朝後入山、十四年間
住持し真言宗立教の基礎を築いた名刹）＝☆大覚寺
（弘法大師空海を宗祖と仰ぐ真言宗大覚寺派の本山）
＝☆竹仙にて湯豆腐の昼食　☆神泉苑（祈雨の修法
をした伝説が残る寺院。祇園祭の発祥地でもある。）
＝京都東IC＝（名神・東名）＝浜松駅・焼津駅・静岡
駅（20:30）

■宿泊施設：ニューオータニホテル高岡　■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人数：15名様

★1月にお参りすると「七難即滅、七福即生極まりなし」と言われ、
特に功徳が大きいとされている都七福神へご案内♪

★普茶料理に小豆精進、ミシュラン獲得の粟田山荘での会席など美食
三昧の２日間です♪

１日目　８：20発 富士山静岡空港＝（FDA181）＝９：35着 出雲縁結び空港
　　　　八百万の神々をお迎えする稲佐の浜　出雲大社正式参拝（参道にて出雲そばのご昼食）
　　　　いずもまがたまの里伝承館 玉造温泉　佳翠苑 皆美（泊）

２日目　ホテル（９：00出発）＝足立美術館（定番の庭園だけでなく新オープンの魯山人館も♪）
　　　　松江にて松葉ガニづくしのコースを堪能＝国宝　松江城
　　　　17：00発 出雲縁結び空港＝（FDA188）＝18：10着 富士山静岡空港着

平穏と健康を祈り世界遺産をめぐる日本仏教の聖地高野山にじっくり滞在と百舌鳥古墳群

１泊２日
AF0963

和歌山県

１日目　８：07発 静岡駅＝（新幹線利用・普通指定席）＝９：57着 新大阪駅＝仁徳天皇陵古墳（百舌鳥古墳群）　山海料理「仁志乃」にて日本食ランチ　壇上伽藍（奥の院と共に高野山の二大聖地。密教思想に基づく曼荼羅の世界観を具現化したものともいわれる） 
高野山唯一の温泉宿坊の福智院（泊）２日目　宿坊（８：30出発）　奥の院（弘法大師御廟までの約２kmの老杉の道を歩きます）（約120分）　金剛峯寺（元の真然大徳のお住まい）（約60分）　高野山七福神めぐり 約60分　　　　本覚院（弁財天）・本覚院西生院（大黒天）＝宝善院（寿老人）・宝善院奥之寺（福禄寿）＝恵光院（毘沙門天）＝熊谷寺（恵比寿）・熊谷寺持宝院（布袋尊）　　　　　16：48発 新大阪駅＝（新幹線利用・普通指定席）＝18：37着 静岡駅

■宿泊ホテル：五浦観光ホテ
ル　■お食事：朝１回／昼２

回／夕１回　

■最少催行人員：15名様

１日目　浜松駅・静岡駅・三島
駅［７：00-８：00］＝（新幹線

ひかり号・普通指定席）＝品川
駅＝（特急ひた

ち・指定席）＝水戸駅

　　　　☆昼食は名物・寒ヒラ
メを　〇国指定史跡・名勝　西

山御殿（徳川光圀隠棲の地）

　　　　〇五浦六角堂（明治時
代に岡倉天心が設計）

　　　　★夕食はホテル内で
アンコウ料理を 五浦観光ホテ

ル（源泉かけ流し）（泊）

２日目　ホテルは９時頃出発
　〇野口雨情生家・資料館　〇

横山大観生誕の地

　　　　〇常磐神社・義烈館（
徳川光圀公・斉昭公の遺品）　

〇水戸偕楽園（梅）

　　　　水戸駅＝（特急ひた
ち）＝品川駅＝（新幹線ひか

り号・普通指定席）

　　　　＝三島駅・静岡駅・浜
松駅［19：00-20：00］

●旅行期間 2021年２月19日㈮～20日㈯

●旅行代金 59,800円（２名１部屋ご利用の場合のお
一人様料金）

１泊２日
AF0965

茨城県

～新幹線と特急電車利用～

食の王国・茨城　冬の味覚
（アンコウ・寒ヒラメ）を味わう

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC［７：00-９：30］＝（東名・東海縦断道）＝高山IC＝
　　　　☆高山市内にて昼食（飛騨牛ステーキ）　〇高山市内散策（約１時間）　〇世界遺産・白川郷（雪景色）
　　　　★夕食はホテル内で北陸の冬の味覚（本ズワイガニを一人１匹用意） ニューオータニホテル高岡（洋室）（泊）
２日目　ホテルは９時頃出発　〇八尾曳山会館で踊りを貸切鑑賞
　　　　〇瑞龍寺（特別企画：住職がご説明いたします）　〇世界遺産・五箇山見学（雪景色）
　　　　五箇山IC＝（東海縦断道・東名）＝浜松IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：00-20：30］

■宿泊ホテル：京都ホテルオークラ　■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人数：12名様

１日目　静岡駅・焼津駅・掛川IC・浜松IC［6：30-8：20］＝笠取IC＝布袋尊･万福寺（中国から渡来した隠元禅師が中国
の黄檗山を模して創建した黄檗宗の大本山）　普茶料理のご昼食（黄檗宗に伝わる「中国風」精進料理。）　毘沙
門天・東寺（平安京造営にあたり空海が創建。五重塔は現存するわが国最大の木造建築物）　弁財天･六波羅蜜寺
（醍醐天皇第二皇子である空也上人により開創された西国十七番の札所。空也上人立像や平清盛像をはじめ、平
安・鎌倉時代の優れた彫刻（重要文化財）が多数納められている）　ゑびす神･ゑびす神社（鎌倉時代初期に建仁
寺の鎮守杜として創建。「商売繁盛」の守り神として賑わう。栄西禅師が無事中国から帰朝し、お祀りになった故
事から、一名「旅ゑびす」ともいわれ、交通安全の神としても信仰を集める）　ホテル着16：00頃　京都ホテルオ
ークラ別邸：ミシュラン星獲得の粟田山荘にてご夕食 京都ホテルオークラ（泊）

２日目　ホテル（９：00頃）＝福禄寿神･赤山禅院（慈覚大師の遺言によって創建された天台宗総本山・比叡山延暦寺の塔
中）9：30-50　大黒天･松ヶ崎大黒天（1616年（元和二年）に建立された。本尊の大黒天像は伝教大師の作で開運
招福の福神として広く信仰を集めている）　妙心寺内東林院にて小豆粥で初春を祝う会（小豆粥と精進料理の
ご昼食）　寿老神･革堂（平安初期、行円上人によって開かれたもので、観音霊場、西国三十三所の十九番札所）　
京の台所　錦市場を見学　京都東IC＝浜松IC・掛川IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅［17：50-19：30頃］

●旅行期間 2021年１月23日㈯～24日㈰
１名１室（お一人様） ２名１室（お一人様）

旅行代金
旅行代金への給付額
地域共通クーポン

14,000円
6,000円

45,800円

59,800円
14,000円
6,000円

52,800円

66,800円

お支払い実額

●旅行期間 2021年１月23日㈯～24日㈰１名１室（お一人様） ２名１室（お一人様）旅行代金
旅行代金への給付額
地域共通クーポン 14,000円

6,000円
55,800円

69,800円14,000円
6,000円

62,800円

76,800円

お支払い実額

25名様限定

●旅行期間 2021年２月25日㈭～26日㈮
●旅行代金

95,000円
２名１室（お一人様）

93,000円 91,000円
３名１室（お一人様） ４名１室（お一人様）

旅行代金
旅行代金への給付額
地域共通クーポン

①1月16日㈯

14,000円
6,000円

45,800円

59,800円
②1月22日㈮

14,000円
6,000円

42,800円

56,800円

お支払い実額
※お部屋は２～３名１室となり、原則として洋室となります。

宿　泊　ツ　ア　ー

田代の
お薦めです！

日本仏教の聖地【高野山】で
七福神巡り！！温泉付きの宿坊と

身体に優しい精進料理で癒されながら
2021年を健康に平和に過ごす

パワーを授かりに
行きませんか？

初世の
お薦めです！

冬の味覚、アンコウ、寒ヒラメと
春の訪れを告げる水戸偕楽園の梅。
意外と訪れにくい茨城県の
美食、風景、歴史を
お楽しみ下さい。



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・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　初世　亮一
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。

※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20％

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

検索SBS　旅行

添乗員：全ツアー同行します。　※写真は全てイメージです。

日帰りツアー

日帰り
AF0621

埼玉県

関東屈指のパワースポット
三峯神社で初詣と石和温泉

★「水の町」郡上八幡にて、江戸時代から400年以上続く日本伝統の正藍染「郡上本染」。その伝統
を今に伝える渡辺染物店では「カチン染め」といわれる技法で鯉のぼりを製作します。一点一点、
目や鱗などの柄入れをするのが特徴的で、色付けした鯉のぼりを一晩水にさらした後、製作過程
で使った餅糊（防染糊）を洗い落としますが、この真冬に行われる作業を「寒ざらし」といいます。
色鮮やかな鯉のぼりが、水中を雄大に泳ぐ姿をお楽しみください。

★清流長良川と、この水系を代表する支流のひとつ吉田川が町の中心を貫き、町中に水路が張り巡
らされた郡上八幡は、古くから「水の町」として知られる美しい城下町。名水百選の第１号とし
て指定された宗祇水など、生活感溢れる素朴な風景が広がります。

★大正九年に建てられた旧税務署を、当時の外観はそのままに利用した、現代とレトロが融合した
ミュージアム。郡上八幡の魅力を「水」「歴史」「技」「郡上おどり」のコーナーに分けて、分か
り易く展示・紹介しています。

静岡駅・焼津駅［7：00-7：30］＝藤枝岡部IC＝（新東名・東海環状経由）＝郡上八幡IC＝
小駄良川にて『郡上本染 鯉のぼり寒ざらし』の様子を見学
郡上の清流と自然の恵みたっぷりの食材を使った和食膳
郡上八幡博覧館にて郡上をどり実演鑑賞と古い町並み散策
郡上八幡IC＝（新東名・東海環状）＝焼津IC＝焼津駅・静岡駅［18：15-18：45頃］

日帰り
AF0948

岐阜県

水の町郡上八幡で見る冬の風景
無二の清流が生んだ奥美濃の伝統工芸『寒ざらし』

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年１月20日㈬（昼食付き）

●旅行
代金 16,800円  旅行代金への給付額 5,880円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 10,920円

日帰り
AF0967

愛知県

蒲郡クラシックホテル
メインダイニングで味わうフランス料理

★日本武尊が東国の永久の平穏を祈念され伊弉諾尊・伊弉册尊の
御偉業を偲び二柱の神をお祀りされたのが始まりといわれる関
東屈指のパワースポット三峯神社で初詣！！ここをお参りすれば
パワー漲ること間違いなし！

★冷えた身体を温めるため、山梨屈指の名湯、石和温泉で入浴休
憩もお楽しみいただきます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝甲府昭和IC＝雁坂ト
ンネル経由＝
関東屈指のパワースポット三峯神社で初詣　約120分
石和温泉にて入浴休憩
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：00頃］

■最少催行人員：25名様

●出 発 日 2021年２月３日㈬・６日㈯（昼食弁当付き）

●旅行代金 13,800円

★蒲郡クラシックホテルは経済産業省が認定する近代
化産業遺産の一つで、1934年に建てられた城郭風
建築のホテルです。格式のあるクラシックホテルの
メインダイニングでシェフ自慢のフランス料理をお
楽しみください。

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-9：00］＝（東名高速）＝音羽蒲郡IC＝
◎国の天然記念物に指定されている「竹島」観光（現地ガイドがご案内）
☆昼食：蒲郡クラシックホテルにてフレンチ
◎岡崎城（車窓）
◎徳川家・松平家の菩提寺「大樹寺」
＝岡崎IC＝（東名高速）＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：30-19：20］

■最少催行人員：15名様

●出 発 日 2021年２月５日㈮・15日㈪
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・沼津駅［6：30-8：45］＝鈴なり市場（かまぼこから干物・揚げ物などが揃う賑わいの市場）＝昼食
（旬の味覚を盛り込んだ名店の味　うかい竹亭）＝城山かたくりの里（約3000㎡の敷地にかたくりだけでなく色々な春の
花が咲いています。まさに春爛漫！素敵な風景をお楽しみ頂けます）＝沼津駅・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：45-20：00］

日帰り
AF0959

神奈川県

■最少催行人員：25名様

★小林家の約3,000平方mの栗林の下は、約30万株のカタクリの自生地。開花
時には一面が紅紫色になります。カタクリの咲く時期のみ一般公開されます。

★園内には他にも“ゆきわりそう”などたくさんの花々が咲きますのでまさに春爛漫です♪

●出 発 日 2021年３月26日㈮・31日㈬
●旅行代金 16,000円（昼食付き）

城山かたくりの里〈１カ月間だけの特別公開〉
個人所有の山林に自生する30万株のかたくりとうかい竹亭のランチ

24名様限定！

日帰り
AF0947

京都府

無病息災を祈ってめぐる東山五社めぐり

★豊臣秀吉ゆかりの400年の歴史を持つ満足稲荷神社をはじめ様々な接待が待つ５社を歩い
て廻ります。距離としては徒歩10分前後の範囲に５ヵ寺がございます。アップダウンはほぼ
ありません♪

★お客様10名様に１人現地の案内人が付き、歴史や生活についてのお話を聞きながら楽しく
めぐります♪

静岡駅・焼津駅［6：15-6：45］＝焼津IC＝（東名・伊勢湾岸道・新名神・名神経由）＝京都東IC＝
京都東山・節分社寺めぐりウォークスタート♪　約２時間半
◆満足稲荷神社（豊臣秀吉ゆかりの地/橋本関雪筆「宝船」の絵特別公開！！）
◇京都・熊野神社（火の用心の神札を授与する風習がある古社）
◆御辰稲荷神社（芸事上達のご利益がある神社。金運UPの福銭がいただけます♪）
◇須賀神社（良縁のご利益/烏帽子水干姿の懸想文売りから縁結びのお守りを買えば…♪）
◆聖護院（山伏で知られる本山修験宗の寺/宸殿・本堂の拝観もできます♪）
京都東IC＝（東名・伊勢湾岸道・新名神・名神経由）＝焼津IC＝焼津駅・静岡駅［19：30-20：00頃］

■最少催行人員：25名様

●出 発 日 2021年２月２日㈫・３日㈬
●旅行代金 20,000円（昼食付き）

早春の安曇野で福寿草群生地のおさんぽと
いわさきちひろのカワイイ世界へご案内♪

★赤怒田の群生地は約1.5haの斜面に約50万株の福寿草が自生します。爽やか
な安曇野をお散歩しながら春の訪れを告げる可愛らしい花を愛でませんか♪

★安曇野の高原野菜をはじめとする地場産品を使ったコースランチに舌鼓♪
★壮大な北アルプスを望む53500㎡の公園に佇む安曇野ち
　ひろ美術館。いわさきちひろをはじめ世界の絵本画家のメ
　ルヘンな作品を鑑賞します♪

静岡駅・清水駅［6：45-7：15］＝清水IC＝安曇野IC＝
福寿草の群生地
安曇野の高原野菜を使ったコースランチ
安曇野ちひろ美術館にて春の展示会を鑑賞
※主催者の都合により展示作品には変更の可能性がございます。
安曇野IC＝清水IC＝清水駅・静岡駅［19：00-19：30頃］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0115

長野県
●出 発 日 2021年３月20日㈯・23日㈫
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

いわさきちひろ
「ままごと」 1959年

豪華絢爛！圧巻のしだれ梅まつ
り

伊勢国一之宮 強大パワースポット
椿大神社

★約200本ものしだれ梅は圧巻！絶景をお楽しみ頂けます♪

★伊勢国一之宮である椿大神社はしっとりとした幻想的な雰囲気の神社です

★まと場のすき焼き膳は昨年も大好評！美味しいお肉に舌鼓♪

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC
［6：30-8：30］＝豊田JCT＝

四日市JCT＝昼食（まと場 こ
だ

わりの牛肉すき焼き膳）＝鈴鹿
の森庭園（豪華絢爛！約200本

のしだれ梅をお楽しみ下さい
）

＝伊勢の国一之宮 椿大神社（
見ごたえのある幻想的な雰囲

気のある神社）＝四日市JCT＝

豊田JCT＝浜松IC・焼津駅・静
岡駅・清水駅［18：00-20：00］

日帰り
AF0711

三重県 ●出 発 日 2021年３月３日㈬・６日㈯
（昼食付き）

●旅行代金 16,800円

■最少催行人員：25名様

こたつ船であったか♪長瀞ライン
下りと

春の訪れ告げるろうばいの香り

★大人気の観光地、岩畳が続く長瀞でこたつ船に乗船してポカポカ舟下りを楽しみます♪

★淡く透き通る黄色い花が特徴のロウバイが約3,000本咲き乱れる宝登山へ♪さわやかな空気

と甘い香りに癒されます♪秩父のシンボル「武甲山」や鋸状の山容をした「両神山」の絶景も♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00
-7：00］＝（東名・圏央道経由）

＝花園IC

こたつ船乗船及び岩畳見学

有隣倶楽部昼食及び寶登山神
社自由参拝

宝登山ロープウェイ乗車及び
ロウバイ園見学

花園IC＝（圏央道・東名経由）＝
清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津

駅［18：40-19：50頃］

日帰り
AF0946

埼玉県 ●出 発 日 2021年１月20日㈬・23日㈯
（昼食付き）

●旅行
代金 16,800円  旅行代

金
への給付額 5,880円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 10,920円

■最少催行人員：20名様

青嶋の
お薦めです！

これだけのしだれ梅が立ち並ぶ様は
正に豪華絢爛！一見の価値ありです。
また椿大神社は強大なパワースポット

として大変人気があります。
是非、是非行って
みてください。

田代の
お薦めです！

年間300万人が訪れる長瀞も冬は
静寂に包まれます。澄んだ空気の
なか漕ぎ出すこたつ船は
あったか♪宝登山では
約3000本のロウバイが

咲き誇ります。



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・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　初世　亮一
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。

※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20％

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

検索SBS　旅行

添乗員：全ツアー同行します。　※写真は全てイメージです。

松崎町田んぼを使った花畑と東府や懐石ランチ

★和のリゾート“東府や”の懐石ランチをお楽しみください
★毎年変わる話題沸騰の リアルなかかし。遠くから見るとリアル過ぎて人と見分けがつかないとか?!　写真は2020年のリアルかかしです。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［8：20-10：00］＝沼津IC
和のリゾート東府やにて懐石ランチ　※3.6万坪の敷地内に宿泊施設や食事処などが点在する風情あるリゾート地でお食事をお楽しみください
重要文化財岩科学校見学　※木造２階建ての寄棟造りで建物は左右対称であり外観は「なまこ壁」で社寺風建築の学校
田んぼを使った花畑　※アフリカのキンセンカ・瑠璃唐草・姫金魚草・つましろひなぎく・ひなげし・矢車草の６種類の花が時期により次々と農閑期
の約62000㎡の田んぼを一面埋め尽くします。また那賀川沿いには約1200本のソメイヨシノが咲いておりお花の絨毯と桜がダブルで楽しめます！

＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：40］

日帰り
AF0722

静岡県

■最少催行人員：25名様

●出 発 日 2021年３月31日㈬・４月３日㈯
●旅行代金 12,500円（昼食付き）

★想像以上の日和山からの南西伊豆半島の景色を満喫。
★半洞窟の石仏群や古刹を巡り伊豆や地球の歴史に触れていただきます。
★江戸時代から昭和初期までの砕石場跡で神秘的な雰囲気の『室岩堂』見学。

藤枝駅・焼津駅・静岡駅［6：10-7：00］＝清水港～～～駿河湾フェリー～～～土肥港＝
☆松崎町室岩堂（江戸時代から稼働していた砕石場）＝☆まつざき荘（昼食）＝子浦（ジオガイドと合流）
☆風待ち港・子浦の歴史と地球を感じるハイキング　子浦・・・三十三観音（崖のくぼ地の石仏群）・・・日和山（南西伊豆半
島の絶景）・・・ころばし地蔵・・・子浦港・西林寺（十四代将軍・家茂公ゆかりの寺院）
＝土肥港＝（修善寺道路・伊豆縦貫道）＝沼津IC＝（東名）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：40］

日帰り
AF0950

静岡県

一度は見ておきたい伊豆の風景
南伊豆の隠れた秘境『子浦』で絶景と地球の歴史に触れる

■最少催行人員：25名様

●出 発 日 2021年３月６日㈯・10日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

★「北の国から」「やすらぎの郷」の脚本家で知られる
倉本聰の“点描画展～森のささやき・樹の香り”を
香りの博物館にて開催中！富良野のアトリエや旅先
でスケッチした数々の作品を展示。また常設展では
香りの文化や香水瓶など美術品をご覧いただきます

★豪壮な日本建築の宿「葛城北の丸」にて山と海の幸
を舌鼓♪午後は花鳥風月の襖絵で飾られた「瑞龍閣」
にて高貴な香り漂うぼたん園を室内にてお楽しみく
ださい

三島駅・富士IC・静岡駅・藤枝駅［6：30-9：20］＝
☆磐田市香りの博物館　見学（香りをテーマとする世界でも珍しい博物館）
☆葛城北の丸　ご昼食（“和魂洋才”を神髄とする和会席をお召上がりください）
☆可睡斎　瑞龍閣　見学（約15品、50株の室内ぼたん庭園）
＝藤枝駅・静岡駅・富士IC・三島駅［16：50-19：25］

日帰り
AF0957

静岡県

県内でちょっと贅沢な１日を…
気品ある香りの世界と葛城北の丸で冬会席を愉しむ１日

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年１月14日㈭・17日㈰（昼食付き）

●旅行
代金 17,200円  旅行代金への給付額 6,020円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 11,180円

★32段約1200体の雛人形が並ぶ圧巻の雛飾りが有名

な可睡斎をご見学いただき、好評の精進料理をいただ

きます♪
★県内西部を彩り甘い香りが漂う梅園をめぐり春の訪れ

を感じる１日。紅白様々な種類の梅の花を愛でます。

★小國神社、長楽寺、可睡斎を参拝し2021年の健康長

寿をお祈りしましょう♪

富士駅・清水駅・静岡駅・焼津駅
［7：00-9：00］＝藤枝岡部IC

＝森掛川IC

小國神社参拝と梅園鑑賞

可睡斎で精進料理のランチ

梅のトンネルをゆく長楽寺

大草山昇竜しだれ梅園（竜が雲
をつかみ、天に昇る姿を想像さ

せる昇竜仕立ての樹齢

は50年以上、樹高５m以上のも
のまで350本が林立する圧巻

の風景！！）

舘山寺IC＝焼津IC＝焼津駅・
静岡駅・清水駅・富士駅［16：4

0-18：20頃］

日帰り
AF0962

静岡県

静岡再発見の旅

甘く香る梅園をめぐり春の節句をお祝い

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年２月24日㈬・27日㈯
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

観劇・近場の日帰り

★天然とらふぐ“漁獲高日本一”を誇る渥美半島。旬の極味を是非お召し上がりください

★さざんか寺では住職の案内付き。また多品種のさざんかもご覧いただけます♪

静岡駅・藤枝駅・掛川駅［6：10
-7：45］＝

☆伊良湖岬・菜の花ガーデン（
渥美半島先端

にある一面に広がる菜の花畑
）

☆和味の宿「角上楼」にてふぐ
懐石のご昼食

（ミシュラン掲載の宿）

☆さざんか寺（曹洞宗瑠璃山　
医王寺）（日本

で唯一の“さざんか寺”）

＝掛川駅・藤枝駅・静岡駅［17
：30-19：10］

日帰り
AF0960

愛知県

新年最初の贅沢は美食の旅でス
タート！！

渥美半島の冬の味覚「天然とら
ふぐ」を

和味の宿“角上楼”にて堪能

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年１月18日㈪・26日㈫
（昼食付き）

●旅行
代金 29,000円  旅行代

金
への給付額 7,000円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 22,000円

清水駅・静岡駅・焼津駅［8：10-9：30］
富士山静岡空港（見学、軽食弁当）
FDAチャーターフライト（世界遺産・富士山～三保の松原周辺を遊覧飛行　約１時間）
吉田IC＝（東名高速）＝日本平久能山IC＝（国道150号線・いちご街道）＝
帆船オーシャンプリンセス号乗船（清水港湾内を約１時間の乗船）
エスパルスドリームプラザ（買い物）
清水駅・静岡駅・焼津駅［16：30-17：50］

日帰り
AF0936

静岡県

～ＦＤＡチャーター遊覧飛行～
空と海から見よう！
世界遺産「富士山－信仰の対象と芸術の源泉」

■最少催行人員：50名様

★今年は入山が禁止された富士山を飛行機と帆船から眺めるツアーです。普段は定期便として使用されているFDA
の機材を遊覧用にチャーターいたしました。遊覧飛行は高度を5,000m程度まで下げますので、遠くからでは分
からなかった本来の富士山の岩肌の様子がご覧いただけます（高度は天候によります）

●出 発 日 　　　　　　2021年２月14日㈰・３月20日㈯
●旅行代金 33,800円（軽食弁当付き）

追加設定日

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-9：20］＝（東名高速）＝厚木IC＝（小田原厚木道路）＝
◎旧吉田茂邸：３年前から一般公開された歴史の舞台
☆昼食：大磯プリンスホテル・S.DININGにて洋食ランチ
◎真鶴海岸（三つ石）
◎真鶴町立中川一政美術館（日本洋画壇の重鎮の美術館）
＝（熱海・熱函道路・伊豆縦貫道）＝沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：20］

日帰り
AF0966

神奈川県

～新春の大磯・真鶴海岸～
大磯プリンスホテルメインダイニングでの洋食ランチと旧吉田茂邸

■最少催行人員：15名様

★相模湾の海を望みながらの洋食ランチと戦後の内
閣総理大臣・吉田茂が晩年過ごした邸宅を見学し
ます。また、真鶴海岸を望む中川一政美術館では
迫力のある油絵を鑑賞いただきます。

●出 発 日 2021年１月22日㈮・28日㈭（昼食付き）

●旅行
代金 14,800円  旅行代金への給付額 5,180円  

地域共通
クーポン 2,000円

　お支払い
実　　額 9,620円

東部・中部発

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-7：50］＝（東名高速）＝東京IC＝（首都高速）＝歌舞伎座
※早く到着した場合には、歌舞伎座周辺でご散策時間をお取り致します。
歌舞伎座　初春大歌舞伎　第一部　11時開演
演目：鋭意選定中　出演予定：鋭意選定中　※お席は１等席でご用意致します。公演時間は約２時間です。
つきぢ田村でご昼食
＝東京IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［17：00-18：30頃］

★１年に１度のめでたく華やかな演目で、2021年の幕開けはいかがでしょうか♪
　歌舞伎座に１歩入りフカフカの絨毯を踏めば、贅沢な非日常の世界が広がります♪
★通常より短時間で（約２時間）歌舞伎を楽しむことが出来るようになり
ました。なんとなく敷居が高く感じていた方、退屈だったら嫌だわと思
っていた方はこの機会に試してみてはいかがでしょうか。１年で一番華
やかな演目で眼福の時間を体験できることでしょう♪

★ランチは大人気のつきぢ田村で♪歌舞伎の余韻に浸りながらおなかにも贅沢を♪

新年の幕開けを華やかに彩る
歌舞伎座　初春大歌舞伎

日帰り
AF0140

東京都

■最少催行人員：15名様

●出 発 日 2021年１月13日㈬・16日㈯（昼食付き）

●旅行
代金 29,800円  旅行代金への給付額 7,000円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 22,800円

写真は夏の会席です

田代の
お薦めです！

早春の静岡県西部へ、春の到来を
告げる梅の花を鑑賞に出掛けませんか♪
県内に住みながらもこれまで訪れた
ことのない場所、見たことがない
景色が皆さまをお待ちして

おります♪

福本の
お薦めです！

市場に出回るとらふぐは約95％が
養殖のため、とても希少価値の
高い“天然”とらふぐです！
様々な調理方法で魅了し、
新年から感動すること

間違いなし♪
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