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無料駐車場 約2000台完備
静岡空港特集
６日間 南カリフォルニアSan Diego !
BF0093

アメリカ

桜･街並み･美術品 山陰の美を堪能と名湯めぐり
島根県 春爛漫の出雲・因幡路
「もちがせ流し雛」と桜の松江城

４日間

50エーカーの花畑
絶対見たい！どこまでも続く
ラナンキュラスの大絶景！

４月11日㈭～16日㈫
●旅行代金 298,000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：75,000円
●旅行期間 2019年

AF0710

４月５日㈮～８日㈪

●旅行期間 2019年
●旅行代金

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）

145,800円 147,800円 149,800円

★静岡空港利用で楽々に春爛漫の出雲・因幡路を訪ねます
★玉造温泉と三朝温泉連泊で名湯と地元のご馳走を楽しみます
★女性の幸せ、健康を願う雛祭り。今回は用瀬のひな流しをご見学いた
だき、2019年のご多幸を願いましょう♪

★静岡空港から南カリフォルニアへ！！
★東京ドーム約５個分の広さにラナンキュラスが咲く大絶景！見ごたえ十分♪
★一年中気温が20℃という予報が続く暖かいサンディエゴです

画像提供：USS Midway Museum サンディエゴ観光局

１日目
２日目
３日目

４日目
５日目
６日目

15：40静岡空港から上海経由ロサンジェルスへ
（所要：上海まで約３時間30分上海から約12時間）
―
（日付変更線
通過）
―18：00ロサンジェルス着 ホテルへ 夕食はルームサービスにてごゆっくりと
ロサンジェルス（泊）
カールスバッドへ フラワーフィールド入場（50エーカーの広大な花畑に大感動！ラナンキュラスがどこまで
も続きます） 異国情緒たっぷりのオールドタウン観光
サンディエゴ（泊）
サンディエゴ終日観光（高級リゾート地ラ・ホーヤ、カブリヨ国定公園、ガスランプクォーターシーポートビレッ
ジ・人気のミッドウエイ博物館（空母がそのまま博物館に！） サンセットクルーズディナークルーズをお楽し
みください
サンディエゴ（泊）
ロサンジェルスへ ロサンジェルス観光（サンタモニカ・ハリウッドチャイニーズシアター・マリーナデルレイ
（車窓）
） 夜、
グリフィス天文台見学後、空港へ
空港
01：05空路、
上海経由静岡へ
11：15空路、
静岡へ 14：45静岡空港着

■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 ■最少催行人員：10名様
■食事条件：朝３回／昼３回／夕４回 ■別途空港諸税・燃油負荷運賃・航空保険料・ESTAが別途必要（約31,000円 ９月１日現在）
■利用航空会社：中国東方航空（MU）エコノミークラス ■静岡空港から添乗員同行
■宿泊先：ロサンジェルス／ミヤコホテルまたは同等ホテル サンディエゴ／ハンプトンインカールスバットノースまたは同等クラス

３日間

～美人湯が人気の夕景の宿 油谷湾温泉ホテル楊貴館に２連泊～

１日目

16：35富士山静岡空港＝17：50出雲縁結び空港 平安時代より三名泉として知られ、日本書紀や出雲風土記
にも登場する最古の温泉
『玉造温泉』
に宿泊
玉造温泉：佳翠苑 皆美
（泊）
２日目 ホテル＝9：10-11：10足立美術館（日本近代画コレクションと美しい庭園美）
13：30-15：30倉吉白壁土蔵群（赤瓦と白壁の美しい町並みを散策）
旧国鉄倉吉線廃線跡（廃線跡に続く約4kmの桜並木を散策）
三朝温泉：依山楼岩崎
（泊）
＝９：45-10：15鳥取砂丘
３日目 ８：30ホテル＝９：00-９：30鳥取・仁風閣（桜彩る白亜の洋建築）
11：00-12：00用瀬・流しびなの館(江戸時代をはじめ各時代の約1,000体の雛人形）…祈祷神事、雛のお焚きあげ、ひな流し見学
石谷家住宅（重文・敷地面積3000坪、
部屋数40余りの大規模和風建築）
板井原集落（日本の原風景。
まるで時の止まったかのような美しい村を散策）
三朝温泉：依山楼岩崎
（泊）
（堀川遊覧） 12：15-13：15いずもまがたまの里伝承館にてご昼食
４日目 ９：00ホテル＝11：00-12：00松江城
14：55出雲縁結び空港＝16：00富士山静岡空港
■最少催行人員：12名様 ■食事条件：朝３回／昼３回／夕３回
■宿泊先：１泊目／玉造温泉 佳翠苑 皆美 ２・３泊目／三朝温泉 依山楼 岩崎
■旅行費用に含まれるもの：航空運賃、バス代、宿泊代、食事代、上記記載施設の入場料、現地案内人費用、乗船料、消費税

５日間

AF0647

BF0092

山口県

マレーシア

FOUR SEASONS HOTELに
今が
チャンス !

４月14日㈰～16日㈫

●旅行期間 2019年
●旅行代金

（お一人様）

４名様１室利用

３名様１室利用

２名様１室利用

１名様１室利用（ツインルーム利用）

115,000円 116,000円 118,000円 118,000円

３連泊！

世界遺産マラッカと
可愛いモスクをめぐる
ラグジュアリーな５日間

４月18日㈭～22日㈪
●旅行代金 199,000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：49,000円

★静岡空港発着で便利です
★123基の鳥居が100ｍ以上に渡って並ぶ姿は正
に一度は見てみたい絶景です
★美人湯で人気の夕景の宿、油谷湾温泉ホテル楊
貴館に２連泊

羽田空港発着

新規オープンホテルお泊り体験企画

●旅行期間 2019年

〈早割りご案内〉

１月31日までのお申込は
お一人様

￥3,000引き！

ーの
３段トレ き！
英国式
優 雅な ーンティー 付
アフタヌ

★らくちん♪羽田空港の後泊付きです
★可愛らしく中はとっても美しいモスクめぐりをお楽しみください

１日目

9：00静岡空港＝10：40福岡空港・・・13：00-14：00昼食（ふくの関 ふくづくし御膳）
・・・15：30-16：00海士
ケ瀬公園・展望台
（エメラルドグリーンの海の上に架かる橋絶景！）
・・・16：40油谷湾温泉
ホテル楊貴館（泊）
２日目 8：00ホテル・・・８：30-９：40元乃隅稲荷神社・・・9：55-10：30千畳敷・・・11：10-12：00金子みすゞ記念館・・・
12：10-13：10昼食
（和食きらく）
・・・13：30-14：50青海島遊覧・・・15：30-15：50別府弁天池の湧水・・・
16：30油谷湾温泉
ホテル楊貴館（泊）
３日目 8：30ホテル・・・９：30-10：00秋吉台カルスト展望台・・・10：10-11：10秋芳洞 黒谷口入口・・・11：20-12：30
昼食
（安富屋）
・
・
・13：30-15：30門司港レトロ・・・17：00福岡空港 18：40福岡空港＝20：05静岡空港
■最少催行人員：15名様 ■食事条件・朝２回／昼３回／夕２回
■航空機の発着時間は予定ですので変更になる場合があります

■宿泊先：ホテル楊貴館

■添乗員全行程同行

■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
■別途空港諸税・燃油負荷運賃・航空保険料が別途必要（約約4,100円 10月10日現在）
■宿泊先：クアラルンプール／ FOUR SEASONS HOTEL 羽田／東横inn羽田空港Ⅱまたは同等クラス
■食事条件：朝３回／昼２回／夕３回 ■利用航空会社：エアアジア（７Ｄ）エコノミークラス
■バス乗車場所：静岡駅・清水駅・富士IC・御殿場IC 応相談 ■最少催行人員：10名様
■添乗員同行 ■10名以下で催行実施の場合は空港までは新幹線になる場合もあります

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

ホームページアドレス

［旅行企画・実施］
静新SBSグループ 株式会社SBSプロモーション 旅行部
JATA正会員

１日目 県内各地より羽田空港へ 23：45空路、クアラルンプールへ
機内（泊）
２日目 05：55クアラルンプール着 世界遺産マラッカ観光（オランダ広場・キリスト教会・サン
クアラルンプール（泊）
チャゴ砦・セントポール寺院・青雲亭ジョンカーストリート）
３日目 市内観光（王宮・国立モスク・独立記念碑・独立広場）昼食後、プトラジャヤへ
ピンクモスク観光
クアラルンプール（泊）
４日目 ブルーモスク観光 昼食後、ショッピング 新規オープンホテル「フォーシーズンズ
ホテル」の大人気！アフタヌーンティータイム セレブな気分をご堪能ください♪
クアラルンプール（泊）
５日目 空港へ 14：25空路、羽田空港へ 22：30羽田空港着 ホテルへ
羽田（泊）
09：30専用車にて静岡県内各地へ

〒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

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。

平日╱ 9：30～18：00

営 業 時 間 土曜╱ 9：30～12：00
※日・祝日は休み

http://sbs-tours.com

※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。

青嶋の
お薦めです！
マレーシアに高級ホテル
FOURS EASONS HOTELがオープン！
記念企画にてお得にお泊り頂きます♪
デラックスルームに３連泊、そして人気の
英国式３段トレーのアフタヌーンティを
お楽しみ頂けます。

■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

日帰りコース

－

7日前から
2日前まで

前 日

当 日

旅行開始後

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 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額
2日前から 旅行開始日及び
前 日
無連絡不参加

30日前から3日前まで
30万円以上

50,000円

海 外 旅 行 15万円以上30万円未満 30,000円

10万円以上15万円未満 20,000円
10万円未満
旅行代金の20％

※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。

旅行開始後

旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の
30％
50％
全 額

※写真は全てイメージです。

自然観賞
日帰り
AF0711

三重県

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

３月６日㈬・16日㈯
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

青嶋の
お薦めです！
見事なしだれ梅の名木が約200本！
圧巻です。また椿大神社（つばきおお
かみやしろ）は強大パワースポット

●旅行期間 2019年

神社として大変人気があります。

★日本最古と言われる「呉服しだれ」や紅白で花が咲く「思いのまま」など珍しいしだ
れ梅も見られます
★幻想的な雰囲気漂う椿大神社は伊勢国一之宮です
★一代でパナソニックを築き上げた松下幸之助さんが本当の神様として祀られる松下幸
之助神社があります

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：50-9：00］＝豊田JCT＝四日市JCT＝
鈴鹿の森庭園

※豪華絢爛！約200本のしだれ梅をお楽しみください＝昼食（まと場

※すき焼き こだわりの牛肉まと場のすき焼き膳）＝伊勢国一之宮 椿大神社

※見ご

たえのある幻想的な雰囲気の神社です
＝四日市JCT＝豊田JCT＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅
［17：30-19：40］

日帰り
AF0716

埼玉県

里山料理の味わいと春を告げる花
福寿草と節分草に癒される１日
花と歌舞伎と名水の町小鹿野町を訪ねて

２月27日㈬・３月２日㈯
●旅行代金 11,800円（昼食付き）

約100年ぶりのお披露目！！ミレー幻の作品
「角笛を吹く牛飼い」鑑賞と
山梨県
春よ来い♪富士山の見える梅園・山梨の梅の名所『不老園』

日帰り
AF0721

２月20日㈬・23日㈯
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

●旅行期間 2019年

●旅行期間 2019年

★のどかで素朴な小鹿野町。季節ごとに美しい花々に彩られる自然豊かな町を訪ねます。
★春の訪れを告げる花「福寿草」と「節分草」の可憐で愛らしい花の大群落を観賞します。
★ランチは農園ホテルにて女性には嬉しいこだわりのお野菜たっぷりメニュー♪直営農園や契約農園
の新鮮野菜で安心＆嬉しい♪

★壮大な富士山の見える梅園「不老園」。５万平方メートルの敷地に約30
種、2000本の梅木を鑑賞します
★以前も訪れ評価の高かったワイナリー「ドメーヌ久」が運営するレスト
ランボルドーにてぶどうジュースやワインを楽しみながらランチ♪
★約100年ぶりに公開される幻のミレー作品を鑑賞します

ジャン＝フランソワ・ミレー
《角笛を吹く牛飼い》
制作年不詳
油彩・板
38.1×27.9cm

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：00］＝海老名JCT＝皆野大塚IC
ナチュラルファームシティ
農園ホテルにて彩り鮮やかなお野菜を使ったビュッフェで春を先取り♪
両神・福寿草園（約3,000㎡の園地内に約5,000株の黄金色に輝く福寿草）
小鹿野・堂上（全国的にも珍しいセツブンソウ自生地）
雁坂トンネル経由＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-20：00頃］

日帰り
AF0207

東京都

東京の奥座敷

清流と花めぐり

吉野梅郷と落人伝説の数馬の里で
いただく山里料理

３月16日㈯・20日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★東京で唯一、日本の滝100選に選ばれている払沢の滝へ
★テレビでも紹介された檜原村の最奥地「数馬の里」で約20品の山菜を使った山里料理を堪能♪
★ウィルス感染で一度は全梅木が伐採された吉野梅郷。そこから再生プロジェクトが始まり、2017
年にやっとはじまった梅まつりをご見学いただきます

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝
不老園で早咲き・中咲き・遅咲き等30数種類、2,000本の梅木の観賞
日本で初めて牛肉のステーキを目方売りしたレストラン【ドメーヌ 久】にて国産牛ステーキのランチ
山梨県立美術館にて約100年ぶりに披露されたミレー幻の作品「角笛を吹く牛飼い」鑑賞
甲府昭和IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00］

日帰り
AF0722

静岡県

松崎町の田んぼを使った花畑と
東府や懐石ランチ

1200本のソメイヨシノとお花をダブルで楽しめる♪

４月１日㈪・５日㈮
●旅行代金 10,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★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2018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＝
上質な空間 和のリゾート“東府や”にて懐石ランチ 11：30-12：30
焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC
［7：00-8：30］＝八王子西IC＝
★払沢の滝（日本の滝百選）
★兜造りの旅館｢三頭山荘｣にて山里料理をご賞味
★吉野梅郷梅まつりへ
＝日の出IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅
［18：00-19：30］

※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ゆるりとお食事をお楽しみください

重要文化財岩科学校見学

14：00-14：30

※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

田んぼをつかった花畑

14：45-15：30

※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！

＝沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：40］

伝

統

１泊２日

桜花爛漫の城下町 祭囃子に乗ってからくり人形が舞う

一生に一度は泊まってみたい憧れのクラシック 愛知県 ユネスコ無形文化遺産登録
試楽祭・本楽祭鑑賞
ホテル『奈良ホテル』宿泊と老舗料亭『菊水楼』
●旅行期間 2019年４月６日㈯～７日㈰
の昼食で贅の極みを味わう旅

犬山祭

AF0719

１泊２日
AF0723

奈良県

●旅行代金

３月17日㈰～18日㈪
●旅行代金 59,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）
●旅行期間 2019年

37,800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：2,000円

★ユネスコ無形文化遺産に登録されている「犬山祭」
。今回は１泊で試楽祭・本楽祭の両方を楽しみ
ます。夜と昼とで全く印象が変わる様をお楽しみください
★竹膳料理で春を感じる真福寺の拝観も楽しみ♪
★犬山城や城下町もたっぷりお時間を取っております♪好きなところを好きなだけ、自由に観光してください♪

※お１人部屋追加代金：20,000円

★大人気の古地図歩き。歴史深い奈良、興福寺を古地図さんぽします。
★全国で大人気のクラシックホテルめぐり。奈良ホテルにて伝統と格式を感じ、
奈良旅行を贅沢に演出してくれること間違いなし♪
★奈良の老舗「菊水楼」のランチや国宝の仏像拝観など盛りだくさんな２日間です♪

田代の
お薦めです！
せっかく訪れるなら
今話題のクラシックホテル
「奈良ホテル」に宿泊して
早春の奈良を楽しみませんか？

１日目

２日目

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝興福寺を古地図でめぐる 約３時間半 約4.5km
興福寺の歴史に関する事前解説会（30分程度・場所は興福寺周辺）
・・・興福寺伽藍（三重塔・
北円堂・南円堂・中金堂（拝観有）
・南大門跡・五重塔・東金堂）
・・・本坊・・・大湯屋・・・菩提院大
御堂・・・名勝大乗院庭園文化会館・・・旧千手院土塀跡・・・春日東西塔跡・・・旧宝蔵院跡（石
碑）
・・・吉城園付近・・・国宝館（拝観有） ※昼食は車中にて弁当
ご夕食は奈良ホテルにてフランス料理のコースをご用意♪
奈良ホテル
（泊）

１日目

静岡駅・焼津駅・吉田IC［9：00-10：10］＝豊田東IC
真福寺拝観と寺内で竹膳料理のご昼食
名鉄小牧ホテル 早めのチェックイン 15：00頃
犬山城見学や城下町散策等ご自由にご見学→犬山観光ホテルにてご夕食
試楽祭、
山車が365個の提灯を点灯後運行します。
名鉄小牧観光ホテル（泊）

２日目

ホテル 9：00出発
本楽祭見学
（13輌の山車がからくり奉納し城下町を運行する様子を自由にご見学）
かな和にて名古屋コーチンご賞味
小牧山さくらまつり
小牧山城は、織田信長が初めて築いた城であり、小牧・長久手の戦いの舞台となったことで、
歴史にその名をとどめており、さらに昨年は「続日本100名城」にも選定されました。
小牧IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［17：20-18：20頃］

ホテル（のんびり滞在で10：00出発予定）＝大安寺（癌封じ寺として名高い）＝老舗料亭
菊水楼にてご昼食＝円成寺（運慶作の国宝大日如来拝顔）
＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：15-19：15頃］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

芸術鑑賞
日帰り
AF0726

長野県

ご朱印めぐり

さわやかな早春の安曇野でアートを
めぐる癒しの１日

３月20日㈬・23日㈯
●旅行代金 12,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

日帰り
AF0718

いわさきちひろ
チューリップとあかちゃん
1971年

愛知県

３月２日㈯・６日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食付き）

★大人気のご朱印ツアーです♪今回はひなまつり限定朱印をゲット♪見開きの大迫力＆キュートなご朱印をお楽しみに♪
★リピーターのお客様にご好評いただいている宝善亭にて、女性のお祝いに雛ご膳をご用意♪
★名古屋で大人気の大須商店街もぶらり散歩します。
静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝楠JCT＝
月別朱印が人気の別小江神社参拝（※ご朱印は紙での対応となります）
宝善亭にて雛御膳のランチ
三輪神社（※ご朱印は紙での対応となります。予めご了承ください。）
大須商店街（『賑う商店街で食べ歩き』や『大須観音へお参り』などそれぞれにお楽しみください）
吹上西T/G＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：00-19：00］

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝安曇野IC
ホテルアンビエント安曇野にて、コースランチ
安曇野ちひろ美術館にて
【いわさきちひろ かわいいものがすき ねこの画家 安泰展】鑑賞
北アルプス展望美術館にて趣向を凝らした展示や壮大な北アルプスの山々を鑑賞♪
安曇野IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：30-20：30］

自然鑑賞
AF0645

長野県

ひなまつり限定朱印と雛御膳で
女性の健康と幸せを願う１日

●旅行期間 2019年

★北アルプス展望美術館では北アルプス連峰と安曇野の広大なパノラマやテーマ
ある秀作をご鑑賞いただけます。
★いわさきちひろの作品とともに、世界の絵本画家の作品を恒常的に見ることが
できる安曇野ちひろ美術館を訪れます。
★安曇野の自然に恵まれた食材を使ったコースランチもお楽しみください♪

日帰り

美食を楽しみご利益をいただく旅

神社仏閣

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）
２月23日㈯・27日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食弁当付き）

日帰り
AF0713

神奈川県

●旅行期間 2019年

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
２月２日㈯・６日㈬
（昼食付き）
●旅行代金 13,900円 ※小学生以下は2,000円引き
●旅行期間 2019年

★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。

★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

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。
■募集定員：25名様（最少催行人員18名様）

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

ホームページアドレス

［旅行企画・実施］
静新SBSグループ 株式会社SBSプロモーション 旅行部
JATA正会員

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『N I N J A B U S 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］

〒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

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。

画像提供／伊豆箱根バス

平日╱ 9：30～18：00

営 業 時 間 土曜╱ 9：30～12：00
※日・祝日は休み

http://sbs-tours.com

※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。

■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

日帰りコース

－

7日前から
2日前まで

前 日

当 日

旅行開始後

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 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額
2日前から 旅行開始日及び
前 日
無連絡不参加

30日前から3日前まで
30万円以上

50,000円

海 外 旅 行 15万円以上30万円未満 30,000円

10万円以上15万円未満 20,000円
10万円未満
旅行代金の20％

最少催行人員：日帰り25名、宿泊20名。添乗員：同行します。

旅行開始後

旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の
30％
50％
全 額

※写真は全てイメージです。

芸術鑑賞
日帰り
AF0714

神奈川県

開館30周年の成川美術館と５周年の岡田美術館
ポーラ美術館では企画展に合わせたコースランチと美人画で眼福の１日
箱根の記念展をめぐる

３月９日㈯・13日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★成川美術館にて「開館30周年記念展 戦後日本画の山脈」鑑賞。館内からは静寂な芦ノ
湖もご鑑賞いただけます♪
★ポーラ美術館にて「モダン美人誕生－岡田三郎助と近代のよそおい」鑑賞と、この企画に
合せたコースランチを目と口でご堪能♪
★岡田美術館にて「開館５周年記念展 美のスターたち－光琳・若冲・北斎・汝窯など名品
勢ぞろい」鑑賞

【成川美術館蔵 堀文子 こぶし咲く】

日帰り
AF0706

岡田三郎助《あやめの衣》
1927年（昭和２年） ポーラ美術館蔵

【奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド】と
東京の新名所☆TOKYO MEGA ILLUMI鑑賞

東京都

３月13日㈬・16日㈯
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

日帰り
AF0120

京都府

歌川国芳 《宮本武蔵の鯨退治》 大判錦絵三枚続

弘化４年（1847）頃 個人蔵

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［９：00-10：45］＝つきぢ田村にてご昼食
東京都美術館にて－奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド－鑑賞
東京メガイルミ鑑賞 大井競馬場を舞台にしたイルミネーションイベントへご案内します♪
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［20：00-21：40頃］

東京都

春の到来を華やかに告げる京の風物詩
新開場の京都南座で鑑賞する都をどり
４月10日㈬・12日㈮・15日㈪・20日㈯
●旅行代金 19,900円（昼食付き）

★2018年新開場の京都・南座にて華やかな都をどりを鑑賞し、
しばし夢の世界へ♪
★ご昼食は祇園・花見小路にある花郷にて京料理を堪能します
★到着が早ければ、四条や花見小路でお買い物、散策もお楽しみく
ださい♪

★ちょっとだけ、大人の夜遊びしませんか？東京の新名所となる大井競馬
場を舞台にした「TOKYO MEGA ILLUMINATION」を鑑賞します♪
★今、大ブームの日本美術に注目！！若冲・国芳・狩野山雪など、奇想
天外！
！エキセントリック！！な日本画をじっくり鑑賞します♪
★ランチは大人気のつきぢ田村にて、日本料理の真髄を味わいます

AF0405

東京宝塚劇場
花組公演 鑑賞

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝
（東名・新名神）
＝京都東IC＝
祇園花見小路《祇園 花郷》
にてご昼食
時間に余裕があれば、四条通りや花見小路にてお買い物をお楽しみください♪
京都 南座にて
《都をどり鑑賞》
一等観覧席にて芸妓、舞妓が演ずる京舞・艶やかな
「都をどり」
をお楽しみ下さい。
＝京都東IC＝
（新名神・東名）
＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［19：40-20：30］

歴史散策

日帰り
AF0717

●旅行期間 2019年

滋賀県

①３月31日㈰
②４月５日㈮

●旅行代金

24,800円（昼食付き）

★静岡出身花組トップスター明日海りおさんと
仙名彩世さん主演の公演
★水上都市ヴェネチアを舞台に、稀代のプレイボーイ
カサノヴァの新たな冒険が今、幕を開ける……！
★帝国ホテル「ラ ブラスリー」にて、フランス料理を
ご堪能ください
©宝塚歌劇団 Photographer 富田眞光
①３月31日㈰ 15：30公演
静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC
［９：40-11：00］＝帝国ホテル トラディショナルダイニング
「ラ ブラスリー」にて フランス料理のご昼食をお召し上がりください。
★東京宝塚劇場 花組公演 祝祭喜歌劇「CASANOVA」 15：30開演をＳ席にて鑑賞。
沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅［20：50頃-21：40頃］

古地図で巡る！『幻の彦根城外堀周遊ツアー』
３月27日㈬・30日㈯
●旅行代金 13,300円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★伊井直中創建。必ず自分の探し求める人の顔があると言われる五百羅漢が有名な天寧寺を参拝
★健康の為にはお肉をよく食べよく歩くこと！！とは
ある名医のお言葉。近江牛を使ったご昼食にほっ
ぺた落ちます♪
★明治から昭和に
かけ埋められて
しまった幻の彦
根城外堀を古地
図散歩します♪
健康にも脳にも
嬉しい１日とな
っております♪
静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-7：30］＝彦根IC
井伊直中が創建した曹洞宗のお寺天寧寺
近江牛を使ったランチをお楽しみください♪
幻の彦根城外堀周遊ツアー スタート 約２時間
池須口御門跡⇒足軽屋敷群⇒外堀土塁⇒犀ケ渕跡⇒外馬場公
園⇒水道跡⇒油懸口御門跡⇒切通口御門跡⇒護国神社前⇒い
ろは松駐車場
彦根IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：15-19：15］

②４月５日㈮ 13：30公演
静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC
［７：00-８：30］＝帝国ホテル トラディショナルダイニング
「ラ ブラスリー」にて フランス料理のご昼食をお召し上がりください。
★東京宝塚劇場 花組公演 祝祭喜歌劇「CASANOVA」 13：30開演をＳ席にて鑑賞。
沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅［18：50頃-19:45頃］

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

ホームページアドレス

［旅行企画・実施］
静新SBSグループ 株式会社SBSプロモーション 旅行部
JATA正会員

〒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

観光庁長官登録旅行業

1141号

総合旅行業務取扱管理者

今、箱根では企画展が多数開催されて
おります。それぞれ趣の違う３企画展
をじっくり鑑賞♪ 皆様の趣味に合う
企画が見つかるはずです！
！

●旅行期間 2019年

●旅行期間 2019年

日帰り

田代の
お薦めです！

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC
［７：30-９：10 ]＝沼津IC＝
成川美術館にて『開館30周年記念展 戦後日本画の山脈』
ポーラ美術館にて企画展に合わせたコースランチと
『モダン美人誕生－岡田三郎助と近代のよそおい』
岡田美術館にて
『開館５周年記念展 美のスターたち－光琳・若冲・北斎・汝窯など名品勢ぞろい－』
鑑賞
沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅
［17：30-19：00頃］

今観たい日本美術！！奇想画家８名の作品が並ぶ

©TOKYO MEGA ILLUMI

【出典：岡田美術館 孔雀鳳凰図 伊藤若冲作】

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。

平日╱ 9：30～18：00

営 業 時 間 土曜╱ 9：30～12：00
※日・祝日は休み

http://sbs-tours.com

※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。

■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

日帰りコース

－

7日前から
2日前まで

前 日

当 日

旅行開始後

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 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額
2日前から 旅行開始日及び
前 日
無連絡不参加

30日前から3日前まで
30万円以上

50,000円

海 外 旅 行 15万円以上30万円未満 30,000円

10万円以上15万円未満 20,000円
10万円未満
旅行代金の20％

最少催行人員：日帰り25名、宿泊20名。添乗員：同行します。

旅行開始後

旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の
30％
50％
全 額

※写真は全てイメージです。

