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富士山静岡空港発着特選ツアー
５日間
BF0104

中国

無料駐車場 約2000台完備

一面に広がる桜の絶景！世界最大規模の平壩農場
世界遺産 茘波と黄果樹大瀑布

３月22日㈰～26日㈭
●旅行代金 135,000円
●旅行期間 2020年

（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：31,000円

得々早期割引

11月30日までに
ご予約の方はお一人様

￥3,000引き！

画像提供：貴州省日本観光センター／貴安新区

桜】
【平壩農場の
種多様な
多
ぶ
及
50万株にも
ます
桜が咲き誇り

小七孔臥龍潭

★驚くほどに広がる桜の木々。世界最大と言われる農場にどこまでも桜が咲き誇ります。
★アジア最大の滝と言われる「黄果樹大瀑布」や南方カルスト地形世界遺産茘波の
小七孔・大七孔を訪ねます
エメラルドグリーンが美しい神秘の湖など数多くの絶景スポットへご案内
１日目
２日目

空中からの桜

～中国の美しい秘境を歩く～

アジア最大の滝 黄果樹瀑布

15：40静岡空港発から上海経由貴陽へ 00：45貴陽着 着後、
ホテルへ
貴陽
（泊）
龍宮風景区（龍宮鍾乳洞（小舟乗船）
・小桂林・天生橋）
黄果樹風景区（奇岩と清流が織りなす景観天星橋ミニウォーキング１時間２キロ・黄果樹大瀑
布・滝の裏の洞窟・水簾洞・工芸品店）
黄果樹
（泊）
世界最大規模の平壩農場桜花園観光
※貴州の桜鑑賞ベストスポット！早咲きと遅咲きの２種類がある 観光後茘波へ 茘波
（泊）
世界遺産 茘波観光
小七孔風景区（七孔橋・68級瀑布・水上森林・拉雅瀑布・鴛鴦湖・臥龍潭・翠谷瀑布）
大七孔風景区（天生橋・妖風洞・恐怖峡）貴陽へ 銀製品店
貴陽
（泊）
07：15貴陽空路発 上海経由静岡へ 14：45静岡空港着

３日目
４日目
５日目

■上記料金には日程内の航空券代金・宿泊費・食事代・観光入場料が含まれます
■別途空港諸税・燃油付加運賃・国際観光旅客税が必要になります（約9,200円 ９月27日現在）
■利用予定ホテル：貴陽／ 貴陽天怡豪生大酒店または同等クラス
黄果樹／黄果樹迎賓園（バスタブなし）または同等クラス 茘波／茘波嘉和酒店（バスタブなし）または同等クラス
■利用航空会社：中国東方航空（ＭＵ）上海航空（ＦＭ）エコノミークラス
■最少催行人数：10名 ■食事回数：朝４回／昼３回／夕３回

２日間
AF0789

島根

八雲立つ開運・招福 ご縁の国

まだあまり日本では知られていない
中国の秘境ツアーです。
この時期にしか
見られない素晴らしい桜の絶景。
そして茘波のカルスト大七孔と
小七孔はまさに神秘的。
世界遺産小七孔古橋 カルスト地形が生み出した美しいエメラルドグリーンの湖

３日間

出雲路へ美食と名湯とご利益のたび

AFFDA１

奄美
大島

出雲国風土記に記載された

神の湯 玉造温泉に泊まる

小七孔

ホントにお勧めのコースです！

ＦＤＡチャーター便利用（往復） 富士山静岡空港発着

孤高の画家『田中一村』が愛した

手つかずの自然と文化を感じる
奄美大島３日間

マングローブ▶
原生林

１月25日㈯～ 26日㈰
●旅行代金 八八,八八八円 末広
がり

●旅行期間 2019年

●旅行期間 2020年

（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

青嶋の
お薦めです！

めで
で
たい
！

★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！
！

①12月7日㈯～9日㈪
②12月13日㈮～15日㈰
③12月19日㈭～21日㈯

●旅行代金

２名様１室利用（お一人様）１名様１室利用（お一人様）
①②12月7日・19日発
③12月13日発

132,000円 138,000円
142,000円 154,000円

★富士山静岡空港からわずか２時間30分で奄美大島へ
★手付かずの自然や伝統文化に触れていただきます。
★孤高の画家『田中一村』の作品をゆっくりご堪能いただ
きます。
田中一村美術館▶
１日目

１日目
２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）
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

■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

■募集人数：40名様（最少催行人数20名様） ■添乗員：富士山静岡空港より同行
■利用航空会社：フジドリームエアラインズ ■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回
■ご宿泊ホテル：コース内に掲載ホテル又は同等クラス

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

〒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。

営業時間

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

JATA正会員

富士山静岡空港集合：午前９時 富士山静岡空港（9：45頃）FDAチャーター便（12：15頃）奄美大島空港
奄美大島空港＝☆浜千鳥館（奄美大島産サトウキビを原料にした黒糖焼酎の工場見学と昼食）＝☆西郷南
洲謫居跡（明治維新の立役者、西郷隆盛が幕府から身を隠すために3
年間暮らしていた家）＝☆奄美パーク・田中一村美術館（奄美の自然
を描いた日本画家田中一村のコレクションを常設展示する美術館
120分滞在）＝リゾートホテルコーラルパームス（泊）
染谷の
２日目 ホテルにて朝食 ホテル＝☆高知山展望台（大島海峡、加計呂麻島等を一
お薦めです！
望できる景勝地です。）＝☆黒潮の森 マングローブパーク（西表島に継
富士山静岡空港からチャーター
ぐマングローブの原生林です。）＝レストラン『愛かな』にて愛かな御膳の
便を利用して、わずか２時間
昼食＝☆大浜海浜公園（海洋展示館入館）＝ホテル ※12月8日・20リゾ
30分で鹿児島の離島・奄美大島
ートばしゃ山村（泊） ※12月14日はリゾートホテルティダムーン（泊）
へ。手付かずの大自然や世界三
３日目 ホテルにて朝食 ホテル＝☆大島紬村（ハンカチの泥染め体験）＝☆土盛
大織物である「大島紬」や「泥
海岸（「ブルーエンジェル」と呼ばれる奄美屈指の海岸） ☆あやまる岬＝
染め」など、この島にしかない
☆笠利崎灯台（奄美大島最北端）＝鶏飯ひさくら（昼食）＝奄美大島空港
伝統・文化を感じていただける
奄美大島空港（13：50頃）FDAチャーター便（15：35頃）富士山静岡空港着
３日間です。

平日╱ 9：30～18：00
※土・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
11日前まで

日帰りコース

－

10日前から
8日前まで

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40％ 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30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額
30日前から3日前まで
海 外 旅 行

旅行代金の20％

2日前から当日の旅行開始前 旅行開始後または無連絡不参加
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

※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。

芸術や季節を楽しむ旅

らり旅
ぶ
て
っ
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に
コ
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ト
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房

日帰り

瀑布『粟又の滝』
名
る
誇
を
一
総
房
と
谷
渓
老
養
紅葉の
㈭・８日㈰
行期間 2019年12月５日

AF0414

千葉県

●旅

●旅行代金

13,800円（昼

食弁当付き）

定席となっており
山トロッコは窓付き指

ますので、約60分の

乗車も快適にお過ごし

日帰り
AF0066

滋賀県

SBSツアーズ特別企画

令和最初の年の瀬に聴く 戦後12人目の千日回峰行者
藤波源信大阿闍梨の特別法話と比叡山延暦寺特別拝観

い

★房総里
みます。
ただけます。
養老渓谷の紅葉を楽し
で一番遅いといわれる
日本
ど、
道な
遊歩
★粟又の滝や中瀬
は観光だけ
おりますので、現地で
★お弁当をご用意して
。
ます
だき
使いいた
にめいっぱい時間をお

１日限り！
！

【画像：藤波源信大阿闍梨様】

●旅行期間 2019年

藤波源信（ふじなみげんしん） 延暦寺一山宝珠院住職
北嶺大行満大阿闍梨（ほくれい だいぎょうまん だいあじゃり）
１９５９年 三重県生まれ。
１９７６年 比叡山延暦寺にて得度。
１９７７年 叡山学院入学後に酒井雄哉阿闍梨の飯室谷に移住し、酒井雄哉阿闍梨の
千日行に隋身する。叡山学院卒業後、京都の毘沙門堂門跡に隋身する。
１９８４年 回峰行初百日行達成
１９９３年 比叡山十二年籠山行に身を投じる。千日回峰行の修行に入る。
２００３年 千日回峰行満行。
２００５年 比叡山十二年籠山を円成する。

12月11日㈬

●旅行代金

18,800円（昼食付き）

★令和を迎え最初の年の瀬。皆様どのように過ごされましたでしょうか。これから永く続く令和の時代を心安
らかに過ごせるよう、大阿闍梨と共に今年を振り返りませんか？
★日本仏教の母山、比叡山に広大な寺域を持つ天台宗の総本山。今回は延暦寺の大書院・根本中堂・大講堂も
ご見学いただきます。
★北嶺大行満大阿闍梨（ほくれい だいぎょうまん だいあじゃり）12人目の千日回峰行者になられた藤波阿

5：30-6：30］
日 5：00-6：00・８日
焼津駅・静岡駅・清水駅［５
ライン＝市原IC
＝新東名・東京湾アクア
渓谷駅
ロッコ乗車＋＋＋養老
山ト
上総牛久＋＋＋房総里
着）
26
：
12
発
17
23着・８日 11：
（５日 10：25発 11：
おります。
して
手配
車を
の号
で窓付き
※トロッコのお席は指定席
）
粟又の滝（徒歩 約20分
ください。
葉狩りを約１時間お楽しみ
の紅
渓谷
養老
・
・
・
道
中瀬遊歩
静岡駅・焼津駅
木更津東IC＝清水駅・
頃］
・８日 19：00-20：00
：
［５日 18 00-19：00

闍梨様の法話を拝聴いただきます。

田代の
お薦めです！
その昔、小湊線で活躍したSLを
モチーフに、クリーンディーゼルを
搭載して蘇らせた房総里山トロッコに
乗車して、のんびりローカル線の
旅はいかがでしょうか。
日本で一番遅い紅葉を
楽しみましょう♪

静岡駅・焼津駅・浜松駅［6：00-7：40］＝京都東IC
★延暦寺会館にて精進料理の昼食
★藤波源信大阿闍梨様の法話（千日回峰行の経験と生きる目標を持つことの大切さ。）
★比叡山延暦寺＜根本中堂、大講堂、大書院（通常非公開）を特別拝観。＞
※寺院のご都合により見学場所の変更が生ずる場合がございます。予めご了承ください。
京都東IC＝浜松駅・焼津駅・静岡駅［19：00-20：40］

日帰り
AF0681

日帰り
AF0608

東京都

京都府

2019年最後のご褒美旅行♪

紀尾井なだ万のランチとオープンしたての明治神宮
ミュージアム 迎賓館赤坂離宮にゆったり滞在

12月８日㈰・15日㈰
●旅行代金 15,500円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★一度は食べてみたい！！なだ万のお料理をランチにご用意致しました♪
★一度は訪れたい！！迎賓館赤坂離宮。みなさまのお声掛けで見学時間を延ばしゆったりご見学いただきます♪

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

12月７日㈯・10日㈫
●旅行代金 16,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★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♪

出典：京都フリー写真素材

催行間近！！

URL : https://photo53.com/

★この秋オープン！！新国立競技場を手掛け大注目の隈研吾氏設計による明治神宮ミュージアムをご見学♪
焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：30］＝渋谷出口＝
今年10/26にオープンしたばかりの明治神宮ミュージアムへご案
内！！国立競技場を設計した、今もっとも旬な建築家【隈

研吾】氏

が手掛けました！！
紀尾井なだ万にてランチ
迎賓館

赤坂離宮

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］

見学

日本で唯一のネオバロック様式建築。映画やドラマでもロケ地と
して使用される外国のような景観をお楽しみください♪
※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
止となった場合は代替観光地をご用意の上催行させていただき
ます。
予めご了承ください。
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-18：30頃］

日帰り
AF0786

東京都

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

12月４日㈬・14日㈯
●旅行代金 14,500円（昼食付き）

日帰り
AF0782

東京都

●旅行期間 2019年

★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。

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
12月１日㈰・４日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★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♪

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

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］

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［17：00-18：30頃］

日本の伝統文化と日本の風景

２泊３日

24名様限定

おん祭
宮
若
日
春
く
続
り
よ
代
時
平安
執金剛神立像拝観〉

１泊２日
AF0790

奈良県

AF0792

１度の開扉秘仏
〈東大寺法華堂 年に

●旅行期間 2019年
●旅行代金

12月16日㈪～17日㈫
様）

２名様１室利用（お一人

42,800円

45,800円

昼食イメージ
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■お食事：朝１回／昼

AF0796

奈良県
京都府 ●旅行期間 2020年２月８日㈯～９日㈰

62,800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：15,000円

★一生に一度は泊まってみたいクラシックホテル【奈良ホテル】へご宿泊♪伝統と格式を重んじる奈
良ホテルでごゆるりとお過ごしください。
★奈良瑠璃絵は11年目を迎える奈良の冬の風物詩。春日大社、東大寺、興福寺を幻想的な「光の回廊」
でつなぎ、美しく神秘的な瑠璃絵の世界に皆様を誘います。
★２日目はただの観光では終わらない【大和四寺巡礼の旅】をご案内。凛とした空気、荘厳な景色、
歴史ある建物。「ハレ」の空間で静かに自分と向かえば気持ちも晴れる、そんな「奈良大和四寺・
ハレ詣で」の旅へ。

１日目

静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝
ランチは宇治の抹茶料理を堪能・・・
や
近代的なお店が融合した宇治のまちを自由にご散策♪
宿泊（ご夕食はホテル内でビュッフェをご用意）
１週間だけのイルミネーション
見学

２日目

ホテル 8：00＝
の旅
智恵の仏 安倍文殊院（僧侶の案内で国宝文殊菩薩拝観、
お抹茶拝復）
開運の仏 岡寺
（西国七番札所を僧侶の案内で拝観、
内々陣から御本尊参拝）
三輪そうめんの会席ランチ
慈悲の仏 長谷寺
（西国八番札所を僧侶の案内で拝観、
五重塔と本尊十一面観音特別拝観）
悟りの仏 室生寺
（僧侶の案内で特別拝観）
＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［20：00-21：00頃］

２月16日㈰～18日㈫
●旅行代金 89,800円（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）
●旅行期間 2020年

★冬の味覚で溢れる日本海の美食紀行へ出掛けませんか？富山のぶり！！ズワイガニ！！金沢の加賀料
理！
！是非一度ご賞味あれ！！
★世界遺産五箇山で雪のライトアップが楽しめるのは２日間だけ！！とっても貴重で大人気の冬の風物
詩へご案内致します。
★雪で真っ白に染まる加賀百万石の城下町を観光！！しんとした雰囲気の中そぞろ歩きをお楽しみいた
だきます。

１日目

静岡駅・焼津駅・藤枝駅・島田駅［7：15-8：30］＝島田金谷IC＝
郡上八幡 昼食・散策＝世界遺産五箇山の中心に位置する村上家ご見学
世界遺産・五箇山相倉合掌造り集落ライトアップ
岩瀬・老舗の磯料理｢松月｣で旬のぶりやズワイガニなど海の幸の夕食
路面電車 ポートラムに乗ってホテルへ
富山エクセル東急ホテル（泊）

２日目

岩瀬（加賀藩の御蔵が置かれ、上方への米の輸出港として栄えた廻船問屋の町並み散策）
新湊きっときと市場（紅ズワイガニの昼セリ見学）→射水ランチ＝金沢 加賀前田家の奥
方御殿 成巽閣にて「前田家伝来 雛人形雛道具特別展」鑑賞・・・兼六園（雪吊りの名勝庭
園）
散策
ご夕食は老舗料亭「大友楼」
にて加賀料理夕食 金沢ニューグランドホテルプレミア（泊）

３日目

金沢の台所 近江町市場を見学＝武家屋敷 寺島蔵人邸＝
フランスと日本を代表する美食の都、
リヨンと金沢の食文化が融合した季節感溢れるフレ
ンチ堪能
＝島田駅・藤枝駅・焼津駅・静岡駅［19：00-20：20頃］

日帰り
AF0751

静岡県

11月24日㈰
●旅行代金 12,500円（昼食付き）
●旅行期間 2019年

★前回も大好評を頂いた落語家さんとお坊さんのバトルです。今回の話
題は《和と輪》
。楽しい話をたくさん聞いて “笑い" の１日にしましょう
★宮川沿いに大小約1000本林立するモミジは青葉輝く新緑の季節から深紅に染まる紅葉の季節まで
美しく、極上の色彩に目を奪われます

奈良ホテル
（泊）

◎小國神社は紅葉シーズンの為、混雑が予想されます。紅葉鑑賞のお時間が少なくなる場合もございますので予めご承知おきください

清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［7：00-8：45］＝森掛川IC＝遠江国一宮小國神社もみじ狩＝昼食
＝藤枝
（花咲之庄）
※高座バトル

［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

〒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。

お坊さんと落語家のおもろい噺、いい話《和と輪》 14：00-16：30

説教師は藤枝市の日蓮宗蓮久寺住職【大場常仁じょうにん】上人・掛川市の真宗大谷派蓮福寺住職
師
【馨敏郎かおるとしろう】
＝藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［17：00-18：50］
営業時間

ホームページアドレス

大慶寺

さん
落語家は
【古今亭志ん好ここんていしんこう】師匠と【春風亭朝之助しゅんぷうていちょうのすけ】

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

落語家さんのおもろい噺×
お坊さんのいい話 笑 笑
円妙山大慶寺で高座バトル 落語 VS 説法
！
好評
弾
第２

ショッピングなど、
歴史と

■お食事：朝１回／昼２回（内、弁当１回）／夕１回

JATA正会員

冬の越中美食紀行 日本海の絶景と食を愉しむ３日間

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

憧れの奈良ホテル宿泊で楽しむ 幻想的な光の回廊と
2020年の福探し 大和四寺巡礼の旅
●旅行代金

世界遺産五箇山ライトアップと

※お１人部屋追加代金：4,000円

様）

１名様１室利用（お一人

が奉納される
・猿楽など様々な芸能
★特別桟敷席から田楽
り観覧
「松の下式」をゆった
春日大社の職
社御本殿と若宮神社を
★おん祭の前に春日大
員がご案内
法華堂の秘
けに開扉される東大寺
★年に１度12月16日だ
仏を拝観
び餅とお抹茶！
★お茶屋さんにてわら

１泊２日

富山県
石川県

夕闇に浮かぶ幻想風景

平日╱ 9：30～18：00
※土・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
11日前まで

日帰りコース

－

10日前から
8日前まで

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40％ 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30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額
30日前から3日前まで
海 外 旅 行

旅行代金の20％

2日前から当日の旅行開始前 旅行開始後または無連絡不参加
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

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
日帰り
AF0797

東京都

健康・金運祈願

鹿島神宮・息栖神社・香取神宮
2020年 東国三社初詣

日帰り
AF0476

2020年の幸せを祈ってめぐる

茨城県
千葉県

武蔵野吉祥七福神めぐり

①１月４日㈯・②１月７日㈫
●旅行代金 ①１月４日出発 12,800円（昼食付き）
②１月７日出発 11,800円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

※御朱印を希望される方はご予約の際お申し付けください。
（紙対応になります）
★毎年恒例の七福神めぐりのご案内です！！今年は武蔵野エリ
アを歩きます。
１年の開運を願いながらみんなで2020年、初ウォーキ
ングしましょう♪
★地元ガイドさんの案内を聞きながら約10名様のグループ
にわかれ七福神をめぐります。アップダウンはほとんどあ
りません！！
★ご昼食は吉祥寺にてホテルビュッフェをお召し上がりいた
だきます♪
焼津駅･静岡駅･清水駅･富士IC･沼津IC
［6：30-8：20］
＝東京IC＝
現地案内人と共に武蔵野吉祥七福神めぐりスタート！
！ 約7.5kｍ
井の頭弁財天（大盛寺）／弁財天学問・芸術・財運→徒歩15分→吉祥
寺第一ホテルにてビュッフェランチ→徒歩10分→安養寺／布袋尊
福財、慈悲、和合→徒歩１分→武蔵野八幡宮／大國様 五穀豊穣・事
業繁栄→徒歩７分→大法禅寺（大法寺）／福禄寿 孫繁栄・富・長寿→
徒歩30分→延命寺／毘沙門天 福徳・知恵 寿老人 諸病平癒・長
寿→徒歩約40分→杵築大社／恵比寿神 商売繁盛
東京IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅
［17：00-18：50］

旧白洲邸・武相荘見学と
曹洞宗大本山總持寺の精進料理
神奈川県
日帰り
AF0016

１月11日㈯・15日㈬
●旅行代金 11,800円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

１月22日㈬
・25日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

★「国譲り」神話に由来する東国三社めぐりで2020年も幸
せいっぱい！
！
★江戸時代は、お伊勢参りに次いで人気があった東国三社め
ぐり。三社を結ぶと直角三角形になるという不思議なパワ
ースポット。
★江戸の情緒の町並みが
残る千葉県香取市数寄
屋建築の日本料理店で
ランチ♪料理長は、
「現
代の名工」
「黄綬褒章」
全国技能士連合会マイ
スターの称号を贈られ
るなど数々の名誉を成
し遂げています。
息栖神社
写真提供：神栖市観光協会

鹿島神宮

画像提供：鹿島市観光協会

香取神宮

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［5：00-6：30］＝香取IC＝
香取神宮（下総國一の宮、初参り）
懐石 そう馬 にてランチ
鹿島神宮（常陸国一の宮、関東屈指の古社）
息栖神社（ご神体の井戸・忍潮井、芭蕉句碑）
潮来IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：40-20：50頃］

2020年の金運はこれで安心!?
曜日限定!!金朱印めぐり
金
終
最
月
毎
岐阜県

日帰り
AF0795

１月31日㈮
（昼食付き）
●旅行代金 13,800円

●旅行期間 2020年

行列に並ぶ
★最大のメリットは待ち時間なく、
りがたの
めぐ
朱印
楽に
スで
ことなく、貸切バ
♪
です
しめるところ
★聖地も多い岐阜県で
2020年を楽しく過
ごせるよう、パワー
をいただきましょ

★石原裕次郎が眠る大本山総持寺を僧侶の案内で拝観します。もち
ろん昭和の大スター裕ちゃんのお墓参りもできます！！
★ランチは僧侶手作りの精進料理。中でも胡麻豆腐は絶品！！とお土
産に買って帰る方も多くいらっしゃいます。
★白洲次郎と正子、ふたりが生涯を通して愛した家「武相荘」今と
なってはめずらしい茅葺き屋根の家がなんだか懐かしい♪

う！！
★昭和天皇もお泊りに
なった旅館で、現在
は料亭として伝統を
今に受け継ぐ【萬松
館】にてランチを楽
しみます♪

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
AF0087

静岡県

帆船 オーシャンプリンセス号で迎える

※御朱印は
紙対応になります

田代の
お薦めです！

30］＝（新東名経由）
清水駅・静岡駅・焼津駅［6：30-7：
毎月最終週の金曜日だけにいただける
＝弘峰寺＝伊那波神社＝
金朱印をご存知ですか？
ランチ
毎月大行列になるそうですが、
伝
跡と
公館
った
を誇
絢爛
長が
その 昔、時代 の暁 将織 田信
下を はじ め、貴顕 紳士 の ツアーにご参加いただく皆様は行列ナシ♪
えら れる『萬 松館 』天皇 皇后 両陛
待ち時間ナシ♪でもご利益アリ♪
ます が、今は 料亭 とし て
宿と して 岐阜 最古 の伝 統を もち
2020年もた～くさん旅行に
親しまれています。
出掛けられることを願って、
＝金神社＝玉性院＝
金朱印めぐりは
清水駅［18：40-19：50］
いかがでしょうか♪
一宮木曽川IC＝焼津駅・静岡駅・

2020年 初日の出クルーズ

１月１日
（元旦）
●旅行代金 9,900円 （弁当付き）（大人・子供共通） 元旦
（費用には乗船料、食事代が含まれます）

※当日は帆を張っての運行は致しません。

●旅行期間 2020年

★清水港集合解散！！2020年の初日の出はオーシャンプリンセスの上から迎えませんか？
★おせち風のお弁当とカニ汁をご用意！！準備するものは何もいりません！
！あったかい格好でお越
しください！！
★船内では豪華（？）商品が当たるビンゴゲームや樽酒鏡割などイベントも企画しております♪
■ご集合場所：清水マリンパーク 清水波止場遊覧船乗り場
■ご集合時間：午前５時50分～ 乗船受付開始 （時間厳守でお願いします）
5：50 AM
6：20 AM
7：00 AM
8：15 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。
）
「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。
デッキへご案内、2020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
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。
※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。

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

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。

営業時間

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

平日╱ 9：30～18：00
※土・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
11日前まで

日帰りコース

－

10日前から
8日前まで

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40％ 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30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額
30日前から3日前まで
海 外 旅 行

旅行代金の20％

2日前から当日の旅行開始前 旅行開始後または無連絡不参加
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

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。

