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エジプト

古代ロマン漂う感動のエジプト
カイロ・アレキサンドリア周遊６日間

得々早割 12月27日までにお申込の方は
お一人様5,000円引き！

世界遺産ギザの３大ピラミッドとスフィンクス
４月16日㈭～21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１人部屋追加代金：29,000円
●旅行期間 2020年

★ピラミッドに近いホテ
ルです
★４日目の夜はナイル川
のディナークルーズを
お楽しみ頂けます
★観光中は毎日お一人様
１本ミネラルウオータ
ーをご用意！
★カイロとアレキサンドリアの見どころを効率良く周遊します

モハメドアリモスク

メルキュール カイロ ル スフィンクス

１日目
２日目

県内各地より中部国際空港へ 空路、アブダビ経由カイロへ
機内
（泊）
カイロ着 市内観光（エジプト考古学博物館〈ミイラ室は入場しません〉
・ハンハリーリバザー
ル・香水専門店） 観光後、ギザ地区へ
カイロ
（泊）
３日目 アレキサンドリア市内観光（カイトベイ要塞・アレキサンドリア国立博物館・地下にある共同
墓地・ポンペイの柱）
カイロ
（泊）
４日目 世界遺産ギザ、メンフィス、サッカラ、ダハシュール観光
（クフ王
〈入場〉
・カフラー王・メンカウ
ラー王の３大ピラミッド・パノラマポイント・スフィンクス
〈入場〉
・ラムセス２世の巨像
〈入場〉
・
アラバスター製のスフィンクス・ジョセル王の階段のピラミッド・パピルスの専門店）
夕食はナ
イルディナークルーズ
カイロ
（泊）
５日目 カイロ市内観光（モハメド・アリ〈入場〉
・モスク） 空路、
アブダビ経由名古屋へ
機内
（泊）
６日目 中部国際空港着 専用車にて静岡県内へ
■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29,750円
■別途、エジプト査証代金がかかります（ＵＳ＄35）※現地にて取得
■利用予定ホテル： MERCURE CAIRO LE SPHINXまたは同等クラス
■利用航空会社：エティハド航空（ＥＹ）エコノミークラス

アレキサンドリア

ザ】
【世界遺産ギ
ンカウラー王
メ
・
王
ー
ラ
クフ王・カフ
ド
のピラミッ

青嶋の
お薦めです！

11月15日現在）

古代エジプトの王たちが
築き上げた神殿やピラミッドは
正に感動もの！
神秘と謎に包まれた遺跡を
ベストシーズンに
見に行きましょう。

※アブダビまでは直行便扱いとなりますが北京にて機内清掃のため一旦着陸します。機外には出ません

■添乗員：静岡県内より同行

３日間
AF0799

鹿児島

■最少催行人数：10名

■食事回数：朝４回／昼３回／夕３回

あったか南九州へ避寒の旅♪

砂蒸し温泉などで有名な指宿温泉と
霧島神宮のお膝元【霧島神宮温泉】に寛ぐ

２月28日㈮～３月１日㈰
●旅行代金 92,800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：15,000円
●旅行期間 2020年

★早めの宿入りと朝遅い出発でのんびりゆったりとした
ご旅行計画となっております。
★霧島温泉や指宿の砂蒸し風呂で癒しのひとときを♪ま
た言わずと知れた黒豚や温暖な気候を利用し栽培され
る新鮮な食材や黒酢を使ったグルメもご堪能！
！
★目の前に迫った北岳の荒々しい山肌、眼下には穏やか
な錦江湾や鹿児島市の街並みを一望することができる
桜島の展望所や歴史を今に伝える知覧など観光先はじ
っくりとご見学いただきます。
静岡空港11：55発～FDA133～鹿児島空港13：40着＝嘉例川駅（登録有形文化財指定のレ
トロな木造駅舎）
霧島温泉郷・アクティブリゾーツ霧島
（泊）
２日目 霧島神宮（パワースポット）＝知覧平和特攻会館＝武家屋敷庭園群（国の名勝の庭園や重要
白水館
（泊）
伝統的建造物群保存地区）＝砂むし温泉・指宿
３日目 長崎鼻（薩摩半島最南端）＝鹿児島港～桜島港＝湯之平展望所（間近に望む桜島）＝坂元の
くろず「壺畑」情報館&レストラン（健康！くろず料理の昼食）＝鹿児島空港14：10～静岡空
港15：30着予定

１日目

田代の
お薦めです！
温暖な東シナ海に面する南薩摩は
新鮮な海の幸や農畜産物が豊富♪
美食はもちろんのこと、
霧島・指宿の鹿児島２大温泉で
癒され、歴史も自然も
満喫出来る盛り沢山の
コースです♪

■旅行費用に含まれるもの：バス代、航空券代、宿泊代
（２泊４食）、昼食代（２回）、乗船代、上記記載施設の入場料
■最少催行人員：1２名 ■添乗員：全行程同行
■食事回数：朝２回／昼２回／夕２回

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

※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。

季節の花や芸術、美食を楽しむ

日帰り

り
豪華絢爛！圧巻のしだれ梅まつ
大神社
椿
ト
ッ
ポ
ス
ー
ワ
パ
大
強
宮
之
伊勢国一
三重県
㈯

AF0802

東京都

日帰り
AF0711

３月５日㈭・14日
（昼食付き）
●旅行代金 13,900円

●旅行期間 2020年

日帰り
AF0803

東京都

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：10］＝
高尾梅郷ウォーキング
旧甲州街道沿いの約4.5kmの間に点在する６つの梅林の総称が「高尾梅郷」。その中から４箇所の梅
林を約２時間半かけて歩きます。
京王高尾山温泉・極楽湯にて入浴休憩

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。

＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：00頃］

日帰り

パスポート不要のイギリス旅行！？イギリス様式建築鑑賞と
すべてが初来日！！ロンドン・ナショナル・ギャラリー展鑑賞

３月７日㈯・11日㈬
●旅行代金 13,800円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

★三菱創設者・岩崎家本邸として
建てられた旧岩崎邸庭園。ジョ
サ イ ア・コ ン ド ル 設 計 による
17世紀の英国ジャコビアン様
式、イギリス・ルネサンス様式
など見所いっぱい♪
★普段行列の絶えない老舗洋食店
にてランチをご賞味♪
★年間500万人が訪れるといわれ
るロンドンナショナルギャラリ
ー。この度初めて館外で所蔵作
品展が開かれ、日本初公開のゴ
ッホの傑作【ひまわり】やフェ
ルメールの【ヴァージナルの前
に座る若い女性】をご鑑賞いた
だけます！！この機会をお見逃し
なく！！

AF0140

東京都

１泊２日
AF0140
フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》
1888年 油彩・カンヴァス 92.1×73cm
© The National Gallery, London. Bought,
Courtauld Fund, 1924

ヨハネス・フェルメール《ヴァージナルの前に座る
若い女性》1670-72年頃 油彩・カンヴァス
51.5×45.5cm
© The National Gallery, London. Salting Bequest, 1910

コンドル設計の旧岩崎邸庭園

イギリス・ルネサンス様式や英国ミントン製のタイル

東京都

ヨーロッパ絵画を網羅する質の高いコレクションで知られるロンドン・ナショナル・ギャラリー。同
館の200年の歴史のなかで初となる、館外での大規模な所蔵作品展が東京の国立西洋美術館で開催

九州

２月19日㈬～20日㈭
●旅行代金 73,800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

１日目

浜松駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［10：00-13：00］＝
（東名・首都高速）
＝歌舞伎座
歌舞伎座 演目：夜の部（16：30開演） 出演予定：鋭意選定中
※夕食は幕間にお食べ頂けるように、歌舞伎座特製のお弁当をご用意致します。
歌舞伎座＝帝国ホテル
帝国ホテル東京（泊）

２日目

10：30頃出発 帝国ホテルにて朝食後、歌舞伎座へ。
歌舞伎座 演目：昼の部（11：00開演） 出演予定：鋭意選定中
歌舞伎座＝（首都高速・東名高速）＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・浜松駅［18：00頃-20：45頃］

されます。すべての作品が初来日の同展示会をお見逃しなく！
！
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30頃］

歌舞伎座 二月大歌舞伎と帝国ホテル宿泊
※お１人部屋追加代金：10,000円

上野の老舗洋食店黒船亭にてランチ

AF0788

２月15日㈯
●旅行代金 33,800円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2020年

★尾上菊五郎・坂東玉三郎二人の人間国宝の競演に、歌舞
伎界一ダンディーな俳優と呼び声高い片岡仁左衛門が加
わる豪華メンバー！！
★宿泊コースは、一度は泊まりたい憧れの帝国ホテルへご
宿泊♪ご朝食は自慢のパンケーキや東京吉兆の和朝食が
選べます♪
★バスツアーならでは！！歌舞伎座正面でバス乗降の為、ラ
クラク移動です。

など洋館内のご見学

３日間

人間国宝の競演！！歌舞伎座 二月大歌舞伎

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 二月大歌舞伎 昼の部 11時開演
演目：鋭意選定中 出演予定：尾上菊五郎、片岡仁左衛門、坂東玉三郎 ほか
※お席は１等席でご用意致します。※幕間に歌舞伎座特製のお弁当をご用意致します。
歌舞伎座＝
（首都高速）
＝東京IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［18：00頃-19：15頃］

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：10］＝
ジョサイア

３月21日㈯・25日㈬
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）
●旅行期間 2020年

★普段は閉鎖されている木下沢梅林が高尾梅郷梅まつりの時期に合わせて特別開放されます。
★地元案内人と共に早春の裏高尾で梅林ウォーク♪梅の濃厚な香りが漂う中地元の方とウォーキング
を楽しみます♪
★ウォーキングが終わったら高尾温泉で疲れを取り、心も身体も癒されます♪

は圧巻！絶景をお楽
★約200本ものしだれ梅
しみ頂けます♪
椿大神社はしっとりと
★伊勢国一之宮である
神社です
した幻想的な雰囲気の
年も大好評！美味
は昨
き膳
★まと場のすき焼
しいお肉に舌鼓♪

］＝豊田JCT
・浜松IC［6：50-9：00
清水駅・静岡駅・焼津駅
わり
と場 ※すき焼き こだ
＝四日市JCT＝昼食（ま
華
※豪
き膳）＝鈴鹿の森庭園
の牛肉まと場のすき焼
伊勢
＝
梅をお楽しみください
絢爛！約200本のしだれ
雰囲気
的な
幻想
ある
※見ごたえの
国一之宮 椿大神社
IC・焼津駅・
CT＝豊田JCT＝浜松
の神社です＝四日市J
-19：50］
静岡駅・清水駅［17：40

早春の裏高尾でウォーキングと温泉を堪能
約10,000本の紅白の梅が咲き誇る高尾梅郷ウォーキング

■お食事：朝１回／昼１回（弁当）／夕１回（弁当）

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
２月９日㈰～11日
（火・祝）

●旅行期間 2020年
●旅行代金

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）

133,000円 138,000円 148,000円

★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♪

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
＝平戸大橋＝平戸海上ホテル 15：30頃（全室オーシャンビュー
聖堂）
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。）
田代の

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 朝獲れ海鮮ランチ＝大宰府天満宮＝福岡空港（18：55）
＝FDA148＝富士山静岡空港 20：20頃

★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！
！

■最少催行人数：12名様

■添乗員：静岡空港から全行程同行

お薦めです！

１月出発分がお蔭様で満席をいた
だき、急遽追加決定致しました。
2020年も元気に過ごせるよう、
九州の冬の味覚三昧と
神秘の地『平戸』を訪れ
パワーチャージ！
！

季節の風物詩や地域の習わしを楽しむ

運祈願
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日帰り
AF0800

山梨県
静岡県

２月１日㈯・５日㈬
（昼食付き）
●旅行代金 10,000円

●旅行期間 2020年

冬の味覚 伊豆の金目鯛づくしのランチと
自家源泉かけ流し秘湯の湯【観音温泉】

日帰り
AF0801

静岡県

２月８日㈯・13日㈭
●旅行代金 12,800円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

★この時期の旬のご馳走、その日の朝に揚がった新鮮な金目
鯛を心ゆくまでご堪能ください♪

うに佇む
富士山ぐるっと囲むよ
人の心の拠り所。その
日本
たち
は私
士山
★富
ワーをいただきます。
ラク♪
浅間神社五社を巡りパ
ないので、身体もラク
前後で歩くところも少
0分
午後
カ♪
カポ
もポ
★バス移動は各社間3
身体
うで心も
のあったか～いほうと
★寒い時期にぴったり
っぱい！！
の五社めぐりも元気い

★数々の著名人もお忍びで通う知る人ぞ知る秘湯【観音温泉】
へ。脅威のp.H9.5の泉質は県下随一！！一度入ればファン
になること間違いありません！！
★寒さ厳しい２月なので遅い出発に早いお帰りで温泉にじっ
くり浸かっていただきます♪
焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：30-9：40］＝沼津IC＝
徳造丸にて金目鯛尽くしのご昼食
飲泉・自家源泉かけ流しの秘湯「観音温泉」。地下600mから

田代の
お薦めです！

C＝
：00-8：00］＝御殿場I
焼津駅・静岡駅・清水駅［7
＝ほうとう
神社
＝北口本宮冨士浅間
東口本宮冨士浅間神社
＝富士山
神社
浅間
浅間神社＝山宮
不動（昼食）＝冨士御室
IC＝清水
清水
＝
）
経由
C＝（新東名
本宮浅間大社＝新富士I
頃］
30-17：40
駅・静岡駅・焼津駅［16：

日帰り
AF0476

茨城県
千葉県

外は寒いし、出掛けたくな～い！
！
という方におすすめのコースです♪
朝は遅く帰りは早めの行程で、各社も
五分以上歩くところはありません！
！
霊験あらたかな富士山を囲む
浅間五社をめぐり今年の
幸せを祈りましょう♪

鹿島神宮・息栖神社・香取神宮
2020年 東国三社初詣

１月22日㈬・25日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

湧く強アルカリp.H9.5の泉質を持つ温泉、50万坪の広大な
敷地で最良の時間をお過ごしください♪
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：15頃］

日帰り
AF0797

東京都

●旅行期間 2020年

2020年の幸せを祈ってめぐる

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）

★「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。

★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

鹿島神宮

画像提供：鹿島市観光協会

息栖神社

写真提供：神栖市観光協会

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 子孫繁栄・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

香取神宮

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［5：00-6：50］＝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］

２泊３日
AF0792

富山県
石川県

東京IC＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅
［17：00-18：50頃］

１泊２日
AF0796

夕闇に浮かぶ幻想風景

世界遺産五箇山ライトアップと

奈良県
京都府 ●旅行期間 2020年２月８日㈯～９日㈰
●旅行代金

冬の越中美食紀行 日本海の絶景と食を愉しむ３日間

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）

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
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。

●旅行期間 2020年

※お１人部屋追加代金：4,000円

★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

１日目

２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］

の旅
ホテル 8：00＝
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］

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

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

観光庁長官登録旅行業

や
ショッピングなど、歴史と近代的なお店が融
宿泊
（ご夕食はホテル内でビュッフェをご用意）
見学
奈良ホテル
（泊）

■お食事：朝１回／昼２回（内、弁当１回）／夕１回

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

JATA正会員

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・・・
合した宇治のまちを自由にご散策♪
１週間だけのイルミネーション

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。

お正月の旅
日帰り
AF0806

滋賀県

AF0804

明智光秀ゆかりの
寺と梅の郷を訪ねる

東京都

★西教寺は織田信長による延暦寺焼き討ちで焼失した後、明智光
秀が寺の復興に尽力したことから、境内には、光秀一族の墓が
あり、ゆかりの寺として知られております。
★叶匠壽庵の和菓子が生まれる寿長生の郷ではシンボ
ルである約1000本の梅が咲き誇ります。花より
団子の皆様も安心♪梅を使った新商品もお楽しみ♪
★比叡山麓の豊かな自然と美しい景観に恵まれた名勝
庭園坂本伝統的群保存地区内で庭園を眺めながらお
食事をお楽しみいただきます♪

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［8：30-10：00］＝
（東名高速・首都高速）＝
【昼食】
両国にてちゃんこ鍋の昼食
★東京・両国国技館にて大相撲初場所観戦（14：00頃到着・18：00の結びの一番まで）
＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［21：00頃-22：20頃］

静岡駅・焼津駅［6：30-7：00］＝瀬田東IC
寿長生の郷にて観梅＝芙蓉園にてランチ＝西教寺
京都東IC＝焼津駅・静岡駅［19：00-19：30頃］

AF0805

京都府

日帰り
AF0087

静岡県

いにしえの文化に触れる旅 ２月の節分限定！！

2020年の開運を願ってめぐる
京都の魔除け 四方参り

２月２日㈰・３日㈪
●旅行代金 12,800円（昼食弁当付き）
京都には御所の四方の鬼門を護る四つの神社がありま
す。
この四社にお参りすることを四方参りと言います。節
分の夜、邪気はまず北東の表鬼門にあたる【吉田神社】
に現れますが同神社を追われ、南東の【八坂神社】、
南西の裏鬼門【壬生寺】そして最後に【北野天満宮】
まで逃げてきて、北野天満宮の福部社の中に閉じ込め
られるそうです。邪気を払い福を招く【四方参り】で
新しい年を迎えませんか？

岐阜県

5：50 AM
6：20 AM
7：00 AM

雪景色の
白川郷と小京都・
高山で過ごすお正月
新春の旅

（お１人様）

①１月１日
②１月３日

４名様１室利用

３名様１室利用

１月１日
（元旦）
●旅行代金 9,900円 （弁当付き）（大人・子供共通）
（費用には乗船料、食事代が含まれます）
●旅行期間 2020年

※当日は帆を張っての運行は致しません。

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。

AF0699

長野県

信州の温泉宿で過すお正月

渓谷を望む一軒宿・横谷温泉
旅館にのんびり２連泊
１月３日㈮～５日㈰

①１月１日㈬～３日㈮
②１月３日㈮～５日㈰

出発日

8：15 AM

２泊３日

●旅行期間 2020年

●旅行期間 2020年
●旅行代金

元旦

2020年 初日の出クルーズ

■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）

静岡駅・焼津駅［7：00-7：30］＝京都東IC
邪気を払い一層の福を呼び込む！！四方参り ＳＴＡＲＴ！
！
吉田神社＝八坂神社＝壬生寺＝北野天満宮
※バスでの移動になりますが、駐車場に入れない場合10分前後遅れる可能性があります。
京都東IC＝焼津駅・静岡駅［19：30-20：00頃］

AF0638

帆船 オーシャンプリンセス号で迎える

★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♪

●旅行期間 2020年

２泊３日

１月16日㈭ ※興行5日目になります
●旅行代金 19,000円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

当社ツアーとしては９年ぶりに大相撲観戦をご用意いたしまし
た。両国国技館には約４時間の滞在。土俵間近の升席に比べる
と距離は離れますが、今ツアーでは敢えて足の疲れない椅子席
Ｂにてご用意しております。

●旅行期間
2020年

３月11日㈬・15日㈰
●旅行代金13,800円（昼食付き）

日帰り

令和 縁起物！ 大相撲 東京初場所 観戦

日帰り

●旅行代金

２名様１室利用

１名様１室利用

68,000円 72,000円 75,000円 85,000円
60,000円 64,000円 67,000円 78,000円

★
『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。
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）

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） １名様１室利用（お一人様）

49,800円 52,800円 56,800円 71,800円

★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。
１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）

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

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］

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。

３日目

２日目

■お食事：朝２回／昼３回／夕２回

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］

■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

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

横谷温泉旅館（泊）

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。

