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富士山静岡空港発着
５日間
BF0104

中国

無料駐車場 約2000台完備

催行間近

～中国の美しい秘境を歩く～

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㈭
（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
●旅行代金 135,000円 ※お１人部屋追加代金：31,000円

桜】
【平壩農場の
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に
株
万
50
ます
桜が咲き誇り

BF0103

カンボジア

中国東方航空利用

富士山静岡空港からベストシーズンのカンボジアへ

アンコール遺跡群と 世２界つ遺の産
森に眠るサンボー・プレイ・クック遺跡群
密林に消えた大都市

３月19日㈭～ 23日㈪

●旅行期間 2020年

●旅行期間 2020年

★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

５日間

●旅行代金
アジア最大の滝 黄果樹瀑布

２名様１室利用
（お一人様） １名様１室利用
（お一人様）

128,000円 140,000円

★アンコールに加え2017年に世界遺産に登録されたサンボー
プレイクック遺跡にご案内します。
★３月のカンボジアは乾期のシーズンです。
サンボープレイクック

画像提供：貴州省日本観光センター／貴安新区

タプローム

１日目
２日目
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

１日目
２日目

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）
３日目 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）
４日目 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
青嶋の
陽へ 銀製品店
貴陽（泊）
お薦めです！
５日目 07：15貴陽空路発 上海経由静岡へ 14：45静岡空港着
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。
ホントにお勧めのコースです！

■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 黄果樹／黄果樹迎賓園（バスタブなし）
茘波／茘波嘉和酒店（バスタブなし） ※全てのホテルはまたは同等クラスとなります
■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

３日目

４日目

５日目

富士山静岡空港集合（14時頃）
富士山静岡空港発（15時30分頃）中国東方航空にて上海乗換えプノンペンへ。
プノンペン着
（23時30分頃） 入国・税関手続き後、
専用車にてホテルへご案内 プノンペン（泊）
ホテルにて朝食
★カンボジアの首都・プノンペン観光（現在も王族が生活し執務を行う王宮やシルバーパゴダを見学）
プノンペン市内にて昼食後、シェムリアップへ。
シェムリアップ着後、市内にて夕食。その後、ホテルへ
シェムリアップ（泊）
早朝：★朝日鑑賞と★アンコールワット観光 ホテルにて朝食
午前：★バンテアスレイ遺跡観光
午後：★アンコール王朝時代の宗教都市・アンコールトム観光（南大門、バイヨン寺院、バプーオ
ン、ピミアナカス、象のテラス、ライ王のテラスなど）
巨木に飲み込まれた神秘の寺院★神秘の遺跡タ・プロム寺院観光
宮廷舞踊の鑑賞とビュフェの夕食
シュムリアップ（泊）
ホテルにて朝食。朝食後、専用車にてプノンペンへ。
（途中、昼食）
2017年にカンボジア第３の世界遺産に登録。アンコール王朝より前の時代に都があった森に
眠る古代都市・★サンボープレイクック遺跡観光（プラサット･イエイ･ポアン、プラサット・タ
オ、プラサット・タオなど）。
プノンペン市内にてクメール料理の夕食後、空港へ。
プノンペン空港発（深夜）、中国東方航空にて富士山静岡空港へ。
機内（泊）
（11時頃）上海空港にて乗り継ぎ、富士山静岡空港へ （15時頃）富士山静岡空港着

■空港税、燃油特別負荷運賃（約15,000円）とカンボジア査証取得費用（約7,000円）は別途。
■ホテル：プノンペン/グリーンパレス、シェムリアップ/シティアンコール又は各地同等クラス
■利用航空会社：中国東方航空 ■添乗員同行 ■募集人数：15名様（最少催行人数８名様）
■食事条件：朝３回／昼３回／夕３回

３日間 週末利用のＳＢＳツアーズ特別企画！
AFFDA1

山形県
・
新潟県

ＦＤＡチャーター便で行く

早春の日本海

傘福

クラゲドリーム

尖閣湾

ホテル大佐渡

３月７日㈯～９日㈪

●旅行期間 2020年
●旅行代金

お一人様

Ａコース
Ｂコース

４名様１室利用

３名様１室利用

２名様１室利用

102,000円 105,000円 114,000円
112,000円 115,000円 118,000円

新潟から庄内へ足を延ばし春の訪れを感じる旅。歴史ある２つの温泉地とこの時期限定！
街中が鮮やかに彩られる雛街道巡り

１日目

富士山静岡空港（8：00頃）FDA（9：00頃）新潟空港＝☆村上イヨボヤ会館＝料亭にて鮭会席＝
☆黒塀通り 町屋の人形さま巡り＆千年鮭「きっかわ」にて江戸時代から変わらぬ製法で鮭加工
をする店見学＝☆おしゃぎり会館 村上にゆかりある皇后雅子さまに関する特別展示＝あつ
み温泉 萬国屋宿泊 創業300年余 東北１位に選ばれた歴史ある名湯
２日目 ホテル＝☆酒田の雛街道めぐり＝☆本間美術館＝☆山王くらぶ（日本三大吊るし雛「傘福」）
＝☆山居倉庫（昼食）ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おしん」の舞台＝☆鶴岡 致道博物館＝☆い
ま話題のクラゲドリーム館（加茂水族館）くらげの種類世界一！幻想的で美しいくらげをご覧ください＝瀬波
温泉 大観荘せなみの湯宿泊 日本海の夕陽を眺める露天風呂と全室オーシャンビューのお部屋をご用意
３日目 ホテル＝☆新発田 新潟の銘酒 市島酒造見学＝☆弥彦神社「おやひこさま」と呼ばれ古来から人々の
心のふるさととして親しまれる、パワースポット＝☆寺泊アメ横
（昼食）日本海の幸を堪能＝☆新潟ふる
さと村＝新潟空港（17:20頃）FDA（18:30頃）富士山静岡空港
■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
■添乗員：富士山静岡空港より同行 ■募集人数：各コース40名様（最少催行人数25名様）
■チャーター便及び利用交通機関の運行時刻により日程が変更になる場合があります。

歴史と絶景のオンパレード！
！
チャーター便、同じお宿に連泊でゆっくりと島の隅々まで堪能していただきます

１日目

富士山静岡空港（8：00頃）FDA（9：00頃）新潟空港＝☆旧斉藤家別邸 新潟三大財閥
の一つ斉藤家の別荘＝ジェットフォイル～新潟港
（船中弁当）～☆佐渡島＝☆トキの
森公園＝☆朱鷺ロード＝☆尖閣湾揚島遊園佐渡の美しくダイナミックな景観を展
望台からご覧いただきます＝ホテル大佐渡宿泊※連泊 お荷物を置いたまま翌日も身
軽に観光をお楽しみいただけます

〒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

静新SBSグループ 株式会社SBSプロモーション 旅行部

福本の

ホテル＝☆きらりうむ佐渡 佐渡金山などわかりやすく展示＝☆北沢浮遊
お薦めです！
選鉱場「東洋一」の生産量を誇った金山の浮遊選鉱場。まるでラピュタの世界！＝☆
佐渡奉行所跡＝☆佐渡金山＝佐渡の食材を使った瀟洒な本格フレンチ＝
片道わずか約１時間！
☆ゴールドパーク砂金採り体験が出来る＝☆たらい舟体験＝☆宿根木国の
ゆっくりとご滞在いただけます♪
伝統的建造物保存地区 今も約100棟の民家が残ります＝ホテル大佐渡 宿泊
この時期だからこそ訪ねる庄内の彩り豊かな春、
３日目 ホテル＝☆めおと岩＝☆妙宣寺＝☆尾畑酒造見学＝☆真野御陵＝ そして日本海でしか見ることの出来ない
☆佐渡の様々な窯元陶芸品が揃う「椿や陶芸館」。尾崎紅葉も愛した佐渡アゴ出汁
佐渡の絶景。どちらもチャーター便
のお蕎麦（昼食）＝ジェットフォイル～両津港～☆新潟市 朱鷺メッセ
だからこそ出来る特別コースです！
展望台＝新潟空港（17：20頃）FDA（18：30頃）富士山静岡空港
夜はどちらのコースも温泉でほっこり
２日目

のんびりお寛ぎください。

ホームページアドレス

［旅行企画・実施］

大観荘

連泊でじっくり巡る 文化 薫る佐渡 尖閣湾揚島遊園、佐渡奉行所、佐渡金山

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

JATA正会員

Ｂコース

Ａコース

職人伝統技が残る 新潟と庄内 鮭のまち村上、酒田の雛巡り、弥彦神社

瀬波温泉

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。

富士山静岡空港発着
２泊３日
AF0815

長崎県

日本の絶景と美食の旅

魏志倭人伝が息づく壱岐と
国境の島・対馬３日間

無料駐車場 約2000台完備

３泊４日
AF0816

鹿児島県

３月18日㈬～20日㈮

早春の屋久島ゆったり４日間
３月13日㈮～16日㈪

●旅行期間 2020年
●旅行代金

●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）

85,000円

88,000円 100,000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）

108,000円 112,000円 132,000円

★屋久島に３泊。屋久島の大自然をゆったり満喫 ★大浴場のある屋久島シーサイドホテルにご宿泊
★白谷雲水峡は専門ガイドがご案内 ★３日目は、観光コース又は縄文杉コースをご選択。

★富士山静岡空港発着
★古代からの大陸交流の架け橋の対馬、豊かな自然と海の幸に恵まれた壱岐に案内
★対馬、壱岐にそれぞれ１泊。大浴場付のホテルでゆっくりお過ごしいただきます。

１日目 富士山静岡空港（９時頃）＝FDA＝
（11時頃）福岡空港
福岡空港＝☆福岡市立博物館＝☆承天寺＝博多港（16時頃）～高速船～（18時頃）
対馬（厳原港）＝ホテル
対馬グランドホテル
（泊）
２日目

３日目

ホテル＝☆和多都美神社＝☆烏帽子岳展望台＝☆万関橋＝☆万松院＝☆小茂田
浜神社＝厳原港（13時頃）～高速船～（14時頃）壱岐・芦辺港＝☆壱岐風土記の丘＝
☆岳ノ辻展望所＝ホテル
ビューホテル壱岐
（泊）
ホテル＝☆猿岩・黒崎砲台跡＝☆壱岐市立一支国博物館＝
☆左京鼻＝☆はらほげ地蔵＝壱岐・芦辺港（14時頃）～（高
速船）～（15時頃）博多港＝福岡空港（19時頃）＝FDA＝
（20時30分頃）富士山静岡空港

■募集人数：20名様（最少催行人数10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：対馬グランドホテル、ビューホテル壱岐 または同等クラス。
２泊とも大浴場のあるホテルに宿泊。大海原を眺めながら入浴をお楽しみ頂きます。
※対馬グランドホテルは温泉です。

２泊３日
AF0799

鹿児島県

１日目

富士山静岡空港（昼頃）＝FDA＝
（午後）鹿児島空港
鹿児島空港＝鹿児島港（夕刻）～高速船～（夕刻）安房港＝屋久島
屋久島シーサイドホテル（泊）

２日目

ホテル＝☆白谷雲水峡ハイク（約３時間）＝☆ヤクスギランド＝☆紀元杉＝ホテル
屋久島シーサイドホテル（泊）

３日目

コースを選択頂きます。
①観光コース：ホテル＝☆千尋の滝＝☆中間ガジュマル＝☆大川の滝＝☆西部林道＝
ホテル
②縄文杉トレッキングコース ※追加代金10,000円
※往復10時間22キロの健脚コースです。
屋久島シーサイドホテル（泊）

４日目

ホテル
（早朝）＝安房港（朝）～高速船～（午前）鹿児島港＝☆名勝仙巌園＝昼食＝鹿児島
＝FDA＝
（午後）富士山静岡空港
空港
（午後）

染谷の
お薦めです！
個人旅行では行きづらい
壱岐、対馬の旅です。
歴史や文化、大自然に
美食を堪能しませんか？

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

■募集人数：20名様（最少催行人数10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３回／昼３回／夕３回
■ご宿泊ホテル：屋久島シーサイドホテルまたは同等クラス宿泊施設。うれしい大浴場付です。疲れをゆっくり癒せます。

“ふく”食べにちょっと門司まで♪
福岡県 手軽に開運＆ふく料理で福招きの旅
山口県

１泊２日
AF0812

３月14日㈯～15日㈰
●旅行代金 77,700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

●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
要伝統的建造物群保存地区）
＝砂むし温泉・指宿
白水館
（泊）
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
＝鹿児島空港14：10～静岡
のくろず
「壺畑」
情報館&レストラン
（健康！くろず料理の昼食）
空港15：30着予定

★１泊２日の九州お手軽旅行です♪お仕事で忙しい方も土日でサクっと九州グルメを堪能♪
★重要文化財に指定されている歴史的建造物『旧三井倶楽部』で旬のふくコースを堪能♪
★神社仏閣から当地特有のコバルトブルーの海士ヶ瀬に架かる角島大橋の絶景スポットまで、１日で山口の魅力を満喫♪

１日目

静岡空港16：50発＝
（FDA195）＝北九州空港18：30着
レトロな雰囲気漂う門司港！！重要文化財に指定されている社交場であった洋館旧三井
倶楽部にてふく懐石のご夕食・・・ホテル21：00頃 プレミアホテル門司港（泊）

２日目

ホテル9：00出発＝九州から本州へ！！歩いて渡る
「関門トンネル
人道」
＝朱塗りの水天門が艶やか！
「赤間神宮」＝ふくの像が
愛嬌たっぷり！「亀山八幡宮」＝川棚温泉名物【かわらそば】
のご昼食＝下関の絶景スポット！！角島大橋＝福徳稲荷神社
＝下関の味覚が詰まった♪カモンワーフでお買い物
北九州空港19：35発＝
（FDA196）＝静岡空港20：50着予定

１日目

■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

■最少催行人員：12名様

■添乗員：全行程同行

田代の
お薦めです！
最近は１泊２日で九州旅行が叶う
時代！
！忙しい皆さん、静岡空港
利用で週末は九州グルメに舌鼓♪
早春の門司＆下関で春旅を
楽しみませんか？

季節の花や風物詩、芸術を楽しむ
日帰り
AF0711

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

三重県 ●旅行期間 2020年
３月５日㈭・14日㈯
●旅行代金

13,900円（昼食付き）

静岡県

滋賀県 ●旅行期間 2020年３月４日㈬・13日㈮

松崎町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♪

３月30日㈪・４月３日㈮
●旅行代金 11,800円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

日帰り

食付き）

AF0807

ミシュラン掲載の宿【角上楼】直営レストラン【IZUTSU】にて旬の地魚
ランチとぽかぽか渥美半島で菜の花浪漫街道をドライブ♪

愛知県 ●旅行期間 2020年３月25日㈬・28日㈯
●旅行代金

★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2019年のリアルかかしです。

15,500円（昼
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清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：50-9：00］＝豊田JCT＝四日市JCT＝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）＝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
＝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［17：40-19：50］

AF0722

AF0813

●旅行代金

★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♪

日帰り
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14,800円（昼食付き）

★春先取りのぽかぽか渥美半島へ♪グルメやお花をたっぷり楽しみましょう♪
★「ミシュランガイド愛知・岐阜・三重 2019 特別版」に掲載された角上楼直
営のIZUTSUにて、当日の朝獲れた地魚をご堪能いただきます♪
★知る人ぞ知る！
！
★渥美半島における最大の横穴式石室をもつ円墳として知ら
れる城宝寺で特に有名なのは、本堂奥の崋山霊牌堂の天井
画。松林桂月画伯をはじめ、日本有数の画家・書家の筆に
よって描かれた、色鮮やかなさまざまな「花の絵」は一見
の価値ありです！
！

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）

※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］

日帰り
AF0120

京都府

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８日㈬・15日㈬・24日㈮
●旅行代金 19,900円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

★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♪

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［19：30-20：30頃］

１泊２日
AF0804

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：00-8：25］
＝ポカポカな渥美半島で、菜の花浪漫街道をドライブ♪菜の花まつり会場へも立寄ります。
ミシュランガイド掲載の宿【角上楼】直営のレストラン【IZUTSU】にて地魚ランチ♪（内容はその日の朝に獲れたお魚になります）
城宝寺拝観（田原が生んだ幕末の先覚者・渡辺崋山の菩提寺として名高い城。本堂奥の崋山霊牌堂の天井画は松林桂月画
伯をはじめ、日本有数の画家・書家の筆によって描かれた、
色鮮やかなさまざまな
「花の絵」
が並びます。
）
＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：00-18：20頃］

１泊２日
AF0808

京都府

春の訪れを告げる京都で『京の冬の旅』特別公開めぐりと
合格率約11％！！京都検定１級ガイドとめぐる京都御所
●旅行期間 2020年３月７日㈯～８日㈰
（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）
●旅行代金 59,800円 ※お１人部屋追加代金：2,000円

★金戒光明寺では特別拝観と精進料理のご昼
食、真如堂では１年に１度だけ公開される涅
槃図を見学します。
★京都検定１級ガイドの案内で京都御所をご見
学♪その内容は深く、何度も京都を訪れた方
も初めて聞くお話ばかり！！まだ知らない京都
の新しい一面を覗きに行きませんか？
★国指定の名勝 七代目小川治兵衛作庭・山縣
有朋の別邸 無鄰菴。庭園コンシェルジュの
案内でじっくり日本庭園の真髄を学びます。

吉村晋弥さん
気象予報士として10年。
「第５回
京都・観光文化検定試験（京都検
定）
」において、最高峰の１級に回
の最年少で合格（当時26歳）
。こ
れまでに訪れた京都の観光スポッ
トは400カ所以上。歴史だけで
なく、その日の天気も解説！
！特技
はお箏の演奏。

１日目

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：45-7：40］＝京都東IC＝金戒光明寺にてご昼食
真如堂 涅槃図公開（縦６メートル、幅４メートルの極彩色が施されたもので、1709年（宝永６）、浄土門の高僧厭求らによって制作された。画面下部全域には多くの動物
や魚類・昆虫などが手向けの花をくわえたり、手に持ったりして釈迦の死を悼んでいる様子が描かれ、その数は127種類にも及び、涅槃図では日本最多であろうとされている。）
からすま京都ホテル（泊）
（ご夕食はホテルから徒歩７分の料亭へ）

２日目

京都検定１級ガイドとめぐる京都御所
最年少で京都検定１級に合格した後も、２年連続最高点で合格した王者！！吉村氏が２時間半たっぷり案内します♪
西陣魚新にて京料理ランチ＝無鄰菴（庭園コンシェルジュの案内で見学）
京都東IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：45-19：45頃］

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回

■最少催行人員：12名様

好評につき、追加設定！

大塚国際美術館と鳴門海峡の幸を味わう旅

徳島県 ●旅行期間・旅行代金（２名一部屋ご利用の場合のお一人様料金）
2020年①２月18日㈫～19日㈬

56,800円
59,800円

②３月 6日㈮～ 7日㈯

※１名１室、３名１室の希望はお問い合わせください。

★新神戸まで新幹線で移動。無駄のない観光が楽しめます。
★徳島・鳴門海峡のグルメにこだわりました。
★大塚国際美術館に約３時間滞在。陶板画で再現された世界の名画を鑑賞。
★瀬戸内海国立公園内の南欧風リゾートホテル・アヲアヲナルトリゾートにご宿泊。

１日目

静岡駅（7：30-9：15）
＝（新幹線・普通指定席）＝新神戸駅（9：30-11：15）
バスにて徳島県・鳴門市へ（明石海峡、淡路島、大鳴門橋経由）
★生産者連携

四国・瀬戸内ダイニング「THE NARUTOBASE」にて地産地消の昼食

〇大塚国際美術館（３時間滞在） 観光後、鳴門海峡を望むアヲアヲナルトリゾートにて夕食、宿泊
鳴門・アヲアヲナルトリゾート（泊）
２日目

ホテルにて朝食

〇霊山寺（四国88カ所１番札所） 〇鳴門市ドイツ館（板東俘虜収容所）

〇阿波おどり会館（おどり見学と体験も） ★徳島・新鮮なっとく市にて瀬戸内・海の幸の昼食
〇ハレルヤスイーツキッチン（工場見学） 〇鳴門海峡・海潮船乗船（約30分）
新神戸駅（17：20-18：30）
＝（新幹線・普通指定席）＝静岡駅（19：30-20：40）
■食事回数：朝１回／昼２回／夕１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

■宿泊：鳴門・アヲアヲナルトリゾート

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。

ゆったり広々プレミアムバスの旅

～令和初！今年の初詣は特別！～

足元広々・ゆったりバスで行く（深夜発・早朝到着）
伊勢神宮・内宮参拝と伊勢志摩の美食

夜立ち日帰り
AF0809

三重県

日帰り
AF0811

１月24日（金・夜立ち）～１月25日㈯
２月22日（土・夜立ち）～２月23日㈰）
（小学生）（朝食弁当付き・昼食付き
（中学生以上）・21,800円
●旅行代金 24,800円
しみください。

東京都

●旅行期間 2020年

令和最初の年明けで賑わう
東京の下町めぐり

１月27日㈪・30日㈭
●旅行代金 17,800円
●旅行期間 2020年

策を約２時間30分、お楽
予定。内宮参拝とおかげ横丁の散
くの
伊勢神宮・内宮到着は午前８時を
徒歩30分ほど歩きますので、歩
まで
川駅
十鈴
・五
分、その後、近鉄
散策後は猿田彦神社まで徒歩15
た、バスは
が不自由な方はご遠慮ください。ま
ます ので、
なり
送と
へ回
伊勢 神宮 から 昼食 会場
配便な
は宅
場合
えた
が増
荷物
お手
どで
お土産な
、ご了
ので
ます
なり
どをご利用いただくことに
の割烹
鳥羽
後は
物の
買い
、お
参拝
承ください。
。
さい
り下
お帰
温泉での昼食と入浴で温まって

2020年 の 幕 開 け は ア
ンビ・アのプレミアムバ
スで行く、東京下町めぐ
りはいかがでしょうか？
朝の出発もゆっくり、バ
ス車内のシートもゆっ
たりで、くつろぎながら出かけましょう！昼食は浅草ビューホテルの26階でスカイツリーと浅草の
町並みをご覧いただきながらのブッフェをお楽しみください。駆け足になりがちな仲見世通り商店街
での時間も１時間30分、じっくりとお取りします。

＝（※途中時間調整）
1：00-22：20］
清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［2
・・・
（徒歩15分）
・・・
散策】
【伊勢神宮・内宮、おかげ横丁 自由
・
・
・
）
0分
歩3
（徒
・
・
・
初世
（はつせ）
の
【みちひらきの大神・猿田彦神社】
約12分）＝鳥羽駅
乗車
・
車
お薦めです！
鉄電
（近
駅＝
鈴川
五十
・
近鉄
令和最初の記念すべき初詣。
昼食施設まで送迎（約５分）
食、入浴休憩】
て昼
蘭に
「一度は伊勢神宮に行きたいけど、遠いし、
胡蝶
・
旅館
温泉
割烹
【鳥羽の
お楽しみください。 泊まるような時間は取れないなあ。。。」
★伊勢志摩の山海の幸と温泉入浴を
そんな方に、足元広々の
良湖港
【伊勢湾フェリー】鳥羽港～～伊
ゆったりバスで行く、
20］
：
20
00：
9
［1
＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅
夜立ち日帰りの決定版ツアーを

（東名高速・首都高速）＝東京IC
焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：30］＝
【昼食】
浅草ビューホテル・26階 スカイグリルブッフェ武蔵にてランチブッフェ
【浅草・仲見世通り商店街】自由散策・約１時間30分
【隅田川下り】
浅草～日の出・約40分の乗船
東京IC＝
（首都高速・東名高速）
＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-20：00］

企画しました！

日帰り

冬の風物詩と美食の旅

AF0810

長野県

～厳寒の八ヶ岳高原で味わう冬の風物詩～

憧れの氷上ワカサギ釣りと
源泉かけ流し・八峰（ヤッホー）の湯

冬の味覚 伊豆の金目鯛づくしのランチと
●旅行期間 2020年１月25日㈯・26日㈰
自家源泉かけ流し秘湯の湯【観音温泉】 ●旅行代金 13,800円
・9,800円

日帰り
AF0801

静岡県

～プレミアムバスで行く～

（中学生以上）

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

「氷上ワカサギ釣り」をツアー化しました！舞台は長野県小海町松原湖。
１月中旬になると最低気温がマイナス10℃ほどになり、氷上からのワ
カサギ釣りが楽しめます。
釣りに必要な道具（釣り竿、エサ、アイスドリル、テントなど）は現地
でご用意しますので、参加者は防寒具と長靴（スキー靴などでも可）を
お持ちください。釣ったワカサギは湖畔の宿で唐揚げにしてくれます。
また、厳寒の釣りの後は源泉かけ流しの温泉「八峰の湯」で温まってく
ださい！入浴後は、標高日本一の駅・野辺山駅、鉄道・八ヶ岳高原線の
乗車もご用意。是非、ご家族皆様でご参加ください！

★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♪
★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［6：30-7：30］＝
（中部横断道）
＝双葉JCT＝須玉IC
【小海町松原湖】
氷上のワカサギ釣り体験（約２時間）
※小海町は「君の名は」の作者・新海誠監督の生まれ故郷で、松原湖は映画に出てくる糸守湖のイメージになったとされています。
【北八ヶ岳松原湖温泉】源泉かけ流し・八峰の湯にて入浴休憩・自由昼食（約２時間）
【標高日本一の駅】
ＪＲ野辺山駅（標高1,346ｍ）
【小海線
（通称：八ヶ岳高原線乗車】ＪＲ野辺山駅＝
（乗車約30分）＝ＪＲ小淵沢駅
小淵沢IC＝双葉JCT＝
（中部横断道）＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：10-19：20］

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］

憧れの南の楽園

６日間
BF0106

タヒチ

（小学生）

得々早割 １月31日までにお申込の方は
お一人様5,000円引き！

添乗員同行・直行便で行く！タヒチ

やっぱり行ってみたい！南太平洋の楽園タヒチ島＆モーレア島

５月18日㈪～23日㈯
●旅行代金 293,000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：31,000円
●旅行期間 2020年

★今、シニア層にとっても人気！憧れのタヒチへは直行便で！
★タヒチは画家ゴーギャンが晩年移り住んだ島ということでも有名です。
★首都パペーテは近代的な街並みにエキゾチックな雰囲気を漂わせる港町。
タヒチならではの自然が存分に残されている島です。
１日目
２日目
３日目
４日目
５日目
６日目

県内各地から成田空港へ 空路、タヒチへ（17：40発） ――（日付変更線通過）―― タヒチ
着（09：45着） パペーテ市内観光へ
タヒチ島
（泊）
モーレア島日帰り観光（シャーク＆エイウオッチングとモツピクニック）
美しいモーレア島で
サメやエイの餌付けなどをお楽しみ頂きます
タヒチ島
（泊）
タヒチ島内観光（アラホホの潮吹き穴・かつてゴーギャンが水浴に訪れたというマラアの洞窟） タヒチの見ど
ころポリネシアの文化や歴史をたっぷり楽しみます 夜はルロット
（屋台）
へ
タヒチ島
（泊）
終日自由行動※ホテルライフを満喫またはオプショナルツアーなどお楽しみください
タヒチ島
（泊）
早朝空港へ 空路、成田へ（08：00）
機内
（泊）
成田空港着（14：05） 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 ■食事回数：朝３回／昼２回／夕３回
■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 11月15日現在）
■静岡県内から成田空港までの送迎は静岡駅・清水駅・富士ICの予定です（応相談）
■10名以下の場合、新幹線利用出発になる場合もあります ■利用航空会社：エアタヒチヌイ
（TN）エコノミークラス
■利用予定ホテル：マナヴァスイートタヒチまたは同等クラス ■添乗員：静岡県内より同行 ■最少催行人数：10名

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。

一生に一度は行ってみたいとは
思うけど、なかなか機会がなくて…
と思ってる方はたくさんいると
思います。そんなお客様の為に！
添乗員も同行するので安心。
憧れの南国タヒチ島へこの機会に
是非行ってみてください。

マナヴァスイートタヒチ

営業時間

ホームページアドレス

［旅行企画・実施］
JATA正会員

青嶋の
お薦めです！

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

ゴーギャンが水浴に訪れた
というマラアの洞窟

美しい海モーレア島日帰りツアー

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。

