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富士山静岡空港発着
３日間
AF0647

山口県

無料駐車場 約2000台完備

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

３日間
AF0815

一度は見てみたい日本の絶景の旅

長崎県

４月12日㈰～ 14日㈫

（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

３月18日㈬～20日㈮

●旅行期間 2020年

●旅行期間 2020年
●旅行代金

魏志倭人伝が息づく壱岐と
国境の島・対馬３日間
●旅行代金

１名様１室利用（ツインルーム利用）

116,000円 117,000円 119,000円 119,000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）

85,000円

88,000円 100,000円

★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。

★美人湯で人気の夕景の宿楊貴館へ２連泊
★123基の朱の鳥居が100ｍ以上に渡って並
ぶ様はまさに圧巻！

１日目
１日目

9：00静岡空港＞＞＞FDA143＞＞＞10：45福岡空港・・・昼食（ふくの関 ふくづくし膳）
・・・
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！）
・・・油谷湾温泉
ホテル楊貴館（泊）
青嶋の
２日目 ホテル・・・元乃隅稲荷神社・・・千畳敷・・・金子みすゞ記念館・・・
お薦めです！
昼食（和食きらく）
・・・青海島遊覧・・・別府弁天池の湧水・・・
油谷湾温泉
ホテル楊貴館（泊）
青い海と朱の鳥居が連なる
３日目 ホテル・・・秋吉台カルスト展望台・・・秋芳洞 黒谷口入口・・・
コントラストが美しい元乃隅稲荷神社や
昼食（安富屋）
・・・門司港レトロ・・・福岡空港
コバルトブルーの海の上を島までまっすぐ
18：40福岡空港＞＞＞FDA148＞＞＞20：05静岡空港

のびる角島大橋もＳＮＳで話題の
※航空機の発着時間は予定ですので変更になる場合もあります
絶景スポットです。美味しいお食事と
■催行人員：15名 ■添乗員全行程同行 ■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回
温泉で至福のひとときを
お過ごしください。

（週末利用）
５日間 富士山静岡空港発着
AY0001

沖縄県

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）
対馬グランドホテル（泊）
対馬
（厳原港）＝ホテル
２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）
３日目 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。

絶海
の
最北 孤島と沖
端の
村に寄縄本島
港！

にっぽん丸 飛んでクルーズ沖縄

絶海の孤島・南大東島と国頭村 5日間

※画像はすべてイメージです。
自由行動オプショナルツアーで訪問する場所も含まれております。

４月17日㈮～21日㈫

●旅行期間 2020年
●旅行代金

大人お一人様・税込み

スタンダードステート
コンフォートステート
スーペリアステート

２名様１室利用

210,000円
223,000円
241,000円

★いにしえの自然が残る寄港地
★沖縄テイスト溢れる船内！（本クルーズ限定）

やんばるダイニングオープン
沖縄本島最北端の村・国頭村の「オク
マプライベートビーチ＆リゾート」の
レストランをにっぽん丸が貸切。
ランチビュッフェをお楽しみいただき
ます。
昼食の前後は、宝石のように輝く白砂
が１kmも続くオクマビーチで至福の
ひと時をお過ごしください。

南大東島イメージ

※リドテラスにスープバー、ブルーシールアイスクリーム（無料）夕食に沖縄膳をご用意。

国頭村イメージ

★季節の良い４月の週末利用
１日目

静岡 昼頃 富士山静岡空港集合 ANA783便 13：20→那覇空港16：05（予定）
=（貸切バス）
=ホテル
沖縄ハーバービューホテル（泊）
２日目 那覇 朝 ホテル=瀬長島ウミカジテラス、国際通り＝那覇港（にっぽん丸乗船）17：00出港。
船内ではメインショー、ダンスタイム、カジノゲーム、バー、大浴場など船内イベントなどをお楽
しみください。
にっぽん丸（泊）
３日目 南大東島 9：00入港。 自由行動又はオプショナルツアー等（別料金）でお楽しみください。
16：00出港。船内イベントなどをお楽しみください。
にっぽん丸（泊）
４日目 国頭村（初寄港） 9：00入港。自由行動又はオプショナルツアー等（別料金）でお楽しみください。
17：00出港。船内イベントなどをお楽しみください。
にっぽん丸（泊）
５日目 那覇 9：00入港＝（貸切バス）＝DFSギャラリア沖縄＝那覇空港 ANA784便 13：05→富
士山静岡国際空港 15：15（予定）着後解散。
■代金に含まれるもの：船賃、船内食事代金、船内宿泊費用、船内イベント参加費用。
富士山静岡空港～那覇空港の往復航空券代、ホテル代、沖縄での観光代
■食事回数：朝４回／昼３回／夕４回 ■最少催行人数：10名 ■添乗員：同行します。
※１名１室、３名１室の使用も可能です。お問い合わせ下さい。

（ＧＯＤＩＶＡ）
ベルギー王室御用達のチョコレートメーカー
のゴディバのチョコレートドリンクを７階リ
ドテラスにて無料でお楽しみいただけます。

［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

ホームページアドレス

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。

国頭村イメージ

初世（はつせ）の
お薦めです！

人口1277人「平成29年 3 月 1 日現在」、
那覇からフェリーで13時間という絶海の
孤島・南大東島と沖縄本島最北端・国頭村に
寄港するユニークなクルーズです。
早くも初夏のベストシーズンを迎える
南国の離島で、豊かな自然と
島文化をご体感ください！

（田崎真也氏）
世界最優秀ソムリエコンクール優勝経験のある田崎真也氏監修のにっ
ぽん丸オリジナルハウスワインをお楽しみいただけます

054-260-7902

お問い合わせ
お申し込みは

JATA正会員

瀬長島ウミカジテラス

■オプショナルツアー（別料金･大人お一人様予定代金）
南大東島 南大東村による観光送迎（追加代金なし）
国頭村
ヤンバルクイナの里と美ら海水族館 代金16,500円
■にっぽん丸タイアップサービス
（紅茶ルピシア）
紅茶専門店ルピシアによるにっぽん丸オリジナルブレンドティーをモーニ
ングティーで無料でお楽しみいただけます。

■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
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。

季節の花や歴史・文化を楽しむ
日帰り
AF0119

長野県

聴きながら…

登山道を2000本の桜並木が彩る
桜のトンネル 光城山ハイキング
４月18日㈯・22日㈬
●旅行代金 12,000円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

★昨年満席をいただきました人気ハイキング企画となります！！
★桜のトンネルで有名な光城山から長峰山まで縦走！！普段は北アルプスを案内するプロの山ガイドが付きますので安心♪
★ハイキングコースからは壮大な北アルプスの山並みもご覧いただけます

焼津駅・静岡駅・清水駅
［6：30-7：30］
＝
（中部横断道・中央道・長野道経由）
＝増穂IC＝
（中央道・長野道）
＝安曇野IC＝
★桜のトンネル！
！光城山
（ひかるじょうやま）～長峰山ハイキング 約３時間
※光城山頂までの登山と尾根伝いに続く長峰山をハイキングします。
光城山の登山道は約2000本の桜並木が続きます。登頂後、45分ほどで長峰山山頂です。山頂から望む北アルプスや安曇野の風景が見事です。
安曇野IC＝
（長野道・中央道・中部横断道）
＝増穂IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30頃］

日帰り
AF0817

山梨県

究極のベジランチ・精進料理の真髄！！
早春の身延山で美食とお花見を楽しむ
３月28日㈯・30日㈪
●旅行代金 13,800円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

★桜の名所でお馴染みの身延山久遠寺へ。僧侶の案内で華やかな境内をのんびり拝観します。
★究極のベジランチ！！覚林坊の季節の食材を使った華やかな精進料理のご昼食で、
五感で春をおたのしみください♪
★切り絵の森美術館ではサロン・ド・パリ展で大賞を受賞した関口コオの作品展を鑑賞します♪
焼津駅・静岡駅・清水駅［8：00-9：30］＝覚林坊（精進料理の昼食）
久遠寺（僧侶の案内で樹齢400年を超えるシダレザクラなど、桜彩る境内をじっくり巡る）
切り絵の森美術館にて『関口コオ展』鑑賞＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：00-18：20頃］

日帰り
AF0819
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日帰り
AF0818

岐阜県

田代の
お薦めです！
昨年キャンセル待ちを多数いただ
いたコースはご好評につき今年も
ご案内させていただきます♪
ただお花見するだけでなく、
桜守の貴重なお話を聞き
ながら、飯田の１本桜を
めぐりませんか♪

一夜城をまもる桜堤防＊約２km続くソメイヨシノと
水の都おおがきで桜のトンネルを抜ける船くだり
３月31日㈫・４月７日㈫
●旅行代金 12,800円（昼食付き）
●旅行期間 2020年

★豊臣秀吉が木下藤吉郎を名乗っていた時代に一夜にして築いたと伝えられる
墨俣一夜城。これが出世城となったという噂がまことしやかに囁かれており
ます。春は犀川堤・別名さくらの堤防が
現れ賑います。
★８名乗りのちいさな船乗り船頭の手漕き
で静かにのんびり船下りを楽しみます。
下る水門川のほとんどが地下からの湧水
で、透き通ったキレイな川に映る桜並木
もまた格別♪
静岡駅・焼津駅・吉田IC［7：00-8：00］＝大垣IC
墨俣一夜城見学（駐車場から約10分。城内は階段のみ）
精進料理の長寿食である「胡豆昆」と薬膳料理の「生薬」を組み合わせた健康脳ランチ
水の都おおがき舟下り（８名乗りの船に約30分乗船します）
大垣IC＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18：00-19：00頃］

日帰り
AF0821

花と美食で春の訪れを感じる旅

香嵐渓のカタクリや昭和の森のユキヤナギ

愛知県 ●旅行期間 2020年３月26日㈭・29日㈰
●旅行代金

11,800円（昼食付き）

★地産地消にこだわったフレンチコースを堪能♪山の中とは思えないオシャレなランチに大満足する方が多くいらっしゃいます！！
★紅葉で有名な香嵐渓。実はカタクリの群生地としても人気だということはご存知でしたでしょうか。可憐なカタクリの花を眺めながらお散歩します
★昭和の森では、地面を覆いつくすように咲くユキヤナギの白色と、桜の淡いピンクのコントラストが可愛らしく、癒しのひと時となります♪

お薦めです！

最近テレビでよく取り上げられる
吉見百穴でお花見を楽しみ、
『女性が
大好きな観光地』で上位に君臨する
川越で街ぶらの旅♪お買い物や
食べ歩きを楽しんだり、奇観に
驚いたりと五感を刺激する
旅となります♪

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
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♪

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：30-8：50］＝（新東名・東海環状自動車道経由）＝豊田松平IC＝
百年草にてフレンチコース（様々な場所で技術を積んだシェフによる料理が自慢♪）
香嵐渓のカタクリ群生地
昭和の森で白いユキヤナギとピンクの桜の淡いコントラストに癒されます
中山IC＝（東海環状自動車道・新東名経由）＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：30-18：30頃］

日帰り
AF0722

静岡県

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

★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。

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

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
＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：00頃］

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］

嫁入り行列見学と
の
狐
わ
が
つ
旅
る
辿
を
統
伝
歴史と
食旅・ガストロノミー
美
海
本
日
潟
新
つ
と
ひ
の
港
五
開港

季節の風物詩や伝統芸能、歴史を楽しむ
日帰り
AF0795

岐阜県

１泊２日

ご好評につき３月も開催決定！！

AF0822

2020年の金運はこれで安心！？
毎月最終金曜日限定！！金朱印めぐり
３月27日㈮
●旅行代金 13,800円（昼食付き）
●旅行期間 2020年
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列見物
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嫁入
狐の
的な
お薦めです！
津川・幻想
藤家別邸
魚の市場通り見学 旧齋
＝【魚のアメ横】寺泊
ッ
バロ
欧風
・
恒吉
２日目 ホテル 9：00発
新津
（石油王
新幹線に乗って米どころ新潟へ♪
式庭園） 新津記念館
（近代和風建築と回遊
拝）
どこで何を食べても旨い！！と太鼓判の
（参
神社
弥彦
）
賓館
ク調建築の迎
海道新幹線）＝静岡駅
美食県新潟で御馳走を楽しむだけで
）＝東京駅（乗換）＝（東
新潟駅＝（上越新幹線

清水駅・静岡駅・焼津駅
［6：30-7：30］
＝（新東名経由）
＝
弘峰寺（日本最大級の岩窟本堂！！奥行き16m・高さ５mの岩窟の中に広がる瞑想空間の世界。岩盤を滴る雫の
音を耳で感じ、ゆっくりと自分をみつめる時間を感じてみてください）
伊那波神社（1900年の歴史を持つ古社。境内に佇む『黒龍神社』は最強のパワースポットで全国から合格祈願・
病気平癒祈願に参拝者が訪れます）
ランチ その昔、時代の暁将織田信長が絢爛を誇った公館跡と伝えられる『萬松館』天皇皇后両陛下をはじめ、
貴顕紳士の宿として岐阜最古の伝統をもちますが、今は料亭として親しまれています。
金神社（昔から産業繁栄、財宝・金運招福、商売繁盛の神、また慈悲深い母の神・子どもを育む母の神として多くの
参拝客が訪れる神社。金色の大鳥居が印象的で、勝運、金運、招福をもたらすように祈願された金守が人気！！）
玉性院（赤鬼にふんした厄男を神輿に、おかめにふんした厄女を御所車に乗せ町内を練り歩いた後、本堂に担ぎ
込み、おはらいをして無病息災を祈る玉性院節分つり込み祭が毎年大人気！！）
一宮木曽川IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：45-19：00］

AF0825

AF0120

京都府

★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］

人間国宝 夢の競演第二弾！！ 歌舞伎座 三月大歌舞伎
３月14日㈯・19日㈭
●旅行代金 35,800円（昼食弁当付き）

山梨県 ●旅行期間 2020年２月24日
（月・祝）
・29日㈯
●旅行代金

静岡駅・清水駅・富士IC・沼津IC［6：30-7：55］＝新橋演舞場
昼の部（11：00開演） ・雛祭り ・通し狂言 新薄雪物語
出演予定：中村吉右衛門、片岡仁左衛門、中村梅玉、中村魁春、中村雀右衛門、中村福助、中村扇雀、中村芝翫、
片岡孝太郎、松本幸四郎 他
※主催者側の都合により、出演者や演目が変更となる場合もございます。その際もツアーは催行いたしますので、予めご了承の上ご参加ください。
※お席は１等席でご用意致します。 ※ご昼食は幕間に特製弁当をお召し上がりいただきます。
新橋演舞場＝沼津IC・富士IC・清水駅・静岡駅［17：45頃-19：15頃］

北海道
青森県

★参加者の90％以上はお一人で参加されています。
★個人ビデオレッスン（インストラクターが滑りを
チェックしてアドバイス）
★ワシダプロスキースクール鷲田校長が参加者全員へ
アドバイス

12,000円（昼食付き）

中部横断自動車道で近くなった山梨県は、全国で
も有数のパワースポットとして知られています。
このツアーでは開運の神社として知られ、山梨の
大企業やサッカークラブも初詣に訪れる金櫻（か
なざくら）神社の参拝と免疫力、自然治癒力が活
性化するといわれるラジウム温泉「増冨の湯」で
の入浴でパワーを蓄えてお帰り下さい。昼食は同
じくパワースポットである昇仙峡で川魚の塩焼き
や鴨肉の炭火焼をお楽しみください。

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：00］＝清水IC＝（中部横断道・中央自動車道）＝韮崎IC
【金櫻神社】金運・病気除けのパワースポット 10：30-11：30
【昼食】昇仙峡で「よっちゃばれ料理」
（川魚や鴨肉の炭火焼） 12：00-13：00
【入浴】ラジウム温泉郷 増冨の湯（４種類のかけ流し源泉温泉）にて 13：30-15：30
須玉IC＝（中央自動車道・中部横断道）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：00］

2020SBSシニアスキー教室（静岡発着）
初心者・初級者 大歓迎

金櫻神社と日本四大ラジウム温泉での湯治体験

AF0826

★
『新薄雪物語』は、時代物の名作として知られる
人気狂言です。陰謀に巻き込まれた若い男女を救
うために、命懸けで立ち向かう父親たちの姿や、
刀鍛冶の秘伝をめぐる父子の葛藤など、各場とも
に重厚感あふれる内容で、歌舞伎の様々な醍醐味
が凝縮された舞台です。
★人間国宝である中村吉右衛門と片岡仁左衛門の競
演♪次世代を担う中村芝翫、松本幸四郎も登場♪

AF0104

～有数のパワースポット山梨県～

日帰り

●旅行期間 2020年

３泊４日

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

12,000円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：00］＝富士IC＝（東名高速・首都高速）＝東京IC
【築地場外市場にてショッピング（約60分）】 10：30-11：30
【昼食】銀座・雛鮨にて寿司食べ放題！！
（90分） 12：00-13：30
【巣鴨・高岩寺とげぬき地蔵、地蔵通り商店街散策（約90分）】 14：30-16：00
東京IC＝（首都高速・東名高速）＝富士IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：00］

東京都

世界へ皆様を誘います。

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

日帰り

巣鴨とげぬき地蔵と築地場外市場

豊洲市場が開業しても賑わいを留める
東京の築地場外市場。日本の台所風景と
ショッピングをお楽しみください。昼食
は銀座・雛鮨で寿司の食べ放題をご用意
しております。昼食後は、今や老若男女
が楽しめる巣鴨地蔵通商店街での散策を
お楽しみください。

AF0140

見学。幻想的で摩訶不思議な

２回／夕１回

■お食事：朝１回／昼

東京都 ●旅行期間 2020年
２月26日㈬・29日㈯

日帰り

なく、伝統の儀式『狐の嫁入り』を

［19：00-20：00着］

～高級寿司食べ放題！～

●旅行代金

●旅行期間 2020年

入り
伝わる、江戸時代の嫁
★狐火で有名な津川に
姿
、狐の嫁入り。白無垢
を再現した結婚の儀式
歩
ながら夜の街道を練り
の花嫁が狐のマネをし
と
供を連れて披露宴会場
き、108匹（人）のお
松
消し
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で行
園ま
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なる麒麟
囲気を演出します。
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想的
で幻
提灯
明や
建
三昧の１泊２日！！お花や
★米どころ新潟で美食
っぱい！！
造物などみどころもい

★最大のメリットは待ち時間なく、行列に並ぶことなく、貸切バスで楽に朱印巡りが楽しめるところです♪
★聖地が多い岐阜県で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♪

日帰り

５月３日㈰～４日㈪
のお一人様料金）
（２名一部屋ご利用の場合
●旅行代金 79,800円

新潟県

指導
スキーのレッスンは、カービン
グスキーの第一人者・鷲田重人
氏（ワシダプロスキースクール
校長・日本職業スキー教師協会
公認・スキー教師世界選手権日
本代表）他、現地スタッフが各
クラス別に親切丁寧にレッスン
します。

新富良野プリンスホテル

２月富良野コース（北海道）

３月青森コース（青森県）

◆実施日：2020年２月24日㈪～27日㈭
◆レッスン会場：富良野スキー場
◆宿泊：新富良野プリンスホテル（ゲレンデ目の前）
◆日程：
①静岡県内新幹線駅（６時～７時）
＝
（品川駅乗り換
え）＝羽田空港→→
（航空機）
→→旭川空港又は新
千歳空港＝（貸切バス）
＝新富良野プリンス
チェックイン。足慣らし滑走。
②③各班に分かれゲレンデレッスン
※レッスンは午前・午後各２時間です。
④午前：ゲレンデレッスン。午後：ホテル出発＝旭
川空港又は新千歳空港→→羽田空港＝（首都高・
東名）＝静岡県内各地（18時～21時30分）

◆実施日：2020年３月11日㈬～14日㈯
◆レッスン会場：青森スプリングスキーリゾート
◆宿泊：ロックウッド（ゲレンデ目の前です。）
◆日程：
①静岡県内新幹線駅（６時～７時）
＝
（品川駅乗り換
え）
＝羽田空港→→
（航空機）
→→青森空港＝
（送迎
バス）
＝ロックウッドホテル
チェックイン。足慣らし滑走。
②③各班に分かれゲレンデレッスン
※レッスンは午前・午後各２時間です。
④午前：ゲレンデレッスン。午後：ホテル出発＝青
森空港→→羽田空港＝
（首都高・東名）
＝静岡県内
各地（18時～21時30分）

３名１室
２名１室
１名１室
旅行代金
（お１人様） 142,000円 145,000円 169,000円
※旅行代金には航空運賃、JR・京急電鉄・送迎バス代、食
事（朝３回、昼１回、夕３回）、宿泊代、レッスン費用、
リフト券代が含まれます。
◆バスご降車場所：富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅・菊
川IC・浜松駅

旅行代金
（お１人様）

２名１室

１名１室

112,000円

133,000円

※旅行代金には航空運賃、JR・京急電鉄・送迎バス代、食
事（朝３回、昼１回、夕３回）、宿泊代、レッスン費用、
リフト券代が含まれます。
◆バスご降車場所：富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅・菊
川IC・浜松駅

ロックウッドホテル

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。

特選海外の旅
（羽田～イスタンブール間）】
６日間 【往復直行便利用！

得々早割 ２月2
8日までに

お申込の方は

5,000円引き！

お一人様

初めてのトルコ 世界遺産めぐり

奇岩の大地カッパドキア＆イスタンブール６日間

BF0110

トルコ

７月１日㈬～６日㈪
●旅行代金 220,000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：25,000円
●旅行期間 2020年

★県内から添乗員同行 静岡県内～羽田空港間往復送迎付きです！
★往復トルコ航空の直行便利用（羽田～イスタンブール間）！
★世界三大料理の【トルコ料理】日本人の口にも合う美味しいトルコ料理をお楽しみください。
★カッパドキアでは洞窟ホテルにご宿泊！

ブルーモスク

ローズバレー

１日目
２日目
３日目
４日目
５日目
６日目

青嶋の
お薦めです！

デブレントの谷

トルコはお土産ものがたくさんあります♪
約4000件（！！）のお店が並ぶグランドバザールは
品数が凄い！もう一つの街と言われるほど、
とっても大きなバザール。歩くだけでワクワクします♪
そしてトルコの人は親日家と言われています！
歩いていると「こんにちは」と声を
かけられるかも♪

トルコランプ

静岡県内から羽田空港へ 空路、イスタンブール経由ネヴシェヒルへ
機内
（泊）
ネヴシェヒル着 カッパドキアへ カイマクル地下都市・ウチヒサール・パシャバー・鳩の谷観光
洞窟住居に住む家庭を訪問 トルコ石専門店 ローズバレーの夕陽鑑賞 カッパドキア
（泊）
世界遺産ギョレメ野外博物館とカッパドキア岩石遺跡群観光 絨毯工場見学
空路、イスタンブールへ
イスタンブール
（泊）
世界遺産イスタンブール観光（古代競技場跡・ブルーモスク・トプカプ宮殿とハーレム・アヤソ
フィア博物館・地下宮殿・グランドバザール）
イスタンブール
（泊）
ボスポラス海峡クルーズをお楽しみください
イスタンブール観光（ドルマバフチェ宮殿・ガラタ橋・エジプシャンバザール）
革製品専門店＆
スーパーマーケットへご案内 空路、羽田へ
機内
（泊）
羽田空港着 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33,740円 １月８日現在）
■利用予定ホテル：カッパドキア／ディレックカヤまたは同等クラス イスタンブール／エルシントプカプまたは同等クラス
■利用航空会社：トルコ航空（ＴＫ）エコノミークラス
■全行程添乗員同行 ■最少催行人数：８名 ■食事回数：朝３回／昼４回／夕３回

６日間
BF0109

ケニア

世界遺産カッパドキア

一生忘れられない感動の旅

６名様
か
催行決 ら
定！

野生動物の宝庫アフリカ
ケニア６日間の旅

６月25日㈭～30日㈫
得々早割
●旅行代金 298,000円
２月28日までにお申込の方は
●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：40,000円

2,000円引き！

お一人様

★添乗員同行・静岡県内～セントレア間送迎付
きだから安心楽々
★野生動物の宝庫マサイマラ国立保護区のサフ
ァリドライブ！
野生動物の多さはケニア随一です
★ナイバシャ湖にてボートサファリをお楽しみ
頂きます
★観光中は毎日おひとり様１本ミネラルウオー
ター付き
１日目
２日目
３日目
４日目
５日目
６日目

マサイマラ国立保護区

マサイマラの夕焼け

静岡県内から中部国際空港へ 空路、アブダビ経由ナイロビへ
機内
（泊）
ナイロビ着 グレートリフトバレー（大地溝帯）を見下ろす絶景ポイントへ
ナイバシャ湖
ナイバシャ湖
（泊）
ナイバシャ湖ボートサファリ マサイマラ国立保護区へ ホテルチェックイン後
サファリドライブをお楽しみ下さい
マサイマラ国立保護区
（泊）
早朝サファリドライブをお楽しみください マサイ村見学 夕刻サファリドライブ
マサイマラ国立保護区
（泊）
ナイロビへ 空路、アブダビ経由名古屋へ
機内
（泊）
中部国際空港着 静岡県内へ

レイクナイバシャソパ

マラレジャー

■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35,760円 １月７日現在）
■別途ケニアの査証が必要（7,700円）
■利用予定ホテル：ナイバシャ湖／レイクナイバシャソパまたは同等クラス
マサイマラ／マラレジャーまたは同等クラス
■利用航空会社：エティハド航空（ＥＹ）エコノミークラス
■アブダビまでは直行扱いですが途中北京にて機内清掃経由します。機外には出ません
■全行程添乗員同行 ■最少催行人数：６名 ■食事回数：朝３回／昼３回／夕３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

最少催行人員：日帰り25名。添乗員：同行します。

※写真は全てイメージです。

