
※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。

お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 平日╱9：30～18：00
※土・日・祝日は休み

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
JATA正会員　観光庁長官登録旅行業　1141号　　総合旅行業務取扱管理者　初世　亮一
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。

※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。

営
業
時
間

出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の20％

30日前から3日前まで 2日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 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

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

検索SBS　旅行

2020
10・11 月号
vol.102

●旅行期間 2021年１月２日㈯～４日㈪

３日間
AF0944

島根県

薩摩半島の西方へ連なる３島の美しい風景
国定公園甑島列島へ満喫旅

■宿泊ホテル：１日目／こしきしま親和館　２日目／HOTEL Area one Koshiki Island
■食事条件：朝２回／昼２回／夕２回　■最少催行人員：12名様

●旅行期間 2020年11月６日㈮～８日㈰

３日間
AF0842

１名１室（お一人様） ２名１室（お一人様）

旅行代金
旅行代金への給付額 28,000円

12,000円
28,000円
12,000円地域共通クーポン

124,000円 120,000円

152,000円 148,000円

お支払い実額

鹿児島県

★甑大橋　鹿児島県内最長となる延長1,533mの甑
大橋を中心に、前後のトンネルなどを含めた中甑島・
平良地区～下甑島・鹿島地区、全長約5.1kmを
2006年から整備していました。8月29日に甑島
列島をひとつにするべく、いよいよ開通しました。
★甑島（こしきしま）　薩摩川内市内の西の海上に浮かぶ細長い列島『甑島』上甑島・中甑島・
下甑島の三島からなり、沿岸には美しい入り江が点在。甑島西海岸は、紺碧の海に向かって断
崖と奇岩がそそり立ち、ダイナミックな風景が広がります。

神々のふるさとで過ごすお正月
出雲大社初詣と足立美術館３日間

●旅行期間 2021年１月17日㈰～19日㈫

３日間
AF0788

旅行代金
旅行代金への給付額
地域共通クーポン

２名１室（お一人様）

28,000円
12,000円

120,000円

148,000円
３名１室（お一人様）

28,000円
12,000円

118,000円

146,000円

お支払い実額

旅行代金
旅行代金への給付額
地域共通クーポン

２名１室（お一人様）

28,000円
6,000円

110,000円

138,000円
３名１室（お一人様）

28,000円
6,000円

100,000円

128,000円

お支払い実額

佐賀県
長崎県

★2021年スタートの旅は九州でいかがで
しょうか♪一度は泊まりたい憧れの宿
『洋々閣』に宿泊し、旬の高級魚『アラ（ク
エ）』をご賞味♪

★キリスト教の聖地・平戸に伊万里唐津をめぐ
る観光で建物や焼き物の美を探求します♪★縁結びの神・福の神として名高い出雲大社で令和３年の幸せ祈願

★足立美術館では世界に誇る名園と名画をたっぷり２時間鑑賞
★福の神『えびす様』の総本宮・美保神社参拝
★「プロが選ぶ旅館・ホテル100選」「５つ星の宿とホテル」連
続受賞の宿・皆生つるやに２連泊

３日間
AF0929

大分県

大分が誇る湯布院・別府に泊まってめぐる
晩秋の国東半島・
黒川温泉３日間

★晩秋を迎える九州！！国東半島や九重夢大吊り橋、黒川温泉の紅葉の名所を巡ります♪
★別名温泉県とも呼ばれる大分の
２大名湯、湯布院・別府に加え
黒川温泉の名湯も楽しみます♪

★秋の味覚も多い九州で、地元の
新鮮な食材を使った美食めぐり
で元気いっぱい！！

●旅行期間 2020年11月25日㈬～27日㈮
●旅行
代金 128,000円  旅行代金への給付額 28,000円  

地域共通
クーポン 12,000円  

お支払い
実　　額 100,000円

（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

■宿泊先：１日目／洋々閣　２日目／ホテル彩陽 WAKIGAWA　■お食事：朝２回／昼３回／夕２回　
■最少催行人員：12名様

■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：20名様（最少催行人数10名様）

憧れの洋々閣《静岡空港発着》憧れの洋々閣へ宿泊して味わう冬の御馳走
美食と焼き物と教会をめぐる九州３日間

１日目　13：15発 静岡空港～（FDA133便）～鹿児島空港 14：50着
　　　　16：40発 串木野新港～フェリー～長浜港19：05頃＝下甑島 こしきしま親和館（泊）
２日目　ホテル（8：30頃）＝手打地区（おふくろさん歌碑／手打武家屋敷通り等）＝瀬尾観音三滝
　　　　中甑港～遊覧鹿島断崖クルージング～中甑港＝田之尻展望所＝貝池・なまこ池＝長目の浜展

望所＝トンボロ眺望・里武家屋敷群 HOTEL Area one Koshiki Island（泊）
３日目　ホテル（9：00出発）＝里港～フェリー～串木野新港＝
　　　　15：20発 鹿児島空港～（FDA134）～静岡空港 16：50着予定

■宿泊先：１日目／別府温泉（鉄輪地区）灯り宿 燈月　２日目／御宿 八遇来
■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人員：12名様

１日目　9：00発 富士山静岡空港＝（FDA143便）＝10：45福岡空港＝＊江戸時代幕府直轄の城下町として栄えた
「天領」で現在は国の重要伝統的建造物群保存地区にも選ばれた日田豆田町で散策＆ランチ　＊耶馬溪ダムの完成記念に
造られた広さ2万平方メートルの日本庭園【溪石園】　＊群猿山、鳶ノ巣山、嘯猿山、夫婦岩、雄鹿長尾の峰、烏帽子岩、仙人
岩、海望嶺などの周囲の岩峰群が一望できる一目八景＝別府温泉（鉄輪地区）灯り宿　燈月（泊）

２日目　ホテル（9：00出発）＝国東半島へ♪　＊宇佐の八幡信仰と古代仏教とが融合し
た「神仏習合」が残る古刹真木大堂＝＊平安時代に宇佐神宮大宮司の氏寺として開かれ
た由緒ある国宝富貴寺参拝＝昭和の町豊後髙田でランチ＝湯布院の温泉街を散策

 御宿　八遇来（泊）
３日目　九重夢大吊り橋（日本の滝百選の「震動の滝」や紅葉の名所「九酔渓」などの他、九

重連山の壮大な景観を眺める）＝山間の小さな温泉地でありながら、豊富な温泉と
ノスタルジックな景色が楽しめる黒川温泉にてランチと湯めぐり＝大宰府天
満宮＝18：40福岡空港＝（FDA148便）＝20：05頃 静岡空港

１日目　９：00発 富士山静岡空港＞＞FDA143＞＞10：55福岡空港＝呼子のイカ尽くしのご昼食（漁
の具合により海鮮の可能性もあります）　★唐津神社（初参りと唐津くんちの曳山展示場見
学）・・・★唐津城見学 洋々閣（夕食は高級魚アラを使った会席をご用意）（泊）

２日目　ホテル（９：00頃）＝★現地ガイドと大川内山（鍋島藩御用窯・秘窯の里散策）＝有田焼でいた
だくランチ＝★柿右衛門古陶磁参考館＝★源右衛門窯ギャラリー

　　　　 ホテル彩陽 WAKIGAWA（旬のひらめをご賞味♪）（泊）
３日目　ホテル（８：30頃）＝☆紐差教会（東洋でも指折りのロマネスク様式の教会）＝☆宝亀教会（平

戸で最も古い教会。世界遺産構成資産候補）＝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～＝★
田平天主堂教会（国指定重要文化財、鉄川与助が手掛けた赤レンガの天主堂）＝18：40発 福岡
空港＞＞FDA148＞＞20：05着予定 静岡空港

１日目　富士山静岡空港集合　富士山静岡空港発（８時30分頃）FDA（10時頃）出雲縁結び空港着
　　　　出雲縁結び空港発＝（貸切バス）＝島根ワイナリー（昼食）＝★出雲大社参拝（120分）＝皆生温泉
２日目　ホテル＝★足立美術館（120分）＝由志園（昼食）＝★美保神社参拝＝境港＝皆生温泉
３日目　ホテル＝★松江城見学＝勾玉の里伝承館（昼食）＝★八重垣神社参拝＝出雲縁結び空港（17

時30分頃）FDA（18時30分頃）

四季を奏でる
さらさの宿・皆生つるやに２連泊「プロが選ぶ旅館・ホテル100選」「５つ星の宿とホテル」連続受賞

田代のお薦めです！
晩秋の九州で名湯めぐりを楽しみ
ご当地の御馳走に舌鼓♪国東半島の
パワースポットや景勝地めぐり
など盛沢山の３日間！！

❶10月10日から旅行代金のコンビ
ニ払いも可能になりました。

❷10月１日以降の旅行からGoTo
トラベルキャンペーンの地域共
通クーポンをお配りいたします。
弊社ツアーについては、原則と
して旅行中に添乗員からお配り
いたします。

ＴＯＰＩＣＳ

ＳＢＳツアーズ

ＳＢＳツアーズの旅10・11月号掲載
26コース全てキャンペーン対象！最大35％割引！

ＧｏＴｏトラベルキャンペーン

❶このちらしに掲載したすべての旅行はＧｏＴｏトラベル事業の支援対象です。
❷旅行代金からＧｏＴｏトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。10月１日以降にご
出発の旅行に関しては別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
❸給付金の受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社及びＧｏＴｏトラベル事務局は給付金を
お客様に代わって受領（代理受領）いたしますので、お客様は旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」を
お支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お
客様は当社による代理受領についてご了承の上、お申込みください。

ＧｏＴｏトラベルキャンペーン



★宮ノ下のシンボルといっても過言ではない富士屋ホテルが今年の夏リニューアルオープン！！耐震補強工事を経て
改装した部分があるものの、伝統を感じる重厚さはそのまま。花御殿での寛ぎは格別♪

★岡田美術館では人気者の若冲、ポーラ美術館では黒田清輝の師フランスで活躍したアカデミスムの画家ラファエ
ル・コランの「眠り」が初来日し、120年振りに公開！！★せっかくのラグジュアリーな旅が損なわれないよう、ランチは強羅花壇の和食とポーラ美術館の展覧会に合わせ
たコース料理をご用意♪舌も満足の２日間です♪

★この時期渋滞する京
都市内中心部をでき
るだけ避けて、宇治
市や長岡京市、大山
崎町の隠れた紅葉の
名所を巡ります。
★往復とも新幹線（こだま号）

指定席を利用し、効率よく京都
まで向かいます。

★夕方早めのチェックインで夕
食会場もホテル内で選べますの

で、宵の京都散策も楽しめます
。

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人数：12名様

■お食事：朝１回／昼２回／
夕１回　■最少催行人数：15

名様

※お部屋は２名１室となります
。

若狭・小浜は古代から日本海を隔てた対
岸諸国との交易が開け、陸揚げされた大
陸文化や各地の物産は「鯖街道」などを
経て、近江、京都、奈良にもたらされま
した。大陸とのつながりは、市内に点在
する数多くの文化遺産からもうかがい知
ることができます。このツアーでは小浜
に残る日本の懐かしい風景や文化をじっ
くりと巡ります。

25名様限定

25名様限定
25名様限定

★『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。

美とグルメと伝統の旅
リニューアルオープンの箱根富士屋ホテル花御殿へ宿泊

●出 発 日 2020年12月10日㈭・14日㈪

１泊２日
AF0919

神奈川県

～新幹線指定席で行く京都～

京都（洛南・洛西）の隠れた紅葉の名所をめぐる旅

新春の旅  雪景色の白川郷と
小京都・高山で過ごすお正月
●旅行期間 2021年１月３日㈰～５日㈫

２泊３日
AF0638

岐阜県

心やすらぐ美食の里  若狭おばまと鯖街道
●出 発 日 2020年①12月10日㈭・②12日㈯
●①旅行

代金 39,800円  旅行代金への給付額 13,900円  
地域共通
クーポン 6,000円  

お支払い
実　　額 25,900円

　②旅行
代金 45,800円  旅行代金への給付額 14,000円  

地域共通
クーポン 6,000円  

お支払い
実　　額 31,800円

１泊２日
AF0939

福井県 ●出 発 日 2020年①11月25日㈬・②12月４日㈮

●①旅行
代金 64,800円  旅行代

金
への給付額 14,000円  

地域共通
クーポン 6,000円  

お支払い
実　　額 50,800円

　②旅行
代金 59,800円  旅行代

金
への給付額 14,000円  

地域共通
クーポン 6,000円  

お支払い
実　　額 45,800円

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人数：13名様

少人数でゆったりと冬の山梨を愉しむ
心温まる２つの美術館巡りと
石和名湯館「糸柳」に泊まる２日間

１泊２日
AF0932

山梨県

■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：15名様　※お部屋は２～３名１室となります。

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC［6：00-8：00］＝敦賀IC＝小浜IC
　　　　☆昼食：若狭おばまの海の幸（町並みと食の館にて）
　　　　【小浜市内観光】※歴史ある町並みと海岸沿いを現地ボランティアガイドとともにまわります。
　　　　①小浜公園（展望台）　②三丁町（千本格子の家々が軒を連ねる通り）　③常高寺（山門前の石段）
　　　　④町並み保存資料館　⑤マーメイドテラス（人魚の像）
　　　　※夕食は宿泊ホテルにてカニ・ふぐ料理を（18：30～） 小浜：若狭の宿　ホテルせくみ屋（泊）

２日目　【小浜市内観光　9：00～12：00】
　　　　①鯖街道資料館（鯖街道の起点）・いづみ町（浜焼きさばなど魚の小売店が並ぶ）
　　　　②箸のふるさと館（若狭塗箸の研ぎ出し体験）　③明通寺（本堂と三重塔は国宝）
　　　　＝鯖街道・熊川宿（昼食：鯖寿司、重要伝統的建造物群保存地区の散策）＝（堅田、琵琶湖大橋）＝栗東IC＝（名

神・東名高速）＝浜松IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［19：00-20：50］

■宿泊施設：ひだホテルプラザ　＊旅行業が選ぶ『５つ星のホテル』『人気温泉旅館ホテル250選』
■お食事：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人数：20名様

★お宿へ早めに到着し、ゆっくりと名湯に浸かっておくつろぎください♨
★光と影の造形詩人　藤城清治と、布の彫刻と評されるほど繊細な作品を生み出す人形作家　与　勇輝の美術館へ

１泊２日
AF0938

京都府

１名１室（お一人様） ２名１室（お一人様）旅行代金
旅行代金への給付額 14,000円

6,000円
14,000円
6,000円

地域共通クーポン

92,000円 66,000円

106,000円 80,000円

お支払い実額

●出 発 日 2020年12月６日㈰・17日㈭
●旅行
代金 47,000円  旅行代金への給付額 14,000円  

地域共通
クーポン 6,000円  

お支払い
実　　額 33,000円

１日目　熱海駅・三島駅・新富
士駅・静岡駅・掛川駅・浜松駅・

豊橋駅［7：43-9：08］＝（新幹
線こだま号・普通指定席）

＝京都駅　着後、バスにて京
都市内観光　◎御香宮神社　

☆昼食は宇治市の料亭にて京
料理を

　　　　【世界遺産・宇治市内
徒歩観光（ガイド付き）】喜撰橋

～中の島～朝霧橋～興聖寺～
宇治神社

　　　　～宇治上神社　ホテ
ルチェックインは16時30分頃

　

　　　　★夕食はホテル内で
使えるミールクーポンをお渡

ししますので、ご自由にお召し

上がりください。（ALL DAY D
INING 風花にて洋食） 京都

東急ホテル（洋室）（泊）

２日目　ホテルは８時頃出発
　◎光明寺（紅葉）　◎善峯寺（

紅葉）　◎大原野神

社（紅葉・名物草だんご）　☆
昼食は長岡京市の料亭にて（徒

歩にて長岡

天満宮参拝もできます）　◎大
山崎山荘美術館（紅葉のじゅう

たん）

　　　　京都駅＝（新幹線こ
だま号・普通指定席）＝豊橋駅

・浜松駅・掛川駅・静

岡駅・新富士駅・三島駅・熱海駅
［18：41-20：02］

１日目　浜松駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［７：15-10：00］＝清水IC＝御殿場IC＝強羅花壇にてランチ
　　　　岡田美術館にて『没後220年　画遊人・若冲 ―光琳・応挙・蕭白とともに―』鑑賞　　　　　宮ノ下　富士屋ホテル　15：15頃着　花御殿ヒストリックデラックスツインへご宿泊♪　ご夕食はメインダイニングルームで伝統のコースディナーをご用意♪♪ 

宮ノ下　富士屋ホテル（泊）２日目　ホテル　10：00出発＝箱根神社（朝いちばんで箱根最強のパワースポットへお詣り！！清々しい空気の中、これぞ箱根！！という景色を堪能しましょう♪）＝ポーラ美術館にて『Connections―海を越える憧れ、日本とフランスの150年』鑑賞展覧会に合わせたコースランチもお楽しみください♪　　　　御殿場IC＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松駅［15：30-17：45頃］

伊藤若冲
「花卉雄鶏図」（部分）岡田美術館蔵

伊藤若冲
「雪中雄鶏図」（部分）

■宿泊ホテル：彦根キャッスルリゾート＆スパ　■お食事：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：15名様

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：10-8：15］＝龍潭寺（旧彦根藩主井伊家の菩提寺「ふだらくの庭」が美
しい）＝昼食（千成亭別館華見）＝ホテル※バスを駐車

　　　　ここから歩きです・・・埋木舎（井伊直弼が若き日々を過ごした場所）・・・玄宮園（城の北東にある大名庭園
で井伊直興が造園したとされる）と国宝彦根城（天守が国宝に指定されている国宝５城のひとつ。井伊家
の城としても知られる） 彦根キャッスルリゾート＆スパ（泊）

２日目　８：15ホテル＝近江八幡ロープウエイ＝日牟禮八幡宮＝八幡堀めぐり（和舟でのんびり情緒あふれる
景色をお楽しみください）＝昼食（久ぼ多屋）＝ラ・コリーナ近江八幡（和菓子のたねやがプロデュース
する大人気のお店。クラブハリエのバームクーヘンもお楽しみ頂けます）

　　　　浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：45-20：45］

●旅行期間 2020年11月24日㈫～25日㈬

１泊２日
AF0928

滋賀県

　　　　　　と井伊家ゆかり名所
歴史ロマン漂う　　　　　の街並みを散策近江八幡

20名様限定

★１日目は午後から２日目は朝からガイドがご案内
★ホテルは彦根城
　天守と佐和口多
　聞櫓を正面に望
　む絶好のロケー
　ション！
　全室シモンズ社
　のベットで安眠
　サポート♪

１名１室（お一人様）※街側のお部屋 ２名１室（お一人様）※お城が見えるお部屋

旅行代金
旅行代金への給付額 14,000円

6,000円
14,000円
6,000円地域共通クーポン

46,000円 40,000円

60,000円 54,000円

お支払い実額

国宝彦根城

ラコリーナ近江八幡での
お買い物は

たっぷり2時間15分！

１名１室（お一人様）

旅行代金
旅行代金への給付額
地域共通クーポン

２名１室（お一人様） ３名１室（お一人様） ４名１室（お一人様）

お支払い実額

30,450円
13,050円
56,550円

87,000円
26,950円
11,550円
50,050円

77,000円
25,200円
10,800円
46,800円

72,000円
23,800円
10,200円
44,200円

68,000円

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。

２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。

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］

１日目　藤枝駅・静岡駅・清水駅［７：15-８：50］＝11：00頃　甲州郷土料理「小作」にてほうとう
料理（昼食）　☆影絵の森美術館　見学（光と影の幻想的で美しい世界）

　　　　☆日本遺産　昇仙峡　散策（約30分程度のお散歩コース） 石和名湯館　糸柳（和室）（泊）

２日目　旅館　出発＝☆富士大石ハナテラス（山梨の土産や民芸品など取扱う店舗が並びます）
　　　　☆河口湖ミューズ館・与　勇輝館　見学・・・河口湖の隠れ家レストランにてご昼食
　　　　☆河口湖ハーブ館　＝清水駅・静岡駅・藤枝駅［16：50頃-18：30頃］

13～20名様限定

(c)Seiji Fujishiro/Horipro

※３名１室は2,000円引

２名１室（お一人様）

宿　泊　ツ　ア　ー

田代のお薦めです！
2020年を乗り越えてきた自分への
ご褒美に、歴史と伝統が息づく
クラシックホテルに宿泊し
美食と芸術を堪能する旅へ

出掛けませんか？

初世のお薦めです！
10年前に実施して好評をいただいた
ツアーをリメイクしました。

同じ京都でも喧騒を離れた隠れた
紅葉の名所を

ご案内いたします。



お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 平日╱9：30～18：00
※土・日・祝日は休み

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
JATA正会員　観光庁長官登録旅行業　1141号　　総合旅行業務取扱管理者　初世　亮一
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。

※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。

営
業
時
間

出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の20％

30日前から3日前まで 2日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 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

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

検索SBS　旅行

添乗員：全ツアー同行します。　※写真は全てイメージです。

ベストシーズン秋の日帰りツアー

★聖徳太子によって創建され白洲正子の「かく
れ里」で紹介された紅葉の名所としても名高
い教林坊の名勝庭園で紅葉狩りをお楽しみく
ださい。
★老舗『納屋孫』にて近江商人に愛された郷土
料理のランチをご賞味♪
★商人の街『五個荘』の街並みを歩き当時の賑
わいに思いを馳せます。

静岡駅・焼津駅［6：30-7：00］＝小牧JCT＝彦根IC
石の寺・教林坊…小堀遠州作の名勝庭園に広がるわびさびの景色を是非お楽しみください。
老舗納屋孫にて江戸時代から伝承され、近江商人に愛された郷土料理のご昼食
国の重要伝統的建造物群保存地区にも認定されている五個荘の散策
彦根IC＝小牧JCT＝焼津駅・静岡駅［18：45-19：15頃］

日帰り
AF0528

滋賀県

近江商人発祥の地・五個荘の街並み散策と近江の
隠れた紅葉の名所・白洲正子も愛した石の寺・教林坊

■最少催行人員：22名様

★永保寺の庭園は国の名勝に観音堂や開山
堂は国宝に指定されており秋はもみじな
ど見ごたえがあります

★ユニークな外観のモザイクタイルミュージアムは
一見の価値ありです♪

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［7：30-9：30］＝小牧JCT＝多治見IC＝虎渓山
永保寺（国の名勝に指定されているだけあり、どの場所でも美しい風景が広がり
ます）＝昼食（浪花）＝多治見モザイクタイルミュージアム（ユニークな外観の
ミュージアム。個性的なタイルアート作品を楽しめます！）＝陶勝軒（お菓子屋
さん買物）＝曽木公園の紅葉＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：45-20：45］

日帰り
AF0857

岐阜県

ユニークな外観の多治見モザイクタイルミュージアム
風光明媚な名勝庭園
虎渓山永保寺と曽木公園の紅葉

■最少催行人員：25名様 画像提供：©Akitsugu Kojima

●出 発 日 2020年11月23日㈪・25日㈬（昼食付き）

●旅行
代金 16,800円  旅行代金への給付額 5,880円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 10,920円

●出 発 日 2020年11月20日㈮・28日㈯（昼食付き）

●旅行
代金 13,000円  旅行代金への給付額 4,550円  

地域共通
クーポン 2,000円  

お支払い
実　　額 8,450円

★遠州の奥座敷である奥浜名湖は、東海道のほぼ中央に位置し、“東西文化・
歴史の橋渡し”として重要な役割を果たしてきた場所であり、歴史に名
をなした芸術家や武将がその一帯に足跡を残している歴史深い地です。
★奈良時代から江戸時代に開創・建立されたこれらの名所・旧跡は、当時
のまま大切に現代に引き継がれ、四季折々の風景が堪能できる奥浜名
湖の自然の中で大切に守られ、特に美しい庭園や秋の紅葉は必見です。
★平安から江戸へつながる悠久のあしあとを堪能し、国指定の重要文化
財をめぐる時代旅行をお楽しみください。

清水駅・静岡駅・焼津駅［7：30-8：45］＝浜松西IC
初山宝林寺（黄檗寺院の重文仏殿・方丈）
龍潭寺（小堀遠州作庭の池泉鑑賞式庭園）
方広寺（紅葉の奥山半僧坊、寺宝十六羅漢特別拝観＋精進料理ランチ）
大福寺（回遊式庭園と大福寺納豆）
摩訶耶寺（平安様式の庭園と重文千手観音・不動明王）
三ケ日IC＝焼津駅・静岡駅・清水駅［17：00-18：00頃］

日帰り
AF0538

静岡県

平安から江戸へつながる悠久のあしあと
国の重要文化財をめぐる時代旅行遠州の奥座敷【湖北五山】

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2020年11月25日㈬・28日㈯（昼食付き）

●旅行
代金 13,800円  旅行代金への給付額 4,830円  

地域共通
クーポン 2,000円  

お支払い
実　　額 8,970円

★昼食時間を含めて約３時間の初級者向けハイキング
です。
★天気が良ければ遠くに富士山が望め、道中は渓谷、
大きな岩、竹林などの変化が楽しいコースです。
★入浴休憩で高アルカリ温泉と眺望が自慢の施設で疲
れを癒してください。

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：30-9：00］＝清水IC＝（中部横断道・中央自動車道）＝勝沼IC＝
◎景徳院：武田家終焉の地を参拝します。
【紅葉の竜門峡ハイキング・約４km・所要約３時間】
景徳院・・・竜門峡入口・・・竜門の滝・・・落合三つの滝・・・天鼓林、竹林・・・平戸の石門・・・栖雲寺（臨済
宗の名刹で裏山庭園の紅葉が素晴らしい）・・・やまと天目山温泉（入浴）
※やまと天目山温泉は標高1000メートルの高アルカリ温泉です。露天風呂からの渓谷の眺望をお
楽しみください。１時間程度の入浴休憩になります。
＝勝沼IC＝（中央自動車道・中部横断道）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：00］

日帰り
AF0940

山梨県

紅葉の竜門峡ハイキングとやまと天目山温泉

■最少催行人員：25名様

●出 発 日 2020年11月７日㈯・11日㈬（昼食弁当付き）

●旅行
代金 11,800円  旅行代金への給付額 4,130円  

地域共通
クーポン 2,000円  

お支払い
実　　額 7,670円

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）
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］

日帰り
AF0795

岐阜県

2021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

★2020年に開催しご好評いただいた金朱印ツアー！！
　毎月最終金曜のみ配布される金の御朱印をいただくツアーです。
★個人で行くと長い行列に並ばなければいけないところ、SBSツアーズの旅にご参加いただければ並ぶこと
なく、時間のロスもありません！！御朱印は添乗員に任せてお客様は境内でゆっくりお詣りいただけます♪

●出 発 日 2021年１月29日㈮（昼食付き）

●旅行
代金 15,000円  旅行代金への給付額 5,250円  

地域共通
クーポン 2,000円  

お支払い
実　　額 9,750円

■最少催行人員：25名様

★紅葉で大人気の永観堂へ並ば

ず入れてランチまでいただけ

る！！大変価値あるプランとな

っております♪

★寺とアートの融合で神聖かつ

フォトジェニックな世界をお

楽しみいただきます♪

静岡駅・焼津駅［6：30-7：00］
＝（東名・伊勢湾岸・名神経由

）＝京都東IC＝

行列必至の永観堂へ並ばず入
場！！＆ゆったりご昼食と紅葉

鑑賞♪

青蓮院門跡にて寺とアートの
空間をお楽しみください

京のお台所【錦市場】をご見学

京都東IC＝（名神・伊勢湾岸・
東名経由）＝焼津駅・静岡駅［

19：30-20：00頃］

日帰り
AF0942

京都府

寺×アート　襖絵を楽しむ錦秋の京都

大人気の永観堂へ並ばず入れる特別企画♪

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2020年11月22日㈰・26日㈭
（昼食付き）

●旅行
代金 20,000円  旅行代

金
への給付額 7,000円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 13,000円

★ＪＲ青梅線：御岳～奥多摩は
都内とは思えないほど深い山並

みと多摩川の渓谷美が一望でき

ます。
★奥多摩湖：東京都と山梨県に

またがる周囲45kmの人造湖で
、湖上に浮かぶ「ドラムカン橋

」

は奥多摩湖の名物の一つです。
この時期、美しい紅葉が楽しめ

ます。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC
［7：00-8：45］＝海老名IC＝

（圏央道）＝青梅IC

【玉堂美術館（日本画、イチョ
ウ）　※約１時間滞在】

【昼食：奥多摩の郷土料理】

【ＪＲ青梅線乗車】御岳駅＋＋
＋（ＪＲ青梅線・約20分）＋＋＋

奥多摩駅

【奥多摩湖の紅葉】

＝（柳沢峠・大菩薩ライン）＝
勝沼IC＝（中央高速）＝甲府南

IC＝富士IC・清水駅・

静岡駅・焼津駅［18：40-20：1
0］

日帰り
AF0941

東京都

【ＳＢＳツアーズ　のんびりめぐる列車
旅シリーズ】

青梅線で行く　玉堂美術館の

大イチョウと奥多摩の紅葉

■最少催行人員：25名様

●出 発 日 2020年11月14日㈯・17日㈫
（昼食付き）

●旅行
代金 13,800円  旅行代

金
への給付額 4,830円  

地域共通
クーポン 2,000円  

お支払い
実　　額 8,970円

■最少催行人員：25名様

★国指定史跡の山城、苗木城。天守
跡に設けられた展望台からの景色
は素晴らしく360°見渡せる秋の
絶景が広がります。昼食は日本昔
話の世界に入りこんだような古民
家にて秋の食材を使った目にも美
しい懐石料理をご堪能頂きます。

秋彩絶景パノラマ！
天空の山城 苗木城跡
中津川宿栗きんとんめぐり

日帰り
AF0594

岐阜県

清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅［6：15-7：35］＝豊田JCT＝中津川IC
苗木城跡※現地ガイドがご案内　巨石と石垣からの絶景をお楽しみください。
＝昼食（古民家老舗旅館夜がらす山荘長多喜にて茶懐石）＝中津川宿　栗きんとんめぐり（自由散策）＝中津川IC
＝豊田JCT＝藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：45-20：15］

●出 発 日 2020年11月14日㈯・18日㈬（昼食付き）

●旅行
代金 15,800円  旅行代金への給付額 5,530円  

地域共通
クーポン 2,000円  

お支払い
実　　額 10,270円

陶勝軒の
モザイクな
お菓子

夜がらす山荘長多喜
秋の食材を使った茶懐石（イメージ）

初世のお薦めです！
奥多摩の郷土料理と日本画家・
川合玉堂氏の美術館、日本
ならではの秋の風景と文化が
感じられるツアーです。

田代のお薦めです！
錦秋の京都は混雑の京都！！その中でも毎年
大行列する永観堂に並ばず入れ、ランチまで
出来る特別プラン♪限定のクーポン付き
の為、実質１万円ポッキリで楽しめる 

お得なコースです♪♪



お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 平日╱9：30～18：00
※土・日・祝日は休み

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
JATA正会員　観光庁長官登録旅行業　1141号　　総合旅行業務取扱管理者　初世　亮一
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。

※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。

営
業
時
間

出発日前日
より起算して

20日前から
11日前まで

10日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで 前　日

日帰りコース － 旅行代金の20％

旅行代金の20％

30日前から3日前まで 2日前から当日の旅行開始前

旅行代金の20％ 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

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額旅行代金の20％

旅行代金の40％

旅行代金の30％

旅行代金の30％ 旅行代金の50％ 旅行代金の全額

1 泊 以 上

海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

検索SBS　旅行

添乗員：全ツアー同行します。　※写真は全てイメージです。

近場の日帰りと縁起物企画（日帰り）

★私達がまだ知らない県内の魅力を再発見するツアー！！個人では行き
づらい錦秋の南アルプスの絶景へご案内します♪
★井川の山奥とは思えない、オシャレでこだわり詰まったランチをご
賞味♪女性シェフが自ら選ぶチーズやミルク、地元の新鮮な食材の
みで出来た栄養たっぷりイタリアン♪
★井川廃線敷に畑薙ダムからの紅葉、赤石温泉の入浴などオクシズの
魅力盛りだくさんのコースです♪

藤枝駅・焼津駅・静岡駅［7：00-8：00］＝
井川廃線敷ウォークスタート！！　高低差100m　約２時間　約３km
井川ダム・・・夢の大吊り橋・・・井川大仏・・・大西屋旅館（無農薬で育った四季の地場食材、清流の
魚、ジビエコースのランチ）
畑薙第一ダムから錦秋の南アルプス＝白樺荘で入浴休憩
＝静岡駅・焼津駅・藤枝駅［18：00-19：00頃］

日帰り
AF0934

静岡県

井川廃線敷と畑薙から望む錦秋の南アルプス！！
オクシズにたたずむ料理旅館 大西屋旅館のコース料理

■最少催行人員：12名様

★大変な2020年を乗り越え、2021年は安泰
に過ごしたい！！ご利益が欲しい！！でも歩きた
くない！！という皆様。お待たせしました。楽
して御利益を授かれるツアーのご紹介です♪

★普通なら歩いてめぐる三社ですが、すべてモ
ーターボートとロープウェイでの移動なの
で、ほぼ歩かずラクラク移動♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝沼津IC＝
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
九頭龍神社（箱根神社の境外社として創建）
箱根神社（関東域の総鎮守としても尊崇されてきた名社）
沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：00-17：50頃］

日帰り
AF0713

神奈川県

2021年の安泰を祈ってめぐる箱根三社

■最少催行人員：16名様

●出 発 日 2020年11月４日㈬・７日㈯（昼食付き）

●旅行
代金 16,800円  旅行代金への給付額 5,880円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 10,920円

●出 発 日 2021年１月７日㈭・10日㈰（昼食付き）

●旅行
代金 16,800円  旅行代金への給付額 5,880円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 10,920円

※船内のお席は、指定席になっております。（ご参加の人数によっては相席をお願いする場合がございます。予めご了承ください。）
※小学生のお子様も同料金となります。予めご了承の上ご参加ください。
※お車でお越しのお客様は別途駐車料金が掛かります。ご了承ください。
※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。

日帰り
AF0087

静岡県

帆船オーシャンプリンセスで迎える
2021年 初日の出クルーズ

■最少催行人員：15名様（募集人員：29名様）

●出 発 日 2021年１月１日（元旦）
●旅行
代金 12,000円  旅行代金への給付額 4,200円  

地域共通
クーポン 2,000円  

お支払い
実　　額 7,800円

■最少催行人員：□□名様

※当日は帆を張っての運行は致しません。

★毎年恒例の初日の出クルーズ！！日本三大美港
の清水港から、今年１年の幸を願い初日の出
をお迎えするコースです！！
★清水港集合・解散！！8：00過ぎには帰れます
ので、そのまま初詣へお出掛けしてはいかが
でしょうか♪
　■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６時10分～　乗船受付開始
　　　　　　　（時間厳守でお願いします）

★「東京のお台場を造った」「軍
の携帯食とし

て日本で初めてパンを作った」
凄い人物！

江川 英龍の屋敷を見学 

★秋から冬の季節へ。紅葉残る
修善寺の温泉

街をゆっくり散策♪ 

焼津駅・静岡駅・清水駅［8：00
-9：15］＝東名高速 

☆重要文化財　「江川邸」　見
学 

☆登録文化財の宿　「新井旅館
」　昼食 

　横山大観や初代 中村吉右衛
門など多くの文人墨客に愛

されてきた老舗旅館・・・☆修善
寺温泉街　自由散策 

☆もみじ林　散策 

　鮮やかに染まる伊豆随一の
もみじ群生地。

東名高速＝清水駅・静岡駅・焼
津駅［16：45頃-18：00］

日帰り
AF0931

静岡県

勝海舟が絶賛し、福沢諭吉も憧れた幕末の知
られざる巨人「江川 英龍」に迫る 

特別解説付　邸宅「江川邸」と冬の修
善寺散策 

■最少催行人員：15名様

●出 発 日 2020年12月１日㈫・６日㈰（昼食付き）

●旅行
代金 16,000円  旅行代

金
への給付額 5,600円  

地域共通
クーポン 2,000円  

お支払い
実　　額 10,400円

★毎年人気の七福神めぐり♪伊豆長岡の古奈温泉と長岡温泉の間にある源氏山の麓で地元ガイドの案内で七福神め
ぐりウォーク！！また古奈温泉の源泉跡や長岡温泉発祥の源泉でもある長岡１号泉など長岡の歴史も辿ります。

★歴史ある古奈温泉【おおとり荘】をSBSツアーズで貸切！！温泉を楽しんだ後にはドリンクサービスもあり昼食も
入浴も気兼ねなくゆったりお過ごしいただけます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝沼津IC＝（伊豆縦貫道）＝
源氏山七福神めぐり　約４km　約２時間
おおとり荘・・・（姫の湯荘）・・・古奈の道祖神・・・湯谷神社【恵比寿】・・・長温寺【福禄寿】・・・西琳寺
【弁財天】・・・源氏山山頂広場【寿老人】・・・あやめ御前広場【毘沙門天】・・・（いずみ荘）・・・温泉場
中バス停・南山荘横【大黒天】・・・最明寺【布袋尊】・・・（アクシスかつらぎ）・・・おおとり荘
（ルート上、老舗銘菓【黒柳】・【柳月】のお買い物もお楽しみいただけます）
伊豆長岡温泉　おおとり荘にてランチと入浴
お昼は伊豆長岡の温泉旅館内でお弁当を召し上がっていただき、歴史深い古奈温泉の湯で疲れた身体を癒します♪
＝（伊豆縦貫道）＝沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［16：00-17：50頃］

日帰り
AF0935

静岡県

2021年の開運を祈ってめぐる
伊豆　源氏山七福神

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年１月６日㈬・９日㈯・11日㈪（昼食付き）

●旅行
代金 16,000円  旅行代金への給付額 5,600円  

地域共通
クーポン 2,000円  

お支払い
実　　額 10,400円

★江ノ電１日乗車券「のりおりくん」を使って、鎌倉の観光を楽しみましょう。
★江の島、烏帽子岩など湘南の風景も見どころです。
★昼食は鎌倉プリンスホテル自慢のフレンチコースをご用意いたしました。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-9：00］＝（東名高速）＝厚木IC＝
【江の島　※約１時間滞在】　江の島神社参拝
【昼食：鎌倉プリンスホテルでのフレンチランチ】
【江ノ電に乗って鎌倉散策】　※江ノ電一日乗車券付き
七里ヶ浜＋＋＋長谷＋＋＋鎌倉　など途中下車で約３時間の滞在
※長谷寺、高徳院（鎌倉大仏）、極楽寺、鶴岡八幡宮、小町通りなどご自由に
朝比奈IC＝横浜町田IC＝（東名高速）＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：30］

日帰り
AF0829

神奈川県

【ＳＢＳツアーズ　のんびりめぐる列車旅シリーズ】
江ノ電に乗って鎌倉めぐりと
鎌倉プリンスホテルでのフレンチランチ

■最少催行人員：25名様

●出 発 日 2020年12月３日㈭・８日㈫（昼食付き）

●旅行
代金 13,800円  旅行代金への給付額 4,830円  

地域共通
クーポン 2,000円  

お支払い
実　　額 8,970円

★スイス銀行の金庫を破るより「ジラルデ」で予約を取る
方が難しいと言われるほどのレストランでスーシェフを
務めた北村竜二さんのフランス料理店でランチ♪
★大一美術館でしか観られない貴重な作品や、パリ万博出
品作の名品が多数出展！！お見逃しなく！！
★二葉館は日本の女優第一号として名をはせた川上貞奴と
電力王と言われた福沢桃介が共に暮らした家。2000坪
を超える敷地に建てられた和洋折衷の建物で二葉御殿と
呼ばれ多くの財界人が集まったそうです。

静岡駅・焼津駅［7：00-7：40］＝（東名・名古屋高速経由）＝黄金料金所＝
大一美術館（アール・ヌーヴォーの二大巨匠、エミール・ガレとドーム兄弟の作品を中心に
収蔵されています。【大一美術館所蔵コレクション逸品展】鑑賞）
ラ・グランターブル ドゥ キタムラ（フランス料理の昼食）
文化のみち二葉館（川上貞奴が大正時代に暮らしていた邸宅）
＝（名古屋高速・東名経由）＝焼津駅・静岡駅［18：45-19：15頃］

日帰り
AF0945

愛知県

■最少催行人員：18名様

●出 発 日 2020年12月19日㈯・23日㈬（昼食付き）

●旅行
代金 18,000円  旅行代金への給付額 6,300円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 11,700円

清水港集合
06：10～　受付開始・乗船
06：30　乗船・出港
かに味噌汁のふるまい。キャプテン挨拶
07：00　デッキ誘導
07：10　初日の出・（サイレント）万歳三唱（船長）
07：20頃　簡単な抽選会等の催しを実施予定
07：45　帰港（予定）
　例年ご用意している朝食弁当に代わり、今回
は福袋をお渡しいたします。

25名様限定

★今年は入山が禁止された富士
山を飛行機と帆船から眺めるツ

アーです。普段は定期便として
使用されているFDAの

機材を遊覧用にチャーターいた
しました。秋から冬にかけて真

白の雪を被った富士山を空と海
から眺め、今期なら

ではのGoToトラベルキャンペ
ーンでお得に旅しちゃいましょ

う！

清水駅・静岡駅・焼津駅［8：10
-9：30］

富士山静岡空港（見学、軽食弁
当　※GoToトラベルキャンペ

ーンの地域共通クーポンが使
えます）

FDAチャーターフライト（世界
遺産・富士山～三保の松原周辺

を遊覧飛行　約１時間）

吉田IC＝（東名高速）＝日本
平久能山IC＝（国道150号線・

いちご街道）＝

帆船オーシャンプリンセス号
乗船（清水港湾内を約１時間の

乗船）

エスパルスドリームプラザ（買い物
　※GoToトラベルキャンペーンの

地域共通クーポンが使えます）

清水駅・静岡駅・焼津駅［16：30
-17：50］

日帰り
AF0936

静岡県

～ＦＤＡチャーター遊覧飛行～

空と海から見よう！
世界遺産「富士山－信仰の対象と芸術

の源泉」

■最少催行人員：50名様

●出 発 日 2020年11月３日㈫・12月６日㈰・2021年１月10日
㈰（軽食弁当付き）

●旅行
代金 33,800円  旅行代

金
への給付額 7,000円  

地域共通
クーポン 3,000円  

お支払い
実　　額 26,800円

福本のお薦めです！
「幕末の知られざる巨人 江川 英龍」著者
橋本 敬之さんの特別解説で分かりやすく
じっくり見学！「西郷どん」「JIN」
などの撮影でも使われた屋敷を

ご覧ください♪

初世のお薦めです！
SBSツアーズでは初めてのFDA遊覧飛行
ツアーです！通常よりも高度を下げてご覧
いただく富士山は、山肌や火口部分
まで望めますので、きっと新たな

感動がありますよ！
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