
※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。
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日帰りコース － 旅行代金の20％
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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
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海 外 旅 行

当　日 旅行開始後

検索SBS　旅行
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2・3 月号
vol.104

いつもご利用ありがとうございます。今号では３月下旬から５月までのツアーをご用意いたしました。
「旅」は心を豊かにしてくれます。春めく季節に花を愛で、史跡や芸術を鑑賞し、その土地の旬を味わう。
さまざまな不測の事態が訪れる昨今ではございますが、心を満たす「旅」に是非お出かけください！

国のＧｏＴｏトラベルキャンペーンが再開された場合、掲載されているツアーは対象期間内であればいずれもキャンペーン対象商品となり、旅行代金
への給付金や地域共通クーポンが受けられるようになります。その際のお支払い実額などは弊社ホームページをご確認ください。

富士山静岡空港発着
魏志倭人伝が息づく壱岐と
国境の島・対馬と宗像大社3日間

３日間
AF0815

長崎県

～チューリップ咲く季節に訪れる～
長崎ハウステンボスと世界遺産・軍艦島

３日間
AF0983

長崎県

■宿泊先：１日目／ホテル対馬  ２日目／ビューホテル壱岐　■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回
■募集人員：15名様（最少催行人数：８名様）

■宿泊先：１日目／ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル（洋室）　　　　　２日目／ホテル日航ハウステンボス（洋室）■食事条件：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人員：12名様

九州と朝鮮半島の真ん中に浮かぶ「国境
の島」対馬、『魏志倭人伝』に一支国と
して登場し古墳王国としても有名な壱
岐、そして、世界文化遺産に登録された
「神宿る島」宗像・沖ノ島の関連遺産・
宗像大社辺津宮へご案内します。

●旅行期間 2021年４月８日㈭～10日㈯
●旅行代金 140,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
●旅行代金 128,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2021年３月18日㈭～20日㈯
●旅行代金 122,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 115,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
★弊社アンケートでもご
要望の多かった軍艦島
をご案内します！

★花で溢れるグラバー
園、ハウステンボス、
この季節ならではの魅
力です。

僧侶の案内で巡る古都の名刹  400年以上も引き継がれ
る

侘び茶を極めた
千利休の美意識を訪ねる

２日間
AF0973

京都府

★大徳寺：茶道との関わりが深い寺院

★黄梅院：千利休が作
庭した「直中庭」
★瑞峯院：庭園を見学
しながらお抹茶
★妙喜庵待庵（国宝）

特別拝観：千利休が
建てたといわれる小
間の茶室

■宿泊先：アーバントホテル京都四条プレミ
アム

■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最
少催行人員：15名様

お肌蘇る極上の “美肌の湯” 昼神温泉
日本一の星空と花桃の里
天空の山城苗木城跡と夜がらす山荘長多喜の懐石ランチ

２日間
AF0970

長野県
岐阜県

■宿泊先：吉弥　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：14名様

★ほんわりとした色合いの花桃が咲き乱れる風景
はまさに一生に一度は見てみたい絶景です。

★阿智村での星空観賞は手が届きそうな無数の星
が輝き、息をのむ美しい光景が広がります。

★「夜がらす山荘長多喜」の茶懐石は毎回行かれた
　方々から大
絶賛される
見た目も味
も素晴らし
いランチで
す。是非ご
堪能くださ
い♪

●旅行期間 2021年３月17日㈬～18日㈭
●旅行代金 55,800円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 52,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

●旅行期間 2021年４月28日㈬～29日㈭
●旅行代金 63,800円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 56,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

１日目　7：35富士山静岡空港＝FDA141＝9：30福岡空港＝昼食＝☆宗像大社参拝（約２時間）＝15：
55博多港～～高速船～～18：10対馬（厳原港）＝ホテル ホテル対馬（泊）

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＝13：00厳原港～～高速
船～～14：05壱岐・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＝14：10壱
岐・芦辺港～～（高速船）～～15：15博多港＝18：55福岡空港＝FDA148＝20：20富士山静岡空港

１日目　8：20集合/9：00発 富士山静岡空港＝（FDA143）＝10：45福岡空港　　　　☆昼食は糸島にて名物・イカの活き造りをどうぞ（釣果によって内容が変更になる場合あり）。　　　　【長崎市内観光】◎大浦天主堂（世界遺産・国宝）　◎グラバー園　　　　★夕食は名物・卓袱料理をどうぞ ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル（洋室）（泊）２日目　ホテルは８時頃出発　【世界遺産・軍艦島観光】◎軍艦島クルーズ（島への上陸を含みます）　　　　【長崎・外海地区観光】◎出津教会堂やド・ロ神父記念館などキリシタンの里をめぐります。　　　　観光後、ハウステンボスへ　★ハウステンボス・イルミネーション「光の王国」をお楽しみください。　★夕食はホテル内でフランス料理をお召し上がりください。 ホテル日航ハウステンボス（洋室）（泊）３日目　チェックアウト後、ご出発までハウステンボスでお過ごしください。　　　　【ハウステンボス】見頃を迎えるチューリップ畑など園内の散策　　　　【九十九島】☆昼食はホテルフラッグス九十九島にて地中海料理を　　　　◎展海峰（九十九島国立公園随一の展望台）　　　　18：35福岡空港＝（FDA148）＝20：00富士山静岡空港

１日目　静岡駅・焼津駅・浜松駅［7：00-9：15
］＝（東名、名神）＝京都東IC ※車中にてお弁

当

　　　　☆相国寺（法堂・方丈特別拝観）・・・承
天美術館見学・・・宗旦稲荷神社参拝

　　　　＝ホテル　夕食は アーバントホテル京都四条プレミアム（泊）

２日目　ホテル＝☆大徳寺（千利休の切腹の
原因となった山門『金毛閣』）

　　　　・・・☆黄梅院（千利休が62歳の時に
作庭した枯山水「直中庭」）・・・

☆瑞峯院（枯山水庭園を鑑賞しながらお抹茶
をご賞味）＝☆筍亭

にて『かぐや姫御膳』の昼食　☆妙喜庵・国宝
待庵（建物の端々に

利休の非凡さが感じられる）

　　　　京都東IC＝（名神・東名）＝浜松駅・
焼津駅・静岡駅

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：30-8：30］＝豊田JCT＝土岐JCT＝飯田IC＝昼食（手打ちそばあ
すき）＝元善光寺＝天竜舟下り（所要35分）※迫力の舟下りをお楽しみください＝ホテル 吉弥（泊）

　　　　早めの夕食後、『日本一の星空ナイトツアー』ゴンドラに乗って空中散歩！
　　　　カウントダウンと共に浮かび上がる満天の美しい星空観賞をお楽しみください
２日目　昼神朝市（自由散策）　９：30ホテル＝日本一の花桃の里（約5000本の白・赤・ピンクの花が咲き誇

る風景はまさに絶景です）＝昼食（夜がらす山荘長多喜にて毎回大絶賛の懐石料理）＝苗木城跡史
料館と天空の山城 苗木城跡見学＝中津川IC＝豊田CT＝三ケ日JCT＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清
水駅［18：00-20：00］

初世の
お薦めです！
初世の
お薦めです！

かつて人口密度日本一、
世界遺産にも登録された軍艦島を

上陸して案内します。
春の花の競演とともに
お楽しみください。

かつて人口密度日本一、
世界遺産にも登録された軍艦島を

上陸して案内します。
春の花の競演とともに
お楽しみください。

宿　泊　ツ　ア　ー

染谷のお薦めです！染谷のお薦めです！
千利休ゆかりの地を巡り
慎み深く心の美しさを求める
「わび」「さび」という､
日本ならではの美意識に
触れていただく
2日間です。

千利休ゆかりの地を巡り
慎み深く心の美しさを求める
「わび」「さび」という､
日本ならではの美意識に
触れていただく
2日間です。



京都桜めぐり　妙心寺退藏院「観桜会」

　　春の季節限定
　　特別拝観

●旅行期間 2021年４月11日㈰～12日㈪
●旅行代金 54,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 49,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

２日間
AF0974

京都府

■宿泊先：花園会館　■食事条件：朝１回／
昼２回／夕１回　■最少催行人員：15名様

【SBSツアーズ　一度は見てみたい絶景シリーズ】
～季節の良い５月の週末に往復新幹線利用・ローカル特急にも乗車！～

丹後半島の絶景！天橋立・伊根の舟屋・
美山のかやぶき集落

●旅行期間 2021年５月14日㈮～15日㈯
●旅行代金 69,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 66,000円（３名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 64,800円（４名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

２日間
AF0533

京都府

■宿泊先：夕日ケ浦温泉・佳松苑（海側・和洋室）　■食事条件：朝１回／昼１回／夕１回　■最少催行人員：10名様

当社社員が是非皆さんにご覧いただきたい日本の絶景シリーズと
して、京都・丹後半島を企画いたしました。まずは、静岡県の方
は意外と訪れたことがない日本三景の天橋立をご覧いただき、そ
の後、鳴き砂で知られる砂浜が続く琴引浜を訪れます。宿泊は日
本海に沈む夕日が美しく、美人の湯としても知られる夕日ケ浦温
泉です。翌日には原風景が残る伊根の舟屋や美山のかやぶき集落
をご覧いただきます。コバルトブルーと伊根湾と青々とした美山
の田園風景は、絶景そのものです。

SBSツアーズ×日本旅行「おとなび」共同企画

桜色に包まれる春の京都　世界遺産「下鴨神社」王朝舞貸切鑑賞と
1,001躯の国宝が光り輝く三十三間堂
ライトアップ夜間貸切拝観

●旅行期間 2021年４月２日㈮～３日㈯
●旅行代金 112,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

２日間
AF0933

京都府

■宿泊先：リーガロイヤルホテル京都　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：10名様

★ＪＲ西日本グループになった日本旅行との共同企画です。京都の各寺社では普段ご覧いただけない
エリアを特別拝観や貸切鑑賞いたします。宿泊も料理も一流のものを仕立てました！

〈森の京都〉 福知山温泉  福知山城
シャガの花が森一面を
埋め尽くす神秘の絶景

２日間
AF0975

京都府

■宿泊先：ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：12名様

★奇跡的に発見されたシャガの群生地。見渡す限
り森一面に広がるシャガの花は正に神秘的！

★写真は北近畿
随一の檜の露
天風呂です♪

★福知山城は明
智光秀により
築かれたお城
です。

●旅行期間 2021年５月９日㈰～10日㈪
●旅行代金 53,800円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）
　　　　　 49,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

20名様限定

早春の安曇野で福寿草群生地のおさんぽと
いわさきちひろのカワイイ世界へご案内♪

★赤怒田の群生地は約1.5haの斜面に約50

万株の福寿草が自生します。爽やかな安曇

野をお散歩しながら春の訪れを告げる可愛

らしい花を愛でませんか♪
★安曇野の高原野菜をはじめとする地場産品

を使ったコースランチに舌鼓♪

★壮大な北アルプスを望む53500㎡の公園

に佇む安曇野ちひろ美術館。いわさきちひ

ろをはじめ世界の絵本画家のメルヘンな作

品を鑑賞します♪

静岡駅・清水駅［6：45-7：15］＝清水IC＝安
曇野IC＝

福寿草の群生地
安曇野の高原野菜を使ったコースランチ

安曇野ちひろ美術館にて春の展示会を鑑賞

※主催者の都合により展示作品には変更の可
能性がございます。

安曇野IC＝清水IC＝清水駅・静岡駅［19：0
0-19：30頃］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0115

長野県
●出 発 日 2021年３月20日㈯・23日㈫（昼食付き）

●旅行代金 14,800円

～陽光きらめく春の離島へ～
癒しとアートの島・佐久島

★おだやかなビーチやさまざまな表情
の海岸線。四季折々の草花にふれる
山あいの散策道。黒壁の家々が並ぶ
集落の風景…。三河湾のほぼ真ん中
にぽっかり浮かぶ佐久島には、懐か
しくて温かい、でもちょっと新しい、
素敵な光景が広がっています。

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：30-8：15］＝（東名高速）＝音羽蒲郡IC＝
◎三ヶ根山スカイライン（山頂から三河湾の眺望と沿道には約７万球のスイセンが咲き誇る）
一色港～～～（乗船20分）～～～佐久島西港
【佐久島　～アート・ピクニック～（約３時間滞在）】
☆島内では自由行動、自由昼食　※レンタサイクルが便利です
※島内アートマップをお配りしますので、ご自由にご見学ください。
佐久島西港～～～（乗船20分）～～～一色港
◎一色さかなひろば（海産物などショッピング）
音羽蒲郡IC＝（東名高速）＝吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：30-19：50］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0832

愛知県
●出 発 日 2021年３月24日㈬・27日㈯・28日㈰

●旅行代金 12,800円

いわさきちひろ
「ままごと」 1959年

★京都で桜が美しく人気のあるお寺や神社

などをめぐる桜めぐりのコースです。

★退蔵院では紅枝垂れ桜をご鑑賞いただき

ながらミシュラン星付き「阿じろ」の精

進料理をお召上がり頂きます。

★庭園鑑賞だけではなく、通常非公開の退

蔵院方丈内、枯山水庭園「元信の庭」や

隠れ茶室「囲いの席」をガイド付きでご

見学頂きます。

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：0
0-8：00］＝昼食（京料理花ごよみ）＝

　　　　平野神社（珍種を含め約400本、約6
0種類の桜が次々開花していきます）

　　　　仁和寺（約200本の御室桜は京都で
も大変人気のあるお寺です　写真上）

　　　　退蔵院（紅枝垂れ桜のライトアップ
、庭園内のお茶席で阿じろの精進料理の

お食事をお召し上がり頂く季節限定の特別拝
観をお楽しみ頂きます）

　　　　＝ホテル 
花園会館（泊）

２日目　8：30ホテル＝哲学の道自由散策（
銀閣寺～法然院～永観堂～南禅寺　美し

い桜色の風景をお楽しみください）　南禅寺
集合　昼食（順正）＝浜松IC・焼

津駅・静岡駅・清水駅［17：00-19：00］

１日目　静岡駅・掛川駅・浜松駅［6：38-7：10］＝（こだま号・全車自由席）＝京都駅＝（特急はしだて１号）＝11：30天
橋立駅　着後、昼食：数寄屋造りの料亭「四季膳花の」で花の御膳（和食）を

　　　　◎日本三景・天の橋立（橋立ロープウェイを利用し、笠松公園からの股のぞき　約２時間）
　　　　◎琴引浜：鳴き砂で有名なす白い砂浜が続いています（約30分）
　　　　観光の後、丹後半島の日本海岸沿いを走行し、夕日ケ浦温泉にて宿泊　※美人の湯として名高い夕日ケ浦温泉で

京丹後の海の幸をお楽しみください！ 夕日ケ浦温泉・佳松苑（海側・和洋室）（泊）
２日目　夕日ケ浦温泉（ホテル）を８時30分頃出発
　　　　◎伊根の舟屋：珍しい舟屋の風景と散策、昼食はあえて自由とします（昼食含め３時間滞在）。
　　　　◎美山かやぶきの里：昔話に出てきそうな懐かしい田園風景（約２時間滞在）
　　　　18:59京都駅＝（ひかり号・普通指定席）＝浜松駅・静岡駅［20：12-20：32］

１日目　8：00～9：10発 静岡駅+++（浜松駅）+++〈新幹線・グリーン車指定席〉+++京都駅
　　　　◎知恩院（浄土宗総本山。日本最大級の木造建築「三門」（国宝）の左右に咲く桜を鑑賞。 特別企画 通常非公開「大方丈」「小方丈」「経蔵」特別拝観と僧侶による境内諸堂のご案内）
　　　　◎醍醐寺（世界遺産・秀吉が愛した「花の醍醐」鮮やかな桜を鑑賞。境内「雨月茶屋」にてご昼食）
　　　　◎東寺（世界遺産・五重塔と不二桜が背比べする圧巻の光景）
　　　　◎三十三間堂（特別企画 一般拝観終了後の本堂を貸切ライトアップ拝観。僧侶のご案内で、荘厳さに満ちあふれた1,001躯の国宝が整然と立ち並ぶ圧巻の光景）
　　　　※特別企画 フランス三ツ星レストランなどで研鑽を積んだ寺田シェフが通いつめる「樋口農園」で採れた旬の

京野菜の解説と「旬の京野菜を使ったオリジナルフレンチ」のご夕食 リーガロイヤルホテル京都（泊）
２日目　8：30頃 ホテル
　　　　◎平岡八幡宮（江戸時代に描かれた44枚の極彩色「花の天井」特別拝観）
　　　　◎妙心寺 退蔵院（京都最大規模のお寺妙心寺塔頭。余香苑で優雅に枝を伸ばす紅枝垂れ桜）
　　　　◎上七軒くろすけ（明治初期の設えそのままの四代続いた元お茶屋にて豆腐懐石の昼食）
　　　　◎下鴨神社（世界遺産・神社建築の代表的な社殿形式である流造の祖型を今に伝える国宝社殿。 特別企画 十二単衣の着付けの解説と王朝舞を貸切鑑賞）
　　　　京都駅++++〈新幹線・グリーン車指定席〉++++（浜松駅）++++静岡駅（17：30～18：40 着）

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：00-8：00］＝名古屋JCT＝敦賀IC＝昼食（かに喰亭ますよね）＝シャガの群生地見学（発見されてまだ数年の神秘の森。一面に広がるシャガの花の絶景をお楽しみください）＝ホテル 
ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ（泊）２日目　ホテル＝福知山城（ガイドと共に光秀の築城した福知山城を散策します）＝パワースポット御霊神社＝観音寺＝昼食（柳町）＝福知山IC＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：00-20：00］

22名様
限定

桜の
ライトアップ

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

退蔵院の紅枝垂桜はＪＲ東海のCM
「そうだ！京都へ行こう」
にも使用された桜です。

夜のライトアップされた美しい
枝垂桜のシャワーと石庭の
コントラストを是非ご覧

頂きたいです。

退蔵院の紅枝垂桜はＪＲ東海のCM
「そうだ！京都へ行こう」
にも使用された桜です。

夜のライトアップされた美しい
枝垂桜のシャワーと石庭の
コントラストを是非ご覧

頂きたいです。

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

シャガの群生地が写真家によって
偶然発見されたのは2015年。
全国で類を見ない規模

なんだそうです。私がずっと
温めて来た企画です。
神秘の世界へ入り込んで

みませんか？

シャガの群生地が写真家によって
偶然発見されたのは2015年。
全国で類を見ない規模

なんだそうです。私がずっと
温めて来た企画です。
神秘の世界へ入り込んで

みませんか？

日 帰 り ツ ア ー

初世の
お薦めです！
初世の
お薦めです！

安曇野いわさきちひろ美術館は、
老若男女問わず人気の美術館です。
この時期ならではの安曇野の
高原野菜の昼食もお楽しみ

ください！

安曇野いわさきちひろ美術館は、
老若男女問わず人気の美術館です。
この時期ならではの安曇野の
高原野菜の昼食もお楽しみ

ください！



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。

～さくら名所100選　約1500本のコヒガンザクラ～
「天下第一の桜」高遠城址公園と
奈良井宿の古い町並み

★2020年はコロナウィルス感染拡大のために中止となっ
た高遠さくら祭りにご案内します。高遠城址公園に咲く
タカトオコヒガンザクラは、ソメイヨシノより少し小ぶ
りで赤みのある花を咲かせます。中山道・奈良井宿の散
策とともにお楽しみください。

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：30-7：50］＝清水IC＝（中部
横断・中央道）＝伊那IC＝（権兵衛トンネル）＝
【中山道・奈良井宿（約２時間滞在）】
◎古い町並みの散策と郷土料理の昼食
【高遠城址公園（約１時間30分滞在）】
伊那IC＝（中央・中部横断道）＝清水IC＝清水駅・静岡
駅・焼津駅［18：20-19：40］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0982

長野県

●出 発 日 2021年４月６日㈫・７日㈬・８日㈭
●旅行代金 13,800円（昼食付き）

～知らなかった静岡を深堀り企画（富士・富士宮編）！～
田子の浦「鮮度日本一のしらす」と岳南電車「鉄道夜景」

★富士、富士宮の産業に触れるカルチャーツアーです。
★ツアーでは手配が難しいＢ級グルメを用意！
★富士山を背景にした桜、やわらかい灯りに照らされた風景はインス
タ映え間違いなしです！

掛川駅・静岡駅［9：30-10：30］＝（国道一号線）＝富士市田子の浦
【田子の浦・学習プログラム（１時間30分）】
① 県営ふじのくに田子の浦みなと公園見学
富士山の100分の一展望台、歴史学習施設ディアナ号の見学、百人一首「山部赤
人の句碑」見学後、徒歩にて国際工業港・田子の浦港を見ながら移動

② 田子の浦漁協にてしらす漁についての説明とマイナス30度の冷凍庫体験
　 ・しらす漁の映像・漁協の仕事を説明してくれます。
　 ・冷凍庫内に入ると子供たちの歓声が上がること必至！
③ 田子の浦漁協の食堂で「生しらす丼（味噌汁付き）」の昼食
【桜の名所・岩本山公園】
標高193mの岩本山山頂にある風致公園で敷地内には約300本の桜が見頃を迎えます。
【富士山世界遺産センター、富士山本宮浅間大社】
富士山の魅力を伝え守っていく施設として2017年に開館。映像、展示をご覧いた
だきます。その後、富士山本宮浅間大社でご参拝ください。
【夕食：富士のＢ級グルメ「つけナポリタン」をご賞味】
富士市がＢ級グルメとして展開している「つけナポリタン」を夕軽食としてお召し上がりください。
【～9.2キロ夜景の旅～　岳南電車・夜景電車乗車】
岳南江尾駅（18：39）＋＋＋（乗車約20分）＋＋＋吉原駅（19：01）
※照明を消灯し、夜景鑑賞士の資格を持った駅員が案内。やわらかい灯りに照らされた駅舎や夜の工場のパイプラインを通
り抜ける迫力ある光景、場所によって異なる踏切音などが楽しめます。夜景電車オリジナル記念乗車証をお渡しします。

吉原駅＝（国道一号線）＝静岡駅・掛川駅［20：15-21：15］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0981

静岡県 ●出 発 日 2021年４月５日㈪・６日㈫（昼・夕軽食付き）

●旅行代金 12,800円　小学生以下は1,000円引き

伊勢海老旅館『伝九郎』でいただく
伊勢海老定食と菜の花絨毯を走る
いすみ鉄道

★某旅番組で紹介された伊勢海老旅館［伝九郎］の伊勢海老定食をご賞味♪禁漁期間に入る前に是非
食べておきたい絶品料理をお楽しみください♪
★一度は経営危機に陥ったいすみ鉄道は春の乗車が１番おすすめ♪ほぼ全線に菜の花の黄色い絨毯が
広がり桜も楽しめます♪

焼津駅・静岡駅・清水駅［6：00-7：00］＝（東名・東京湾アクアライン・圏央道経由）＝市原鶴舞IC＝
伊勢エビ旅館　伝九郎にて期間限定の［伊勢海老定食］ランチ♪
菜の花畑のいすみ鉄道乗車　大原駅（13：05発）＋＋＋（いすみ鉄道）＋＋＋大多喜駅（13：37着）
大多喜の城下町を散策＝市原鶴舞IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-19：30頃］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0387

千葉県

●出 発 日 2021年３月27日㈯・31日㈬
●旅行代金 18,000円（昼食付き）

日本屈指の山城 　　　小谷城跡ハイキング
お市の方が湯治した古の名湯須賀谷温泉

★小谷城は浅井氏が滅亡した最後の城で浅井長政とお市の方の悲劇の城としても知られています。
★桜の咲く時期に現地のガイドと一緒にお話を聞きながらハイキング。眼下には琵琶湖まで見渡せる大パ
ノラマが広がる日本五大山城の一つです。
★御城印も戦国歴史博物館で入手出来ます！（１枚300円）

■最少催行人員：17名様

日帰り
AF0971

滋賀県 ●出 発 日 2021年４月７日㈬・９日㈮
●旅行代金 19,800円（昼食弁当付き） 20名様限定

静岡駅・焼津駅［6：10-6：40］＝焼津IC＝小牧JCT＝小谷城スマートIC＝
ハイキングスタート　※所要約３時間（昼食時間含む）　標高差250m　距離1.3km

※ハイキング中級程度　山城ですので平坦ではありません。少し急坂の石ころの多い箇所もあります
　がガイドと一緒にご案内しながら歩きますので初心者でも大丈夫です。天守など、城の中心となる
　建物があったと推定される本丸まで登って行きます。

＝①13：45-14：15 小谷城戦国歴史資料館見学　14：30-15：30 須賀谷温泉入浴
　②13：45-14：45 須賀谷温泉入浴　15：00-15：30 小谷城戦国歴史資料館見学
新型コロナ予防対策としてハイキング後の温泉入浴と資料館見学はお申込み順に２組に分けてのご入場となります。
＝小谷城スマートIC＝小牧JCT＝焼津IC＝焼津駅・静岡駅［19：30-20：00］

春の到来を華やかに告げる京の風物詩
京都四条　南座で鑑賞する都をどり

★祇園甲部の芸・舞妓による舞踊公演「都をどり」は、京の春を代表する催しで、明治５年に京都博
覧会で演じられたのが始まり。今年は京都四条・南座で通常より座席数を減らして開催されます。

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC・浜松IC［6：30-8：40］＝（東名・新名神）＝京都東IC
鴨川近くの贅沢な空間で味わう老舗の流れを汲む京料理《先斗町　春神》にてご昼食
京都四条　南座にて《都をどり　一等観覧席にて鑑賞》
☆一等観覧券を用意しますが、席は１階か２階になります。「都をどり」発行のパンフレットをお付け
いたします。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）＝浜松IC・吉田IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［19：00-21：00］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0120

京都府
●出 発 日 2021年４月12日㈪・14日㈬・16日㈮
●旅行代金 22,800円（昼食付き）

桜咲く

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC
［7：15-9：30］＝絶景の空中

散歩「伊豆の国

パノラマパーク」（富士山と駿河
湾を一望出来る。また空中公園

には35000本

のツツジが咲き誇ります）＝昼
食（ココチホテル ステーキ重

）＝山中城跡

（地元ガイドと一緒に「障子堀
」「畝堀」が特徴的なツツジ咲く

史跡公園を見

学します）＝富士IC・清水駅・静
岡駅・焼津駅［17：00-18：45］

日帰り
AF0984

静岡県

■最少催行人員：20名様

★ロープウエイに乗って片道約
７分！富士見テラスからは

富士山と駿河湾を一望出来る大
パノラマが広がります

★35000本のツツジが咲き誇
り１年のうちで最も空中

公園が彩られる時期になります

★特徴的な珍しい障子堀が美し
い国指定史跡の山中城跡

にはポコポコとツツジが咲いて
いて富士山とのコラボ

もとても素敵な風景です。

●出 発 日 2021年４月28日㈬・５月８日㈯
（昼食付き）

●旅行代金 15,800円

静岡再発見の旅

絶景の空中散歩 富士見テラスと

日本百名城 障子堀が美しい山中城跡を訪ねる

30名様限定

柔らかいお肉の
ステーキ丼♬

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

山中城跡は天守閣や櫓などが
あるというわけでは無いですが、
障子堀が綺麗に残っていて
ちょっとびっくり？ピンクの
サツキが映えて、美しい
風景が見られます。

山中城跡は天守閣や櫓などが
あるというわけでは無いですが、
障子堀が綺麗に残っていて
ちょっとびっくり？ピンクの
サツキが映えて、美しい
風景が見られます。



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。

～バラのシーズンを迎えた荒川線に貸切乗車！～
目白・椿山荘でのランチと
近現代・女流作家の記念館をめぐる

★春の花が咲き誇る名園・椿山荘とバラの花咲く荒川線沿線を観光します。また、混乱期に立志した女流作家
の記念館や下町・三ノ輪橋の散策など、日本の過去に思いを馳せながらの見学をお楽しみください。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［6：30-8：20］＝（東名高速）＝東京IC＝（首都高速）＝
☆目白・椿山荘にてランチ（和食・二段重弁当）と庭園自由散策
◎新宿区・林芙美子記念館（現地ガイド案内）
◎都電・荒川線乗車（荒川車庫前停留所＋＋＋（約30分）＋＋＋終着駅・三ノ輪橋）
◎荒川区・三ノ輪橋商店街（自由散策）
◎台東区・樋口一葉記念館
＝（首都高速）＝東京IC＝（東名高速）＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：30-20：00］

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0031

東京都

●出 発 日 2021年５月８日㈯・12日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

30名様限定

★“香り”をテーマとした「写真展オードリー・ヘプバーン」展を開催中！また常設展では香りの文化
や香水瓶など美術品をご覧いただきます

★豪壮な日本建築の宿「葛城北の丸」にて山と海の幸を舌鼓♪午後は可睡斎にて徳川家ゆかりの本堂
や美しい襖絵や天井画など見学後、高貴な香り漂うぼたん苑もお楽しみください

静岡駅・藤枝駅［8：00-8：50］＝
☆磐田市香りの博物館　見学（香りをテーマとする世界でも珍しい博物館）
☆葛城北の丸　ご昼食（“和魂洋才”を神髄とする和会席をお召上がりください）
☆可睡斎　本堂＆ぼたん苑　拝観（修行僧の特別解説にて寺院内を拝観します！）
＝藤枝駅・静岡駅［17：30-18：20］

日帰り
AF0957

静岡県

県内でちょっと贅沢な１日を…
気品ある香りの世界と葛城北の丸で
春会席を愉しむ１日

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年４月15日㈭・23日㈮
●旅行代金 16,000円（昼食付き）

★日本100名城の一つ「松坂城
址」と城下の古い街並みを桜の

時期に散策します

★まさに口福！！日本三大和牛の
「松阪牛」を本場でお召し上が

りください♪

日帰り
AF0976

三重県

城好きスタッフ

豪商のまち「松坂」を堪能！
松阪牛と城下町さんぽ

気まぐれ企画

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年３月25日㈭・４月２日㈮

●旅行代金 20,000円（昼食付き）

静岡駅・藤枝駅［5：10-6：00］
＝藤枝大井川IC＝

伊良湖港～～伊勢湾フェリー
～～鳥羽港（約１時間）

☆「松燈庵」にて松阪牛すき焼
き膳のご昼食

☆松坂城址周辺さんぽ（約２時
間）　御城印付

　城址の石垣が残る公園内（階
段有）、武家屋敷など散策

松阪IC＝藤枝駅・静岡駅［20：
00-20：50頃］

ローカル線　明知鉄道
日本大正村・岩村城下町散策

★大河ドラマ「麒麟がくる」で
盛り上がった明智ゆかりの地を

めぐります
★人気ローカル線・明知鉄道に

乗車！

★大正村や岩村城下町などノス
タルジーな町並みも楽しみです

。

■最少催行人員：20名様

日帰り
AF0985

岐阜県
●出 発 日 2021年５月11日㈫・15日㈯

●旅行代金 13,800円（昼食付き）

清水駅・静岡駅・焼津駅・吉田IC
［6：30-8：10］＝（東名高速・

中央自動車道）＝

恵那IC＝
◎中山道広重美術館（美術展鑑

賞と摺り体験）

☆昼食：恵那市内にて飛騨牛
のすき焼き

◎日本大正村（大正時代の佇ま
いを残す村）

◎ローカル線　明知鉄道　明
智駅＋＋＋（約20分乗車）＋＋

＋岩村駅

◎岩村城下町（朝ドラの舞台に
もなった城下町を散策）

恵那IC＝（東名高速）＝吉田
IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18

：50-20：20］

再設定しました！

写真は夏の会席です

書置きとなります

福本の
お薦めです！
福本の
お薦めです！

約430年前、築城された松坂城。信長・
秀吉に仕え、豪商のまちの礎を築いた
戦国武将“蒲生 氏郷”の史跡を現地
ガイドの案内でゆっくり丁寧に巡り
ます。フェリーで伊勢湾の海風を
感じ、美味しい松阪牛を
　目指していざ出発！！

約430年前、築城された松坂城。信長・
秀吉に仕え、豪商のまちの礎を築いた
戦国武将“蒲生 氏郷”の史跡を現地
ガイドの案内でゆっくり丁寧に巡り
ます。フェリーで伊勢湾の海風を
感じ、美味しい松阪牛を
　目指していざ出発！！

初世の
お薦めです！
初世の
お薦めです！

最近のドラマの舞台やロケ地に
なった古い街並みが話題の恵那市。
大正村、ローカル線、城下町
散策とバラエティーに富んだ
コースにしました！

最近のドラマの舞台やロケ地に
なった古い街並みが話題の恵那市。
大正村、ローカル線、城下町
散策とバラエティーに富んだ
コースにしました！

【新型コロナウィルス感染症への取り組み】
　（バス座席）　定員の７割を募集定員にしております。お仲間同士の方はお隣り同士でご利用いただきますが、一人参加の方の相席はいたしません。
　　　　　　　バス座席は毎日固定いたします。座席の変更、移動はご遠慮ください。
　（休　　憩）　約１時間に１回（バス走行時）
　（車内換気）　走行時は常に換気、長時間停車時は窓・ドアの全開
　（消　　毒）　バス車両および添乗員、乗務員の消毒の徹底
　（観光施設）　コロナ対策を実施している施設を利用

　〈お客様へのご協力とお願い〉
　◎最終日程表と一緒にお送りするコロナ対策質問票へのご記入、当日のご提出をお願いします。
　◎マスク着用でのご参加をお願いします。
　◎バスの乗車時、観光施設への入退室時には備え付けの消毒液にて手指の消毒をお願いします。
　◎出発前に検温のご協力をお願いします。37.5℃以上の場合はご参加を遠慮いただきます。
　◎観光箇所ではできるだけ密集を避けるために、お客様との距離を取っていただくよう、お願いします。
　◎旅行帰着後、14日以内に新型コロナウィルス「陽性」と診断された場合には必ず弊社までご連絡ください。

【ＳＢＳツアーズ　ツアーお申し込みからご出発まで】
　国内旅行（宿泊がともなう旅行） 国内旅行（日帰り旅行）
　◎催行決定……………………旅行出発の１か月前まで ◎催行決定……………………旅行出発の14日前まで
　◎旅行代金ご入金……………旅行出発の20日前まで ◎旅行代金ご入金……………旅行出発の10日前まで
　◎最終日程表などの送付……旅行出発の10日前まで ◎最終日程表などの送付……旅行出発の７日前まで

　　※いずれの旅行も出発の前日または前々日に添乗員から確認のご連絡を差し上げます。集合場所や時間の確認とともに、旅行出発に際してご不明な点
　　　があればお申し付けください。
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