
※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

2021
11・12 月号

vol.108

国や県の観光支援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。

　ＳＢＳツアーズは今年12月で開設30周年を迎えます。振り返るとお客様に支えていただき、ご愛顧いただいた30年であったと心より
感謝申し上げます。今回ご案内させていただいたようにＳＢＳツアーズは2022年３月いっぱいで営業終了となりますが、それまでは社
員一同、今一度お客様にお出かけいただきたいツアーをご紹介してまいりますので、よろしくお願いいたします。

富士山静岡空港発着

美肌食めぐり
美肌食めぐり
美肌食めぐり美肌湯の玉造温泉格式高い老舗旅館「長楽園」でいただく特別な美肌膳

３日間
AF1025

島根県
●旅行期間 2022年１月22日㈯～24日㈪●旅行代金 141,000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）★全てのお食事

に美肌に関係
するものをご
用意

★ホテルでのご
夕食は特別な
「美肌膳」を
ご用意してお
ります

■宿泊ホテル：玉造温泉長楽園　■食事回数：朝２回／昼３回／夕２回　■最少催行人数：12名様

本州と九州をつなぐ歴史の都

門司と萩、太宰府を訪ねる
歴史と美食紀行

３日間
AF1048

福岡県
山口県

★太宰府天満宮・萩・宗像大社
は現地ガイドの案内でじっくり

巡ります

★１泊目のホテルは関門海峡を
眺め、レトロな街並みにも歩い

てすぐの好立地！夕食はホテル
で

おしゃれにイタリアン♪２泊目
は「萩の迎賓館」と言われる老

舗のお宿。“あたたまりの湯”

と言われる温泉と季節の会席料
理でゆっくりおくつろぎくださ

い。

■宿泊ホテル：１日目／ホテル
プレミア門司港（洋室）　２日目

／萩の宿　常茂恵（和室）

■食事条件：朝２回／昼３回
／夕２回　■最少催行人員：

12名

湯布院・別府開運パワースポットへ

★別府ロープウエイに乗って一気に頂上付近まで。パワースポットをめぐり
　新年の幸せを願います
★湯布院と別府！寒い冬には温泉に入って美味しいものを食べて身
　も心も温まりましょう♪

標高１３００ｍからの鶴見山 七福神めぐり

●旅行期間 2022年１月28日㈮～30日㈰

●旅行代金 142,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様
料金）

　　　　　 126,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様
料金）

冬の美食
＆温泉
冬の美食
＆温泉
冬の美食
＆温泉

出雲大
社初詣
出雲大
社初詣
出雲大
社初詣

１日目　8：10静岡空港＞＞FDA181＞＞9：35出雲空港＝出雲大社（縁結びの神・福の神として名高く神話のふるさと出雲を象徴
する出雲大社を地元のかたりべの案内と共に初詣。新しい年明けのご利益を授かりましょう）＝昼食（IZUMONOen※雑穀ブレンド粥や
地元の野菜を使ったサラダはビタミン・ミネラル・食物繊維がたっぷり） ドリンク制作体験（無農薬の高麗人参でリキュールを作りま
す）＝日本遺産稲佐の浜（全国の神様が上陸するパワースポット）＝ホテル 玉造温泉長楽園（泊）　　　　　　　　

２日目　8：15ホテル＝足立美術館（横山大観をはじめ近代から源田尾の日本画、陶芸などの美術品の鑑賞を日本一の庭園と共にお楽しみください 所要約２時間）＝昼食（和らく）＝国宝松江城（全国で現存する12天守のうちの一つで別名「千鳥城」とも呼ばれる）＝甘味処清松庵たちばな（美容効果のある古代米を利用した出雲ぜんざい）＝ホテル 玉造温泉長楽園（泊） ３日目　8：00ホテル 〈徒歩にて玉造温泉街散策〉清巌寺おしろい地蔵（美肌にご利益があるおしろい地蔵さま。変わった参拝方法です！）～玉作湯神社（願いが叶うと言われる願い石があります）～湯薬師広場（源泉を自由に汲んでお持ち帰り！そのまま化粧水として使えます）～自由散策  10：00ホテル集合＝昼食（八雲）＝13：45出雲空港＞＞FDA188＞＞14：55静岡空港

１日目　7：35静岡空港＞＞FD
A141＞＞9：30福岡空港＝坂本

八幡宮（元号“令和”ゆかりの

地）＝昼食＝太宰府天満宮（参拝
と参道散策）＝レトロ門司　自由散

策（明治～昭和に

かけて建築されたレトロでおしゃれな
街）・・・ホテル ホテルプレミア門司港（泊）　

２日目　8：15ホテル＝小倉
城（細川忠興など居城）＝長州

鶏の昼食＝

萩（明治維新ゆかりの地・松陰
神社など散策　約２時間）＝萩焼

会館＝ホテル 
萩の宿　常茂恵（泊）

３日目　8：30ホテル＝唐戸
港～巌流島（武蔵と小次郎決闘の

地）～唐戸港

＝下関ふぐの昼食＝世界遺産
　宗像大社（辺津宮・日本神話最古

の

神社の一つ）＝18：00福岡空港
＞＞FDA148＞＞19：25静岡空

港

■宿泊ホテル：湯布院／ことぶき花の庄　別府／ホテル山水館　おにやまホテル　灯りの宿燈月（洋室）
■食事条件：朝２回／昼３回／夜２回　■最少催行人数：12名様

３日間
AF1026

大分県
●旅行期間 2022年１月14日㈮～16日㈰

～３月の週末利用！  FDA熊本便で行く！～
春の陽光降り注ぐ  火の国熊本と
癒しの楽園・天草３日間

●旅行期間 2022年①３月11日㈮～13日㈰　②３月24日㈭～26日㈯
●旅行代金 ①108,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）※３～４名１部屋：7,000円引き

　　　　　 ②114,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）※３～４名１部屋：8,000円引き

■宿泊ホテル：１日目／ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ（洋室）　２日目／天草本渡・アレグリアガーデンズ（和室または洋室）
■食事条件：朝２回／昼２回／夜２回　■最少催行人員：10名様

３日間
AF1027

★改装して間もない熊本城をガイド
付きでご案内します。

★ＪＲ九州が誇る人気観光列車「Ａ
列車で行こう」に乗車します。

★春の陽光が映えるリゾート地・天
草でこの地ならではの海の幸やマ
リンアクティビティをお楽しみく
ださい。

熊本県

１日目　8：45静岡空港＞＞FDA143＞＞10：40福岡空港＝昼食（魚蔵）＝湯の坪街道・湯布院フローラルビ
レッジなど自由散策＝ホテル ことぶき花の庄（泊）

２日目　8：20ホテル＝別府ロープウエイ ※幸せ願い鶴見山七福神めぐり（約40分）＝パワースポット八幡
朝見神社＝昼食（割烹平家 関あじ関さばと大分の郷土料理）＝国宝臼杵石仏（規模と数量、彫刻の質の高さ
において日本を代表する石仏群です）＝ホテル ホテル山水館・おにやまホテル・灯りの宿燈月（泊）

３日目　8：30ホテル＝海地獄（地獄の中でも最大の海地獄は美しいコバルトブルーです）　鬼石坊主地獄（ボコボコ
と音を立てて灰色の熱泥が球状となって沸騰している）　血の池地獄（日本最古の天然地獄。赤い熱泥の池）　
龍巻地獄（世界的にも有数の間欠泉として知られる）＝（縁間）＝レトロで可愛い町並み豆田町散策＝
18：00福岡空港＞＞FDA148＞＞19：25静岡空港

●旅行代金
　　（お一人様）

ホテル山水館

おにやまホテル

灯りの宿燈月

127,000円
２名様１室利用

125,000円
130,000円

144,000円

132,000円

１名様１室利用

出雲大社神楽殿

潤い効果抜群
♪

泉質は高級
化粧水レベル！

！

１日目　富士山静岡空港（16時15分発）からＦＤＡ熊本便にて、阿蘇熊本空港へ（18時10分着）
　　　　着後、専用車にて熊本市内へ　★夕食は熊本市内にて郷土料理をどうぞ（19時頃～）
 ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ（洋室）（泊）
２日目　ホテルにて朝食（出発は８時頃）　【現地ガイドと熊本市電でめぐる熊本市内観光】　〇熊本城　〇新

町・古町界隈　【観光列車「Ａ列車で行こう」乗車】　熊本駅（10時36分発）→三角駅（11時13分着）　
☆三角港エリアで昼食　〇世界文化遺産・三角西港：ガイド付き　【天草観光】　〇天草五橋（日本の
渚百選「パールラインと天草五橋」）　〇天草四郎メモリアルホール　〇祇園橋　〇世界遺産・天草の
崎津集落（崎津教会）：潜伏キリシタンの信仰の象徴で「海の天主堂」と呼ばれる　★夕食：宿泊ホテル
にて天草の海の幸をどうぞ 天草本渡・アレグリアガーデンズ（和室または洋室）（泊）

３日目　ホテルにて朝食（出発は９時頃）　〇イルカウォッチング（約60分）：美しい沖合いを優雅に泳ぐイル
カを船で探します（遭遇率98％!）　〇藍のあまくさ村（土産）　天草地方を離れ、山間・阿蘇方面へ　
〇阿蘇草千里：噴煙を上げる中岳と放牧された今が悠々と歩く阿蘇を代表する景色が望めます。

　　　　阿蘇熊本空港（18時45分発）からＦＤＡにて富士山静岡空港（20時10分）へ。

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

美肌に力を入れた
コースを作ってみました。
特別にアレンジした美肌食や

美肌に効果がある「おしろい地蔵」
などお肌に良いこと目白押し♥
この機会にぜひ玉造温泉に
行って美を頂きに
まいりましょう！

美肌に力を入れた
コースを作ってみました。
特別にアレンジした美肌食や

美肌に効果がある「おしろい地蔵」
などお肌に良いこと目白押し♥
この機会にぜひ玉造温泉に
行って美を頂きに
まいりましょう！

福本のお薦めです！福本のお薦めです！
歴史好きの方、必見！！

奈良時代～平安～江戸～明治～
令和の時代にタイムスリップ！
北九州～萩の美味しい料理も

楽しみながら旅に
出掛けませんか♪



★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・アオアヲナルトリゾートにご宿泊。
★設定日を大潮の時期としました。豪快なうず潮の様子もお楽しみください。

個人ではなかなか行きづら
い下北半島を訪れる旅で
す。恐山、大間崎、仏ケ浦
といった景勝地を観光しま
す。また、下北半島から津
軽半島をフェリーで繋ぎ、
津軽半島の先端・龍飛崎で
宿泊。荒波と風雪が厳しい
本州の最果ての絶景と食が
楽しめます。

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。

太閤秀吉が愛した日本の最古泉 有馬温泉
異国情緒漂う神戸散策  神戸港ランチクルーズ

★新幹線で約２時間で神戸へ！中華街の南京町
や北野異人館めぐりは必見です

★有馬温泉は鉄分と塩分含む金泉とお肌つるつ
る無色透明の銀泉と異なる泉質

　を持つ湯が楽しめます♪

３日間
AF1047

三重県
●旅行期間 2022年１月22日㈯～24日㈪
●旅行代金 68,800円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

★紀伊半島の高速道路が整備され、訪れやすくなった南紀、熊野を２泊３日で訪れます。
★国生みの神の伝説で知られる花の窟神社や神
秘のゴトビキ岩が鎮座する神倉神社も参拝。

★野趣に富んだ露天風呂や千人風呂で有名な川
湯温泉へご宿泊。

■宿泊先：川湯温泉・富士屋　■食事条件：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［7：00-9：20］＝（※途中、自由昼食休憩）＝紀伊長島IC＝
　　　　熊野速玉大社・参拝〈約２時間〉 奥熊野 川湯温泉・富士屋（泊）
２日目　ホテル8：00頃出発
　　　　【世界遺産・熊野古道　中辺路ウォーク】　発心門王子から熊野本宮大社まで約７キロ（約４時間）歩きます。
　　　　【熊野三山・参拝】　〇大門坂ウォーク　〇熊野那智大社、那智の滝（落差133ｍの勇壮な滝）、青岸渡寺
　　　　 奥熊野 川湯温泉・富士屋（泊）
３日目　ホテル8：30頃　新宮・神倉神社（538段の石段の先に鎮座する神秘のゴトビキ岩）
　　　　紀伊長島IC＝伊勢西IC　◎伊勢神宮・内宮、おはらい町（約２時間）
　　　　伊勢西IC＝（伊勢道・伊勢湾岸道・東名高速）＝浜松IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［19：00-21：00］

世界遺産・熊野古道、熊野三山と伊勢神宮参拝

３日間
AF0852

青森県
●旅行期間 2022年３月25日㈮～27日㈰
●旅行代金 138,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 128,000円（３～４名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

■宿泊先：１日目／むつグランドホテル（洋室）　２日目／龍飛崎温泉ホテル竜飛（和室または洋室）
■食事条件：朝２回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：10名様

１日目　浜松駅・静岡駅［7：17-7：41］＝（ひかり632）＝8：39/9：08東京駅＝（はやぶさ11）＝12：02八戸駅
　　　　◎尻屋崎　◎恐山　☆夕食はむつ市内にてイタリアン＆フレンチをどうぞ むつグランドホテル（洋室）（泊）
２日目　ホテルは８時30分頃出発
　　　　◎大間崎　◎仏ケ浦観光船（乗船約90分）　☆名物海峡サーモンの昼食
　　　　◎脇野沢港～～～（フェリー約60分）～～～蟹田港
　　　　お泊り、夕食は龍飛崎温泉にて　※夕食は海の幸会席膳 龍飛崎温泉ホテル竜飛（和室または洋室）（泊）
３日目　ホテルは８時30分頃出発
　　　　◎龍飛崎　◎津軽海峡冬景色歌謡碑　◎青函トンネル記念館　◎斜陽館（太宰治の生家）　◎津軽三味線会館
　　　　15：52新青森駅＝（はやぶさ34）＝19：04/19：33東京駅＝（ひかり661）＝20：29静岡駅・浜松駅

SBSツアーズ　一度は見てみたい絶景シリーズ
下北半島の絶景と本州最果ての岬めぐり

２日間
AF0933

京都府

●旅行期間 2022年２月24日㈭～25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）※１名部屋追加代金：8,000円

★年に一度だけ開催されるかつて秀吉が催した大茶会「北野天満宮野点大茶湯」に参列いただけます！
★真言宗総本山・智積院に開門前に入場し、貸切拝観します！襖絵や国宝の障壁画を特別公開！
★智積院、大覚寺では僧侶がご案内、上賀茂神社では神職がご案内！

■宿泊先：ホテルグランヴィア京都（洋室）　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人数：10名

１日目　静岡駅（8：00-9：10）・浜松駅→（新幹線・グリーン車指定席）→京都駅（9：30-10：40）　着後、バス乗車
　　　　◎城南宮：しなやかに垂れ下がった枝に淡いピンクや白の花が咲き誇るしだれ梅と椿を鑑賞　☆昼食：京料理 六盛にて手を

け弁当（120年の歴史がある老舗料亭）　◎上賀茂神社：普段入れない神域・国宝「本殿」、「権殿」を神職のご案内で特別参拝
（特別企画） ホテルグランヴィア京都（洋室）（宿）

２日目　ホテルにて朝食　出発は７時40分頃　◎智積院：真言宗智山派の総本山。一般開門前に貸切拝観し、僧侶の案内で通常非公
開の「宸殿」を飾る堂本印象の襖絵や長谷川等伯とその一門が描いた国宝の障壁画の特別公開（特別企画）　◎北野天満宮：
全国約1万2000社の天満宮・天神社の総本社。約1500本の梅花のもと、秀吉ゆかりの北野大茶湯にちなんだ「梅花祭野点大
茶湯」で上七軒の芸舞妓のお手前でいただく抹茶とお菓子付　☆昼食：上七軒くろすけにて豆腐懐石（京都最古の花街に佇
む元お茶屋）　◎大覚寺：嵯峨御所として知られ、歴代の天皇や皇族が住持された由緒正しい門跡寺院。後宇多法皇が院政を
執った部屋など12の部屋を持つ通常非公開の「正寝殿」を僧侶のご案内で特別拝観（特別企画）

　　　　京都駅（16：00-17：10）→（新幹線・グリーン車指定席）→浜松駅・静岡駅（17：30-18：40）

～馨しい梅香る新春の京都～
年に一度の北野天満宮
「梅花祭野点大茶湯」と智積院開門前貸切拝観

２日間
AF0939

福井県
●旅行期間 2022年①３月10日㈭～11日㈮
　　　　　 　　　　②３月12日㈯～13日㈰
●旅行代金 ①39,800円 ②45,800円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

■宿泊先：若狭の宿・ホテルせくみ屋　■食事条件：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、原則として洋室となります。

１日目　清水駅・静岡駅・焼津駅・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 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・焼津駅・静岡駅・清水駅［19：00-20：50］

心やすらぐ美食の里　若狭おばまと鯖街道

２日間
AF1044

兵庫県
●旅行期間 2022年２月18日㈮～19日㈯
●旅行代金 94,000円（１名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

　　　　　 88,000円（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）

■宿泊ホテル：有馬御苑　■食事条件：朝１回／
昼２回／夕１回　■最少催行人数：12名様

１日目　9：07静岡駅＞＞＞ひかり503＞＞
＞11：11新神戸駅＝昼食（京華楼）

　　　　南京町自由散策（長崎・横浜と日本三大中
華街の南京町）＝北野異人館街自由見

学（“風見鶏の館”や“うろこの家”など神戸観光の人気エ
リア散策をお楽しみください。所

要約２時間 ２ヵ所共通券付き）＝ホテル 
有馬御苑（泊）

２日目　9：00ホテル＝六甲ガーデンテラス
（明石海峡から大阪平野、関西空港まで広が

る大パノラマ）＝神戸クルージング（思い出に残る
船上ランチ 約２時間）＝買物

（神戸ハーバーランドumie）＝メリケンパーク（フ
ォトジェニックなランドマークが

揃うエリア）＝17：34新神戸駅＞＞＞ひかり5
18＞＞＞19：37静岡駅

大塚国際美術館３時間ゆったり見学と
大潮の時期に訪れる鳴門海峡

２日間
AF0804

徳島県

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、鳴門海峡を望むアオアヲナルトリゾートにて夕食、宿泊
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　※午前中の場合あり）
　　　　新神戸駅（17：20-18：30）→（新幹線・普通指定席）→静岡駅（19：30-20：40）

●旅行期間 2021年①12月21日㈫～22日㈬
　　　　　 　　　　②12月25日㈯～26日㈰
●旅行代金 ①59,800円 ②64,800円
（２名１部屋ご利用の場合のお一人様料金）※１名部屋追加代金：7,000円、３名部屋利用の場合は1,000円割引

■宿泊先：鳴門・アオアヲナルトリゾート（洋室）　■食事条件：朝１回／昼２回／夕１回　■最少催行人員：８名様
※３名１室の希望はお問い合わせください。

25名様
限定

画像提供：一般財団法人神戸観光局

有馬温泉街
有馬温泉
金泉

クルーズ
船

コンチェ
ルト

特別企画20名様限定

宿　泊　ツ　ア　ー

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

神戸は私の大好きな街です。
特に異人館めぐりは素敵な建物が
いっぱいでわくわくします♥
極めつけは神戸クルーズ船

コンチェルトのランチクルーズ！
船上でのゆったりした
時間をお過ごし
頂けます。

神戸は私の大好きな街です。
特に異人館めぐりは素敵な建物が
いっぱいでわくわくします♥
極めつけは神戸クルーズ船

コンチェルトのランチクルーズ！
船上でのゆったりした
時間をお過ごし
頂けます。



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。

日 帰 り ツ ア ー

★日本近代化において重要な役割を果たした偉人、財閥が邸宅とした名建築を見学します。
★ツアーではあまり組まれない屋敷、邸宅のみに絞り、テーマ性を重視した内容にしました。
★落葉の季節に入り、落ち着いた雰囲気の中での見学をお楽しみください。

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：20］＝清水IC＝（東名高速）＝東京IC＝
◎旧前田侯爵邸：旧加賀百万石前だけの第16代当主前田利為（としなり）侯爵の本邸
☆昼食：ホテル椿山荘東京にて和御膳をご用意。昼食後には自慢の庭での散策
◎鳩山会館：日本の近代政治に大きな貢献を果たした鳩山家の居宅だった館
◎旧岩崎邸庭園：洋館・和館・撞球館からなり、洋館部分は三菱財閥三代目岩崎久彌が建築家ジョサイヤ・コンドルに設計を依頼したもの
＝東京IC＝（東名高速）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［18：40-19：45］

日帰り
AF1045

東京都

華麗なる東京のお屋敷めぐり

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年12月８日㈬・11日㈯
●旅行代金 17,800円（昼食付き）

★歩くと約40分かかる九頭龍神社まで、専用のモーターボートで移動しますので、足に自信が
ない方でも簡単に三社巡りができます

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-8：40］＝沼津IC＝
駒ヶ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（和食）
箱根園～（モーターボート　乗船５分）～九頭龍神社（箱根神社の境外社として創建）～（モータ
ーボート　乗船５分）～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［17：30-19：00頃］

日帰り
AF0713

神奈川県

新年初詣・箱根三社めぐり

■最少催行人員：15名様

●出 発 日 2022年１月５日㈬・11日㈫
●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★乗船した方しか貰うことのできない駿河湾フェリーバージョンの貴重な限定御朱印です！
★片道はフェリーに乗って70分で西伊豆へ！
★御朱印だけでなく、各寺院でのお話や鮮やかな建造物も見応えがありです！！

静岡駅・清水駅［8：45-9：25］＝☆龍華寺（清水区）＝☆駿河湾フェリー清水港～～～土肥港（乗船時
間約70分）＝☆堂ヶ島にて海の幸をお召上がりください（昼食）＝☆伊那下神社（松崎町）・・・☆長八
美術館（松崎町）見学＝☆東福寺（西伊豆町）＝（高速利用）＝清水駅・静岡駅［19：20頃-20：00頃］

日帰り
AF1042

静岡県

新春初詣で３つの御朱印ゲット！！
駿河湾フェリーでらくらく巡る
西伊豆の限定御朱印ツアー

■最少催行人員：17名様　※ご朱印は書置となります。

●出 発 日 2022年１月５日㈬・７日㈮・10日㈪
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

清水駅・静岡駅・焼津駅・藤枝駅
［6：30-8：00］＝舘山寺スマ

ートIC＝

龍潭寺（遠州の古刹 井伊直虎
ゆかりのお寺）＝舘山寺（素敵

な御朱印が

頂けます）＝昼食（海湖館きら
く市食堂 牡蠣小屋）＝春華堂

スイーツ

バンク（うなぎパイはもちろん
洋菓子がたくさん並んでいて

お買物が

楽しめます。カフェもあり、巨
大モニュメントもいっぱいで

目が釘付

けに♪）＝藤枝駅・焼津駅・静
岡駅・清水駅［17：45-19：45］

日帰り
AF1040

静岡県

■最少催行人員：13名様

●出 発 日 2022年１月27日㈭・２月４日㈮
●旅行代金 18,900円（昼食付き）

浜名湖の牡蠣小屋で旬の牡蠣を
味わう

遊び心満載！巨大モニュメントの春華堂ス
イーツバンク

★ 少人数 でのお出かけです。

★春華堂スイーツバンクは某C
Mでもおなじみ。巨大モニュメ

ントが目立つ春華堂の

お店にはうなぎパイはもちろん
他にも洋菓子がたくさん並びま

す

★舘山寺では素敵な季節の御朱
印が頂けます♥

24名様限定

静岡駅［7：00］＝日本平久能
山SIC＝（東名高速・圏央道・関

越自動車道）＝花園IC＝

【埼玉県深谷市・渋沢栄一をテ
ーマに見学】

◎深谷駅（車窓）：レンガ産業
を興した渋沢栄一の遺構とい

える外観

☆昼食：渋沢が好んで食べた
とされる「煮ぼうとう」や名物・

深谷ねぎを使った郷土料理

◎渋沢栄一　青天を衝け　深
谷大河ドラマ館

◎旧渋沢邸　中の家：多忙な
渋沢が帰郷の際に滞在した部

屋が残されています。

◎渋沢栄一記念館・資料室：遺墨や写真
など貴重な資料が展示されています。世界

初「渋沢栄一アンドロイド」による講義を
聞くことができます。

◎道の駅おかべ：埼玉県北部
の農産物やお土産（ショッピン

グ）

＝花園IC＝日本平久能山SI
C＝静岡駅［19：50］

日帰り
AF1046

埼玉県

埼玉県深谷市　渋沢栄一の原点を訪ね
て

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2021年12月15日㈬・17日㈮・19日㈰

●旅行代金 16,800円（昼食付き）

★NHK大河ドラマ「青天を衝
け」の主人公、渋沢栄一生誕の

地を訪れます。

★渋沢栄一が好んだとされる「
煮ぼうとう」を含め、名物・深

谷ねぎを使った郷土料理の昼食
です。

※距離が遠いため、発着地は静
岡駅のみとなりますので、ご注

意ください。

★当社ツアーとしては久々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。

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］

日帰り
AF0806

東京都

新年 縁起物！ 大相撲 東京初場所 観戦

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2022年１月17日㈪　※興行９日目になります

●旅行代金 22,000円（昼食付き） 30名様限定

初世のお薦めです！初世のお薦めです！

昨今注目を浴びている渋沢栄一
の生まれ故郷を訪ねます。大河
ドラマもクライマックスを
迎える12月、是非お出かけ

ください。

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

浜名湖の冬の味覚といえば牡蠣！
植物性プランクトンが多い浜名湖は
大粒で風味豊かな牡蠣を養殖する
のに最適。新居のぷりぷりの

牡蠣を食べに行き
ましょう♪

浜名湖の冬の味覚といえば牡蠣！
植物性プランクトンが多い浜名湖は
大粒で風味豊かな牡蠣を養殖する
のに最適。新居のぷりぷりの

牡蠣を食べに行き
ましょう♪



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。

日 帰 り ツ ア ー

★相模湾の海を望みながらの洋食ランチと戦後の内閣
総理大臣・吉田茂が晩年過ごした邸宅を見学します。
また、真鶴海岸を望む中川一政美術館では迫力のあ
る油絵を鑑賞いただきます。

焼津駅・静岡駅・清水駅・富士IC［7：00-9：20］＝（東名高速）＝厚木IC＝（小田原厚木道路）＝
◎旧吉田茂邸：４年前から一般公開された歴史の舞台
☆昼食：大磯プリンスホテル「S.DINING」にてフレンチ
◎真鶴海岸（三つ石）
◎真鶴町立中川一政美術館（日本洋画壇の重鎮の美術館）
◎湯河原・梅林：約4,000本もの梅が咲きほこり、園内はほのかな梅の香りに包まれます。
＝（熱海・熱函道路・伊豆縦貫道）＝沼津IC＝富士IC・清水駅・静岡駅・焼津駅［18：00-19：50］

日帰り
AF0966

神奈川県

～相模湾を望むリゾート　大磯・真鶴海岸～
大磯プリンスホテルでのフレンチと旧吉田茂邸

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2022年２月18日㈮・23日㈬
●旅行代金 14,800円（昼食付き）

★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毎回大好評！
　美味しいお肉に舌鼓♪

清水駅・静岡駅・焼津駅・浜松IC［6：30-8：30］＝豊田JCT＝四日市JCT＝昼食（まと場 こだわり
の牛肉すき焼き膳）＝鈴鹿の森庭園（豪華絢爛！約200本のしだれ梅をお楽しみ下さい）＝伊勢の
国一之宮椿大神社（見ごたえのある幻想的な雰囲気のある神社）＝四日市JCT＝豊田JCT＝浜松
IC・焼津駅・静岡駅・清水駅［18：00-20：00］

日帰り
AF0711

三重県

艶やかに咲き誇る！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

■最少催行人員：17名様

●出 発 日 2022年３月２日㈬・５日㈯
●旅行代金 15,800円（昼食付き）

★2022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。

焼津駅・静岡駅・清水駅［7：00-8：00］＝清水IC＝（東名高速・首都高速）＝東京IC
【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）＝清水IC＝清水駅・静岡駅・焼津駅［19：00-20：00］

日帰り
AF0811

東京都

～プレミアムバスで行く～
年明けで賑わう東京の下町めぐり

■最少催行人員：20名様

●出 発 日 2022年１月29日㈯・２月３日㈭
●旅行代金 17,800円（昼食付き）

静岡駅・焼津駅・吉田IC［6：45
-8：00］＝

★御在所ロープウェイ　散策

　ロープウェイで行くとすぐ
に「樹氷」を間近でご覧いただ

けます

★湯の山温泉　グリーンホテ
ルにて昼食（季節の会席料理）

　　　　　　　＆ご入浴（130
0Ｍ源泉井戸から湧き出るラド

ンの湯）

★アクアイグニス　カフェ・買
い物が出来る複合施設

＝吉田IC・焼津駅・静岡駅［18
：30頃-19：30頃］

日帰り
AF1043

三重県

「癒し」と「食」がテーマの「アクアイ
グニス」にも立寄り

美しい白銀の世界で見る樹氷
と

ラドンの湯の山温泉

■最少催行人員：25名様

★標高1,000Ｍ以上の場所で、
条件が揃ったときにだけ見られ

る自然現象です。まるで雪の華
のよ

うな美しい樹氷の世界をご覧く
ださい

★有名パティシエ“辻口 博啓さ
ん”の店などが入る「アクアイグ

ニス」お買物をお楽しみくださ
い♪

●出 発 日 2022年２月６日㈰・８日㈫

●旅行代金 15,800円（昼食付き）

焼津駅・静岡駅・清水駅・沼津駅［6：15-8：30］＝津久井湖城山公園桜の苑地（自由散策）＝昼食（旬の味
覚を盛り込んだ名店の味　うかい竹亭）＝城山かたくりの里（約3000㎡の敷地にかたくりだけでなく
色々な春の花が咲いています。まさに春爛漫の風景をお楽しみください）✿珍しい黄色のかたくりも時
期によってはチラホラ咲き始めます✿＝沼津駅・清水駅・静岡駅・焼津駅［17：30-19：45］

日帰り
AF0959

神奈川県

★小林家の約3,000平方mの栗林の下は、約30
万株のカタクリの自生地。開花時には一面が
紅紫色になります。カタクリの咲く時期のみ
一般公開されます。

★園内には他にも“ゆ
　きわりそう”などた
　くさんの花々が咲き
　ますのでまさに春爛
　漫です♪

●出 発 日 2022年３月23日㈬・31日㈭
●旅行代金 18,800円（昼食付き）

城山かたくりの里〈１カ月間だけの特別公開〉
個人所有の山林に自生する30万株のかたくりとうかい竹亭のランチ

■最少催行人員：20名様

藤枝駅・焼津駅・静岡駅・清水駅
［6：30-8：00］＝熱海港発～

～～（高速船）～～～初島港着・
・・昼

食（新鮮な魚介類のシーフード
BBQ）

島内自由散策　※１周わずか
４km約90分　島内には熱海桜

・河津桜と

水仙や菜の花も咲く時期です
。他にも南国の花々が！初島の

春を満

喫です♪
※何百種類もの亜熱帯の植物

が生い茂るアジアンガーデン
でゆっ

　たり島時間をお過ごしくだ
さい。

15：00集合　初島港発～～～（
高速船）～～～熱海港着＝清水

駅・

静岡駅・焼津駅・藤枝駅［18：3
0-20：15］

日帰り
AF1041

静岡県

海と花に囲まれた桜咲く初島ウオーキン
グ

■最少催行人員：15名様

●出 発 日 2022年２月14日㈪・19日㈯
●旅行代金 17,800円（昼食付き）

★アジアンガーデン入場券付き
！

福本のお薦めです！福本のお薦めです！

美しい樹氷を見学後、冷えた体を
とろみのある柔らかな天然温泉で
温めてください♨ラドンを含む
アルカリ性単純泉に浸かって
　体の芯からぽかぽかです！！

青嶋の
お薦めです！
青嶋の
お薦めです！

静岡に住んでいれば、いつでも行け
そうだけどまだ行ったことがない。
そんな身近にある初島へは熱海から
高速船で30分！南国気分を味わい
に解放感たっぷりの初島へ
一足早い春を満喫しに
行きましょう♪

静岡に住んでいれば、いつでも行け
そうだけどまだ行ったことがない。
そんな身近にある初島へは熱海から
高速船で30分！南国気分を味わい
に解放感たっぷりの初島へ
一足早い春を満喫しに
行きましょう♪
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