
お問い合わせ
お申し込みは

［旅行企画・実施］

054-260-7902 営業時間
平日╱9：30～18：00
土曜╱9：30～12：00
※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　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。

■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。
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※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。

Vol.58Vol.58

＊年末年始を上海のデラックスホテル『ザ・ポートマン・リッツカ
ールトン』でゆっくりお過ごしいただきます。
＊成隆行蟹王府の上海蟹全席、老洋房花園飯店の上海料理、南翔の
本場の小籠包など上海のグルメを満喫いただきます。
＊話題の２階建てオープントップバスにて上海市内めぐりにご案内
＊昔ながらの美しい江南水郷地区、蘇州や南翔にもご案内します。

にっぽん丸船上で、あなたの大切な人と特別な一夜を過ごしませんか。
総料理長が腕によりをかけたクリスマスディナー、夜景やソムリエ・
田崎真也氏監修オリジナルハウスワイン（フリードリンク）、チェコ
少年合唱団のクリスマスコンサート等で、みなさまの心にイルミネー
ションを灯します。

古来より民衆の間で信仰の篤い七福神は京都が発祥の地
とされ、「都七福神」の巡拝は古くから行われているも
のです。七福神の神々の力をもって福運を授かろうとす
る民衆の願いであり、特に新春に巡拝すると七難即滅、
七福即生極まりなしといわれ、功徳が大きいとされてい
ます。夜は別天地の
趣きを放つ京都ホテ
ルオークラ別邸の粟
田山荘で懐石料理を
味わいます。２日目
は妙心寺内東林院で
禅寺ならではの新春
風情をお楽しみくだ
さい。

ザ ポートマン リッツカールトン上海に宿泊
上海で過ごす美食のお正月 上海４日間

にっぽん丸 サンタクルーズ
志摩観光ホテル ザ クラシックで
過ごすクリスマス ３日間

日本最古の七福神をめぐる『都七福神めぐり』・
ミシュランで七年連続星獲得の粟田山荘で懐石料理を堪能し
東林院の『千両の庭』特別公開と
『小豆粥で初春を祝う会』で新春風情を楽しむ

BF00013 泊 4 日

AY00012 泊 3 日

AF05411 泊 2 日

旅行期間／旅行代金

■最少催行人員／10名様　　■食事条件／朝３昼２夕３回　　■添乗員が静岡空港から同行致します。
■利用予定航空会社／中国東方航空

■最少催行人員／20名様　　■食事条件／朝１昼２夕１回
■旅行費用に含まれるもの／バス代、宿泊代、昼食代（２回）、夕食代、

朝食代、上記記載施設の拝観料、消費税。
■出発地／静岡駅、焼津駅、吉田IC、掛川IC、浜松IC

■最少催行人員／10名様　　■食事回数／朝２昼２夕２回
■添乗員／静岡県内から同行します。
■バス降車場所／お近くの東名ｲﾝﾀｰﾁｪﾝジ、静岡駅、清水駅を予定

　　　　　１日目■富士山静岡空港集合（13時半頃）　富士山静岡空港（午後）中国東方航空（夕刻）上海空港着後、専用車にて上海市内へ　夕食は、小南国老老碼頭にて本場の上海料理をご賞味ください。夕食後、租界時代の名
残を残す★外灘夜景にご案内します。夜食として、お部屋に年越し麺をご用意します。ザ・ポｰトマﾝ・リッツカｰルトﾝ上海（泊）　２日目■〈終日〉変貌をとげる国際都市　上海の新しいスポット観光。ホテル＝★上海
環球金融中心（世界一高い展望台）の100階から上海市内を眺望をお楽しみ。＝歴史の薫り漂う★外灘散策やシルク店ショッピﾝグ＝話題の２階建てオｰプﾝトップバスにて上海市内めぐり（人民公園・南京路・外灘）◆「俏江
南」にて昼食。★豫園商場（上海の下町）散策＝★田子坊散策（上海の新スポット）＝★思南路エリア（旧フラﾝス租界エリア）散策＝★孫文故居見学（中国の国父・孫文が過ごした場所）＝★周公館見学。★夕食は、おしゃれな租界時代の
洋館「老洋房花園飯店」にて創作料理をご賞味ください。ザ・ポｰトマﾝ・リッツカｰルトﾝ上海（泊）　３日目■〈終日〉昔ながらの美しい江南水郷　蘇州＆南翔にご案内します。ホテル＝★古猗園（上海最古の庭園）＝★双
塔（宋代の史跡）＝★南翔老街（歴史ある街並み）＝◆昼食は、小籠包発祥の地・南翔にて本場の小籠包と南翔料理をご賞味。＝★世界遺産・留園（江南の名園）＝★寒山寺＝★虎丘斜塔＝★京杭大運河（2014年新たに世界遺産に登
録）＝ラテックス寝具店ショッピﾝグにご案内。＝★夕食は、上海蟹専門店・成隆行蟹王府にて旬の味覚・上海蟹全席を　ザ・ポｰトマﾝ・リッツカｰルトﾝ上海（泊）　４日目■ホテル＝上海（浦東）空港へ　上海（浦東）空港

（午前）中国東方航空（午後）富士山静岡空港　入国・通関手続き後、解散。お疲れ様でした。

　　　　　１日目■各地［6：30〜8：20］＝宇治東IC 11：20＝布袋尊･万福寺（中国から渡来した隠元禅
師が中国の黄檗山を模して創建した黄檗宗の大本山）11：30〜11：50　普茶料理のご昼食 12：00〜13：30 

（黄檗宗に伝わる「中国風」精進料理。１卓は４人というのが基準です。皿、鉢などに取箸はなく、各人の箸で自由に取って食べ 
ます。）　毘沙門天・東寺（平安京造営にあたり国家鎮護のために空海が創建。五重塔は現存するわが国最大の木造建築物） 
14：00〜14：50　弁財天･六波羅蜜寺（951年（天暦五年）、醍醐天皇第二皇子である空也上人により開創された 
西国十七番の札所。空也上人立像や平清盛像をはじめ、平安・鎌倉時代の優れた彫刻（重要文化財）が多数納められている） 
15：10〜15：45　ゑびす神･ゑびす神社（鎌倉時代初期に建仁寺の鎮守杜として創建されたもので、「商売繁盛」 
の守り神として賑わう。栄西禅師が無事中国から帰朝し、お祀りになったという故事から、一名「旅ゑびす」ともいわれ、交通 
安全の神としても信仰を集める）　京都ホテルオｰクラ（泊） 16：00頃着　京都ホテルオｰクラ別邸：ミシ
ュラﾝ星獲得の粟田山荘にてご夕食　２日目■ホテル ９：00頃＝福禄寿神･赤山禅院（慈覚大師の遺言 
によって創建された天台宗総本山・比叡山延暦寺の塔中）9：30〜50　大黒天･松ヶ崎大黒天 10：00〜10：20 

（1616年（元和二年）に建立された。本尊の大黒天像は伝教大師の作で開運招福の福神として広く信仰を集めている）　 
妙心寺内東林院にて小豆粥で初春を祝う会（小豆粥と精進料理のご昼食）11：00〜12：30　寿老神･革
堂 12：50〜13：10（平安初期、行円上人によって開かれたもので、観音霊場、西国三十三所の十九番札所）　京の台
所　錦市場を見学 13：20〜14：20　京都東IC 14：50＝各地［17：50〜19：30頃］

　　　　　１日目■午後発（東海道新幹線　普通指定席）　浜松駅＝静岡駅＝三島駅＝東
京駅（※他の県内各駅についてはお問合せください）＝（ﾀクシｰ分乗）＝東京港（晴海）　16：00
頃乗船受付　17：00出港　にっぽん丸（泊）　２日目■名古屋港　9：00入港＝（専用
車）＝伊勢　割烹「大喜」にて松花堂弁当のご昼食＝伊勢神宮　外宮＝せんぐう館
＝ホテル　ご夕食は、豊かな海の恵みと伝統の技が作り出す「海の幸フラﾝス料理」。

「鮑ステｰキ」や「伊勢海老クリｰムスｰプ」など、オリジナリティあふれる多彩なメニ
ュｰをお楽しみください。志摩観光ホテル ザ クラシック（泊）　３日目■ホテル＝

（専用車）＝伊勢神宮（内宮）＝てこね寿司のご昼食＝おかげ横丁散策＝県内各地　静
岡駅、清水駅、お近くの東名IC

コ ー ス

コ ー ス

コ ー ス

富士山静岡空港発着　中国

聖なる夜の特別なメリークリスマスを船上で。 愛知県・三重県

京の都でご利益授かり美食を堪能　京都府

上海環球金融センターからの眺め

ホテル客室

外灘

ｸﾘｽﾏｽデｨﾅー（ｲﾒージ） 志摩観光ホテル ザ ｸラシッｸ（ｲﾒージ）

黄檗山　萬福寺

粟田山荘夕食ｲﾒージ粟田山荘ｲﾒージ

チェコ少年合唱団　「ボニ・プエﾘ」
※写真はｲﾒージです。編成は異なります

	 ２名様１室利用（お一人様）	 １名様１室利用（お一人様）

12/31㈯～１/3㈫	 169,000円	198,000円

旅行期間／旅行代金（静岡県内発着）

12/18㈰～20㈫
　　 客室タイプ 　　	 ２名様１室（お一人様）	 １名様１室（お一人様）
スタンダードステート	131,000円	155,000円
コンフォートステート	135,000円	160,000円
スーペリアステート	 142,000円	169,000円
デラックスベランダ	 175,000円	237,000円
※コﾝフォｰトステｰトを３名様１室利用の場合は、お一人様 122,000円。その他の客室は、お問い合わせください。

上海・浦東

旅行期間／旅行代金

1/20㈮～21㈯
２～３名様１室利用（お一人様）	56,800円
１名様１室利用（お一人様）	 62,800円

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000924/003/page1/order/?utm_source=PDF&utm_medium=kawara&utm_campaign=1610
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000933/005/page1/order/?utm_source=PDF&utm_medium=kawara&utm_campaign=1610
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000958/001/X/page1/order/?utm_source=PDF&utm_medium=kawara&utm_campaign=1610


「秋の国内旅行」
お申し込みに
あたって

「秋の国内旅行」
のポイント

秋の紅葉ハイキング、芸術鑑賞、名店でのお食事など
内容にこだわったツアーを企画致しました。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

①電話、ＦＡＸ、メールにてお申し込みを承っております。お申
　し込みの際は、①参加者のお名前、②生年月日、③住所、④電
　話番号、⑤バス乗降場所をお知らせください。
②バスの座席はお申し込み順とさせていただいております。
③全ツアーともに添乗員が同行します。最少催行人員は日帰りは
　25名で企画しております。

秋の国内旅行秋の国内旅行 11～12月（日帰り）

岐阜の関市にクチコミで広がった名前のない美しい池。透明度が高
い湧き水に睡蓮の葉が美しく池には色とりどりの錦鯉が悠々と泳

ぐ。それはまるで絵画のモネの『睡蓮』を思わ
せる為“モネの池”と呼ばれています。絵のような風景をカメラに収めてみて
はいかがでしょうか。21世紀の森公園には遊歩道があり奥に進むと全国的に
珍しいといわれる巨大な株杉が密集しています。神秘の森をゆっくり歩き幻想

的な世界を堪能してみてください。散策後は美肌効果
の高い板取川温泉をごゆっくりお楽しみ下さい。

　岐阜県

巨大な株杉が密集する神秘の森と板取温泉
〜美しすぎる名もなき池《モネの池》の絶景〜

　　　　　各地［7：00-8：20］＝島田金谷IC＝浜松いなさJCT＝豊田東JCT＝美濃関JCT＝美濃
IC＝昼食（料理旅館いずみ荘）＝根道神社（モネの池）＝21世紀の森公園（株杉）＝板取川温泉＝関広見IC＝
美濃関JCT＝土岐JCT＝豊田東JCT＝浜松いなさJCT＝島田金谷IC＝各地［20：00-21：15］

コ ー ス

お１人様12,500円（昼食付き）

ご旅行日 11/23（水・祝）・25㈮

■バス発着地／清水駅、静岡駅、焼津駅、藤枝駅

旅行代金

AF0536日 帰 り

志駒川に沿って走る県道182号（上畑湊）線に、延長約10kmにわたって続く、通称「もみじロー 
ド」があります。県内屈指のもみじの名勝として、約1000本のもみじが生い茂るもみじロードの
一部をご散策。午後は、今話題沸騰！！神秘の秘滝『濃溝の滝』へご案内致します。ご昼食は地元漁
港から直送された新鮮な海
鮮を浜焼きでご堪能いただ
きます。

東西文化・歴史の中心に位置し、大切な通過点として重要な役割を果たしてきた“おくは
まな”。その昔、東西で名をなした芸術家や武将がそこかしこに足跡を残す歴史深い地。
これら名所・旧跡は荒らされることなく今に残さ
れ、自然の中でひっそりと大切に守られています。
東海屈指の名刹といわれる奥山方広寺や小堀遠州
作の庭園で知られる龍潭寺など、浜名湖の北部に
点在する「湖北五山」をめぐります。

　千葉県 　静岡県

神秘の秘滝《濃溝の滝》と県内屈指のもみじの名勝約10キロ
にわたって1,000本のもみじが生い茂る『もみじロード』
地元漁港直送の新鮮な海の幸を浜焼きで堪能

2017年NHK大河ドラマ『女城主 直虎』ゆかりの地
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】

　　　　　各地［6：30-8：30］＝富津金谷IC
海鮮料理かなやにて浜焼きのご昼食　11：45-12：35
県内屈指のもみじの名勝富津『もみじロード』　12：55-13：45
神秘の秘滝『濃溝の滝』　14：30-15：20
君津IC＝各地［19：00-20：50］

コ ー ス

　　　　　各地［7：30-9：00］＝浜松西IC
初山宝林寺（黄檗寺院の重文仏殿・方丈）　10：00-10：30
龍潭寺（小堀遠州作庭の池泉鑑賞式庭園）　10：40-11：20
奥浜名にてご昼食　12：10-13：00
方広寺（紅葉の奥山半僧坊、寺宝十六羅漢特別拝観）　13：20-13：50
大福寺（回遊式庭園と大福寺納豆）　14：20-14：50
摩訶耶寺（平安様式の庭園と重文千手観音・不動明王）　14：55-15：30
三ケ日IC＝各地［16：30-18：00］

コ ー ス

AF0540日 帰 り AF0538日 帰 り

日 帰 り AF0539

今回皆様をご案内するのは、富士山の見える絶景露天風呂と広大な日本庭園、厳選されたこだわりのお食事が自慢の『鐘
山苑』へご案内致します。2016年、プロが選んだ旅館100選・全国総合ベスト10に入ったことでも知られております。
一度は泊まってみたい憧れのお宿の下見として、今年も一年がんばったご自身へのご褒美として、2016年の旅納めと

して、牧野さんと一緒にゆったり名湯を楽しみませんか？

　山梨県

フリーアナウンサー・牧野光子さんと行く
庭園と感動の宿・富士山温泉『鐘山苑』でこだわりの昼食と眺望を愉しむ

　　　　　各地［7：30-9：50］＝御殿場IC
御師旧外川家住宅　11：00-11：45
外川家は代々富士山の御師を勤めてきた家で、富士山信仰を支えた現存する貴重な建物です。主屋は
1768（明和５）年に建築され、国の重要文化財及び世界遺産富士山の構成資産になっています。
富士山温泉　鐘山苑　12：00-15：00
厳選された旬の食材にこだわったホテル鐘山苑自慢の和食会席のご昼食と世界文化遺産となる富士山の
恵みあふれる高アルカリ性・悠久の温泉から、さえぎるもののない眺望をゆったり満喫してください。
御殿場IC＝各地［16：00-18：05］

コ ー ス
■バス発着地／藤枝駅、焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

ご旅行日 12/1㈭・8㈭
お１人様13,800円（昼食付き）旅行代金

ご旅行日 12/2㈬・4㈰
旅行代金 お１人様11,800円（昼食付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

ご旅行日 12/7㈬・10㈯
旅行代金 お１人様10,300円（昼食付き）

■バス発着地／清水駅、静岡駅、焼津駅、吉田IC

日本最大級のフェリーにて名古屋港から約３時間かけて伊勢湾内をめぐ
るクリスマスクルージングです。船内ではレストランでの豪華バイキン

グ（１時間制）やラウンジでのショータイムなどの
ちょっとリッチなショートクルーズをお楽しみ頂くツアーです。また展望大浴
場もご利用出来ますので入浴される方はタオルをご持参ください。帰港後は 

「なばなの里」へ。冬華の競演640億色のウインターイルミネーションをお楽
しみ頂きます。

日本最大級のクルーズフェリーでめぐる伊勢湾クルーズ　三重県

クリスマスランチバイキングクルーズ
冬を彩る感動の〈なばなの里〉イルミネーション

　　　　　各地［5：30-7：30］＝豊田JCT＝名港中央IC＝名古屋港フェリーターミナル〜（伊勢湾クルー
ジング）〜名古屋港フェリーターミナル＝なばなの里イルミネーション見学＝湾岸長島IC＝豊田JCT＝
各地［20：00-22：40］

コ ー ス

お１人様16,800円（昼食付き）

ご旅行日 12/23（金・祝）

■バス発着地／清水駅、静岡駅、焼津駅、吉田IC、浜松IC

旅行代金

AF0537日 帰 り

東京の話題の展示会をめぐる１日です。１つ目は、世界遺産
に登録されたラスコー洞窟の壁画を再現し、今は閉鎖されて見ることの出来ない内部
を徹底解剖します！！午後は森美術館にて開催される【宇宙と芸術展】にて天才ダ・ヴィ
ンチが描いた日本初公開
の天文学手稿や話題のチ
ームラボによるインタラ
クティブな新作インスタ
レーションを鑑賞。

フランスが誇る世界遺産ラスコーの複製壁画初来日！
クロマニョン人が残した洞窟壁画 世界遺産 ラスコー展と
かぐや姫 ダヴィンチ チームラボ「宇宙と芸術展」鑑賞

　　　　　 各地［7：00-8：50］＝霞ヶ関IC＝
六本木ヒルズ内森美術館にて『宇宙と芸術展』　11：00-12：30
隕石や化石、ダ・ヴィンチやガリレオ・ガリレイ等の歴史的な天文学資料、曼荼羅や日本最古のSF小説ともいえる「竹取物語」、そして現代アーティ
ストによるインスタレーションや、宇宙開発の最前線に至るまで、古今東西ジャンルを超えた多様な出展物約200点を一挙公開。
麻布十番にて和食ランチ　12：40-13：30
国立科学博物館にて『世界遺産　ラスコー展』　13：50-15：20
今から２万年ほど前、クロマニョン人によって描かれた壁画があるラスコー洞窟は1979年に世界遺産に登録されました。壁画を保存するため、洞窟は現在非公開となっています。特別展では、謎に包まれたラスコー洞窟の全貌を紹介するとともに、
１ミリ以下の精度で再現した実物大の洞窟壁画展示によって、普段研究者ですら入ることができない洞窟内部の世界を体験いただき、クロマニョン人が残した芸術的な彫刻や多彩な道具にも焦点をあて、２万年前の人類の豊かな創造性に迫ります。
上野IC＝各地［17：30-19：20］

ご旅行日 12/14㈬・17㈯
旅行代金 お１人様12,800円（昼食付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

コ ー ス

　東京都AF0542日 帰 り

実物大で再現される壁画展示（イメージ）
© SPL Lascaux international exhibition

チームラボ｜《追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして
衝突して咲いていく − Light in Space》｜2016年｜インタラクティ
ブ・デジタル・インスタレーション｜４分20秒｜サウンド：高橋英明

日 帰 り AF0531

天園ハイキングコースは、富士山や相模湾を一望する「鎌倉アルプス」を北東方向に横断す
るハイキングコースです。「アルプス」という名前はついているものの、鎌倉アルプスにある山々は最高でも
標高159メートル。建長寺と瑞泉寺の拝観もできます。

　神奈川県

鎌倉で史跡と今年最後の紅葉を愉しむ１日
天園ハイキング・獅子舞の紅葉

　　　　　各地［7：00-8：40］＝藤沢IC
天園ハイキング【コース概要：総距離約４キロ　標高159ｍ　時間４時間（昼休憩含む）】
建長寺・・・勝上献展望台（天気が良ければ富士山が見られます）・・・十王岩の石碑・・・大平山・・・天園休憩所・・・
紅葉の名所・獅子舞・・・瑞泉寺　10：30-14：30
＊コース＊初心者コースであり危険な箇所はございませんが、建長寺からは長い階段を登り、岩場を下る場
面もあります。アップダウンもそれなりにあり、お散歩コースではございませんので予めご注意ください。
朝比奈IC＝各地［16：30-18：20頃］

コ ー ス

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

ご旅行日 11/30㈬・12/3㈯
お１人様10,800円（昼食付き）旅行代金

鋸山は高さ329ｍの奇岩が重なり合った鋸の歯のような形をした山です。ハイ
キングルートは主にコケに覆われた「車力道を歩いていくコース」と東京湾が
見晴らせる「関東ふれあいの道」と２通りになります。また歩くのが大変な方
はロープウエイ（有料）がありますのでこちらもご利用頂けます。石切場跡はま
るで遺跡のような吹き抜けの洞窟や岩肌が圧巻です。そこから更に上ると絶景が広がります。鋸山
は標高が低いのに絶景が見られる変化に富んだ楽しいハイキングコースが人気です。
※全体で約３時間　往復約６km
※初級コースです

　千葉県

秋の房総　絶景の鋸山ハイキング
苔むした岩がゴロゴロのもののけの車力道と絶景の関東ふれあいの道を歩く

ご旅行日 11/23（水・祝）・26㈯
旅行代金 お１人様12,800円（昼食弁当付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

　　　　　各地［6：30-8：00］＝横浜町田IC＝釜利谷JCT＝佐原IC＝久里浜港〜金谷港・・・鋸山ハ
イキング＝（吹抜け洞窟・石切場跡・地球が丸く見える展望台）＝金谷港〜久里浜港＝佐原IC＝釜利谷JCT＝
横浜町田IC＝各地［20：00-21：30］

コ ー ス

AF0534日 帰 り
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http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000957/001/X/page2/order/?utm_source=PDF&utm_medium=kawara&utm_campaign=1610
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000961/001/X/page1/order/?utm_source=PDF&utm_medium=kawara&utm_campaign=1610
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