
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.60Vol.60

富士山静岡空港を利用し台湾で毎年行われているランタンフェスティバルをお楽しみ頂くツアーです。
2017年は台中市と台南市の中ほどに位置する雲林で行われます。雲
林での華麗なランタンの競演とラ
ンタンの街十份で大きなランタン
に願いを書いてランタンを飛ばし
てみましょう。夜空に放たれた無
数のランタンは幻想的な世界をか
もし出し国内外から訪れる多くの
観光客を魅了しています。
�【画像提供：台湾観光局台湾観光協会】

富士山静岡空港発着　2017雲林ランタンフェスティバル
～ノスタルジックな街“十 ”で願いを書いたランタンを飛ばそう～

BF00654 泊 5 日

旅行期間／旅行代金（静岡県内発着・２名１室利用のお一人様）

■最少催行人員／10名様より催行し、添乗員が県内より全行程に同行致します。
■宿泊予定ホテル／下記ホテル又は同等クラス

台北：グリーンワールド忠孝　嘉義：鈺通ホテル
■利用予定航空会社／中華航空（エコノミークラス）　　■食事回数／朝４昼４夕３回

　　　　　１日目■富士山静岡空港集合 17：25　静岡発 19：25 中華航空にて台北へ 22：20 
着後、ホテルへ　台北（泊）　２日目■午前：市内観光（忠烈祠・故宮博物館）　夕刻：ノスタルジックな街 
九份観光＝十份にて天燈（ランタン）上げ体験＝郷土料理の夕食　台北（泊）　３日目■午前：市内観光

（龍山寺・総統府（車窓）・中正記念堂）＝雲林へ　煌びやかなランタンフェスティバル散策＝郷土料理の夕
食　嘉義（泊）　４日目■台湾最大の淡水湖　風光明媚な日月潭観光＝台湾新幹線にて台北へ　夕食
は小籠包料理をお楽しみください　台北（泊）　５日目■出発まで自由行動＝昼食＝空港へ　台北
発 14：50 富士山静岡空港 18：30　空港にて解散

コ ー ス

冬はあったか台湾へ行こう！　台湾

2016台湾燈会in桃園天燈

2/10㈮～14㈫ 108,000円
※一人部屋をご希望の場合には追加代金30,000円にて承ります。

※ご旅行代金の他に、燃油付加運賃、各地空港税、航空保険料が必要となります。（2016年10月現在約2,200円）

街中には光り輝くパゴダが建ち並び中
でもシュエダゴン・パゴダはおよそ
2500年も前に創建されたと言われるミ
ャンマー最大の聖地である。カックー
遺跡はパオ族の特別地区にあり外国人
に見学解放されたのも2000年とまだ日
が浅い秘境の地です。仏塔が2000以上
密集して建てられておりインレー湖か
ら山々を２時間越えた場所にあるまさ
に幻の遺跡です。インレー湖では水上
コテージにお泊り頂きます。

知られざる黄金の国ミャンマーの神秘
美しきバガン遺跡と幻のカックー遺跡

BF00674 泊 6 日

旅行期間／旅行代金（静岡県内発着・２名１室利用のお一人様）

■最少催行人員／10名様より催行し、添乗員が県内より全行程に同行致します。
■宿泊予定ホテル／下記ホテル又は同等クラス

ヤンゴン：PARK ROYAL　バガン：BAGAN THIRIPYITSAYA SANCTUARY
インレー湖：SHWE INN THE FLOATING RESORT

■利用予定航空会社／タイ航空（エコノミークラス）
■バス乗車場所／浜松駅・静岡駅とご希望の静岡県内東名インターチェンジ

　　　　　１日目■早朝、県内各地より中部国際空港へ　中部
国際空港（11：00）からバンコク経由ヤンゴンへ＝黄金に輝く
シュエダゴンパゴダ見学　ヤンゴン（泊）　２日目■空路バガン
空港へ＝バガン遺跡観光（ニャンウーマーケット・シュエジーゴンパ
ゴダ・ティーロミンロー寺院・漆器工房他）＝シュエサンドーパゴダか
らの夕日鑑賞　バガン（泊）　３日目■空路ヘーホー空港へ＝
2000以上の仏塔が建ち並ぶ幻のカックー遺跡観光　インレー
湖水上コテージ（泊）　４日目■インレー湖遊覧観光（ファウンドー
ウーパゴダ・ガーペー僧院・織物工房・インダー族の水上集落）　インレー
湖水上コテージ（泊）　５日目■空路ヤンゴン空港へ＝ヤンゴン
市内観光（ボージョーアウンサンマーケット・チャウッタジーパゴダ・シュ
エダゴンパゴダ）＝ヤンゴン空港へ＝バンコク経由中部国際空
港へ　６日目■中部国際空港着 7：30　到着後、県内各地へ

コ ー ス

ミャンマー２大遺跡を訪ねる　ミャンマー

3/3㈮～8㈬ 262,000円

※ご旅行代金の他に、燃油付加運賃、各地空港税、航空保険料が必要となります。（2016年11月現在約5,700円）

【画像提供：（c）�ASEAN-Japan�Centre）�Discover�New�Asia�Magazine】� バガン遺跡

※一人部屋をご希望の場合には追加代金43,000円にて承ります。
※ミャンマービザ代金が含まれます。

静岡空港発着にて中国東方航空を利用し西寧へ。西
寧から高速列車に乗り東洋のグランドキャニオンと
呼ばれる七彩丹霞国家地質公園を見学します。数年
前に整備されたばかりの大自然が作り出した秘境七
彩山の絶景をお楽しみください。青蔵鉄道は世界最
高地を走る為、天空列車とも呼ばれており最高地は
富士山よりも高い5000ｍを超える場所を走る。車窓
からは次から次へ移り変わるチベット高原の素晴ら
しい自然景観をご堪能頂けます。到着地、ラサではダライ・ラマ５世の住居であった
巨大な美しい宮殿ポタラ宮など世界遺産も見応えたっぷりです。

秘境！東洋のグランドキャニオン
絶景の七彩山と世界最高地を走る天空列車で
行くチベットラサの旅

BF00667 泊 8 日

旅行期間／旅行代金（静岡県内発着・２名１室利用のお一人様）

■最少催行人員／10名様より催行し、添乗員が県内より全行程に同行致します。
■宿泊予定ホテル／下記ホテル又は同等クラス

咸陽：空港商務酒店　張液：天域国際大酒店　西寧：興鼎安大酒店　拉薩：雅汀舎麗花園酒店
上海：上海航空酒店

■利用予定航空会社／中国東方航空（エコノミークラス）

　　　　　１日目■富士山静岡空港集合　富士山静岡空港 15：30 上海経由西安空港 22：40　着後、ホテルへ　西安（泊） 
２日目■早朝　西安空港 7：45 西寧空港へ 9：05　西寧観光（東関清詩真寺）＝高速列車にて張液へ　張液（泊）　３日目■
七彩丹霞国家地質公園見学＝高速列車にて西寧へ　西寧（泊）　４日目■AM西寧観光（タール寺・青海省博物館）＝世界最高地
を走る青蔵鉄道（寝台車）にてラサへ（所要約22時間）　車内（泊）　５日目■PMラサ駅着＝ホテルにて休憩＝ラサ市内観光（セ
ラ寺）　ラサ（泊）　６日目■終日、天空の都ラサ観光（世界遺産ポタラ宮・大昭寺・八角街・ノルブリンカ・バザール）＝民族舞踊と名物料
理　ラサ（泊）　７日目■AMラサ観光（巡礼者で賑わうサンゲドウング参拝・デプン寺）＝夕刻、西安経由上海空港へ　上海（泊）　８日
目■空路、静岡空港へ　富士山静岡空港着　解散

コ ー ス

静岡空港発着　中国

4/14㈮～21㈮ 275,000円　　※一人部屋をご希望の場合には
　追加代金42,000円にて承ります。

※ご旅行代金の他に、燃油付加運賃、各地空港税、航空保険料が必要となります。（2016年11月現在約4,640円）

ポタラ宮

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000975/003/page1/order/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1612
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000976/003/page1/order/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1612
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000967/003/page1/order/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1612


「冬の国内旅行」
お申し込みに
あたって

「冬の国内旅行」
のポイント

初詣、ハイキング、芸術鑑賞、ひなまつりなど
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。

冬の国内旅行冬の国内旅行 12～２月（日帰り・1泊）
催行状況はこちらから SBS旅行 検　索

ホームページ

毎年ご好評いただいております七福神めぐり。今年は江戸最古といわれ
る山手七福神をめぐり、新春のはじめとさせていただきます。『江戸最初 山手七福神』は江戸城の

裏鬼門守護のために建立され、将軍の鷹狩りの際に参詣した「目黒の不動堂
（龍泉寺）」の参詣道筋
に設置された江戸時代
から続く江戸最初の七
福神巡りです。

毎年恒例の好評企画！！　東京都

元祖山手七福神ウォーク〜江戸の庶民に馴染み
深く、江戸最古と云われる七福神を歩く

　　　　　各地［7：30-9：20］＝芝公園出口
麻布十番にて和食ランチ　11：30-12：20
コース（約３時間　総距離：約3.5km）
覚林寺（毘沙門天）・・・徒歩約11分・・・瑞聖寺（布袋尊）・・・徒歩約20分・・・
妙円寺（福禄寿、寿老人）・・・徒歩約11分・・・大円寺（大黒天）・・・徒歩約12分・・・
蟠龍寺（岩屋弁財天）・・・徒歩約10分・・・龍泉寺･目黒不動尊（恵比寿）
大橋IC＝各地［17：30-19：20］

コ ー ス

お１人様10,800円（昼食付き）

ご旅行日 1/4㈬・7㈯

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

旅行代金

AF0544日 帰 り 　千葉県日 帰 り AF0476

鹿島神宮、香取神宮、息栖神社は東国三社とし
て信仰の篤い神社であり、現在でも東国三社
参り（三社詣でる事）が行われています。三つ
の神社が「東国三社」と併せて呼ばれるのは、
それぞれに祭られるタケミカヅチ、フツヌシ、
アメノトリフネの三柱の神が、アマテラスに
天界から派遣されて、地上を譲るように迫っ
た「国譲り」神話に由来しています。江戸時代
には伊勢神宮参拝後にこれら三社を巡拝する

慣習が存在し
たといわれ、
この三社の鎮
座位置を線で
結ぶと二等辺
三角形になる
という不思議
もあります。

鹿島神宮･息栖神社･香取神宮
２０１７年　東国三社初詣

　　　　　各地［5：30-7：20］＝佐原IC＝
香取神宮（下総國一の宮、初参り）　10：30-11：20
佐原・千よ福（モダンな店内で日本料理を賞味）・・・佐原の町
並みを自由散策　11：30-13：00
息栖神社（ご神体の井戸・忍潮井、芭蕉句碑） �13：35-14：05
鹿島神宮（常陸国一の宮、関東屈指の古社）� 14：30-15：20
潮来IC＝各地［18：50-20：40頃］

コ ー ス

ご旅行日 1/6㈮・14㈯
旅行代金 お１人様13,800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

【画像：鹿島神宮】
［画像提供：鹿島市観光協会］

【画像：息栖神社】
［写真提供：神栖市観光協会］

【画像：香取神宮】

　愛知県日 帰 り AF0548

およそ400年前に徳川家康公が尾張の国の中心として
名古屋城城築の際、城から見て鬼門の方角にあたる寺院
を、名古屋城の鎮護として尾張四観音と定めたそうです。
それ以来、尾張を守護する観音様として信仰を集め、四
観音のうち、その年の恵方にもっとも近い観
音様は『尾張の恵方の観音様』として、毎年、
福をもとめる参拝者でにぎわいます。

名古屋グルメ堪能・熱田神宮参拝と千年以上の歴史を持つ『尾張四観音』
のうち２ヵ寺をめぐる１日

　　　　　各地［7：00-8：45］＝黄金IC
荒子観音（1200体余りの円空仏を所蔵※今回拝観はありません）　11：00-11：30
甚目寺（平成29年の観音様）　12：00-12：30
名古屋グルメを堪能　13：00-14：00
熱田神宮参拝　14：20-15：20
堀田IC＝各地［17：30-19：00］

コ ー ス

ご旅行日 1/27㈮・2/1㈬
旅行代金 お１人様11,800円（昼食付き）

■バス発着地／清水駅、静岡駅、焼津駅、吉田IC

日 帰 り AF0481

ウィンターシーズン中に約5,000人を越える登山者が訪れる富士見パノラマ
リゾート。人気の理由は晴天率85％の澄んだ青空の下ウィンタースポーツ
を楽しめるところや、八ヶ岳・富士山・日本アルプスまで360度の眺望、何より片道90分程度の
やさしい登山で、初心者に優しい山だということ。専門ガイドが付き、安全で楽しくスノーシュー
を楽しむことができます。また、ブーツ＋スノーシュー＋ストックは付いておりますので暖かい格
好でお越し頂ければ特別ご用意いただく物はございません。

初心者でも安心！！入笠山スノートレッキング入門

　　　　　各地［6：00-7：30］＝甲府南IC＝諏訪南IC＝
入笠山にてスノートレッキング　約４時間　10：25-14：25（昼食時間含む）
スノーシュー、スノーブーツ、ストックはご準備しております。
あればお持ちください↓
【ダウンコート･フリース･スノーパンツ･サングラス･ニット帽･耳あて･手袋】
湯〜とろん水神の湯にて入浴休憩　約60分　14：45-15：45
諏訪南IC＝甲府南IC＝各地［18：30-20：00頃］

コ ー ス

ご旅行日 2/4㈯・10㈮
旅行代金 お１人様13,800円（昼食付き）

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC

　長野県

熱海の美の殿堂・MOA美術館が改修工事を経て、2017年２月５日にリニューアルオ
ープンします。ロビーエリア、展示スペースの設計を、世界を舞台に活躍する現代美
術作家 杉本博司氏が建築家 榊田倫之氏と共に主宰する「新素材研究所」が手掛けま
した。この時期だけの公開となる、尾形光琳の
最高傑作 国宝「紅白梅図屏風」をはじめ、野々
村仁清「色絵藤花文茶壷」（国宝）、手鑑「翰墨
城」（国宝）など国宝３点、重要文化財数十点
というMOA美術館の至宝が公開されます。

　静岡県
熱海で迎える春　熱海梅園の梅まつり
リニューアルオープンしたＭＯＡで国宝三点
鑑賞と通常非公開の光琳屋敷を見学

　　　　　 各地［7：00-9：20］＝
熱海梅園　10：20-11：20　 熱海の新鮮な海鮮を使ったご昼食　11：30-12：30　 光琳屋敷　13：00-15：50
MOA美術館敷地内には、京都にあった尾形光琳の住宅を尾形光琳が自ら書いた図面と、大工の仕様帖、茶室起し図（いずれも重要文化財）などに基
づき、数寄屋建築研究の権威、堀口捨己博士の監修によって復元された「光琳屋敷」があります。ツアーでは通常は非公開の屋敷内部を特別に見学。
美術館員から建物と光琳のこだわりなどの解説を聴きながら見学し、お抹茶のおもてなしを愉しみます。
MOA美術館　尾形光琳の最高傑作 国宝「紅白梅図屏風」をはじめ、野々村仁清「色絵藤花文茶壷」（国宝）、手鑑「翰墨城」（国宝）など国宝３点を鑑賞
＝各地［16：40-19：10］

コ ー ス

お１人様11,800円（昼食付き）

ご旅行日 2/8㈬・10㈮

■バス発着地／藤枝駅、焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

旅行代金

AF0547日 帰 り

ひな祭りは古来女性の厄除けでした。その儀式を現代風に再現し、地元の神主様を
呼び講和を聞いたり願いを書いた人形の炊き上げで皆様の無病息災をお祈りいたし
ます。ご昼食は春らしいひな懐石をご用意。

　埼玉県

女性の厄除けの儀式だった古式ひな祭りの再現と
世界無形文化遺産・細川紙

　　　　　各地［6：30-8：30］＝海老名JCT＝嵐山小川IC
割烹旅館二葉　11：10-13：30
登録有形文化財の旅館・二葉では地元の神主様を呼び、古式ひな祭りの講話と炊き上げの
儀式を執り行います。その後は、春らしいひな御膳昼食をお召し上がりいただきます。
小川町・紙すきの村〜久保昌太郎和紙工房〜　13：35-14：35
ユネスコの無形文化財に登録された小川町の伝統的和紙・細川紙。紙すきの工房で職人た
ちの匠の技を見学します。
嵐山小川IC＝海老名JCT＝各地［17：05-19：15］

コ ー ス

お１人様13,800円（昼食付き）

ご旅行日 2/18㈯・22㈬

■バス発着地／焼津駅、静岡駅、清水駅、富士IC、沼津IC

旅行代金

AF0546日 帰 り

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。

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

■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黄檗山　萬福寺

粟田山荘夕食イメージ粟田山荘イメージ

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

京の都でご利益授かり美食を堪能　京都府1 泊 2 日 AF0541

　　　　　 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）9：30〜9：50　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］

コ ー ス

http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000970/001/X/page1/order/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1612
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000863/001/X/page1/order/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1612
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000972/001/X/page1/order/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1612
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000872/001/X/page1/order/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1612
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000973/001/X/page1/order/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1612
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000974/001/X/page1/order/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1612
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000958/001/X/page2/order/?utm_source=KAWARA&utm_medium=pdf&utm_campaign=1612



