
旅行企画・実施

九州・山口方面九州・山口方面
関西からの

お出かけプラン！

関西からの

お出かけプラン！

2021 summer

大阪発

佐伯寿司の昼食と
佐伯城下町散策

延岡市・佐伯市観光旅行造成事業

須佐ホルンフェルスと萩散策須佐ホルンフェルスと萩散策

須佐ホルンフェルス大断崖（イメージ）須佐ホルンフェルス大断崖（イメージ） 幕末の歴史ロマン漂う
「萩城下町」散策。

須佐男命いか
（イメージ）
須佐男命いか
（イメージ）

萩・江戸屋横丁（イメージ）

大分県

山口県 33K-472

K-474K-473

19,500円※2名様以上で参加の
　場合は18,500円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

21,800円※2名様以上で参加の
　場合は20,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

21,800円※2名様以上で参加の
　場合は20,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

全コース往復ツーリスト（2等洋室）利用！全コース往復ツーリスト（2等洋室）利用！

クーポン配布期間中、当パンフレット掲載コースにご参加
いただきますと、添乗員からキャッシュバッククーポンを
１名様につき１枚お渡しいたします。利用期間中、参加時に
添乗員から、１名様につき【1,000円】をキャッシュバック
するお得なキャンペーンとなります。
（クーポン配布および利用は添乗員同行プランに限ります。）

キャッシュバックキャンペーン実施中！！
【クーポン配布期間＝2021年9月30日出発分まで】
【利用期間＝2021年10月～2022年3月出発分】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、検温やマスク着用
など、お客様に安心してご参加いただけるような対応を行っ
ています。そのため、場合によっては、参加をご遠慮いただく
こともあります。ご参加の際は、必要書類をご提出いただき、
訪問先の依頼や指示に従っていただくなど、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の対応にご理解いただき、安心・安全に楽
しむためのツアー運営にご協力賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

自由

自由
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト
（２等洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、消費税等諸税■利用バス会社：
西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス ※歩きやすい靴と服装でご参加
ください。※佐伯城下町散策時の施設入場料等は各自負担となります。

船中泊

船中泊

～新門司港（５：３０）＝四浦展望台（絶景スポット）＝豊後二見ヶ浦（見学）＝さいき海の
市場〇（お買物）＝錦寿司(佐伯寿司の昼食）＝佐伯城下町(歴史と文学の道自由散策）
＝麹の杜（お買物）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

自由

自由

1

2

3

ネタの大きさで有名
佐伯寿司…
豊後水道が育てた
プリプリ新鮮な魚を
厚く切ってシャリに
のせられたネタは、
シャリから落ちそう
なほど。

佐伯寿司（イメージ）※季節、仕入れ等により、ネタが変わることがあります。

自由

自由
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、バス代、
通行料、高速代、食事代（昼食１回）、入浴代、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社
もしくは同等クラス※入浴用タオルは、各自ご用意ください。※日田豆田町散策時の入場料等は各自負担となります。 
※昨年の九州豪雨により、慈恩の滝は滝裏へ回る遊歩道が一部崩壊しております。滝裏へは回ることができません。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝三日月の滝（見学）＝慈恩の滝（見学）＝彌助すし
（ひたん寿しの昼食）＝日田豆田町（自由散策）＝日田温泉（入浴）＝新門司港
〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由
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ひたん寿しは、たか菜巻を中心に
日田近郊の野菜や果物をネタに
した日田ならではのヘルシーな
野菜寿司です。
日田発祥元祖「たか菜巻」の味を
守る老舗で日田のご当地グルメ
をお楽しみ下さい。

九州の呼子と並んで全国的に有名なイカの
まち・須佐。須佐のイカ一本釣り漁師が獲っ
てきた剣先イカ「須佐男命（すさみこと）いか」
を活け造りでご堪能ください。

白と黒のストライプ模様の大断層
「ホルンフェルス」と北長門国定公園
の名勝「須佐湾」を爽快クルーズ。

日田のご当地グルメ！

ひたん寿しと日田温泉
ひたひた

ひたん寿し（イメージ）
※季節・仕入れ状況等により、料理内容が
　変更となる場合がございます。2021年

出発日

9月7日火7月25日日

自由

自由
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等
洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、遊覧船乗船代、消費税等諸税■利用バス会社：
サンデン観光バスもしくは同等クラス ※活けいか料理は、時化の状況等により、「いか活け造り」が
「地魚とイカの刺身盛り合わせ」に変更となる場合があります。※ホルンフェルスへのクルーズは、天候
・海上気象状況等により須佐湾内クルーズに変更となる場合があります。出航ができない際には、陸か
らのホルンフェルス観光へ変更となります。※萩城下町散策時の施設入場料は各自負担となります。 

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝須佐湾遊覧船（国指定名勝「須佐湾」の絶景を堪能！！）
＝好月旅館（須佐男命いか昼食）＝松陰神社（参拝）＝萩城下町（自由散策）＝
新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由
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2021年

出発日

7月 9月8日水18日日

9月9日木8月1日日7月15日木2021年

出発日

絶景！絶景！

大分県

33 33



1

往路（大阪南港→新門司港）・復路（新門司港→大阪南港）

※当社の責に帰さない事象により、配船が入れ替わり利用船タイプが変更になった際も、ツアーは実施し、旅行代金の変更はございません。

１便船１７：００発
フェリーふくおかII
フェリーきょうとII

往復（大阪南港⇆新門司港）

１便船１７：００発
フェリーふくおかII
フェリーきょうとII

往復（大阪南港⇆新門司港）

２便船１９：５０発
フェリーおおさかII
フェリーきたきゅうしゅうII

２便船１９：５０発
フェリーおおさかII
フェリーきたきゅうしゅうII

往路（大阪南港→新門司港）・復路（新門司港→大阪南港）

２便船１９：５０発
フェリーおおさかII
フェリーきたきゅうしゅうII

１便船１７：００発
フェリーふくおかII
フェリーきょうとII

おひとり様参加OK添乗員同行 （一部コースを除く）（一部コースを除く）

自由

自由
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行 ※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等
洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、
西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス※歩きやすい靴と服装でご参加ください。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝菊池渓谷（渓谷沿い散策）＝大観峰（阿蘇五岳を
一望）＝草千里（昼食・散策）＝阿蘇ファームランド（お買物）＝新門司港
〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由
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自由

自由
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行 ※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト
（２等洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、イルカウォッチング乗船代、消費税
等諸税■利用バス会社：タイガーバスまたはラビットバスもしくは同等クラス※船上ではライ
フジャケットの着用をお願いいたします。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝三角西港（散策）＝天草五橋（車窓）＝イルカマリン
ワールド【二江港～イルカウォッチング～口之津港】＝原城温泉真砂（昼食）
＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由
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2

3

自由

自由

昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉
料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光
バスグループ各社もしくは同等クラス※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※昨年の九州豪雨により、
慈恩の滝は滝裏へ回る遊歩道が一部崩壊しております。滝裏へは回ることができません。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝清水湧水（日本名水１００選）＝調音の滝公園（日本水
源の森１００選）＝大はら茶屋（花てぼ弁当の昼食）＝駐車場…桜滝（天瀬六瀑
の一つ）…駐車場＝慈恩の滝（裏見の滝）＝東椎屋の滝（日本の滝１００選）＝
新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由
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3

自由

自由
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等
洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、入洞代(2ヶ所)、入場料(臼杵石仏)、消費税等
諸税■利用バス会社：タイガーバスまたはラビットバスもしくは同等クラス ※歩きやすい靴と服装
でご参加ください。滑りやすいため足元には十分ご注意ください。※台風や集中豪雨などで増水した
場合は、鍾乳洞内へ入ることができない場合があります。 

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝＝稲積水中鍾乳洞（洞内見学）＝＝国宝臼杵石仏
（昼食・見学）＝＝風連鍾乳洞（洞内見学）＝＝新門司港〈２便船１９：５０発/
ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由
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3

全国でも珍しい水中鍾乳洞
「稲積水中鍾乳洞」と
全長500Ｍの閉塞型鍾乳洞
「風連鍾乳洞」を見学！

自由

自由
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～ 船中泊

船中泊

～新門司港（８：３０）＝秋芳洞（大鍾乳洞見学）…河童そば・安富屋（昼食）＝秋吉台カ
ルスト展望台（眺望見学）＝景清洞（洞内見学）＝大正洞（洞内見学）＝道の駅おふく
（於福温泉入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

自由

自由

1

2

3

秋吉台の地下100m、その南麓に開口
する日本屈指の大鍾乳洞「秋芳洞」洞
内の観光コースは約1km。鍾乳洞とし
ては日本最大規模。洞内には傘づくし、
青天井、千畳敷、百枚皿、黄金柱、五百
羅漢など数多くの見所があります。

天草の海の中、潮風に吹かれ
ながらのイルカウォッチング。
99％の確率で野生のバンドウ
イルカに出会えます。

※野生のイルカのため、
　必ず見られるとは限りません。

石仏としては我が国唯一の
国宝に指定されている「臼杵
石仏」へご案内。我が国を代
表する石仏群は必見。

大正洞：「地獄の入り口」「よろめき通路」
「獅子岩」など見所たくさん。  
　景清洞：平家の武将・大庭景清が潜んで
　いたと伝えられる洞窟。

納涼＆列車の旅納涼＆列車の旅

稲積水中鍾乳洞（イメージ）

臼杵石仏〈写真提供：大分県〉臼杵石仏〈写真提供：大分県〉

大分豊後鍾乳洞巡り
と臼杵石仏の旅
大分豊後鍾乳洞巡り
と臼杵石仏の旅

うすき

秋芳洞・百枚皿
〈写真提供：山口県〉

知る人ぞ知る滝と
湧水の里を巡ります。

桜滝（イメージ）桜滝（イメージ）

夏の滝めぐりと大はら茶屋
の花てぼ弁当の昼食

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉
料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、入洞代(3ヶ所)、入浴代、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄
観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※洞内
は途中リタイヤできません。約1kmのコースとなりますので、ご了承の上ご参加ください。※景清洞見学は観
光コース（約700m）となります。※台風や集中豪雨などで増水した場合は、鍾乳洞内へ入ることができない
場合があります。その際はコースを変更してツアーを実施します。※入浴用タオルは、各自ご用意ください。

「秋芳洞」と「大正洞」
「景清洞」三洞巡り
「秋芳洞」と「大正洞」
「景清洞」三洞巡り
「秋芳洞」と「大正洞」
「景清洞」三洞巡り

あきよしどうあきよしどう

かげきよどうかげきよどう

たいしょうどう

山口県

33

大分県

K-476K-475

K-478K-477

K-479

33

33 33

熊本県

熊本県
長崎県

福岡県
大分県

33

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

19,000円※2名様以上で参加の
　場合は18,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み） 24,800円※2名様以上で参加の
　場合は23,800円

※2才以上～未就学児の旅行代金は3,500円
　　〈バス席・入場料込み〉〈昼食は付きません〉

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

20,800円※2名様以上で参加の
　場合は19,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

19,000円※2名様以上で参加の
　場合は18,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

20,800円※2名様以上で参加の
　場合は19,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年

出発日

7月18日日 9月20日月8月30日月

2021年

出発日

7月20日火 9月12日日8月25日水

2021年

出発日

7月20日火 9月8月 29日水24日火

2021年

出発日

7月14日水 9月27日月8月22日日

花てぼ弁当（イメージ）

昼食は、地元で採れた
野菜や山菜などをふ
んだんに盛り込んだ
人気の「花てぼ弁当」。

イルヨっ！！

イルカウォッチング（イメージ）

天草にイルカはいるか！？天草にイルカはいるか！？

菊池渓谷と阿蘇草千里散策菊池渓谷と阿蘇草千里散策

菊池渓谷
〈写真提供：熊本県〉

草千里〈写真提供：熊本県〉

清涼感溢れる日本名水百選のひとつ「菊池渓谷」を散策。

2021年

出発日

7月 8月20日金30日金
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【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合があります。そのため見頃でない場合もあります。予めご了承ください。
当社ツアーは、団体特別料金適応ツアーにつき、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、ツーリスト（２等洋室）のベッド番号の指定、ベッドの上下段希望、およびレディースルームの希望には
お応えできません。ベッド指定等ご希望の際には、特別割引料金にて ファースト（１等船室）のご利用をお勧めいたします。バス席につきましては、原則ツアーお申込み順にお席を決めさせて
頂きます。バス席は相席・男女相席となる場合があります。前方席（１列目または２列目対応・指定は不可）ご希望は１日あたり５００円頂戴いたします。あしからずご了承ください。
【ご案内】船内にはレストラン・売店がございます。行程表・食事欄の「自由」は、お客様各自で船内施設をご利用ください。（※料金は旅行代金に含まれておりません。）
〈名門大洋フェリーのドック入り（船舶定期検査）のため配船が入れ替わることがございます。（詳しくは名門大洋フェリーホームページにてご確認ください。）〉

1便船／１６：００　2便船／１８：３０集合時間

大阪南港フェリーターミナル2階集合場所 ●表記の旅行代金はお一人様代金／小人同額（特別の場合は記載） 
●無賃幼児はバス席2,500円（3才以上）必要となります。 
●フェリー等級変更についてはお問い合わせください。

●表記の旅行代金はお一人様代金／小人同額（特別の場合は記載） 
●無賃幼児はバス席2,500円（3才以上）必要となります。 
●フェリー等級変更についてはお問い合わせください。

「○○のはなし」（イメージ）「○○のはなし」（イメージ）

観光列車「○○のはなし」
乗車と萩城下町散策
観光列車「○○のはなし」
乗車と萩城下町散策

まるまるまるまる

かんなわ

山口県

33

K-481K-480

K-483K-482

33

山口県
島根県

33

熊本県
佐賀県

33

大分県
熊本県

マスコットキャラクター「くろちゃん」
がペイントされた車体や丸い木の玉を
敷き詰めた「木のボールプール」、絵本コ
ーナーなどいたるところに遊び心満載。
全面展望のパノラマシートから眺める
ダイナミックな車窓は圧巻です。まるで
遊園地のような列車は、子どもから大人
まで時間を忘れさせてくれます。

ディーゼル機関車（DL）による牽引の観光列車 DL「やまぐち」号。
今では表舞台に立つことが少なくなったディーゼル機関車が、
期間限定で力強く豪快に走ります！

自由

自由
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行 ※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト
（２等洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、「○○のはなし」運賃、消費税等諸税
■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス※遅めの昼食と
なります。（13：30頃）※予約状況により、新下関駅→東萩駅間の乗車へ変更となりました。
※号車の指定はできません。※萩城下町散策時の入場料等は各自負担となります。

船中泊

船中泊

～新門司港（８：３０）＝新下関駅（９:５９発）+++観光列車「○○のはなし」乗車+++
東萩駅（１２:５７着）＝萩観光ホテル（はぎ御膳昼食）＝松陰神社（参拝）＝萩城下町
（自由散策）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

自由

自由

1

2

3

自由

自由
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト
（２等洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、DＬ「やまぐち号」乗車賃、消費税等
諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス※遅めの
昼食となります。（13：20頃）※予約状況により、津和野→新山口間の乗車となる場合があります。 

船中泊

船中泊

～新門司港（８：３０）＝新山口駅（１０:４８発）+++観光列車DL「やまぐち号」乗車
+++津和野駅（１２:５８着）＝津和野・松韻亭（昼食）…津和野街並み（散策）＝道
の駅長門峡＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

自由

自由

1

2

3

自由

自由

×

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（５：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト
（２等洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、SL人吉号乗車賃（熊本駅→鳥栖駅）、消費税等諸税
■利用バス会社：タイガーバスまたはラビットバスもしくは同等クラス ※SL人吉号(熊本駅→
鳥栖駅)は指定席利用。※号車の指定はできません。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝城彩苑（震災から復興中の熊本城を眺望）＝熊本駅
（１０:５０発）+++SL人吉号乗車（SL人吉号車内にて自由昼食となります。各
自熊本駅でお弁当などご購入ください。）+++鳥栖駅（１３:２４着）＝新門司港
〈１便船１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由

1

2

3

21,800円※2名様以上で参加の
　場合は20,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

自由

自由
×

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等
洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、特急あそぼーい！乗車賃（熊本駅→別府駅）、消費税等諸税
■利用バス会社：タイガーバスまたはラビットバスもしくは同等クラス ※昼食は自由昼食となり
ます。特急あそぼーい！車内もしくは鉄輪温泉街にて各自お召し上がりください。※入浴用タオル
は各自ご用意ください。※鉄輪温泉街散策時の施設入場料等は各自負担となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝熊本駅（９:０９発）+++特急あそぼーい！乗車+++別府
駅（１２:３２着）＝鉄輪温泉街（約３時間地獄めぐりや温泉入浴など各自自由
散策）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由

1

2

3

肥薩線応援企画！肥薩線応援企画！
都市部を走る♪
ＳＬ人吉号乗車への旅
都市部を走る♪
ＳＬ人吉号乗車への旅

SL人吉号（イメージ） 〈写真提供：熊本県観光連盟〉SL人吉号（イメージ） 〈写真提供：熊本県観光連盟〉

特急あそぼーい！（イメージ）特急あそぼーい！（イメージ）

特急あそぼーい！（イメージ）特急あそぼーい！（イメージ）

令和2年7月豪雨で被災した肥薩線沿線の応援企画として、「SL人吉」が鹿児島本線 熊本
駅～鳥栖駅間を走ります。肥薩線の魅力が詰まった「乗って楽しい」車内やSLの車窓から

の景色を、この機会に是非お楽しみください！

DLやまぐち号 〈写真提供：i西日本旅客鉄道株式会社〉

DL「やまぐち号」と
城下町・津和野散策

特急あそぼーい！乗車
と鉄輪温泉ぶらり散策
特急あそぼーい！乗車
と鉄輪温泉ぶらり散策

8月 9月17日金26日木2021年

出発日

8月 9月18日土27日金2021年

出発日

21,800円※2名様以上で参加の
　場合は20,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

8月28日土2021年

出発日22,800円※2名様以上で参加の
　場合は21,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

9月22日水2021年

出発日

20,000円※2名様以上で参加の
　場合は19,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

「ジャンボ♪小島くん」「ジャンボ♪小島くん」と行く！と行く！

本州最西端響灘や日本海に面し、心奪われる美しい海岸が続く山陰線。そこには、日本
と西洋をひき合わせた志士達の歴史や文化、美味しい海の幸やお酒など、見て、聞いて、
感じてみたいさまざまな「はなし」が息づいてます。美しい海岸線とともに、萩（は）・長門
（な）・下関（し）を辿り、思い出に残る「はなし」の旅をお楽しみください♪
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往路（大阪南港→新門司港）・復路（新門司港→大阪南港）

※当社の責に帰さない事象により、配船が入れ替わり利用船タイプが変更になった際も、ツアーは実施し、旅行代金の変更はございません。

１便船１７：００発
フェリーふくおかII
フェリーきょうとII

往復（大阪南港⇆新門司港）

１便船１７：００発
フェリーふくおかII
フェリーきょうとII

往復（大阪南港⇆新門司港）

２便船１９：５０発
フェリーおおさかII
フェリーきたきゅうしゅうII

２便船１９：５０発
フェリーおおさかII
フェリーきたきゅうしゅうII

往路（大阪南港→新門司港）・復路（新門司港→大阪南港）

２便船１９：５０発
フェリーおおさかII
フェリーきたきゅうしゅうII

１便船１７：００発
フェリーふくおかII
フェリーきょうとII

おひとり様参加OK添乗員同行 （一部コースを除く）（一部コースを除く）

堂崎天主堂（イメージ）堂崎天主堂（イメージ）
頭ヶ島教会
（イメージ）

鎧瀬溶岩海岸
〈写真提供：一般社団法人 長崎県観光連盟〉

若松大橋
（イメージ）

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

日程

1

2

4

3

行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※島内のみバスガイド付。■往復フェリー〈ツーリスト（２等
洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、宿泊代（１泊２食付）、食事代（朝食１回・昼食２回・夕食１回）、
九州商船高速船運賃、消費税等諸税（注）しまとく通貨3000円分を旅行代金の一部（上五島観光
交通のバス代）へ充当します。■利用バス会社：タイガーバスまたはラビットバスもしくは同等
クラス  島内は上五島観光交通 ※離島へのコースとなるため、海上気象等により利用予定便が欠
航となる場合には、利用便の変更、行程の変更、延泊の発生となる場合があります。※シングルルー
ムの数には限りがございます。※相部屋でのご予約はお受けできません。

船中泊

船中泊

自由

自由

自由

自由

朝
昼

昼
夕

民宿＝＝奈良尾神社（あこう大樹）＝＝高井旅ビーチ（車窓）＝＝鯛ノ浦教会
・ルルド（見学）＝＝青砂ヶ浦教会（見学）＝＝ビーチホテル浦（昼食）＝＝
有川港～～（九州商船高速船）～～佐世保港＝＝新門司港〈２便船１９：５０発
/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

～～新門司港（５：３０）＝（出島等散策）長崎港～（九州商船高速船）～有川港
＝割烹扇寿（昼食）＝龍馬ゆかりの地（見学）＝頭ヶ島教会・キリシタン墓地
（世界遺産見学）＝跡次展望（車窓）＝中ノ浦教会（車窓）＝若松大橋（車窓）
＝ホテルマルゲリータ奈良尾 ホテルマルゲリータ奈良尾 泊

ホテルマルゲリータ奈良尾 泊

GOTO TSUBAKI HOTEL 泊

GOTO TSUBAKI HOTEL 泊

（注）「しまとく通貨」タイアップ商品

大瀬崎断崖（イメージ）大瀬崎断崖（イメージ）

たっぷり五島列島への旅たっぷり五島列島への旅

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

～新門司港（５：３０）＝（出島等散策）長崎港～（九州商船高速船）～有川港＝有川
地区（昼食）＝龍馬ゆかりの広場（見学）＝頭ヶ島教会・キリシタン墓地（世界遺産
見学）＝海童神社（車窓）＝蛤浜ビーチ（見学）＝跡次展望台（車窓）＝中ノ浦
教会（車窓）＝ホテルマルゲリータ奈良尾
ホテル＝奈良尾神社（あこう樹見学）＝桐教会（見学）＝桐港～（ハリノメンド・キリシタ
ン洞窟クルージング）～江上教会（見学）～旧五輪教会（見学）～福江港＝五島コンカ
ナ王国（昼食）＝鬼岳(見学）＝鎧瀬溶岩海岸（見学）＝堂崎天主堂(見学）＝石田城跡・
武家屋敷通り（散策）＝GOTO TSUBAKI HOTEL

自由

自由

2

1

5

4

3

自由

昼
夕

朝
昼
夕

自由

朝
昼

■最少催行人数：20名■添乗員同行※島内のみバスガイド付。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、
バス代、通行料、高速代、宿泊代（１泊２食付×2泊）、食事代（朝食２回・昼食3回・夕食2回）、九州商船高速船運
賃、行程表記載の入場料、消費税等諸税（注）しまとく通貨5000円分を旅行代金の一部（GOTO TUBAKI 
HOTEL宿泊代）へ充当します。■利用バス会社：タイガーバスまたはラビットバスもしくは同等クラス 島内
は上五島観光交通・五島バス ※離島へのコースとなるため、海上気象等により利用予定便が欠航となる場合
には、利用便の変更、行程の変更、延泊の発生となる場合があります。※シングルルームの数には限りがござ
います。※相部屋でのご予約はお受けできません。

ホテル＝井持浦教会（ルルド見学）＝大瀬崎断崖展望所（見学）＝高浜ビーチ
（車窓）＝遣唐使ふるさと館（昼食・お買物）＝水ノ浦教会（車窓）＝福江港～～
（九州商船ジェットフォイル）～～長崎港＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト
（２等洋室）利用〉～～

キリシタン洞窟（イメージ）キリシタン洞窟（イメージ）

長崎夜景（イメージ）
〈写真提供：一般社団法人 長崎県観光連盟〉

長崎I･Kホテル 泊

（２便船）１８：３０集合  大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

日程

1

2

4

3

行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト
（２等洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、宿泊代（１泊朝食付）、食事代（朝食１回）、路面電車１日
乗車券２日分付、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしく
は同等クラス※第２日目昼食・夕食、第３日目昼食は、各自自由食※シングルルームの数には限
りがございます。※相部屋でのご予約はお受けできません。

船中泊

船中泊

自由

自由

自由

自由

～～新門司港（８：３０）＝＝ホテル（荷物をフロントに預けた後、解散）ーーーー
長崎電車１日乗車券で自由散策（希望者のみ中村くんと長崎市内を楽しく散
策）ーーーー長崎I･Kホテル（各自チェックイン）

ホテルーーー長崎電車１日乗車券で自由散策ーーーホテル（１５:００出発）＝

＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

朝
×

×
×

路面電車乗り放題！

人気添乗員の「お～い♪中村くん」と行く！人気添乗員の「お～い♪中村くん」と行く！

大自然と西洋文化が織りな
す祈りの島、「五島列島」を
たっぷり観光します。

長崎県

K-484

33

長崎県

K-486

一度訪ねるとまた訪れた
くなる…歴史と文化が息
づく港町「長崎」。「長崎さ
るく」にぴったりの季節。
夜は夜景ツアーにもご案
内します。（希望者のみ）

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

日程

1

2

4

3

行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※島内のみバスガイド付。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉
料金、バス代、通行料、高速代、宿泊代（１泊朝食付）、食事代（朝食１回・昼食２回・夕食１回）、九州商船
ジェットフォイル運賃、入場料（堂崎天主堂）、消費税等諸税（注）しまとく通貨3000円分を旅行代金の
一部（GOTO TUBAKI HOTEL宿泊代）へ充当します。■利用バス会社：タイガーバスまたはラビット
バスもしくは同等クラス  島内は五島バス ※離島へのコースとなるため、海上気象等により利用予定
便が欠航となる場合には、利用便の変更、行程の変更、延泊の発生となる場合があります。※シングル
ルームの数には限りがございます。※相部屋でのご予約はお受けできません。

船中泊

船中泊

自由

自由

自由

自由

朝
昼

弁
夕

ホテル＝＝大瀬崎断崖・灯台展望台（見学）＝＝井持浦教会・ルルド（見学）
＝＝魚藍観音展望所（見学）＝＝遣唐使ふるさと館（五島うどん昼食）＝＝
水ノ浦教会（車窓）＝＝福江港～（九州商船ジェットフォイル）～長崎港＝＝
新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

～～新門司港（５：３０）＝（出島等散策）長崎港～（九州商船ジェットフォイル・船内弁当
昼食）～福江港＝浦頭教会（見学）＝堂崎天主堂（見学）＝鬼岳（見学）＝鎧瀬溶岩海
岸（見学）＝福江城址・武家屋敷通り（散策）＝GOTO TSUBAKI HOTEL ※夕食は
ホテル近くの「椿茶屋」となります。（タクシー移動）

五島列島
「上五島中通島」への旅
五島列島
「上五島中通島」への旅

長崎県

K-485

33

五島列島
「福江島」への旅
五島列島
「福江島」への旅

K-487

長崎県

3333

（注）「しまとく通貨」
　　タイアップ商品

（注）「しまとく通貨」
　　タイアップ商品

2021年 9月20日月
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 80,800円 89,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

2021年 10月 8日金
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 56,800円 60,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

2021年 7月 8月20日金29日木
1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 29,800円 33,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

2021年 8月 10月21日木31日火
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 55,800円 63,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日



4

1便船／１６：００　2便船／１８：３０集合時間

大阪南港フェリーターミナル2階集合場所 ●表記の旅行代金はお一人様代金／小人同額（特別の場合は記載） 
●無賃幼児はバス席2,500円（3才以上）必要となります。 
●フェリー等級変更についてはお問い合わせください。

●表記の旅行代金はお一人様代金／小人同額（特別の場合は記載） 
●無賃幼児はバス席2,500円（3才以上）必要となります。 
●フェリー等級変更についてはお問い合わせください。

自由

自由

昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、バス代、通行料、
高速代、食事代（昼食１回）、マリンバス常栄丸・大入島観光フェリー運賃、入浴代、消費税等諸税■利用バス会社：タイガーバスまた
はラビットバスもしくは同等クラス※歩きやすい靴（登山靴またはハイキングシューズ）と服装でご参加ください。 ※入浴用タオル
は各自ご用意ください。※健康・体調管理には、ご自身で十分にご留意ください。※やよいの湯は温泉ではございません。※遠見山
展望所まで急な山道もございます。当日雨天・悪天候の場合は、シーサイドコースのウォーキングへ変更させていただきます。

船中泊

船中泊

～新門司港（５：３０）＝佐伯港～（マリンバス常栄丸）～堀切…大入島食彩館
…舟隠…大入島食彩館…遠見山展望所…石間港～（大入島観光フェリー）～
佐伯港＝佐伯回転すしマルマン(佐伯寿司の昼食）＝道の駅やよいの湯（入
浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

自由

自由

1

2

3

自由

自由

昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：12名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、
バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、入浴代、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バス
グループ各社もしくは同等クラス※歩きやすい運動靴（登山靴）と服装でご参加ください。※入浴用タオルは各自
ご用意ください。※健康・体調管理には、ご自身で十分にご留意ください。※軍手などの手袋をご持参下さい。
※道中は狭い道や鎖渡しがございます。体力・健康に自信のある方のご参加をお願いいたします。 ※当日雨天・悪
天候により、登山中止と判断した場合は、本耶馬渓ウォーキングへ変更させていただきます。

船中泊

船中泊

～新門司港（８：３０）＝本耶馬渓公共駐車場…青の洞門…一の峰…二の峰…三の峰…
恵比寿岩…鬼面岩…妙見岩…鉾岩…釣鐘岩…陣の岩・馬の背…弘法寺…本耶馬渓
公共駐車場＝洞門パティオ（バイキング昼食）・耶馬渓橋等散策＝薦神社（参拝）＝
金色温泉（入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

自由

自由

1

2

3

トレッキング展望（イメージ）トレッキング展望（イメージ）

峰・岩・谷の天空さんぽ

自然の神秘を間近に感じる不思議
な奇岩の数々。四季折々の美しい
大自然の迫力を味わいます。

峰・岩・谷の天空さんぽ さいき・大入島ハイキング
と佐伯寿司の昼食

峰・岩・谷の天空さんぽ
～競秀峰トレッキング～競秀峰トレッキング～競秀峰トレッキング

自由

自由

弁

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、バス代、通行
料、高速代、食事代（昼食弁当１回）、入場料（千仏鍾乳洞・目白鍾乳洞）、消費税等諸税■利用バス会社：タイガーバスまたは
ラビットバスもしくは同等クラス※雨具・歩きやすい靴（登山靴またはハイキングシューズ）と服装でご参加ください。 
※健康・体調管理には、ご自身で十分にご留意ください。※千仏鍾乳洞は、草履に履き替えて見学となります。水の中を歩く
ため、膝下まで水につかります。貸出用の草履利用もしくは各自草履をご持参ください。※門司港レトロ散策時の施設入場
料等は各自負担となります。※当日雨天・雷注意報発令等により登山中止と判断した場合は、行程が変更となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝平尾台/吹上峠（標高３７０m)…大平山（おおへらやま標高
５８７m)…〈九州自然歩道〉…中峠…茶ヶ床園地…目白鍾乳洞（見学）…千仏鍾乳
洞（神秘的な洞窟体験）…駐車場＝平尾台自然の郷（見学）＝門司港レトロ（自由
散策）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由

1

2

3

平尾台は山口県の秋吉台（あきよしだい）
とならぶ日本有数のカルスト台地で、
天然記念物・国定公園・県立自然公園に
指定されています。大平山、ドリーネ、

ピナクルが羊の群羊の群れのよう
に見える羊群原（ようぐんばる）
のカルスト台地など平尾台を満喫
できるルートを歩きます。

平尾台〈写真提供：福岡県〉平尾台〈写真提供：福岡県〉

夏の平尾台と鍾乳洞巡り夏の平尾台と鍾乳洞巡り

軽登山ツアー

ホテルルートイン佐伯駅前 泊

幻想の臼杵石仏火祭り
と佐伯城下町散策
幻想の臼杵石仏火祭り
と佐伯城下町散策

臼杵石仏火祭り（イメージ）

かがり火と
　松明の火が、
一帯を幽玄の世界へ。

自由

自由

×
夕

朝
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（５：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行 ※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、バス代、
通行料、高速代、宿泊代（1泊朝食付）、食事代（朝食１回・昼食１回・夕食１回）、湯布院温泉入浴代、消費税等諸税■利用バス
会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※第２日目
昼食は各自自由食※ホテルはシングルルームもしくはツインルームとなります。※中津城付近・臼杵・佐伯城下町散策時
の入場料等は各自負担となります。※雨天等により、臼杵石仏火祭りが中止となった際もツアーは実施します。

船中泊

船中泊

ホテル＝＝佐伯城下町（歴史と文学の道自由散策）＝＝麹の杜（お買物）＝＝ゆ
ふいん山水館（昼食・湯布院温泉入浴）＝＝新門司港〈１便船１７：００発/ツーリスト
（２等洋室）利用〉～～

自由

自由

1

3

～～新門司港（８：３０）＝＝中津城付近（自由散策）＝＝宇佐神宮（参拝・自由昼食）
＝＝臼杵（仁王座歴史の道自由散策）＝＝臼杵石仏火まつり見学（夕食・見学）
＝＝佐伯市内・ホテルルートイン佐伯駅前

2

4

福岡県長崎県33

33

登山ツアー

大分県

15

大分県

33
大入島（イメージ）

おおにゅうじまおおにゅうじま

佐伯湾に浮かぶひょうたん型の
離島「大入島」。ゆったり流れる
島時間をお楽しみください。

延岡市・佐伯市
観光旅行造成事業

長崎市条例により軍艦島上陸に関しては、自然条件・安全基準を満たさないと上陸できません。安全基準を
クリアする日は、年間約１００日程度と想定されています。軍艦島に上陸が出来ない場合は、軍艦島クルーズ
（海上からの見学のみ）になる場合や、クルーズ自体が中止される場合もあります。（ご乗船当日の判断）そ
の場合は差額（軍艦島クルーズ２５０円、クルーズ中止３８５０円）をご返金致します。また上陸しても見学でき
るのは一部のみとなります。安全管理の都合上、上陸に際し、船会社に誓約書の提出が必要となります。
※長崎市条例が定める桟橋利用禁止（上陸不可）の基準は以下のいずれかに該当する場合です。
１、風速５ｍ以上　２、波が０．５ｍ以上　３、視程５００ｍ以下  ※小学生未満の幼児は上陸できません。
※その他長崎市条例・船会社による規約の遵守が求められます。

自由

自由
×

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉
料金、バス代、通行料、高速代、軍艦島クルーズ料金、軍艦島上陸料金、消費税等諸税■利用バス会社：タイガ
ーバスまたはラビットバスもしくは同等クラス※長崎市内散策時の施設入場料等は各自負担となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝＝長崎港～～軍艦島上陸（見学）～～長崎港＝＝
長崎市内（自由昼食・自由散策）＝＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト
（２等洋室）利用〉～～

自由

自由

1

2

3

日本の近代史を支えてきた
炭鉱の島

軍艦島（イメージ）

軍艦島上陸コース
世界遺産「明治日本の産業革命遺産」世界遺産「明治日本の産業革命遺産」

レベル表はあくまでもご参考
ですので自分の体力・経験に
合わせて選びましょう。

【初級】
【中級】
【上級】

ウォーキング・低山ハイキングレベル
高山での歩行、多少の岩場や悪路があり注意を怠れば多少の危険が伴うレベル
中級コース参加経験者で、技術・体力に自己責任が持てる方対象

1
2
3

初心者でもご参加いただけるコース
体力には少し自信があり、日頃から運動に親しまれている方のコース
高低差も大きく、歩行距離・行動時間の長い、比較的体力を必要とするコース

体力レベル技術レベル

中級技術レベル 2体力レベル 歩行約5.0km・約3時間

上級技術レベル

2体力レベル

歩行約3.0km
　 ・約2時間

中級技術レベル 2体力レベル 歩行約6.0km・約2時間30分

コースレベルについて

K-488 K-489

K-490

K-492

K-491

大分県33

出発日の１４日前までにご入金なき場合はキャンセル扱いとさせていただきます。

軍艦島上陸にあたって（お申し込み前に必ずお読み下さい）

2021年 8月27日金
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 32,800円 34,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

20,800円※2名様以上で参加の
　場合は19,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

21,800円※2名様以上で参加の
　場合は20,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

26,800円※2名様以上で参加の
　場合は25,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年 7月 9月 5日日11日日
出発日

2021年 9月15日水
出発日

2021年 10月28日木9月29日水
出発日

23,800円※2名様以上で参加の
　場合は22,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年 7月 9月25日土24日土
出発日

ハイキングツアー
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おひとり様参加OK添乗員同行 （一部コースを除く）（一部コースを除く）

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

日程

1

2

4

3

行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等
洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、宿泊代（１泊朝食付）、食事代（朝食1回・昼食2回）、入場料（知覧
特攻平和会館・ミュージアム知覧）、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグル
ープ各社もしくは同等クラス※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※知覧城跡は、標高170m
の山城となり、初級レベルのハイキングとなります。（片道約２０分）※第２日目夕食は各自自由食
※ホテルはシングルルームもしくはツインルームとなります。

船中泊

船中泊

自由

自由

自由

自由

朝
昼

昼
×

ホテル＝＝鹿児島城（日本１００名城）＝＝八代グランドホテル（昼食）＝＝
八代城跡（続日本１００名城）＝＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等
洋室）利用〉～～

～～新門司港（５：３０）＝＝知覧特攻平和会館（見学）…ミュージアム知覧（見
学）…桜見亭（昼食）＝＝知覧城跡（続日本１００名城）＝＝ホテルタイセイアネ
ックス

つえたて温泉スペシャルつえたて温泉スペシャル

ひぜんや 泊

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝＝中津城付近（自由散策）＝＝宇佐神宮（参拝・自由昼
食）＝＝道の駅水辺の郷おおやま（お買物）＝＝つえたて温泉ひぜんや

ホテル＝＝大観峰（阿蘇五岳一望！）＝＝日本料理さか本（昼食）＝＝草千里
（散策）＝＝阿蘇ファームランド（お買物）＝＝新門司港〈２便船１９：５０発/
ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由

1

2

4

3
自由

自由
×
夕

朝
昼

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。 ■往復フェリー〈ツーリスト（２等
洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、宿泊代（１泊２食付）、食事代（朝食１回・昼食１回・夕食１回）、
入湯税、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス
※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※中津城付近散策時の入場料等は各自負担となります。
※このコースは2名様以上でお申込みください。※第２日目昼食は各自自由食

八百万ダイニング
（イメージ）

ひぜんや外観（イメージ）

熊本県と大分県の県境に佇む
５つ星の宿「ひぜんや」にお泊
り。今回はリニューアルした
八百万ダイニングにてバイキ
ング夕食！目でも耳でも楽
しめるオープンキッチンで、
出来立てのお料理をお楽し
み下さい。また源泉11本、多
彩な温泉湯めぐりで贅沢な
時間をお過ごし下さい。

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝＝原城跡（続日本１００名城）＝＝原城温泉真砂（昼
食）＝＝雲仙地獄巡り（散策）＝＝仁田峠（雲仙ロープウェイで大パノラマを
空中散歩）＝＝島原温泉南風楼

ホテル＝＝＝島原城下町(自由散策）＝＝＝島原外港～～（九商フェリー）～
～熊本港＝＝＝桜の馬場 城彩苑（自由見学・自由昼食）＝＝＝新門司港〈２便
船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由

1

2

4

3
自由

自由
昼
夕

朝
×

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。 ■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉
料金、バス代、通行料、高速代、宿泊代（１泊２食付）、食事代（朝食１回・昼食１回・夕食１回）、九商フェリー運賃、
雲仙ロープウェイ運賃、入湯税、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もし
くは同等クラス※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※島原城下町散策・桜の馬場城彩苑見学時の施設入
場料等は各自負担となります。※悪天候等により雲仙ロープウェイが運休する場合がございます。※第3日目
昼食は各自自由食※シングルルームの数には限りがございます。※相部屋でのご予約はお受けできません。

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

日程

1

2

4

3

行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト
（２等洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、宿泊代（１泊朝食付）、食事代（朝食1回・昼食2回）、
入場料（島原城・平戸城・唐津城）、消費税等諸税■利用バス会社：タイガーバスまたはラビット
バスもしくは同等クラス ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※大村城下町・島原城下町
散策時の施設入場料等は各自負担となります。※第２日目夕食は各自自由食※ホテルはシングル
ルームもしくはツインルームとなります。

船中泊

船中泊

自由

自由

自由

自由

朝
昼

昼
×

ホテル＝＝平戸城（日本１００名城）＝＝平戸瀬戸市場（昼食）＝＝名護屋城跡
（日本１００名城）＝＝唐津城（続日本１００名城）＝＝新門司港〈２便船１９：５０発/
ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

～新門司港（５：３０）＝玖島城跡・大村城下町（自由散策）＝原城温泉 真砂
（昼食）…原城跡（続日本１００名城）＝島原城（日本１００名城）・島原城下町
（自由散策）＝ホテルルートイン諫早インター

原城跡（イメージ）原城跡（イメージ）

唐津城
〈写真提供：佐賀県〉

西九州名城跡巡り西九州名城跡巡り

ホテルルートイン諫早インター 泊

八代城跡（イメージ）

鹿児島城（別名：鶴丸城）御楼門
〈写真提供:鹿児島県 文化振興課〉

ホテルタイセイアネックス 泊

南九州名城跡巡り南九州名城跡巡り2

33

K-493 K-494

K-495 K-496

33

長崎県
熊本県

熊本県
大分県

33

熊本県
鹿児島県

33

長崎県
佐賀県

雲仙地獄〈写真提供：長崎県〉雲仙地獄〈写真提供：長崎県〉

島原温泉（イメージ）

妙見山頂より雲仙を望む
〈写真提供：長崎県〉

雲仙ロープウェイに乗車！
海抜1300ｍの上空を
                    空中散歩♪

たっぷり島原半島への旅たっぷり島原半島への旅

「島原城下町」や熊本「城彩苑」など
の散策！また、島原外港から熊本港
までの九商フェリーではカモメの
餌付けが出来ます。

※1名様１室及び相部屋での
　ご予約はお受けできません。

7月15日木 9月23日木8月31日火2021年

２～4名1室利用
（現地ホテル） 35,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

9月 9日木2021年

1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 37,800円 39,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日7月 9月15日水28日水2021年

1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 34,000円 36,000円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

2021年

8月

9月26日日
4日水

２～4名1室利用（現地ホテル） 1名1室利用（現地ホテル）

38,800円 45,800円
35,800円 42,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）出発日

 

南風楼 泊

往路（大阪南港→新門司港）・復路（新門司港→大阪南港）

※当社の責に帰さない事象により、配船が入れ替わり利用船タイプが変更になった際も、ツアーは実施し、旅行代金の変更はございません。

１便船１７：００発
フェリーふくおかII
フェリーきょうとII

往復（大阪南港⇆新門司港）

１便船１７：００発
フェリーふくおかII
フェリーきょうとII

往復（大阪南港⇆新門司港）

２便船１９：５０発
フェリーおおさかII
フェリーきたきゅうしゅうII

２便船１９：５０発
フェリーおおさかII
フェリーきたきゅうしゅうII

往路（大阪南港→新門司港）・復路（新門司港→大阪南港）

２便船１９：５０発
フェリーおおさかII
フェリーきたきゅうしゅうII

１便船１７：００発
フェリーふくおかII
フェリーきょうとII
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【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合があります。そのため見頃でない場合もあります。予めご了承ください。
当社ツアーは、団体特別料金適応ツアーにつき、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、ツーリスト（２等洋室）のベッド番号の指定、ベッドの上下段希望、およびレディースルームの希望には
お応えできません。ベッド指定等ご希望の際には、特別割引料金にて ファースト（１等船室）のご利用をお勧めいたします。バス席につきましては、原則ツアーお申込み順にお席を決めさせて
頂きます。バス席は相席・男女相席となる場合があります。前方席（１列目または２列目対応・指定は不可）ご希望は１日あたり５００円頂戴いたします。あしからずご了承ください。
【ご案内】船内にはレストラン・売店がございます。行程表・食事欄の「自由」は、お客様各自で船内施設をご利用ください。（※料金は旅行代金に含まれておりません。）
〈名門大洋フェリーのドック入り（船舶定期検査）のため配船が入れ替わることがございます。（詳しくは名門大洋フェリーホームページにてご確認ください。）〉

1便船／１６：００　2便船／１８：３０集合時間

大阪南港フェリーターミナル2階集合場所 ●表記の旅行代金はお一人様代金／小人同額（特別の場合は記載） 
●無賃幼児はバス席2,500円（3才以上）必要となります。 
●フェリー等級変更についてはお問い合わせください。

●表記の旅行代金はお一人様代金／小人同額（特別の場合は記載） 
●無賃幼児はバス席2,500円（3才以上）必要となります。 
●フェリー等級変更についてはお問い合わせください。

フェリー等級変更プラン〈片道・おひとり様〉〈小人半額〉※いずれも事前申し込みの料金となっております。（出発日当日以降は、通常追加料金となります。）

定　員

２名

１～４名

１０～３０名

２～３名
テレビ・バス・トイレ・ゆかた・
ドライヤー・冷蔵庫・茶器セット・
タオルセット・スリッパ

テレビ・バス・トイレ・ゆかた・
ドライヤー・冷蔵庫・茶器セット・
タオルセット・スリッパ

スリッパ

テレビ・ゆかた・茶器セット・
タオルセット・スリッパ

〈船名〉
おおさかII

きたきゅうしゅうII

定　員 追加料金（片道・おひとり様）
等　級

（２０２１年７/1以降通常期の運賃料金）

シティライントラベルツアー参加者特別料金

追加料金（片道・おひとり様）
シティライントラベルツアー参加者特別料金等　級

（２０２１年７/1以降通常期の運賃料金）

バイキング 大人７５０円・小人５００円
幼児（4～5歳）２５０円

夕食

朝食

バイキング 大人１,６００円・小人１,１００円
幼児（4～5歳）５００円

おおさかII／きたきゅうしゅうII
ふくおかII／きょうとII

夕食

朝食

バイキング 大人１,６００円・小人１,１００円
幼児（4～5歳）５００円

軽 朝 食（大人・小人３００円、幼児無料）
（夕・朝バイキングセット券：大人２,１５０円 　小人・幼児の販売はございません。）

展 望

1便船
2便船

ご 内案

（片道・おひとり様１９,４７０円）

（片道・おひとり様１９,４７０円）

（片道・おひとり様１９,４７０円）

（片道・おひとり様１３,８２０円）

（片道・おひとり様１３,８２０円）

（片道・おひとり様７,８００円）

（片道・おひとり様８,３２０円）

２名

１～４名

１４～２８名

２～３名
テレビ・バス・トイレ・ゆかた・
ドライヤー・冷蔵庫・茶器セット・
タオルセット・スリッパ

テレビ・バス・トイレ・ゆかた・
ドライヤー・冷蔵庫・茶器セット・
タオルセット・スリッパ

スリッパ

テレビ・ゆかた・茶器セット・
タオルセット・スリッパ

〈船名〉
ふくおかII
きょうとII

ファースト（１等洋室）

デラックス（特等室）

スイート（特別室）

基本利用
ツーリスト（２等洋室）

※キャビンタイプ

ファースト（１等船室）

デラックス（特等室）

スイート（特別室）

ツーリスト（２等洋室）
※キャビンタイプ

９,５００円

３,５００円

９,５００円
ルームチャージ５,０００円別途ルームチャージ５,０００円別途

（片道・おひとり様１９,４７０円）
ルームチャージ５,０００円別途

基本利用

９,５００円

３,５００円

９,５００円

※お部屋タイプの指定はお受けできません。お部屋タイプはお客様の
   参加人数及び船の予約状況により、当社が決めさせていただきます。
※お部屋タイプの指定はお受けできません。お部屋タイプはお客様の
   参加人数及び船の予約状況により、当社が決めさせていただきます。

ルームチャージ５,０００円別途

スイート（特別室）スイート（特別室） デラックス（特等室）デラックス（特等室）

スイート（特別室）スイート（特別室） デラックス（特等室）デラックス（特等室）

ファーストB（１等和洋室）
※部屋タイプ一例
ファーストB（１等和洋室）
※部屋タイプ一例

ツーリスト（２等洋室）ツーリスト（２等洋室）
※キャビンタイプ
ツーリスト（２等洋室）ツーリスト（２等洋室）
※キャビンタイプ

ツーリスト（２等洋室）ツーリスト（２等洋室）
※キャビンタイプ
ツーリスト（２等洋室）ツーリスト（２等洋室）
※キャビンタイプ

ファースト（１等洋室）ファースト（１等洋室）ファースト（１等洋室）

設　備

設　備１便船
＜１７：００発＞
追加料金

（おひとり様）

２便船
＜１９：５０発＞
追加料金

（おひとり様）

岳切渓谷…一枚岩の岩盤を流れ
る清流が約2kmにわたって続き、
素足で沢歩きが愉しめます。

国東・花の岬のひまわり畑と
岳切渓谷ウォーク

国東・花の岬のひまわり畑と
岳切渓谷ウォーク

自由

自由

昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（１便船）１６：００集合  大阪南港〈１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、バス
代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もし
くは同等クラス ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※溝口竈門神社は、大型バス進入不可の為、交差点付近で
乗降となり、徒歩での移動となります。（片道15分）※鉄輪温泉街散策時の施設入場料等は各自負担となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝＝荘八幡神社（鈴石見学）＝＝宝満宮竈門神社（参
拝）＝＝交差点…徒歩１５分…溝口竈門神社（参拝）…徒歩１５分…交差点＝＝
こがね荘（昼食）＝＝別府八幡竈門神社（参拝）＝＝鉄輪温泉街（自由散策）＝
＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由

1

2

3

たっきり

くにさき

たっきり

くにさき

岳切渓谷
〈写真提供：大分県〉

自由

自由
昼

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事

（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、バス代、
通行料、高速代、食事代（昼食１回）、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等
クラス ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※沢歩きは、浅瀬ですが滑りやすいため十分にご注意ください。

船中泊

船中泊

～新門司港（８：３０）＝長崎鼻（香々地のひまわり鑑賞)＝かくまさ（昼食）＝岳切渓谷
（涼しげな渓谷沿いの遊歩道をウォーキング）＝西椎屋の景（宇佐のマチュピチュ
展望所）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

自由

自由

1

2

3

福岡県
大分県

K-497 K-498

15 33

ウォーキングツアー

大分県 3333
溝口竈門神社（イメージ）

竈門神社巡りと
鉄輪温泉散策

かまどかまど

かんなわかんなわ

※船内でご利用いただける特典の
　「５００円食事割引券」の配布は、
　当面の間中止します。

バス１台につき定員を最大15名様までに制限します。 バス１台につき定員を最大33名様までに制限します。

聖地巡礼旅！聖地巡礼旅！

19,800円※2名様以上で参加の
　場合は18,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

8月 9月2日木22日日2021年

出発日

18,800円※2名様以上で参加の
　場合は17,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年 8月 4日水
出発日

初級技術レベル

1体力レベル

歩行約2.0km・約40分


