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新造船進水式と
萩観光ホテルの昼会席
新造船進水式と
萩観光ホテルの昼会席

新造船進水式と名旅館
「大谷山荘」の昼会席
新造船進水式と名旅館
「大谷山荘」の昼会席

進水式（イメージ）進水式（イメージ）

以下の進水式ツアー2コース（ K-499・ K-500）は、令和3年9月7日（火）の
午前9：00より電話のみにて予約を開始いたします。事前受付や FAXに
よる予約は受付いたしておりません。予めご了承ください。

山口県

K-500K-499

24,500円※2名様以上で参加の
　場合は23,500円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

10月 7日木 25,500円※2名様以上で参加の
　場合は24,500円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

10月 7日木 限定募集限定募集

船中泊

船中泊

×
昼
×

×

×

（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

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、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 ※歩きやすい靴と服装で
ご参加ください。※新造船内の見学はできません。 ※三脚の利用は不可となっております。 
※大谷山荘の入浴につきましては、フェイスタオル・バスタオルの貸し出しがございます。
※唐戸市場見学時・青海島散策時の施設入場料等は各自負担となります。

～～新門司港（５：３０/６：３０下船）＝火の山公園展望台(見学)＝唐戸市場（自
由見学）＝三菱下関造船所（名門大洋フェリー２０２２年3月就航予定の新造船
の進水式を見学）＝大谷山荘（昼会席のお食事と入浴）＝青海島（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〉～～船中泊

船中泊

×
昼
×

（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

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、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 ※歩きやすい靴と服装で
ご参加ください。 ※新造船内の見学はできません。 ※三脚の利用は不可となっております。 
※萩観光ホテルの入浴につきましては、フェイスタオルの貸し出しがございます。※唐戸市場
見学時・萩城下町散策時の施設入場料等は各自負担となります。

～～新門司港（５：３０/６：３０下船）＝和布刈神社…関門人道トンネル…徒歩約１５分…下関出
口＝唐戸市場（自由見学）＝三菱下関造船所（名門大洋フェリー２０２２年3月就航予定の新
造船の進水式を見学）＝萩観光ホテル（昼会席のお食事と入浴）＝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〉～～

昼食（イメージ）

昼食（イメージ）昼食（イメージ）

※料理内容は、季節・仕入れ状況等により変更となる場合があります。

●前肴/胡麻豆腐、季節の白和え ●造り/鯛、平ソ、焼メ鰆 ●合肴/ふぐ刺し
●鍋/すき焼き ●焼物/鮑のおどり焼 ●揚物/まふぐ唐揚、松葉そば　       
●食事/山口県産コシヒカリ ●汁物/赤だし ●香の物/三種盛
●水物/小野茶プリン、果物（ぶどう・りんご）

〈
秋
会
席
〉

大
谷
山
荘

※料理内容は、季節・仕入れ状況等により変更となる場合があります。

●前菜／季節の前菜三種 ●造里／お勧め三種盛
●蒸物／大和蒸し ●酢物／河豚の薄造り
●揚物／小ふくの天婦羅 ●煮物／旬魚の煮魚
●炉物／むつみ豚のしゃぶ鍋 ●台物／蚫の踊り焼     
●食事／五目釜飯 ●椀物／清汁 ●香物／二種 
●デザート／季節のデザート

〈
お
品
書
き
〉
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×

×

進水式ツアー予約開始進水式ツアー予約開始
今後の感染状況によっては、政府や自治体等の発表を踏まえて、現地受入の人数制限
や受入中止になる場合があります。その際、受付開始前や出発直前であっても、ツアー
の募集定員削減や催行を取りやめる場合がありますので、予めご了承ください。

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2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。

名門大洋フェリーオリジナルグッズプレゼント♪ 名門大洋フェリーオリジナルグッズプレゼント♪



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

1

右頁の就航日記念ツアー3コース
（ K-501・K-502・K-503）は、

令和3年11月1日（月）の午前9：00より
電話のみにて予約を開始いたします。

事前受付やFAXによる予約は
受付いたしておりません。
予めご了承ください。

右頁の就航日記念ツアー3コース
（ K-501・K-502・K-503）は、

令和3年11月1日（月）の午前9：00より
電話のみにて予約を開始いたします。

事前受付やFAXによる予約は
受付いたしておりません。
予めご了承ください。

新造船
「フェリーきょうと」

就航!!

新造船
「フェリーきょうと」

就航!!

内装デザインのコンセプトは、
日本の情緒を感じさせる『古都のたたずまい』

※画像はイメージです。

2021年12月16日(木)
大阪南港19：50発
下り２便 運航開始

就航日
記念ツアー
予約開始

就航日
記念ツアー
予約開始

パウダールームパウダールームツーリストツーリスト

ファーストSファーストSファーストＪファーストＪ

スイートスイート

案内所・売店案内所・売店プロムナードプロムナード

ＴＶラウンジＴＶラウンジエントランスエントランス

展望ラウンジ展望ラウンジ展望ラウンジエントランスエントランス

新造船 就航日記念ツアー新造船 就航日記念ツアー「フェリーきょうと」利用プラン「フェリーきょうと」利用プラン
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）

スーペリアスーペリアNew!



【お知らせとおことわり】紅葉、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。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。）〉 2

K-503

K-502

K-501

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/新造船フェリーきょうと/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 ※歩きやすい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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝高塚愛宕地蔵尊（参拝）＝瀬音・湯音の宿浮羽（昼
食・天ヶ瀬温泉入浴）＝豊後森機関庫公園（見学）＝新門司港〈２便船１９：５０発
/新造船フェリーきょうと/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

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/新造船フェリーきょうと/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※歩きやすい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。 ※豊前街道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）＝肥後民家村（見学）＝山鹿温泉清流荘（昼食・入浴）
＝豊前街道（八千代座やさくら湯など自由散策）＝新門司港〈２便船１９：５０発
/新造船フェリーきょうと/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

大分県

熊本県

高塚愛宕地蔵尊と天ヶ瀬温泉高塚愛宕地蔵尊と天ヶ瀬温泉

佐賀バルーンミュージアムと古湯温泉佐賀バルーンミュージアムと古湯温泉

26,500円※2名様以上で参加の
　場合は25,500円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

12月 16日木

25,800円※2名様以上で参加の
　場合は24,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

12月 16日木

24,500円※2名様以上で参加の
　場合は23,500円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

12月 16日木

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/新造船フェリーきょうと/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）、入場料（佐賀バルーンミュージアム）、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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝佐賀バルーンミュージアム（見学）＝古湯温泉
ONCRI（昼食・入浴）＝JA糸島産直市場 伊都菜彩（お買物）＝新門司港〈２便
船１９：５０発/新造船フェリーきょうと/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

昼食（イメージ）

昼食（イメージ）昼食（イメージ）山鹿温泉（イメージ）山鹿温泉（イメージ）

八千代座
〈写真提供：熊本県〉

築100年を超える芝居小屋「八千代座」（重要文
化財）は、江戸時代の建築様式を受け継いだ職人
たちが、その粋を尽くして築き上げた芝居小屋。

佐賀県
福岡県
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古湯温泉（イメージ）

昼食（イメージ）昼食（イメージ）

天ヶ瀬温泉（イメージ）天ヶ瀬温泉（イメージ）

佐賀バルーンミュージアム（イメージ）
〈写真提供：佐賀県観光連盟〉
佐賀バルーンミュージアム（イメージ）
〈写真提供：佐賀県観光連盟〉

「佐賀バルーンミュージアム」は、天気に左右されず、いつ
でもバルーンを体感できる日本初のミュージアム。

脊振山の懐、渓流
と四季折々の野草、
野鳥がさえずる
古湯温泉にて
昼食・入浴。

神仏混淆の形式をそのまま残している珍しい地蔵尊として
知られる「高塚愛宕地蔵尊」は、諸事祈願成就に大変ご利益
があるとして年中たくさんの参拝の人々が訪れています。

別府、湯布院と並ぶ
豊後三大温泉のひとつ
である天ケ瀬にある
「瀬音・湯音の宿 浮羽」
にて昼食・入浴。

高塚愛宕地蔵尊〈写真提供：大分県〉高塚愛宕地蔵尊〈写真提供：大分県〉

「フェリーきょうと」利用プラン「フェリーきょうと」利用プラン
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。

山鹿温泉「清流荘」の昼食と豊前街道散策山鹿温泉「清流荘」の昼食と豊前街道散策
名門大洋フェリーオリジナルグッズプレゼント♪

名門大洋フェリーオリジナルグッズプレゼント♪

やまがやまが

※昨年度のお品書きとなり、今年度は料理内容が変更となります。

●前菜／南関稲荷寿司、占地土佐和え、柿の木茸と笹身霙和え、揚げ銀杏、
辛子蓮根 ●吸物／胡麻豆腐、鯛、梅人参、柚子、つる菜 ●造り／季節の
お造り ●焚合／鶏丸、葱、法蓮草、舞茸、梅人参 ●焼物／豚スペアリブ 
●箸休／雲子茶碗蒸し、ポン酢餡 ●鍋物／鯛鍋 ●食事／白飯 
●香の物／三種 ●止椀／赤出汁 ●甘味／きな粉のパンナコッタ

〈
お
品
書
き
〉

※昨年度のお品書きとなり、今年度は料理内容が変更となります。

●食前酒／柚子蜜酒 ●珍味／四種器盛：白菜すり流しポン酢ジュレ、六方蕪、鶏味噌、山吹玉子、
なまこの吟醸漬け ●先付／袖子豆乳豆腐、旨味アン、ワサビ ●刺身／三種盛：寒八、梶木鮪、 
有頭甘海老、妻一式 ●吸物／蒲鉾、なめこ、三つ葉、柚子皮 ●蒸物／茶碗蒸し ●蓋物／赤魚
野菜蒸し、大根、人参、椎茸 ●焼物／山女魚塩焼き、レモン、はじかみ ●油物／黒毛和牛サーロイン、
ピーマン、パブリカ ●鍋物／天領餅豚鍋、法蓮草、人参、エノキ、ネギ、牛蒡 ●水物／オレンジ、パセリ  
●酢物／蟹爪、蛸足、なます、レモン ●食事／大分県産米、香の物

〈
お
品
書
き
〉

※料理内容は、季節・仕入れ状況等により変更となる場合があります。

●曲鉢／佐賀＆田舎の小鉢物、七山玉子豆腐、海茸粕漬け、ぜんまいと油揚
げの旨煮、法蓮草と椎茸のお浸し、もずく山芋とろろ、里芋の田楽、茄子と生姜
の揚げ煮、烏賊柚子塩辛和え ●造り／福岡長浜市場直送造り盛り合わせ  
佐賀蔵元丸秀刺身醤油と共に ●蒸し物／焼き茄子利休玉地蒸し ●台の
物／佐賀県産牛と三瀬鶏のもも肉  地野菜を添えて ●食事／佐賀県産米
夢しずく ●留椀／十穀米の田舎味噌汁 ●香の物 ●果物／旬のフルーツ

〈
お
品
書
き
〉

明治からの歴史を誇る、山鹿温泉郷老舗
の和風旅館「清流荘」にて昼食・入浴。

33

33

名門大洋フェリーオリジナルグッズプレゼント♪
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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）

×
昼
×

×

×

K-504

K-505

K-506

33

33

湯の児温泉
露天風呂（イメージ）

ツルっと湯の児温泉

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）＝黒之瀬戸大橋（車窓）＝道の駅 黒之瀬戸だんだん市場
（お買物）＝ツル観光センター（見学）＝いわし茶屋（昼食）＝箱崎八幡神社（日本
一の大鈴）＝出水麓武家屋敷群（散策）＝湯の児温泉海と夕やけ

ホテル＝八代城跡（続日本１００名城）＝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/新造船フェリーきょうと/ツーリスト（２等
洋室）利用〉～～

1

2

4

3

■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）、行程表記載の入場料、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 ※第3日目昼食は各自自由食 ※歩きやすい靴と服装で
ご参加ください。 ※桜の馬場 城彩苑散策時の施設入場料等は各自負担となります。※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。

海と夕やけ 泊

～出水のツルを探して～
◆世界的に有名なツルの渡来地「出水」へ。
◆武家屋敷が立ち並ぶ「出水」を散策。

八代城跡（イメージ）

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/新造船
フェリーきょうと/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

4

3

■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 ※第3日目昼食は各自自由食 ※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。※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。

雲仙地獄
〈写真提供：長崎県〉

島原温泉（イメージ）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。

12月19日日2021年

1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 37,000円 44,000円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

12月21日火2021年

1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 37,000円 44,000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

鹿児島県
熊本県

長崎県
熊本県

出水のツル（イメージ）出水のツル（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

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/新造船フェリーきょうと/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 ※予約状況により、新下関駅→東萩駅間の乗車となる場合が
ございます。 ※萩城下町散策時の入場料等は各自負担となります。 ※号車・座席の指定はできません。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝松陰神社（参拝）＝萩城下町（自由散策）＝萩観光
ホテル（はぎ御膳昼食）＝東萩駅（１４：１３発）+++観光列車「○○のはなし」
乗車+++新下関駅（１７:５０着）＝新門司港〈２便船１９：５０発/新造船フェリー
きょうと/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

「ジャンボ♪小島くん」「ジャンボ♪小島くん」と行く！と行く！

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）

2021年
出発日

12月18日土

山口県 33

朝
×
×

×
昼
夕

×

朝
×
×

×
昼
夕

×

×

×

新造船「フェリーきょうと」利用プラン《12/16就航》新造船「フェリーきょうと」利用プラン《12/16就航》

名門大洋フェリーオリジナルグッズプレゼント♪

名門大洋フェリーオリジナルグッズプレゼント♪

名門大洋フェリーオリジナルグッズプレゼント♪

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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【お知らせとおことわり】紅葉、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。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。

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

大分県

福岡県

33

佐賀県
長崎県

28,000円※2名様以上で参加の
　場合は27,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

31,000円※2名様以上で参加の
　場合は30,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

以下4コース（ Ｋ507～Ｋ510）は、令和3年１１月16日（火）の午前9：00より電話のみにて予約を開始いたします。
事前受付や FAXによる予約は受付いたしておりません。予めご了承ください。下記4コースは、船室の等級変更はできません。

昼食
（イメージ）

昼食
（イメージ）

赤間神宮
（イメージ）

新春！新春！

新春！新春！

宇佐神宮〈写真提供：大分県〉宇佐神宮〈写真提供：大分県〉

全国の八幡様の総本山
「宇佐神宮」で初詣。

（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（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２食付）、食事代（朝食1回・昼食2回・夕食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 ※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

ホテル＝祐徳稲荷神社（初詣）＝川上峡温泉（昼食・入浴）＝新門司港〈１便船
１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

～～新門司港（８：３０）＝武雄神社（初詣）＝長崎インターナショナルホテル
（昼食）＝長崎諏訪神社（初詣）＝長崎市内・矢太樓 矢太樓 泊

祐徳稲荷神社〈写真提供：佐賀県〉祐徳稲荷神社〈写真提供：佐賀県〉

三社参りと
  川上峡温泉  
三社参りと

  川上峡温泉  

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。
※萩城下町・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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝山口大神宮（初詣）＝松陰神社（初詣）＝萩城下町
（自由散策）＝一の俣グランドホテル（昼食・一の俣温泉入浴）＝赤間神宮
（初詣）＝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〉～～

1

2

3

このコースは等級変更できません

このコースは等級変更できません

このコースは等級変更できません
このコースは等級変更できません

太宰府天満宮（イメージ）

歴史の町・萩の松陰神社、平家伝説が残り、
源平壇ノ浦の合戦で入水した安徳天皇を
祀る「赤間神宮」で初詣。

新春！

新春！

新春！太宰府天満宮
と筑後川温泉
太宰府天満宮
と筑後川温泉

新春！宇佐神宮初詣と
鉄輪温泉ぶらり散策

宇佐神宮初詣と
鉄輪温泉ぶらり散策

筑後川温泉（イメージ）筑後川温泉（イメージ）

一の俣温泉（イメージ）

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、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。
※太宰府天満宮周辺での観光時間は、交通事情等により短縮となる場合があります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝太宰府天満宮（初詣）＝宝満宮 竃門（かまど）神社
（初詣）＝浮羽稲荷神社（初詣）＝筑後川温泉 桑之屋（昼食・筑後川温泉
入浴）＝新門司港〈１便船１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

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。
※鉄輪温泉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（８：３０）＝宇佐神宮（初詣）＝別府温泉 両築別邸（和会席の豪華
昼食）＝鉄輪温泉（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〉～～

1

2

3

川上峡温泉（イメージ）

K-508K-507

K-510K-509

33

かんなわかんなわ

朝
昼
×

×
昼
夕

×

×

28,000円※2名様以上で参加の
　場合は27,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

12月31日金 2021年
出発日

12月31日金

2021年
出発日

12月31日金

山口県

3333

三社参りと
　一の俣温泉
三社参りと
　一の俣温泉

2021年 12月31日金
1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 46,000円 53,000円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日
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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）紅葉めぐり紅葉めぐり

一目八景〈写真提供：大分県観光連盟〉一目八景〈写真提供：大分県観光連盟〉

九十九島クルーズ…
美しい九十九島を巡る、約50分の多島
海の絶景遊覧。九十九島は、佐世保近海
に島々が点在する海域のことで、島の
密度は日本一といわれています。実際
の島の数は208。

寿福寺「逆さ紅葉」…紅葉の時期になるとお寺では広間
の畳を一部はがしてアクリル板をはめ込み、庭園の
紅葉を逆さに映るように仕掛けを施します。
その景色はまさに、切り取られた絵のように美しく、
訪れた人たちを楽しませます。

逆さ紅葉〈写真提供：寿福寺〉

ランチバイキング（イメージ）

九十九島遊覧船
〈写真提供：九十九島パールシーリゾート〉

猿飛千壺峡（イメージ）

神護寺（イメージ）神護寺（イメージ）

やばけいやばけい

佐世保の名刹「逆さ紅葉」と九十九島クルーズ佐世保の名刹「逆さ紅葉」と九十九島クルーズ
くじゅうくしま

奥耶馬溪は、国指定天然記念物の猿飛甌穴群があり、モミジ、イチョ
ウ、カエデが色付き、赤や黄色に染まった渓谷の風景が楽しめます。
深耶馬溪は、山国川の支流山移川沿いの渓谷で狭い谷に絶壁や石柱
が屏風のように連なり、ひと目で八つの景色を見渡せる景勝地「一
目八景」からの展望と紅葉が見事。本耶馬渓の紅葉の見どころは、
主に山国川沿いの青の洞門周辺、耶馬溪第1の名勝・競秀峰です。

三つの耶馬渓めぐりと羅漢寺・金色温泉三つの耶馬渓めぐりと羅漢寺・金色温泉

富貴寺〈写真提供：大分県観光連盟〉富貴寺〈写真提供：大分県観光連盟〉

富貴寺…
六郷満山の本山末寺の
一つ。大堂(国宝)は平安
後期の作、榧の白木造り
で九州最古の木造建築。
カエデの赤色とイチョ
ウの黄色のコントラス
トが見事な境内。

国東半島屈指の紅葉名所へご案内！

両子寺〈写真提供：大分県〉

両子寺…国東半島に根付く神仏習合の文化である六郷満山の総寺院として有名。
大分県内でも屈指の紅葉スポットで、護摩堂を染める真っ赤なモミジ、そして紅葉
に彩られて参道に勇壮に立つ仁王像は大迫力。

紅葉の国東半島と山香温泉への旅紅葉の国東半島と山香温泉への旅
くにさき やまがくにさき

日本有数の名湯「山香温泉」入浴。

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

×
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）、九十九島クルーズ乗船代、拝観料（寿福寺）、
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 

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝寿福寺（絵画のような「逆さ紅葉」見学）＝神崎鼻公園（本
土最西端の地）＝弓張の丘ホテル（人気のランチバイキングと天空から眺める九十
九島の景色）＝パールシーリゾート～～九十九島クルーズ（船から眺める島並み）～
～パールシーリゾート＝展海峰（展望台から九十九島眺望）＝和泉屋大塔店（カステ
ラのお買物）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

K-511

K-512

K-513

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）、拝観料（両子寺・富貴寺）、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。 ※入浴用タオルは各自ご用意ください。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝宇佐神宮（参拝）＝岩戸寺（紅葉観賞）＝両子寺（紅葉
観賞）＝かやの木（昼食）…富貴寺（紅葉観賞）＝山香温泉風の郷（入浴）＝
新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

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）、リフト代、拝観料（羅漢寺）、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（運動靴等）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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝深耶馬溪（景勝地「一目八景」展望台周辺散策）＝
＝奥耶馬溪・猿飛千壺峡…念仏橋…魔林峡＝洞門パティオ（バイキング昼
食）＝耶馬溪・青の洞門（紅葉に彩られた奇岩怪石の岩山競秀峰を眺めな
がら散策）＝羅漢寺（リフトにて参拝）＝神護寺（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〉～～

1

2

3

21,000円※2名様以上で参加の
　場合は20,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

11月14日日11月 9日火

21,000円※2名様以上で参加の
　場合は20,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

11月21日日11月17日水

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）

2021年
出発日

11月24日水11月18日木

大分県 33

大分県 33

33長崎県
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【お知らせとおことわり】紅葉、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。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。

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）、入場料（九重夢大吊橋）、菊池渓谷
維持管理協力金、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 ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。 ※そばが苦手な方は、うどんへ変更可能です。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝菊池渓谷（散策）＝大観峰（阿蘇五岳一望）＝吾亦紅
（そばの昼食）＝九重夢大吊橋（見学）＝九酔渓（紅葉鑑賞）＝新門司港〈２便
船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3清涼感溢れる日本名水百選のひとつ
「菊池渓谷」を散策。

秋色の菊池渓谷と九重夢大吊橋秋色の菊池渓谷と九重夢大吊橋

菊池渓谷〈写真提供：熊本県〉

九重夢大吊橋〈写真提供：大分県〉九重夢大吊橋〈写真提供：大分県〉

K-514

K-515

K-516

秋の九年庵一般公開と武雄温泉の旅秋の九年庵一般公開と武雄温泉の旅

紅葉の岡城跡と長湯温泉紅葉の岡城跡と長湯温泉

九年庵〈写真提供：佐賀県観光連盟〉

西渓公園（イメージ）西渓公園（イメージ）
御船山楽園
（イメージ）

石炭王・高取伊好が私財を
投じて建設した格調高い
山水公園「西渓公園」、鍋島
藩ゆかりの庭園「御船山楽
園」にて紅葉観賞。

丹精込めた名園の紅葉と庭一面の苔との
コントラストが美しい「九年庵」へとご案内。

岡城跡（イメージ）

長湯温泉（イメージ）竹田城下町（イメージ）

岡城跡…断崖絶壁に建てられた難攻不落の名城で、滝廉太郎の「荒城の月」のモチーフ
にもなった名所。城跡内は、紅葉に彩られ、本丸からは、くじゅう連山を一望できます。

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

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）

2021年
出発日

11月21日日11月15日月

21,000円※2名様以上で参加の
　場合は20,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

11月15日月

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）

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）、入場料（岡城跡）、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。※竹田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（５：３０）＝岡城跡（日本１００名城見学・紅葉観賞）＝竹田城下町
（自由散策）＝一竹（昼食）＝長湯温泉（入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/
ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

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）、入場料（九年庵・御船山楽園）、
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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝九年庵（一般公開・名園の紅葉観賞）＝清水の滝（見
学）＝小城・増田羊羹（昼食とお買物）＝西渓公園（紅葉観賞）＝御船山楽園
（紅葉観賞）＝武雄温泉元湯（入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト
（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

2021年
出発日

10月31日日

佐賀県 33

33

大分県 33

熊本県
大分県
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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）

大瀬崎断崖（イメージ）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）

鬼岳〈写真提供：一般社団法人 長崎県観光連盟〉鬼岳〈写真提供：一般社団法人 長崎県観光連盟〉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

ホテル＝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

GOTO TSUBAKI HOTEL 泊

長崎県

K-484

33

五島コンカナ王国 泊

（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
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（五島コンカナ王国宿泊代）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

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）
＝福江城址・武家屋敷通り（散策）＝鎧瀬溶岩海岸（見学）＝鬼岳（見学）
＝五島コンカナ王国 

（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 11月17日水
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 61,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

（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

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-517K-485

33五島列島「福江島」への旅五島列島「福江島」への旅

（注）「しまとく通貨」
　　タイアップ商品

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 10月21日木
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

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、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※昼食は各自自由食 ※悪天候等により、祭りが当日中止となった場合でもツアーは実施いた
します。それに伴う返金はございませんので予めご了承ください。※天候・現地事情・道路状況等により、旅程
・見学箇所・訪問順序・見学所要時間が変更になる場合があります。※現在、唐津くんちは規模を縮小して開催
予定ですが、新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、中止となる場合がございます。予めご了承ください。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝呼子の朝市（日本三大朝市・自由見学）＝唐津くんち
（自由見学・自由昼食）＝新門司港〈１便船１７：００発/ツーリスト（２等洋室）
利用〉～～

1

2

3

佐賀県

33

K-518

2021年 11月2日火
出発日

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）

唐津くんち〈写真提供：佐賀県〉

唐津くんちと
         呼子の朝市
唐津くんちと
         呼子の朝市

よぶこよぶこ

400年の歴史をもつ「唐津くんち」へご案内。
獅子、兜、鯛などを模した曳山と呼ばれる
14台の山車は見ごたえあり。

×
×
×

×

×

朝
昼
×

×
弁
夕

×

×

朝
昼
×

×
昼
夕

×

×

朝
昼
×

×
弁
夕

×

×



8

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。

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（昼食弁当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。※当日雨
天・悪天候により登山中止と判断した場合は、現地ガイドと日出城下町散策へ変更させていただきます。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝日出町・大神漁港（朝市見学）＝山田湧水登山口…西鹿鳴
越道…西の峠…経塚山(標高６１０.７m）…七つ石山(標高６２３.４m・山頂から眺める
別府湾の絶景をお楽しみ）…東の峠…東鹿鳴越道…登山口＝真玉温泉スパランド
真玉（入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

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 ※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。※当日
雨天・悪天候により登山中止と判断した場合は、コース変更させていただきます。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝神護寺駐車場…神護寺…八面山駐車場…天空の道展
望台…八面山野外音楽堂（昼食）…神護寺…神護寺駐車場＝三光コスモス園
（コスモス鑑賞）＝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〉～～

1

2

3

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〉～～

1

2

3

さいき・大入島ハイキング
と佐伯寿司の昼食
さいき・大入島ハイキング
と佐伯寿司の昼食

八面山トレッキングと
中津三光コスモス園
八面山トレッキングと
中津三光コスモス園

大分県

33

山口県

33

K-491K-521

大分県

33

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。

八面山…八方どこ
から見ても同じ形
に見える山。
メサ地形の山に
点在する巨石群は
八幡信仰の舞台。

西日本最大級のコスモス
畑にて、コスモス鑑賞。

延岡市・佐伯市
観光旅行造成事業

登山ツアー 登山ツアー

ハイキングツアー

七つ石山からの風景〈写真提供：日出町観光協会〉七つ石山からの風景〈写真提供：日出町観光協会〉

八面山とコスモスの咲く頃（イメージ）八面山とコスモスの咲く頃（イメージ）

初冬咲きのミヤマキリシマをお楽しみください。

ススキの
大草原

秋吉台と長門峡
ウォーク

秋吉台と長門峡
ウォーク

あきよしだいあきよしだい ちょうもんきょうちょうもんきょう

秋吉台のすすき〈写真提供：山口県観光連盟〉秋吉台のすすき〈写真提供：山口県観光連盟〉

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

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）、入場料（秋芳洞）、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（運動靴またはウォーキングシューズ）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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝長門峡・竜宮淵…ウォーク（約２時間）…道の駅長
門峡＝秋芳洞前・安富屋（昼食）…秋芳洞…黒谷口＝秋吉台…ウォーク（約
１時間３０分）…秋吉台＝別府弁天池（神秘的な池）＝道の駅おふく（入浴）
＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

ウォークツアー2021年 10月31日日 11月7日日
出発日

中級技術レベル 2体力レベル 歩行約6.0km・約2時間30分

中級技術レベル 2体力レベル 歩行約4.5km・約2時間30分 中級技術レベル 2体力レベル 歩行約6.5km・約5時間30分

初級技術レベル 2体力レベル

歩行約5.5km・約3時間30分

コースレベルについて

K-520K-519

2021年 10月14日木
出発日

鹿鳴越連山縦走と
経塚山ミヤマキリシマ
鹿鳴越連山縦走と
経塚山ミヤマキリシマ

かなごえれんざんかなごえれんざん

きょうづかやまきょうづかやま

21,000円※2名様以上で参加の
　場合は20,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年 10月28日木9月29日水
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）

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 10月24日日
出発日

22,000円※2名様以上で参加の
　場合は21,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

神護寺（イメージ）神護寺（イメージ）
天空の道展望台
（イメージ）

×
昼
×

×

×

×
弁
×

×

×

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×
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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

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。※悪天候等により、カキの産地が変更となる場合がございます。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝大福丸（竹崎カキ焼きの昼食）＝祐徳稲荷神社（参
拝）＝武雄温泉元湯（入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等
洋室）利用〉～～

1

2

3

佐賀県 33

K-522

K-523

K-524

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）

豊後水道・日向灘の日豊リアス式海岸の
海道筋で水揚げされた旬の「伊勢えび」。
また、「伊勢えび」は古くから長い髭と腰
の曲がった姿から、長寿を祝う縁起物と
して扱われています。

七つ釜鍾乳洞は、約3,000万年
前という新しい地層の石炭質
砂岩に発達したもので、日本
では希少価値が高く、洞穴は
平均気温15℃前後を保ち、洞
内を流れる清水と自然が作り
出す空間が楽しめます。

冬の九十九島で必食グルメ「九十九島かき」。入り組んだ海岸線に迫
る山々、洋々の島々から送られる大地の養分をたっぷり吸収。やや小
さめの殻いっぱいに身が詰まり、食感もプリップリで味が濃厚です。

昼食（イメージ）

伊勢えび（イメージ）伊勢えび（イメージ） かまえインターパーク
（店内イメージ）

●伊勢えびお造り　　　●地魚の3種お刺身
●伊勢えびの焼き物　　●伊勢えびの具足煮
●伊勢えびのお味噌汁　●御飯　
●茶碗蒸し　●お漬物　●小鉢
※季節、仕入れ等により、料理が一部変更となる
    場合がございます。

〈伊勢えびの昼食「松花堂」おしながき〉

延岡市・佐伯市観光旅行造成事業

東九州伊勢えびの昼食とたかひら展望公園東九州伊勢えびの昼食とたかひら展望公園

九十九島かき焼きと七ツ釜鍾乳洞九十九島かき焼きと七ツ釜鍾乳洞
くじゅうくしまくじゅうくしま

武雄温泉〈写真提供：佐賀県〉

カキ昼食（イメージ）

カキ昼食（イメージ）カキ昼食（イメージ）

サザエ
（イメージ）

カキしゅうまい（イメージ）

太良のカキ小屋で味わうカキ焼きと武雄温泉太良のカキ小屋で味わうカキ焼きと武雄温泉
たらたら

●カキ1ｋｇ     ●車エビ1尾　●サザエ1ケ   
●ホタテ1枚  ●ハマグリ3ケ ●おにぎり1ケ  
●カニ汁1杯

※季節、仕入れ等により、料理が一部変更となる
　場合がございます。

〈カキ焼きメニュー〉

●殻つきかき1kg  ●牡蠣チャウダー
●かき炙り笹めし  ●サザエ1個
●カキしゅうまい3個

※季節、仕入れ等により、料理が一部
　変更となる場合がございます。

〈九十九島セット〉

有明海の冬の味覚「竹崎カキ」。
有明海沿いの「カキ焼小屋」にて、栄養分
たっぷりで『海のミルク』といわれる
「竹崎カキ」をご賞味ください。

透明で柔らかな湯ざわりが
特徴の「武雄温泉」へご案内。
今回は公衆浴場に入浴。
レトロな雰囲気をお楽しみ
ください。

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

■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（七ツ釜鍾乳洞）、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 ※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）＝七ツ釜鍾乳洞（見学）＝西海橋公園（散策）＝マルモ
水産かき小屋(九十九島かき焼きの昼食）＝展海峰（見学）＝海上自衛隊佐
世保史料館「セイルタワー」（見学）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト
（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

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：
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。 
※佐伯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（５：３０）＝たかひら展望公園…（約1時間海岸沿いウォーキ
ング）…仙崎公園…たかひら展望公園＝かまえインターパーク(伊勢えび
の昼食）＝佐伯城下町（歴史と文学のみち自由散策）＝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〉～～

1

2

3

2021年
出発日

11月4日木10月25日月10月10日日

2021年
出発日

12月21日火12月 5日日

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）

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
出発日

12月9日木11月24日水

大分県 33

長崎県 33

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）

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

×
昼
×
×

×
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【お知らせとおことわり】紅葉、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。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。

K525

K-526

K-527

山口県

大分県

2021年 12月13日月11月25日木10月12日火
出発日

24,000円※2名様以上で参加の
　場合は23,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年 12月19日日11月30日火10月 4日月
出発日

18,500円※2名様以上で参加の
　場合は17,500円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

角島大橋〈写真提供：山口県〉角島大橋〈写真提供：山口県〉

山口県内屈指の名旅館「大谷山荘」で
昼食と入浴をお楽しみください！

つのしま

昼食（イメージ）昼食（イメージ）

名旅館「大谷山荘」の昼会席と絶景角島大橋名旅館「大谷山荘」の昼会席と絶景角島大橋
●前肴/胡麻豆腐、季節の白和え
●造り/鯛、平ソ、焼メ鰆  ●合肴/ふぐ刺し
●鍋/すき焼き　　　　 ●焼物/鮑のおどり焼
●揚物/まふぐ唐揚、松葉そば　       
●食事/山口県産コシヒカリ   
●汁物/赤だし　           ●香の物/三種盛
●水物/小野茶プリン、果物（ぶどう・りんご）
※料理内容は、季節・仕入れ状況等により変更
　となる場合があります。
※12/13出発は、冬会席となり料理内容が変更
    となります。

〈大谷山荘 秋会席〉

金鱗湖〈写真提供：大分県〉

黒川温泉入湯手形付

九州の温泉地
人気度ランキング No.1
「黒川温泉」 …
２４ケ所の情緒あふれる
露天風呂めぐりを楽しめます。

黒川温泉露天風呂めぐりと湯布院散策黒川温泉露天風呂めぐりと湯布院散策

耶馬渓温泉館 もみじの湯（イメージ）

金色温泉（イメージ）金色温泉（イメージ）

中津市内に点在する名湯・秘湯をお楽しみください。
中津温泉三昧の旅

22,000円※2名様以上で参加の
　場合は21,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

12月12日日10月20日水

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）、黒川温泉入湯手形代、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 ※入浴用タオルは各自
ご用意ください。 ※湯布院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）＝瀬の本レストハウス（休憩）＝黒川温泉露天風呂巡り
（入湯手形で３ヶ所湯めぐり・約３時間）＝瀬の本レストハウス（昼食）＝湯布
院（自由散策・約１時間）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）
利用〉～～

1

2

3

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（金色温泉・西谷温泉・耶馬
渓温泉館）、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
※入浴用タオルは各自ご用意ください。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝金色温泉（入浴）＝洞門パティオ（バイキング昼食）
＝西谷温泉（入浴）＝耶馬渓温泉館 もみじの湯（入浴）＝新門司港〈２便船
１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

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：サンデン観光バスもしくは同等クラス ※角島大橋周辺での停車はできません。 ※角島灯台
の入場料は各自負担となります。 ※青海島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（８：３０）＝青海島（自由散策）＝長門湯本・大谷山荘（昼食・
入浴）＝海土ヶ瀬公園（角島大橋一望）＝角島大橋（車窓）＝角島灯台公園
＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

33

33

33大分県
熊本県

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×
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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）

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、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※昼食は各自自由食 ※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）＝熊本市内（約６時間 各自自由散策・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〉～～

1

2

3

K-530K-498

33

大分県

33

熊本県

33

33

2021年 10月17日日 12月9日木
出発日

K-529K-528

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）

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 11月29日月
出発日

弾丸！

復旧後の熊本城〈写真提供：熊本城総合事務所〉

熊本市内の散策を約6時間たっぷりお楽しみください。

熊本熊本自遊な旅自遊な旅自遊な旅
進水式見学と佐伯寿司

の昼食
進水式見学と佐伯寿司

の昼食

新造船の門出を祝う昔ながらの進水式を見学。造船業が
盛んな佐伯市では郷土の発展に欠かせない儀式です。

進水式（イメージ）進水式（イメージ）

約３７,000トンの船舶の進水式となります。

新型コロナウイルス感染拡大状況等により、
進水式一般見学不可の場合は、少し離れた
丘の上からの見学となります。

SLやまぐち号（イメージ） 〈写真提供：山口県観光連盟〉SLやまぐち号（イメージ） 〈写真提供：山口県観光連盟〉

「SLやまぐち号」と
城下町・津和野散策
「SLやまぐち号」と
城下町・津和野散策

山陰の小京都「津和野」…武家屋敷や
白壁の土塀が続き、城下町時代の古
いたたずまいを今も残します。

山口県
島根県

長州路に響く力強いSLのドラフト音を
車内で体感しながら、夢をのせて走る
「SLやまぐち号」へご乗車頂きます！

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）、ＳＬ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、ＳＬやまぐち号は津和野→新山口間の乗車と
なる場合があります。 ※号車・座席の指定はできません。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝新山口駅（１０：４８発）+++「SL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〉～～

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）

2021年
出発日

11月27日土10月22日金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）

×
昼
×

×

××
×
×

×

×

×
昼
×

×

×

福岡県
大分県

溝口竈門神社（イメージ） 荘八幡神社（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

聖地巡礼旅！聖地巡礼旅！

2021年 12月27日月
出発日

×
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。※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）
＝溝口竈門神社（参拝）＝日若屋（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〉
～～

1

2

3

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）、入場料（平和祈念館やわらぎ）、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 ※約37,000トン
の船舶の進水式となります。 ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※やよいの湯は温泉ではござ
いません。※入浴用タオルは各自ご用意ください。※佐伯城下町散策時の入場料等は各自負担となり
ます。※進水式の開始時刻が未定の為、行程が変更となる場合がございます。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝佐伯重工業（進水式見学）＝平和祈念館やわらぎ
（見学）＝さいき海の市場〇（お買物）＝佐伯回転すしマルマン(佐伯寿司
の昼食）＝佐伯城下町（歴史と文学のみち自由散策）＝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〉～～

1

2

3

延岡市・佐伯市
観光旅行造成事業
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【お知らせとおことわり】紅葉、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。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。

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）、「A列車で行こう」運賃、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※三角西港散策時
の施設入場料等は各自負担となります。 ※号車・座席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（１０:３５
着）+++「A列車で行こう」乗車+++三角駅（１１:１３着）＝リゾラテラス天草（昼食）
＝三角西港（自由散策）＝長部田海床路（約1kmに渡り２４本の電柱が海に向かい
続く海床路）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

K-480

K-531

K-532

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。

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。 ※号車・座席の指定はできません。

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〉～～

1

2

3

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）

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

「ゆふいんの森」（イメージ）

「ゆふいんの森」（イメージ）

日田豆田町（イメージ）

「ゆふいんの森」乗車と日田温泉「ゆふいんの森」乗車と日田温泉

A-TRAIN BAR（イメージ） 客席（イメージ）

16世紀の天草に伝わった南蛮文化をテーマにデザイン
された「A列車で行こう」は、まるで映画のワンシーン
のような車内空間。大人旅を満喫ください！

「A列車で行こう」（イメージ）

A列車で行こう♪天草への旅A列車で行こう♪天草への旅「ジャンボ♪小島くん」「ジャンボ♪小島くん」と行く！と行く！

豊かな自然、洗練された文化、温かいおもてなしで知られる温泉リゾート、由布院。
その由布院の魅力を凝縮した列車が「ゆふいんの森」。木の温もりあふれるモダンな
インテリアで、列車に乗った瞬間からリゾート気分を満喫できます。

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）

2021年
出発日

11月5日金

2021年
出発日

12月7日火10月1日金27,000円※2名様以上で参加の
　場合は26,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

24,000円※2名様以上で参加の
　場合は23,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2021年
出発日

12月10日金10月30日土

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）、ゆふいんの森運賃、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。 ※号車・座席の指定はできません。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝博多駅（９：２４発）+++ゆふいんの森乗車+++豊後森
駅（１１:０９着）＝豊後森機関庫公園（見学）＝みくまホテル（昼食・日田温泉
入浴）＝日田豆田町（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〉～～

1

2

3

33

33

大分県

熊本県

33

かんなわかんなわ

×
×
×

×

×

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×
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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）

K-533 K-534

K-535 K-536

33

長崎県

20

大分県

33

長崎県

33

歴史と文化歴史と文化

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）＝大迫磨崖仏（見学）＝普光寺磨崖仏（見学）＝一竹（昼
食）＝原尻の滝（見学）＝宮迫東石仏・宮迫西石仏（見学）＝沈堕の滝（見学）
＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3
■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：
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。

普光寺磨崖仏〈写真提供：大分県〉

原尻の滝 〈写真提供：大分県〉原尻の滝 〈写真提供：大分県〉

大分自然歴史遺産への旅大分自然歴史遺産への旅

大分に残る磨崖仏・石仏へご案内！ 
悠然と佇む御仏の姿をご覧下さい。

遠藤周作著「沈黙」の舞台となった潜伏キリシタンの里でもある
そとめ。潜伏キリシタンの歴史とド・ロ神父の足跡をたどります。

出津教会堂（イメージ）出津教会堂（イメージ）

長崎市遠藤周作文学館（イメージ）長崎市遠藤周作文学館（イメージ）

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）、行程表記載の入場料、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※歩きやすく教会見学に適した服装と履物でご参加
ください。 ※ミサ、冠婚葬祭時、行事等により、教会堂内部の見学が急遽できなくなる場合がございます。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝黒崎教会（見学）＝大野教会堂（世界遺産外観見学）
＝出津教会堂（世界遺産見学）、長崎市ド・ロ神父記念館（見学）、旧出津救助
院（世界遺産見学）＝道の駅そとめ（遅めの昼食）＝長崎市遠藤周作文学館
（見学）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

大野教会堂
（イメージ）

潜伏キリシタンの里
「そとめ」
潜伏キリシタンの里
「そとめ」

世界遺産ツアー

2021年 10月19日火 12月2日木
出発日

2021年 10月3日日 11月8日月
出発日

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）

21,500円※2名様以上で参加の
　場合は20,500円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

21,000円※2名様以上で参加の
　場合は20,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

東洋のナイアガラと称される「原尻の滝」、
「豊後のナイアガラと呼ばれる「沈堕の滝」
へご案内！

津和野城跡（イメージ）

三川内美術館
（イメージ）

三川内皿山の風景（イメージ）

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）＝波佐見焼窯元巡り【約２時間半 現地ガイドと窯元や
路地裏散策】＝陶農レストラン清句の郷（昼食）＝三川内美術館（見学）＝
三川内皿山地区【約１時間半 現地ガイドと三川内の史跡や三川内焼窯元巡
り】＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3
■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：
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。
※波佐見焼窯元巡り・三川内皿山地区窯元巡りは、現地ガイドが同行します。

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）＝津和野城跡（日本１００名城/リフト利用）＝沙羅の木
松韻亭（昼食）・殿町通り（散策）＝萩城跡（日本１００名城）＝駐車場…大内氏館
跡（続日本１００名城）…駐車場＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等
洋室）利用〉～～

1

2

3

長州・石見名城跡巡り長州・石見名城跡巡り

萩城跡〈写真提供：山口県〉萩城跡〈写真提供：山口県〉

～波佐見焼・三川内焼編～～波佐見焼・三川内焼編～
九州焼き物街道への旅九州焼き物街道への旅

■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）、津和野城リフト代、入場料（萩城跡）、
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。

大内氏館跡…復元した土塁や西門、
枯山水の庭園、池泉などを見学。

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

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）

2021年
出発日

12月 5日日10月21日木2021年
出発日

11月28日日10月13日水

山口県
島根県

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×

×
昼
×

×

×
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【お知らせとおことわり】紅葉、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。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。）
※船室設備につきましては、2021年8月1日の情報となり、最新の情報につきましては名門大洋フェリーホームページをご確認ください。

定　員

２名

２～３名

１～４名

１０～３０名

２～３名
テレビ・バス・トイレ・ナイトウェア・
ドライヤー・冷蔵庫・茶器セット・
タオルセット・スリッパ・歯ブラシ

テレビ・シャワー・トイレ・ナイト
ウェア・茶器セット・タオルセット・
使い捨てスリッパ・歯ブラシ

テレビ・バス・トイレ・ナイトウェア・
ドライヤー・冷蔵庫・茶器セット・
タオルセット・スリッパ・歯ブラシ

テレビ・ナイトウェア・茶器セット・タオル
セット・使い捨てスリッパ・歯ブラシ

〈船名〉

きょうと

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

スーペリア

ファースト（１等船室）

（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 基本利用

５,０００円

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

スーペリア（１等船室）スーペリア（１等船室）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）
※キャビンタイプ
ツーリスト（２等洋室）
※キャビンタイプ

設　備

追加料金
（おひとり様）

定　員

２名

１～４名

１０～３０名

２～３名
テレビ・バス・トイレ・空気清浄機・
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・歯ブラシ

テレビ・バス・トイレ・空気清浄機・
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・歯ブラシ

※２０２１年７月２０日より
　スリッパ廃止になりました。

テレビ・ゆかた・茶器セット・タオル・
使い捨てスリッパ・歯ブラシ

〈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１０/1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１０/1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

きょうと

（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。）

新造船

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。）

1便船
2便船

（片道・おひとり様１９,５８０円）

（片道・おひとり様１９,５８０円）

（片道・おひとり様１９,５８０円）

（片道・おひとり様１３,９３０円）

（片道・おひとり様１３,９３０円）

（片道・おひとり様７,９１０円）

（片道・おひとり様８,４３０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・歯ブラシ

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・歯ブラシ

テレビ・ゆかた・茶器セット・タオル・
使い捨てスリッパ・歯ブラシ

〈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１９,５８０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）

新造船

※２０２１年７月２０日より
　スリッパ廃止になりました。

新造船レストラン新造船レストラン

※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。

新造船往路利用

33 バス１台につき定員を
最大33名様までに制限します。

20 バス１台につき定員を
最大20名様までに制限します。

ご 内展 望 案

New!

New!

新造船復路利用

新造船往復利用



お申し込みご案内（ご旅行条件書・要旨）
この旅行は、株式会社シティライントラベル（以下当社と云います）の募集型企画
旅行であり、旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件の他、
下記条件及び当社の旅行業約款によります。

1. 旅行の申込み及び旅行契約の成立
（1）当社は電話、その他の通信手段（以下「電話等」という）による旅行契約の予約
　　のお申し込みを承ります。
（2）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、ご旅行代金を受領したときに成立
　　するものとします。
（3）①慢性疾患をお持ちの方、②現在健康を損なっていらっしゃる方、③妊娠中の
　方、④障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行
　申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じま
　す。なおこの場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。
　当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施
　のために介助者／同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部
　について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧
　めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

2. 旅行代金のお支払い期限及び費用
（1）旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目にあたる
　　日より前にお支払い下さい。
（2）参加されるお客様の内、特に記載のない場合、満12歳以上はおとな代金、
　　満6歳以上（航空機利用コースは3歳以上とします）満12歳未満の方は、
　　こども代金となります。
（3）旅行代金は、各コース毎に表示しています。ご出発とご利用人員でご確認
　　下さい。

3. 旅行代金に含まれないもの
（1）集合前解散後の交通費、旅行日程に記載された以外の交通費、飲食費及び
　　観光費、レンタカープランのガソリン代、個人的な飲食費、通信費、希望者
　　のみ参加のオプショナルツアー代金、傷害、疫病に関する治療費。
（2）旅行代金に含まれる経費の内、運送機関の利用等級は特に注釈がない限り、
　　エコノミークラス利用となります。

4. 旅行契約内容及び旅行代金の変更
（旅行契約内容の変更）
　天災地変、気象条件、運送機関等の争議行為、官公署の命令等当社の管理でき

　　若しくは火災又はこれらの為に生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
　　②官公署の命令。③伝染病の隔離。④自由行動中の事故。⑤食中毒。⑥窃盗。
　　⑦運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは
　　　目的地滞在時間の短縮。

7. 特別補償
（1）当社は第6項（1）の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行
　　約款特別補償規定に定めるところにより、お客様が旅行参加中急激かつ偶然
　　な外傷の事故によりその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害
　　について、補償金又は通院・入院見舞金を支払います。
（2）お客様が旅行参加中被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転、又は山岳
　　登はん、スカイダイビング搭乗、その他これらに準ずる危険な運動中の事故
　　による場合は、当社は上記の補償金及び通院・入院見舞金を支払いません。

8. 添乗員の同行の有無
（1）添乗員同行の表示コースは、全行程、添乗員が同行致します。
（2）現地添乗員の表示コースは、全行程添乗員は同行しませんが現地は同行致し
　　ます。
（3）個人型プランには、添乗員は同行致しません。お客様が旅行サービスの提供を
　　受ける為に必要なクーポン券類をお渡し致しますので、旅行サービスを受け
　　る為の手続きはお客様ご自身で行って戴きます。

9. 旅行条件の基準期日
　この旅行条件は２０２１年８月１日現在を基準としております。

10. 個人情報の取扱いについて
　当社は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との
　連絡や運送宿泊機関等の手配のために利用させていただく他、必要な範囲
　内において当該機関等に提供させていただきます。この他、当社では「商品
　サービス、キャンペーンのご案内」「旅行参加後のご意見やご感想の提供の
　お願い」「アンケートのお願い」「特典サービスの提供」「統計資料の作成」に
　お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
　
11. その他
　その他の事項は別途お渡しする旅行条件書・最終日程表及び当社旅行業約款に
　よります。　　　　　※85歳以上の方のご参加は同伴者と共にお申込下さい。
　　　　　　　　　　

　ない理由により、旅行の安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ない時は、お客
　様に予め（緊急の場合は変更後に）理由を説明して契約内容を変更することが
　あります。
（旅行代金の変更）
（1）利用予定の運送機関の適用運賃、料金が改訂される時は、その範囲内で旅行
　　代金を増額、減額する事があります。その場合は、旅行開始日の前日から起算
　　して15日目に当たる日より前に、お客様にその旨通知します。
（2）運送機関の遅延・不通、交通渋滞、天災地変その他のやむを得ない事由によっ
　　て、旅行の実施に要する経費が増加・減少する時は、その範囲内で旅行代金を
　　変更する事があります。
（お客様の交代）
　お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡（交代）することが
　できます。この場合交代に係る手数料をお支払い戴きます。

5. 旅行契約の解除
（1）お客様の都合で旅行を取消、又は変更される場合は、旅行代金に対してお
　　ひとり様下記の料金で取消料（違約料）を戴きます。

（2）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し
　　出いただいた日とします。

6. 当社の責任及び免責事項
（1）当社は旅行契約の履行に当たって、故意又は過失によりお客様に損害を与
　　えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。
（2）お荷物について生じた本項（1）の損害については、損害発生の翌日から
　　起算して14日以内に当社に対してその通知があった場合に限り、一人最高
　　15万円を限度として賠償いたします。
（3）お客様が次に例示するような事由で損害を被られた時は、上記の責任を負う
　　ものではありません。①天災地変、気象条件、暴動、運送機関、宿泊施設の事故
　　

旅行契約の解除日 取消料
a

b

c

d

e

f

旅行開始日の前日から起算して21日前まで

旅行開始日の前日から起算して20日前～8日前

旅行開始日の前日から起算して７日前～2日前

旅行開始日の前日

旅行開始日の当日

旅行開始後及び無連絡不参加

無料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

【国内旅行傷害任意保険加入のすすめ】
前述の特別補償では傷害・疫病等については補償がありません。安心して旅行
して戴く為に、お客様ご自身で別途任意保険を掛けられる様お勧め致します。

ツアーをご予約頂いてからご出発までの流れ ※旅行をご予約の場合は、必ず下記の旅行条件書（要旨）をお読みください。

※ご旅行条件（２０２１年８月１日を基準日とする）の詳細を記載した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。

旅行企画・実施

協賛

振込先：ゆうちょ銀行
　　　 記号14150／番号84724131
　　　 株式会社シティライントラベル

http://clt-co2.jp/
シティライントラベル 検索

大阪府知事登録2-1652号　全国旅行業協会会員　国内旅行業務取扱管理者　猪股 友里佳
〒５５０-０００２ 大阪市西区江戸堀１丁目９-６ 肥後橋ユニオンビル２F
営業時間/９：００～１７：３０（土・日・祝日・年末年始除く）

TEL 06-6449-7177 FAX 06-6449-7191

＜ツアー催行の場合＞

＜ツアー中止の場合＞

＜ご案内＞

ご出発
指定日までに旅行代金を当社
口座へお振込みください。
（お取消しの場合はご連絡を
お願いします。）

出発日・集合場所・
時間・人数などを
ご確認ください。

日程表（確定書面）およびお振込みのご案内を
１ケ月前に郵送致します。（催行がすぐに確定
しない場合は１４日前までに郵送致します。）

日程表（確定書面）およびお振込みのご案内は、同時期に同封し郵送致します。 （約１ケ月前より１４日前までの期日）

※催行状況については、お電話にてお問い合わせください。

１４日前までにお電話または書面にて代表者様にご連絡を致します。
他の催行日への変更

旅行の取消

指定日までに旅行代金を当社口座にお振込みください。

バス乗車中は、安全確保のため必ずシートベルトの着用をお願いいたします。

大阪南港フェリーターミナル
２階専用受付カウンター

１便船　１６時００分 集合

２便船　１８時３０分 集合

集合場所と集合時間集合場所と集合時間

旅行代金の
お支払いについて

※大阪南港付近には
   駐車場施設が
   ございませんので、
   必ず公共交通機関
   でお越しください。

大阪南港へのアクセス

本町

フェリーターミナル

コスモスクエア

西梅田

大国町
（御堂筋線は四ツ橋線にのりかえ）

（ニュートラムにのりかえ）（ニュートラムにのりかえ）
住之江公園

梅田・なんば
地下鉄御堂筋線

地下鉄御堂筋線

天王寺

地下鉄四ツ橋線

地下鉄中央線

ニュートラム ニュートラム

2021.8 8,100

指定日までにお振込みされない場合はキャンセル等のご連絡を願います。

期日までに入金なき場合、お客様都合の
キャンセル扱いとさせて頂く場合がござ
います。あしからず、ご了承ください。

※FAXは２４時間３６５日受信可能

【お知らせとお願い】夏期より秋期にかけて、例年台風の接近により利用船舶の運航中に一時停止等遅延が発生する場合があります。その際には、到着時間の遅れにより観光コースの行程変更・観光地の割愛をやむを
得ず行う場合があります。また、台風の進路や速度の変化等により復路の予定便が欠航または大幅な遅れが見込まれる場合には、代替手段として他交通機関（新幹線など）利用または後泊が必要となる場合もあります。
その際には、ご参加のお客様の費用ご負担となります。これらは天候事象による行程の変更・割愛となりますので当社に責はございません。台風接近時には事前に気象情報を参考にお客様の安全を第一としてツアーの
催行判断をいたしますが、判断に時間を要する場合があります。やむを得ず、ご集合場所にてツアー催行判断をお知らせする場合もございます。その際には、ご集合場所までの往復交通費はご参加のお客様の費用ご負
担となります。また、豪雨や霧、交通事情等により復路の予定便に乗船できない事象につきましても、予期できぬ不可抗力のため当社に責はございません。代替交通手段として他交通機関（新幹線など）利用または後泊
が必要となる場合もあります。その際には、ご参加のお客様の費用ご負担となります。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。【ツアーお申し込み時のお願い】歩行や視聴覚などがご不自由な方、アレルギー
のある方、など特別な配慮を必要とする方は、お申し込みの際に必ずお申し出ください。旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行等を条件とさせていただくか、ご参加をお断りさせていただく場合が
あります。※個人の嗜好によるメニュー変更は承れません。〈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。）〉


