
旅行企画・実施

K-639

33鹿児島県
熊本県

観光列車おれんじ食堂と鹿児島自遊な旅

GoToトラベル

日程 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

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝新八代駅+++観光列車おれんじ食堂乗車（車内にてスペ
シャルランチをお楽しみください。）+++川内駅＝ホテルタイセイアネックス

ホテル…（鹿児島市内自由散策・自由昼食）…ホテル（13：３０出発）＝新門司港〈２便船
１９：５０発/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泊朝食付）、食事代（朝食１回・昼食１回）、観光列車おれんじ食堂
乗車賃（新八代駅→川内駅）、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日目夕食、第３日目昼食は各自自由
食となります。※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。

朝
×
×

×
昼
×

×

×

ホテルタイセイアネックス 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〉～～

2022年 10月 11月 12日土9日日
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 49,800円 52,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

観光列車おれんじ食堂（イメージ）

車内（イメージ）

お知らせとお願いご旅行参加者に抽選で
景品をプレゼント！

【開催期間】2022年12月30日出発分まで

新造船１周年記念キャンペーン！
【開催期間】2022年12月1日～12月30日出発分
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、参加当
日にノベルティグッズを差し上げます。（商品がなくなり次第終了）

キャッシュバックキャンペーン！
【クーポン配布期間】2023年3月31日出発分まで
【利用期間】2023年4月1日～2023年9月30日出発分

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。
※このパンフレットに掲載のコースは、「ワクチン３回接種」または
　「陰性証明」が参加条件となります。

事業の運用は2022年8月15日現在停止されています。再開されますと、適用された旅行商品は
事業内容により、旅行代金から支援金などの助成を受ける可能性があります。再開された際は、該
当する旅行商品や、ワクチン接種確認などの適用条件を、当社ホームページ上で発表いたします。

2 0 2 2  AUTUMN

偶数月メニュー（イメージ）奇数月メニュー（イメージ）

期間中の旅行商品にご参加いただいた方の中から
抽選で、往復1等ペア乗船券やオリジナル焼酎な
どが当たります。当選者はホームページでの公表
および商品発送をもって代えさせていただきま
す。（2023年1月上旬頃）

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。）

風光明媚な九州西海岸を眺めながらゆったり、のんびり、スローライフな旅を楽しむ観光列車。車内はまるで「走るレストラン」。
車内は木の温もりを感じる洗練されたデザインで、座席もゆったりと配置。車窓から見える美しい海岸線に、しばし日常を忘れ
ることができます。沿線の食材をふんだんに使ったメニューは、おれんじ食堂でしか味わえない逸品ばかりです。
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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-641

2022年 11月28日月
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）

北九州の紅葉と
麻生大浦荘の特別公開

大分県 33

K-637

K-640

×
昼
×

×

×

2022年 10月30日日 11月 8日火
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）

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）、入場料（河内藤園・麻生大浦荘・旧伊藤伝右衛門
邸）、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）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）＝白野江植物公園（紅葉鑑賞）＝河内藤園（紅葉鑑賞）＝のがみプレ
ジデントホテル（昼食）＝麻生大浦荘（特別公開見学）＝旧伊藤伝右衛門邸（見学）＝源じ
いの森温泉（入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～
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×
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）、入場料（くじゅう花公園）、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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝タデ原湿原（散策）＝くじゅう花公園（見学）＝久住高原
コテージ（昼食・満天望温泉入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等
洋室）利用〉～～

1

2

3

×
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）、入場料(グリーンパークローズガーデン、
国営海の中道海浜公園)、山田ひまわり園清掃協力金、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）と服装でご参加ください。 

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝グリーンパークローズガーデン（バラ鑑賞）＝ロイヤルホテ
ル宗像（昼食）＝国営海の中道海浜公園（バラ園鑑賞）＝山田ひまわり園（秋に咲く
ヒマワリ鑑賞）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

山田ひまわり園
〈写真提供：佐賀県観光連盟〉

国営海の中道海浜公園（イメージ）

グリーンパークローズガーデン（イメージ）グリーンパークローズガーデン（イメージ）

福岡バラの名所と
秋に咲くヒマワリ鑑賞

花と紅葉花と紅葉

麻生大浦荘（イメージ）

満天望温泉（イメージ）

くじゅう花公園（イメージ）くじゅう花公園（イメージ）

白野江植物公園

タデ原湿原〈写真提供：大分県〉

タデ原湿原とくじゅう花公園
・満天望温泉

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）

2022年 10月19日水
出発日

山田ひまわり園…
約10万本のひまわりが大輪
の花を咲かせます。夏のひま
わりとは一味違った趣があり、
晩秋の青空やハゼの紅葉に
映えて見応えがあります。

海の中道海浜公園…
4,000㎡のバラ園。プリンセスミ
チコなど皇室の名前がついた
バラや青色系のバラなど、個
々のバラの魅力をお楽しみい
ただけます。

白野江植物公園…
モミジ約800本をはじ
めとして落葉樹が一
斉に紅葉、園内を赤
や黄に染め上げます。

河内藤園…知る人ぞ知る紅葉の名所
にて紅葉のトンネルを満喫。
麻生大浦荘…筑豊御三家のひとつに
数えられた麻生家の初代、太吉の長男、
太右衛門の住宅として建築された麻生
一族の住宅のひとつです。大正末期に
建てられたといわれており、数寄を凝らし
た和風入母屋書院造りが美しい邸宅で
す。普段は非公開となっていますが、紅
葉のシーズンに一般公開されています。

33佐賀県
福岡県

福岡県 33

くじゅうの大自然をお楽しみください。

福岡県バラの名所で
秋のバラ鑑賞。

グリーンパークローズガーデン…約400種2,500株が
咲き誇る日本屈指のバラの名園。
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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。

33

K-644

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）

秋月城址と大興善寺
の紅葉と原鶴温泉

×
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）、拝観料（大興善寺）、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
※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）＝大興善寺（紅葉観賞）＝原鶴温泉泰泉閣（昼食・入浴）＝
秋月城址（紅葉の並木道・黒門周辺を散策）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリ
スト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

白野江植物公園

福岡県
佐賀県

福岡県
佐賀県 33

×
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）、入場料（九年庵・雷山千如寺大悲
王院）、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）＝
古湯温泉ONCRI（昼食・入浴）＝雷山千如寺大悲王院（紅葉の境内拝観）＝
新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

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）

佐賀県 33

×
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

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）

K-642
秋の九年庵一般公開
と雷山・古湯温泉

K-643
秋の九年庵一般公開と
佐賀・紅葉づくしの旅

2022年 11月22日火 11月25日金
出発日

2022年 11月14日月 11月20日日
出発日

2022年 11月17日木 11月19日土
出発日

樹齢４００年の県指定天然記念物
の大カエデと、室町作庭の心字庭
園を彩る２００本以上のカエデの紅
葉「雷山」へとご案内。

九年庵
〈写真提供：佐賀県観光連盟〉

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。        

古湯温泉（イメージ）

西渓公園（イメージ）

雷山千如寺大悲王院（イメージ）

大興善寺〈写真提供：佐賀県〉 秋月城址・黒門〈写真提供：福岡県観光連盟〉

西渓公園…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。
御船山楽園…鍋島藩ゆかりの庭園。

つつじ寺の愛称で親しまれている
「大興善寺」、もみじと銀杏に一面
を彩られた風情漂う庭園にて紅葉
観賞。

筑前の小京都「秋月」。黒門周辺にある
モミジの紅葉と黒門とのコントラストを
お楽しみください。

御船山楽園（イメージ）

九年庵一般公開と
福岡・佐賀の紅葉名所

九州屈指の名湯
「原鶴温泉」入浴。

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。

ふるゆらいざん ふるゆらいざん

だいこうぜんじあきづき



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）

3

2022年 11月17日木
出発日

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）

×
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

大分県 33
2022年 11月16日水 11月21日月
出発日

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）

×
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）、拝観料（熊野磨崖仏・真木大堂・富貴寺
・両子寺）、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）＝熊野磨崖仏（拝観）＝真木大堂（拝観）＝富貴寺（紅葉観
賞）…かやの木（昼食）＝両子寺（紅葉観賞）＝文殊仙寺（紅葉観賞）＝真玉温泉
（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

くにさき

大分県 33
2022年 11月10日木 11月13日日
出発日

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）

×
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）＝深耶馬溪（「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）・本耶馬渓散
策（耶馬渓橋…青の洞門）＝御霊もみじ（紅葉鑑賞）＝渓石園（散策）＝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

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〉猿飛千壺峡（イメージ） 渓石園（イメージ）渓石園（イメージ）

御霊もみじ（イメージ）御霊もみじ（イメージ） 御霊もみじ（イメージ）御霊もみじ（イメージ）

やばけい

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。

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。

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〉

岡城跡（イメージ）

長湯温泉（イメージ）

竹田城下町（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。

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。

大分県 33

紅葉の岡城跡と長湯温泉
K-647

紅葉の国東半島
史跡巡り

日本三大紅葉の耶馬溪紅葉三昧と金色温泉

K-646

K-645



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。

4

【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。）〉

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〉

九十九島遊覧船〈写真提供：九十九島パールシーリゾート〉

くじゅうくしま

美祢市赤郷地区はカルスト台地特有のドリーネ（窪地）が大きく広がった「ポリエ」
にある集落です。その赤郷ポリエで育った希少な「美東ごぼう」の収穫体験。
お昼は「美東ごぼう」など秋吉台の恵みを食します。

やばけい

美東ごぼう収穫体験（イメージ）

サイクリング（イメージ）

サイクリング（イメージ）サイクリング（イメージ）

三光コスモス園（イメージ）三光コスモス園（イメージ） 金色温泉（イメージ）金色温泉（イメージ）

昼食（イメージ）昼食（イメージ）

原木しいたけ摘み取り体験
（イメージ）

山口県 20
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）

×
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：18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）、ごぼう収穫体験代、原木しいたけ摘み取り体験代、入洞代
(秋芳洞)、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。※雨天の場合は美東ごぼう収穫体験が不可の為、炭鉱跡の見学へ変更となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝道の駅みとう（お買物）＝農業生産法人美緑（希少価値の高
い美東ごぼう収穫体験）＝ほっとビレッジ美東（昼食）＝秋吉カルストロード（車窓）＝
秋吉カルスト展望台（見学）＝秋芳洞（見学）＝園田きりこ農園（原木しいたけ摘み取
り体験）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～　　

1

2

3

2022年 10月21日金 11月3日木　
出発日

2022年 10月16日日
出発日

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）

×
昼
×

×

×

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ーサイクリング, ～～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）、レンタサイクル代（ヘルメット付）、入場料（三光コスモス園）、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※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。※健康・体調管理には、ご自身で十分にご留意ください。※アップダウンがほとんど無
く、とても緩やかな下り道が多く走りやすいコ－スです。※自転車はレンタサイクルとなります。持ち込みはご遠慮ください。
予約時にクロスバイク（カゴなし）もしくはシティサイクル（ママチャリ）の選択が必要となります。電動自転車の取扱いは
ございません。※小雨の場合はサイクリング実施、豪雨の場合は本耶馬渓ウォーキングへ変更となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝耶馬渓サイクリングターミナル（サイクリング距離約
10km・約2時間）ー第２山国橋ー平田宿場ーレストハウス洞門跡＝洞門
パティオ（バイキング昼食）＝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

長崎県 33
2022年 11月20日日 11月24日木
出発日

23,000円※2名様以上で参加の
　場合は22,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

×
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（「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（昼食）＝パールシーリゾート～～（九十九島クルーズ）～
～パールシーリゾート＝展海峰（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

大人の社会見学3 美東ごぼう収穫と原木しいたけ摘み取り体験K-650

耶馬渓鉄道跡サイクリングと中津三光コスモス園K-649

佐世保の名刹「逆さ紅葉」と九十九島クルーズK-648

サイクリング距離 時間約10km 約2時間

〈お土産付き〉美東ごぼう2本・しいたけ約200g

大分県 15



5

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）

山口県

K-575
南阿蘇トロッコ列車と
阿蘇水基巡り
南阿蘇トロッコ列車と
阿蘇水基巡り

2022年 10月13日木
出発日22,500円※2名様以上で参加の

　場合は21,500円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

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

33
33

熊本県 33

K-577K-576

×
昼
×

×

×

2022年 10月21日金 12月17日土
出発日

2022年 10月 8日土 11月19日土
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（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）、南阿蘇トロッコ列車乗車料金、
入場料（白川水源）、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 ※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）＝阿蘇神社…阿蘇水基巡り＝白川水源（見学）＝高森田楽の
里（昼食）＝高森駅+++南阿蘇トロッコ列車乗車+++中松駅＝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〉～～

1

2

3

×
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 ※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/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

×
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、ＤＬ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）+++「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〉～～

1

2

3

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

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）

湧水の町「阿蘇の一宮」にて
水基巡り。

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）

南阿蘇トロッコ列車（イメージ） 
〈写真提供：熊本県〉

南阿蘇の雄大な景色を独り占め。
「南阿蘇トロッコ列車」乗車！

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

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、力強く豪快に走ります！

「○○のはなし」（イメージ）

「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♪

まるまる

みずき

×
×
×

×
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〉～～

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往路フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉
料金、バス代、通行料、高速代、観光列車etSETOra乗車料金（せとうちスイーツ付）、鉄道運賃（在来線・新
幹線）、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 ※尾道散策時の入場料等は各自負担となります。※尾道散策時の手荷物につきましては、尾道駅
の有料コインロッカー等をご利用下さい。※号車・座席の指定はできません。

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝広島駅（９：３２発）+++観光列車 etSETOra（エトセ
トラ）乗車※せとうちスイーツ付+++尾道駅（１２：３２着 到着後約２時間各自
自由散策・自由昼食）+++（在来線）+++福山駅（１６：００～１６：３０発）+++（新
幹線こだま）+++新大阪駅（１８：３０～１9：３０着）

1

2

2022年 12月22日木
出発日29,800円※2名様以上で参加の

　場合は28,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

復路新幹線利用！復路新幹線利用！

車内（イメージ） 車内（イメージ） バーカウンター（イメージ） バーカウンター（イメージ） 

外観は瀬戸内の海の「青」、海岸線から見える
波の「白」をイメージし、せとうちの穏やかな
風景を感じさせるシックなデザインです。

エトセトラ

2020年10月にデビューした観光列
車「etSETOra（エトセトラ）」。
列車名の「エトセトラ」という言葉は
、ラテン語で「その他いろいろ。等々
。…など。」という意味をもつことば
になぞらえ、瀬戸内が次から次に紹
介したくなる魅力に溢れていること
を表現。

広島県 33

観光列車 etSETOra
乗車への旅
観光列車 etSETOra
乗車への旅

K-574

DLやまぐち号 
〈写真提供：西日本旅客鉄道株式会社〉



6

【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。

石炭の島 池島
伊王島

池島

松島
大瀬戸崎戸 大

村
湾

神浦
長崎

K-653

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）

九州最後の炭鉱の島
池島炭鉱

×
弁
×

×

×

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（弁当昼食１回）、西海沿岸商船フェリー運賃、
池島炭鉱坑内体験料金、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 ※坑内歩行の為、靴は多少汚れても良いスニーカー等、履きなれた靴でご参加
ください。（ハイヒール・サンダルでの入坑はできません。）

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝新西海橋（散策）＝神浦港～～（西海沿岸商船）～～池島
港…池島炭鉱（約３時間 坑内見学・弁当昼食）＝池島港～～（西海沿岸商船）～
～瀬戸港＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

×
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）、しまてつカフェトレイン乗車賃（島原駅→本諫早
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 ※島原城は
天守閣改修工事に伴い、5階展望所の立入が出来ません。※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）＝島原城（※しまてつカフェトレイン乗車特典にて日本１００名城
見学）＝湧水庭園四明荘（※しまてつカフェトレイン乗車特典にて見学）＝島原駅（１2:２４
発）+++観光列車しまてつカフェトレイン乗車（地元の食材を使った昼食）+++本諫早
駅（１3:５２着）＝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

K-651

2022年 10月 7日金
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
（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）、「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」乗車賃（福岡天神駅→柳川駅）、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。※福岡タワー入
場料は各自負担となります。※ダイヤ改正により、運行時間が変更となる場合がございます。※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）＝福岡タワー（自由見学）＝櫛田神社…寺社巡り…駐車場＝福岡
天神駅（１3:23発）+++西鉄観光列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」乗車
（九州・福岡の食材を使い車内の窯で仕上げた昼食をお楽しみください）+++西鉄柳
川駅（１5:02着）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

「THE RAIL KITCHEN 
 CHIKUGO」乗車への旅

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）

2022年 10月17日月 12月 9日金
出発日

K-652
しまてつカフェトレイン
乗車への旅

長崎県 33

長崎県 33

「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」（イメージ）

ザ　レール　キッチン　チクゴ

福岡県

地域を味わう旅列車「THERAILKITCHEN CHIKUGO」は、地域の魅力を
乗せて走ります。筑後の文化や暮らしを感じながら、ゆっくりとお楽しみ下さい！

車内（イメージ）車内（イメージ） 車内（イメージ）車内（イメージ） 昼食（イメージ）昼食（イメージ）

25,000円※2名様以上で参加の
　場合は24,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2022年 12月24日土
出発日

しまてつカフェトレイン（イメージ）

しまてつカフェトレインは、有明海沿いを走る島原鉄道初の観光列車。
車内ではアテンダントの案内もあります。

カフェメニュー（※メニューは変更となる場合がございます。）

カマンベールロール鶏ハンバーグあげとっと塩味 かまポテト

※3才以上～未就学児の旅行代金は3,500円
　〈バス席・しまてつトレイン座席
　　・お子様用食事代込〉

トロッコ電車で坑内探検

キャップランプ、ヘルメットを
 装着して さあ、出発！

2001年閉山した九州最後の海底炭鉱へ
ご案内！

「池島」には炭鉱施設が
そのまま残っており、坑道
内の体験など迫力満点の
現場体験。
坑内までの約300メートル
・・・電車で下ります！！

坑内見学風景

電動トロッコ電動トロッコ

坑内見学風景



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）
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大分県 33

熊本県 33
大分県 33

×
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）、リフト代、拝観料（羅漢寺）、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。※健康・体調管理には、ご自身で十分にご留意ください。※雨天の場合は、
羅漢寺参拝ができない場合がございます。※そばが苦手な方は他のメニューへ変更可能です。

船中泊

船中泊

～～新門司港（8：３０）＝耶馬渓橋公共駐車場…耶馬渓橋…青の洞門…公共駐車
場…犬走りの景…羅漢寺橋…跡田川沿い…羅漢寺旧参道…万千園（そば定食の
昼食）…羅漢寺（リフトにて参拝）＝平田邸（見学）＝平田城址（見学）＝道の駅なかつ
（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

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）

2022年 12月 2日金
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）、「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。※車両不具合等により、車両形式が変更となる場合がございます。※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
発）+++「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

2022年 10月28日金
出発日26,000円※2名様以上で参加の

　場合は25,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

×
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）、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。※車両不具合等により、車両形式が変更
となる場合がございます。※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）＝亀山亭（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

「ゆふいんの森」（イメージ）

日田豆田町（イメージ）

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。

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）

2022年 11月 4日金
出発日

A-TRAIN BAR（イメージ）A-TRAIN BAR（イメージ）

客席（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）

「ジャンボ♪小島くん」「ジャンボ♪小島くん」と行く！と行く！

青の洞門（イメージ）

平田城址（イメージ）平田城址（イメージ）

昼食（イメージ）昼食（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

K-613

大分県 33

×
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

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）

2022年 12月 5日月
出発日

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）

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。

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K-585

本耶馬渓ウォーキング
と平田城址
本耶馬渓ウォーキング
と平田城址

K-654

「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

K-581

ほんやばけい

初級技術レベル 2体力レベル 歩行約3.2km・約2時間

ウォークツアー



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。

8

大分県 20

×
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：18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）、みかん狩り・芋掘り代、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。※健康・体調管理には、ご自身で十分にご留意くださ
い。※みかんは食べ放題となりますが、みかんと掘った芋のお持ち帰りは各1kg200円となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝逵ノ堂愛宕神社…（のどかな田園を眺めながらウォー
キング）…井手八幡神社…枯鉾天満神社…逵ノ堂愛宕神社…ナトリ（韓国の家
庭料理昼食）＝関口観光農園（みかん狩り・芋掘り）＝日出温泉（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

K-655
ススキの大草原 秋吉台
と長門峡ウォーク
ススキの大草原 秋吉台
と長門峡ウォーク

K-621
日出里山ウォークと
味覚狩り
日出里山ウォークと
味覚狩り

ひじ

K-620

×
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（運動靴またはトレッキング
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。高低差
もございますので、ご不安な方やの場合は、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

おおにゅうじま

K-656

2022年 10月19日水
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）

×
弁
×

×

×

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（運動靴またはトレッキングシューズ）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。※当日
荒天等によりトレッキングが出来ない場合は、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

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

七つ石山からの風景〈写真提供：日出町観光協会〉

初冬咲きのミヤマキリシマを
お楽しみください。

中級技術レベル 2体力レベル 歩行約6.5km・約5時間30分

かなごえれんざん

きょうづかやまきょうづかやま

山口県 33 大分県 33

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）

2022年 12月1日木9月 28日水
出発日

23,000円※2名様以上で参加の
　場合は22,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2022年 10月30日日
出発日

ハイキングツアー

トレッキングツアー

ウォークツアー

ウォークツアー

大入島（イメージ）

田園風景（イメージ）

大入島ハイキング
（イメージ） 田園風景（イメージ）

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。

大神にある小高い森にたたずんでいる
「愛宕神社」を起点に、ひっそりとのどか
な田園が広がる北大神エリアを歩きます。

初級技術レベル 2体力レベル 歩行約4.3km・約2時間
中級技術レベル 3体力レベル 歩行約6.0km・約2時間30分

秋吉台のすすき〈写真提供：山口県観光連盟〉

2022年 10月29日土 11月6日日
出発日

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）

×
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＝黒谷口…秋芳洞…安富屋（昼食）＝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

初級技術レベル 2体力レベル 歩行約5.5km・約3時間30分

あきよしだい

ちょうもんきょうちょうもんきょう

大分県 33
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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）

33 33

×
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（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）、渡船代、祈祷代、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 ※宝当神社へのチャーター
船が、荒天等により欠航となった際には、唐津市「宝満神社」「唐津神社」参拝となります。 

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝鏡山展望台（虹の松原を眺望）＝唐津東港～～（チャー
ター船）～～高島港…海の駅（宝くじ購入とお買物）…宝当神社（宮司様による
宝くじ当選祈願御祈祷）…高島港～～（チャーター船）～～唐津東港＝唐津シ
ーサイドホテル（昼食）＝南蔵院（ご利益スポット）＝新門司港〈１便船１７：００発/
ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

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）

×
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：
タイガーバスまたはラビットバスもしくは同等クラス ※黒川温泉入湯手形は付いておりませ
ん。現地にて各自手形1300円（3ヶ所入浴）をご購入ください。 ※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）＝湯布院（自由散策・約１時間半）＝瀬の本レストハウス（
昼食）＝黒川温泉（自由散策・約３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

17,500円※2名様以上で参加の
　場合は16,500円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

×
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、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。 

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝海土ヶ瀬公園（角島大橋一望）＝角島大橋（車窓）＝角島
灯台公園＝長門湯本・大谷山荘（昼食・入浴）＝元乃隅神社（話題の絶景スポット
参拝）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～　

1

2

3

角島大橋
〈写真提供：山口県〉

33名旅館「大谷山荘」の
昼会席

24,800円※2名様以上で参加の
　場合は23,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2022年 12月19日月12月 2日金10月18日火
出発日2022年 12月15日木12月12日月

出発日

2022年 10月12日水9月25日日
出発日

●前肴／胡麻豆腐、菊菜と美祢椎茸のゆず吉浸し、柿の白胡麻クリーム掛け
●造り／本日の鮮魚三種盛  ●合肴／ふぐ刺し  ●鍋物／鹿野ポークの味しゃぶ
●酢物／蒸し鮑    ●温物／地穴子と岩国レンコンのひろうす    
●食事／県産のど黒釜飯  ●汁／赤だし  ●香の物／三種盛    
●水物／黒糖プリン、生クリーム、リンゴのコンポート、季節の果物
※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。
※12/1出発は冬会席となり、料理内容は変更となります。

〈大谷山荘〈秋会席）〉

昼食（イメージ）

山口県

宝くじ当選祈願 
宝当神社宮司による御祈祷付き

南蔵院『釈迦涅槃像』
（イメージ）

宝当神社（イメージ）

佐賀県
福岡県

金鱗湖〈写真提供：大分県〉

九州の温泉地「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。

大分県
熊本県

宝当神社と南蔵院
ご利益スポット両参り
宝当神社と南蔵院
ご利益スポット両参り

K-658
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K-597

×
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）、入場料（菊屋家住宅）、拝観料
（大寧寺）、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 
※萩城下町・長門湯本温泉街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）＝菊屋家住宅（見学）・萩城下町（自由散策）＝長門湯本・
大谷山荘（昼食・入浴）＝大寧寺（紅葉鑑賞）＝長門湯本温泉街（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

萩城下町（イメージ）萩城下町（イメージ）

25,000円※2名様以上で参加の
　場合は24,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2022年 12月 1日木11月15日火
出発日

名旅館「大谷山荘」の
昼会席と萩城下町散策
名旅館「大谷山荘」の
昼会席と萩城下町散策

K-657
名旅館「大谷山荘」の
昼会席と角島大橋
名旅館「大谷山荘」の
昼会席と角島大橋

K-635

ほうとうじんじゃ なんぞういん
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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。

33佐賀県

K-659 唐津くんちと呼子の朝市唐津くんちと呼子の朝市

K-661

朝
×
×

×

×

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、夕食弁当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 ※第３日目昼食は各自自由食 ※花火会場の都合
により、早めの会場到着・開始まで待機となります。※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※雨天により、花火
大会が中止となる場合がございます。※人吉市内・熊本市内自由散策時の入場料等は各自負担となります。※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。※現在、やつしろ全国花火競技大会は開催予定ですが、新
型コロナウイルス感染拡大状況等により、イベント内容の縮小・中止となる場合がございます。予めご了承下さい。

船中泊

ホテルルートイン熊本駅前 泊

船中泊

ホテル…熊本市内（自由散策・自由昼食）…ホテル（１３:１５出発）＝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）＝ホテル華の荘リゾート（昼食）＝青井阿蘇神社（参拝）…人吉
市内（自由散策）＝やつしろ全国花火競技大会（夕刻早めの到着。桟敷席にて花火
大会見学。お弁当夕食）＝ホテルルートイン熊本駅前

1

3

2

4

×
×
×

×

×

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、姫島村営フェリー運賃、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 ※昼食は姫島島内にて各自自由食 ※入浴用
タオルは各自ご用意ください。※雨天により、キツネ踊り・アヤ踊り・アサギマダラ鑑賞会が中止とな
る場合がございます。※現在、姫島車えび祭は開催予定ですが、新型コロナウイルス感染拡大状況
等により、イベント内容の縮小・中止となる場合がございます。予めご了承下さい。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝伊美港～（姫島村営フェリー）～姫島港…姫島車えび祭
（自由見学・自由昼食）…姫島港～（姫島村営フェリー）～伊美港＝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

姫島車えび祭姫島車えび祭

大分県 33

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）

2022年 10月 22日土
出発日

K-662
やつしろ全国花火競技大会やつしろ全国花火競技大会

熊本県 33

K-660

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）

×
弁
×

×
昼
弁

×

×

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）、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※佐賀インターナショナルバルーンフェスタのイベントや競技につきましては、
天候・風速等により中止となる場合があります。その際はツアー行程を変更する場合があります。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・佐賀バルーンフェスタは開催予定ですが、新型コロ
ナウイルス感染拡大状況等により、イベント内容の縮小・中止となる場合がございます。予めご了承下さい。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝佐賀インターナショナルバルーンフェスタ（見学・
弁当昼食）＝唐津くんち（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

佐賀県 33

唐津くんち〈写真提供：佐賀県〉

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。

×
×
×

×

×

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

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

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）

2022年 11月 2日水
出発日

2022年 11月 3日木11月 2日水
出発日

■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、唐津くんちは開催予定ですが、新型コロナウイルス感染拡大状況等により、
イベント内容の縮小・中止となる場合がございます。予めご了承下さい。

一度で佐賀の
お祭りを満喫！

佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
（イメージ）

佐賀インターナショナル
バルーンフェスタと
唐津くんち

佐賀インターナショナル
バルーンフェスタと
唐津くんち

車えび（イメージ）
〈写真提供：大分県〉

姫島車えび祭（イメージ）
〈写真提供：姫島村役場〉
姫島車えび祭（イメージ）
〈写真提供：姫島村役場〉

普通の花火大会とは美しさも
ケタ違い！ 

有名花火師達が、
自信作から最新作まで
技と腕の限りを披露する
競技大会は、
感動の連続です。

全国から有名花火師が
大集合！！

周防灘に浮かぶ
ロマンゆたかな夢の島
「姫島」へ。

姫島名物！ 情緒あるキツネ踊り・アヤ
踊り鑑賞会・アサギマダラ鑑賞会を
お楽しみください。

10月 14日金2022年

1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 41,800円 44,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

【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。）〉



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）
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朝
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、宿泊代（１泊２食付）、食事代（朝食１回・昼食2回・夕食１回）、行程表記載の
入場料、入浴代、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。※出水麓武家屋敷群散策時の施設入場料等は各
自負担となります。※人吉城跡公園は、令和2年7月豪雨被害により、一部区域が立入り禁止となっており
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＝人吉城跡公園（自由散策）＝青井阿蘇神社（参拝）＝ホテル華の荘（昼
食・人吉温泉入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～
～　　

～～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（参
拝）＝出水麓武家屋敷群（散策）＝湯の児温泉海と夕やけ

1

3

×
昼
夕

2

4

海と夕やけ 泊

朝
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※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■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…福江港～～旧五輪教会堂（見学）～～江上天主堂（見学）～～福江港
…カンパーナホテル（昼食）＝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・）
～～福江港＝漁師食堂五島灘（昼食）＝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）＝コンネホテル ※夕食はホテ
ル近くの「心誠」となります。（徒歩7、8分移動）

1

3

×
昼
夕

2

4

鹿児島県 20

×
昼
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
（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〉～～

■最少催行人数：18名 ■添乗員同行※島内のみバスガイド付。  ■往路フェリー〈ツーリスト（２等
洋室）〉料金、鉄道運賃（新幹線）、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）、甑島商船フェリー運賃、観光船かのこクルージング代、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 島内は南国交通 ※歩きやすい靴と
服装でご参加ください。※島内の移動は中型バスのため、他のグループのお客様と相席になる場合
がありますので、予めご了承下さい。※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

～～新門司港（５：３０）＝串木野新港～（甑島商船フェリー）～上甑・里港＝（昼食）
＝【観光船かのこクルージング】中甑港～鹿島断崖など巨岩・奇岩～ナポレオン
岩～（折返し）～中甑港＝長目の浜展望所（見学）＝貝池・なまこ池（見学）＝甑大
明神橋・鹿の子大橋（車窓）＝甑大橋（通過）＝鳥ノ巣山展望所（見学）＝夜萩円山
公園（見学）＝ホテルこしきしま親和館　　

1

2

ツルっと湯の児温泉
～出水のツルを探して～

K-664

五島列島「福江島」と
世界遺産教会めぐり

甑島への旅

K-663

K-610

ホテル＝瀬尾観音三滝（見学）＝手打地区（おふくろさん歌碑・手打麓武家屋敷跡散策）＝
釣掛埼灯台（見学）＝（昼食）＝長浜港～（甑島商船フェリー）～川内港＝（バス）＝川内駅
（17：15～17：45発）+++（新幹線さくら）+++新大阪駅（21：15～21：45着）到着後解散

コンネホテル 泊

ホテルこしきしま親和館 泊

限定20名
募集

こしきしま

〈写真提供：（株）薩摩川内市観光物産協会〉

鳥ノ巣山展望所鳥ノ巣山展望所

観光船かのこクルージング〈写真提供：（株）薩摩川内市観光物産協会〉

甑大橋〈写真提供：（株）薩摩川内市観光物産協会〉
東シナ海に浮かぶ上甑島・中甑島・下甑島
と縦に３島からなる島＝甑島は、国定公園
にも指定された風光明媚な離島です。

復路新幹線利用！復路新幹線利用！

3

堂崎天主堂（イメージ）

旧五輪教会堂（イメージ）旧五輪教会堂（イメージ） 江上天主堂（イメージ）江上天主堂（イメージ）

鬼岳〈写真提供：一般社団法人 長崎県観光連盟〉

33

長崎県 33

2022年 12月 4日日10月 3日月
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 65,800円 68,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

2022年 11月 21日月10月 6日木
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 83,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

湯の児温泉
露天風呂（イメージ）

◆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。

出水武家屋敷〈写真提供：
（公社）鹿児島県観光連盟〉

1月26日木2023年12月20日火2022年

1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 39,800円 46,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

鹿児島県
熊本県

出水のツル（イメージ）出水のツル（イメージ）



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。

12

【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。）〉

33 33

×
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）＝元乃隅神社（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

朝
昼
×

×
昼
夕

×

×

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 ※入浴用タオルは各自ご用意ください。 ※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）＝魚魚の宿（昼食・新西海橋散策）＝
長崎諏訪神社（初詣）＝長崎市内・矢太樓　　

1

2

4

×
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（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

33大分県33

佐賀県
長崎県

福岡県

昼食
（イメージ）

昼食
（イメージ）

赤間神宮（イメージ）

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。

矢太樓 泊

祐徳稲荷神社（イメージ）祐徳稲荷神社（イメージ）

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。

筑後川温泉（イメージ） 別府温泉（イメージ）別府温泉（イメージ）

一の俣温泉（イメージ）
川上峡温泉
（イメージ）

山口県

2021年 12月31日土
1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 46,800円 53,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

以下4コース（ Ｋ665～Ｋ668）は、2022年9月30日（金）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。　

3

K-667 K-668

×
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。※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）＝別府豊泉荘（和会席の昼食と別府温
泉入浴）＝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

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）

2022年 12月31日土
出発日

27,500円※2名様以上で参加の
　場合は26,500円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

28,800円※2名様以上で参加の
　場合は27,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2022年 12月31日土
出発日

2022年 12月31日土
出発日

新春！ 宇佐神宮初詣と
別府温泉
新春！ 宇佐神宮初詣と
別府温泉

新春！ 太宰府天満宮と
筑後川温泉
新春！ 太宰府天満宮と
筑後川温泉

新春！ 三社参りと
川上峡温泉
新春！ 三社参りと
川上峡温泉

新春！ 三社参りと
一の俣温泉
新春！ 三社参りと
一の俣温泉

K-665 K-666
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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）

佐賀県 33

K-671

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）

太良のカキ小屋で味わう
カキ焼きと武雄温泉

大分県 33

K-670

×
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。※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）＝大魚神社（海中鳥居見学）＝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

×
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：
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（ノジギク鑑賞・散策）＝かまえインターパーク
(伊勢えびの昼食）＝道の駅かまえ（お買物）＝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

東九州伊勢えびの昼食と
たかひら展望公園

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）

豊後水道・日向灘の日豊リアス海岸の海道筋で
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。

昼食（イメージ）伊勢えび（イメージ）伊勢えび（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〉

武雄温泉〈写真提供：佐賀県〉

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〉

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。

2022年
出発日

12月22日木12月 4日日

昼食（イメージ）

小川島（イメージ）

小川島…佐賀県唐津市呼子町の
北の沖合に位置する人口約550
人、約160世帯の離島。呼子港
から定期船で20分、小川島は玄
海灘に浮かぶ小島です。古くは
朝鮮半島との交通の要衝として
知られ近世には捕鯨基地として
繁栄を見せています。

※写真は舟盛りとなっておりますが、個人盛りでの
　ご提供となります。
※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。

民宿「小川島」…小川島自慢の旬を生かした料理。
鯛・ヒラメのお造り、イカ・サザエ・アワビの刺身、赤魚の煮つけ、ウニ飯など

杉ノ原放牧場（イメージ）

K-669
玄海灘の離島「小川島」で
食す！ 島料理と絶景スポット

佐賀県 33

×
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）、川口汽船運賃、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 ※歩きやすい靴と服装でご参加
ください。※季節、時化等天候条件、仕入れ状況等によって料理内容が変わることがあります。 

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝風の見える丘公園（見学）＝呼子の朝市（見学）…呼子港～（川口汽
船）～小川島…民宿小川島（島料理の昼食）…小川島～呼子港＝杉ノ原放牧場（散策）＝お
さかな村（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

24,800円※2名様以上で参加の
　場合は23,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2022年 11月10月 29日火25日火10月 2日日
出発日

2022年 11月 6日日10月27日木
出発日

カキ昼食（イメージ）

たかひら展望公園
（イメージ）

たかひら展望公園
ノジギク（イメージ）
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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。

新型コロナウイルス対策
感染症対策を強化しながら、みなさまに安心して
ご参加いただけるようツアーを実施しております。

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、2022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。
※名門大洋フェリーのドック入り(船舶定期検査)のため配船が一部入れ替わることがございます。

テレビ・バス・トイレ・空気清浄機・
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・
ドライヤー・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・空気清浄機・
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・
使い捨てスリッパ・歯ブラシ

〈船名〉
きょうと
ふくおか

等　級

スーペリア

ファースト

コンフォート

デラックス

スイート

ツーリスト
※キャビンタイプ

設　備

テレビ・バス・トイレ・空気清浄機・
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・バス・トイレ・空気清浄機・
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・
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

等　級

ファースト

デラックス

スイート

ツーリスト
※キャビンタイプ

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）

2便船
1便船

夕食/
バイキング

大人１,６００円
小人１,１００円
幼児（４～５歳）５００円

夕食/
バイキング

大人１,６００円
小人１,１００円
幼児（４～５歳）５００円

朝食/
バイキング

大人７５０円
小人５００円
幼児（４～５歳）２５０円朝食/

軽朝食
大人３００円
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。）

ツーリスト区画におきましても、常時、船外の新鮮な空気
との換気を行っています。加えて、エアコン内部に抗菌・
抗ウイルスフィルターを設置し、各ベッドには外気および
フィルターにて除菌された空気が供給されています。

K-634

やな場（イメージ）やな場（イメージ）

甲佐のやな場で味わう
鮎料理

熊本県 33

×
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。 ※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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝桜の馬場 城彩苑（熊本城など自由見学）＝甲佐町や
な場（鮎のフルコース昼食）＝道の駅 美里 佐俣の湯（入浴・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 20
バス１台につき定員を
最大15名様・20名様・33名までに制限します。
バス１台につき定員を
最大15名様・20名様・33名までに制限します。

15 33

ご 内展 望 案

新造船

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）

2022年 10月21日金9月26日月
出発日●うなぎ

●白ご飯 
●香物 
●早川わんこ
　ソーメン 

●うるか 
●鮎の塩焼き
●鮎の味噌焼き 
●鮎の南蛮漬け
●鮎のお吸い物 
●鮎のお刺身
※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。

〈やな場コース〉

昼食（イメージ）

竹で組んだやな場を目の前に「鮎料理」に舌鼓！ 
情緒豊かな藁葺き屋根のあずま屋で味わう鮎は格別です。

このパンフレットに掲載のツアーをお申し込み
のお客様に、船内レストラン（夕食もしくは夕朝
バイキングセット券）でご利用頂ける５００円食事
割引券を往復それぞれお渡し致します。（ご旅行
ご参加当日、添乗員よりお渡しいたします）

特典除外
期間

2022年12月26日～
2023年１月６日乗船日

※朝食のみの割引適用はございません。
※大人食事料金のみの適用となります。
※「５００円食事割引券」の再発行はいたしません。
※裏面記載の利用日以外の利用はできません。
※シルバー割引等他のサービス・サービス券と
   の併用はできません。※譲渡不可
1便船軽朝食は、夕食ご利用者に
軽朝食無料券をお渡ししております。
（夕食時に５００円食事割引券利用ができます）
尚、軽朝食のみのご利用は３００円となります。
（軽朝食のみの５００円食事割引券は利用できません）

※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。

※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。

スーペリアスーペリア

定　員

１０～３０名

14名

１～４名

２～３名

２名

２～３名

定　員

２名

２～３名

１～４名

１０～３０名

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

基本利用

９,５００円

３,５００円

１２,０００円

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

基本利用

５,０００円

９,５００円

３,５００円

1,0００円

１２,０００円

ツーリスト
※キャビンタイプ
ツーリスト
※キャビンタイプ

ツーリスト
※キャビンタイプ
ツーリスト
※キャビンタイプ

スイートスイート デラックスデラックス

スイートスイート デラックスデラックス

ファーストB
※部屋タイプ一例
ファーストB
※部屋タイプ一例

ファーストJ
※部屋タイプ一例
ファーストJ
※部屋タイプ一例

コンフォートコンフォート



この旅行条件は２０２２年8月１日現在を基準としております。

（2022年8月1日を基準日とする）
2022.8 8,800


