
旅行企画・実施

2022 spring
大阪発

海の中道海浜公園の
ネモフィラ畑と「河内藤園」

福岡県

K-565K-564

船中泊

船中泊

×
昼
×

（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

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）、入場料（白野江植物公園・河内藤園）、
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（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。 ※遅めの昼食となります。（13：30頃）

～～新門司港（８：３０）＝白野江植物公園（牡丹や芍薬のお花鑑賞）＝吉祥寺
（藤の花鑑賞）＝河内藤園（日本で最も美しい人気の藤園）＝アクティブリ
ゾーツ福岡八幡(中華の昼食)＝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〉～～

×

×

2022年 4月27日水4月22日金
出発日

船中泊

船中泊

×
昼
×

（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

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）、入場料（国営海の中道海浜公園・
響灘緑地グリーンパーク・河内藤園）、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。 

～～新門司港（８：３０）＝国営海の中道海浜公園（ネモフィラ鑑賞）＝民宿しら
いし（昼食）＝響灘緑地グリーンパーク（散策）＝河内藤園（日本で最も美しい
人気の藤園）＝部埼灯台（見学）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等
洋室）利用〉～～

33

×

×

九州 花めぐりの旅九州 花めぐりの旅

2022年 5月1日日4月25日月4月24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）

絶景！「河内藤園」

目を奪われる絶景として世界中で人気の北九州「河内藤園」藤棚と藤の花トンネル。
トンネルは80mと220mの2種類あり、開花時期には22種類の藤の花が咲き乱れ、
見るものを圧倒します。日本で最も美しい藤棚。花と香りを楽しんで下さい。

河内藤園（イメージ）

吉祥寺公園（イメージ）海の中道海浜公園（イメージ）

藤のトンネルと
            北九州花めぐり

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）

新造船「きょうと」「ふくおか」
就航記念キャンペーン！

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！

参加当日、小学生にクッキー交換券、中学生以上にノベルティ
グッズを差し上げます。 ※無くなり次第終了となります。

《第2弾》参加者全員にオリジナルクッキー
またはノベルティグッズプレゼント! 〈〈お知らせとお願い〉〉

【期間】2022年6月30日出発分まで

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）

《第3弾》ご旅行参加者に抽選で景品をプレゼント！
【開催期間】2021年12月16日出発分～2022年12月30日出発分

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。）

《第1弾》キャッシュバックキャンペーン！
【クーポン配布期間】2022年9月30日出発分まで
【利用期間】2022年10月1日～2023年3月31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。
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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

往復（大阪南港⇆新門司港）

１便船１７：００発

往復（大阪南港⇆新門司港）

２便船１９：５０発 ２便船１９：５０発

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 １便船１７：００発

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）九州 花めぐり九州 花めぐり

長串山公園
 〈写真提供:長崎県観光連盟〉
長串山公園
 〈写真提供:長崎県観光連盟〉

鶴見岳のミヤマキリシマ（イメージ）鶴見岳のミヤマキリシマ（イメージ）

別府ロープウェイ（イメージ）

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。

島原温泉（イメージ）

仁田峠のミヤマキリシマ（イメージ）仁田峠のミヤマキリシマ（イメージ）

仁田峠のミヤマキリシマ
と島原温泉
仁田峠のミヤマキリシマ
と島原温泉

島原唯一の掛け流し海見露天風呂がある
ホテル南風楼にて「島原温泉」入浴、ご昼食。

仁田峠一面に広がるミヤマキリシマをご鑑賞。

九十九島クルーズと
長串山のつつじ
九十九島クルーズと
長串山のつつじ

33

長崎県

33

長崎県

K-567

33大分県

岳切渓谷と鶴見岳の
ミヤマキリシマ・湯布院温泉
岳切渓谷と鶴見岳の
ミヤマキリシマ・湯布院温泉

一心寺のぼたん桜と鶴見岳
ヤマザクラ・湯布院温泉
一心寺のぼたん桜と鶴見岳
ヤマザクラ・湯布院温泉

K-566

2022年
出発日

6月 3日金5月28日土

2022年
出発日

5月 21日土5月14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）、九十九島クルーズ乗船代、長串山
公園環境整備代、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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝西海橋物産館…新西海橋…西海橋公園＝長串山公園
（つつじ鑑賞）＝弓張の丘ホテル（バイキング昼食）＝パールシーリゾート～～
（九十九島クルーズ・５０分）～～パールシーリゾート…駐車場＝和泉屋大塔店
（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

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）

2022年
出発日

4月26日火4月20日水

×
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：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。 ※島原武家屋敷散策時の施設入場料等は各自負担となります。 ※ロープウェイ乗車代は
旅行代金に含まれません。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝仁田峠（ミヤマキリシマ鑑賞）＝島原武家屋敷（自由
散策）＝島原温泉南風楼（昼食・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）

×
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）、別府ロープウェイ乗車代、拝観料（一心寺）、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 ※一心寺の境内は山中の谷間になっており起伏の激し
い道が多いので、必ず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）＝駐車場…（徒歩約５分）…一心寺（ぼたん桜鑑賞）…
駐車場＝ゆふいん山水館（昼食・湯布院温泉入浴）＝別府高原駅＋＋＋（別府・
鶴見岳ロープウェイ）＋＋＋鶴見山上駅（展望所や山上遊歩道の散策）＋＋＋別
府高原駅＝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）、別府ロープウェイ乗車代、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）＝岳切渓谷（渓谷沿いの遊歩道をウォーキング・約２km）
＝ゆふいん山水館（昼食・湯布院温泉入浴）＝別府高原駅＋＋＋（別府・鶴見岳
ロープウェイ）＋＋＋鶴見山上駅（展望所や山上遊歩道の散策）＋＋＋別府高原
駅＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

22,800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）

×
昼
×

×

×

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
出発日

4月11日月4月 7日木

一心寺の桜〈写真提供：ツーリズムおおいた〉一心寺の桜〈写真提供：ツーリズムおおいた〉

一心寺は山間にあるため、八重桜を見下ろす景色は
「桜の雲海」と称されています。
西日本随一とも言われる700本、15種以上の珍しい
八重桜が境内を埋め尽くす景観は圧巻です。

湯布院温泉（イメージ）

耶馬渓溶岩でできた
一枚岩の上を清らかな
水が流れる岳切渓谷を
ウォーキング。

K-568 K-569

たっきりたっきり

岳切渓谷〈写真提供：大分県〉

別府・鶴見岳
ロープウェイ
別府・鶴見岳
ロープウェイ

標高1375mの鶴見岳へは別府ロープウェイで約10分。
山上各所からは別府市街の町並みや別府湾、くじゅう連山など
を一望でき、四季折々の自然を楽しむことができます。

１年に1度の
九州の固有種
ミヤマキリシマ
鑑賞！

くじゅうくしまくじゅうくしま
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【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合があります。そのため見頃でない場合もあります。予めご了承ください。
当社ツアーは、団体特別料金適応ツアーにつき、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、ツーリスト（２等洋室）のベッド番号の指定、ベッドの上下段希望、およびレディースルームの希望には
お応えできません。ベッド指定等ご希望の際には、特別割引料金にて ファースト（１等船室）のご利用をお勧めいたします。バス席につきましては、原則ツアーお申込み順にお席を決めさせて
頂きます。バス席は相席・男女相席となる場合があります。前方席（１列目または２列目対応・指定は不可）ご希望は１日あたり５００円頂戴いたします。あしからずご了承ください。
【ご案内】船内にはレストラン・売店がございます。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。

高瀬裏川の花しょうぶ（イメージ）高瀬裏川の花しょうぶ（イメージ）

K-570
玉名の花菖蒲と

菊池温泉
玉名の花菖蒲と

菊池温泉K-571

K-573

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）＝田原坂公園（自由散策）＝高瀬裏川（花しょうぶ鑑賞）
＝菊池グランドホテル（昼食・菊池温泉入浴）＝道の駅七城メロンドーム（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

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）

2022年
出発日

6月 1日水5月29日日

2022年
出発日

6月 22日水6月18日土

×
昼
×
×

×

日本最大級の群生林「ジャカランダの森」
へ。世界三大花木に数えられる紫色の花
をたっぷり鑑賞。　

お泊りは青島温泉。リゾート感
あふれるホテルにて、ごゆっく
りお過ごしください。

ひょうたん温泉（イメージ）

神楽女湖の花しょうぶは九州
有数の美しさ。別府鉄輪温泉で
ゆったりとした時間をお過ご
しください。青島温泉（イメージ）青島温泉（イメージ）

青島温泉に泊まる！
宮崎フラワー街道
への旅
宮崎フラワー街道
への旅

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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

～新門司港（５：３０）＝飫肥城下町（自由散策・自由昼食）＝道の駅なんごう
ジャカランダの森（世界三大花木のひとつジャカランダ鑑賞）＝鵜戸神宮（参
拝）＝堀切峠（見学）＝青島温泉青島グランドホテル

ホテル＝青島神社（参拝）＝山之口あじさい公園（見学）＝霧島ファクトリー
ガーデン（昼食）＝関之尾滝（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

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）、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。 ※飫肥城下町散策時の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。

朝
昼
×

×
×
夕

×

×

青島グランドホテル 泊
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2022年 6月 6月 9日木4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） 39,000円 45,000円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

満天望温泉（イメージ）

くじゅう花公園〈写真提供：大分県〉くじゅう花公園〈写真提供：大分県〉

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
タデ原湿原とくじゅう
花公園・満天望温泉

菊池温泉
（イメージ）

江戸時代からの石橋や石垣、古い商家が残る
高瀬裏川一帯では、700メートルにわたり
花しょうぶが紫の濃淡や白い花を咲かせます。

33

熊本県

神楽女湖の花菖蒲（イメージ）

33

大分県

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

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）

2022年
出発日

5月26日木

×
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（８：３０）＝神楽女湖（花菖蒲鑑賞）＝ひょうたん温泉（昼食と温
泉入浴）…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

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
×
×

×

K-572
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大分県

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

神楽女湖の花しょうぶ
と鉄輪温泉ぶらり散策
神楽女湖の花しょうぶ
と鉄輪温泉ぶらり散策

かんなわかんなわ

かぐらめこかぐらめこ

宮崎県
鹿児島県

ジャカランダ〈写真提供：宮崎県〉



3

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

往復（大阪南港⇆新門司港）

１便船１７：００発

往復（大阪南港⇆新門司港）

２便船１９：５０発 ２便船１９：５０発

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 １便船１７：００発

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）列車の旅列車の旅

湧水の町「阿蘇の一宮」にて
水基巡り。

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

33

熊本県

33

山口県

K-575

33

広島県

K-574

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、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
+++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（１８：００～１８：３０着）

1

2

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）

×
×
×

×

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

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）

2022年
出発日

5月18日水4月14日木
2022年
出発日

6月25日土4月21日木

×
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

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）

2022年
出発日

6月24日金4月 9日土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
出発日

×
昼
×
×

×

K-576 K-577

復路新幹線利用！復路新幹線利用！

南阿蘇トロッコ列車（イメージ） 
〈写真提供：熊本県〉

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） 

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！

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。

みずきみずき

エトセトラエトセトラ

33
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。

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。

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

×
昼
×

×

×

「○○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

観光列車 etSETOra
乗車への旅

「ジャンボ♪小島くん」「ジャンボ♪小島くん」と行く！と行く！

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♪

6月17日金5月14日土

まるまるまるまる
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【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合があります。そのため見頃でない場合もあります。予めご了承ください。
当社ツアーは、団体特別料金適応ツアーにつき、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、ツーリスト（２等洋室）のベッド番号の指定、ベッドの上下段希望、およびレディースルームの希望には
お応えできません。ベッド指定等ご希望の際には、特別割引料金にて ファースト（１等船室）のご利用をお勧めいたします。バス席につきましては、原則ツアーお申込み順にお席を決めさせて
頂きます。バス席は相席・男女相席となる場合があります。前方席（１列目または２列目対応・指定は不可）ご希望は１日あたり５００円頂戴いたします。あしからずご了承ください。
【ご案内】船内にはレストラン・売店がございます。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

（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
→大牟田駅）、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 
※サザエさん通り散策時の施設入場料等および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）＝地下鉄西新駅付近…サザエさん通り（約１時間自由散策）…福岡タ
ワー（１１:００集合）＝福岡天神駅（１１:５１発）+++西鉄観光列車「THE RAIL KITCHEN 
CHIKUGO」乗車（車内にて筑後地方の食材を使った洋食の昼食をお楽しみください）+++
大牟田駅（５/６・５/２８出発１４:１４着・４/２１出発１４:２２着）＝宮浦石炭記念公園（見学）＝三池
港展望所（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

×
昼

×

×

×

「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」（イメージ）

ザ　レール　キッチン　チクゴザ　レール　キッチン　チクゴ

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 5月4月 6日金 5月21日木 28日土
出発日

「THE RAIL KITCHEN 
 CHIKUGO」乗車への旅
「THE RAIL KITCHEN 
 CHIKUGO」乗車への旅

33

福岡県

33

K-578

長崎県

K-579

K-581

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
（諫早駅→島原駅）、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 ※昼食メニューは変更となる場合がございます。 ※島原城下町散策時の施設入場
料等は各自負担となります。 ※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）＝諫早眼鏡橋（見学）＝島鉄諫早駅（１１:１０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）+++島原駅（１３:１０着）＝島原城下
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〉～～

1

2

3

2022年
出発日

6月25日土5月20日金4月6日水

×
昼
×
×

×

地域を味わう旅列車「THE RAIL KITCHEN 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！

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（イメージ）

しまてつカフェトレイン
乗車への旅
しまてつカフェトレイン
乗車への旅

6月メニュー

4・5月メニュー

葛フルーツキューブ鶏ハンバーグカッツァ

雲仙じゃがもんぶらん火山弁当口之津みなとブッセ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）

※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〉

しまてつカフェトレインは、諌早駅から島原駅まで約2時間かけて有明海沿い
を走る島原鉄道初の黄色い観光列車。車内ではアテンダントの案内もあります。

福岡県
山口県

「かわせみ やませみ」
乗車と一の俣温泉

「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

「かわせみ やませみ」
乗車と一の俣温泉

一の俣温泉（イメージ）一の俣温泉（イメージ）

「かわせみやませみ」（イメージ）「かわせみやませみ」（イメージ）

令和２年７月豪雨の影響で被災した肥薩線を走る
人気の観光列車が期間限定で「博多～門司港」間を
走ります。「かわせみ やませみ」に「しんぺい」を連
結した特別列車となっております。

「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。

大分県

※メニューは季節によって変わ
　ります。こちらの写真は3～5
　月のメニューとなります。▼

昼食（イメージ）昼食（イメージ）

3333

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

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）

2022年
出発日

6月10日金5月 5日木

×
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）、かわせみ やませみ乗車賃（博多駅→門司港
駅）、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。 ※かわせみ・やませみの指定はできません。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝博多駅（１０:３９発）+++かわせみ やませみ乗車+++門司
港駅（１２:１６着）＝一の俣グランドホテル（和会席の昼食・一の俣温泉入浴）＝福徳
稲荷（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

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）

2022年
出発日

7月15日金4月15日金

×
昼
×
×

×

K-580

地域を味わう旅列車地域を味わう旅列車



5

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

往復（大阪南港⇆新門司港）

１便船１７：００発

往復（大阪南港⇆新門司港）

２便船１９：５０発 ２便船１９：５０発

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 １便船１７：００発

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）グルメ旅・島旅グルメ旅・島旅

33

大分県

33

大分県 大分県

K-583K-582

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（４月５月出発：毛利氏庭園/６月出発：
阿弥陀寺）、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（８：３０）＝ときわ公園（散策）＝あいお荘（車海老フルコースの
昼食・秋穂温泉入浴）＝４月５月出発：毛利氏庭園（散策）/６月出発：阿弥陀寺
（あじさい鑑賞・散策）＝防府天満宮（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

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
出発日

6月27日月6月2日木5月8日日4月13日水

×
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…仙崎公園（海岸沿いウォーキング）
＝道の駅かまえ（お買物）＝かまえインターパーク（岩ガキ御膳の昼食）＝
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

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）

2022年
出発日

6月30日木6月9日木5月15日日

×
昼
×

×

×

K-584 K-585

33

日出の城下かれい
と日出温泉　　
日出の城下かれい
と日出温泉　　

進水式見学と
佐伯寿司の昼食

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※歩きやすい靴と服装で
ご参加ください。※杵築城下町・日出城下町散策時の入場料等は各自負担となります。※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）＝杵築城下町（自由散策）＝能良玄家（城下かれいミニ
セット昼食）…日出城下町（自由散策）＝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

×
昼
×

×

×

希少な真水の沸く海中で育ったマコガレイ
 「城下かれい」に舌鼓！

岩ガキ（イメージ）

昼食（イメージ）昼食（イメージ）

秋穂温泉（イメージ）

城下かれい昼食（イメージ）城下かれい昼食（イメージ）

日豊海岸は、大分県中・南部
から宮崎県北部にかけての
豊後水道および日向灘沿い
の海岸の総称です。

秋穂は養殖車海老発祥の地で、
大切に育てられた良質な車海老
が名物です。

周防灘を一望！秋穂温泉入浴。

●前菜5点盛（季節によって変更があります）
●御造り/車海老姿造り ●焼物/車海老塩焼き
●蒸し物/エビしゅうまい ●揚物/車海老フライ、海老カツ
●酢物/牡蛎豆腐、炙りマグロ  ●茶碗蒸し  ●椀物
●御飯  ●香物  ●デザート、コーヒー
※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。

〈
車
海
老
フ
ル
コ
ー
ス
〉

●蒸し岩ガキもしくは焼き岩ガキ ●岩ガキフライ 
●岩ガキグラタン ●岩ガキ寿司2貫 ●地魚のお刺身 
●茶碗蒸し ●小鉢 ●お吸い物 ●ご飯
※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。

〈岩ガキ御膳おしながき〉

●刺身（城下かれい） ●煮付（城下かれい） 
●唐揚げ（城下かれい） ●ご飯
●吸い物（城下かれい） ●香の物

※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。

〈城下かれいミニセット〉

ひじひじ

日豊海岸岩ガキの昼食
とたかひら展望公園

日豊海岸岩ガキの昼食
とたかひら展望公園

秋穂名物車海老づくし
と秋穂温泉

秋穂名物車海老づくし
と秋穂温泉

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。

×
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
出発日

5月 30日月

33

山口県

2022年 6月22日水5月12日木4月 3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）

あいおあいお

あいおあいお
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【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合があります。そのため見頃でない場合もあります。予めご了承ください。
当社ツアーは、団体特別料金適応ツアーにつき、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、ツーリスト（２等洋室）のベッド番号の指定、ベッドの上下段希望、およびレディースルームの希望には
お応えできません。ベッド指定等ご希望の際には、特別割引料金にて ファースト（１等船室）のご利用をお勧めいたします。バス席につきましては、原則ツアーお申込み順にお席を決めさせて
頂きます。バス席は相席・男女相席となる場合があります。前方席（１列目または２列目対応・指定は不可）ご希望は１日あたり５００円頂戴いたします。あしからずご了承ください。
【ご案内】船内にはレストラン・売店がございます。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。

33

長崎県

33

K-586

長崎県

K-587

K-589

熊本県

堂崎天主堂（イメージ）堂崎天主堂（イメージ）

頭ヶ島教会
（イメージ）

鎧瀬溶岩海岸〈写真提供：一般社団法人 長崎県観光連盟〉 蛤浜ビーチ（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  ■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＝大曽教会（見学）＝矢堅目公園展望所（見学）＝矢堅目の駅（塩釜見
学・お買物）＝青砂ヶ浦教会（見学）＝有川地区（昼食）＝有川港～～（九州商
船高速船）～～佐世保港＝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〉～～

～～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）＝鯛ノ浦教会・ルルド（見学）＝頭ヶ島教会・キリシタン
墓地（世界遺産見学）＝龍馬ゆかりの地（見学）＝蛤浜ビーチ（見学）＝
HOTEL AOKA KAMIGOTOU HOTEL AOKA KAMIGOTOU 泊コンネホテル 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＝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）＝コンネホテル 
※夕食はホテル近くの「心誠」となります。（徒歩８分）

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

五島列島「福江島」
への旅
五島列島「福江島」
への旅

2022年 4月11日月 7月2日土
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 60,000円 63,000円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日 2022年 5月14日土
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 60,000円 64,000円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

朝
昼
×

×
弁
夕

×

×

朝
昼
×

×
昼
夕

×

×

×

×

五島コンカナ王国 泊

ホテルマルゲリータ奈良尾 泊

大瀬崎断崖（イメージ）大瀬崎断崖（イメージ）

たっぷり五島列島
           への旅
たっぷり五島列島
           への旅

たっぷり天草への旅たっぷり天草への旅

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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝（出島等散策）長崎港～～（九州商船ジェットフォイル・船内
弁当昼食）～～福江港＝堂崎天主堂（見学）＝石田城跡・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
ホテル＝井持浦教会（ルルド見学）＝大瀬崎断崖展望所（見学）＝高浜ビーチ
（車窓）＝遣唐使ふるさと館（昼食）＝水ノ浦教会（車窓）＝福江港～～旧五輪
教会（外観見学）～～江上教会（外観見学）～～ハリノメンド・キリシタン洞窟
（船窓）～～桐港＝桐教会（見学）＝奈良尾神社（あこう樹見学）＝ホテル
マルゲリータ奈良尾

2

1

5

4

3

×
弁
夕

朝
昼
夕

朝
昼
×

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

ホテル＝中ノ浦教会（車窓）＝海童神社（車窓）＝龍馬ゆかりの広場（見学）
＝頭ヶ島教会・キリシタン墓地（世界遺産見学）＝有川地区（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〉～～

大自然と西洋文化が
織りなす祈りの島、
「五島列島」を
たっぷり観光します。

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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝＝リゾテラス天草（昼食）＝＝崎津教会（世界遺産

見学）＝＝大江教会（見学）＝＝下田温泉 望洋閣

ホテル＝富岡城跡（富岡ビジターセンター見学）＝天草キリシタン館（見学）＝
いけす料理やまもと（昼食）＝天草五橋（車窓）＝三角西港（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

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２回・夕食１回）、入場料（天草
キリシタン館）、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。 ※教会はミサなどにより中に入れない場合がござ
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。

朝
昼
×

×
昼
夕

×

×

2022年 5月 6月 29日水7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） 39,000円 47,000円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

望洋閣 泊

九州の宝箱といわれる
絶景の天草をたっぷり観光！

サンセットが美しい
西天草「下田温泉」 宿泊。

下田温泉（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）望洋閣からの夕日（イメージ）長崎県

33 33

K-588

2022年

6月

7月17日日
9日木

２名1室利用（現地ホテル） 1名1室利用（現地ホテル）

93,800円 104,800円
98,800円 109,800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

往復（大阪南港⇆新門司港）

１便船１７：００発

往復（大阪南港⇆新門司港）

２便船１９：５０発 ２便船１９：５０発

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 １便船１７：００発

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

大分県

33

長崎県

33

長崎県

K-591K-590

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）

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〉～～
※このコースのフェリー等級変更はできません。

～～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：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 ※歩きやすい靴（運動靴）と服装でご参加ください。 ※荒天等
により祭りが急遽中止となった際もツアーは実施します。 ※現在、博多どんたくは開催予定ですが、新型
コロナウイルス感染症拡大状況等により、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
承ください。※中止の場合は、太宰府天満宮・宝満宮竈門神社参拝へ変更してツアーは催行いたします。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝篠栗九大の森（散策）＝櫛田神社（参拝）＝博多駅前
付近（博多どんたく自由見学・自由昼食）＝明治通り付近（博多どんたく自由
見学）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～
※このコースのフェリー等級変更はできません。

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、姫島村営フェリー運賃、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 ※昼食は姫島島内にて各自自由食 ※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。 ※豊後高田昭和の町散策時の施設入場料等は各自
負担となります。 ※現在、姫島おさかな祭は開催予定ですが、新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、
イベント内容の縮小・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

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
おさかな祭り（自由見学・自由昼食）…姫島港～～（姫島村営フェリー）～～
伊美港＝豊後高田昭和の町（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

2022年
出発日

5月 2日月 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
出発日

28日土5月

×
×
×

×

×

K-592 K-593

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、カレイなどの海産物のお買物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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝ホテル（荷物をフロントに預けます）＝長崎駅前ー長崎電車１日
乗車券で自由散策（各自長崎帆船まつり自由見学・自由昼食）ー長崎駅前（１６：３０発）
＝（ホテル送迎バス）＝稲佐山観光ホテル（各自チェックイン）

ホテル（９：００発）＝（ホテル送迎バス）＝長崎駅前ー長崎電車１日乗車券で自由散策
（各自長崎帆船まつり自由見学・自由昼食）※大きな荷物はバス車内でお預かり。ー長崎
駅前（１５:００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2食付）、食事代（朝食１回・夕食１回）、路面電車１日乗車券２日分付、消費税
等諸税 ■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス ※第２日目昼食・第３日
目昼食は各自自由食 ※シングルルームの数には限りがございます。 ※相部屋でのご予約はお受けできません。
※現在、長崎帆船まつりは開催予定ですが、新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、イベント内容の縮小・
中止となる場合がございます。中止の場合は、「長崎自遊な旅」としてツアーは催行いたします。

稲佐山観光ホテル 泊

朝
×
×

×
×
夕

×

×

2022年 4月 23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） 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

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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

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

ホテルーーー長崎電車１日乗車券で自由散策ーーーホテル（１５:００出発）＝

新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

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）、路面電車１日
乗車券２日分付、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしく
は同等クラス ※第２日目昼食・夕食、第３日目昼食は各自自由食 ※シングルルームの数には限
りがございます。※相部屋でのご予約はお受けできません。

長崎I･Kホテル 泊

朝
×
×

×
×
×

×

×

長崎夜景（イメージ）
〈写真提供：一般社団法人 長崎県観光連盟〉

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

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

2022年 6月 2日木
1名1室利用
（現地ホテル）

２～3名1室利用
（現地ホテル） 31,800円 34,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

ＧＷ出発ツアーＧＷ出発ツアー
姫島おさかな祭り姫島おさかな祭り

博多どんたく（イメージ）〈写真提供：福岡市〉

姫島カレイ祭り（イメージ）

長崎帆船まつりと長崎帆船まつりと

長崎帆船まつりライトアップ
〈写真提供：一般社団法人 長崎県観光連盟〉
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福岡県

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

港町長崎に国内外の帆船が
集まり、夜は長崎の夜景が
一段と美しく見られます。
夜景の美しい稲佐山観光ホ
テルに宿泊します。是非、長
崎の夜を満喫して下さい。

路面電車乗り放題！ 路面電車乗り放題！

博多どんたく博多どんたく

華麗なパレードで彩られる
博多の祭典、博多どんたく
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【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合があります。そのため見頃でない場合もあります。予めご了承ください。
当社ツアーは、団体特別料金適応ツアーにつき、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、ツーリスト（２等洋室）のベッド番号の指定、ベッドの上下段希望、およびレディースルームの希望には
お応えできません。ベッド指定等ご希望の際には、特別割引料金にて ファースト（１等船室）のご利用をお勧めいたします。バス席につきましては、原則ツアーお申込み順にお席を決めさせて
頂きます。バス席は相席・男女相席となる場合があります。前方席（１列目または２列目対応・指定は不可）ご希望は１日あたり５００円頂戴いたします。あしからずご了承ください。
【ご案内】船内にはレストラン・売店がございます。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。
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K-594

熊本県

山口県

K-595

K-596 K-597

菊池渓谷と
阿蘇草千里散策
菊池渓谷と
阿蘇草千里散策

湯田温泉街・足湯（イメージ）

※6/19出発は夏会席となり、料理内容等は変更となります。
※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、筍木の芽味噌掛、花弁百合根、一寸豆、蕨、子持ち昆布と海老と胡瓜
    の松葉刺し  ●造り／鯛、縞あじ、イカ  ●合肴／とらふぐ刺  ●鍋／春野菜と和牛ロース鍋
●焼物／鮑のおどり焼    ●揚物／まふぐ唐揚、松葉揚    ●食事／山口県産コシヒカリ　
●汁／赤だし    ●香の物／三種盛    ●水物／黒糖プリン、苺、キウイ

大
谷
山
荘〈
春
会
席
〉

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！

周南の奥座敷「湯野温泉」の入浴、湯田温泉・湯本温泉
の湯めぐり散策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

（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。 

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）＝元乃隅稲荷神社（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

×
昼
×

×

×

昼食（イメージ） 角島大橋〈写真提供：山口県〉

角島大橋角島大橋絶景絶景
名旅館「大谷山荘」の
昼会席と
名旅館「大谷山荘」の
昼会席と

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）

金鱗湖〈写真提供：大分県〉

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

大分県
熊本県

2022年
出発日

5月17日火 6月25日土4月17日日

2022年
出発日

6月15日水5月11日水4月12日火 2022年
出発日

6月19日日4月18日月 5月25日水

山口三つの湯の町めぐり山口三つの湯の町めぐり
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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（湯野温泉）、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。 
※湯田温泉街、長門湯本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（８：３０）＝湯田温泉街（約１時間足湯・湯めぐりや散策をお楽し
みください。）＝湯野温泉（昼食・入浴）＝長門湯本温泉街（約１時間湯めぐり
や散策をお楽しみください。）＝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）

2022年
出発日

6月16日木5月10日火

×
昼
×

×

×

山口県

33
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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

×
昼
×

×

×

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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

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

船中泊

船中泊

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

1

2

3

×
昼
×

×

×

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） 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）

菊池渓谷
〈写真提供：熊本県〉

草千里〈写真提供：熊本県〉

清涼感溢れる日本名水百選の
ひとつ「菊池渓谷」を散策。

つのしまつのしま
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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）

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

往復（大阪南港⇆新門司港）

１便船１７：００発

往復（大阪南港⇆新門司港）

２便船１９：５０発 ２便船１９：５０発

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 １便船１７：００発

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（平戸城）、消費税等諸税 ■利用バス会社
：タイガーバスまたはラビットバスもしくは同等クラス ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。 
※平戸交流広場から駐車場まで、現地ガイドが同行します。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝平戸城（日本１００名城見学）＝平戸交流広場…オラ
ンダ商館…六角井戸…平戸ザビエル記念館…寺院と教会の見える風景…駐
車場＝平戸大橋（車窓）＝平戸瀬戸市場（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

×
昼
×

×

×

2022年
出発日

6月15日水4月10日日 5月 9日月
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）

K-598 K-599

K-601

33

長崎県

33

宮崎県

33

大分県

20

山口県

33

大分県

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。 

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝道の駅北川はゆま（お買物）＝西郷隆盛宿陣跡資料
館（見学・散策）＝味処国技館（昼食）＝延岡城跡（続日本１００名城見学）＝
新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

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
出発日

6月 8日水4月 4日月

×
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：15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）、ヘルメットレンタル料、紙帽子代、
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。 ※厚東川ダムまでの道幅が狭い為、中型バスでの運行となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝藤河内茶園（展望台見学）＝厚東川ダム（見学）＝楠こもれび
の郷（昼食）＝丸山ダム・発電所（見学）＝永山本家酒造場（酒蔵外観見学・試飲・お買
物）＝宇部蒲鉾（かまぼこ歴史館見学・お買物）…真締川ダム（見学）…宇部蒲鉾＝琴崎
八幡宮（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

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
出発日

6月 8日水5月16日月

×
昼
×

×

×

K-600

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。参道に勇壮に
立つ仁王像は大迫力。

洪水被害の軽減と宇部市、山陽小野田市の工業
用水、上水の確保を目的として造られたダムを
巡り、その用途や構造を学びます。

西郷隆盛宿陣跡資料館は、「和田越の
決戦」に大敗北を喫した西郷隆盛軍が
北川に逃れた際に立ち寄ったゆかり
の家です。現在は資料館として整備さ
れ、隆盛愛用の遺品や戦争資料が展示
されています。

歴史とロマンの島と言われている平戸島に架かる吊
橋・平戸大橋は、今も赤く美しい橋が特徴。平戸の歴史
を物語る建物や史跡を現地ガイドの案内で巡ります。

くにさきくにさき

熊野磨崖仏
〈写真提供：大分県観光連盟〉

国東半島史跡巡り国東半島史跡巡り

大人の社会見学！大人の社会見学！
酒蔵とダム湖巡り酒蔵とダム湖巡り

西郷隆盛の足跡と
続日本100名城「延岡城跡」
西郷隆盛の足跡と
続日本100名城「延岡城跡」

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（拝観）
…かやの木（昼食）＝両子寺（拝観）＝天念寺・川中不動（拝観）＝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

×
昼
×

×

×

2022年
出発日

6月21日火4月 6日水 5月12日木
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）

じっくり平戸探訪！じっくり平戸探訪！

平戸城
〈写真提供：長崎県〉
平戸城
〈写真提供：長崎県〉

田平公園から平戸大橋〈写真提供：長崎県〉

寺院と教会の見える風景
（イメージ）

昼食（イメージ）昼食（イメージ）

厚東川ダム（イメージ）

延岡城跡
（イメージ）

西郷隆盛宿陣跡資料館（イメージ）西郷隆盛宿陣跡資料館（イメージ）
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【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合があります。そのため見頃でない場合もあります。予めご了承ください。
当社ツアーは、団体特別料金適応ツアーにつき、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、ツーリスト（２等洋室）のベッド番号の指定、ベッドの上下段希望、およびレディースルームの希望には
お応えできません。ベッド指定等ご希望の際には、特別割引料金にて ファースト（１等船室）のご利用をお勧めいたします。バス席につきましては、原則ツアーお申込み順にお席を決めさせて
頂きます。バス席は相席・男女相席となる場合があります。前方席（１列目または２列目対応・指定は不可）ご希望は１日あたり５００円頂戴いたします。あしからずご了承ください。
【ご案内】船内にはレストラン・売店がございます。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、2022年2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。
※6/10～6/18は、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ります。

定　員

２名

２～３名

１～４名

１０～３０名

２～３名
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・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

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（１等船室）

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 基本利用

５,０００円

９,５００円

３,５００円

１２,０００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。

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

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・
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

※２０２１年７月２０日より
　スリッパ廃止になりました。

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

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

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

基本利用

９,５００円

３,５００円

１２,０００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。

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

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）

33

K-602 八女福島町歩きと森林セラピー基地散策八女福島町歩きと森林セラピー基地散策
福岡県

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）

2022年
出発日

5月24日火4月18日月

八女福島の町並み（イメージ）八女福島の町並み（イメージ）

森林セラピー基地（イメージ）

八女福島の町家は土蔵造りが多く、商家的な色
彩と職人の工房的な色彩を併せ持った、江戸、
明治、大正、昭和初期の伝統様式の150軒ほど
の建物が旧往還道路沿いに連なっています。

静かな湖面と森に囲まれた森林セラ
ピー基地にて、遊歩道を歩きながら森
林浴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

（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）＝八女・福島の町並み（約1時間半古い歴史の趣を残す町並み散策・
八女伝統工芸館見学）＝くつろぎの森グリンピア八女（昼食・森林セラピー基地自由散策・
くつろぎの湯入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

×
昼
×

×

×

2便船
1便船

【1便船・2便船：夕食】大人１,６００円→１,０００円　小人１,１００円→６００円　幼児５００円→３００円
【1便船：朝食/軽朝食】大人３００円→２００円、小人３００円→２００円、幼児無料　【2便船：朝食】大人７５０円→５００円、小人５００円→３００円、幼児２５０円→無料　
【2便船：夕朝食セット券】大人２,１５０円→１,５００円（小人・幼児の販売はございません。）

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。）

〈〈ご案内〉〉

船内レストラン 就航記念キャンペーン【実施期間】２０２２年３月２８日（月）から２０２２年４月２７日（水）乗船分まで

※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。

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

GoToトラベル事業の運用は2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
ホームページ上でお知らせいたします。

新造船



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２０２２年2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（２０２２年2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

2022.2 11,000

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】冬より春先にかけて、気候の変わり目には、瀬戸内海上で霧が発生し、航行中船舶の運航が一時停止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。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。何卒ご理解いただきますよう
お願い申し上げます。また、降雪や交通事故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。）〉


