
旅行企画・実施

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）、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。※一昨年の九州豪雨により、慈恩の滝は滝裏へ回る遊歩道が一部崩壊しております。
滝裏へは回ることができません。

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

×

×

2022年 9月14日水8月21日日7月9日土
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）

調音の滝（イメージ）調音の滝（イメージ） 桜滝（イメージ）桜滝（イメージ）

慈恩の滝（イメージ）

花てぼ弁当（イメージ）

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

K-603
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名門大洋フェリー利用

お知らせとお願い

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）

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。）

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。

※2022年5月1日出発分以降の募集型企画旅行（添乗
員同行プラン）は「ワクチン接種済」または「陰性証明」が
参加条件となります。

GoToトラベル事業の運用は2022年5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。

2022 summer
大阪発

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！
シティライントラベルのツアーはシティライントラベルのツアーは

　　　

　
　
　
　

　　
　新造

船「きょうと」「ふくおか」

　　　

　
　
　
　

　　
　新造

船「きょうと」「ふくおか」

　　　

　
　
　
　

　　
　就航記

念キャンペーン実施中！

　　　

　
　
　
　

　　
　就航記

念キャンペーン実施中！
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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）

K-606

K-605

K-604
鹿児島県

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）＝仙厳園（散策・昼食）＝鹿児島港～～（桜島フェリー）～
～桜島港＝湯之平展望所（見学）＝有村展望所（見学）＝黒酢の郷桷志田（お
買物）＝霧島神宮温泉 アクティブリゾーツ霧島

ホテル＝霧島神宮（参拝）＝日本一の巨樹蒲生の大楠（見学）＝曽木の滝（
昼食・見学）＝曽木発電所遺構（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２回・夕食１回）、
桜島フェリー料金、入場料（仙厳園）、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。 ※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

×

×
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2022年 7月 9月 1日木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） 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

アクティブリゾーツ霧島 泊

霧島神宮温泉（イメージ）霧島神宮温泉（イメージ）

山口県 33

長崎県

福岡県
佐賀県

2022年 7月 9月27日火8月27日土11日月
1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 36,800円 43,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

曽木の滝（イメージ）

元冦終焉の島「鷹島」と歴史探訪！

萩・山口 絶景の旅

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）＝鷹島肥前大橋（車窓）＝道の駅鷹ら島（お買物）＝松浦市立埋蔵
文化財センター(見学)＝鷹島の銅像・如来坐像（見学）＝対馬小太郎の墓（見学）＝宮地
嶽史跡公園（見学）＝旅亭吉乃や（昼食）＝福島町歴史民俗資料館（見学）＝大山公園
（見学）＝土谷棚田（見学）＝ホテル＆リゾーツ佐賀唐津

ホテル＝久里双水古墳（見学）＝平原遺跡（見学）＝伊都国歴史博物館（見学）
＝博多はねや総本家（昼食）＝奴国の丘歴史資料館（見学）＝新原・奴山古墳
群（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２回・夕食１回）、
入場料（伊都国歴史博物館・松浦市立埋蔵文化財センター）、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。 ※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

×

×
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2022年 7月 8月 24日水19日火
1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 41,000円 47,000円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

ホテル＆リゾーツ佐賀唐津 泊

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（８：３０）＝瑠璃光寺五重塔（見学）＝長州苑（昼食）＝松陰神社

（参拝）＝萩城下町（自由散策）＝萩温泉 萩観光ホテル

ホテル＝柚子屋（お買物）＝明神池…風穴（散策）＝青海島（遊歩道散策）＝
道の駅センザキッチン（お買物）＝海鮮村北長門（昼食）＝千畳敷（散策）＝元
乃隅神社（参拝）＝海土ヶ瀬公園（角島大橋一望）＝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。 ※萩城下町散策時の施設入場料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
×

×
昼
夕

×

×

萩観光ホテル 泊

バイキング夕食
（イメージ）

鹿児島の名所巡りと
霧島神宮温泉
鹿児島の名所巡りと
霧島神宮温泉

（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〉～～

（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〉～～

（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〉～～

鷹島肥前大橋（イメージ）

青海島〈写真提供：山口県〉

角島大橋〈写真提供：山口県〉

元乃隅神社（イメージ）

夕食
（イメージ）

美しい日本海の絶景が一望できる
「萩観光ホテル」宿泊！

桜島（イメージ）

霧島神宮（イメージ）

夕食（イメージ）

新原・奴山古墳群
（イメージ）

松浦市立埋蔵文化財
センター（イメージ）

鷹島町の島内に点在する元寇関連
史跡や絶景スポット、翌日は古墳・
遺跡をたっぷり巡ります。
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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。

K-609

K-608

K-607

熊本県

大分県
宮崎県

夕食（イメージ）

平戸温泉（イメージ）平戸温泉（イメージ）

平戸瀬戸を一望する高台に立つ「国際観光ホテル 旗松亭」。平戸湾の
絶景をパノラマで望む展望大浴場や露天風呂、平戸ならではの山海の
幸を盛り込んだ季節の会席料理をお楽しみ下さい。

長崎県

阿蘇プラザホテル 泊

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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝松浦一酒造（お買物）＝松浦シティホテル（昼食）＝
平戸交流広場…平戸オランダ商館…六角井戸…平戸ザビエル記念教会…寺
院と教会の見える風景…駐車場＝平戸城（日本１００名城見学）＝平戸温泉 
国際観光ホテル 旗松亭

ホテル＝大バエ灯台（見学）＝塩俵の断崖（見学）＝川内峠（パノラマ絶景を
眺望）＝平戸瀬戸市場（昼食）＝田平天主堂（見学）＝道の駅させぼっくす９９
＝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（平戸オ
ランダ商館）、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

×

×
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2022年 7月 9月18日日12日火
1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 37,800円 43,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

国際観光ホテル 旗松亭 泊

川内峠〈写真提供：（一社）長崎県観光連盟〉川内峠〈写真提供：（一社）長崎県観光連盟〉

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

内牧温泉（イメージ）内牧温泉（イメージ）

平戸・生月島への旅

長崎県
熊本県

高千穂 ・阿蘇・竹田への旅

ひらど いきつきしま

南風楼 泊

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）＝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（※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）＝島原温泉南風楼

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

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、しまてつカフェトレイン乗車賃（諫早駅→島原駅）、入湯税、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日目昼食は桜の馬場城彩苑にて各自自由食  ※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。 ※号車・座席の指定はできません。
※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

×

×

33

（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 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）＝駐車場…高千穂峡（散策）…千穂の家（お買物）＝（マ
イクロバス）＝駐車場＝神楽宿（昼食）＝天岩戸神社…天安河原…天岩戸神
社＝草千里（散策）＝内牧温泉 阿蘇プラザホテル

ホテル＝阿蘇神社（参拝）＝岡城跡（日本１００名城見学）＝一竹（昼食）…竹田
城下町（自由散策）＝原尻の滝（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

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（岡城跡）、
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。 ※竹田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
×

×
昼
夕

×

×
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2022年 7月 9月 8日木20日水
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

（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〉～～

内牧温泉に泊まる！

原尻の滝 
〈写真提供：大分県〉

悠々と広がる阿蘇五岳が一望でき
る、内牧温泉にある老舗ホテル「阿
蘇プラザホテル」。敷地内には2カ所
の源泉があり、展望露天風呂や日本
庭園の露天風呂、貸切風呂など、様
々なタイプの温泉や旬の食材をふ
んだんに使った料理が楽しめます。

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と
島原・熊本への旅
しまてつカフェトレイン乗車と
島原・熊本への旅

島原温泉（イメージ）

島原城（イメージ）島原城（イメージ）

島原唯一の掛け流し海見
露天風呂がある島原温泉
ホテル南風楼にご宿泊。

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観光列車。
車内ではアテンダントの案内もあります。

7月

8月30日火
13日水

2022年 ２～4名1室利用（現地ホテル） 1名1室利用（現地ホテル）

41,800円 48,800円
44,800円 51,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）出発日



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）

K-611

K-588

K-610 鹿児島県

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

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

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

1

2

3

■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。

朝
昼
×

×
昼
夕

×

20

2022年 7月17日日
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 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

ホテルこしきしま親和館 泊

限定20名
募集

こしきしまこしきしま

宮崎県

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）＝駐車場…高千穂峡（散策）…千穂の家（お買物）＝（マ
イクロバス）＝神楽宿（昼食）＝天岩戸神社…天安河原…天岩戸神社＝延岡城
跡（続日本１００名城見学）＝エンシティホテル延岡

ホテル＝宮崎駅（１０：１３発）+++特急海幸山幸乗車+++油津駅（１１：３２着）＝
飫肥城下町（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

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）、海幸山幸運賃、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 ※第2日目夕食は各自自由
食、第３日目昼食は海幸山幸車内もしくは飫肥城下町にて各自自由食となります。※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。 ※号車・座席の指定はできませ
ん。※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
×

×

×
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2022年 7月 9月 8日木7日木
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 39,000円 41,000円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

エンシティホテル延岡 泊

海幸山幸（イメージ）

海幸山幸車内（イメージ）

高千穂峡（イメージ）高千穂峡（イメージ）

長崎県 33

（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〉～～

（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〉～～

頭ヶ島教会（イメージ）

〈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〉長目の浜展望所〈写真提供：（株）薩摩川内市観光物産協会〉

×

×

五島コンカナ王国 泊

ホテルマルゲリータ奈良尾 泊

海幸山幸乗車と高千穂への旅
海の景色、山の景色、
大自然の景観を満喫！！

たっぷり五島列島への旅

甑島への旅

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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝（出島等散策）長崎港～～（九州商船ジェットフォイル・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。

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。

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〉

復路新幹線利用！復路新幹線利用！

7月

9月19日月9月 5日月
8月22日月13日水

2022年 ２名1室利用（現地ホテル） 1名1室利用（現地ホテル）

82,800円 85,800円
79,800円 82,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）出発日



4

【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。

K-614K-613

K-576K-612

33

JR九州の新しいD＆S（デザイン＆ストーリー）列車。全席グリーン席仕様。
曜日ごとにルートが異なり、当コースでは「青の路」に乗車します。大分の
自然豊かな海、山、川をお楽しみください。

限定14名
募集

33 14福岡県
大分県

熊本県

33

山口県
島根県

大分県
熊本県

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：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、36ぷらす3乗車賃（別府駅→小倉駅）、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※昼食は36ぷらす3車内にて
各自自由食となります。各自別府駅等でご購入下さい。※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）＝別府駅（１１:０８発）+++36ぷらす3乗車（青の路）
+++小倉駅（１５:０１着）…小倉駅北口＝（名門大洋フェリー送迎バス利用）
＝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

（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
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

×
昼
×

×

×

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 7月29日金
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）

2022年 7月16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

（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
×

×

×

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 7月22日金 8月20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、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 ※昼食は各自自由食となります。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）

鉄輪温泉街並み〈写真提供：大分県〉

特急あそぼーい！乗車
と鉄輪温泉ぶらり散策

 D&S列車
「36ぷらす3」乗車
 D&S列車
「36ぷらす3」乗車

「SLやまぐち号」と
城下町・津和野散策

特急あそぼーい！乗車
と鉄輪温泉ぶらり散策

かんなわかんなわ

×
×
×

×

×

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 8月 1日月 9月17日土
出発日

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。

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！

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。

SLやまぐち号（イメージ） SLやまぐち号（イメージ） 

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）「A列車で行こう」（イメージ）

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！

「36ぷらす3」（イメージ）



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）

福岡県 33

大分県 33

長崎県 33

K-617

K-616

K-615

×
昼
×

×

×

19,800円※2名様以上で参加の
　場合は18,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

2022年 8月24日水 8月30日火
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）

2022年 7月 7日木 9月26日月
出発日

2022年 7月 1日金 9月13日火
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）

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

長崎鼻…耕作放棄地を開墾した岬に広がる段々畑に、160万本のヒマワリが
咲き乱れます。海をバックに黄色の絨毯が広がり、まさに圧巻です。

国東・花の岬のひまわり畑と
岳切渓谷ウォーク

大村キリシタン巡礼と
大村藩武家屋敷散策

福岡映えスポット巡り
～糸島・福津
福岡映えスポット巡り
～糸島・福津～

たっきりたっきり

くにさきくにさき

岳切渓谷
〈写真提供：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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

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

船中泊

船中泊

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

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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝大村市歴史資料館（見学）＝三城城址（見学）＝大村純忠終
焉の館跡（見学）＝天正遣欧少年使節像（見学）＝放虎原殉教地（見学）＝本経寺
（大村藩主大村家墓所）＝おおむら夢ファーム「シュシュ」（バイキング昼食）＝旧楠
本正隆屋敷…旧円融寺庭園…旧大村藩武家屋敷街…五教館御成門…玖島城址・大
村公園（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
×

×

×

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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等
洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、消費税等諸税■利用バス会社：西鉄観光バス、
西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。 ※当日の天候
条件等によっては、「かがみの海」にならない場合もございます。予めご了承下さい。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝製塩所「工房とったん」（見学）＝芥屋の大門公園（散
策）＝桜井二見ヶ浦（車窓）＝櫻井神社（参拝）＝伊都安蔵里（フレンチシェフ
が地元糸島の食材にこだわり厳選したフレンチの昼食）＝伊都菜彩（お買物）
＝津屋崎千軒（レトロな町並み散策）＝駐車場…福間海岸（かがみの海）…
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

ウォーキングツアー

初級技術レベル 1体力レベル 歩行約2.0km・約40分

 香々地のひまわり〈写真提供：豊後高田市〉 香々地のひまわり〈写真提供：豊後高田市〉

旧楠本正隆屋敷（イメージ）旧楠本正隆屋敷（イメージ）

天正遣欧少年使節顕彰之像（イメージ） 放虎原殉教地（イメージ）

芥屋の大門公園・トンネル横
〈写真提供：(一社)糸島市観光協会〉
芥屋の大門公園・トンネル横
〈写真提供：(一社)糸島市観光協会〉

かがみの海〈写真提供：ひかりのみちDMO福津〉

津屋崎千軒

〈写真提供：ひかりのみちDMO福津〉

津屋崎千軒

〈写真提供：ひかりのみちDMO福津〉

桜井二見ヶ浦〈写真提供：(一社)糸島市観光協会〉桜井二見ヶ浦〈写真提供：(一社)糸島市観光協会〉

大村公園
〈写真提供：長崎県〉

歴史と自然豊かな糸島と福岡の新スポットを巡ります。
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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。

●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

33

20

大分県

15

大分県福岡県

K-618

K-621K-620

K-619

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

（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

×
昼
×

×

×

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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

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

船中泊

船中泊

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

1

2

3

×
昼
×

×

×

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 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

2022年 6月30日木 8月31日水
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

■最少催行人数：20名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、バス代、
通行料、高速代、食事代（昼食弁当１回）、入場料（千仏鍾乳洞・牡鹿鍾乳洞）、消費税等諸税■利用バス会社：タイガーバス
またはラビットバスもしくは同等クラス ※雨具・歩きやすい運動靴（登山靴）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。※千仏鍾乳洞は、草履に履き替えて見学となります。水の中を歩くため、膝下まで
水につかります。貸出用の草履利用もしくは各自草履をご持参ください。※門司港レトロ散策時の施設入場料等は各自
負担となります。※当日雨天・雷注意報発令等により登山中止と判断した場合は、行程が変更となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝平尾台自然観察センター＝千貫岩駐車場…風神山（標高４１８.８m)…猿田彦大明神…
千仏鍾乳洞（見学）…堂金山（標高４０４.６m)…不動山（標高４０４.１m)…牡鹿鍾乳洞（見学）…平尾台自然の郷
（見学）＝門司港レトロ（自由散策）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

×
弁
×

×

×

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 9月14日水
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）

平尾台は山口県の秋吉台（あきよしだい）とならぶ日本
有数のカルスト台地で、天然記念物・国定公園・県立自然
公園に指定されています。今回は平尾台の景色を楽しみ
ながら低山ハイキングとなります。

ハイキングツアー

ウォークツアー

登山ツアー
軽登山ツアー

平尾台（イメージ）平尾台（イメージ）

夏の平尾台と鍾乳洞巡り
中級技術レベル 2体力レベル 歩行約4.0km・約3時間

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

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

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

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝本耶馬渓公共駐車場…青の洞門…一の峰…二の峰…三
の峰…恵比寿岩…鬼面岩…妙見岩…鉾岩…釣鐘岩…陣の岩・馬の背…弘法寺
…本耶馬渓公共駐車場＝万千百園（そば定食の昼食）＝薦神社（参拝）＝金色
温泉（入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

峰・岩・谷の天空さんぽ峰・岩・谷の天空さんぽ

競秀峰トレッキング

さいき・大入島ハイキング
と佐伯寿司の昼食

日出里山ウォークと
味覚狩り　　　　

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）

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。

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

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

青の洞門（イメージ）

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

×
昼
×

×

×

上級技術レベル 3体力レベル

歩行約3.0km・約2時間30分

コースレベルについて

きょうしゅうほう

ひじひじ
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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）

「秋芳洞」と「大正洞」「景清洞」
  三洞巡りと景清洞トロン温泉
「秋芳洞」と「大正洞」「景清洞」
  三洞巡りと景清洞トロン温泉

日本最古級のプラネタリウム
鑑賞と大棚トンネル
日本最古級のプラネタリウム
鑑賞と大棚トンネル

プラネタリウム（イメージ）

２日分のわくわく1DAYパス付

K-593

33長崎県

長崎長崎自遊な旅自遊な旅自遊な旅K-624

33

熊本県

大人の社会見学２大人の社会見学２
K-623K-622

33山口県 20山口県

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）、プラネタリウム投影費、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

～～新門司港（８：３０）＝山口県産業技術センター（見学）＝超高温材料研究
センター（見学）＝ ANAクラウンプラザホテル（バイキング昼食）＝宇部
勤労青少年会館（プラネタリウム鑑賞）＝宇部蒲鉾（かまぼこ歴史館見学
・お買物）＝野外彫刻（見学）…大棚トンネル（宇部のインスタスポット）＝
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 7月24日日 9月 7日水
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

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

船中泊

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝秋芳洞（大鍾乳洞見学）…河童そば・安富屋（昼食）＝秋吉台
カルスト展望台（眺望見学）＝景清洞（洞内見学）＝大正洞（洞内見学）＝景清洞トロン
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
×

×

×

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）

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 7月20日水 9月13日火
出発日

秋吉台の地下100m、その南麓に開口する日本屈指の大鍾乳洞
「秋芳洞」洞内の観光コースは約1km。鍾乳洞としては日本最大
規模。洞内には傘づくし、青天井、千畳敷、百枚皿、黄金柱、五百
羅漢など数多くの見所があります。 手動では日本最古級の映写機を使ったプラネタリウム観賞。

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

秋芳洞・百枚皿
〈写真提供：山口県〉

昼食（イメージ）

あきよしどう たいしょうどうあきよしどう かげきよどうかげきよどうたいしょうどう

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（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。

朝
×
×

×
×
×

×

×

（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 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（８：３０）＝ホテル（荷物をフロントに預けた後、解散）ーーー
わくわく1DAYパスで自由散策ーーーホテルルートイン熊本駅前（各自
チェックイン）

ホテルーーーわくわく1DAYパスで自由散策ーーーホテル（１６:００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）、わくわく1DAYパス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 ※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
×
×

×
×
×

×

×

ホテルルートイン熊本駅前 泊

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

水前寺成趣園

熊本熊本自遊な旅自遊な旅自遊な旅

復興中の熊本城、水前寺江津湖公園、周辺には夏目漱石、小泉八雲な
どの旧居があり、魅力たっぷりの城下町散策などお楽しみください。

長崎I･Kホテル 泊

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〉

熊本城
〈写真提供：熊本城総合事務所〉

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 9月 3日土7月 25日月
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

路面電車乗り放題！

C  熊本県観光連盟

7月 9月19日月17日日2022年

1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 29,800円 32,800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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【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。

K-628

33大分県

K-627

33福岡県

33長崎県

K-625

33

K-626

2022年 8月 2日火
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）、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

×
昼
×

×

×

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）
2022年 7月25日月 8月19日金
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、１DAYパスポート付、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 ※昼食はハウステンボス園内
にて各自自由食となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝ハウステンボス（約６時間自由散策・自由昼食・１DAY
パスポート付）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

×
×
×

×

×

24,000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・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

～～大阪南港（５：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

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

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

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・夕食１回）、湯布院温泉入浴代、消費税等
諸税  ■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス ※第２日目昼食は各自
自由食 ※ホテルはシングルルームもしくはツインルームとなります。 ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。
※中津城付近・臼杵・佐伯城下町散策時の入場料等は各自負担となります。※雨天等により、臼杵石仏火祭りが中止
となった際もツアーは実施します。 ※現在、臼杵石仏火祭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。予めご了承ください。

朝
昼
×

×
×
夕

×

×

ホテルルートイン佐伯駅前 泊

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

日程 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

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝太宰府天満宮（参拝・自由昼食）＝櫛田神社…寺社めぐり…駐車場
＝ホテル（荷物預け後、解散）…各自祇園山笠見学・博多のまち自由行動。※夕食は各自
でお取りいただき、各自でホテルへ。（各自チェックイン）

早朝（４：３０起床）…「追い山」見学…（各自移動）…ホテル（朝食・チェックアウト後
荷物を預けて１２：３０まで各自博多のまち自由見学・自由昼食）＝門司港レトロ（自
由散策）＝新門司港〈１便船１７：００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）、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 ※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。 ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※早朝の櫛田神社の「櫛田入り」は、大混雑し危険なため近寄ら
ないでください。※勢い水で濡れることもあります。※狭い道では、接触せぬよう十分に注意してください。※門司港
レトロ散策時の施設入場料等は各自負担となります。※現在、博多祇園山笠は開催予定ですが、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。

朝
×
×

×
×
×

×

×

ホテルルートイン博多駅前 泊

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

C  ハウステンボス/ C-7401

福岡県
大分県

荘八幡神社（イメージ）

竈門神社巡りと
鉄輪温泉散策
竈門神社巡りと
鉄輪温泉散策

かまど

かんなわ

かまど

かんなわ

鉄輪温泉街並み〈写真提供：大分県〉鉄輪温泉街並み〈写真提供：大分県〉

追い山見物追い山見物
博多祇園山笠博多祇園山笠

「追い山」（イメージ）
早朝「櫛田入り」した山笠
は、夜明けの博多の街に駆
けだしていきます。8つの
山笠は須崎町の廻り止め
までの「追い山笠コース」
約５キロを約３０分かけ
て懸命に舁きます。

幻想の臼杵石仏
と湯布院温泉
幻想の臼杵石仏
と湯布院温泉

火祭り火祭り

臼杵石仏火祭り
〈写真提供：大分県〉

かがり火と
松明の火が、
一帯を幽玄の
世界へ。2022年 8月26日金

1名1室利用
（現地ホテル）

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

出発日2022年 7月13日水
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 29,800円 31,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

※小学生の旅行代金：20,000円 ※4才～未就学児の旅行代金：6,000円〈バス席・入場料込〉
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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

2022年
出発日

9月 4日日7月 4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）

2022年
出発日

9月21日水7月 4日月

すさみことすさみこと

おうみじま

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）
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 7月 8日金 9月 7日水 9月29日木
出発日

須佐男命いかの昼食
と青海島遊覧船
須佐男命いかの昼食
と青海島遊覧船

●本日の小鉢  
●笠戸ひらめの刺身
●季節の蓋物 
●鹿野ポークのしゃぶしゃぶ
●牛ステーキ ●茶碗蒸し
●笠戸ひらめの釜飯
●香物 ●汁物 ●デザート
※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。

〈笠戸ひらめの昼食〉

杵築城
〈写真提供：大分県〉
杵築城
〈写真提供：大分県〉

中津名物鱧料理をご堪能下さい。

中津・杵築 城下町散策
と鱧ミニ膳昼食
中津・杵築 城下町散策
と鱧ミニ膳昼食

昼食（イメージ）

昼食（イメージ）

笠戸大橋（イメージ）

須佐男命いか（イメージ）

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

青海島観光遊覧船
（イメージ）

北長門海岸国定公園の名勝地「青海島」を
観光遊覧船に乗り、海上から眺望。

瀬戸内海にポコッと飛び出した、小さな「笠戸島」。下松市自慢の高級食材
「笠戸ひらめ」と厳選食材を使用したミニ会席の昼食をお楽しみ下さい。

2022年
出発日

9月11日日7月 6日水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）

まず、そのまま食べ、次に薬味をのせて食べ、
最後に特製だし汁をそそいで茶漬けにして
お召し上がりください。 一つの料理で三度
のおいしさを味わっていただけます。

国産うなぎの蒲焼を、ふっくら炊き上げた
ご飯に混ぜ合わせた独特のうなぎ料理
「日田まぶし」に舌鼓！

日田で味わううなぎ料理
と日田温泉

昼食（イメージ）

ひたひた

33

大分県

33

山口県

K-631 K-632

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）、青海島遊覧船乗船代、消費税等諸税■利用バス会社：サンデ
ン観光バスもしくは同等クラス ※活けいか料理は、時化の状況等により、「いか活け造り」が「地魚とイカの刺
身盛り合わせ」に変更となる場合があります。※仙崎みすゞ通り散策時の施設入場料は各自負担となります。 

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝須佐ホルンフェルス（陸から見学）＝好月旅館（須佐
男命いか昼食）＝村田蒲鉾店（お買物）＝青海島観光遊覧船（約７０分乗船）
・道の駅センザキッチン（お買物）＝仙崎みすゞ 通り（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

×
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。 
※小鹿田焼窯元・豆田町散策時の施設入場料等は各自負担となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝小鹿田焼陶芸館（見学）・小鹿田焼窯元（自由散策）
＝日田豆田町（千屋にて日田まぶし昼食・豆田町自由散策）＝日田温泉（入
浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

×
昼
×

×

×

33

大分県

K-630K-629

33

山口県

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、食事代（昼食１回）、入場料（中津城）、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）＝中津城（続日本１００名城見学）＝寺町通り（散策）
＝割烹丸清（鱧ミニ膳昼食）＝杵築城下町（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

×
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 ※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。 ※むろづみ海商通り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）＝笠戸大橋（約２.６kmウォーキング）＝海上遊歩道…（約１.３km
ウォーキング）…国民宿舎大城（笠戸ひらめ料理の昼食・温泉入浴)＝むろづみ海商通
り（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

×
昼
×

×

×

笠戸島ウォーキング
と笠戸ひらめの昼食
笠戸島ウォーキング
と笠戸ひらめの昼食

おうみじまおうみじま

初級技術レベル 2体力レベル 歩行約3.9km・約80分
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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。

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。

ツーリスト（2等洋室）ツーリスト（2等洋室）

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5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。

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・
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

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J（1等和室）
※部屋タイプ一例
ファーストJ（1等和室）
※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）

33K-633 長崎県

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

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝博多港～（九州郵船ジェットフォイル）～郷ノ浦港＝猿岩・東洋砲台
跡（見学）＝月読神社（参拝）＝一支国博物館（見学）＝一支国王都復元公園（見学）＝はら
ほげ食堂（生うにぶっかけ定食の昼食）＝はらほげ地蔵（見学）＝芦辺港～（九州郵船ジェッ
トフォイル）～博多港＝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
×

×

×

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。）

32,800円※2名様以上で参加の
　場合は31,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

■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、食事代（昼食１回）、九州郵船ジェットフォイル運賃、入場料（一支国博物館）、
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 島内は壱岐
交通 ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。 ※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。

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。

※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。

14
バス１台につき
定員を最大15名様
までに制限します。

バス１台につき
定員を最大14名様
までに制限します。

15

20
バス１台につき
定員を最大33名様
までに制限します。

バス１台につき
定員を最大20名様
までに制限します。

33

ご 内展 望 案

新造船

●生うに ●少量の刺身 
●あおさ汁 ●小鉢2品他
※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。

〈生うにぶっかけ定食の昼食〉

昼食（イメージ）昼食（イメージ）

猿岩（イメージ） 一支国博物館（イメージ）

はらほげ地蔵（イメージ）はらほげ地蔵（イメージ）

壱岐の島旅壱岐の島旅

2022年
出発日

9月15日木7月30日土



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5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5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

2022.5 8,600

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。）〉


