
旅行企画・実施

K-672

鹿児島県

5つ星ホテル「霧島ホテル」に泊まる！
　　　　　　  早春の鹿児島への旅

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

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝曽木の滝（見学・昼食）＝日本一の巨樹 蒲生の大楠（散策）
＝霧島神宮（参拝）＝硫黄谷温泉 霧島ホテル

ホテル＝城山展望台（桜島一望）＝鹿児島市内（約2時間半自由散策・自由昼食、鹿
児島グルメを各自お楽しみください。）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等
洋室）利用〉～～

1

2

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 
※第３日目昼食は各自自由食となります。※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。※鹿児島市内散策時の施設入場料等は各自負担となります。

朝
×
×

×
昼
夕

×

×

霧島ホテル 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〉～～

鹿児島市街地（イメージ）

お知らせとお願い新造船１周年記念
キャンペーン

【開催期間】2023年3月31日出発分まで

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。

2 0 2 2  W I NTER

夕食（イメージ）霧島温泉（イメージ）

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）

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。）

美しい自然をたたえた、霧島・硫黄谷。
坂本龍馬も訪れた、 開湯三百余年
「硫黄谷温泉」と鹿児島の山海の恵
みを味わう郷土会席をご堪能ください。

霧島神宮（イメージ）霧島神宮（イメージ）

曽木の滝（イメージ）

バス座席について

2023年 2月 3月 16日木16日木
1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 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

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、バス座席の定員制限を設けてきましたが、ワクチン
接種＆陰性証明が参加条件とさせていただいておりますので、2023年１月出発分の添乗員同行
プランのコースから、バスの定員制限をなくして、バスの座席数を定員とさせていただきます。



1

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-674
椿・梅・桜椿・梅・桜萩花三昧の旅

山口県

長崎県

長崎県

長崎県

K-676K-675

×
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：25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 ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。 
※伊王島島内散策時の施設入場料等は各自負担となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝野母崎水仙の里公園（散策）＝アイランドナガサキ（昼食・
入浴・伊王島島内自由散策）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）
利用〉～～
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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
（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：25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。※遅めの昼食となります。（１３：３0頃）

船中泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝萩往還梅林園（紅梅・白梅など１３種類の梅鑑賞）＝萩観光ホテ
ル（はぎ御膳昼食）＝（マイクロバス）＝笠山椿群生林（深紅に染まる椿鑑賞）＝（マイク
ロバス）＝萩観光ホテル＝親水公園（約１２０本の河津桜鑑賞）＝村田蒲鉾店（お買物）＝
松陰神社（参拝）＝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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2

3

×
×
×

×
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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：25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

ハウステンボスへの旅 大村公園の桜と
白木峰高原の菜の花
大村公園の桜と
白木峰高原の菜の花

ハウステンボスへの旅

17,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

3月 3日金2月28日火

×
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：25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、白木峰高原環境整備代、
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）＝大村公園（「日本さくら名所１００選」の地にて約２０００
本の桜鑑賞）＝白木峰高原（菜の花＆桜鑑賞）＝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

22,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

3月27日月
22,800円

（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・
小人同額・税込み

2023年
出発日

3月25日土

18,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

野母崎の水仙と伊王島野母崎の水仙と伊王島K-673

野母崎水仙の里公園（イメージ）

伊王島（イメージ）
C  Nacasa & Partners Inc.

2023年
出発日

1月18日水1月12日木

のもざき

風光明媚な山陰の城下町「萩」にて
春を彩る花巡り♪

河津桜（イメージ）河津桜（イメージ）
萩往還梅林園（イメージ）萩往還梅林園（イメージ）

笠山椿群生林
（イメージ）
笠山椿群生林
（イメージ）

C  ハウステンボス/ C-7499

※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〉

大村公園…国指定の天然記念物 オオ
ムラザクラをはじめ21品種、約2000本の
桜が公園一帯をピンク色に染めます。

白木峰高原…雲仙普賢岳と諫早湾・
諫早湾干拓などが一望でき、眼前に
菜の花約10万本が咲きます。

大村公園・板敷櫓と桜
〈写真提供：長崎県観光連盟〉
大村公園・板敷櫓と桜
〈写真提供：長崎県観光連盟〉

しらきみね

白木峰高原〈写真提供：長崎県観光連盟〉白木峰高原〈写真提供：長崎県観光連盟〉



2

【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、お一人様で2席利用ご希望は１日あたり2,５００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。）
〈2/4～2/13、2/18～2/27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。

山口県

長崎県

大分県

K-678
佐伯寿司の昼食と
つくみ四浦半島の河津桜
佐伯寿司の昼食と
つくみ四浦半島の河津桜

K-680K-679

×
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：25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）＝国民宿舎大城…笠戸島家族旅行村…はまぐり海水浴
場…海上遊歩道…国民宿舎大城（笠戸ひらめ料理の昼食・温泉入浴)＝下松市
栽培漁業センター（ひらめ養殖施設等の見学）＝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
（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：25名■添乗員同行※バスガイドは付きません。■往復フェリー〈ツーリスト
（２等洋室）〉料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、消費税等諸税■利用バス会社：
西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス ※歩きやすい靴と服装でご参加
ください。※佐伯城下町散策時の施設入場料等は各自負担となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（5：３０）＝蔵谷（つくみ四浦半島の河津桜鑑賞・散策）＝豊後二見ヶ
浦（見学）＝さいき海の市場〇（お買物）＝亀八寿司(佐伯寿司の昼食）＝佐伯城
下町(歴史と文学の道自由散策）＝麹の杜（お買物）＝新門司港〈２便船１９：５０発/
ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

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：25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（旧伊藤伝右衛門邸・飯塚
市歴史資料館）、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 ※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※佐賀城下ひなまつり散策時の施設
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）＝旧伊藤伝右衛門邸（雛まつり見学）＝飯塚市歴史資料館（
雛まつり見学）＝のがみプレジデントホテル（昼食）＝佐賀城下ひなまつり（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〉～～

1

2

3

平戸松浦家のひな人形見学
と平戸散策
平戸松浦家のひな人形見学
と平戸散策

19,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

3月12日日2月 8日水

19,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

3月10日金2月28日火

2023年
出発日

2月17日金2月14日火

×
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：25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（松浦史料博物館・オランダ商館）、
消費税等諸税■利用バス会社：タイガーバスまたはラビットバスもしくは同等クラス ※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）＝松浦史料博物館（平戸松浦家のひな人形見学）＝平戸交
流広場…オランダ商館…六角井戸…平戸ザビエル記念教会…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

19,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

18,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

K-677

2023年
出発日

3月 2日木2月24日金2月19日日 河津桜（イメージ）河津桜（イメージ）

●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〉

昼食（イメージ）
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。

河津桜咲く笠戸島ウォーキング
と笠戸ひらめの昼食
河津桜咲く笠戸島ウォーキング
と笠戸ひらめの昼食

ウォークツアー

初級技術レベル 2体力レベル 歩行約5.0km・約1時間30分

河津桜（イメージ）

佐伯寿司（イメージ）佐伯寿司（イメージ）

ネタの大きさで有名・佐伯寿司…
豊後水道が育てたプリプリ新鮮な魚を
厚く切ってシャリにのせられたネタは、
シャリから落ちそうなほど。
※季節、仕入れ等により、ネタが変わることが
　あります。

いいづか雛のまつりと
佐賀城下ひなまつり      
いいづか雛のまつりと
佐賀城下ひなまつり      
いいづか雛のまつりと
佐賀城下ひなまつり      
いいづか雛のまつりと
佐賀城下ひなまつり      

佐賀城下ひなまつり（イメージ）

旧伊藤伝右衛門邸（イメージ）

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。

寺院と教会の見える風景（イメージ）寺院と教会の見える風景（イメージ）

松浦史料博物館（イメージ）

福岡県
佐賀県
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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-682 臼杵で味わうふぐミニ会席
と城下町散策
臼杵で味わうふぐミニ会席
と城下町散策

K-684K-683

×
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：25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）、漁船クルーズ代、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。※長崎市内・小浜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）＝長崎市内（大浦天主堂やグラバー園など約1時間半
自由散策）＝戸石港～漁船クルーズ約30分（海から見る長崎の大自然と戸石
とらふぐ養殖場を海上より見学）～戸石港＝和泉苑（戸石とらふぐフルコース
の昼食）＝小浜温泉街（日本一の足湯など約1時間自由散策）＝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
（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：25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（臼杵石仏）、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。※佐伯城下町・臼杵
城下町散策時の施設入場料等は各自負担となります。 

船中泊

船中泊

～～新門司港（5：３０）＝佐伯城下町（歴史と文学のみち自由散策）＝臼杵城下町（仁王
座歴史の道自由散策）＝ほり川母家(ふぐミニ会席の昼食）＝臼杵石仏（見学）＝臼杵
湯の里（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

太良のカキ小屋で味わう
カキ焼きと武雄温泉

ブランド牡蠣！ひがた美人
の昼食と城下町散策
ブランド牡蠣！ひがた美人
の昼食と城下町散策

太良のカキ小屋で味わう
カキ焼きと武雄温泉

大分県

×
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：25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（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）＝中津城（続日本１００名城見学）＝寺町通り（散策）＝大分県
漁港中津支店（牡蠣小屋にてひがた美人の昼食）＝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

19,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

2月15日水1月31日火

×
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：25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

19,000円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

2月 9日木1月10日火

2023年
出発日

3月 9日木2月12日日1月11日水
23,800円

（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・
小人同額・税込み

2023年
出発日

2月10日金1月29日日1月13日金
24,800円

（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・
小人同額・税込み

戸石とらふぐフルコース
と長崎再発見旅
戸石とらふぐフルコース
と長崎再発見旅K-681

昼食（イメージ）

●蒸しカキ1鍋  ●カキ飯  ●カキフライ      
●みそ汁　　   ●魚の焼物 
※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。

〈ひがた美人の昼食メニュー〉

●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〉

●小鉢  ●ふぐ刺し
●ふぐ唐揚 ●ふぐ鍋  ●雑炊
●ひれ酒またはデザート
※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。

〈とらふぐコース〉昼食（イメージ）
※写真は3名様盛と
　なります。

漁船クルーズ（イメージ）

ひがた美人（イメージ）

昔から「ふぐを食すなら臼杵」と言わ
れ、多くの食通を魅了してきた臼杵ふ
ぐ。潮の流れが速い豊後水道で育っ
た新鮮なふぐ料理をご賞味下さい。

長崎はトラフグ養殖量日本一！
1年半～2年もの間、手間暇かけて
育てられ最高の状態で出荷される
養殖トラフグをご堪能下さい。

●ふぐ皮の和え物 ●ふぐ刺し ●ふぐ吸い物 ●ふぐ寿司 
●ふぐ唐揚げ ●ふぐちり ●雑炊 ●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。

〈ふぐミニ会席〉

中津城〈写真提供：大分県〉
武雄温泉〈写真提供：佐賀県〉

カキ昼食（イメージ）

たら

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。

二王座歴史の道
〈写真提供：ツーリズムおおいた〉

うすきうすき

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。

中津干潟シングルシードオイスター「ひがた美人」は
豊前海の干潟（中津干潟）で籠の中で育った牡蠣
です。通常の養殖で育った牡蠣より身の肌理（きめ）
が細かく、ぷりっとした食感と、エグ味が少なく海水の
味で引き立つ強い甘みが特徴です。

佐賀県

大分県長崎県
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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、お一人様で2席利用ご希望は１日あたり2,５００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。）
〈2/4～2/13、2/18～2/27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。

いちご大福鶏ハンバーグあげとっとチーズ胡椒セッシボン

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

K-686

K-688K-687

×
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：25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。※活き造りをお召
し上がりの後、ゲソの部分を天ぷらにいたします。※イカの種類は、季節によって変わることがございます。
※唐津Qサバ・活きイカ料理は、天候状況等により他のメニューへ変更となる場合があります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（8：３０）＝名護屋城博物館（見学）＝海舟（唐津Qサバ造り・呼子
のイカ活き造り昼食）＝鏡山展望台（見学）＝汐湯凪の音（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：25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

20,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

3月18日土

22,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

3月11日土1月 8日日

×
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（5：３０着）到着後解散
■最少催行人数：25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）、柳川川下り乗船代、入場料（御花）、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。※柳川
町並み散策時の施設入場料等は各自負担となります。※雨天の場合、水上パレードは 中止となりますが、ツアーは
予定通り催行いたします。その際の返金はございません。※現在、柳川おひな様水上パレードは開催予定ですが、
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）＝柳川町並み自由散策（北原白秋生家、商店街などに展示の
おひな様自由見学）＝下百町～【水郷柳川 川下り（約６０分）おひな様水上パレード
を船上から見学】～御花…御花ひなまつり（柳川藩主立花邸に飾られるおひな様
と国指定名勝庭園見学）＝白柳荘（うなぎのせいろ蒸し昼食）＝有明漬本舗高橋商
店（お買物）＝新門司港〈１便船１７：００発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

20,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

K-685

2023年
出発日

3月13日月2月21日火1月19日木

ホテル＝雲仙地獄（散策）＝雲仙スカイホテル（昼食・雲仙温泉入浴）＝長崎
カステラランド（お買物）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）
利用〉～～

唐津Qサバ・呼子のイカと
名護屋城博物館

しまてつカフェトレイン
乗車への旅

唐津Qサバ・呼子のイカと
名護屋城博物館

唐津Qサバは、唐津市と九州
大学の共同研究により誕生し
た、完全養殖のマサバです。

●Ｑサバのお造り（半身）     ●いかしゅうまい（１個） 
●イカ活き造り100g(1人前) ●烏賊もろみ漬け
●茶碗蒸し ●ご飯 ●吸物  ●香物  ●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。

〈唐津Qサバ造り・呼子のイカ活き造り昼食〉

※写真は4人前となります。4名盛りでの
　ご提供となります。取り皿・取り箸を
　ご用意しておりますので、各自でお取り
　頂きます。

唐津Qサバ造り（イメージ）唐津Qサバ造り（イメージ）

イカ活き造り（イメージ）イカ活き造り（イメージ）

名護屋城博物館（イメージ）名護屋城博物館（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
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。

※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〉

3
月
メ
ニ
ュ
ー

1
月
メ
ニ
ュ
ー

3
月
メ
ニ
ュ
ー

1
月
メ
ニ
ュ
ー

※メニューは変更となる場合がございます。

ランタンフェスティバル（イメージ）
〈写真提供：長崎県〉
ランタンフェスティバル（イメージ）
〈写真提供：長崎県〉

長崎ランタンフェスティバル
と雲仙温泉

長崎ランタンフェスティバル
と雲仙温泉

朝
昼
×

×

×

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事
（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

～～大阪南港（8：３０着）到着後解散
■最少催行人数：25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）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。※第2日目
昼食・夕食は各自自由食 ※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。※現在、長崎ランタンフェスティバルは開催予定ですが、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

ホテルセントポール 泊

船中泊

～～新門司港（８：３０）＝ホテルセントポール（チェックイン後 会場まで各自自由
行動・長崎ランタンフェスティバル自由見学、自由昼食、自由夕食、各自チェック
イン）

1

3

2

4

×
×
×

2月 2日木1月 24日火2023年

1名1室利用
（現地ホテル）

２～4名1室利用
（現地ホテル） 29,800円 32,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

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！

溢れ出す幾千のランタンに包み込
まれる長崎の夜。冬の長崎が極彩
色のランタンで彩られます。ぜひ
異国の幻想夢をご覧ください。

春の風物詩・柳川おひな様
水上パレード
春の風物詩・柳川おひな様
水上パレード

水上パレード（イメージ）水上パレード（イメージ）

鮮やかなつるし雛「さげもん」が飾られた水郷の街では、お雛
様やお内裏様などに扮した人々や稚児衣装を着た園児らが
どんこ舟に乗り「おひな様水上パレード」を繰り広げます。

御花では「さげもんめぐり」のお祭
り期間中、本館の「御役間」を中
心に、雛壇とともに「さげもん」が
所狭しとさげられます。

柳川さげもん（九州旅ネット
フォトギャラリー より転載）

福岡県

長崎県

佐賀県 長崎県
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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-690

K-691

×
×
×

×

×

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、ふたつ星4047乗車賃（武雄温泉駅→長崎駅）、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
※昼食は各自自由食となります。※入浴用タオルは各自ご用意ください。※長崎市内散策時の
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）＝武雄温泉元湯（入浴）＝武雄温泉駅（１0:22発）+++ふた
つ星4047乗車+++長崎駅（１3:15着）…長崎市内（約2時間自由散策・自由昼
食）…長崎駅＝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（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）、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車内にて弁当昼食となります。※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）＝別府駅（１１:０８発）+++36ぷらす3乗車（青の路）（車内
にて弁当昼食）+++小倉駅（１５:16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、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（９:11発）+++特急あそぼーい！乗車+++別府駅
（１２:３7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

20,000円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

2月24日金

30,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

2月25日土1月28日土

22,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

1月 7日土

23,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

D&S列車「36ぷらす3」
乗車

西九州の海めぐり列車
「ふたつ星4047」乗車
西九州の海めぐり列車
「ふたつ星4047」乗車

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

D&S列車「36ぷらす3」
乗車K-689

2023年
出発日

2月17日金2月 2日木

萩城下町（イメージ）萩城下町（イメージ）

佐賀県、長崎県という九州
の観光におけるふたつ星を、
キハ40、47形の車両で巡り
ながら、西九州エリアの魅力
を多くの方々に感じていただ
く新たなD&S列車です。

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
を楽しみながら、お食事していただきます。

大分県
熊本県

長崎県
佐賀県

福岡県
大分県

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〉

かんなわ

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。

「36ぷらす3」（イメージ）

「ふたつ星4047」（イメージ）

ぎんなんお弁当（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

K-692

×
×
×

×

×

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、「○○のはなし」運賃（新下関駅→長門市駅）、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 ※昼食は各自自由食となります。※予約
状況により、長門市駅→新下関駅の乗車となる場合がございます。※萩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（８：３０）＝新下関（9：59発）+++観光列車「○○のはなし」乗車+++
長門市駅（１2:18着）＝道の駅センザキッチン（自由昼食・お買物）＝萩城下町（自由
散策）＝＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

1

2

3

「○○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

山口県
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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、お一人様で2席利用ご希望は１日あたり2,５００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。）
〈2/4～2/13、2/18～2/27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。

K-694

鹿児島県

宮崎県

K-696
K-695

×
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）、かわせみ やませみ乗車賃（熊本
駅→宮地駅）、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。※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）＝熊本駅（１0:32
発）+++かわせみやませみ乗車+++宮地駅（１2:０9着）＝阿蘇プラザホテル
（昼食・内牧温泉入浴）＝道の駅小国（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
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

1月27日金

K-693
「かわせみ やませみ」
乗車と内牧温泉
「かわせみ やませみ」
乗車と内牧温泉

特急指宿のたまて箱
乗車ツアー

海幸山幸乗車と
宮崎自遊な旅
海幸山幸乗車と
宮崎自遊な旅

特急指宿のたまて箱乗車
と指宿温泉     
特急指宿のたまて箱乗車
と指宿温泉     特急指宿のたまて箱乗車

と知覧武家屋敷散策     
特急指宿のたまて箱乗車
と知覧武家屋敷散策     

海幸山幸（イメージ）

海幸山幸車内（イメージ）

海の景色、山の景色、
大自然の景観を満喫！！

内牧温泉（イメージ）

特急指宿のたまて箱（イメージ）

車内（イメージ）

指宿温泉（イメージ）

夕食
（イメージ）

「かわせみやませみ」（イメージ）

ホテル＝長崎鼻（見学）＝池田湖（見学）＝いせえび荘（伊勢えびセイロ御膳
の昼食）＝射楯兵主神社（参拝）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等
洋室）利用〉～～

ホテル…鹿児島市内（自由散策・自由昼食）…ホテル＝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）＝鹿児島中央駅…鹿児島市内（自由散策・自由昼食）…鹿
児島中央駅（13：56発）+++特急指宿のたまて箱乗車+++指宿駅（１4：49着）
＝指宿温泉 指宿シーサイドホテル

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泊朝食付）、食事代（朝食１回・昼食１回・夕食１回）、特急指宿の
たまて箱運賃（鹿児島中央駅→指宿駅）、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 ※第2日目昼食は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。※鹿児島市内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。※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

指宿シーサイドホテル 泊

船中泊

1

3

2

4

×
×
夕

1月19日木2023年

1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 36,000円

38,000円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日 2月25日土2023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

44,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

～～新門司港（5：３０）＝知覧武家屋敷（散策）…桜見亭（昼食）＝池田湖（見学）
＝指宿駅（15：07発）+++特急指宿のたまて箱乗車+++鹿児島中央駅（１6：00
着）＝ホテルタイセイアネックス

朝
×
×

×

×

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泊朝食付）、食事代（朝食１回・昼食１回）、特急指宿のたまて箱
運賃（指宿駅→鹿児島中央駅）、入場料（知覧武家屋敷）、消費税等諸税 ■利用バス会社：西鉄観光バス、
西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス ※第３日目昼食は各自自由食となります。※歩きやす
い靴と服装でご参加ください。※鹿児島市内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。※ホテルはシングルルームもしくはツインルームとなります。

船中泊

ホテルタイセイアネックス 泊

船中泊

1

3

2

4

×
昼
×

ホテル＝宮崎駅（１０：１３発）+++特急海幸山幸乗車+++油津駅（１１：３0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〉～～

朝
×
×

×

×

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泊朝食付）、食事代（朝食１回）、海幸山幸乗車運賃(宮崎
駅→油津駅)、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 
※第2日目昼食・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。※ホテルはシングルルームのみとなります。

船中泊

ホテルマリックス 泊

船中泊

～～新門司港（5：３０）＝ホテルマリックス（荷物を預けた後 各自自由散策・自由
昼食・自由夕食、各自チェックイン）

1

3

2

4

×
×
×

2月 2日木2023年

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

出発日

知覧武家屋敷〈写真提供：鹿児島県〉

熊本県
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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-698

K-700K-699

×
昼
×

×

×

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事
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：25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（雲仙温泉）、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。※小浜温泉街の入浴代等は各自負担となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（５：３０）＝小浜温泉街（約2時間半自由に湯巡り・散策）＝青雲
荘（和会席の昼食と雲仙温泉入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等
洋室）利用〉～～

1

2

3

（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：25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（奥日田温泉・日田温泉・
天ケ瀬温泉）、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）＝奥日田温泉うめひびき（入浴）＝日田温泉（昼食・入浴）＝
天ケ瀬温泉（入浴）＝新門司港〈２便船１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～
～

19,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

2月27日月1月17日火

21,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

2月22日水1月15日日

×
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：25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（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。

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）＝モンゴル村（見学）＝旅亭吉乃や（昼食）＝久里双水
古墳（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

22,000円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

小浜温泉湯めぐりと雲仙温泉小浜温泉湯めぐりと雲仙温泉 日田温泉三昧の旅日田温泉三昧の旅K-697

2023年
出発日

3月14日火2月16日木1月14日土

ひた

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（８：３０着）到着後解散
■最少催行人数：25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。

船中泊

船中泊

ホテルーーー長崎電車１日乗車券で自由散策ーーー長崎I･K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〉～～　　

～～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）

1

3

×
×
×

2

4

天ケ瀬温泉（イメージ）

日田温泉（イメージ）日田温泉（イメージ）

日田温泉（イメージ）

雲仙温泉（イメージ）

小浜温泉（イメージ）

3月20日月2023年

1名1室利用
（現地ホテル）

２～3名1室利用
（現地ホテル） 28,800円 31,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

元冦終焉の島「鷹島」
への旅
元冦終焉の島「鷹島」
への旅長崎自遊な旅長崎自遊な旅

大分県長崎県

鷹島肥前大橋（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
元寇関連史跡を巡ります。

長崎県

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〉

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）

路面電車乗り放題！

長崎県
佐賀県

日田に点在する
秘湯・名湯を
お楽しみください。
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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コースレベルについて

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。

K-702

K-704K-703

×
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：25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。※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（8：３０）＝豊後豊岡駅…大山積神社…魚見桜…八津島神社…満
福寺…豊後豊岡駅＝ホテル＆リゾーツ別府湾（昼食）＝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

19,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

3月14日火

初級技術レベル 2体力レベル 歩行約3.5km・約2時間

魚見桜（イメージ）魚見桜（イメージ）

×
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：25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（大神ファーム）、入浴代、消費税等
諸税 ■利用バス会社：西鉄観光バス、西鉄観光バスグループ各社もしくは同等クラス ※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。

船中泊

船中泊

～～新門司港（8：３０）＝糸ヶ浜海浜公園…（里山の景色を楽しみながらウォーキ
ング）…大神ファーム（ガーデナーと見学・昼食）＝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

25,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

18,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

3月19日日

×
弁
×

×

×

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事
（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

～～大阪南港（８：３０着）到着後解散
■最少催行人数：25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：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日目昼食は弁当昼食となります。※雨具・歩
きやすい運動靴（登山靴またはハイキングシューズ）と服装でご参加ください。※健康・体調管理には、
ご自身で十分にご留意ください。※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トレッキング中止と判断した場合は、行程が変更となります。

船中泊

船中泊

～～新門司港（8：３０）＝平尾台/吹上峠（標高３７０m)…大平山（おおへらやま標高５８７
m)…〈九州自然歩道〉…鞍外し…茶ヶ床園地（お手洗い・昼休憩）…不動山（標高４０４.１m）
…風神山（標高４１６.８m）…三笠山（標高４３１.８m）…平尾台自然観察センター（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

2023年
出発日

3月15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
（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
ください。※道中は狭い道や鎖渡しがございます。体力・健康に自信のある方のご参加をお願いいたします。
※当日雨天・悪天候により、登山中止と判断した場合は、本耶馬渓ウォーキングへ変更させていただきます。

船中泊

船中泊

～～新門司港（8：３０）＝本耶馬渓公共駐車場…弘法寺…陣の岩・馬の背…釣鐘岩
…鉾岩…妙見岩…鬼面岩…恵比寿岩…三の峰…二の峰…一の峰…青の洞門…
本耶馬渓公共駐車場＝洞門パティオ（バイキング昼食）＝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

19,800円
（　　　 ）旅行代金 大人お一人様・

小人同額・税込み

2023年
出発日

3月 4日土

K-701

ひじ

日出里山ウォーク
魚見桜を愛でるコース
日出里山ウォーク
魚見桜を愛でるコース

ひじ

きょうしゅうほう

日出里山ウォーク
糸ヶ浜から大神の大地
日出里山ウォーク
糸ヶ浜から大神の大地

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

平尾台〈写真提供：福岡県〉

中級技術レベル 2体力レベル 歩行約6.5km・約5時間30分

初級技術レベル 1体力レベル 歩行約4.0km・約2時間

静かで美しい砂浜ビーチが広がる糸ヶ浜から、豊かな大神の
大地を歩きます。潮の香りを纏いながら、獣道の小径を抜ける
と真っ青な青空と海原が混ざりゆく景色に心奪われます。

ＪＲ豊後豊岡駅を起点に、のどかな里山
が広がるエリアに点在する神社やお寺を
巡り、美しい花々を愛でながらゆったりの
んびり歩くコースです。

日出里山ウォーク（イメージ）日出里山ウォーク（イメージ）

日出里山ウォーク（イメージ）

昼食（イメージ）

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。

登山ツアー登山ツアー

ウォークツアー

ウォークツアー

早春の平尾台
カルストトレッキング
早春の平尾台
カルストトレッキング

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
回は平尾台を横断、高低差も少なく
野焼き後の特別コースを歩きます。

上級技術レベル 3体力レベル 歩行約3.0km・約2時間30分

大分県

福岡県大分県

大分県

限定15名
募集
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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）

ひた

大瀬崎断崖（イメージ）大瀬崎断崖（イメージ）

タデ原湿原〈写真提供：大分県〉

頭ヶ島教会
（イメージ）

たっぷり甑島への旅K-707

たっぷり五島列島への旅
K-706

朝
昼
×

朝
昼
夕

×

×

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：18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）、甑島商船
フェリー・高速船運賃、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。※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。※ホテルはシングルルームもしくはツインルームとなります。

船中泊

船中泊

ホテル＝瀬尾観音三滝（見学）＝長浜港～～（甑島商船高速船）～～川内港＝串木野
（昼食）＝まぐろの館（お買物）＝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）＝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～（折返し）～中甑港＝田之尻
展望所（見学）＝貝池・なまこ池（見学）＝長目の浜展望所（見学）＝ホテルエリワンコシキ
アイランド
ホテル＝里武家屋敷通り（散策）＝里トンボロ（車窓）＝甑大明神橋・鹿の子大橋（車窓）＝
鳥ノ巣山展望所（見学）＝夜萩円山展望所（見学）＝（昼食）＝手打地区（おふくろさん歌
碑・集落内散策）＝釣掛埼灯台（見学）＝瀬々野浦（前の平展望所・集落内散策）＝ホテルこ
しきしま親和館

1

4

3

×
昼
夕

2

5

朝
昼
×

朝
昼
夕

×

×

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：25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・ジェットフォイル運賃、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。

船中泊

船中泊

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

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

1

4

3

×
昼
夕

2

5

朝
昼
×

×

×

日程 行程（＝＝バス, ……徒歩, +++リフト・ロープウェイ・列車, ～～船） 食事
（２便船）１８：３０集合 大阪南港〈１９：５０発/ツーリスト（２等洋室）利用〉～～

～～大阪南港（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1回・夕食１回）、入場料（北里
柴三郎記念館）、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 ※第2日目昼食は湯布院にて各自自由食となります。※第3日目昼食 そばが苦手な方は別
メニューに変更できます。※歩きやすい靴と服装でご参加ください。※湯布院・黒川温泉街・日田豆田町散策
時の施設入場料等は各自負担となります。※黒川温泉入湯手形は付きません。※このコースは2名様以上
でお申し込みください。※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（１1：0０まで黒川温泉街の散策をお楽しみください）＝吾亦紅（そばの昼食）＝
北里柴三郎記念館（見学）＝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〉～～　　

～～新門司港（8：３０）＝湯布院（自由散策・自由昼食）＝タデ原湿原（散策）＝八丁原発電
所展示館（見学）＝黒川温泉湯峡の響き 優彩

1

3

×
×
夕

2

4

湯峡の響き 優彩 泊

黒川温泉「湯峡の響き 優彩」に
泊まる！ 湯布院・九重・日田への旅K-705

2月13日月1月25日水2023年

２～4名1室利用
（現地ホテル） 40,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

大分県
熊本県

2023年 3月 22日水
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 89,800円 94,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

2023年 3月26日日3月 2日木
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 88,800円 98,800円
旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日

長崎県

五島コンカナ王国 泊

ホテルマルゲリータ奈良尾 泊

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。

黒川温泉（イメージ）黒川温泉（イメージ）

キリシタン洞窟（イメージ）キリシタン洞窟（イメージ）

竹林、渓流、檜の香りに抱かれながら
のんびりと浸るお風呂が自慢です。
四季折々の風景を眺めながら、非日常
の世界をお過ごしください。

鹿児島県

ホテルこしきしま親和館 泊

ホテルエリワンコシキアイランド 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〉 〈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

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。
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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。

【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、お一人様で2席利用ご希望は１日あたり2,５００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。）
〈2/4～2/13、2/18～2/27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。）〉

新型コロナウイルス
対策

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11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。
※2/4～2/13、2/18～2/27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

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。

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。

K-708
九州オルレ「さいき大入島」・「奥豊後」コース

ご 内展 望 案

新造船

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

朝
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：25名 ■添乗員同行※バスガイドは付きません。 ■往復フェリー〈ツーリスト（２等洋室）〉料金、バス代、
通行料、高速代、宿泊代（1泊朝食付）、食事代（朝食１回・昼食2回）、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 ※第２日目・第3日目昼食はオルレ
弁当、第２日目夕食は各自自由食となります。※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。※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。※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

ホテル＝佐伯港～（マリンバス常栄丸）～堀切…大入島食彩館…舟隠…加茂社…空の展望所
…白浜海岸…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＝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〉～　　

～～新門司港（5：３０）＝朝地駅…用作公園…普光寺…十川の柱状節理…岡城
跡…豊後竹田駅＝長湯温泉（入浴）＝ホテルルートイン佐伯駅前

1

3

×
弁
×

2

4

ハイキングツアー

大入島ハイキング
（イメージ）

おおにゅうじま

武人や文人墨客が集まった奥道後の栄枯盛哀の道をたど
る「奥豊後コース」・潮風に癒されてゆったり島時間「さいき・
大入島コース」を歩きます。

中級技術レベル 3体力レベル

2日目/歩行約12.0km・約5時間
3日目/歩行約10.5km・約4時間

ホテルルートイン佐伯駅前 泊

2023年 3月8日水
1名1室利用
（現地ホテル）

２名1室利用
（現地ホテル） 31,800円

32,800円

旅行代金 （大人お一人様・小人同額・税込み）

出発日 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）

大分県



この旅行条件は２０２２年11月１日現在を基準としております。

（2022年11月1日を基準日とする）
2022.11 8,800

【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。
〈2/4～2/13、2/18～2/27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。）〉

※１２/３０～１/4休業
　１/５より通常営業
※FAXは２４時間３６５日受信可能


