2021 年 12 月発行

月～金／10:00～17:00 土／10:00～16:00
FAX・HP24 時間受付中
日祝休み

掲載ツアーは｢GOTO トラベル｣再開後、割引対象期間中のツアーはワクチン・検査パッケージ等を活用した割引対応を致します。

099-255-4831

来店予約制。事前にご予約ください。 (2021 年 12 月現在)

バスツアー基本乗降場所：ナポリ通り熊本銀行前➡照国町南国交通観光本社前➡清水町バス停➡早馬バス停➡花棚みやこ迫バス停➡桜島 SA➡鹿児島空港
鹿児島県内在住限定割引【今こそ鹿児島の旅事業第 2 弾】の助成を受けています。旅行代金の半額(最大 5,000 円引き)
10,500 円以上の旅行商品には 2,000 円分の今こそ鹿児島の旅クーポンを付与します。

参加条件は下記内容をご確認ください。

曽於市

M22002

M22003

たからだいきちじんじゃ

幸運の財大吉神社めぐり

出発日

出発日

＼ 新春！／

M21054

出水のツルと初詣で

雄川の滝と神徳稲荷神社
出発日

1/7(金)・1/20(木)・2/13(日)

1/4(火)・1/6(木)

いずみ親子ステーキごはん

旅行代金(おひとり様)

旅行代金(おひとり様)

4,500 円

5,000 円

大隅絶景スポット！

1/26(水)・2/15(火)
旅行代金(おひとり様)

割引適用！

割引適用！

5,000 円
割引適用！

幸運の財大吉神社めぐり
財＝財部町 大＝大隅町 吉＝末吉町
の神社をめぐって幸運を掴みましょう！

ナポリ通り熊本銀行前(8:00 発)＝鹿児島空港(9:15
発)＝宮之城ちくりん館＝八坂神社(日本一のお地蔵様
の神社)＝鶴丸会館(いずみ親子ステーキごはんの昼食)
＝出水酒造(工場見学)＝特産館いずみ＝出水ツル観察
センター＝箱崎八幡神社(日本一の大鈴の神社)＝ひら
かわ屋＝鹿児島空港(17:25 頃)＝ナポリ通り熊本銀行
前(18:30 頃)昼食・入館料付／バスガイド同行

ナポリ通り 熊本銀行前(8:15 発)＝桜島 SA 上り線
(9:10 発)＝道の駅おおすみ＝投谷八幡宮＝岩川八幡神
社＝與倉(ゆず料理の昼食)＝諏訪神社＝熊野神社＝道の
駅たからべ＝澤田神社＝日光神社＝道の駅すえよし＝
桜島 SA 下り線(17:05 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前
(17:50 頃)昼食付／バスガイド同行

M22012

志布志和香園
創作茶膳の昼食と
黒酢の郷桷志田ティータイム

M21044

肥薩おれんじ鉄道観光列車

おれんじ食堂サンセット

出発日

1/10(月)・1/14(金)・1/16(日)
1/23(日)・2/11(金)・2/12(土)

旅行代金(おひとり様)

旅行代金(おひとり様)

5,000 円

ナポリ通り熊本銀行前(8:00 発)＝鹿児島空港(8:55
発)＝道の駅野方あらさの＝雄川の滝＝味の大砲(海鮮
料理の昼食)＝なんたん市場＝神徳稲荷神社(クリスタ
ル鳥居が美しい神社)＝道の駅たるみずはまびら＝桜
島フェリー＝ナポリ通り熊本銀行前(17:30 頃)＝鹿児
島空港(18:35 頃)昼食付／バスガイド同行

M21033

出発日

フラワーパークかごしまと
南薩道の駅めぐり

1/30(日)・2/19(土)

5,000 円

5,000 円

割引適用！

割引適用！

出発日

今こそ鹿児島クーポン
2,000 円分付き！

1/21(金)・2/6(日)

鹿 児 島 空 港 (13:30 発 ) ＝ ナ ポ リ 通 り 熊 本 銀 行 前
(14:50 発)＝薩摩川内駅市(お買物)・・・川内駅 おれ
んじ食堂 3 便サンセット 出水駅＝鹿児島空港
(19:50 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(21:00 頃)
乗車料・夕食付／バスガイド同行

ナポリ通り熊本銀行前(8:50 発)＝桜島 SA 上り線
(9:45 発)＝うなぎの駅(志布志産うなぎのお買物)＝和
香園(創作茶膳の昼食)＝道の駅おおすみ＝黒酢の郷桷
志田(黒酢を使った日替わりスイーツプレート)＝桜島
SA 下り線(16:35 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(17:20
頃) 昼食付／バスガイド同行

M21050

M21051

道の駅めぐり 西海岸

1/9(日)・2/10(木)

今こそ鹿児島クーポン
2,000 円分付き！

旅行代金(おひとり様)

割引適用！

出発日

各出発日 12 名様限定

道の駅めぐり 大隅北部

4,700 円

1/10(月)・2/17(木)

旅行代金(おひとり様)

4,500 円

道の駅めぐり 大隅南部

1/22(土)・2/11(金)

割引適用！

5,000 円
割引適用！

旅行代金(おひとり様)

旅行代金(おひとり様)

ナポリ通り熊本銀行前(8:00 発)＝鹿児島空港(9:15
発)＝道の駅樋脇＝鶴丸会館(いずみ親子ステーキごは
んの昼食)＝道の駅黒之瀬戸だんだん市場＝道の駅長島
＝道の駅阿久根＝ナポリ通り熊本銀行前(16:40 頃)＝
鹿児島空港(17:45 頃) 昼食付／バスガイド同行

M21052
出発日

出発日

割引適用！

鹿児島空港(8:00 発)＝ナポリ通り熊本銀行前(9:15
発)＝谷山支所前(9:45 発)＝道の駅いぶすき彩花菜館
＝道の駅山川活お海道(刺身定食の昼食)＝フラワーパ
ークかごしま＝龍宮神社＝道の駅川辺＝谷山支所前
(16:20 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(16:50 頃)＝鹿児
島空港(17:45 頃)入園料・昼食付／バスガイド同行

ナポリ通り熊本銀行前(8:00 発)＝鹿児島空港(9:15
発)＝道の駅霧島＝道の駅たるみず湯っ足り館(和食膳
の昼食)＝道の駅松山＝道の駅おおすみ＝道の駅すえ
よし＝道の駅たからべ＝鹿児島空港(17:25 頃)＝ナポ
リ通り熊本銀行前(18:30 頃)昼食付／バスガイド同行

鹿児島空港(7:20 発)＝ナポリ通り熊本銀行前(8:40
発)＝桜島フェリー＝道の駅桜島＝道の駅たるみずはま
びら＝かのやグランドホテル(和食膳の昼食)＝道の駅
錦江＝道の駅根占＝道の駅くにの松原おおさき＝道の
駅野方あらさの＝鹿児島空港(17:40 頃)＝ナポリ通り
熊本銀行前(18:45 頃)昼食付／バスガイド同行

【参加条件：ワクチン(2 回)接種証明または PCR 検査の陰性証明等の提示】
①出発日前日に新型コロナワクチン 2 回接種後、14 日以上経過していること ②出発日の 3 日前以降に実施した PCR または抗原検査(1 日前以降)で陰性であること
※催行確定後、証明書類の写しまたは画像を事前に郵送・メール等でご提示いただきます。ご提示がない場合はご参加いただけません。
条件を満たさない場合のお取消しは規定通りのキャンセル料を頂戴します。詳細をＨＰまたは電話予約の際にご確認いただきご了承の上お申込みください。

M21048

日本最高峰富士山を望む！

3 日間

伊豆韮山反射炉と箱根湯本街あるき
出発日

1/25(火)

2/14(月)

3/1(火)

4/18(月)

旅行代金(2～4 名)

84,000 円

89,000 円

92,000 円

94,000 円

各宿泊ホテル

夕食・温泉付！

M21049

異国情緒を感じる旅

3 日間

徳島大塚国際美術館と神戸北野異人館街
出発日

2/18(金)

3/7(月)

4/12(火)

旅行代金(2～4 名)

68,000 円

65,000 円

70,000 円

大塚国際美術館
約 4 時間滞在

入館チケット付♪

【1 日目】鹿児島空港(7:20～8:50 発
便 羽田空港＝鎌倉観光＝つるや吉祥亭【泊】
【2 日目】
ホテル＝伊豆観光＝箱根仙石原ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ／ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽ 箱根芦ノ湖(2/14 発のみ)
【泊】
【3 日目】ホテル＝箱根観光＝羽田空港 SKY 便 鹿児島空港(21:00 頃)

【1 日目】鹿児島空港(9:00 頃発
便 神戸空港＝徳島観光＝ｱｵｱｦﾅﾙﾄﾘｿﾞｰﾄ【泊】
【2 日目】ホテル＝淡路島観光＝ロイヤルパーク神戸三宮【泊】
【3 日目】ホテル＝神戸市内観光＝神戸空港 SKY 便 鹿児島空港(19:30 頃)

■利用航空会社／スカイマーク定期便■利用バス会社／えびす交通・バスガイド同行■食事／朝 2 回昼
2 回夕 2 回■添乗員／同行致します。■最少催行人員／15 名■募集人員／22 名
※本コースは別紙チラシをご用意しております。お問合せください。 1 名 1 室利用 17,000 円 UP

■利用航空会社／スカイマーク定期便■利用バス会社／大阪バス・バスガイド同行■食事／朝 2 回昼 2
回夕 1 回■添乗員／同行致します。■最少催行人員／15 名■募集人員／22 名
※本コースは別紙チラシをご用意しております。お問合せください。 1 名 1 室利用 15,000 円 UP

M21057

スピリチュアルひむか観光協議会企画事業

2 日間

M21058

天孫降臨の地高千穂と出逢いの聖地延岡
出発日

1/22(土)

出発日

12/18(土)・1/15(土)

高千穂神社にて

旅行代金(おひとり様／2 名 1 室利用)

高千穂夜神楽観賞！

旅行代金(おひとり様／2 名 1 室利用)

佐世保軍港クルーズと太良の牡蠣焼き
佐世保港
軍港クルーズを
チャーター便で！

2 日間

1 名 1 室利用 3,500 円 UP
1 名 1 室利用 7,000 円 UP

【1 日目】ナポリ通り熊本銀行前(8:00 発)＝鹿児島空港(9:10 発)＝道の駅通潤橋
＝高千穂峡(渓谷散策と昼食)＝高千穂神社＝天岩戸神社・天安河原＝ソレスト高千
穂ホテル【泊】 夕食後、高千穂神社にて高千穂神楽観賞
【2 日目】ホテル＝道の駅北方よっちみろ屋＝道の駅北川はゆま＝西郷隆盛宿陣跡
資料館・天孫ニニギノミコト御陵墓参考地＝エンシティホテル延岡(バイキングの昼
食)＝大御神社＝鹿児島空港(17:00 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(18:05 頃) ■利用
ホテル／ソレスト高千穂ホテル■食事／朝 1 回昼 2 回夕 1 回■添乗員／同行致します。

M22001

出発日

新春 宮崎三社詣でと
宮崎観光ホテル｢一木一草｣
ランチバイキング

1/1(土)・1/2(日)
1/3(月)・1/8(土)

【1 日目】ナポリ通り熊本銀行前(7:30 発)＝鹿児島空港(8:40 発)＝弓張の丘ホテル
(バイキングの昼食)＝佐世保港～軍港クルーズ(約 60 分ガイド案内付きチャーター
便)～佐世保港＝ANA クラウンプラザホテル長崎グラバーヒル【泊】
※翌日出発時間までフリータイム(夕食各自)
【2 日目】ホテル…大浦天主堂(入場拝観)＝おみやげ村(浜焼きの昼食)＝道の駅太良
＝祐徳稲荷神社＝鹿児島空港(18:25 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(19:30 頃) ■利
用ホテル／ANA クラウンプラザホテル長崎グラバーヒル■食事／朝 1 回昼 2 回■添乗員／
同行致します。※1 日目軍港クルーズが荒天欠航の場合佐世保市内観光に変更になります。

M22004

天下の名城 熊本城と
水前寺成趣園・出水神社

出発日

2/9(水)・2/22(火)
3/17(木)・3/28(月)

2/20(日)・2/24(木)
旅行代金(おひとり様)

旅行代金(おひとり様)

天守閣内部

2021 年 6/28 公開開始！

M22007

出発日

五ヶ瀬町

浄専寺のしだれ桜と
高千穂峡散策

3/27(日)・3/31(木)・4/2(土)
旅行代金(おひとり様)

柳川雛祭りさげもんめぐりと
春香るお座敷盆梅

出発日

旅行代金(おひとり様)

ナポリ通り熊本銀行前(7:20)＝鹿児島空港(8:30 発)＝
宮崎神宮＝宮崎観光ホテル(一木一草バイキングの昼食)
＝青島神社＝鵜戸神宮＝鹿児島空港(17:25 頃)＝ナポリ
通り熊本銀行前(18:30 頃) 昼食付／バスガイド同行

M22009

OP(オプション)

柳川下り 40 分コース：おひとり様 1,000 円

ナポリ通り熊本銀行前(7:40 発)＝鹿児島空港(8:50
頃)＝桜の馬場城彩苑・熊本城(城彩苑にてバイキングの
昼食／復興のシンボル天守閣見学)＝水前寺成趣園・出
水神社(自由参拝)＝鹿児島空港(17:10 頃)＝ナポリ通
り熊本銀行前(18:15 頃)
昼食・入園料付／バスガイド同行 【写真提供:熊本城総合事務所】

ナポリ通り熊本銀行前(7:20 発)＝鹿児島空港(8:30 発)
＝高橋商店(豆せんべいの詰め放題)＝白柳荘(和膳の昼
食)＝柳川雛祭りさげもん散策＝梅花園(百畳のお座敷
で見事な盆栽の花梅観賞)＝鹿児島空港(17:30 頃)＝ナ
ポリ通り熊本銀行前(18:30 頃)昼食付／バスガイド同行

M22008

M22011

観音ヶ池の桜トンネルと
極上！まぐろ料理の昼食

出発日

＼まぐろ刺身(5 種類)＋煮物／

3/23(水)・3/26(土)
3/31(木)・4/3(日)

宮崎の花と食

萩の茶屋のつつじと
｢一木一草｣バイキング

出発日

4/4(月)・4/7(木)
4/9(土)・4/10(日)

旅行代金(おひとり様)

旅行代金(おひとり様)

まぐろのお買物も！

ナポリ通り熊本銀行前(7:20 発)＝鹿児島空港(8:30 発)
＝浄専寺(樹齢約 300 年のシダレザクラ)＝高千穂峡(渓
谷散策と昼食)＝天岩戸神社・天安河原＝道の駅通潤橋
(お買物)＝鹿児島空港(19:15 頃)＝ナポリ通り熊本銀行
前(20:20 頃) 昼食付／バスガイド同行

鹿児島空港(8:10 発)＝ナポリ通り熊本銀行前(9:30
発)＝観音ヶ池の千本桜(自由散策)＝海鮮まぐろ家(ま
ぐろ尽くしの昼食)＝羽島英国留学生記念館＝江口蓬
莱館(お買物)＝チェスト館＝ナポリ通り熊本銀行前
(16:20 頃)＝鹿児島空港(17:25 頃)
昼食・入館料付／バスガイド同行

M22006

M22005

一心行の大桜と
阿蘇猿まわし劇場

出発日

3/24(木)・3/26(土)
3/30(水)・4/2(土)
旅行代金(おひとり様)

宮崎西都原

ナポリ通り熊本銀行前(7:40 発)＝鹿児島空港(8:55
発)＝萩の茶屋(3 万本のつつじと八重桜)＝宮崎観光ホ
テル(一木一草バイキングの昼食)＝フローランテ宮崎
(入園見学)＝みやざき物産館 KONNNE(お買物)＝道
の駅田野＝鹿児島空港(17:35 頃)＝ナポリ通り熊本銀
行前(18:40 頃)昼食・入園料付／バスガイド同行

M22010

桜と菜の花の饗宴
西米良村桜ロード

おがわ四季御膳

出発日

＼新発見！桜の名所／

市比野 丸山自然公園と
入来麓武家屋敷群
出発日

3/25(金)・3/28(月)
3/30(水) 桜と菜の花の先に

3/26(土)・3/29(火)
4/1(金)

旅行代金(おひとり様)

丸山を望む♪

旅行代金(おひとり様)

ナポリ通り熊本銀行前(7:20 発)＝鹿児島空港(8:30 発)
＝道の駅大津＝阿蘇ファームランド(バイキングの昼食)
＝阿蘇猿まわし劇場(お猿のスター達による笑いと癒し
のステージ)＝一心行の大桜(樹齢 400 年の一本大桜)＝
道の駅あそ望の郷くぎの＝鹿児島空港(17:35 頃)＝ナ
ポリ通り熊本銀行前(18:40 頃)
昼食・観賞料付／バスガイド同行

各出発日 12 名様限定
ナポリ通り熊本銀行前(8:30 発)＝鹿児島空港(9:40
発)＝西米良村桜ロード(車窓)＝川の駅百菜屋・かりこ
ぼうず大橋＝おがわ作小屋村(彩り鮮やかな｢おがわ
四季御膳｣の昼食)＝西都原古墳群(桜と菜の花の饗宴)
＝鹿児島空港(18:05 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前
(19:10 頃) 昼食付／バスガイド同行

各出発日 15 名様限定
鹿児島空港(8:00 発)＝ナポリ通り熊本銀行前(9:20
発)＝甲冑工房丸武(工房見学とお買物)＝川内とれた
て市場(海鮮丼の昼食)＝入来麓武家屋敷群(まちある
きガイドと散策)＝丸山自然公園＝道の駅樋脇＝鹿児
島空港(16:00 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(17:00
頃) 昼食付／バスガイド同行
©K.P.V.B

【バスツアー実施に関する対応とお願い】・お申込みの際に参加者全員の住所・連絡先(携帯)・ご自身以外の緊急連絡先を登録させていただきます。・バス車内の座席は三密を避けた配席をさせていただきます。・
乗務員はマスク着用の上、車内では進行方向を向いてのご案内となります。・最終旅程表に同封する【参加者健康チェックシート】へ記入いただき、ご旅行当日にご持参ください。・ご旅行当日に発熱や感染症が疑
われる症状がある方は参加をお断りする場合があります。・マスク着用の上、車内での大声での会話はお控えください。・出発日の前日から起算して 14 日以内に本人及び同居者が新型コロナウイルス感染者と濃厚
接触された疑いのある場合は参加を自粛してください。※新型コロナウイルスの感染状況によってはツアーが中止になる場合があります。予めご了承ください。
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