2022 年 5 月発行

月～金／10:00～17:00
土／10:00～16:00

日祝休み
来店予約制

FAX:099-255-4831

FAX・HP24 時間受付中
mail(

(2022 年 5 月現在)

【改訂版】

-kotsu.co.jp

【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

M22030

出発日

山之口あじさい公園と
宮崎県南 道の駅めぐり

6/15(水)

M22029

日南ジャカランダの森と
志布志大黒リゾートホテル

出発日

6/11(土)・6/16(木)

日帰り入浴

M22056

フラワーパークかごしまと
南薩道の駅めぐり

出発日

7/10(日)・7/29(金)

旅行代金(おひとり様)
旅行代金(おひとり様)

旅行代金(おひとり様)

山之口町の厳選した
朝採れしいたけを使ったしいたけ南蛮の昼食付き！
ナポリ通り熊本銀行前(7:20 発)＝桜島 SA 上り線
(8:55 発)＝道の駅田野＝道の駅山之口(しいたけ南蛮
定食の昼食)＝山之口あじさい公園(約 3 万本のあじさ
い)＝道の駅都城＝道の駅たからべ＝桜島 SA 下り線
(16:40 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(17:25 頃)
昼食付／バスガイド同行

志布志大黒リゾートの昼食・入浴付き♪

ナポリ通り 熊本銀行前(7:30 発)＝桜島 SA 上り線
(8:25 発)＝道の駅すえよし＝道の駅なんごう(ジャカラ
ンダの森・トロピカルドーム散策)＝志布志大黒リゾー
トホテル(昼食と入浴)＝うなぎの駅＝道の駅おおすみ＝
桜島 SA 下り線(17:30 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前
(18:20 頃) 昼食・入浴付／バスガイド同行

M22055

M22054

M22053

道の駅めぐり 大隅北部

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) 昼食・入園料付／バスガイド同行

道の駅めぐり 大隅南部 道の駅めぐり 北薩西海岸

出発日
出発日

出発日

7/18(月)・7/27(水)

7/9(土)・7/21(木)

7/11(月)・7/31(日)

旅行代金(おひとり様)
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)＝道の駅霧島＝道の駅たるみず湯っ足り館(海鮮丼
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

M22043

大人の修学旅行 第 1 弾
がっこう

車両基地見学ときららの楽校
旅行代金(おひとり様)

車両洗浄を
車内から見学！

出発日

7/8(金)・7/25(月)
8/18(木)・8/24(水)・9/15(木)
鹿児島空港(7:00 発)＝ナポリ通り熊本銀行前(8:15 発)
＝川内駅 肥薩おれんじ鉄道乗車 出水駅 肥薩おれ
んじ鉄道車両基地＝鶴丸会館(いずみ親子ステーキごは
んの昼食)＝ひらかわ屋＝きららの楽校(旧白男川小学
校を利用した宿泊施設を見学)＝横川物産館＝鹿児島空
港(16:40 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(17:45 頃)

鹿児島空港(7:20 発)＝ナポリ通り熊本銀行前(8:40 発)
＝鹿児島港～桜島フェリー～桜島港＝道の駅桜島＝道
の駅たるみずはまびら＝小松食堂(だっきしょ御膳)＝
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

M22042

大人の修学旅行 第 2 弾

鹿児島の
野外美術館

霧島アートの森と
旬の果物狩り

出発日

8/10(水)
9/11(日)・9/22(木)
10/5(水)・10/16(日)
旅行代金(おひとり様)

M22040

M22044

8/19(金)・8/28(日)
9/18(日)･9/19(月)･9/24(土)･9/25(日)
10/1(土)･10/15(土)･10/23(日)･10/29(土)

天下の名城 熊本城と
フルーツの里田原坂メロン狩り
出発日
(おひとり様 1 玉)

旅行代金(おひとり様)

昼食付／バスガイド同行

鳥栖プレミアム・アウトレット
7/17(日)・7/30(土) お買物ツアー

M22041

7/15(金)・7/24(日)
8/6(土)・8/22(月)
9/4(日)・9/21(水)

ナポリ通り熊本銀行前(7:40 発)＝鹿児島空港(8:35
発)＝霧島アートの森(入館見学と学芸員ギャラリート
ーク)＝霧島神宮＝道の駅霧島(西郷どん御膳の昼食)＝
霧島さくらフルーツランド(ぶどう狩り)＝鹿児島空港
(16:00 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(17:05 頃)
昼食・入館料付／バスガイド同行 各出発日 15 名様限定

出発日

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

DRUM TAO

TAO の夏フェス 2022
出発日

桜の馬場城彩苑内「ぎんなん」
熊本郷土料理ビュッフェの昼食付き

ナポリ通り熊本銀行前(7:30 発)＝鹿児島空港(8:40 発)
＝桜の馬場城彩苑・熊本城(バイキングの昼食と熊本城天
守閣見学)＝フルーツの里田原坂(メロン狩り)＝道の駅植
木＝鹿児島空港(18:20 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前
(19:25 頃) 入場料・昼食付／バスガイド同行

日帰り・宿泊ツアー造成中！
最新情報はＨＰをご確認ください
かごしまの楽園奄美大島 2 日間

8/27(土)

長寿と子宝の島徳之島 2 日間

旅行代金(おひとり様)

芝地指定チケット付大人
１０月以降出発
芝地指定チケット付小学生

チケット無し料金(大人・小学生同額)

ハウステンボス九州一花火大会

旅行代金(おひとり様)

１１月以降出発

ナポリ通り熊本銀行前(6:50 発)＝鹿児島空港(8:00 発)
＝鳥栖プレミアム・アウトレット(約 5 時間滞在／昼食
各自)＝鹿児島空港(19:00 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前
(20:05 頃) 昼食各自／バスガイド同行

ナポリ通り熊本銀行前(6:50 発)＝鹿児島空港(8:05
発)＝TAO の里(世界が認めた和太鼓を使ったエンター
テイメントショー三昧の 1 日！／約 4 時間滞在)＝鹿
児島空港(19:25 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(20:30
頃) 昼食各自／バスガイド同行

九州圏内紅葉狩りツアー
お問合せお待ちしております！
▲まごころツアーＨＰ

※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。

南国交通公式 LINE お友達募集中！(@nangoku-kotsu)
お得な旅行割引クーポン配信予定♪追加はこちらから→

掲載ツアーは｢GOTO トラベル｣または｢県民割引｣再開後、割引料金を適用致します。
その際にワクチン・検査パッケージ等を活用する場合があります。

M22038

M22037

パワースポット！

白川水源の湧水と
阿蘇猿まわし劇場
出発日

高千穂の旅

出発日

＼日本の名水百選に選出の湧水！／

7/16(土)・8/21(日)
9/23(金)・10/2(日)
旅行代金(おひとり様)

M22039

神秘と癒しをもとめて

人吉球磨川遊覧と

山の中の海軍の町 にしき

ひみつ基地ミュージアム

7/22(金)･8/7(日)･8/25(木)
9/10(土)･9/26(月)
10/12(水)･10/22(土)
11/13(日)･11/26(土)

出発日

7/28(木)･8/20(土)･9/2(金)
9/17(土)･10/3(月)･10/30(日)
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(7:20 発)＝鹿児島空港(8:35 発)
＝白川吉見神社・白川水源＝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(お猿のスターの感動ス
テージ観賞)＝道の駅大津＝鹿児島空港(17:25 頃)＝ナ
ポリ通り熊本銀行前(18:30 頃)

ナポリ通り熊本銀行前(7:20 発)＝鹿児島空港(8:35
発)＝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＝道の駅通潤橋＝鹿児島空港
(19:30 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(20:35 頃)

昼食・観覧付／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)
＝にしきひきつ基地ミュージアム(人吉海軍航空基地
跡・外部遺構を現地ガイドがご案内)＝人吉温泉華の荘
(和食膳の昼食)＝球磨川遊覧船(約 30 分乗船)＝繊月酒
造＝みそ・しょうゆ蔵＝鹿児島空港(16:00 頃)＝ナポ
リ通り熊本銀行前(18:25 頃)

昼食・入園料付／バスガイド同行

昼食・入館料・乗船料付／バスガイド同行

M22027

M22034

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

神々が宿る島

壱岐島歴史探訪と唐津海の幸 3 日間
世界遺産の島 五島列島と 3 日間
6/17(金)
7/1(金)・9/6(火)
南島原の自然と歴史満喫旅

出発日

旅行代金(おひとり様／2～4 名 1 室利用)

旅行代金(おひとり様／2 名 1 室利用)

1 名 1 室利用…2 泊目ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽあり 5,000 円 UP
2 泊目ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽなし 4,000 円 UP

南島原・五島の
現地ガイドがご案内！

1 名 1 室利用 12,000 円 UP

出発日

唐津・壱岐の
ご当地グルメをご用意！

【1 日目】ナポリ通り熊本銀行前(7:10 発)＝【途中乗車(当社規定あり)】～九商フェリー～有
馬キリシタン館…原城跡(世界遺産を現地ガイドがご案内)＝千々石観光センター＝ANA クラ
ウンプラザホテル長崎グラバーヒル【泊】※夕食各自
【2 日目】ホテル(7:00 発)～九州商船～五島福江観光(現地ガイドがご案内／五島豚まぶし御
膳の昼食)＝コンネホテル【泊】(夕食:香珠子地区にて囲炉裏炭焼き料理)
【3 日目】ホテル～海上タクシーにて五島の教会巡り／お魚御膳の昼食～九州商船～長崎港＝
【途中下車(当社規定あり)】＝ナポリ通り熊本銀行前(20:25 頃)

【1 日目】ナポリ通り熊本銀行前(8:00 発)＝【途中乗車(当社規定あり)】＝高橋商店＝白柳荘
(和食膳の昼食)＝佐嘉神社…佐賀バルーンミュージアム＝唐津市・魚半旅館【泊】
【2 日目】ホテル＝曳山展示場＝呼子朝市＝呼子お魚処玄海(いか活き造り御膳の昼食)～九州
郵船～壱岐の蔵酒造＝一支国博物館＝原の辻復元公園＝岳の辻展望台＝ビューホテル壱岐【泊】
【3 日目】ホテル＝鬼の足跡＝猿岩＝勝本城跡＝はらほげ地蔵＝左京鼻＝月読神社＝鬼の窟古
墳＝壱岐島荘(うにめし・壱岐牛陶板焼きの昼食)＝マリンパル壱岐～九州郵船～【途中下車(当
社規定あり)】＝ナポリ通り熊本銀行前(21:30 頃)

■利用バス会社／南国交通観光(株)・五島バス■食事／朝 2 回(内 1 回弁当)昼 3 回(内 1 回弁当)夕 1 回■
添乗員同行・バスガイドなし(五島島内ガイドあり)■最少催行人員／15 名■募集人員／30 名

■利用バス会社／南国交通観光(株)バスガイド同行■食事／朝 2 回昼 3 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／30 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。

※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。

M22033

かごしま探検の会代表

東川隆太郎さんと訪ねる

M22048

世界遺産・清水寺と国宝・彦根城

五代友厚ゆかりの地めぐり
旅行代金(おひとり様／2～4 名 1 室利用)

1 名 1 室利用 7,000 円 UP

出発日

7/13(水)

in 大阪

旅行代金(おひとり様／2 名 1 室利用)

2 日間

歴史探訪はもちろん
観光・グルメも盛りだくさん！

1 名 1 室利用 12,000 円 UP

限定 1 本！

■利用航空会社／JAL(定期便)■利用バス会社／大阪バス近畿(株)・バスガイド同行■食事／朝 1 回昼 2 回
■添乗員／同行致します。■最少催行人員／15 名■募集人員／30 名

みて ふれて たのしむ ミュージアムめぐり

2022 年 3 月
リニューアル
オープン！

大塚国際美術館と甲子園歴史館 3 日間
出発日

7/6(水)

旅行代金(おひとり様／2～4 名 1 室利用)

1 名 1 室利用 16,000 円 UP

出発日

7/14(木)

【1 日目】鹿児島空港(9:00 頃発 伊丹空港＝大阪商工会議所・五代友厚像＝新世界・横綱通
天閣店(大阪名物コースの昼食)＝住吉大社＝五代友厚墓所＝五代邸跡＝宿泊ホテル…ホテル周
辺散策(大阪取引所・五代像等)…ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜【泊】(夕食各自)
【2 日目】ホテル＝大阪城・豊國神社…大阪水上バスアクアライナー(約 40 分乗船)＝ホテルプ
ラザオーサカ(バイキングの昼食)＝伊丹空港 鹿児島空港(17:30 頃着)

M22047

「ザ・プリンス 京都宝ヶ池」に泊まる！

兵庫県・徳島県ならではの
ミュージアムへご案内♪

3 日間

日本三大祭りのひとつ

京都祇園祭・前祭 開催期間
状況によって中止になる場合があります。

限定 1 本！

【1 日目】鹿児島空港(9:05 発 神戸空港＝東映太秦映画村(昼食・見学)＝ザ・プリンス京都宝
ヶ池【泊】翌日出発までフリータイム(夕食各自)
【2 日目】ホテル(7:00 発)＝金戒光明寺(特別拝観)＝ホテル(朝食)＝道の駅びわ湖大橋米プラザ
＝びわ湖大橋(通過)＝四番町スクエア(近江牛すき焼きの昼食)＝彦根城＝ザ・プリンス京都宝ヶ
池【泊】翌日出発までフリータイム(夕食各自)
【3 日目】ホテル＝金閣寺＝清水寺(昼食・拝観)＝伏見稲荷大社＝神戸南京町＝神戸空港 鹿児
島空港(21:30 着)
■利用航空会社／スカイマーク(定期便)■利用バス会社／大阪バス近畿(株)・バスガイド同行■食事／朝 2
回昼 3 回■添乗員／同行致します。■最少催行人員／15 名■募集人員／30 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。

M22049
出発日

ふるさと案内人とめぐる

かごしまの秘境 甑島
2 日間

9/29(木)
旅行代金(おひとり様／2～4 名 1 室利用)

状況によって行程が変更になる場合があります。

こしきしま

こしき海洋深層水商品
詰め合わせプレゼント！

【1 日目】鹿児島空港(9:05 発 神戸空港＝六甲高山植物園＝六甲ガーデンテラス(昼食・お
買物)＝甲子園歴史館＝白鶴酒造＝ザロイヤルパークキャンバス神戸三宮【泊】(夕食各自)
【2 日目】ホテル＝伊弉諾神宮＝道の駅福良＝渦の道…うづ乃家(昼食)＝阿波おどり会館(会館
専属踊り連観賞)＝本家松浦酒造＝アオアヲナルトリゾート【泊】
【3 日目】ホテル＝大塚国際美術館(約 4 時間滞在／昼食各自)＝北野異人館街＝ハーバーラン
ド・モザイク＝神戸空港 鹿児島空港(21:30 着)

【1 日目】川内港ターミナル(8:50 発)～高速船甑島～里港＝長目の浜展望所＝なまこ池・貝
池＝里麓武家屋敷跡＝海聖丸(浜焼きの昼食)＝コシキテラス＝甑大明神橋＝鹿の子大橋＝平
良集落散策＝甑大橋＝吹切陸橋＝ホテルこしきしま親和館【泊】
【2 日目】ホテル＝甑ミュージアム＝鳥の巣展望所＝夜萩丸山公園＝民宿きくや(海鮮丼の昼
食)＝前の平展望所(ナポレオン岩の眺望)＝こしき海洋深層水(工場見学)＝武家屋敷通り・下甑
郷土館＝瀬尾観音三滝＝長浜港～高速船甑島～川内港ターミナル(18:00 着)

■利用航空会社／スカイマーク(定期便)■利用バス会社／大阪バス近畿(株)・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／30 名

■利用船舶会社／甑島商船■利用バス会社／南国交通(株)■食事／朝 1 回昼 2 回夕 1 回■添乗員／同行
致します。■最少催行人員／10 名■募集人員／15 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。

※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。

【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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