
お申込みはお電話かFAXで、ツアー番号、出発日と下記詳細をお知らせ
ください。お名前・生年月日・住所・電話番号・希望乗車地（ご参加される
全てのお客様分が必要です。） このチラシをもってすぐお電話ください！

☎0944-87-1137

（平日）9：00～18：00（土曜）9：00～13：00（日・祝、休み）

■お申込み・お問い合せ先

福岡県知事登録2-620号
国内旅行業務取扱管理者　松嶋 治雄

〒831-0005 福岡県大川市向島1714 -1
TEL.0944-87-1137　FAX.0944-87-7130

●お客様による旅行契約の解除・払い戻し（弊社 営業時間内受付時）
旅行契約成立後、お客様のご都合で解約されるときは、次の金額の取消料を
申し受けます。

●西鉄観光バス（株）
●みつはし観光バス
●有明交通（株）
●オールウェイ観光バス
●白濱観光バス
　又は同等クラスを利用

［宿泊・日帰り取消料のご案内（おひとり様につき）］

無料

①21日目にあた
る以前の解除

　（日帰り旅行
にあたっては
11日目）

②20日目（日帰り
旅行にあたって
は10日目）にあ
たる日以降の解
除（③-⑥を除く）

③7日目にあた
る日以降の解
除（④-⑥を除
く）

④旅行開始日
の前日の解
除

⑤当日の解除
　（⑥を除く）

⑥旅行開始後
の解除又は
無連絡不参
加

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％※JR利用の

コースは25％

利用予定
貸切バスのご案内

契
約
解
除
の
日
取
消
料

最終しおりにて確定
バス会社をご案内します。

営業時間旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

その他、宿泊プランのチラシもございます。
次回新聞折り込み出来ない地区もあります。チラシを継続的にご希望
の方はお電話ください。郵送します。
（バスのお座席はお申込み順で前方よりご用意いたします。）

チラ シ送り ます ！

北斗観光

　感動の　のトンネル
ローカル列車  松浦鉄道 1,500本の　の里「伊佐ノ浦公園」

桜
桜

Ａ
ルート

Ａ
ルート

日
4/5 日 4/13月

800本の
シュラスコランチビュッフェ

日
日3/22

3/29
Ａ

ルート

Ｂ
ルート

桜
熊本城特別公開と

お申込みお申込み1 ツアー催行の連絡
ご旅行出発日の14日前までに致します。
※最少催行人員20名（一部コースを除く）
（最少催行人員に達しなかった時は旅行の実施を取り止める旨をご連絡致します。)

ご出発の10日前頃までに
「旅のしおり」をお送りいたします。
（請求書・郵便局払込用紙同封）※お支払期限までにご入金ください。

最終確認

お電話をご旅行の
出発前日までに致します。

集合時間までに
お気をつけてお越しください。

2 旅のしおりの発送3 4 ご出発5

☎0944-87-1137
又はFAX0944-87-7130

出発までの
流れ 必ずお読み

ください。

長崎／平戸長崎／平戸日帰りG1

❶生月島観光は現地ガイドの説明
付。❷母々の手はお刺身以外のお料
理もあります。❸松浦鉄道は始発か
ら乗車。（自由席）

G9

ポイント 各地（7：00～8：00）＝伊万里駅
++浦の崎（20分）＝平戸（漁師食
堂母々の手・昼食／60分）＝生月
島観光（塩俵の断崖･大バエの灯
台など／90分）＝各地（17：30～
18：30）食事 昼食：刺身食べ放題

出
発
日 8,900円

旅行代金

 〈料金は消費税込です〉

食事 朝2回・昼3回・夕2回
食事 昼食：和会席食事 昼食：湯島海鮮料理

112,000円～
旅行代金

4～5名様1室利用の場合（1名様）5/10 火日 ～12日 

程 2020年

2020年

３日間バスガイド付・2泊3日

2泊3日

T71
6つの乗り物に乗って
新緑の絶景の中を
通り抜けます

２０２０年４月リニューアル改装

立山黒部アルペンルート
と黒部峡谷鉄道

各地（6：30～7：30）＝江樋戸港～～湯島
（島内観光・昼食／210分）～～江樋戸港＝
藍のあまくさ村（お買物／20分）＝各地
（17：00～18：00）

出
発
日 9,500円

旅行代金

G11
各地（6：00～7：00）＝元乃隅稲成神社（40
分）＝大谷山荘（昼食／150分）＝各地（17：
30～18：40）

出
発
日 13,000円

旅行代金

湯島天草四郎・談合の島
人口300名と猫の島

3/21土

山口大谷山荘山口大谷山荘至福の休日♪至福の休日♪

4/10 金

※詳しくは別紙宿泊専用チラシをご参照下さい。

3/15日 3/20 金

3/22日Ａ
ルート

Ｂ
ルート

Ｂ
ルート

30名様30名様最
大

T73 T74 T75 T72

宿泊者限定の大島造船所見学宿泊者限定の大島造船所見学

3/27 日4/5金

4/11土
Ａ

ルート
Ｂ

ルート

Ｂ
ルート

3/29日 4/25 土

毎年人気コース！！

長崎／平戸長崎／平戸日帰りG2

❶湖畔と緑豊かな木々に囲まれた伊
佐ノ浦公園。春には、1,500本の桜が
谷を埋め尽くします。❷昼食はお刺身・
お寿司・郷土料理が自慢のバイキング。

ポイント 各地（7：30～9：00）＝西海市
「海の駅船番所」（昼食／80分）＝
伊佐ノ浦公園（桜観賞／60分）＝
西海橋公園・西海橋物産館（桜観
賞・お買物／50分）＝各地（17：
00～18：30）食事 昼食：バイキング

出
発
日 8,900円

旅行代金

熊本市熊本市日帰りG3

❶2020年春第二弾も公開されます。その前に
是非第一弾特別公開をご覧ください。❷地元
の食材をシュラスコスタイルで。あか牛や味彩
牛のイチボ、肥後赤鶏、天草梅肉ポークを気軽
に堪能！おかわり自由のサラダビュッフェ付。

ポイント 各地（7：30～8：30）＝玉名歴史
博物館（40分）＝熊本市内テラス
（昼食／90分）＝熊本城特別公開
（45分）＝桜の馬場城彩苑（お買
物／40分）＝各地（17：00～18：
00）食事 昼食：シュラスコランチ　　

出
発
日 9,500円

旅行代金

長崎／軍艦島長崎／軍艦島日帰りG4

❶大村公園桜観賞は60分滞在。❷
軍艦島上陸・周遊クルーズはベテラ
ンガイド同行。❸ちゃんぽん発祥の
店「四海樓」

ポイント 各地（7：00～8：00）＝大村公園
桜観賞（60分）＝長崎グラバー通
り（昼食・お買物／90分）＝長崎
港～～軍艦島上陸周遊クルーズ
（150分）～～長崎港＝各地（18：
30～19：30）食事 昼食：中華料理（大皿盛り）　

出
発
日 12,800円

旅行代金

大分／豊後大分／豊後日帰りG5

❶のどかな田園風景の中に広がる圧巻
のチューリップ畑100種、40万本。❷昼
食…お刺身・辛子レンコン・季節の小鉢
３品・あか牛の陶板焼き・だんご汁・釡
飯・デザート

ポイント 各地（7：00～8：30）＝阿蘇神社
参拝・門前町散策（60分）＝阿蘇
プラザホテル（昼食／60分）＝
チューリップフェスタ＆原尻の滝
（60分）＝道の駅阿蘇（お買物／
20分）＝各地（18：00～19：30）食事 昼食：山里料理

出
発
日 8,900円

旅行代金

佐賀佐賀日帰りG6

❶2万5,000坪をライトアップする九州
最大級の夜桜イベント！❷「ソメイヨシ
ノ」「大島桜」「山桜」「ヤエザクラ」約
2,000本の桜が次々と開花。❸少し早
目の夕食…伊万里牛セイロ蒸し・伊万里牛ロー
ストビーフ丼・伊万里牛しぐれ煮丼・甘エビのお刺
身・有田名物「ごどうふ」・吸い物・香物・デザート

ポイント 各地（13：00～14：30）＝村岡総
本舗・羊羹資料館（見学／30分）
＝有田ポーセリンパーク（見学・夕
食／90分）＝御船山楽園（見学／
60分）＝各地（20：40～22：00）
食事 昼食：伊万里牛御膳

出
発
日 8,800円

旅行代金

長崎／大島長崎／大島日帰りG7

❶トマト狩りは食べ放題ではございません。
狩っていただいたトマトを買取りになりま
す。（100ｇ150円）❷世界的建築家隈氏デザイ
ンのラグジュアリー空間で極上ランチ。❸造
船所はホテルスタッフによるガイド案内付。

ポイント 各地（8：00～9：00）＝大島造船
所（40分）＝オリーブベイホテル
（昼食／70分）＝大島トマト狩り
（40分）＝カステラの和泉屋（お
買物／30分）＝各地（17：00～
18：00）食事 昼食：洋食ランチ（魚）

出
発
日 10,000円

旅行代金

熊本市熊本市日帰りG8

❶熊本で活躍中のアマチュア落語団
体。❷身近に感じて、一度見たらハマ
ります。限定３０名様。（椅子または
座椅子）❸常にユニークな展示会が
行われている現代美術館。

ポイント 各地（8：30～9：30）＝熊本市現
代美術館（60分）＝熊本市内・壱
之倉庫（昼食／80分）＝お寺de
落語（120分）＝各地（17：30～
18：30）
食事 昼食：洋食ランチ

出
発
日 9,500円

旅行代金

熊本／水上村熊本／水上村日帰りF3

❶森林セラピーまたは市房杉トレッ
キング。お好きなコースをお選び下
さい。（健脚レベル1～5）

ポイント 各地（6：00～7：30）＝水上村
（森林セラピーツアーまたは市房
杉トレッキングツアー／180分）
＝湯山温泉（60分）＝各地（17：
00～18：30）

食事 昼食：セラピー弁当

出
発
日 8,900円

旅行代金

4/4 土3/31火

西海橋春のうず潮祭りと

　 の名所「大村公園」桜
軍艦島上陸・周遊クルーズ　　東洋のナイアガラ原尻の滝

豊後大野市「チューリップフェスタ」

4/6 土 土4/11月 4/4 4/6 月

100種40万本　あたり一面チューリップ畑100種40万本　あたり一面チューリップ畑

　　佐賀・御船山楽園
　　花まつり

九州最大の
夜桜ライトアップ

大島トマト狩り大島トマト狩り
希少な高級トマト！甘～い！！

   

   
人気ホテルの極上ランチ人気ホテルの極上ランチ 香福寺・お寺de落語

ＴＶやラジオで
人気上昇中！！

らんらんツアー
貸切特別公演
   
   

土3/22
日 日

日
土 Ａ

ルート
Ｂ

ルート
Ｂ

ルート 4/5
もう少し集まれば出発 もう少し集まれば出発

もう少し集まれば出発
3/29 4/4

もう少し集まれば出発

もう少し集まれば出発

もう少し集まれば出発

森林セラピーツアー(1.7K健脚レベル1)

市房山は植物の宝庫/樹齢1000年を超える巨大な杉並木

森のことを知り尽くした地元の達人ガイドが
森林の癒し効果や村の歴史など詳しく説明

市房杉トレッキングツアー(4.1K健脚レベル2)

美食とおもてなしの船　にっぽん丸で行く

市房山キャンプ場から4合目「市房山神宮」までの往復を
地元の達人ガイドが杉や動植物の事などを案内

※小雨決行（カッパ等雨具のご準備をお願いします）
　悪天候の場合は前日に決定します。

出発決定・空席有

あと５名様集まれば出発決定

食事 朝2回・昼3回・夕2回

74,000円
旅行代金

3名様1室・2名様1室・1名様1室日 

程

五島列島縦断３日間

漁師食堂 母々の手（新鮮刺身食べ放題）
もう少し集まれば出発

3/28

しまとく・しま旅助成金を活用

6/11 土木 ～13
6/26 日金 ～28

世界遺産・絶景グルメ

上五島・下五島に宿泊

0泊0日 食事 朝0回・昼0回・夕0回

00,000円
旅行代金

4～5名様1室利用の場合（1名様）日 

程

日本のマチュピチュ竹田城
日本三景　天橋立　鳥取砂丘

2泊3日 食事 朝0回・昼0回・夕0回

00,000円
旅行代金

4～5名様1室利用の場合（1名様）日 

程 6/1 水月 ～3
2020年
0/0 ○○ ～00

世界遺産 三保の松世界遺産 三保の松
ＳＬ大井川鉄道ＳＬ大井川鉄道

静岡
満喫

2020年
2泊3日 食事 朝2回・昼3回・夕2回

102,000円
旅行代金

3名様1室利用の場合（1名様）日 

程 5/27 金水 ～29

出雲大社と山陰クルーズ出雲大社と山陰クルーズ




