
旅行条件〈要約〉お申込みの際には、必ず国内募集型企画旅行条件書（全文）を下記販売店にてお渡しいたしますので、内容をご確認の上、お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。
【募集型企画旅行契約】

ご参加の皆様へ

この旅行は、株式会社ツアー・ウェーブ〔観光庁長官登録旅行業第1665号〕（以下
「当社」といいます）が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様
は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになりま
す。契約の内容・条件は、別途お渡しする「旅行条件書」及び、ご出発前にお渡しする
「最終旅行日程表」によります。

【旅行契約の成立時期】

【旅行代金のお支払い】

●旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時
に成立するものといたします。●郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、
旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出した
ときに成立いたします。 

【お客様の責任】

【ご旅行条件・旅行代金の基準日】

●当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行
契約の内容について理解するよう務めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後においてパンフレット等に記載された旅行サ
ービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地にお
いて速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス
提供機関等いずれかにその旨を申出なければなりません

●本旅行条件は、2022年9月1日を基準として作成しております。また、
旅行代金は、2022年9月1日を現在有効なものと公示されている航空
運賃、適用規則を基準として算出しています。

旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日
より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また21日目にあたる日以降にお申込みの場
合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 

【旅行のお申込み】

【お申込金〈お1人様〉】

（1）当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託旅行会社（以下「当社ら」といいま
す）にて所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みください。
（2）当社らは電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行
契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立し
ておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申
込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場
合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いする場合があります。（ご出発まで一定
以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお断りさせていただく場合があります）       

●旅行代金が 2万円未満 ・・・・・・・  5,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が 5万円未満 ・・・・・・・ 10,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・ 20,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円以上 ・・・・  旅行代金の20%以上旅行代金まで 

【取消料〈お1人様〉】
旅行契約の解除日 

(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取消料 個人包括運賃を利用
する場合の取消料  

旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く)  無料 旅行契約解除時の航空
券取消料等の額 

20日前～8日前以前 　　　　　　　旅行代金の20% 
左記または旅行契約解
除時の航空券取消料等
とのいずれか大きい額 

7日前以降～2日前以前 　　　　　　 旅行代金の30% 
旅行開始日の前日 　　　　　　　  旅行代金の40% 
当日の旅行開始前 　　　　　　　  旅行代金の50% 

 %001の金代行旅 加参不絡連無は又後始開行旅

旅行傷害保険加入のお勧め 病気、けがをした場合には多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償
金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、

お客さまご自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。海外旅行傷害保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合せください。

■お申し込み・お問い合わせ（受託販売）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら
遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 ●パンフレット番号：FKS22AFA

旅行企画・実施 仙台営業所

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員 

観光庁長官 登録旅行業 第1665号    〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目5番1号 オーク仙台ビルディング2F

TEL 022-212-1919 FAX 022-212-1920

料理長が腕をふるうこだわりの霧島グルメ

朝食バイキングも人気

和会席料理夕食

絶景露天風呂など、阿蘇の大自然や
美しい星空が楽しめる高原リゾート

阿蘇の大草原が広がる景観と星空散歩や星見露天が楽
しめる宿。自慢の“絶景鼻の湯”では壮大な自然の中で旅
の疲れを一掃できること間違いなしです。

外観（イメージ）外観（イメージ）

露天風呂 絶景花の湯（イメージ）露天風呂 絶景花の湯（イメージ） 星空（イメージ）星空（イメージ）

お部屋の一例

和会席料理（イメージ）和会席料理（イメージ）

和会席料理夕食

和会席料理（イメージ）和会席料理（イメージ）

和会席料理夕食

和会席料理（イメージ）和会席料理（イメージ）

和会席料理夕食

和会席料理（イメージ）和会席料理（イメージ）

創業100年を超える老舗旅館
一客再来のおもてなし

明治44年に創業し、100年以上たった今でもみなさまに
愛されつづけている宿。老舗旅館ならではの、いつの時
代も変わらぬおもてなしでお迎えいたします。

外観（イメージ）外観（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ） ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

お部屋の一例

大阿蘇南側カルデラの麓にある
リゾートホテル

当ホテルには、阿蘇五岳が望める天然温泉の露天風呂
をはじめ、エステティックなどのスパ施設や各種宴会や式
場などの施設も整っております。

外観（イメージ）外観（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ） ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

お部屋の一例

天草の青い海と美しい景色が一望できる
丘の上に立つスパリゾートホテル

5万平米の広大なリゾート。天草の中心に位置する丘の
上に立ち、ホテルのどこからでも天草の美しい海がご覧
になれます。

外観（イメージ）外観（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ） ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

お部屋の一例

和会席料理
夕食

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

和洋折衷の
会席料理

夕食朝食

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

霧島連山を望む高原のリゾート
広めのお部屋と霧島温泉を満喫！！

霧島連山を望む標高約500mの高原に立つリゾートホ
テル。お食事は地元食材を使用した料理をご提供いた
します。

外観（イメージ）外観（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ） ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

お部屋の一例

熊本城の英姿と豊かな緑が眼前に望む
市中心部に立つハイグレードホテル

熊本城の英姿と豊かな緑を眼前に望むことができ、繁華
街にも近く恵まれた好立地。熊本ご当地の食材をふんだ
んに使用した種類豊富なバイキング朝食も人気です。

外観（イメージ）外観（イメージ）ホテル内（イメージ）ホテル内（イメージ）

お部屋の一例

熊本県産食材を
使った地産地消の

※天候により星空が見られない場合もございます。予めご了承下さい

利用ホテルのご紹介

コースB 3日間熊本 鹿児島

コースC 3日間熊本 大分

阿蘇五岳を眺める絶景の宿 瀬の本高原ホテル1日目泊 由布院温泉 ゆふいん山水館2日目泊

コースA 3日間熊本 宮崎

阿蘇高森温泉 ホテルグリーンピア南阿蘇1日目泊 天草本渡温泉 アレグリアガーデンズ天草2日目泊

Active Resorts アクティブリゾーツ 霧島1日目泊 アークホテル 熊本城前2日目泊

旧東海大学 阿蘇キャンパス／熊本県（イメージ）

●受付時に、皆様に健康チェックシートのご記入、検温を行います。なお、検温に関しては毎朝出発前にさせていただきます。37.5度以上発熱がある方、新型コロナウイルスに感染が疑われる症状
がある方は、参加をご遠慮いただき旅行代金を後日ご返金致します。●お客様・添乗員等の健康と安全を第一に考えたツアーの運行・手配を行います。●観光時は密閉された施設や密集を避
ける行程・運行に努めます。●同行する添乗員には日頃より健康管理を徹底させます。●お客様にもマスク着用や手洗い・うがいの励行等、感染予防のお願いをいたします。  

新型コロナウィルスへの感染防止対策について

九州産交バス

九州産交バス 車内での

また、深紫外線LEDが新型コロナウイルスを99.9％不活化させる「エアロピュア」も搭載しています。
第三者機関において、ISO規格での新型コロナウイルスの分離株を用いた抗ウイルス性試験の結果、15分で99％、30分で99.9％以上の減少を確認した無光触媒「SKYBE-783」のコーティングをバス車内全面に施工しております。

（宮崎大学より変異型にも有効であることが発表されました）

九州産交バスは貸切バス全車両に抗菌・抗ウイルスコーティングを施工しています。

周遊3コース
をご用意！！

エアロピュア（イメージ）

2022年
出発日1本

福島空港⇔熊本空港
福島空港 発着

乗り継ぎなし！
らくらく直行！！

添乗員同行 観光・食事付

添乗員同行
観光・食事付

旅行代金

熊本／阿蘇／人吉／天草／宮崎／大分／鹿児島

新型コロナウィルス
感染防止対策

©2010熊本県くまモン＃166

本ツアー
利用バス会社

バス車内にアルコール
消毒液を設置。一運行
ごとに車内を消毒。

運行中は車外の空気を
取り込み、約5分で
空気を入れ換え！

ソーシャルディスタンスを保つ
ため、最前列の座席を空ける。

バス車外では、バスガイドが
ポータブルスピーカーでご案内。

（ガイドもお客様に向いてご案内できます） （マスクの上からでもはっきりと聞こえます）

1 2 3 4 5
乗務員は出発
点呼時に必ず
検温チェック！

ツアーご参加の皆様へ

124,800円

協 力

東日本大震災 熊 本 地 震
ソラシドエア利用

〈機材イメージ〉

熊本九州 日間日間日間3

熊本城／熊本県（イメージ）

由布院／大分県（イメージ）

天草イルカウォッチング／熊本県（イメージ） 草千里ヶ浜／熊本県（イメージ）

高千穂峡／宮崎県（イメージ）

霧島神社／鹿児島県（イメージ）

新 阿蘇大橋／熊本県（イメージ）

桜島／鹿児島県（イメージ）

別府温泉 地獄めぐり／大分県（イメージ）

現地にてバスガイドも同行

11 11 金出発月 日

九重“夢”大吊橋（イメージ）

フォローお願いします。

お得な情報や最新情報を
Instagramから！

「地元発」国内旅行は

Aコース／Bコース お1人様（4名1室利用の場合）

上記ホテルでは「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に従いまして、全従業員で感染予防対応策を講じて参ります。
お客様の安心・安全を最優先し、他のお客様や従業員の感染リスクを低減する措置を行っております。

阿蘇の高原リゾート＆由布院温泉

熊本 阿蘇・天草＆宮崎 高千穂

熊本 人吉・阿蘇＆鹿児島

挨 拶福島空港利用促進協議会長

福島空港利用促進協議会 会長
（福島県知事）内堀雅雄

　いつも福島空港をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
　このたび、ツアー・ウェーブ様により、１１月１１日に福島空港から熊本空
港へのチャーター便旅行商品が実現しました。
　熊本県は、２０１６年４月の熊本地震で大きな被害が発生しました。
　その後、関係の皆様のたゆまぬ御努力により、２０２１年には、崩落した
阿蘇大橋から生まれ変わった「新阿蘇大橋」が開通し、被災した「熊本
城」も天守閣復旧が完了するなど、復興への歩みを着実に進めておら
れます。今回のご旅行では、東北と同様に震災からの復興に立ち向かう
熊本県の姿をご覧いただくことができます。
　また、鹿児島県の「霧島神社」や「桜島」、大分県の「別府温泉」や「由布院」など、九州の

名所を周遊するコースもございます。
この機会に是非、直行便で行く熊本への快適な空の旅をお楽しみください。



■発着地／福島空港 ■利用予定航空会社／ソラシドエア チャーター便
■利用予定バス会社／九州産交バス ■出発日／2022年11月11日 ■食事条件／朝食2回、昼食2回、夕食2回
■最少催行人員／15名様 ■添乗員／福島空港出発から福島空港解散まで同行いたします（現地にてバスガイドも同行します）
■各コースのご宿泊施設の情報は裏表紙（4ページ）に掲載しております

共通旅行条件

■ツアーコード／FKS22AFAB-001

1室利用人数

2名1室利用

3名1室利用

4名1室利用

1名1室利用

134,800円
144,800円

129,800円
124,800円
旅行代金（お1人様）

1室利用人数

2名1室利用

3名1室利用

4名1室利用

1名1室利用

144,800円
154,800円

139,800円
134,800円
旅行代金（お1人様）

熊本県1日目

熊本城（イメージ）

仙巌園（イメージ）

霧島神宮（イメージ）

日本三名城の一つ。名将加藤
清正が当時の最先端技術と労
力を投じ、7年の歳月をかけ築
城されました。

熊本城

鹿児島県2日目

霧島神宮は天照大神（あまてらすおおみかみ）
より三種の神器と御神勅を頂いた瓊瓊杵尊
（ににぎのみこと）を祀った、創建が6世紀と古
い歴史を誇る神社です。

島津家別邸「仙巌園」は鹿児島にある、日
本を代表する大名庭園であり、鹿児島屈指
の観光名所です。桜島を望む雄大な庭園に
加え、殿様が暮らした御殿があり、お食事や
お土産物の施設も充実しています。

霧島神宮
仙巌園

熊本県3日目

旧東海大学阿蘇キャンパス（イメージ）

震度６強の揺れを受けながら倒壊しな
かった建物と断層が一体的に保存さ
れている事例は国内に例を見ません。

旧東海大学
阿蘇キャンパス

〈3・3座席配置の一例〉

→2名並び席 →他のお客様が座ります。
（空席ではありません）

通
路

窓
側

窓
側 2名並び席プラン
お席が離ればなれになることはありません！！

往復エコノミークラス

エコノミークラス（イメージ）

※お隣同士の席を確約するもので、2人掛けの席を確約するものではありません

※ご旅行お申し込み時に合わせてお申し込みください。※お申し込み後の手配となりますので、ご希望に添えない場合があります。
窓側、通路側等のシートリクエストはお受けできません。※お申し込み後（及び現地での）の変更はお受けできません。※お申し込み
後のお取り消しは、お申し込み時期により、取消料が必要となります。

お1人様追加代金
（大人・子ども同額）3,000円

■ツアーコード／FKS22AFAC-001

ホテルにて和会席料理をお召し上がりください夕食

ホテルにて和会席料理をお召し上がりください夕食

着後、熊本地震の震災遺構へご案内

観光後、瀬の本高原ホテルへ（17：30頃）

観光後、由布院温泉・ゆふいん山水館へ（17：10頃）

昼食後、空港へご案内いたします

昼食 日田市内「山里料理 大はら茶屋」の人気の花てぼ弁当

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間です）※空港～ホテル間の移動及び観光中は他のお客様と一緒になり、お
待ちいただく場合もございます。予めご了承ください。

夕

夕

昼

朝

昼

朝

食事日次 ス ケジュー ル 内 容

【瀬の本高原ホテル 泊】

【ゆふいん山水館 泊】

1

2

3

◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：30頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（09：00頃）　観光へご案内

熊本県1日目

大分県2日目

草千里ヶ浜（イメージ）

豊後高田 昭和の町（イメージ）

噴煙を上げる中岳を望み、大きな
池や放牧された馬が悠 と々歩く姿
など、絶好のロケーションを誇る草
千里。阿蘇を代表する観光地の
ひとつです。

豊後高田市「昭和の町」は、昭和30
年代当時の活気と賑わいある商店
街を再生させ、温かくも懐かしい雰囲
気に浸ることのできる街です。レトロ
な看板や建物が並ぶ町並みを散策
すれば、まるで昭和時代にタイムスリ
ップしたようです。

草千里ヶ浜
大分県3日目

湯の坪街道（イメージ）

JR由布院駅から金鱗湖までの約30分ほどの道のりにある湯の坪街
道にはたくさんのお店が立ち並び、食べ歩きや観光を楽しめます。湯
布院(由布院)の自然豊かな場所にある金鱗湖は、を代表する観光ス
ポットの一つです。明治初期の儒学者・毛利空桑が、湖で泳ぐ魚の鱗
が夕日で金色に輝くのを見て「金鱗湖」と名付けたといわれています。

九重“夢”大吊橋（イメージ）

長さ390m、高さ173m
のこの橋は、歩道専用と
して「日本一の高さ」を誇
る吊橋。標高777mから
望む360度の大パノラマ
は文句なしの絶景です。
日本の滝百選の１つ「震
動の滝」や、新緑と紅葉
の名所「九酔渓」を望む
ことができます。 

湯布院 散策

豊後高田 昭和の町

九重“夢”大吊橋

阿蘇の高原リゾート
＆由布院温泉

熊本 大分

3日間

コースC

緑ゆたかな山々に囲まれた阿蘇の高原リゾートと「おんせん県お
おいた」の由布院温泉に泊まり、別府温泉では地獄めぐりを堪能。
日本一の高さを誇る歩行者専用橋「九州“夢”吊大橋」や懐かしく
て温かい「昭和の町」なども訪れます。

誰もが一度は泊まってみたい名湯満喫！！

新阿蘇大橋（イメージ）

○新 阿蘇大橋 見学

◎旧東海大学 阿蘇キャンパス 見学

熊本地震で崩落した阿蘇大橋の下流に2021年
3月に完成した新たな橋。

△阿蘇パノラマライン △草千里ヶ浜

△九重牧ノ戸峠やまなみハイウェイの最高地点

○九重“夢”大吊橋 ◎豊後高田 昭和の町

◎別府温泉 地獄めぐり（海地獄・坊主地獄）

○長者原ビジターセンター

草千里ヶ浜（イメージ）

ラムサール条約に登録された
「タデ原湿原木道」を散策

○湯布院町 散策 湯の坪街道、金鱗湖周辺を散策

昼食「昭和の町」にて昔懐かしい「昭和の学校給食」
 をお召し上がりください

タデ原湿原（イメージ）

九重“夢”大吊橋（イメージ） 学校給食（イメージ）

金鱗湖までの湯の坪街道には、たくさんの個性豊かなショップが並びます。

湯の坪街道（イメージ）

大分県

別府温泉 海地獄（イメージ）

ここ鉄輪・亀川の地獄地帯は、千年
以上も昔より噴気・熱泥・熱湯などが
噴出していたことが「豊後風土記」に
記せられ、近寄ることもできない忌み
嫌われた土地であったといわれてい
ます。そんなところから、人々より、「地
獄」と称せられるようになりました。今
も鉄輪では温泉噴出口を「地獄」と
よんでいます。 

別府温泉 地獄めぐり大分県

湯布院（イメージ）

夕食

ホテルにて和会席料理をお召し上がりください夕食

着後、熊本城へご案内

観光後、霧島温泉・アクティブリゾーツ霧島へ（18：45頃）

昼食後、空港へご案内
昼食　　　　百四十余年 変わらぬ おもてなしのお座敷

「阿蘇高森田楽の里」にて郷土料理 高森田楽コース

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間です）※空港～ホテル間の移動及び観光中は他のお客様と一緒になり、お
待ちいただく場合もございます。予めご了承ください。

夕

夕

昼

朝

昼

朝

食事日次 ス ケジュー ル 内 容

【アクティブリゾーツ霧島 泊】

【アークホテル熊本城前 泊】

1

2

3

◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：00頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：00頃）　観光へご案内

熊本 人吉・阿蘇＆
鹿児島

熊本 鹿児島

3日間

コースB

名城・熊本城から始まり、6世紀に創建された霧島神宮、桜島を一
望できる鹿児島城山展望所、そして世界文化遺産の「仙巌園」と見
所が満載です。人吉市内では酒造・味噌醤油蔵を見学し、熊本地震
の震災遺構にもご案内します。

見どころ盛りだくさんの3日間！！

△新 阿蘇大橋 見学
◎旧東海大学 阿蘇キャンパス 見学
○草千里ヶ浜

熊本地震で崩落した阿蘇大橋の下流に2021年3月
に完成した新たな橋です。

◎霧島神宮 参拝建国神話の主人公であるニニギノミコトを祀った

◎鹿児島 城山展望所桜島をはじめ鹿児島市街地を一望できる

◎熊本城復興のシンボル

◎　　　　　 仙巌園 見学

○人吉市 散策（繊月酒造・国宝 青井阿蘇神社）

昼食 「ふぁみりー庵はいから亭」にておもてなし膳

熊本城（イメージ）

霧島神宮（イメージ）

仙巌園（イメージ）繊月酒造（イメージ）

大満足！！
名所・グルメ

桜島（イメージ）

「日本三名城」のひとつに数えられる熊本城。

噴煙を上げる中岳を望み、大きな池や放牧された馬が悠 と々歩く姿
など、絶好のロケーションを誇ります。

草千里ヶ浜（イメージ）

熊本県1日目

新阿蘇大橋（イメージ）

高千穂神社（イメージ）

熊本城（イメージ）

2016年の熊本地震で崩落した阿蘇大橋に代わり、
2021年３月、元の場所から600m下流に架橋されま
した。複数の橋脚と上部の橋桁を一体化させた“PC
ラーメン橋”で、地震などの揺れに強いのが特徴。

阿蘇火山活動の噴出した火砕流が、五
ヶ瀬川に沿って帯状に流れ出し、急激
に冷却されたために柱状節理のすばら
しい懸崖となった峡谷。国の名勝・天然
記念物に指定されています。周辺には日
本神話ゆかりの神 を々祀る神社が数多
く存在します。

新阿蘇大橋

宮崎県2日目

桜の馬場 城彩苑（イメージ）

バーチャルで熊本の歴史が体感できる「熊本城ミュージアム
　湧々座」や、江戸時代の城下町を再現した館に、熊本のお
土産や食を集めた20以上のショップが並ぶ飲食物販施設
「桜の小路」などを併設。食べて、観て、体験できる熊本の観
光交流施設です。

熊本県3日目

イルカウオッチング（イメージ）

熊本・天草下島の北端にある通詞島（つうじしま）と、その周辺の海は
イルカたちのエサである魚介類がとっても豊富。ミナミハンドウイルカ
が一年を通して生息しているのでどの季節でもイルカに会いに行くこ
とができます。※イルカが見られない場合でも、ご返金等はございませ
んので予めご了承ください。

イルカウォッチング

高千穂峡

日本三名城の一つ熊本城。別名銀杏
城とも呼ばれ、名将加藤清正によって
慶長6年（1601年）に着工、7年の歳月
をかけ築城されました。以後、熊本城は
400年に亘る日本の様々な歴史の重要
な舞台となっていきます。加藤清正から
細川氏、宮本武蔵、谷干城など歴史に
名を刻んだ歴史ドラマの主人公たちが
繰り広げる熊本城400年の歴史をお楽
しみください。

熊本城

桜の馬場 城彩苑熊本県

熊本県

■ツアーコード／FKS22AFAA-001

ホテルにて和会席料理をお召し上がりください夕食

ホテルにて和会席料理をお召し上がりください夕食

着後、熊本地震の震災遺構へご案内

観光後、阿蘇高森温泉・ホテルグリーンピア南阿蘇へ（16：30頃）

観光後、天草本渡温泉・アレグリアガーデンズ天草へ（18：30頃）

昼食 海鮮BBQをお召し上がりください

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間です）※空港～ホテル間の移動及び観光中は他のお客様と一緒になり、お
待ちいただく場合もございます。予めご了承ください。

夕

夕

昼

朝

昼

朝

食事日次 ス ケジュー ル 内 容

【ホテルグリーンピア南阿蘇 泊】

【アレグリアガーデンズ天草 泊】

1

2

3

◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：00頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：15頃）　観光へご案内

福島空港発（10：45頃） ソラシドエア チャーター便にて熊本へ直行！！午 前

熊本空港着（12：45頃） 午 後

福島空港発（10：45頃） ソラシドエア チャーター便にて熊本へ直行！！午 前

熊本空港着（12：45頃） 午 後

福島空港発（10：45頃） ソラシドエア チャーター便にて熊本へ直行！！午 前

熊本空港着（12：45頃） 午 後

熊本空港発（15：40頃） ソラシドエア チャーター便にて福島へ直行！！午 後

福島空港着（17：20頃） 夕 刻 着後、解散

熊本空港発（15：40頃） ソラシドエア チャーター便にて福島へ直行！！午 後

福島空港着（17：20頃） 夕 刻 着後、解散

熊本空港発（15：40頃） ソラシドエア チャーター便にて福島へ直行！！午 後

福島空港着（17：20頃） 夕 刻 着後、解散

熊本 阿蘇･天草＆
宮崎 高千穂

熊本 宮崎

3日間

コースA 人気観光地をめぐる！！ よかばい3日間！

新阿蘇大橋（イメージ）

○新 阿蘇大橋 見学
◎旧東海大学 阿蘇キャンパス 見学

△阿蘇パノラマライン △草千里ヶ浜

～高森バイパスを経由～

◎道の駅 天草市イルカセンターにて
　イルカウォッチング

◎熊本城

○高千穂峡 散策

草千里ヶ浜（イメージ）

昼食

高千穂峡（イメージ）

イルカウォッチング（イメージ）

熊本城（イメージ）

BBQ（イメージ）

熊本城（イメージ）写真提供：熊本県観光連盟

国の名勝・天然記念物

※イルカが見られない場合でも、ご返金等はございませんので予めご了承ください。

★上天草市の観光交流活性化施設「ミオ・カミーノ天草」でショッピング＆昼食

江戸末期から伝わる文楽人形芝居の上演される 道の駅「清和文楽邑」
にてショッピング  時姫弁当をお召し上がりください。

★熊本城に隣接した桜の馬場「城彩苑」でショッピング
世界遺産復興のシンボル

天草五和町の沖合いを駆け巡り、野生のイルカと出会う旅！ イルカはとても
ひとなつっこく、船をこわがらず近づいてきます。

イルカに出会える確率98％

「日本三名城」のひとつに
数えられる熊本城。

イルカ
ウォッチング
体験あり！！

阿蘇の大自然に触れ、神話のふるさと・高千穂では高千穂峡の絶景
をお楽しみください。日本三大名城の熊本城はもちろん、熊本の歴
史をバーチャルで体感できる「桜の馬場 城彩苑」へご案内。人懐っ
こいイルカたちに出会えるイルカウォッチングも体験します。

阿蘇高森の郷土料理（イメージ）

1室利用人数

2名1室利用

3名1室利用

4名1室利用

1名1室利用

134,800円
144,800円

129,800円
124,800円
旅行代金（お1人様）

熊本地震で崩落した阿蘇大橋に代わり2021年に完成

△バス車窓より城山展望台に向かう道中で、照国神社・鶴丸城址・西郷洞窟・西郷隆盛銅像などを見学可能

令和2年7月の人吉豪雨被害から復興した

その後、熊本市内へ移動
2021年4月にリニューアルオープン！ 屋上には展望テラスも完備！！ 

熊本城を間近に眺めながらお食事が堪能できる「城見櫓」にて馬肉陶板焼きと郷土料理会席
※馬肉が苦手な方は事前にお申し出下さい。メニュー変更が可能です 夕食後、ホテルへご案内

温泉三昧
熊本・大分

熊本城

霧島神宮

人吉市

仙巌園
鹿児島城山
展望所

福島空港へ

福島空港より

ルートマップ

熊本県

鹿児島県

熊本空港

旧 東海大学
阿蘇キャンパス

新阿蘇大橋

草千里ヶ浜

高森田楽保存会

ルートマップ

熊本県

大分県

熊本空港 旧 東海大学
阿蘇キャンパス

新阿蘇大橋

草千里ヶ浜

福島空港へ

福島空港より

九重“夢”大吊橋

昭和の町

日田市
別府温泉

長者原ビジターセンター

湯布院町

ルートマップ

熊本県
宮崎県

熊本空港

旧 東海大学
阿蘇キャンパス

新阿蘇大橋

草千里ヶ浜

天草市
イルカセンター

福島空港へ
福島空港より

高千穂峡

熊本城


