2022 年 3 月発行

月～金／10:00～17:00

日祝休み

土／10:00～16:00
FAX・HP24 時間受付中 FAX:099-255-4831
(2022 年 3 月現在)

来店予約制。事前にご予約ください。

【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

M22008

出発日

＼新発見！桜の名所／
観音ヶ池の桜トンネルと M22010
市比野 丸山自然公園と
極上！まぐろ料理の昼食
入来麓武家屋敷群
＼まぐろ刺身(5 種類)＋煮物／
出発日

3/23(水)・3/26(土)
3/31(木)・4/3(日)

3/25(金)・3/28(月)
3/30(水) 桜と菜の花の先に

旅行代金(おひとり様)

旅行代金(おひとり様)

M22032

東川隆太郎さんと訪ねる

4/17(日)・4/23(土)
4/27(水)

丸山を望む♪

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) ©K.P.V.B
昼食付／バスガイド同行 各出発日 15 名様限定

M22023

かごしま探検の会代表

出発日

霧島和氣神社藤の花と
垂水高峠つつじヶ丘公園

旅行代金(おひとり様)

まぐろのお買物も！

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

M22014

かごしま探検の会代表

東川隆太郎さんと訪ねる

ナポリ通り熊本銀行前(8:00 発)＝鹿児島空港(9:15 発)
＝和氣神社・和気公園(23 種類 107 本の藤の花観賞)＝
黒酢の郷桷志田(白身魚の黒酢あんかけランチとお買物)
＝道の駅垂水湯っ足り館＝高峠つつじヶ丘公園(峠一帯
に自生するサタツツジ)＝桜島港～桜島フェリー～鹿児
島港＝ナポリ通り熊本銀行前(16:45 頃)＝鹿児島空港
(17:50 頃) 昼食・入館料付／バスガイド同行

M22024

かごしま探検の会代表

鹿児島編

東川隆太郎さんと訪ねる

地元の歴史民俗資料館めぐり 地元ストアーと昭和の面影めぐり 深堀り！五代様と英国留学生
山元酒造
出発日

出発日

6/7(火)・6/21(火)

知られざる
地元の歴史を再発見！

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(8:20 発)＝桜島 SA 上り線
(9:05 発)＝姶良市歴史民俗資料館＝加治木郷土館＝
横川物産館(お買物)＝お食事処はにわ(和食膳の昼食)
＝観光 SL 会館＝湧水町郷土資料館＝伊佐市大口歴史
民俗鉄道記念資料館＝くりの物産館(お買物)＝桜島
SA 下 り 線 (16:30 頃 ) ＝ ナ ポ リ 通 り 熊 本 銀 行 前
(17:15 頃) 昼食付／バスガイド同行

M22004

天下の名城 熊本城と
水前寺成趣園・出水神社
天守閣内部

出発日

3/28(月)

2021 年 6/28 公開開始！

旅行代金(おひとり様)

出発日

3/18(金)・4/20(水)

4/14(木)・5/16(火)

東川さんおすすめの
地元ストアグルメをお買物♪

鹿児島空港(7:30 発)＝ナポリ通り熊本銀行前(8:45 発)
＝鹿児島港～桜島フェリー～桜島港＝古里公園・林芙美
子文学碑＝ストアーほりのうち＝垂水鉄道記念公園(垂
水駅跡)＝道の駅たるみずはまびら＝スーパーかくち＝
小松食堂(だっきしょ御膳の昼食)＝鹿屋鉄道記念館＝ミ
ネサキ旭原店＝土持堀の深井戸＝道の駅あらさの＝鹿児
島空港(16:45 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(17:55 頃)
昼食・入園料付／バスガイド同行

各出発日 15 名様限定

M22006
出発日

一心行の大桜と
阿蘇猿まわし劇場

3/24(木)・3/26(土)
3/30(水)・4/2(土)

旅行代金(おひとり様)

｢さつま五代｣
ミニボトル
プレゼント！
(おひとり様 1 本)

各出発日 15 名様限定
鹿児島中央駅東口(若き薩摩の群像／8:00 集合)…熊本
銀行前発＝チェスト館＝永福寺(町田久成家墓地)＝市
来えびす市場＝薩摩藩英国留学生記念館＝久美崎軍港
跡＝川内とれたて市場(海鮮丼の昼食)＝寺島宗則記念
館＝ひらかわ屋＝楠木神社＝おじゃったモール＝ナポ
リ通り熊本銀行前(17:25 頃)昼食付／バスガイド同行

M22011

出発日

宮崎の花と食

萩の茶屋のつつじと
｢一木一草｣バイキング

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)

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！

【写真提供:熊本城総合事務所】

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

M22005

おがわ四季御膳

出発日

3/26(土)・3/29(火)
4/1(金)
旅行代金(おひとり様)

出発日

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

M22007

M22013

宮崎西都原

桜と菜の花の饗宴
西米良村桜ロード

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

鹿児島新名所 雄川の滝と
春のかのやばら祭り

4/29(金)・5/5(木)
5/20(金)・5/29(日)

じょうせんじ

五ヶ瀬町

浄専寺のしだれ桜と
高千穂峡散策
出発日

3/27(日)・3/31(木)
4/2(土)

旅行代金(おひとり様)

旅行代金(おひとり様)

各出発日 15 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 12 名様限定

ナポリ通り熊本銀行前(7:40 発)＝鹿児島空港(8:55
発)＝道の駅野方あらさの＝雄川の滝＝かのやグランド
ホテル(和食膳の昼食)＝かのやばら園(春のかのやばら
祭り)＝道の駅たるみずはまびら＝桜島港～桜島フェリ
ー～鹿児島港＝ナポリ通り熊本銀行前(17:20 頃)＝鹿
児島空港(18:20 頃)昼食付／バスガイド同行

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→

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

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。

M22020

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

M22027

世界遺産の島 五島列島と
6/10(金)・6/17(金)南島原の自然と歴史満喫旅
出発日

2 泊目ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽなし 4,000 円 UP

絶景をめぐる 甑島
4/16(土)
5/28(土)

南島原・五島の
現地ガイドがご案内！

【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＝6/10:長崎
ホテルマリンワールド【泊】6/17:ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ長崎ｸﾞﾗﾊﾞｰﾋﾙ【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)

M22018

壱岐島歴史探訪と唐津海の幸 3 日間
旅行代金(おひとり様／2～4 名 1 室利用)

1 名 1 室利用 12,000 円 UP

出発日

全観光・食事付き！

回夕 1 回■添乗員／同行致します。

※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。

神々が宿る島

旅行代金(おひとり様／2～4 名 1 室利用)

【1 日目】川内港ターミナル(8:50 出港)～高速船甑島～長浜港＝瀬尾観音三滝＝吉永酒造(お
買物)…福寿し(島ごはんの昼食)…武家屋敷通り散策(下甑郷土館～おふくろさん歌碑)＝こしき
海洋深層水(工場見学)＝釣掛崎灯台＝しんきろうの丘＝ローソク岩＝前の平展望所(ナポレオン
岩を眺望)＝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(恐竜の化石を展示)＝鳥の巣展望所＝夜萩丸山公園＝民宿
きくや(島料理の昼食)＝甑大橋＝木の口展望所＝鹿の子大橋＝甑大明神橋＝コシキテラス＝田
之尻展望所＝なまこ池・貝池＝長目の浜展望所＝里集落散策＝里港～高速船甑島～川内港ター
ミナル(18:00 着) ■利用ホテル／こしきしま親和館■利用バス会社／南国交通(株)■食事／朝 1 回昼 2

■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

M22034

2 日間

出発日

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

ふるさと案内人とめぐる

こしきしま

3 日間

1 名 1 室利用 2,500 円 UP

七年に一度の｢善光寺｣御開帳

六善光寺巡り

7/1(金)・9/6(火)

旅行代金(おひとり様／2～4 名 1 室利用)

4 日間

出発日

4/26(火)

唐津・壱岐の
ご当地グルメをご用意！

限定 1 本！

山梨県 長野県
岐阜県 愛知県

信州善光寺御開帳にあわせて
他 5 か所の善光寺でも同時御開帳
貴重な機会をお見逃しなく！

【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)

【1 日目】鹿児島空港(7:05～7:30 発) 羽田空港＝甲府市・甲斐善光寺と市内観光＝ロイヤル
ホテル長野【泊】
【2 日目】ホテル＝長野市・信州善光寺…宿坊｢常智院｣(昼食)＝飯田市・元善光寺＝長良川温泉
ホテルパーク【泊】
【3 日目】ホテル＝岐阜市・岐阜善光寺＝関市・関善光寺＝稲沢市・祖父江善光寺東海別院＝ザ
ロイヤルパークホテルキャンバス名古屋【泊】※夕食各自
【4 日目】ホテル＝名古屋市内観光＝中部国際空港 鹿児島空港(16:30 頃)

■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

■利用航空会社／スカイマーク(定期便)■利用バス会社／武蔵グリーン観光・バスガイド同行■食事／朝 3
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。

M22015

エコパーク水俣バラ園と
人気グルメ貝汁＆わっぱめし

M22031

しょうひんけん

八代・松浜軒花しょうぶと
人吉お買物ツアー

M22030

1 名 1 室利用 15,000 円 UP

山之口あじさい公園と
宮崎県南道の駅めぐり

出発日

出発日

5/3(火)・5/19(木)
5/26(木)
旅行代金(おひとり様)

6/4(土)・6/15(水)
出発日

旅行代金(おひとり様)

5/28(土)・6/8(水)
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(8:00 発)＝鹿児島空港(9:15 発)
＝曽木の滝公園＝エコパーク水俣バラ園・道の駅みなま
た＝貝汁味処南里(貝汁・わっぱめしの昼食)＝特産館い
ずみ＝出水麓武家屋敷群＝宮之城ちくりん館＝鹿児島空
港(17:10 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(18:15 頃)
昼食付／バスガイド同行

M22029

日南ジャカランダの森と
志布志大黒リゾートホテル
日帰り入浴
6/5(日)・6/11(土)

出発日

ナポリ通り熊本銀行前(8:30 発)＝鹿児島空港(9:45
発)＝松浜軒(約 5000 本の肥後花菖蒲の見学)＝八代
グランドホテル(和食膳の昼食)＝八代よかとこ物産館
＝みそ・しょうゆ蔵(蔵見学とお買物)＝繊月酒造＝道
の駅人吉＝鹿児島空港(17:20 頃)＝ナポリ通り熊本
銀行前(18:25 頃) 昼食・入館料付／バスガイド同行

出水の名所｢東雲の里｣
あじさい園と名物いわし料理

新鮮ないわし料理の

6/16(木)
旅行代金(おひとり様)

しののめのさと

M22028

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

4/12(火)出発

4/18(月)出発

徳島大塚国際美術館
神戸北野異人館街
3 日間

伊豆韮山反射炉と
箱根湯本街歩き
3 日間

昼食付き！

7 月上旬出発
出発日

6/10(月)・6/19(日)

東川隆太郎さんと訪ねる
五代友厚ゆかりの地めぐり in 大阪 2 日間

旅行代金(おひとり様)

M22024「深掘り！五代様と英国留学生」を
ご予約の方はセット予約割で 3,000 円引きします！

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(17:35 頃)＝
ナポリ通り熊本銀行前(18:20 頃)昼食付／バスガイド同行

ナポリ通り熊本銀行前(8:30 発)＝鹿児島空港(9:45
発)＝大口ふれあいセンター＝東雲の里あじさい園＝
いわし茶屋(いわし料理の昼食)＝出水酒造＝宮之城ち
くりん館＝鹿児島空港(16:30 頃)＝ナポリ通り熊本
銀行前(17:35 頃) 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
まごころツアー
ＨＰ

お問合せお待ちしております！

【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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