
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAX:099-255-4831 

土／10:00～16:00 

【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 

来店予約制 

(2022 年 10月現在) 

月～金／10:00～17:00 日祝休み 

FAX・HP24 時間受付中 

2022年 10月発行 

mail( -kotsu.co.jp 

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

ワクチン・パッケージ等活用ツアー 

全国旅行支援 ワクチン・検査パッケージ活用ツアー ワクチン(３回)接種証明書またはＰＣＲ検査・抗原検査の陰性証明書をご提示ください。 

ワクチン(３回)接種証明書またはＰＣＲ検査・抗原検査の陰性証明書をご提示ください。 各書面の有効期限※ＰＣＲ検査…検体採取日より３日以内・抗原検査…検査日より１日以内 

(注)旅行先の都道府県によって事前確認が必要な書類をご準備いただく場合があります。その際は最終旅程表にてご案内いたします。 

M22078 
曽於市×電子雑誌｢旅色｣ 

女優・瀧本美織さん 
ロケ地めぐり 出発日 

12/20(火) 
お支払い実額(おひとり様) 旅行代金(A)      13,000 円 

旅行代金への支援額(B)  5,000 円 

地域クーポン(12/20)   3,000 円 

お支払い実額(A－B)   8,000 円 

ナポリ通り熊本銀行前(8:30 発)＝桜島 SA(9:20 発)

＝道の駅おおすみ＝フォレストアドベンチャーおおす

み(初心者向けキャノピーコース体験)＝やごろう亭(ト

ンテキの昼食)＝溝ノ口洞穴＝桐原の滝＝Sufi スーフ

ィー (マフィン専門店 )＝道の駅すえよし＝桜島

SA(16:50 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(17:35 頃) 
昼食・入館料付／バスガイド同行 
※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。 

各出発日 15名様限定 

M22064 大人の修学旅行 第３弾 

戦争遺跡と 
鹿屋航空基地史料館 

平和への 
歴史を学ぶ 

出発日 

11/8(火)･11/24(木) 

12/10(土) 
旅行代金(A)       10,000 円 

旅行代金への支援額(B)  4,000 円 

地域クーポン(11/8・11/24) 1,000 円 

      (12/10)    3,000 円 

お支払い実額(A－B)    6,000 円 

お支払い実額(おひとり様) 

鹿児島空港(7:40 発)＝ナポリ通り熊本銀行前(9:00

発)＝鹿児島港～桜島フェリー～桜島港＝道の駅たるみ

ずはまびら＝ユクサおおすみ海の学校＝かのやグラン

ドホテル(和食膳の昼食)＝鹿屋航空基地史料館…戦争

遺跡めぐり(遺跡ガイドがご案内)＝鹿児島空港(17:10

頃)＝熊本銀行前(18:20 頃) 昼食付／バスガイド同行 

 

M22069 開業１００周年！肥薩おれんじ鉄道 

貸切列車と長島町海の幸 
出発日 

11/5(土)･11/23(水) 

12/12(月) 
お支払い実額(おひとり様) 

鹿児島空港(7:00 発)＝ナポリ通り熊本銀行前(8:15

発)＝川内駅 おれんじ鉄道貸切列車乗車 阿久根駅＝

いけすの山和(海鮮料理の昼食)＝上り浜・汐見の段々畑

＝杉本酒造＝行人岳＝道の駅黒之瀬戸だんだん市場＝

ナポリ通り熊本銀行前 (17:00 頃 )＝鹿児島空港

(18:00 頃) 昼食・乗車料付／バスガイド同行 

旅行代金(A)      13,000 円 

旅行代金への支援額(B)  5,000 円 

地域クーポン(12/12)    3,000 円 

      (11/5･11/23) 1,000 円 

お支払い実額(A－B)    8,000 円 

M22060 
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 

11/13(日)･11/20(日) 

12/3(土)･12/18(日) 

旅行代金(A)      13,000 円 

旅行代金への支援額(B) 5,000 円 

地域クーポン      1,000 円 

お支払い実額(A－B)   8,000 円 

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…川内駅 おれんじ食堂サ

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 ※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。 

お支払い実額(おひとり様) 

地元の食材を使ったフレンチコースの夕食付き！ 

M22061 大隅絶景スポット！ 

雄川の滝と 
神徳稲荷神社 

11/9(水)･11/20(日) 
12/14(水) 

出発日 

旅行代金(A)      13,000 円 

旅行代金への支援額(B)  5,000 円 

地域クーポン(11/9･12/14) 3,000 円 

      (11/20)    1,000円 

お支払い実額(A－B)    8,000円 

お支払い実額(おひとり様) 

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(鹿児島随一の絶景ス

ポット／片道約 20 分徒歩移動)＝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＝桜島港～桜

島フェリー～鹿児島港＝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 

各出発日 15名様限定 

M22063 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 
出発日 

11/6(日)･11/25(金) 
12/17(土) 

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＝和香園茶音の蔵(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・スイーツ付／バスガイド同行 

お支払い実額(おひとり様) 
旅行代金(A)      10,000 円 

旅行代金への支援額(B)  4,000 円 

地域クーポン(11/25)    3,000 円 

      (11/6･12/17) 1,000 円 

お支払い実額(A－B)    6,000 円 

M22059 黄金色のトンネルを歩く！ 

垂水千本イチョウと曽於悠久の森 
出発日 

ナポリ通り熊本銀行前(7:00 発)＝鹿児

島空港(8:10 発)＝垂水千本イチョウ＝

大隅湖＝谷田の滝と甌穴群(地元のガイ

ドがご案内)＝高隈町(高隈高校ゆかり

の復刻｢山菜弁当｣の昼食)＝道の駅すえ

よし＝悠久の森(地元のガイドがご案

内)＝鹿児島空港(16:40 頃)＝熊本銀行

前(17:45 頃) 昼食付／バスガイド同行 

旅行代金(A)      9,000 円 

旅行代金への支援額(B) 3,600 円 

地域クーポン(11/28)   3,000 円 

 (11/23･11/26･12/3)  1,000 円 

お支払い実額(A－B)   5,400 円 

お支払い実額(おひとり様) 

M22049 
ふるさと案内人とめぐる 

かごしまの秘境 甑島 
こしきしま 

【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)＝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

(17:20 着) ■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。 

旅行代金(おひとり様／2～4 名 1 室利用) 旅行代金(A)      40,000 円 

旅行代金への支援額(B) 11,000 円 

地域クーポン      1,000 円 

お支払い実額(A－B)  29,000 円 

出発日 

11/5(土) 

２日間 

1名 1室利用 2,500円 UP 

こしき海洋深層水商品 

詰め合わせプレゼント！ 

M22050 

かごしまの楽園 奄美大島周遊 ２日間 

【1 日目】鹿児島空港(8:45 頃発 奄美空港＝奄美パーク・田中一村美術館＝大島紬村(大島

紬の作成行程見学)＝浜千鳥館(鶏飯の昼食と工場見学)＝西郷南洲謫所跡と愛加那の墓＝りゅ

うがく館＝大浜海浜公園＝ホテルニュー奄美【泊】(夕食各自) 

【2 日目】ホテル＝古仁屋港～水中観光船せと～古仁屋港…せとうち海の駅(海鮮丼の昼食)＝

黒潮の森マングローブパーク(カヌー体験)＝三太郎の里＝奄美空港 鹿児島空港(18:45 着) 
■利用航空会社／JAL(定期便)■利用ホテル／ホテルニュー奄美(シングルルーム)■利用バス会社／しま

バス・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／25 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。 

出発日 

11/15(火) 

旅行代金(おひとり様／1 名 1 室利用) 

旅行代金(A)      49,800 円 

旅行代金への支援額(B) 11,000 円 

地域クーポン      4,000 円 

お支払い実額(A－B)  38,800 円 

マングローブの森を 

カヌーで探検！ 

M22051 
闘牛と長寿子宝の島 

【1 日目】鹿児島空港(8:55 頃発) 徳之島空港＝ユイの館＝犬の門蓋＝西郷南洲翁上陸碑＝ウ

ンブキ＝サンセットリゾート(昼食とビーチ散策)＝ムシロ瀬＝金見崎ソテツトンネル＝畦プリ

ンスビーチ＝花徳闘牛場(闘牛ふれあい体験)＝第 46 代朝潮太郎像＝ホテルレクストン徳之島

【泊】(夕食各自) 

【2 日目】ホテル＝なごみの岬・富山丸武州丸慰霊碑＝なくさみ館＝泉重千代翁の像＝阿権集

落(樹齢約 300 年のガジュマル)＝しまじかん(昼食と塩づくり行程見学)＝犬田布岬(戦艦大和

慰霊の塔)＝小原海岸展望台＝徳之島空港 鹿児島空港(18:30 着) 
■利用航空会社／日本航空(定期便)■利用ホテル／ホテルレクストン徳之島■利用バス会社／徳之島陸運

(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

／25 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。 

徳之島 ２日間 

旅行代金(A)      49,800 円 

旅行代金への支援額(B) 11,000 円 

地域共通クーポン    1,000 円 

お支払い実額(A－B)  38,800 円 

出発日 

11/12(土) 
旅行代金(おひとり様／1～2 名 1 室利用) 

闘牛と記念撮影♪絶景スポットめぐり 

11/23(水)･11/26(土)･11/28(月)･12/3(土) 

南国交通公式 

Instagram 

にゃんごくん公式 

Instagram 

フォロー・いいね♡ 

待ってるにゃん！ 
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【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。 

M22076 くまもと再発見の旅 全国版 

牛深あかね市 
海の幸お買物バス 

３年ぶりに 

開催！ 

出発日 

12/3(土)･12/4(日) 
お支払い実額(おひとり様) 

旅行代金(A)      9,000 円 

旅行代金への支援額(B) 3,600 円 

お支払い実額(A－B)   5,400 円 

鹿児島空港(6:15発)＝ナポリ通り熊本銀行前(7:30発)

＝道の駅阿久根＝蔵之元港～三和フェリー～牛深港…

牛深あかね市(新鮮な海の幸・山の幸の即売会など自由

散策／昼食各自)…牛深港～蔵之元港＝道の駅黒之瀬戸

だんだん市場＝ナポリ通り熊本銀行前(17:05 頃)＝鹿

児島空港(18:10 頃) 昼食各自／バスガイド同行 

タイのお土産つき！ 
(1人 1匹) 

ステージイベント 

いきいきマーケット 

など盛りだくさん！ 

みやざき旅行支援割キャンペーン M22062 

飫肥城下町 

「食べあるき・町あるき」と 
坂元のくろず「壷畑」情報館 

出発日 

ナポリ通り熊本銀行前(8:30 発)＝桜島 SA 上り線

(9:20 発)＝坂本のくろず｢壷畑｣情報館＝道の駅酒谷＝

飫肥城下町(おび天蔵郷土料理の昼食／食べ歩きマップ

で自由散策)＝道の駅すえよし＝桜島SA下り線(16:50

頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(17:35 頃) 
昼食付／バスガイド同行 

11/5(土)･11/29(火) 
12/11(日) 
旅行代金(A)      10,000 円 

旅行代金への支援額(B)  4,000 円 

お支払い実額(A－B)    6,000 円 

お支払い実額(おひとり様) 

M22037 みやざき旅行支援割キャンペーン 

神秘と癒しをもとめて 
高千穂の旅 出発日 

11/13(日)･11/26(土) 
お支払い実額(おひとり様) 

旅行代金(A)      13,000 円 

旅行代金への支援額(B) 5,000 円 

お支払い実額(A－B)   8,000 円 

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 )＝熊本銀行前

(20:35 頃) 昼食付／バスガ

イド同行 

M22073 
みやざき旅行支援割キャンペーン 延岡へ新たなながれをつくる誘客事業 

延岡鮎三昧の昼食と 

清酒専門千徳酒造 
せんとく 

出発日 

11/3(木)･11/12(土) 

11/19(土) 

ナポリ通り熊本銀行前(7:20 発)＝鹿児島空港(8:30 発)＝道の駅北川は

ゆま＝味処国技館(鮎三昧の昼食)＝かわまち交流館(水郷鮎やなの見学)

＝千徳酒造＝鹿児島空港(17:45 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(18:55 頃) 
昼食付／バスガイド同行 

お支払い実額(おひとり様) 

旅行代金(A)      9,800 円 

旅行代金への支援額(B) 3,900 円 

お支払い実額(A－B)   5,900 円 
※天候などの影響で鮎やなの設置時期が 

変更になる場合があります。 

みやざき旅行支援割キャンペーン 延岡へ新たなながれをつくる誘客事業 M22072 

天孫降臨の地めぐり 

延岡旬の味覚 鮎料理と高千穂峡 ２日間 

【1 日目】ナポリ通り熊本銀行前(7:20 発)＝鹿児島空港(8:30 発)＝高千穂峡(昼食と渓谷散策)＝高千穂神

社＝天岩戸神社・天安河原＝道の駅北方よっちみろ屋＝かわまち交流館(水郷鮎やなの見学)＝味処国技館(鮎

と延岡名物の夕食)＝エンシティホテル延岡【泊】 

【2 日目】ホテル＝千徳酒造＝西郷隆盛宿陣跡資料館＝きたうらら海市場(刺身定食の昼食)＝道の駅北川は

ゆま＝鹿児島空港(16:35 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(17:50 頃) 
■食事／朝 1 回昼 2 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。 

出発日 

11/4(金)･11/20(日) 

延岡の特産品プレゼント！ 

旅行代金(おひとり様／1～2 名 1 室利用) 

※天候などの影響で鮎やなの設置時期が変更になる場合があります。 

旅行代金(A)      24,000 円 

旅行代金への支援額(B) 8,000 円 

地域クーポン       3,000 円 

お支払い実額(A－B)   16,000 円 

みんなで！徳島旅行割 M22070 

アオアヲナルトリゾートに泊まる！ 

徳島 大塚国際美術館と阿波おどり会館 
２日間 出発日 

12/7(水) 

【1 日目】鹿児島空港(8:45 頃発 神戸空港＝南京町中華街(自由昼食)＝阿波おどり会館(昼

公演・おどらなそんそん阿波おどり観賞)＝本家松浦酒造＝アオアヲナルトリゾート【泊】 

【2 日目】ホテル＝大塚国際美術館(約 4 時間滞在／昼食各自)＝渦の道…うづ乃家・千畳敷展

望台＝神戸空港 鹿児島空港(20:00 頃着) 
■利用航空会社／スカイマーク(定期便)■利用ホテル／アオアヲナルトリゾート■利用バス会社／大阪

バス(株)・バスガイド同行■食事／朝 1 回昼 0 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。 

旅行代金(A)      52,800 円 

旅行代金への支援額(B) 8,000 円 

地域クーポン      3,000 円 

お支払い実額(A－B)  44,800 円 

旅行代金(おひとり様／2～4 名 1 室利用) 

1名 1室利用 11,000円 UP 

西洋名画約 1000点を 

陶板で原寸大に再現して展示！ 

たっぷり約 4時間滞在！ 
国立公園内に位置する 

南欧風リゾートホテル宿泊！ 

ながさきで心呼吸の旅キャンペーン M22058 

ヒルトン長崎に泊まる！ 

島原鉄道「しまてつカフェトレイン」 ２日間 

出発日 

11/21(月)･11/27(日) 

1名 1室利用 11,000円 UP 

お支払い実額(おひとり様／2 名 1 室利用) 

【1 日目】ナポリ通り熊本銀行前(7:40 発)＝鹿児島空港(8:55 発)＝高橋商店(豆せんべい詰め

放題)＝白柳荘(和食膳の昼食)＝祐徳稲荷神社＝道の駅鹿島＝ヒルトン長崎【泊】(夕食各自) 

【2 日目】ホテル＝平和公園・和泉屋＝諫早駅～しまてつカフェトレイン(地元の食材を使った

ランチとスイーツ)～島原駅…島原城＝鯉の泳ぐまち･四明荘＝島原港～オーシャンアロー～熊

本港＝鹿児島空港(18:35 着)＝ナポリ通り熊本銀行前(19:40 頃)■利用船舶会社／熊本フェリー■

食事／朝 1 回昼 2 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。 

旅行代金(A)      48,000 円 

旅行代金への支援額(B) 8,000 円 

地域クーポン       3,000 円 

お支払い実額(A－B)  40,000 円 

話題の大三東駅途中下車！ 
おおみさきえき 

M22066 ひょうごを旅しようキャンペーン・ワイド 

文豪たちが愛した名湯城崎温泉に泊まる 

JACチャーター直行便利用 

竹田城・姫路城・天橋立 ３日間 

出発日 

【1 日目】鹿児島空港(9:00 発) JAC チャーター便 コウノトリ但馬空港＝昼食＝国宝・

姫路城＝姫路市内【泊】※夕食各自(ＯＰにてご案内します) 

【2 日目】ホテル＝生野銀山＝天空の城・竹田城跡(昼食と見学)＝城崎温泉【泊】 

【3 日目】ホテル＝コウノトリの郷公園＝日本三景・天橋立(籠神社・笠松公園展望所／ケー

ブルカー利用)＝昼食＝城下町出石＝コウノトリ但馬空港 JAC チャーター便 鹿児島空港

(19:00 頃着) ■利用航空会社／JAC チャーター便■利用ホテル／1 日目:ホテル日航姫路・2 日目:

城崎温泉 かがり火の宿 大西屋 水翔苑■利用バス会社／全但バス(株)■食事／朝２回昼３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。 

11/12(土) 
旅行代金(A)      98,800 円 

旅行代金への支援額(B) 16,000 円 

地域クーポン      2,000 円 

お支払い実額(A－B)   82,800 円 

旅行代金(おひとり様／4 名 1 室利用) 

3名 1室利用 85,800円 

2名 1室利用 88,800円 1名 1室利用 111,800円 

M22071 ひょうごを旅しようキャンペーン・ワイド 絶景の大パノラマ 
六甲ガーデンテラスの夜景と 
世界遺産 姫路城 ２日間 

出発日 

12/10(土) 
旅行代金(おひとり様／2 名 1 室利用) 

【1 日目】鹿児島空港(8:55 頃発) ＝南京町中華街(自由昼食)＝白鶴酒造＝甲子園歴

史館＝西宮神社(福男で有名な神社)＝六甲ガーデンテラス(ジンギスカン食べ放題の夕食と夜

景観賞)＝ザ ロイヤルパーク キャンバス 神戸三宮【泊】 

【2 日目】ホテル＝姫路城(観光ガイドがご案内！)…高田の馬場(昼食)＝圓教寺(映画のロケ地

などで有名な山上にある寺)＝神戸空港 鹿児島空港(20:00 頃着) 
■利用航空会社／スカイマーク(定期便)■利用ホテル／ザ ロイヤルパーク キャンバス 神戸三宮■利用

バス会社／大阪バス(株)・バスガイド同行■食事／朝 1 回昼 1 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 ※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。 

※夜景は天候によってご覧いただけない場合があります。 

旅行代金(A)      54,800 円 

旅行代金への支援額(B) 8,000 円 

地域クーポン      1,000 円 

お支払い実額(A－B)   46,800 円 
1名 1室利用 5,000円 UP 


