
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 1 月発行 

(2023年 1月現在) 

【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 

志布志和香園創作茶膳の昼食と 
M22063 

出発日 

旅行代金(おひとり様) 

M22061 大隅絶景スポット！ 

出発日 

旅行代金(おひとり様) 

M23003 天下の名城 熊本城と 

出発日 

2/11(土)･2/17(金) 

旅行代金(おひとり様) 

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入城見学)＝

フルーツの里田原坂(いちご狩り)＝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)  
昼食・入場料付／バスガイド同行 

フルーツの里田原坂 いちご狩り 

3/6(月)･3/19(日) 

M23008 柳川雛祭りさげもんめぐりと 

春香るお座敷盆梅 
出発日 

2/22(水)･2/26(日) 
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(8:30 発)＝

高橋商店＝白柳荘(和膳の昼食)＝柳川さげもんめぐり(自由

散策)＝梅花園＝鹿児島空港(17:30 頃)＝ナポリ通り熊本

銀行前(18:30 頃) 昼食・見学付／バスガイド同行 

M23005 フラワーパークかごしま 
ボタニカル・フラワーボトル作りと釜蓋神社 
出発日 

2/4(土)･2/21(火) 
旅行代金(おひとり様) 

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

＝釜蓋神社＝道の駅川辺やすらぎの郷＝谷山支所前

(16:45頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(17:15頃)＝鹿児島空

港(18:20 頃) 昼食・見学付／バスガイド同行 

3/12(日)･3/22(水) 

M22078 曽於市×電子雑誌｢旅色｣ 

出発日 

旅行代金(おひとり様) 

M23024 

延岡花とグルメ 延岡花物語と海の幸 出発日 

2/18(土) 
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(8:30発)＝きたうら

ら海市場・味処いち花(刺身御膳の昼食)＝延岡花物語(延岡グルメの

出店や五ヶ瀬川沿いに咲く花や菜の花をお楽しみください)＝千徳

酒造＝鹿児島空港(18:35 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(19:40 頃)
昼食付／バスガイド同行 最少催行人員／20 名 募集人員／30 名 

M23017 
観音ヶ池の桜トンネルと 
極上！まぐろ料理の昼食 

出発日 

旅行代金(おひとり様) 

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＝海鮮まぐろ家(まぐろ料理の昼食)＝羽島英国留学生

記念館＝江口蓬莱館＝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 

２０２３年 全国旅行支援号 

いちごのお土産付き！ 柳川さげもん散策時 

OP：柳川川下り(40分コース) 

1,000円／おひとり様 

ワクチン・検査パッケージ等活用ツアー 

黒酢の郷桷志田ティータイム 

新たな福岡の避密の旅キャンペーン 2,200 円割引 

地域限定クーポン 2/22(水)2,000円分 

2/26(日)1,000 円分付(電子クーポン) 

今こそ鹿児島の旅第 4 弾 1,900 円割引 

地域限定クーポン 2/21(火)･3/22(水)2,000円分 

2/4(土)･3/12(日)1,000 円分付(電子クーポン) 

みやざき旅行割支援キャンペーン 1,600 円割引 

地域限定クーポン 

1,000 円分付(電子クーポン) 
3/24(金)･3/26(日)･3/30(木) 

今こそ鹿児島の旅第 4 弾 1,700 円割引 

くまもと再発見の旅～全国割～ 

2,600 円割引 

地域限定クーポンの配布はありません。 

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 

今こそ鹿児島の旅第 4弾 2,000円割引 

2/9(木)･2/19(日) 今こそ鹿児島の旅クーポン  

2/9(木)2,000 円分 

2/19(日)1,000 円分付(電子クーポン) 

雄川の滝と神徳稲荷神社 

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＝味の大砲(海鮮料理の昼食)＝なんたん市

場＝神徳稲荷神社＝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 

2/3(金)･2/14(火) 

今こそ鹿児島の旅第 4弾 2,600円割引 

今こそ鹿児島の旅クーポン  

2/3(金)･2/14(火)2,000 円分付 

(電子クーポン) 

ナポリ通り熊本銀行前(8:40発)＝桜島 SA(9:30 発)＝道の駅すえ

よし＝溝ノ口洞穴＝Sufi スーフィー＝やごろう亭(トンテキの昼

食)＝ﾌｫﾚｽﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰおおすみ＝道の駅おおすみ＝岩川八幡神社＝

桜島 SA(17:25 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(1810 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。 

2/23(木)･3/14(火)･3/25(土) 

今こそ鹿児島の旅第 4 弾 2,600 円割引 

今こそ鹿児島の旅クーポン  

3/14(火)2,000 円分 

2/23(木)･3/25(土)1,000 円分付 

(電子クーポン) 

各出発日 15名様限定 

※ﾌｫﾚｽﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰおおすみ(ｷｬﾉﾋﾟｰｺｰｽ)体験に際して注意事項があります。必ず事前に HPまたはお電話でご確認ください。 

女優・瀧本美織さんロケ地めぐり 

延岡への新たなながれをつくる誘客事業 

今こそ鹿児島の旅クーポン  

3/24(金)･3/30(木)2,000 円分 

3/26(日)1,000 円分付(電子クーポン) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【バスツアー実施に関する対応】・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。・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。・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。 

M23018 ＼新発見！桜の名所／ 

市比野 丸山自然公園と 

出発日 

3/27(月)･3/29(水)･3/31(金) 
旅行代金(おひとり様) 

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＝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)昼食付／バスガイド同行 

今こそ鹿児島の旅第 4 弾 1,700 円割引 

©K.P.V.B 

今こそ鹿児島の旅クーポン 2,000 円分付(電子クーポン) 

入来麓武家屋敷群 

M23020 

出発日 3/25(土)･3/29(水) 
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(8:30 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＝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・観覧料付／バスガイド同行 ※地域限定クーポンの配布はありません。 

くまもと再発見の旅～全国割～2,400 円割引 

一心行の大桜と 
阿蘇猿まわし劇場 

M23019 
五ヶ瀬町  浄専寺のしだれ桜と高千穂峡散策  
出発日 3/26(日)･3/30(木) 

旅行代金(おひとり様) 

みやざき旅行割支援キャンペーン 2,200 円割引 

地域限定クーポン 3/30(木)2,000 円分 

3/26(日)1,000 円分付(電子クーポン) 

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(昼食と散策)＝天岩戸

神社・天安河原＝道の駅通潤橋＝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 

M23004 人吉 青井阿蘇神社と 
出発日 

3/24(金)･3/28(火) 
旅行代金(おひとり様) 

くまもと再発見の旅～全国割～2,200 円割引 

ナポリ通り熊本銀行前(7:30 発)＝鹿児島空港(8:40 発)＝忠元公

園＝市房ダム湖の万本桜＝ゆのまえ温泉湯楽里(和食御膳の昼食)

＝青井阿蘇神社…人吉温泉物産館＝みそしょうゆ蔵＝鹿児島空港

(16:50 頃)＝ナポリ通り熊本銀行前(18:00 頃)昼食付／バスガイド

同行 ※地域限定クーポンの配布はありません。 

市房ダムの万本桜 

M23012 ふるさと案内人とめぐる 
こしきしま 

出発日 

3/27(月) 
旅行代金(おひとり様／2～4 名様 1 室利用) 

今こそ鹿児島クーポン 3,000円分付(電子クーポン) 今こそ鹿児島の旅第 4弾 7,600円割引 

【1 日目】川内港ターミナル(8:50 発)～里港…里公民館(玉石アート体験)＝長目の浜展望所＝なまこ池・貝池＝海聖丸(浜焼きの昼食)

＝里麓武家屋敷跡＝コシキテラス＝甑大明神橋＝木の口展望所＝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(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(刺身定食の昼食)＝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～川内港ターミナル(17:20 着)■利用バス会社／南国交通(株)■利

用船舶会社／甑島商船■食事／朝 1 回昼 2 回夕 1 回■添乗員同行■募集人員／15 名■最少催行人員／10 名※本コースは別紙チラシをご用意しております。 

甑島２日間 
1名 1室利用 

2,500円 UP 
こしき海洋深層水 

お土産付き♪ 

M23010 かごしまの楽園 

奄美大島周遊２日間 

【1 日目】鹿児島空港(10:00 発) 奄美空港＝奄美パーク・田中一村美術館

＝浜千鳥館(鶏飯の昼食と工場見学)＝西郷南洲謫居跡と愛加那の墓＝りゅう

がく館＝奄美海洋展示館(ウミガメ餌付け体験)＝ホテルニュー奄美【泊】(自

由夕食) 【2 日目】ホテル＝水中観光船せと…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＝あやまる岬

＝奄美空港 鹿児島空港(19:10 頃着) 
■利用航空会社／スカイマーク(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 回夕 0 回■添乗員／同行 

出発日 3/20(月) 
旅行代金(おひとり様) 

今こそ鹿児島の旅割第 4弾 8,000円割引 

今こそ鹿児島クーポン 

3,000 円分付(電子クーポン) 

ゆったり行程で 

じっくり観光♪ 

M23013 かごしまの秘境 奄美大島南部 

瀬戸内・加計呂麻２日間 
出発日・旅行代金(おひとり様) 

3/21(火) 

【1 日目】鹿児島空港(7:25 発) 奄美空港＝笠利崎灯台＝奄美パーク＝

3/21神鷹3/30せとうち海の駅～加計呂麻散策(諸鈍～安脚場～呑之浦

など)～ライベストイン奄美【泊】(自由夕食)【2 日目】ホテル～水中観光

船せと～奄美大島世界遺産センター＝浜千鳥館(鶏飯の昼食)＝奄美自然

観察の森＝奄美リゾートばしゃ山村＝奄美空港 鹿児島空港(19:30～

20:00 着)■利用航空会社／3/21～3/22・3/30JAL3/31 スカイマーク■利用ホテル／ラ

イベストイン奄美■利用バス会社／しまバス・バスガイド同行、加計呂麻バス■食事／朝 1 回昼

2 回夕 0 回■添乗員／同行 ※本コースは別紙チラシをご用意しております。 

3/30(木) 
今こそ鹿児島の旅割第 4弾 8,000円割引 
今こそ鹿児島クーポン 3/21(火)1,000 円分 3/30(木)2,000 円分付き(電子クーポン) 


