


❷

季 限節 定 いちご狩り＆お花観賞で
熊本の春を満喫

こころとからだのデトックス！

つつじ咲き乱れる日輪寺公園と
南無の精進料理

日輪寺
とき処 南無

160
コース番号

3月下旬から5月上旬にかけて約3万5千株
のつつじが小高い丘一面を赤や白、ピンク
色に染め、咲きほこります。・最小催行人員：1名様（コースNo.130、180は2名様） ・添乗員なし ・食事：各コース参照 ・運行事業者：九州産交バス㈱、産交バス㈱

※行程の時間は予定です。交通渋滞、悪天候等でバスが遅れる場合がございます。ダイヤ改正に伴い時間が変更になる場合がございます。
全コース共通

由緒ある
名刹

いちご狩りとパティシエが作る
オリジナルスイーツ
いちご60分食べ放題！カフェタイムやショッピングも♬

▲優峰園フルーツランド

コース番号

甘くて美味しいイチゴが60分食べ放題！果物の直
売の他、地元の海苔やふりかけ、はちみつや焼き菓
子なども園内で購入できます。

スケジュール
除外日：4/30・5/1　食事：なし

食事：昼1回付

路線バス〈温泉センター行〉
熊本交通センター（13:10発） 

…  
上川床バス停（13:37頃着） 

路線バス〈交通センター行〉
上川床バス停（15:23発） 

…  
熊本交通センター（15:54頃着）

パティシエが作る
オリジナルスイーツ♡

路線バスの旅  春号

季 限節 定
阿蘇でいちご狩り！
噂の生いちごソフト付！ ………………………………… ❷

いちご狩りと
パティシエが作るオリジナルスイーツ    …………… ❷
こころとからだのデトックス！
つつじ咲き乱れる日輪寺公園と南無の精進料理 …… ❷

噂の
生いちご
ソフト

阿蘇火口見学号・阿蘇スーパーリング入場券付  … ❸
神秘に包まれた
話題の上色見熊野座神社 …………………… ❹

阿蘇神社参拝と水基めぐり  ……………………… ❹

阿蘇カドリー・ドミニオン  ……………………… ❹

阿 蘇 高 森・
大迫力！

ス

ピリ
チュアル

阿蘇スーパーリング

高千穂峡

彩もみぢ

天草五橋クルーズ

西郷隆盛像

スケジュール

阿蘇でいちご狩り！
噂の生いちごソフト付！

『はな阿蘇美』で時間制限なしのいちご食べ放題！

◀はな阿蘇美観光いちご園

やまびこ号大分行き
熊本駅前（9:19発）
熊本交通センター（9:30発）
阿蘇くまもと空港（10:16発）

… 
阿蘇駅前（11:23頃着）

やまびこ号熊本行き
阿蘇駅前（15:35発）

… 
阿蘇くまもと空港（16:52頃着）
熊本交通センター（17:30頃着）
熊本駅前（17:38頃着）

路線バス（約20分）

路線バス（約20分）

040
コース番号

時間無制限でいちご狩りが楽しめます。シニアの方
やお子様、車いすの方でも取りやすい高設栽培。
四つ星、かおり野、さがほのかが食べられます。

その場でバニラといちごを
混ぜる生いちごソフト。果肉
の粒々感たっぷり！

※10：34発のプランもございます。お問い合せください。

※上記は平日ダイヤです。土・日・祝のダイヤはお問い合わせください。

※上記は平日ダイヤです。土・日・祝のダイヤはお問い合わせください。※とき処 南無の都合により急遽店休日になる場合がございます。その場合は後日昼食代を返金いたします。

3,800円
大人

お一人様
小学生

500円引

3,800円
大人

お一人様
小学生

500円引

3,000円
大人

お一人様
小学生

1,000円引

除外日：4/27〜5/6　食事：なし

嬉しい！噂の
生いちごソフト付！！

【はな阿蘇美】
　はな阿蘇美観光いちご園
　フリータイム（約2時間）

【道の駅阿蘇】 フリータイム（1時間）

スケジュール
山鹿温泉行
熊本交通センター（9:46発）

… 
温泉プラザ前（10:55頃着/11：12発）

【精進料理南無（なーむ）】（約1時間）
【日輪寺】 （約1時間）

鹿北道の駅行
日輪寺前（11:19頃着）
バス停より徒歩約5分

山鹿温泉行
日輪寺前（13:54発）

… 
温泉プラザ前（14:03頃着/14：10発）

… 
熊本交通センター（15:19頃着）

【優峰園フルーツランド】 
　いちご狩り（1時間食べ放題） 
　カフェタイム、ショッピング（40分） 

人 吉
黒川温泉で過ごす癒やしの時間  …………… ❺

高千穂峡と高千穂牛の昼食  ………………… ❻

人吉温泉と国宝青井阿蘇神社  …………… ❺

専用タクシーでめぐる
パワースポット高千穂　………… ❻

黒 川 高 穂千・

源
泉
掛
け
流
し

・

感動！天草イルカウォッチング　………………… ❽

絶景！天草五橋クルーズ ……………………… ❽

天草松島観光ホテル岬亭 ……………………… ❽

遭遇率98％

天 草
快速あまくさ号で行く
世界文化遺産候補「天草の﨑津集落」  ……… ❼

【日輪寺つつじ公園】
標高142mの裏山に3月下旬か
ら約200本の桜、4月中旬から
は3万5千株のツツジが咲き誇
り、一帯は赤や白、ピンク色に染
まります（品種はクルメ、ヨドガ
ワ、サツキ）。見ごろには多くの花
見客・観光客で大変賑わいます。
山鹿市内を一望で
きる展望所や山鹿
市史跡竜王山古墳
もあります。

明治維新、西郷隆盛ゆかりの地をめぐる
鹿児島ぶらり旅   ………………………………… ❾
専用タクシーでめぐる
西南戦争攻防の地・人吉散策  ………………… �
西南戦争激戦の地
田原坂古戦場を歩く   　……………………………… �

西 ど ス シ ル郷 ん ペ ャ

ど
ーん

出発日 4/1〜5/31

出発日 4/1〜5/4

出発日 4/1〜4/27

平日発 

素材の味を活かしたヘルシーな
精進料理のランチ付です。

060



❹❸

除外日：4/27〜5/6　食事：なし

阿蘇カドリー・ドミニオン
こぐまのふれあいをはじめ、犬やアルパカ、カピパラ
等色んな動物とのふれあいができます。かわいい動
物たちの爆笑オンステージ『みやざわ劇場』のショー
や、動物ファンタジー『アニマリュージョン』も開催。

◀阿蘇神社
熊本地震のシンボルでもある阿蘇神社。御創立は
孝霊天皇9年であると伝えられ、約2,300年の歴
史を有する由緒ある神社です。

スケジュール

◀上色見
熊野座神社

『蛍火の杜へ』の舞台になっ
た上色見熊野座神社。鳥居
から境内まで100基近くの
灯篭が並び、神秘的な雰囲
気が漂います。阿蘇のパワー
スポットとして話題です。

スケジュール

スケジュール
除外日：4/27〜5/6　食事：なし

除外日：4/27〜5/6　食事：なし

除外日：4/27〜5/6 食事：なし

ASO Super Ring 〜阿蘇スーパーリング〜

神殿後方の「穿戸岩」は

必見！「合格必勝」のご利益が

あると評判

かわいい動物が
いっぱい！

阿蘇カドリー・ドミニオン

神秘に包まれた
話題の上色見熊野座神社

子どもから大人まで
一日中楽しめるふれあい動物王国！

高森を代表するパワースポットへご案内！安心のタクシー送迎！

【阿蘇カドリー・ドミニオン】 
　フリータイム（約5時間）

やまびこ号大分行き
熊本駅前（7:59発）

熊本交通センター（8:10発） 

阿蘇くまもと空港（8:56発）  

…

カドリー・ドミニオン前（10:01頃着） 
バス停より徒歩5分

バス停まで徒歩5分
やまびこ号熊本行き
カドリー・ドミニオン前（15:47発） 

…

阿蘇くまもと空港（16:52頃着）  

熊本交通センター（17:30頃着） 

熊本駅前（17:38頃着）

7,500円
大人

お一人様
小学生

500円引

2,000円
大人

お一人様
小人
同額

4,300円
大人

お一人様
小学生

500円引

 雄大な自然と
パワースポットの宝庫

阿 蘇 高 森・

190
コース番号

130
コース番号

050
コース番号

大迫力！阿蘇火口見学号・
阿蘇スーパーリング入場券付

世
界
有
数
の

巨
大
カ
ル
デ
ラ
の
中
へ

くまモンデザインのバスも不定期に運行！乗車できたらラッキー♬

4,500円

大人お一人様
小学生
500円引

スーパーリングで
絶景体感！

力強い噴煙の
大迫力！

スケジュール
やまびこ号大分行き
熊本駅前（7:59発） 
熊本交通センター（8:10発）
阿蘇くまもと空港（8:56発） 

…  

阿蘇駅前バス停（10:03頃着）

やまびこ号熊本行き
阿蘇駅前バス停（16:30発）

… 

阿蘇くまもと空港（17:47頃着）  

熊本交通センター（18:25頃着）
熊本駅前（18:33頃着）

阿蘇火口線阿蘇山西駅行き
阿蘇駅前バス停（10:30発） 

…  
阿蘇山西駅ターミナル（11:05頃着）  

阿蘇火口線阿蘇駅前行き
阿蘇山西駅ターミナル（14:25発）  

…  
阿蘇駅前バス停（14:55頃着） 

ASOSAN LOOP SHUTTLE

ASOSAN LOOP SHUTTLE

【阿蘇中岳火口見学】 

【阿蘇スーパーリング】 

010
コース番号

阿 蘇

阿蘇の山々を忠実にかたどった円形型大ジオラマ・スクリーンに、色鮮やかな阿蘇の映像がプロジェクションマッピ
ングで映し出されます。ダイナミックな大自然の臨場感と、活火山へのスリリングな探検を疑似体験できる施設です。

※火口周辺では有毒な火山ガスが流れています。特に下記の症状のお客様は登山をご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
◆喘息及び呼吸器系等の疾患及び心臓疾患のある方　◆ペースメーカーを装着されている方
※天候（霧・強風）や火山活動（火山ガス、噴火警戒レベル引き上げ）により火口見学ができない場合があります。その場合は当日窓口で、
　大人1,000円、小人500円を返金いたします。

阿蘇

◀阿蘇山火口
世界最大級のカルデラ「阿蘇」の中心に位置する中岳火
口。山々が連なる壮大な景色。そして火口にはエメラル
ドグリーンの湯だまりと噴煙が立ち上がる光景は圧巻で
す。他では体験できない地球の息遣いを感じてください。

門前町商店街で

食べ歩き！

大人気！
くまモン
バス！

阿蘇神社参拝と水基めぐり
未だ復旧・復興がすすむ阿蘇神社を参拝！
水基めぐりをしながら門前町を散策♬

やまびこ号大分行き
熊本駅前（9:19発）
熊本交通センター（9:30発） 
阿蘇くまもと空港（10:16発）  

…  
宮地駅前（11:39頃着）

やまびこ号熊本行き
阿蘇駅前（16:30発） 

…  
阿蘇くまもと空港（17:47頃着）  
熊本交通センター（18:25頃着） 
熊本駅前（18:33頃着）

路線バス（約5分）

路線バス（約20分）

【阿蘇神社参拝・水基通り散策】
　フリータイム（約2時間）

【道の駅阿蘇】
　フリータイム（約60分）

【上色見熊野座神社参拝】 
　（約1時間滞在） 

たかもり号高森行き
熊本駅前（10:00発） 
熊本交通センター（10:13発） 
阿蘇くまもと空港（11:09発） 

…

高森中央バス停（12:01頃着）

たかちほ号熊本行き
高森中央バス停（14:30発）  

…

阿蘇くまもと空港（15:37頃着） 
熊本交通センター（16:22頃着） 
熊本駅前（16:32頃着） 

タクシー（約10分）

タクシー（約10分）



❻❺

除外日：4/27〜5/6 食事：昼1回付

除外日：4/27〜5/6 食事：なし　　清流山水花 あゆの里 鍋屋本館

スケジュール

黒川温泉で過ごす癒やしの時間

人吉温泉と国宝青井阿蘇神社

お宿自慢のお湯と昼食で寛ぎの時間を♬

お宿自慢のお湯と創作懐石の昼食♬

山みず木別邸 深山（みやま）山荘 彩もみぢ

100
コース番号

101
コース番号

黒川温泉で人気の旅館『山みず木』の姉妹館として、黒川温泉
の奥深くに誕生したお宿。源泉かけながしの湯と地元の素材
をふんだんにとりいれた創作懐石弁当をご堪能ください。

木のぬくもりを感じる和風のしつらえにリゾート雰囲気
を調和させた、開放感あふれる空間をご用意。温泉露天
風呂から日本三急流球磨川と人吉城址を一望できます。

相良藩の旅籠屋として創業189年の宿です。球磨川と人吉
城址を見ながら個室でのんびりとお食事ができます。上質な
源泉掛け流しの温泉は美肌の湯と絶賛されるほどです。

黒川温泉の小高い丘にたたずむ黒川日帰り温泉『彩もみ
ぢ』。緑豊かな山の風景と、趣ある広 と々した心地良い湯船
でゆったりとした時間をお過ごしください。

地元の素材を使用した

創作懐石弁当！

青井阿蘇神社も
参拝します！

自家製臼杵そばと

あか牛丼の昼食！

専用タクシーでめぐる
パワースポット高千穂

高千穂峡と高千穂牛の昼食

高千穂峡、高千穂神社、天岩戸神社へタクシーでご案内！

高千穂牛の陶板焼の昼食！
昼食後はフリータイム♬

▲高千穂峡

▲高千穂牛の昼食

たかちほ号延岡行き
熊本駅前（9:11発）

熊本交通センター（9:22発）

阿蘇くまもと空港（10:08発）    

…

高千穂バスセンター（12:24頃着） 

たかちほ号熊本行き
高千穂バスセンター（17:00発）  

…

阿蘇くまもと空港（19:14頃着）    

熊本交通センター（19:59頃着）

熊本駅前（20:07頃着）

渓谷美が美しい高千穂峡は、国の天然記念
物に指定されています。日本の滝百選に選
ばれた真名井の滝を近くから見上げること
ができる、貸しボートが人気です。

高千穂祖母連山の湧き水と良質な野草で育て
られた肉牛の豊潤な味をご堪能いただけます。
各自で焼いて熱々をお召し上がりいただけます。

千穂の家から徒歩5分で
高千穂峡へ！

5,800円

大人お一人様

小学生500円引

6,800円

大人お一人様

小学生500円引

スケジュール

タクシー（約10分）

送迎（約10分）

除外日：4/27〜5/6 食事：昼1回付
※彩もみぢの除外日は上記及び毎週月曜日

除外日：4/27〜5/6
食事：昼1回付

スケジュール

スケジュール

5,900円

5,800円

大人お一人様

大人お一人様

小学生500円引

小学生500円引

【高千穂峡】 
　千穂の家で昼食後、
　フリータイム
　（約3時間30分） 

110
コース番号

神話の里
スピリチュアルスポット

高 千 穂

【お品書き】
・食前酒 ・南瓜豆腐
・季節のお吸い物 
・旬のお造り盛り合わせ
・鯛あら煮 ・鮎の塩焼
・豚だししゃぶ 
・蓮根饅頭玉〆 
・熊本県産ヒノヒカリ
・味噌汁 ・漬物 
・季節のデザート

【お品書き】
・鮎塩焼き 
・つみれ鍋 
・刺身 
・天ぷら 
・小鉢 ・酢の物 
・吸い物 ・茶碗むし 
・ご飯 ・漬物 
・フルーツ

【お品書き】
・手打ちそば
（ 十 割 . 二 八より 
お選びできます。）

・ミニあか牛丼
・小鉢
・みそ汁
・デザート

020
コース番号

021
コース番号

※料理内容は変更に
　なる場合がございます。

※料理内容は変更に
　なる場合がございます。

080
コース番号

【お品書き】
・ 高千穂牛の陶板焼（牛が苦手な方は豚に変更、
 お肉が苦手な方はやまめの塩焼きに変更可）
・夜神楽煮染 ・山菜酢の物 ・秘伝の油みそ
・三色蒟蒻刺し身（ゆず・よもぎ・地こんにゃく）
・古代黒米うどん ・とうきび御飯 ・自家製漬物

パワースポットとして

人気の神社へご案内！

九州横断バス1号由布院行き
熊本駅前（8:04発） 

熊本交通センター（8:16発） 

阿蘇くまもと空港（8:57発） 

…

黒川温泉バス停（10:58頃着） 

バス停まで徒歩10分
九州横断バス8号熊本行き
黒川温泉バス停 （16:25発）

…

阿蘇くまもと空港（18:26頃着）

熊本交通センター（19:03頃着）

熊本駅前（19:15頃着）

送迎（約5分）
【深山山荘】又は【彩もみぢ】
　昼食後、入浴
　（約3時間滞在） 

【黒川温泉散策】
　フリータイム（約2時間）

なんぷう号宮崎行き
熊本駅前（9:48発） 

熊本交通センター（10:00発） 

…

人吉ICバス停（11:43頃着） 

なんぷう号熊本行き
人吉ICバス停（16:03発） 

…

熊本交通センター（17:41頃着）

熊本駅前（17:49頃着）

送迎（約10分）

送迎（約10分）

【あゆの里】又は【鍋屋本館】 
　昼食後、入浴（約2時間滞在） 

【青井阿蘇神社参拝】
【鍛冶屋町通り散策】

専用タクシーで観光
（利用時間14:00〜16:30
 約2時間30分）

出発までフリータイム。各自昼食

たかちほ号延岡行き
熊本駅前（9:11発）

熊本交通センター（9:22発）  

阿蘇くまもと空港（10:08発）    

…

高千穂バスセンター（12:24頃着）  

たかちほ号熊本行き
高千穂バスセンター（17:00発）  

…

阿蘇くまもと空港（19:14頃着） 

熊本交通センター（19:59頃着）

熊本駅前（20:07頃着）

お部屋食

【高千穂神社】（約25分滞在） 
【高千穂峡】　（約40分滞在）
【天岩戸神社】（約45分滞在）  

モデルコース

黒 川 旅情あふれる
全国屈指の温泉地

“九州の小京都”
歴史が残る城下町人 吉
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除外日：4/27〜5/6 食事：なし

除外日：4/27〜5/6 食事：なし

除外日：4/27〜5/6 食事：昼1回付

除外日：4/27〜5/6 食事：なし

自然と文化に育まれた
120余の島々天 草

世界文化遺産候補「長崎と
天草地方の潜伏キリシタン
関連遺産」の構成資産であ
り、天草のキリシタン文化
の象徴である大江・﨑津教
会と、キリシタンの歴史を
今に伝える2つの資料館を
訪ねます。

西洋楽器やグーテンベル
ク印刷機の複製、南蛮船
の模型は必見です！　
※入場料各自払い（大人200円、
高校生150円、小中学生100円）

※教会の行事等により急遽見学できない場合があります。

隠れキリシタンの貴重な
遺物を集めた資料館です。　
※入場料各自払い（大人300円、
高校生200円、小中学生150円）

ゴシック様式の
美しい教会

ロマネスク様式の教会

スケジュール

あまくさ号本渡行き
熊本交通センター
熊本駅前

（下記時刻表よりお好きな時間に
  ご乗車ください） 

…

本渡バスセンター

あまくさ号熊本行き
本渡バスセンター

（下記時刻表よりお好きな時間に
  ご乗車ください） 

…

熊本駅前
熊本交通センター

あまくさぐるっと周遊バス
（本渡バスセンター 13:20発/17：20着）

天 﨑草 津・
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
が

生
き
続
け
る
里

天草

天草キリシタン文化の象徴、大江教会と﨑津教会へご案内！

世界遺産登録を目指しています

本渡

﨑
津
教
会

天
草
ロ
ザ
リ
オ
館

大
江
教
会

天草
コレジョ館

あまくさぐるっと周遊バス

▼天草コレジョ館

▲﨑津教会

天草ロザリオ館▼

▲大江教会

スケジュール

感動！天草イルカウォッチング

絶景！天草五橋クルーズ

天草松島観光ホテル岬亭

リゾラテラス天草でたっぷりフリータイム♬

半日で天草を満喫できるお手軽プラン！

新鮮な海の幸と庭園露天風呂でのんびり♬

天草イルカウォッチング

バス停まで徒歩3分 
あまくさ号熊本行き
前島バス停（午前便13:44/午後便18:52）  

…  
熊本駅前（午前便15:06/午後便20:23）

熊本交通センター（午前便15:14/午後便20:31）遭遇率98％！約300頭の野生バンドウイルカ。
クルーザーと並んで泳いだり、目の前でジャン
プしてくれたり、一年を通して楽しめます。

※野生のイルカですので見られない場合もあります。
　その際の払い戻しはございません。

※お食事はレストランでご用意いたします。

リゾラテラス天草
天草の天日塩を使い焼き上げる塩パンが大人気です！

6,800円
大人

お一人様
小学生

500円引

3,500円
大人

お一人様
小学生

500円引

【イルカウォッチング】（約2時間） 
【リゾラテラス天草 フリータイム】

スケジュール

【天草五橋クルージング】（約30分） 
【リゾラテラス天草 フリータイム】（約30分）

◀天草五橋クルーズ
大矢野橋～松島橋間の素晴らしい景色を30分か
けて巡ります。海上から見上げる天草五橋の迫力や
数十の島々が作り出す多島美をお楽しみください。

091
コース番号

090
コース番号

スケジュール
部屋食プランお手軽プラン

大人お一人様
大人お一人様

8,800円
小学生500円引

5,300円
小学生500円引

【お品書き】
・天草産真鯛の姿造り （2名様に1台）
・天草産車海老の踊り
・海老の塩焼 ・イカの刺身 
・天草産鮑の踊り焼
・天草産生ウニの刺身
・熊本産鳥肉とひじき麺の鍋物 
・真鯛のアラ炊き ・魚のアラ汁
・魚と野菜の天ぷら・フルーツ 
・香物 ・白ご飯 

【お品書き】
・天草産アワビの踊り焼き 
・刺身4種盛り

 （天草産真鯛・天草産こはだ
の昆布しめ・天草産真ダコの
塩湯がき・天草産芝エビの塩
湯がき）

・自家製だし巻き玉子
・真鯛のアラ汁
・香物 ・白ご飯

快速あまくさ号で行く
世界文化遺産候補「天草の﨑津集落」120

コース番号

4,000円
大人

お一人様
小学生

500円引

【熊本交通センター→熊本駅前→本渡バスセンター】
熊本交通

センター発 熊本駅前発 本渡バス
センター着

快速 6:40 6:48 9:08
快速 7:30 7:38 9:58

超快速 8:20 8:28 10:34
快速 9:10 9:18 11:38

超快速 10:00 10:08 12:14

【本渡バスセンター→熊本駅前→熊本交通センター】
本渡バス

センター発 熊本駅前着 熊本交通
センター着

快速 18:00 20:23 20:31
快速 19:00 21:23 21:31

あまくさ号本渡行き
熊本交通センター（午前便7:30/午後便12:15） 

熊本駅前（午前便7:38/午後便12:23） 

…  
前島バス停（午前便9:04/午後便13:42）

バス停より徒歩3分 

あまくさ号本渡行き
熊本交通センター（午前便8:20/午後便12:15） 

熊本駅前（午前便8:28/午後便12:23） 

…  
前島バス停（午前便9:47/午後便13:42） 

バス停より徒歩3分

バス停まで徒歩3分 
あまくさ号熊本行き
前島バス停（午前便11:37/午後便15:22） 

…  
熊本駅前（午前便13:08/午後便16:53） 

熊本交通センター（午前便13:16/午後便17:01） 

【松島観光ホテル岬亭】
（約3時間滞在）

あまくさ号本渡行き
熊本交通センター（10:00発） 
熊本駅前（10:08発） 

…  
松島バス停（11:35頃着） 

あまくさ号熊本行き
松島バス停（15:20発）  

…  
熊本駅前（16:53頃着） 
熊本交通センター（17:01頃着）

ホテル送迎（約5分）

ホテル送迎（約5分）

世界文化遺産候補「天草の﨑津集落」と
「キリシタン物語」コース

030 午前便

コース番号

031 午後便

コース番号

070 午前便

071 午後便

見学約20分

﨑津集落
見学約50分

見学約45分
ロザリオ館含む
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除外日：4/27〜5/6 食事：なし

明
治
維
新
の
原
動
力
と

な
っ
た
薩
摩
を
訪
ね
る

カゴシマシティビューでゆかりの地をぐるっとひとめぐり！

スケジュール

明治維新、西郷隆盛
ゆかりの地をめぐる鹿児島ぶらり旅
カゴシマシティビューで幕末維新の英傑西郷隆盛の故郷をめぐる！

英雄達の軌跡を
シティビューでめぐろう！

きりしま号鹿児島行き
熊本駅前（7:48発） 

熊本交通センター（8:00発） 

…

鹿児島中央駅前（11:15頃着）  

きりしま号熊本行き
鹿児島中央駅前（16:45発）  

…

熊本交通センター（20:00頃着）

熊本駅前（20:08頃着） 

140
コース番号

日本の歴史を動かし名を残した英雄達の
故郷を歩く旅。鹿児島市内の主な観光地
を周回する便利なシティビュー1日乗車券
付！観光施設等の入館料等も割引に！バス
停から観光地は徒歩圏内です。

© K.P.V.B

© K.P.V.B

© K.P.V.B

© K.P.V.B

5,800円
小学生500円引

大人お一人様

カゴシマシティビュー
鹿児島中央駅東4のりば 

大河ドラマ館や
西郷隆盛ゆかりの地など
フリータイム

（約5時間30分）

鹿児島

西 ど ス シ ル郷 ん ペ ャ

維新のヒーロー
誕生の地☆

除外日：4/27〜5/6　食事：昼1回付

除外日：4/27〜5/6
食事：なし

西南戦争激戦の地
田原坂古戦場を歩く

専用タクシーでめぐる
西南戦争攻防の地・人吉散策

薩摩軍の本営が置かれた北岡神社も参拝！

西南戦争ゆかりの地を観光タクシーにてめぐります。

▲熊本市田原坂西南戦争資料館

▲永国寺

▲人吉城跡

▲熊本城

▲北岡神社

▲青井阿蘇神社

平成27年11月に新装オープンした資料
館。館内には西南戦争に関する資料が多
数展示されています。資料館のある田原坂

公園には、激戦の跡が生々しい弾痕の残る家（復元）や慰霊塔も
建っており、現在はツツジや桜の名所としても知られています。

1408年開山のお寺。恨みを持って亡く
なった幽霊の姿を、開山した和尚が描
いた掛け軸が残されており「幽霊寺」と
しても有名です。
西南戦争時には西郷隆盛が本陣とし滞
在しました。境内には人吉二番隊士の
追悼碑があります。

西南戦争では薩軍人吉隊の宿舎があ
り、戦勝祈願が盛大に行われました。

西南戦争時には薩摩軍は三の丸あたりか
ら官軍に向けて大砲で攻撃しました。球
磨川を挟み陣地を置いた官軍の砲台跡で
ある村山大地を望むことができます。

約410年前に加藤清正が築城した名城、
熊本城の唯一の戦が西南戦争でした。城
を取り囲む1万人超えの薩摩兵に屈する
ことなく、約50日間耐え抜きました。

参道の“夫婦楠”には、厄除けや夫婦円満、
縁結びの御利益があるとされています。

スケジュール

スケジュール

路線バス〈玉名駅行き〉
熊本交通センター（8:43発） 

…

境木（9:33頃着）

バス停より徒歩約4分

なんぷう号宮崎行き
熊本駅前（9：48発）

熊本交通センター（10：00発） 

…

人吉ICバス停（11：43頃着）

バス停まで徒歩約7分
路線バス〈交通センター行き〉
七本（12:16発） 

…

熊本交通センター（13:02頃着）

バス停より徒歩約6分

なんぷう号熊本行
人吉ＩCバス停（16：03発）

…

熊本交通センター（17：41頃着） 

熊本駅前（17：49頃着）

バス停まで徒歩約6分
路線バス〈西部車庫行き〉
熊本交通センター（15:25発） 

…

北岡神社前（15:32頃着）

バス停より徒歩約4分

バス停まで徒歩約4分
路線バス〈トラックターミナル前行き〉
北岡神社前（16:26発）

…

熊本交通センター（16:35頃着） 

170
コース番号

180
コース番号

【豊岡眼鏡橋】 
　徒歩約4分

【田原坂ウォーキング】
　 〈一の坂→二の坂→三の坂→田原坂公

園→熊本市田原坂西南戦争資料館→弾
痕の家（復元）→七本柿本台場薩軍墓地〉

【桜の馬場城彩苑・熊本城】 
　食事・ショッピング（約3時間）

【北岡神社】 

2,000円
大人

お一人様
小学生

500円引

12,500円

大人お一人様

小学生500円引

※各施設の入場料は別途必要です。
※メニューは変更になる
　場合がございます。

※上記は平日ダイヤです。土・日・祝のダイヤはお問い合わせください。

熊本県内唯一の
国宝建造物

専用タクシーで観光
（利用時間11:45〜15:45
  約4時間）

映像や音響で激戦の

臨場感を体感できる

展示にビックリ！

あか牛ハヤシカレー

の昼食♬

【青井阿蘇神社】
　各自昼食

【永国寺】
【武家蔵】
【林鹿寺】
【人吉城跡】

モデルコース



旅行条件＜抜粋＞
この旅行は、九州産交ツーリズム㈱が企画実施する旅行で、参加される
お客様は当社との募集型企画旅行契約を締結することになります。
広告制作日：平成30年3月16日
■旅行の申込及び契約の成立／申込書に記入のうえ、申込金を添えてお申
込みください。電話、ファクシミリによる契約の予約申込みの方は、その翌日
から3日以内に申込書と申込金の提出をお願いします。尚、電話、郵便、ファ
クシミリその他の通信手段により申込をされた方でクレジットカードによる
お支払の場合は、クレジットカード会社の会員番号等の通知をお願いしま
す。申込金は、旅行代金又は取消料の一部に充当します。原則、企画旅行契約
は、当社が申込金を受領した時に成立しますが、クレジットカードによる契
約の場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を旅行者に発した時に
成立するものとし、電話、ファクシミリ等にて通知する場合は、当該通知が旅
行者に到着した時に成立するものとします。
■旅行代金／大人12歳以上（中学生以上）に適用いたします。小人料金は
各コースをご参照ください。小学生未満についてはお問い合わせください。
■旅行代金に含まれるもの／広告に記載された日程の交通費、食事代、
観光費及び消費税等諸税が含まれます。
■旅行代金に含まれないもの／前項の他は旅行代金に含まれていませ
ん。その一部を例示します。超過手荷物料金（規定の重量・容量・個数を超
える分について）、飲食代の諸費用及びクリーニング代、その他追加飲食
など個人的諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。
■特別補償／お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故に
よりその身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について補償
金及び見舞い金をお支払いいたします。
■国内旅行傷害保険加入のすすめ／より安心してご旅行をお楽しみいた
だくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。

【旅行日程・旅行代金の変更】
天候及び交通状況により日程が多少変更になる場合がございます。運送関係のスケ
ジュール・気象条件その他不可抗力による事由で、又運送関係の運賃料金の改訂に
より旅行日程・旅行代金を変更する場合があります。その他詳しい取引条件は、旅行
条件書でご確認ください。旅行代金を増額するときは旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって、15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
※国内旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関す
る責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく取扱管理者におたずねください。　※詳しい旅行条件を説明した書
類をお渡ししておりますので事前にお確かめの上お申し込みください。
●個人情報の取り扱いについて
当社及び、受託旅行業者（販売店）にて、旅行申込の際、お申込書に記入していた
だいたお客様の個人情報（氏名、住所、電話番号など）について、お客様のご旅行
の際のご連絡、各種手配および、商品のサービス、キャンペーンのご案内等を提
供するために利用させていただきます。
＜取消料＞旅行契約成立の後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には
旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料をいただきます。

取消料〈旅行開始日の前日から
起算します。〉 取消料

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

10日前〜8日前に
当たる日まで

旅行代金の20％

7日前〜2日前に
当たる日まで

旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％
旅行開始日の当日 旅行代金の50％
旅行開始後および無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行企画実施／〒860-0804
熊本市中央区辛島町5番1号
日本生命熊本ビル1階
九州産交ツーリズム株式会社
観光庁長官登録旅行業第1802号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者　福水 秀章

お申込みからご出発までの流れ
「路線バスの旅」のお申し込みからご出発までは次のような流れとなります。

※各旅行会社へお申し込みの方はご出発までの流れが下記と異なる場合がございます。販売店窓口へお問い合せください。

お客様の旅をスムーズに、そしてもっとお手軽に！

※ 予約受付は3日前までとなります。3日前が土日祝・年末年始にかかる場合は前営業日までとなります。

受付時間 平日10：00〜17：00（土・日・祝休み）内にお電話でお申し込みください。

インターネットによるお申込
旅行代金のお支払いはクレジットカード払いが便利です。インターネット
でお申込のお客様はマイページにログインをしてお支払いください。マイ
ページにログインできないお客さまは当日「チケット引換所」（下記参照）
にて現金にてお支払いください。

※ 期限内にお支払確認が取れない場合は自動取消になりますのでご注意ください。
※�カードでのお支払いは、予約完了メール受信後48時間以内にお願いします。

②お支払い

お支払いがお済みのお客様は、行程表・チケットのダウンロード
が出来るようになります。マイページにログインをしてダウンロード
をしてください。
※ ダウンロードをした行程表・チケットを印刷しておくと、当日スマートフォン

やタブレットが使えなくなったときのために安心です。

③行程表・チケットをダウンロード

行程表・チケットが無いお客様はご旅行に参加出来ません。
ダウンロードまたは印刷をして、当日必ずご提示ください。

※�スマートフォン・タブレットの画像を提示する際は、見えやす
いように拡大してご提示ください。

④ご出発
スマートフォンまたはタブレットをお持ちのお客様
ダウンロードをした行程表・チケットの画像を乗務員・
各施設係員にご提示ください。

紙でお持ちのお客様
事前に印刷した紙をご提示
ください。

インターネットを通じて予約手続きを行います。
下記の3通りの予約方法がございます。

※��会員登録をすると、これまでの予約履歴を
閲覧可能になり、毎回情報入力をする手間
がはぶけるので便利です。
　入会費・年会費は無料です。

①お申込

・会員登録をして予約をする
・会員登録をしないで予約をする
・既に会員登録がお済みの
 お客様が予約をする

お申し込み・お問い合わせは
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県民百貨店跡地

産交バス
サービスセンター内
チケット引換所

交通センター跡地 NTT西日本ビル

NHK

待合所

花畑公園

花畑広場

サンロード
新市街

西銀座通り

辛島町電停 花畑町電停

銀座通り

辛
島
公
園

行程表・チケットのダウンロードができないお客様
熊本交通センター仮バスターミナル案内図

行程表・チケットのダウンロードができないお客様はご出発当日の30分前までに
「産交バスサービスセンター内チケット引換所」へお越しください。
※当日以外の引換えはできません。　※阿蘇くまもと空港、熊本駅には引換窓口がございません。
■販売店の方へ 専門用紙にてFAX又はメールにてお申し込みください。

お支払いは出発当日の30分前までに「産交バスサービスセンター内チケット引換所」へお越しいただき、窓口にて
旅行代金をお支払いください。引き換えに行程表、チケットをお渡しいたします。（当日以外の支払いは出来ません）

電話によるお申込

九州産交旅行センター

九州産交ツーリズム株式会社

TEL.096-300-5535
受付時間／10：00〜17：00（土・日・祝休み）

https://www.kyusanko.co.jp/ryoko
webによるお申込

電話によるお申込

旅行企画実施


