


入湯手形つき！湯めぐり黒川温泉と
こだわりの自然薯料理　…… ❺

・最小催行人員：1名様（コースNo.131・280・400は2名様） ・添乗員、ガイドなし ・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。※コース毎に設定除外日がござ
います。また設定除外日以外でも施設の都合でご利用になれない日が入ることがございます。

全コース共通

路線バスの旅  

九州の真ん中に位置し、九州各県へのアクセスも便利な熊本。山や海の大自然に囲まれ、新鮮で良質な食材
に恵まれています！路 線バスを使った” 五 感に響く” 熊 本・九 州の楽しみ方 5 選をご案 内！ 

冬号
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宮崎県
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パワースポット高千穂 　……… ❿

高千穂峡と宮崎牛の昼食　…… ❿
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県南エリア

県央エリア

県北
エリア

天草エリア

美里を歩く フットパス体験と
石段の郷・佐俣の湯　………… ❻

快速あまくさ号で行く
世界文化遺産「天草の﨑津集落」　… ❼

感動！天草イルカウォッチング………… ❿
絶景！天草五橋クルーズ　……………… ❿

熊本の奥座敷 
植木温泉ややの湯   …………… ❹
宮本武蔵ゆかりの地 
霊巌洞と島田美術館　 ………… ❽

世界最大級！阿蘇火口見学と
草千里の絶景　……………… ❾

人吉温泉と
国宝青井阿蘇神社 　…………  ❽

城下町やつしろぶらり旅    ………  ❽

福岡県

大分県

宮崎県

鹿児島県

佐賀県長崎県

文化と伝統に触れる
肥後民家村とグルメ  …………… ❻

遭遇率98％
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せ
ご

どん号でGO！

ス

ピリ
チュアル

バイ
キング

日本を支えた産業遺産
軍艦島周遊クルーズ　…… ❼

長崎県
世界遺産

ツアーバスとは違い、お客様ご自身で
移動してご利用いただくプランです。

詳しくは
QRコードから！

国内最大で最後の戦い！
今話題の田原坂せごどん号　…… 

黒川温泉で過ごす
癒やしの時間　…………………… ❸

今話題のパワースポット
上色見熊野座神社と
高森殿の杉　 ………………… ❾

天草松島観光ホテル岬亭　…………… ❺

島原温泉「ホテル南風楼」の
温泉＆グルメと
水の都島原散策     …………… ❹
お泊まりバス旅
長崎ゆったりさるく旅　…… ❻

西日本最大級の温泉リゾート！
玉名温泉つかさの湯   ………… ❸

11

九州のおへそから出発！

五感で楽しむ 路線バスの旅�

５
ペ
ー
ジ
へ

素材を活かした海の幸や山の幸、郷土料理など九州
各地のうまいもんを堪能！

美 三味 昧

７
〜
８
ペ
ー
ジ
へ

世界文化遺産に認定された天草の潜伏キリシタン
関連遺産や産業革命遺産など。昔を偲ぶ史跡や歴史の
舞台を訪ねる知的好奇心を満たす旅へ

遺 探産 訪

９
〜

１０
ペ
ー
ジ
へ

ダイナミックで色鮮やかな絶景、話題のパワースポット
など雄大な自然を心身いっぱいで感じる旅へ。インスタ
映え間違いなし！

感 動 絶 景

６
・

１０
ペ
ー
ジ
へ

イルカウォッチングやクルーズ、フットパスなど
その土地ならではの体験で心に残る旅へ

ふ あ 体い 験れ

３
〜
４
ペ
ー
ジ
へ

温泉でのんびり、九州の名湯を満喫。美肌の湯や
文豪の湯、絶景の湯など多彩な温泉で癒やしの旅へ

温 三 昧泉

※写真はすべてイメージです。

小説「草枕」ゆかりの地
小天温泉 那古井館で
過ごすやすらぎの時間  ……………… ❹



❸ ❹

スケジュール

300
コース番号

スケジュール高速船「オーシャンアロー」で島原へ！かけ流し温泉にも入浴♬

島原温泉「ホテル南風楼」の
温泉＆グルメと水の都 島原散策

※往路にてオーシャンアローが欠航になった場合はツアーキャンセル
となり、全額払い戻しいたします。　※復路にて天変地異、気象条件（台
風、大雨等）、事故等の影響でオーシャンアローの遅延、運休が生じた
場合、代替運送交通費、延泊宿泊費、食事代等の費用はお客様ご負担と
なります。またその際の手続きはお客様ご自身で行ってください。

除外日：12/27〜1/6、2/17　食事：昼1回付

※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。

※料理内容は変更になる
　場合がございます。ホテル南風楼

海を一望できる源泉かけ流しの露天風呂は爽快感抜群で
す。海と山に囲まれた島原半島の新鮮な旬の食材をふんだ
んに使った郷土色豊かな創作料理をお楽しみください。

路線バス〈熊本港行き〉
熊本交通センター（9:58発） 

熊本駅前（10:06発） 

…

熊本港フェリーのりば前（10:35頃着）  

路線バス〈交通センター行き〉
熊本港フェリーのりば前（18:20発） 

…

熊本駅前（18:50頃着） 

熊本交通センター（18:59頃着）  

オーシャンアロー
熊本港（11:10発） 〜島原外港（約30〜40分）  

オーシャンアロー
島原外港（17:30発） 〜熊本港（約30〜40分） 

【ホテル南風楼】
　レストランにて昼食・入浴
　フリータイム（約4時間30分）

送迎（約10分）

送迎（約10分）

4,980円
大人

お一人様
小学生

1,500円引

3,500円6,500円
大人

お一人様
大人

お一人様

熊本の奥座敷 植木温泉ややの湯
401
コース番号

400
コース番号

トロトロな美肌の名湯に癒されるやすらぎのひととき♬

小学生
1,500円引

小学生
4,500円引

スケジュール

【植木温泉ややの湯】
　（約3時間滞在）

路線バス〈山鹿温泉行き〉
熊本交通センター（10:46発） 

…  
植木温泉入口（11:34頃着）

路線バス〈交通センター行き〉
植木温泉入口（15:30発） 

…  
熊本交通センター（16:24頃着）

露天風呂付個室プラン お手軽プラン

※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。

※お食事はレストラン食となります。

※ お手軽プランのお食事は大広間又は
宴会場でご用意いたします。

両プラン共通
かご膳の昼食♬

除外日：毎週木曜、12/25〜1/6、2/17
食事：昼1回付

タクシー送迎（約5分）

タクシー送迎（約5分）

※大人2名様より受付いたします。

5,900円

大人お一人様

小学生500円引

スケジュール

除外日：12/27〜1/6、2/4〜2/10、17
　食事：昼1回付

九州横断バス1号〈湯布院行き〉
熊本駅前（8:36発） 
熊本交通センター（8:49発） 

阿蘇くまもと空港（9:29発） 

…

黒川温泉バス停（11:30頃着） 

【深山山荘】
　昼食後、入浴（約2時間30分滞在） 

【黒川温泉散策】
　フリータイム（約2時間）

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）

100
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。

黒川温泉で過ごす
癒やしの時間
お宿自慢のお湯と昼食で寛ぎの時間を♬

　温泉街を

のんびり散策♬

具雑煮御膳の
昼食♬

▲山みず木別邸 深山（みやま）山荘

送迎（約5分）

スケジュール

西日本最大級の温泉リゾート！
玉名温泉つかさの湯

【つかさの湯】
　温泉入浴と
　湯のバイキング
　（約5時間滞在）

源泉掛け流しの温泉でごゆっくり♬一戸建ての離れ利用は飲み物持込可能！

2,800円
大人

お一人様
小学生

1,000円引6,800円
大人

お一人様
小学生

3,800円引

※土・日・祝は大人・小学生お一人様1,000円増

離れ 湯楽亭で過ごすちょっと贅沢な1日プラン お手軽バイキングプラン

※上記・右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。

除外日：12/27〜1/6、2/17
食事：昼1回付

除外日：毎週水曜、12/27〜1/6、2/17 
食事：昼1回付

※イメージ

※大人2名様より受付いたします。

281
コース番号

280
コース番号

路線バス〈玉名駅行き〉
熊本交通センター（9:35発） 

…  
玉名中町（10:57頃着）

バス停まで徒歩約2分
路線バス〈玉名駅行き〉
玉名温泉（16:26発） 

…  
玉名中町（16:29頃着）

路線バス乗換え〈玉名駅行き〉
玉名中町（11:14発） 

…  
玉名温泉（11:17頃着）
バス停より徒歩約2分

路線バス乗換え〈交通センター行き〉
玉名中町（16:56発） 

…  
熊本交通センター（18:18頃着）

スケジュール

【つかさの湯 
　「離れ 湯楽亭」】
　個室で昼食と入浴
　（約6時間滞在）

路線バス〈玉名駅行き〉
熊本交通センター（9:30発） 

…  
玉名中町（10:33頃着）

路線バス〈交通センター行き〉
玉名中町（17:28発） 

…  
熊本交通センター（18:43頃着）

送迎（約5分）

送迎（約5分）

【小天温泉 那古井館】 
　昼食・入浴・フリータイム
　※お部屋は最大15:00までご利用可能

〈周辺観光地〉
　前田家別邸（徒歩2分）
　草枕交流会館（徒歩10分）

路線バス〈玉名駅行き〉
熊本交通センター（10:35発）

熊本駅前（10:43発）  

…

小天温泉バス停（11:27頃着） 

路線バス〈交通センター行き〉
小天温泉バス停（15:33発） 

…

熊本駅前（16:16頃着）  

熊本交通センター（16:23頃着） 

4,900円
大人

お一人様
小人

問い合わせ

漱石が愛した古き良き宿で楽しむこだわりの料理と温泉♬

小説「草枕」ゆかりの地 小天温泉
那古井館で過ごすやすらぎの時間 除外日：12/27〜1/6、2/17　食事：昼1回付

※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。

漱石が滞在していた
前田家別邸まで

徒歩2分！

250
コース番号

動画を
C HE C K!

 な  ん   ぷ  う   ろ  う

 な       こ        い      か ん   

お　　あ ま

オーシャン

アローで

らくらく移動♪ GO
   GO!

源泉かけ流しの
大浴場！温泉付き一戸建て

でごゆっくり！

▲那古井館
夏目漱石の小説「草枕」の舞台となった那古井の里に閑かに佇む
旅館です。有明海の新鮮な活魚料理と旅情をお楽しみください。

文豪

夏目漱石の世界に

思いを巡らせる…

寒い冬は温泉でのんびり
癒やしの旅へ

温 三 昧泉



❺ ❻

◀大浦天主堂
幕末の開国にともなって造成された長崎居留地の中に、在留外国人の
ために建設された国内現存最古の教会です。2018年、長崎と天草地方
の潜伏キリシタン関連遺産として世界文化遺産に登録されました。 

スケジュール

260
コース番号

◀肥後民家村
昭和51年から各地に残る代表的な古民家を移築復
元した古民家の野外博物館です。古民家を利用した
さまざまな体験工房やカフェを併設しています。

2,800円
大人

お一人様
小学生

800円引

除外日：毎週日曜・月曜・祝日、12/27〜1/6、2/17
食事：昼1回付

スケジュール

【菊水ロマン館なごみ庵】
　昼食、フリータイム

路線バス〈玉名駅行き〉
熊本交通センター（8：43発） 

…

玉名駅前（9：58頃着）

路線バス乗換え〈山鹿温泉行き〉
玉名駅前（10：25発） 

…

菊水ロマン館前（10：56頃着）

路線バス〈玉名駅行き〉
菊水ロマン館前（14：29頃発） 

…

玉名駅前（15：01頃着）

路線バス乗換え〈交通センター行き〉
玉名駅前（15：10発） 

…

熊本交通センター（16：30頃着）

※上記は平日ダイヤです。土曜ダイヤはお問い合わせください。

歴史のロマンと風情を感じられる、ゆっくりとした時間をお楽しみ♬

文化と伝統に触れる
肥後民家村とグルメ

新鮮な海の幸と庭園露天風呂でのんびり♬
天草松島観光ホテル岬亭

部屋食プランお手軽プラン

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター（9:30発） 

熊本駅前（9:38発） 

…  
松島バス停（11:12頃着） 

あまくさ号〈熊本行き〉
松島バス停（14:50発）  

…  
熊本駅前（16:23頃着） 

熊本交通センター（16:31頃着）

ホテル送迎（約5分）

ホテル送迎（約5分）

【松島観光ホテル岬亭】
　（約3時間滞在）

スケジュール

除外日：12/27〜1/6、2/10、17、3/10
食事：昼1回付

※お食事はレストランでご用意いたします。

8,800円
大人

お一人様
小学生

500円引5,300円
大人

お一人様
小学生

500円引

【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

【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 

スケジュール

▲入湯手形
手形を利用して、黒川温泉の風情ある露天風呂に三箇
所入浴することができます。また、協賛する約30軒の
お宿や店で入湯手形を提示すると湯上りラムネや蜂
蜜ソフトの割引などさまざまな特典が受けられます。

除外日：12/27〜1/6、2/4〜2/10、17、
第1・第3木曜　食事：昼1回付

昼食と「入湯手形」がセットになったお得な旅！

入湯手形つき！湯めぐり黒川温泉と
こだわりの自然薯料理

やまびこ旅館の大露天風呂「仙人風呂」！

徒歩2分

【自然薯料理 やまたけ】 昼食

【やまびこ旅館】
　温泉手形受け取り＆入浴

【黒川温泉】 フリータイム

3ヶ所選んで
入浴できます

5,300円

大人お一人様

小学生1,300円引

九州横断バス1号〈湯布院行き〉
熊本駅前（8：36発） 

熊本交通センター（8:49発）

阿蘇くまもと空港（9:29発） 

…  
黒川温泉（11:30頃着）

バス停より徒歩5分

九州横断バス8号〈熊本行き〉
黒川温泉（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） 

2,500円
大人

お一人様
小学生

1,000円引

除外日：12/27〜1/6、2/10、17　食事：昼1回付

▲佐俣の湯
施設内には地元の農産物などを販売する物産館や
休憩所があります。フットパス後は温泉でゆっくり
お過ごしいただけます。

【昼食】大人：お元気だご汁御膳　小学生：お子様ランチ

自然豊かな山々に囲まれた日本の原風景を楽しみながら歩きます！

源泉かけ流しの
天然温泉

※フットパスMAPは石段の郷・佐俣の湯でご購入ください。（5コース1セット500円）

魅力たっぷりの長崎をお泊まりバス旅でゆっくり満喫♬

10,800円
大人

お一人様
小学生

500円引

除外日：12/27〜1/6、2/4〜19　食事：朝1回付き

長崎新地中華街まで
徒歩2分の

ホテルに宿泊！

※休前日は大人・小学生おひとり様1,000円増
※シングル・ツイン同一料金となります。

1日目 フリータイム。各自昼食
【長崎バスターミナルホテル】 宿泊・朝食
2日目 フリータイム。各自昼食

りんどう号〈長崎行き〉
西部車庫（9:14発）

熊本駅前（9:28発）  

熊本交通センター（9:40発）    

…

長崎駅前（13:23頃着）  

りんどう号〈熊本行き〉
長崎駅前（16:10発）

…

熊本交通センター（19:53頃着） 
熊本駅前（20:01頃着）

西部車庫（20:13頃着） 

※写真撮影・掲載に当たっては大司教区の許可をいただいています。

スケジュール

【石段の郷・佐俣の湯】
　 フットパスMAPをご購入後、自然豊かな

風景を楽しみながらランブリング（約2時間）
　昼食・入浴

路線バス〈松橋産交行き〉
熊本交通センター（8:30発） 

…  
松橋産交（9:22頃着）

路線バス乗換え〈県会議事堂行き〉
松橋産交（16:40発） 

…  
熊本交通センター（17:32頃着）

路線バス乗換え〈砥用行き〉
松橋産交（10:05発） 

…  
佐俣の湯前（10:39頃着）
バス停より徒歩約5分

バス停まで徒歩約5分
路線バス〈松橋駅行き〉
佐俣の湯前（15:29発） 

…  
松橋産交（16:03頃着）

※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。
※ランブリング…ぶらぶら歩くこと

石橋や熊延鉄道の跡など、古の道
をたどるコース

（所要約110分、距離約5Km）

二俣橋（ふたまたばし）は秋〜冬の晴
れた日に石橋のアーチと川面に映る
影がハートの形になることから”イン
スタ映え”で大人気のスポット。
2018年5月には「恋人の聖地観
光交流大賞」を受賞しました！

スタート・ゴール 石段の郷・佐俣の湯

二俣橋♡コース
ふたまたばし

美里を歩く フットパス体験と
石段の郷・佐俣の湯

さ      ま た
コース番号

310

コース番号

090
コース番号

091

阿蘇・小国の厳し
い自然環境のなか
育まれた自然薯は
固く引き締まり、美
しい光沢とにおい
たつような香り、
強い粘りと濃厚な
味の独特な風味が

特徴です。黒川温泉を流れる川のせせらぎを聞きなが
ら、素朴で力強い自然薯料理をご賞味ください。

※小学生はうどん+おにぎりのメニューとなります。
　大人と同メニューご希望の場合は、予めご連絡ください。

320
コース番号

※あまくさ号は座席定員制につき、満席時にはご乗車
　いただけません。

地元農場直営の

こだわりランチも

ご用意！

じ　　  ね ん      じょ

※入湯手形はやまびこ旅館にてお受け取りください。その他の旅館及び
　黒川温泉観光旅館協同組合での受け取りはできません。

 お泊まりバス旅
長崎ゆったりさるく旅

コース番号

010
お泊まり

海の幸や山の幸で
うまいもんを堪能！

その土地ならではの
体験ができる旅へ

美 三味 昧 ふ あ 体い 験れ



❼ ❽

お宿自慢のお湯と創作懐石の昼食♬

人吉温泉と
国宝青井阿蘇神社

スケジュール

除外日：12/27〜1/6、2/17 
食事：昼1回付

清流山水花 あゆの里 鍋屋本館

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。

【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
※ 料理内容は変更になる
　場合がございます。

お部屋食
【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
※ 料理内容は変更になる

場合がございます。

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

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）

快速あまくさ号で行く
世界文化遺産「天草の﨑津集落」
天草キリシタン文化の象徴、﨑津集落と大江教会へご案内！

軍艦島
日本の近代文化を支えた炭鉱で、長崎県の海上に浮かぶ半人口島の端島
です。戦艦土佐に島影が似ていることから「軍艦島」と呼ばれています。

長崎県観光連盟提供

長崎県観光連盟提供

長崎県観光連盟提供

6,300円
大人

お一人様
小学生

500円引

除外日：12/27〜1/6、2/4〜19　食事：なし

スケジュール

日本を支えた産業遺産
軍艦島周遊クルーズ
歴史遺産の島へ、長崎港からクルーズ船に乗船してゆっくり周ります！

ガイドの案内付！

軍艦島全景の

写真を撮ろう！

【軍艦島周遊クルーズ】 
　長崎港元船桟橋（14:00発）
　高島港（14:30着/15:00発）上陸見学（約30分）
　軍艦島（15:10着/15:35発）周遊見学（約25分）
　長崎港元船桟橋（16:20頃着）

乗船手続きまでフリータイム
　（約1時間半〜2時間）

バス停より徒歩15分

りんどう号〈長崎行き〉
熊本駅前（7:28発）

熊本交通センター（7:40発） 

…

長崎駅前（11:23頃着） 

りんどう号〈熊本行き〉
長崎駅前（18:10発）

…

熊本交通センター（21:53頃着） 

熊本駅前（22:01頃着） 
※軍艦島への上陸はございません。

625  ❶便

626 ❷便

コース番号

221

コース番号

020

コース番号

290

コース番号

021

武蔵ゆかりの地を約4時間半ゆっくりと見学！

宮本武蔵ゆかりの地
霊巌洞と島田美術館

▲霊厳洞
熊本市の西部、金峰山（きんぽうざん）山麓にある洞窟です。
宮本武蔵が晩年の5年間を熊本で過ごした際に、この霊厳
洞にこもって『五輪書』を著しました。

◀K
こ こ ぺ り

OKOPELLI
散歩の後はゆったりとし
た懐かしい時間が流れる
カフェで足を休めるのも
おすすめです！

コース番号

200

除外日：12/27〜1/6、2/10、17、3/10
　食事：なし

世界文化遺産「長崎と天草
地方の潜伏キリシタン関
連遺産」の構成資産の一つ、

「天草の﨑津集落」のシン
ボル・﨑津教会と、キリシ
タンの歴史を今に伝える2
つの資料館と大江教会を
訪ねます。

竹のパイプオルガンやグー
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。　※あまくさ号は座席定員制につき、満席時にはご乗車いただけません。

潜伏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）

国内でも珍しい

畳敷きの美しい教会

美しい
白亜の教会

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

天草ぐるっと周遊バス
（本渡バスセンター 13:20発/17：20着）

本渡

﨑
津
集
落

天
草
ロ
ザ
リ
オ
館

大
江
教
会

天草
コレジヨ館

▼①天草コレジヨ館

▲②﨑津教会

④天草ロザリオ館▼

▲③大江教会

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 7:30 7:38 9:58

超快速 8:30 8:38 10:43

快速 9:30 9:38 11:58

超快速 10:30 10:38 12:43

【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

天草ぐるっと周遊バス
世界文化遺産「天草の﨑津集落」と

「キリシタン物語」コース

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

祝

ガイド
付き！

登録決定！!

潜伏キリシタンの
かくれ部屋は必見！

5,800円
小学生
500円引

大人お一人様

スケジュール

スケジュール

【島田美術館】（約1時間半滞在）

路線バス〈温泉センター行き〉
熊本交通センター（10:30発） 

…

岩戸観音入口（11:00頃着）

バス停より徒歩約20分 

路線バス〈交通センター行き〉
岩戸観音入口（14:41発） 

…

段山（15:05頃着） 

バス停より徒歩約15分  

バス停まで徒歩約15分
路線バス〈交通センター行き〉
段山（17:17発） 

…

交通センター（17:26頃着） 

除外日：毎週火曜日、12/27〜1/6、2/17　食事：なし

※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。

2,000円
大人

お一人様
小学生

1000円引

バス停まで徒歩約20分

【霊巌洞・五百羅漢】（約3時間滞在）

NEW
!!

コース番号

120
世界
文化遺産

動画を
C HE C K!

ラッピングバスに乗れたらラッキー！

3,100円
大人

お一人様
小学生

600円引

除外日：毎週月曜、12/25、27〜1/6、2/10、12、17　
食事：昼1回付

出発までフリータイム（約5〜6時間）
　【セレクトロイヤル八代】シェフのおすすめランチ
　松浜軒入園付

路線バス〈松橋産交行き〉
熊本交通センター（9：10発） 

…

松橋産交（10：02頃着）

路線バス乗換え〈八代産交行き〉
松橋産交（10：20発） 

…

八代宮前（11：14頃着）

路線バス〈松橋産交行き〉
八代宮前（16:08頃発） 

…

松橋産交（17:02頃着）

路線バス乗換え〈県会議事堂行き〉
松橋産交（17:40発） 

…

熊本交通センター（18:32頃着）

※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。

霊巌洞そばの隠れ家的古民家カフェ！

城下町やつしろぶらり旅
堀と石垣に昔日の面影を残す城下町を
ぶらりと散策できる便利なプラン♬

島田美術館オリジナル

宮本武蔵肖像画
クリアファイル付！

特典

島田美術館で
宮本武蔵ゆかりの
武具などを鑑賞！

◀松浜軒
元禄元年（1688）、松井家
4代直之が母崇芳院のた
めに創建した茶庭です。園
内の展示室には茶道を愛
した松井家に代々伝わる
茶道具を展示しています。

シェフおすすめランチ 八代城址も

見学できます！

※イメージ

武蔵が立つ

入館券！

昔を偲ぶ史跡や
歴史の舞台を探訪

遺 探産 訪



❾ ❿

◀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
除外日：12/27〜1/6、2/17　食事：なし

NEW
!!

半日で天草を満喫できるお手軽プラン！

絶景！
天草五橋クルーズ

▲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。

▲天草イルカウォッチング
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。

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！

感動！
天草イルカウォッチング
リゾラテラス天草でたっぷりフリータイム♬

昼食は宮崎牛の

陶板焼を堪能！
※080のコースの

み

3,500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

世界最大級！
阿蘇火口見学と草千里の絶景

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♬

スケジュールスケジュール
やまびこ号〈大分行き〉
熊本駅前（7:49発） 
熊本交通センター（8:00発）
阿蘇くまもと空港（8:46発） 

…  

阿蘇駅前バス停（10:05頃着）

やまびこ号〈大分行き〉
熊本駅前（8:59発） 
熊本交通センター（9:10発）
阿蘇くまもと空港（9:56発） 

…  

阿蘇駅前バス停（11:10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（11:05頃着） 

阿蘇火口線〈阿蘇駅前行き〉
阿蘇山西駅（14:25発） 

…  
阿蘇駅前バス停（14:55頃着） 

阿蘇火口線〈阿蘇駅前行き〉
阿蘇山西駅（12:40発）  

…  
草千里阿蘇火山博物館前（12:45頃着） 

阿蘇火口線〈阿蘇山西駅行き〉
阿蘇駅前バス停（11:45発）  

…  
草千里阿蘇火山博物館前（12:11頃着） 

阿蘇火口線〈阿蘇駅前行き〉
草千里阿蘇火山博物館前（14:30発）  

…  
阿蘇駅前バス停（14:55頃着） 

やまびこ号〈熊本行き〉
阿蘇駅前バス停（16:38発）

… 

阿蘇くまもと空港（17:55頃着）  

熊本交通センター（18:33頃着）
熊本駅前（18:41頃着）

やまびこ号〈熊本行き〉
阿蘇駅前バス停（16:38発）

… 

阿蘇くまもと空港（17:55頃着）  

熊本交通センター（18:33頃着）
熊本駅前（18:41頃着）

到着後フリータイム
　（約1時間35分滞在）
　 西 駅 〜 火 口 駅 間 は 阿 蘇 山 ル ープ

シャトルをご利用ください。上りの
乗車（11:00〜12:00内）のみ優先
乗車パス付きです。

　※15〜20分間隔で運行。上記時間外
　　および下りの乗車は先着順 到着後フリータイム

　（約1時間滞在）
　 西 駅 〜 火 口 駅 間 は 阿 蘇 山 ル ープ

シャトルをご利用ください。上りの
乗車（13:00〜14:00内）のみ優先
乗車パス付きです。

　※15〜20分間隔で運行。上記時間外
　　および下りの乗車は先着順

【草千里】 
　フリータイム（約1時間45分滞在）

【草千里】 
　フリータイム（約1時間滞在）

【道の駅阿蘇】
　フリータイム（約1時間30分滞在）

【道の駅阿蘇】
　フリータイム（約1時間30分滞在）

コース番号

※ 火口周辺では有毒な火山ガスが流れています。特に以下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。その場合は当日阿蘇山西駅内ループシャトル窓口で、大人1,000円、小人500円を返金いたします。

▲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。

▲草千里
阿蘇五岳のひとつ烏帽子岳を背景に緑一面の
大草原が広がる絶景ポイント。中央の池は溜
まった雨水で季節によって大きさが変わります。

012 ゆったり

013 お手軽

除外日：12/27〜1/6、2/17　食事：なし

小学生500円引

4,300円

大人お一人様

道の駅でショッピング！30畳の休憩室も♪

阿蘇火口線〈阿蘇山西駅行き〉
草千里阿蘇火山博物館前（13:11発）  

…  
阿蘇山西駅（13:20頃着） 

阿蘇山を眺め
ながら食べる
濃厚なソフト
クリームは大
人気！！

牧場ごとに食べ比べ！

カリッ！
もちっ！

高千穂峡と
宮崎牛の昼食

専用タクシーでめぐる
パワースポット高千穂

昼食後のフリータイムで高千穂峡観光も♬ 高千穂峡、高千穂神社、天岩戸神社へご案内！

スケジュール スケジュール
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）

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

除外日：12/27〜1/6、14、2/4〜10、17
食事：昼1回付

除外日：12/27〜1/6、14、2/4〜10、17
食事：なし

5,800円
小学生
500円引

大人お一人様

6,800円
小学生
500円引

大人お一人様

※タクシーは相乗りとなります。

◀高千穂峡
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。
※貸しボートの事前予約はできません。

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）

【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）  

専用タクシーで観光
（利用時間14:00〜16:30 約2時間30分）

タクシー（約10分）

コース番号

080
コース番号

110

コース番号

070 午前発

071 午後発

コース番号

030 午前発

031 午後発

スケジュール スケジュール

除外日：12/4、5、11〜13、19、27〜31、
1/4〜6、8〜10、15、16、22、23、29、30、
2/17、19、20、26、27、3/5、6、10、12、13

食事：なし

除外日：12/4、5、11〜13、19、27〜31、
1/4〜6、8〜10、15、16、22、23、29、30、
2/17、19、20、26、27、3/5、6、10、12、13

食事：なし

あ
ま
く
さ
号
時
刻
表

【前島バス停→熊本駅前→熊本交通センター】（帰り）

前島バス停発 熊本駅前発 熊本交通
センター着 前島バス停発 熊本駅前発 熊本交通

センター着

11:52 13:23 13:31 15:52 17:23 17:31

12:52 14:23 14:31 16:44 18:05 18:13

13:44 15:05 15:13 17:52 19:23 19:31

14:52 16:23 16:31 18:52 20:23 20:31

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター
熊本駅前

（時刻表よりお好きな時間にご乗車ください） 

…  
前島バス停
バス停より徒歩2分

バス停まで徒歩2分 
あまくさ号〈熊本行き〉
前島バス停

（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

送迎（約10分）

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター
熊本駅前

（時刻表よりお好きな時間にご乗車ください） 

…  
前島バス停
バス停より徒歩2分

バス停まで徒歩2分 
あまくさ号〈熊本行き〉
前島バス停

（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

動画をC HE C K!

【イルカウォッチング】
　（午前発10:00 午後発15:00
　  約2時間） 

【リゾラテラス天草】 フリータイム

【天草五橋クルーズ】
　（午前発10:20 午後発14:20
　  約30分） 

【リゾラテラス天草】 フリータイム

お手軽コースゆったりコース 幻想的な雰囲気の

神社へご案内！
※110のコース

のみ

大人気！
くまモン
バス！

11,000円
大人

お一人様
小人
同額

131
コース番号

専用タクシーで高森のパワースポットへご案内♬

今話題のパワースポット
上色見熊野座神社と高森殿の杉

樹齢400年以上の

高森殿の杉は縁結びの

スポットとしても有名！

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） 

たかもり号〈熊本行き〉
高森中央バス停（15:30発）  

…

阿蘇くまもと空港（16:37頃着）    
熊本交通センター（17:22頃着）

熊本駅前（17:44頃着）

専用タクシーで観光
（利用時間12:05〜15:00 約3時間）

田楽や地鶏などの昼食（各自負担・手配/約60分） 
【上色見熊野座神社】（約60分滞在）
【高森殿の杉】（約60分滞在）

※2名様より受付いたします。

※たかもり号は座席定員制につき、満席時にはご乗車いただけません。　

か み     し き       み       く ま      の      います    じ ん      じゃ た か     も り    ど ん

【熊本交通センター→熊本駅前→前島バス停】（行き）
熊本交通

センター発 熊本駅前発 前島バス停着 熊本交通
センター発 熊本駅前発 前島バス停着

7:30 7:38 9:04 11:30 11:38 13:04

8:30 8:38 9:56 12:30 12:38 13:56

9:30 9:38 11:04

10:30 10:38 11:56

※ 030のコースは7:30熊本交通センター発
の便にお乗りください。

※ あまくさ号は座席定員制につき、満席時に
はご乗車いただけません。　

雄大な自然を体感
インスタ映え間違いなし！感 動 絶 景



コース番号

お申し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！

受付時間 10：00〜19：00内にお電話でお申し込みください。
係員が案内いたします。

交通渋滞や悪天候等でバスが遅れる場合がございます。

インターネットによるお申し込み

公式サイトの予約フォームにそって
ご入力ください。はじめてのお客様
は会員登録が必要です。

（入会費・年会費無料）

①お申し込み

お申し込み・お問い合わせは

23

26 25 24

1 2 3

6

4

5
8

7

22 21 20 19 18 17 16

9 10 11 12

15 14 13

県民百貨店跡地 交通センター跡地 NTT西日本ビル

NHK

待合所

花畑公園

産交バス
サービス
センター

花畑広場
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■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。

九州産交ツーリズム株式会社旅行企画実施

旅行代金のお支払いはクレジット
カード払いに限ります。
マイページにログインをしてお支
払いください。

②お支払い
※ 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。

④ご出発

運行状況は産交バスポータルサイトにてご確認ください。

電話によるお申し込み

https://www.kyusanko.co.jp/sankobus/unko_ jokyo

産交バス 運行状況 検 索

【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、申し込み書に記入してい
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。

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10月23日
■旅行の申し込み及び契約の成立／申し込み書に記入のうえ、申し込み金を
添えてお申し込みください。電話、ファクシミリによる契約の予約申し込みの
方は、その翌日から3日以内に申し込み書と申し込み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お申し込みをされた
方でクレジットカードによるお支払いの場合は、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。申し込み金は、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、当社が申し込み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。

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／〒860-0806
熊本市中央区花畑町4番3号
太陽生命熊本ビル9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

2,160円
大人

お一人様
小学生

1,080円

国内最大で最後の戦い！今話題の！
田原坂せごどん号
日本最後の内乱「西南戦争」激戦地「田原坂」行きの便利なプランです！

▲熊本市田原坂西南戦争資料館
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）や慰霊塔も建っています。

除外日：11/30　食事：なし

スケジュール
熊本城おもてなし武将隊による

車内音声ガイド付！！

出発日 11/2〜12/28

ご乗車特典！
桜の馬場城彩苑または
道の駅すいかの里うえきで
ご利用いただける

1,000円分の
クーポン付き！
       （小学生500円分）

ランチや

お土産に！

※ 予約受付は前日までとなります。
※ 各乗車場所に引換窓口はございません。
※産交バスサービスセンターでのご入金はできませんので
　予めご了承ください。

（一部コースを除く） 

625 ❶便

626 ❷便

期
間限定！****

田原坂西南戦争資料館（❶11:00発　❷15:20発） 

…  
道の駅すいかの里うえき

（❶11:10頃着　❷15:30頃着） 

【田原坂公園・田原坂西南戦争資料館】
（約60分滞在）

【道の駅すいかの里うえき】（約30分滞在）

田原坂せごどん号〈田原坂行き〉
熊本駅新幹線口（❶9:00発　❷13:20発） 
桜の馬場城彩苑（❶9:15発　❷13:35発） 

…  
田原坂西南戦争資料館（❶10:00頃着　❷14:20頃着） 

田原坂せごどん号〈熊本行き〉
道の駅すいかの里うえき

（❶11:40発　❷16:00発） 

…  
桜の馬場城彩苑（❶12:20頃着　❷16：40頃着）
熊本駅新幹線口（❶12:35頃着　❷16：55頃着）

九州産交旅行センター

TEL.096-300-5535 受付時間／10：00〜19：00

電話によるお申し込み

https://www.kyusanko.co.jp/ryoko
webによるお申し込み


