
熊本発
2019年7月▶9月

ロ バ 夏号

お申し込み・お問い合わせは

産交バス往復乗車券＋温泉・食事などの利用券がセットになったおトクな旅

WEB予約・
決済OK

旅行代金 お一人様

2,000円〜26,000円

毎日出発
※除外日あり
　各コース参照

1名様から
参加OK

※一部コースを除く

前日まで
受付OK

※一部コースを除く

ロバの旅 当パンフレットのほかにも多彩なコースをご用意しています。詳しくはWEBで！で検索

天草イルカウォッチング
選べるナナメ上⤴のランチ
1年を通して遭遇率約98%! イルカに会いに行こう！

除外日：8/9〜8/19、9/15、9/25、9/26　食事：昼1回付

スケジュール

絶景！天草五橋クルーズ
選べるナナメ上⤴のランチ
天草の絶景の中を爽快に駆け巡るクルーズへ！

コース番号

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター
熊本駅前 （時刻表は上記QRコード
よりアクセスしてご確認ください）

…  
前島バス停
バス停より徒歩2分

【天草五橋クルーズ】10：20発（約30分） 
【選べるナナメ上⤴ランチ】フリータイム

あまくさ号〈熊本行き〉
前島バス停 （時刻表は上記QRコー
ドよりアクセスしてご確認ください）

…  

熊本駅前
熊本交通センター

035 海鮮家 福伸
036 リゾラテラス天草

スケジュール
あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター（7：30発）
熊本駅前（7：38発）

… 
前島バス停（9：04頃着）
バス停より徒歩2分

【イルカウォッチング】10：00発（約2時間） 
【選べるナナメ上⤴ランチ】フリータイム

あまくさ号〈熊本行き〉
前島バス停（時刻表は上記QRコードよ
りアクセスしてご確認ください）

…  

熊本駅前
熊本交通センター

コース番号

073 海鮮家 福伸
074 リゾラテラス天草

リゾラテラス天草 
～ピッツァ・マリナーラ ＋ スープセット～　
ナポリピッツァの元祖とも言える
ピッツァとスープのセット

海鮮家 福伸　～ななめ上丼～　
天草産の真鯛と生うにを福伸
特製のたれで。最後はお出汁を
かけて鯛茶漬けとしてもどうぞ。
※ 仕入状況により内容が一部変更になる場合がございます。

スケジュール

客室から釣りが楽しめる宿
豪華伊勢海老会席付 天草渚亭

離れの客室！朝・夕お部屋で寛ぎの時を♬

除外日：8/9〜8/19、9/15
食事：朝・夕1回付

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター（10:30発） 
熊本駅前（10:38発） 

…  
前島バス停（11:56頃着）
バス停より徒歩1分

あまくさ号〈熊本行き〉
前島バス停（10:44発）  

…  
熊本駅前（12:05頃着） 
熊本交通センター（12:13頃着）

前島バス停からホテル送迎（約5分）

ホテル送迎（約5分）

【リゾラテラス天草】
　人気スポットで昼食・買い物（各自）

※3名様1室は2,000円、2名様1室は4,000円追加　※休前日は2,000円追加

コース番号

2-21
お泊まり

【天草渚亭】宿泊

　　　　　　　　　自分で釣っ
た釣りたての魚を食べられます！
うれしい釣り道具・えさサービス付！

※2名様より受付

ココがナナメ上！

4,800円
大人

お一人様
小学生

1,500円引

出発日：土・日・祝のみ
除外日：8/9〜8/19、9/15
食事：昼1回付

天草の人が食べに来るほどの新鮮な旬の海鮮料理♬

▶
南
風
泊

▶
乙
姫
屋

のんびり島旅
猫の島「湯島」

スケジュール
コース番号

032  南風泊
033 乙姫屋

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター（7:30発） 
熊本駅前（7:38発） 

…

さんぱーる（8:55頃着） 
天草四郎観光協会窓口にて受付後、
江樋戸港へ
徒歩約10分 

あまくさ号〈熊本行き〉
さんぱーる（15:01発/16:01発） 

…

熊本駅前（16:23頃着/17:23頃着） 
熊本交通センター（16:31頃着/17:31頃着） 

湯島定期船
江樋戸港（10:00発） 〜湯島港（10：30頃着）

湯島定期船
湯島港（14:00発） 〜江樋戸港（14：30頃着）
徒歩約10分

【湯島】
　のんびり気ままに島を散策
　昼食［あまちゃん食堂乙姫屋
　　　　または南風泊（はえどまり）］
　（約3時間30分滞在）

離島に

　日帰りで行ける！！

湯島上陸記念
プレゼント！

湯島名産
カスミソウグッズ

※湯島定期船の運航判断は当日となり、ご案内は天草四郎観光協会窓口にて行います。
［欠航になった場合］ 天草四郎ミュージアム入館券＋道の駅上天草さんぱーる1,200円分食事券＋600円分
お買物券を窓口にてお渡しします。　　

※イメージ
食材や漁によって
メニューは変更に
なります。

※グッズはイメージです。
　変更になる場合があります。

交通アクセスと食事がセットになった
湯島のプランはロバの旅だけ！

ココがナナメ上！

スケジュールスケジュールスケジュール

 お泊まりバス旅
長崎ゆったりさるく旅

 お泊まりバス旅
長崎の夜景を一望できる宿 矢太樓

 お泊まりバス旅
海風の国・佐世保（佐世保ワシントンホテル）

魅力たっぷりの長崎をゆっくり満喫♬ 世界新三大夜景を一望できる♬ 軍港の歴史漂う雰囲気を感じる旅♬ 

除外日：8/9〜8/19、8/15
食事：朝1回付

除外日：8/7〜8/19、9/15 食事：朝夕1回付除外日：7/25〜7/29、8/9〜8/19、9/14、
9/15、9/21、9/22 食事：朝1回付

10,800円

大人お一人様
小学生
500円引

大人お一人様
小学生

4,000円引14,000円

大人お一人様
小学生
同額

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〈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） 

さいかい号〈佐世保行き〉
西部車庫（7:20発）
熊本駅前（7:34発）  
熊本交通センター（7:46発）    

…

佐世保バスセンター（10:47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） 

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） 

さいかい号〈熊本行き〉
佐世保バスセンター（16:23発）

…

熊本交通センター（19:24頃着） 
熊本駅前（19:36頃着）
西部車庫（19:50頃着） 

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

1日目 フリータイム。各自昼食
【矢太樓】 夕食・宿泊・朝食
2日目 フリータイム。各自昼食

1日目 フリータイム。各自昼食
【佐世保ワシントンホテル】 宿泊・朝食
2日目 フリータイム。各自昼食

※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。※休前日は大人・小学生おひとり様2,000円増 　※小学生はお子様メニューとなります。※休前日はおひとり様1,000円増 ※シングル・ツイン同一料金となります。

※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。

コース番号

2-10
お泊まり

コース番号

2-30
お泊まり

コース番号

2-33
お泊まり

16,500円

※2名様より受付

★ 上天草！！

選べる
ランチ

ココがナナメ上！

天草

※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。

快速あまくさ号で行く
世界　　
文化遺産「天草の﨑津集落」

※�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。※�予約受付は前日までとなります。（一部コースを除く）�

・最少催行人員：1名様（コース№2-21.2-30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㈱、熊本フェリー㈱、島原鉄道㈱　※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。　※熊本交通センターは9月(予定)より熊本桜町バスターミナルに名称が変更となります。

全 コ ー ス 共 通

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。

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
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

運行状況はバスロケーションシステム
「バスきたくまさん」にてご確認ください。

電話によるお申し込み http://www.bus-kuma.jp/

バスきたくまさん 検�索※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わせください。

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：令和元年5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

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

20日前〜8日前に当たる日まで
（日帰りにあたっては10日前） 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

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、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右記の料率で取消料をいただきます。

5,000円
大人

お一人様
小学生

500円引8,300円
大人

お一人様
小学生

500円引20,000円
平日

4名様1室
小学生

10,000円

スケジュール

除外日：7/6、8/9〜8/19、9/15　食事：なし

スケジュール草千里の絶景と
阿蘇神社門前町散歩
門前町の水基めぐりクーポン券がセット♬

除外日：8/9〜8/19、9/15　食事：なし

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（10:05頃着）  
阿蘇火口線〈阿蘇山西駅行き〉
阿蘇駅前（10:35発） 

…

草千里阿蘇火山博物館前（11:01頃着）  

やまびこ号〈熊本行き〉
阿蘇駅前（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）

路線バス〈阿蘇医療センター行き〉
阿蘇駅前（13:58発）  

…

阿蘇神社前（14:17頃着）

路線バス〈阿蘇駅前行き〉
阿蘇神社前（15:47発）  

…

阿蘇駅前（16:07頃着）

阿蘇火口線〈阿蘇駅前行き〉
草千里阿蘇火山博物館前（12:35発） 

…

阿蘇駅前（13:03頃着） 

【道の駅阿蘇】フリータイム（約50分滞在）   

【阿蘇神社・門前町】フリータイム（約1時間30分滞在）   

【草千里】フリータイム（約1時間30分滞在）   

大人
お一人様

小学生
500円引4,300円

大人
お一人様

小学生
500円引

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！

120
コース番号

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター
熊本駅前

（時刻表は上記QRコードより
  アクセスしてご確認ください） 

…

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

（時刻表は上記QRコードより
 アクセスしてご確認ください） 

…

熊本駅前
熊本交通センター

天草ぐるっと周遊バス[ガイド乗車]
（本渡バスセンター 12:50発/17：45着）

4,000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。

014
コース番号

どっちゃん
行く？

■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

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

ご当地グルメの

食べ歩き♪

美しい

白亜の教会

『ナナメ上↗ 上天草』は、天草地域の
斜め上に位置する上天草市が、全てにおいて

「ナナメ上」な取り組みをしていく事を目標とする
観光ブランディングコンセプトです。

上天草でしか体験できない
ナナメ上なプランでお楽しみください。

熊本から に乗って

九州各地の

人気スポットへ直行！

バス

お申し込み時に
お選びください



熊本市
エリア
熊本市
エリア

県北エリア県北エリア

阿蘇エリア阿蘇エリア

宮崎県宮崎県

大分県大分県

福岡県福岡県佐賀県佐賀県

長崎県長崎県

鹿児島県鹿児島県

県央エリア県央エリア

県南エリア県南エリア
天草エリア天草エリア

温泉三昧 九州の名湯を
満喫する旅

知的好奇心を
満たす旅

雄大な自然を
感じる旅

その土地
ならではの
体験をする旅

のんびりと
滞在できる旅

各地の料理を
堪能する旅

遺産探訪

美味三昧

感動絶景 ふれあい
体験

お泊まり

五感で楽しむ！ 路線バスの旅

GO
   GO!

スケジュール

スケジュール

スケジュール

スケジュール

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）

島原温泉「ホテル南風楼」の
温泉＆グルメと水の都 島原散策

西日本最大級の温泉リゾート！
玉名温泉つかさの湯

金栗四三のふるさと
和水町・三加和温泉なごみ乃湯

熊本の奥座敷
植木温泉ややの湯

4,980円
大人

お一人様
小学生

1,500円引

2,800円
大人

お一人様
小学生

1,000円引

3,500円
大人

お一人様
小学生

1,500円引

3,500円
大人

お一人様
小学生

1,500円引

300
コース番号

281
コース番号

173
コース番号

401
コース番号

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♬

源泉掛け流しの温泉と40種類の和洋中ヘルシーバイキング！今話題の「金栗四三ミュージアム」入館券付！

トロトロな美肌の名湯に癒されるやすらぎのひととき♬

除外日：8/9〜8/19、9/15　食事：昼1回付

除外日：毎週水曜、8/9〜8/19、9/15　食事：昼1回付

除外日：8/9〜8/19、9/15　食事：昼1回付

除外日：毎週木曜、8/9〜8/19、8/26、9/15　食事：昼1回付

お手軽バイキングプラン

お手軽プラン

【つかさの湯】
　温泉入浴と湯のバイキング（約5時間滞在）

【金栗四三ミュージアム】
【三加和温泉ふるさと交流センター
 四季彩ダイニング 花菜ゆら】昼食・入浴

【山鹿も観光プラン】
情緒ある山鹿の
豊前街道を散策

（約2時間）

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）

路線バス〈山鹿温泉行き〉
熊本交通センター（8:36発） 

…  
山鹿バスセンター（9:54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）

バス停まで徒歩すぐ
路線バス〈山鹿市役所前行き〉
三加和温泉（13:57発） 

…  
山鹿バスセンター

（14:11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〈南関ターミナル行き〉
山鹿バスセンター（10:04発） 

…  
三加和温泉（10:18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）

 （16：06発）

…

（17:26頃着）

路線バス〈交通センター行き〉
山鹿バスセンター （14:30発） 　 　 　 　 　 　 　   

…

熊本交通センター（15:46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。

※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。

※お食事は大広間又は宴会場でご用意いたします。

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）

タクシー送迎（約5分）

タクシー送迎（約5分）

【植木温泉ややの湯】（約3時間滞在）

スケジュール

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♬ 

除外日：8/9〜8/19、9/15　食事：昼1回付

5,900円
大人

お一人様
小学生
500円引

100
コース番号

九州横断バス3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）

送迎（約5分）

※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。

スケジュール
新鮮な海の幸と庭園露天風呂でのんびり♬ 

除外日：8/9〜8/19、9/15　食事：昼1回付

5,300円
大人

お一人様
小学生
500円引 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）

※お食事はレストランでご用意いたします。
※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。

天草松島
観光ホテル岬亭090

コース番号

スケジュール

日本遺産・豊前街道ぶらり旅
米米惣門ツアーと八千代座見学

2,000円
大人

お一人様
小学生
500円引

5,200円
大人

お一人様
小学生

1,000円引

5,800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
500円引

6,500円
大人

お一人様
小学生
500円引

240
コース番号

薩摩軍の本営が置かれた北岡神社も参拝！

風情ある山鹿の町並みを散策！ショッピングや温泉も♬

除外日：8/9〜8/19、9/15　食事：昼1回付

除外日：毎週木曜、8/9〜8/19、9/15　食事：昼1回付

除外日：8/9〜8/19、9/15　食事：昼1回付

除外日：毎週水曜日、7/7、7/27、7/28、8/3、8/4、8/9〜8/19、
8/25、8/31、9/1、9/7、9/8、9/21、9/29　食事：なし

除外日：7/14、8/9〜8/19、9/15　食事：なし

【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）

【北岡神社参拝】

【八千代座見学】
お買い物券を利用して昼食・ショッピング

【米米惣門ツアー】
【自由散策】

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

路線バス〈山鹿温泉行き〉
熊本駅前（9:16発）
熊本交通センター（9:26発） 

…  
温泉プラザ前（10:29頃着）

バス停まで徒歩約7分
路線バス〈熊本交通センター行き〉
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

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） 

路線バス〈田崎橋行き〉
温泉プラザ前（15:43発） 

…  
熊本交通センター（16:51頃着） 
熊本駅前（16:59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。

スケジュール

除外日：毎週火曜日、8/9〜8/19、9/3〜9/13、9/15　
食事：なし

2,000円
大人

お一人様
小学生
1,000円引

※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。

西南戦争激戦の地
田原坂古戦場を歩く170

コース番号

スケジュール

長崎県観光連盟提供

※端島見学施設使用料各自払い（大人300円/小人150 円）※天
候の状況または船長の判断により上陸できない場合もございま
す。その場合は記念品を贈呈いたします。　※4歳未満のお子様は
ご乗船できません。

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）

バス停より徒歩15分

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） 

【軍艦島上陸クルーズ】 
　長崎港元船桟橋（14:00発）
　高島港（14:40着/15:05発）上陸見学（約30分）
　軍艦島（15:15着/16:30発）上陸見学（約50分）
　高島港（16:40頃着）長崎港元船桟橋（17:20頃着）

乗船手続きまでフリータイム
（約1時間半〜2時間）

歴史遺産の島へガイドの案内付で上陸体験！
220
コース番号 日本を支えた産業遺産

軍艦島上陸クルーズ

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 

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） 

【霊巌洞・五百羅漢】（約3時間滞在）

【島田美術館】（約1時間半滞在）

※ 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。
※ 霊巌堂入場料各自払い（大人200円/小人100円）

宮本武蔵ゆかりの地と
島田美術館
剣豪宮本武蔵の晩年に想いを馳せる…

200
コース番号

スケジュール

高千穂峡と
宮崎牛の昼食080

コース番号

宮崎牛の陶板焼の昼食！昼食後はフリータイム♬

除外日：8/9〜8/19、9/15　食事：昼1回付

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（12:23頃着） 

たかちほ号〈熊本行き〉
高千穂バスセンター（16:57発）  

…

阿蘇くまもと空港（19:11頃着）    
熊本交通センター（19:56頃着）
熊本駅前（20:04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） 

タクシー（約10分）

送迎（約10分）

スケジュール

専用タクシーでめぐる
パワースポット高千穂110

コース番号

高千穂峡、高千穂神社、天岩戸神社へタクシーでご案内！ 

島原の乱の舞台でキリシタンの歴史に思いを馳せる

除外日：8/9〜8/19、9/15　食事：なし

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（12:23頃着）  

たかちほ号〈熊本行き〉
高千穂バスセンター（16:57発）  

…

阿蘇くまもと空港（19:11頃着） 
熊本交通センター（19:56頃着）
熊本駅前（20:04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）

※タクシーは相乗りとなります。

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

※ 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。

スケジュールスケジュール

301
コース番号

路線バス〈熊本港行き〉
熊本交通センター（8：24発）
熊本駅前（8：26発）

…

熊本港フェリーのりば前（9：00頃着）
熊本フェリー
熊本港（9:25発）〜島原港（9:55着）

熊本フェリー
島原港（17:30発）〜熊本港（18:00着）

路線バス〈熊本行き〉
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）

【世界遺産・原城跡】（滞在約55分）
【原城温泉真砂】昼食（滞在約60分）

【有馬キリシタン遺産記念館】（滞在約80分）

世界遺産原城跡と有馬キリシタン遺産記念館
島鉄路線バスで行く

“お米”をテーマに惣門地区
の酒蔵や味噌蔵、麹蔵やお
寺などをガイドと共にめぐ
るまち歩きツアー。地元ガイ
ドならではの心温まるおも
てなしで山鹿の歴史と文化
に触れることができます。

米米惣門ツアー

人吉温泉と
国宝青井阿蘇神社020

コース番号

「清流山水花 あゆの里」鮎里源泉の湯と創作懐石の昼食！ 

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】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

スケジュール

八千代座

明治43年（1910）に建てられた伝
統的な芝居小屋です。昭和63年に
は国の重要文化財に指定されまし
た。現在も多くの公演が行われてお
り、公演が無い日は廻り舞台や奈
落など舞台裏の見学も可能です。

※八千代座「山鹿灯籠踊り」定期公演日は山鹿温泉
　観光協会ホームページにてご確認ください。

① 9:30　②11:00　③13:00　④14:00　⑤15:00
※ご予約時にご希望時間をお知らせください。

米米惣門ツアー（約1時間）



熊本発
2019年7月▶9月

ロ バ 夏号

お申し込み・お問い合わせは

産交バス往復乗車券＋温泉・食事などの利用券がセットになったおトクな旅

WEB予約・
決済OK

旅行代金 お一人様

2,000円〜26,000円

毎日出発
※除外日あり
　各コース参照

1名様から
参加OK

※一部コースを除く

前日まで
受付OK

※一部コースを除く

ロバの旅 当パンフレットのほかにも多彩なコースをご用意しています。詳しくはWEBで！で検索

天草イルカウォッチング
選べるナナメ上⤴のランチ
1年を通して遭遇率約98%! イルカに会いに行こう！

除外日：8/9〜8/19、9/15、9/25、9/26　食事：昼1回付

スケジュール

絶景！天草五橋クルーズ
選べるナナメ上⤴のランチ
天草の絶景の中を爽快に駆け巡るクルーズへ！

コース番号

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター
熊本駅前 （時刻表は上記QRコード
よりアクセスしてご確認ください）

…  
前島バス停
バス停より徒歩2分

【天草五橋クルーズ】10：20発（約30分） 
【選べるナナメ上⤴ランチ】フリータイム

あまくさ号〈熊本行き〉
前島バス停 （時刻表は上記QRコー
ドよりアクセスしてご確認ください）

…  

熊本駅前
熊本交通センター

035 海鮮家 福伸
036 リゾラテラス天草

スケジュール
あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター（7：30発）
熊本駅前（7：38発）

… 
前島バス停（9：04頃着）
バス停より徒歩2分

【イルカウォッチング】10：00発（約2時間） 
【選べるナナメ上⤴ランチ】フリータイム

あまくさ号〈熊本行き〉
前島バス停（時刻表は上記QRコードよ
りアクセスしてご確認ください）

…  

熊本駅前
熊本交通センター

コース番号

073 海鮮家 福伸
074 リゾラテラス天草

リゾラテラス天草 
～ピッツァ・マリナーラ ＋ スープセット～　
ナポリピッツァの元祖とも言える
ピッツァとスープのセット

海鮮家 福伸　～ななめ上丼～　
天草産の真鯛と生うにを福伸
特製のたれで。最後はお出汁を
かけて鯛茶漬けとしてもどうぞ。
※ 仕入状況により内容が一部変更になる場合がございます。

スケジュール

客室から釣りが楽しめる宿
豪華伊勢海老会席付 天草渚亭

離れの客室！朝・夕お部屋で寛ぎの時を♬

除外日：8/9〜8/19、9/15
食事：朝・夕1回付

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター（10:30発） 
熊本駅前（10:38発） 

…  
前島バス停（11:56頃着）
バス停より徒歩1分

あまくさ号〈熊本行き〉
前島バス停（10:44発）  

…  
熊本駅前（12:05頃着） 
熊本交通センター（12:13頃着）

前島バス停からホテル送迎（約5分）

ホテル送迎（約5分）

【リゾラテラス天草】
　人気スポットで昼食・買い物（各自）

※3名様1室は2,000円、2名様1室は4,000円追加　※休前日は2,000円追加

コース番号

2-21
お泊まり

【天草渚亭】宿泊

　　　　　　　　　自分で釣っ
た釣りたての魚を食べられます！
うれしい釣り道具・えさサービス付！

※2名様より受付

ココがナナメ上！

4,800円
大人

お一人様
小学生

1,500円引

出発日：土・日・祝のみ
除外日：8/9〜8/19、9/15
食事：昼1回付

天草の人が食べに来るほどの新鮮な旬の海鮮料理♬

▶
南
風
泊

▶
乙
姫
屋

のんびり島旅
猫の島「湯島」

スケジュール
コース番号

032  南風泊
033 乙姫屋

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター（7:30発） 
熊本駅前（7:38発） 

…

さんぱーる（8:55頃着） 
天草四郎観光協会窓口にて受付後、
江樋戸港へ
徒歩約10分 

あまくさ号〈熊本行き〉
さんぱーる（15:01発/16:01発） 

…

熊本駅前（16:23頃着/17:23頃着） 
熊本交通センター（16:31頃着/17:31頃着） 

湯島定期船
江樋戸港（10:00発） 〜湯島港（10：30頃着）

湯島定期船
湯島港（14:00発） 〜江樋戸港（14：30頃着）
徒歩約10分

【湯島】
　のんびり気ままに島を散策
　昼食［あまちゃん食堂乙姫屋
　　　　または南風泊（はえどまり）］
　（約3時間30分滞在）

離島に

　日帰りで行ける！！

湯島上陸記念
プレゼント！

湯島名産
カスミソウグッズ

※湯島定期船の運航判断は当日となり、ご案内は天草四郎観光協会窓口にて行います。
［欠航になった場合］ 天草四郎ミュージアム入館券＋道の駅上天草さんぱーる1,200円分食事券＋600円分
お買物券を窓口にてお渡しします。　　

※イメージ
食材や漁によって
メニューは変更に
なります。

※グッズはイメージです。
　変更になる場合があります。

交通アクセスと食事がセットになった
湯島のプランはロバの旅だけ！

ココがナナメ上！

スケジュールスケジュールスケジュール

 お泊まりバス旅
長崎ゆったりさるく旅

 お泊まりバス旅
長崎の夜景を一望できる宿 矢太樓

 お泊まりバス旅
海風の国・佐世保（佐世保ワシントンホテル）

魅力たっぷりの長崎をゆっくり満喫♬ 世界新三大夜景を一望できる♬ 軍港の歴史漂う雰囲気を感じる旅♬ 

除外日：8/9〜8/19、8/15
食事：朝1回付

除外日：8/7〜8/19、9/15 食事：朝夕1回付除外日：7/25〜7/29、8/9〜8/19、9/14、
9/15、9/21、9/22 食事：朝1回付

10,800円

大人お一人様
小学生
500円引

大人お一人様
小学生

4,000円引14,000円

大人お一人様
小学生
同額

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〈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） 

さいかい号〈佐世保行き〉
西部車庫（7:20発）
熊本駅前（7:34発）  
熊本交通センター（7:46発）    

…

佐世保バスセンター（10:47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） 

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） 

さいかい号〈熊本行き〉
佐世保バスセンター（16:23発）

…

熊本交通センター（19:24頃着） 
熊本駅前（19:36頃着）
西部車庫（19:50頃着） 

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

1日目 フリータイム。各自昼食
【矢太樓】 夕食・宿泊・朝食
2日目 フリータイム。各自昼食

1日目 フリータイム。各自昼食
【佐世保ワシントンホテル】 宿泊・朝食
2日目 フリータイム。各自昼食

※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。※休前日は大人・小学生おひとり様2,000円増 　※小学生はお子様メニューとなります。※休前日はおひとり様1,000円増 ※シングル・ツイン同一料金となります。

※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。

コース番号

2-10
お泊まり

コース番号

2-30
お泊まり

コース番号

2-33
お泊まり

16,500円

※2名様より受付

★ 上天草！！

選べる
ランチ

ココがナナメ上！

天草

※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。

快速あまくさ号で行く
世界　　
文化遺産「天草の﨑津集落」

※�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。※�予約受付は前日までとなります。（一部コースを除く）�

・最少催行人員：1名様（コース№2-21.2-30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㈱、熊本フェリー㈱、島原鉄道㈱　※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。　※熊本交通センターは9月(予定)より熊本桜町バスターミナルに名称が変更となります。

全 コ ー ス 共 通

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。

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
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

運行状況はバスロケーションシステム
「バスきたくまさん」にてご確認ください。

電話によるお申し込み http://www.bus-kuma.jp/

バスきたくまさん 検�索※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わせください。

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：令和元年5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

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

20日前〜8日前に当たる日まで
（日帰りにあたっては10日前） 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

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、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右記の料率で取消料をいただきます。

5,000円
大人

お一人様
小学生

500円引8,300円
大人

お一人様
小学生

500円引20,000円
平日

4名様1室
小学生

10,000円

スケジュール

除外日：7/6、8/9〜8/19、9/15　食事：なし

スケジュール草千里の絶景と
阿蘇神社門前町散歩
門前町の水基めぐりクーポン券がセット♬

除外日：8/9〜8/19、9/15　食事：なし

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（10:05頃着）  
阿蘇火口線〈阿蘇山西駅行き〉
阿蘇駅前（10:35発） 

…

草千里阿蘇火山博物館前（11:01頃着）  

やまびこ号〈熊本行き〉
阿蘇駅前（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）

路線バス〈阿蘇医療センター行き〉
阿蘇駅前（13:58発）  

…

阿蘇神社前（14:17頃着）

路線バス〈阿蘇駅前行き〉
阿蘇神社前（15:47発）  

…

阿蘇駅前（16:07頃着）

阿蘇火口線〈阿蘇駅前行き〉
草千里阿蘇火山博物館前（12:35発） 

…

阿蘇駅前（13:03頃着） 

【道の駅阿蘇】フリータイム（約50分滞在）   

【阿蘇神社・門前町】フリータイム（約1時間30分滞在）   

【草千里】フリータイム（約1時間30分滞在）   

大人
お一人様

小学生
500円引4,300円

大人
お一人様

小学生
500円引

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！

120
コース番号

あまくさ号〈本渡行き〉
熊本交通センター
熊本駅前

（時刻表は上記QRコードより
  アクセスしてご確認ください） 

…

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

（時刻表は上記QRコードより
 アクセスしてご確認ください） 

…

熊本駅前
熊本交通センター

天草ぐるっと周遊バス[ガイド乗車]
（本渡バスセンター 12:50発/17：45着）

4,000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。

014
コース番号

どっちゃん
行く？

■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

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

ご当地グルメの

食べ歩き♪

美しい

白亜の教会

『ナナメ上↗ 上天草』は、天草地域の
斜め上に位置する上天草市が、全てにおいて

「ナナメ上」な取り組みをしていく事を目標とする
観光ブランディングコンセプトです。

上天草でしか体験できない
ナナメ上なプランでお楽しみください。

熊本から に乗って

九州各地の

人気スポットへ直行！

バス

お申し込み時に
お選びください


