
■行程表 �� 

〔曇 �　　旺：：≡：：：：EaE≡】　高動でス 佳品遥斬鳥栖』新八代一工学≡璧きし宮崎一慧－ホテル（泊） �番 卒 フ‾ ル 雰 照 

空 �　　　　　　　広三：：＝：コ≡ヨEEa ホテルー雷一宮峠一一邸型一新八代一一一「∈棚豊謂‰ 

●最少催行人員／1名〔ホテルにより2名）●お申込金／お一人様旅行代金の20％●添乗員／同行いたしません。
●お申込み／ご出発当日まで受け付け致します。（但し、宿泊施設の満室等によりこ予約出来ない場合があります。）（通信販売イモ

理店販売の場合は受付期限が異なります。）
●6歳以上12歳未満の方は子供代金となります。（6歳未満のお子様は係員にお尋ね下さい。）

■JR各地発着l琵ヨ差額表（博多駅発着基本代金に加減してください。）　※ことも（小学生）は半額

新八代 � � � � � 基本代孟 �1．200円 �500円 �－200円 �－400円 

大人 �新大牟田 �佐　賀 �佐世保 �長　崎 � 

叫＼禽～博多、佐賀一新鳥栖は特急自由席、新飯塚～博多は普通列車となります。

解 剖j � �噸炬・■隠鯛 新鴎酬 �叡矩叡謁 �＝倭婚■日 日研■ 

2名1室 �52 �平休日 �20，000 �20，800 �21，800 

休前日 �20，600 

1名1室 �41 �平休日 �20，600 �21，300 �23，000 

休前日 �21，200 

諾　伸 �払う �上記基本代金より6，000円引き 

怒 箋 ∵‡ �2名1重 �52 �平休日 �8，000 �8，800 �9，800 
休前日 �8，600 

1名1室 �41 �平休日 �8，600 �9，300 �11，000 

休前日 �9．200 

梅郷無 �数怨敵勅令亘誠一芸事 

達一 ■コ �4名1室 �14 �平休日 �19，000 

休前日 �19．500 

3名1宰 ��平休日 �19，200 
休前日 �19，700 

2名1室 ��平休日 �19，700 
休前日 �20，200 

槌闇闇 �主よJ �上記基 �本代蓋より6，000円引き 

－フ／ 亨 �4名1宰 �14 �平休日 �7．000 

休前日 �7，500 

3名1室 ��平休日 �7，200 
休前日 �7，700 

2名1室 ��平休日 �7，700 
休前日 �8，200 

商品No■ � � �� 

■ �リ �レフ工ニッ ��■転変　⊥」 ������E：Ea；コ ��11：00 

。霜蒜チケット　　　　．．庖大人お一人傾1泊2日基本代金（博多駅発眉′旺証閲）漂讐 

認三豊激 増合、ワンドリンクり一房 ‾＼㌦ノ　　惑 ��　竜．≠ 減一一rJけ嶺現 　＃ � �� � � � � �� � 
∋＿攣 �� � � � � 

4名1軍 �14 �平休日 �1 �．600 �19 �700 �2乙400 �25，000 

・．．薫 tr 】 お部屋タイプ 室（4名1室） アクセス R宮崎駅より で15分 覇食 ストランにて でイキング ����休前日 �1 �．700 �22． �00 

仁・ 1 �3名l璽 �53 �平休日 �1 �．600 �20 �700 �23，400 �26，000 
休前日 �2 �，700 �23 �900 

2名1室 ��平休日 �1 �．700 �2 �700 �24，400 �26，600 
休前日 �2 �800 �24 �900 

1名1童 ��平休日 �2 �．900 �27 �000 �29，700 �41，800 
体前日 �2 �000 �29，900 

1豆三【 「よ． ノ三雲‡ 7．′ ㌘ �4名1重 �14 �平休日 �5，600 ��7，700 ��10．400 �13．000 

休前日 � �，700 �10 �700 

3名1重 �53 �平休日 � �600 �8 �700 �11，400 �14，000 
休前日 �8，700 ��1 �900 

2名1冨 ��平休日 �7，700 ��9 �700 �12，400 �14，600 
休前日 �9，800 ��12 �・00 

1名1茎 ��平休日 �1 �，900 �15 �00 �17．700 �29，800 
休前日 �1 �，000 �17 �900 

⊥＋ぶ ��500円引き 

一　　美 ��� 

類

＿＿＿＿．－∴二三

朋搬 ��肯泉 を炒 � ��で伽 �一一′卜1－儲 三才▲正淵還 

2名1室 �52 �平休日 ��17，200 �18，300 

休前日 ��17，700 �18i800 

1名1室 �41 �平休日 ��17，700 �18，800 

休前月 ��18，300 �19，300 

ども伸撃幻 ��上 �己基本代金より6，000円引き 

招 憑 意 アノ 之ノ �2名1室 �52 �平休日 ��5，200 �6，300 休前日 ��5．700 �6，800 

1名1室 �41 �平休日 ��5，700 �6，800 

休前日 ��6，300 �7，300 

E転ⅢaMSGDO2 ��661 �263　宿泊プラン660963 ����3429 

臼＝：ロコ14＝00 6琵遍：ロ11＝00 

大人 �������一人様1泊2日基本代金（博多駅発蠣／旺聖三Bヨ）星位＝円 

L‾毒 十 郡 1ン ノンノナ て亮■： �ヲF D 勿 緑 前予 は 【事 �匿⊇ 画数囲薗 お部屋タイプ アクセス 鞘■幾ノ � ��山一骨 � � � � � � � � � ■鋸 �� �ー′’l 

3名1童 ��73 �平休日 � �．800 �25，400 �30，200 �32，80 �0 �33，900 

l盲ノー，　i ���������休前日 � �，000 �3乙880 

2名1室 ��52 �平休日 � �，900 �26．500 �31，2（】0 �35，40 �0 �36，600 rト∴－1、二、二ノト・叫－■ミ繁1－i 当込 2ゝ享， ′′、 ゝ・－一・一●・－ 儲 篭迩 膠温泉施設中絶良書 等バ…議デイぢ’仙 籍結婚記念日曾山 ��������休前古 � �，000 �33，880 

1名1童 ���平射］ � �．300 �34，900 �39，600 �53，3 �00 �54朋0 

ノン那／ ●朴J ヽ■－‡■ト 武 義葺 ビス 対漫【事 ビス が対象 �������煉前日 � �，400 �4乙200 
藍も（ �� � ����� 

宣 言′ �3名1室 ��73 �平休日 �10，800 ��13，400 �略200 �20， �800 �21，900 

休前日 � �．ODO �20，800 

2名1室 ��52 �宇舶 � �，900 �14，500 �19，200 �23，4 �OD �24，600 

直薄 鼠臓臓沖縄粉乳 渇から鵬もてなし） 11 朋ちらのぶもてな♭） 的瑚 �����体前日 � �．M �21，800 

1名1室 ���平休日 �2 �300 �22，900 �27，600 �41，3 �00 �42，400 

体前日 �2 �400 �30，200 

500円引手 

18′ト10／さ1 1－佗4－－2億 �／l �‖／111儲 

■ポほ＝把力は �� 

4名1室 �14 �平休日 �19，100 � �19．700 
休前日 �20．200 � �20．700 

3名1室 ��平休日 �19．700 � �20．200 
休前日 �20，700 � �21，200 

2名1室 ��平休日 �20，700 � �21，200 
ブ〃 ���韓日 �21，700 � �22，200 

上記塁 �本代金より3名以上1室は7700円引き 

2名1室は6．000円引き 

窃 泌 �4名1室 � �平休日 �7．100 � �7．700 
体前日 �8．200 � �8，700 

3名1重 ��平休日 �7，700 � �8，200 
？ノ ラ と■ノ � �14 �休前日 �8，700 � �9，200 

2名1室 ��平休日 �8，700 � �9．200 
休前日 �9，700 � �10，200 



商品No．■mu ANA r旧宮崎・青 �SG 諸芸 �DO2－661267宿泊フラン66096702065 烈盟ゴンリゾ－ト宮崎臣∃雷 

■．＿　」コ■■ト≡ � �参ハ　ムヒ　チホフ‾ルノ � � � � � � 

大人お一人様1泊2日蔓本代主　　　　　　題■ 

（博多駅発宙／ ���圃 ���）　　　　　　　　　　劉む円 

′　二一…▼・・な去 �＋ ��彿■ 二戸 � � �i表 � �眩葦 l 簿’′‘ �ーr弓 七日把九㍍は 
rLk■ 1▲ 己 ′ � ����� ��箋鍔謬一二． ���怒ヰ　● 

碁＋ ‘望 一子／ ‡∴ �4名1室 �14 ��平休日 �22．200 ��2 �．300 

休前日 �23，800 ��2 �．800 

3名1壷 �73 ��平休日 �23．200 ��2 �，300 
休前日 �24，800 ��25 �800 

2名1垂 ���平休日 �24．300 ��2 �．300 
休前日 �25，800 ��27 �000 

・愚糾摘髄 ���」上記基本代金より3名1室は8，900円引き、 ’｝Ylrr〟】′■1莞‰（4名，室） 　を・アクセス‾ 豊こち嘉≡ 脱文は中華コース �����2名以上1室は6，000円弓 ����き 

七＿房 ′上芸F ブ／ ㌘ �4名1室 �14 ��平休日 �10．200 ��11．300 休前日 �11．800 ��12 �800 

3名1室 �73 ��平休日 �11，200 ��1 �，300 

体前日 �12．800 ��1 �800 

2名1室 ���平休日 �12，300 ��1 �，300 
休前日 �13．800 ��15 �000 

沼野一！▲ザ
宮崎神宮大祭

叶「　宮崎神宮昭の大祭は、親しみを込

≦めて「神武さま（じんむさま）」と

‡：呼ばれています。日向路の秋を

＿蒜完　彩る祭りとして太鼓や獅子、流鏑

馬（やぶさめ）射手などの古風で

荘厳な神社行列が練り歩き、沿道

は多くの観衆で賑わいます。

日時：10月26日（土）～

10月27日旧）

場所：宮崎神宮～橘通～

瀬頭御旅所
お問い合わせ：宮崎神宮
0985－27－4004

椎葉平家まつり
椎葉村に伝わる源氏の那須大

八郎と平家の鶴冨姫の悲恋の

伝説を再現したお祭り。平安時

代を彷彿とさせる騎兵や武者、

そして華麗な平家姫が華を添

えます。

日時：11月8日（金）～10日（日）

場所：椎葉村下福良・上椎葉地区

お問い合わせ：

椎葉平家まつり実行委員会
事務局
0982－67－3203

鱒運輸◎8S03238～39◎3J⑳蔓本　伍巫王D8R（早軌は8（）⑳バウチャー0656

水平線の
花火と音楽4
家畜伝染病。口蹄疫（こうて

いえき）からの復興を支援

する歌手泉谷しげるさんを

中心に、大物アーティストが

多数参加。音楽だけでなく

音楽に合わせて打ち上げる1万発を越える花火も圧巻。今年は花火イ

リュージョンと透し、泣ける花火を演出

日時二10月20日（日）

場所：サンマリーナ宮崎多目的芝広場

お問い合わせ：実行委員会事務局0985－61－8331

西都古墳まつり
初日は古代衣装をまとって都

需神社から西都原へと歩くた

いまつ行列。続いて、御陵墓前

広場で二二ギノミコトとコノハ

ナサクヤヒメをテーマにした舞

を披露する「炎の祭典」。2日目

は奉納行事として郷土芸能や

神楽など。「たいまつ行列」など

は一般参カロも可能です。

日時：11月2日（土）～3日（日）

場所：西都原御陵墓前広場

お問い合わせ：西都市観光協会
0983－41－1557



く蒙もとへ青々っせIl
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蓼臍猿艶意義議

熊本市内定期観光バス

みずめぐりん
『水前寺公卿（水前寺威趣爾）』や、加♯蒲正が＃城捕縄の全てを注ぎ
込んだF熊本城』を巡る熊本市内れ光の蔓本を押さえたコースです，

年前優（約3時間30分）

脚脚踊；岩空ホテル靴㌔一重1み‡遺町筋発l料l筈訝
l

午後優（約3時間30分）

●おとな

3，000円
●ことも　1，500円

罠水前寺公園、熊本城、城監苑（湧々座）の
入場料が含まれます。

：こ　▲二二

寧：】　　　G江：■　　　6江：】　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨：．】　　　　　騨：ロ　　　呼q】

・・一‥…七・…・’‘・iて：こ、で■．‘‘＿　∴■Ⅵ

l予約お問合わせ【産交パス予約センターTELO96－354－4845（年中無休、8・00－19・00〉

※H255日時点の惰確です。変更となる喝合がありますので軍前にお問い合わせください。

東・…、攣［みずあかり］

熊本の魅力を再発見し、「ここに暮らす喜びと、切なさまでも共感
できる市民と地域でありたいという」コンセプトのもと始まりまし

た。約5万4干個の灯りが熊本を彩ります。

1期　　間：平成25年10月12日（土）

午後6時～午後10時まで（予定）

平成25年10月12日（土）

午後6時～午後9時まで（予定）

攣場　　所：熊本城周辺

■問合せ先：みずあかり事務局

096－285－1280

［山鹿風情物語・さくら湯物語】
八千代座で勇壮な山鹿太鼓と優美な山鹿灯籠踊りの競演『山鹿
風情物語』。平日はさくら湯で山鹿灯籠踊りなど彩り溢れる演目『さ

くら湯物語』で山鹿の秋をご堪能下さい。
山鹿風情物語
■期　　間：平成25年10月12日（土）・

13日（日）・19日（土）計3日間

■場　　所：八千代座

さくら譲物語
『期　　間：平成25年10月14日（月・祝）～

18日（金）計5日間

■場　　所：さくら湯研修休憩室

¶問合せ先：山鹿温泉観光協会
0968・伯・2952（9時～18時）



妙円等詣りフェスタ
関ヶ原の戦いの折，敵中突破で帰鹿を果たし
た往時の苦難をしのび、鎧甲に身を固めた勇

壮な武者行列のほか、民俗芸能などが披露さ
れますも

開催　日：10月26日、27日

場　　所：日置市伊集院町徳重神社近辺
問合せ先：日置市役所商工観光課

099－273－2111

か㊥守ばら東り
広さ8ヘクタール、4000種、5万株のばらが

咲き誇るかのやばら園で様々なイベントを

開催。（ローズコンサート・バラグッズコンサ
ートばらの栽培教室他）

開催　日：10月下旬～11月下旬

場　　所：かのやばら園

問合せ先：かのやばら祭り実行委員会
0994t31－1121

おはら寮
鹿児島市の繁華街天文館を中心に行われる
南九州最大のお祭り。総踊りに加え、ダンス、
マーチング、伝統芸能の披露もあり2万人を

超える踊り手が秋の鹿児島を盛り上げますも

開　催　日：11月2日、3日

場　　所：鹿児島市金生町ほか
問合せ先：鹿児島市総合案内コールセンター

099－808－3333

旅行条件のご案内
この旅行は、西鉄旅行株式会社（以下「当社」と云う）が企画募集し実施する企画旅行で、お冨接は当社と岨旅行契約（以下「旅行契約」と云う）を
鋸する啓になります．当社はお宅頂が当社の定める旅行日程に経って運送箭白機関その他の旅行サービスを受ける事ができる榛に手配し、旅程管理
をする夢を弓lき受けます。

旅行契約の内冒条件は、苗コース巧に明示している条件の他、下E己条件及び当社の旅行鋸嬬別こよりま了も当社旅行紺をご希望の方は当社にご消
求下さしヽ

オススメ二次アクセス

ノ′00000
離島市内の主なスポットへは市電が便紺

崗一望等歪瑠0い湖

竃讐宗達≡0遠国
正巳10000000、0、00、0、Pa008、00■

脱匿町0

高見嶺0

【正正ヨ000000

三三…　……声

‖24．】2．沌兇畠洞は柑0耶摘えれた。

観光レトロ電車「かごでん」運行開始
方凱1合わせ先■岳児島服浪合企轟讃花LO99・257・2111

1　旅行の■込み及び膿行R約の成立

（1）所定の申込壬に所定印1日を記入の上、申込金を涛えてお申込み下言い。申込金はr庁詫行代金」「取消料」「違約料」それぞれの一郎又は全部として取扱い
ます。

（2）電音岩等の適侶手【射こてこ予約の場合、当社が予約を承諾した白の翌日から珪持して3日以内に申込藍の提出と申込金のお支払いが必要で‾れ
（3）お等桟との旅行契約は、当社がこ予約を承諾し申込金の受韓をもって契約の成立となりま‾禿
（4）申込金（おひとり棲）はコース毎に喜己鍼した金額又は旅行代会の20％相当顎（但し百円禾謁は切り捨て）となります。

（1）旅行代壷は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる目前までにお支払い下さい凸
（2）旅行代金は、各コース宴引こ記載していますここ出発日とご利用人艶（入室条件）でご確認下さい。
（3）コース敬二手引こ注釈がない場合、旅行出発日現在満12歳以上は大人代金、濡6歳以上（航空機利用コースは3歳以上）12歳未満の方は、ことも代金に

なります．
（4）こ予約人知に変亘巨が生じた場合は、係る入墨人芸文条件の旅行代金に変更させて敲きます。
（例大人4名でご予約の内、大人1名の減口が生じた土語合は、大人3名人重昭の旅行代金適用になります。）

（1）旅行日程に開示した交通親閲の運埴料金、宿泊料金、食事料金、観光料金、消費帯之、その他が含まれま‾れ
（2）旅行代金に含まれる頻用の内、運送機関の利用等鮫は特に注雛がない限りエコノミークラス利用となります。
（3）旅行日程に開示した以外の交通書、覿食翼及び観光膏、個人的な飲食貴通借賃、サー1ごス料、跨用個寒利用追加代金、希望者のみが参加するオプ

ショナルツアー代金は旅行代金には含まれません。

生じた場合、契約内容を変更する薄があります。またその変更に伴い旅行代金を変更する率があります。
（2）著しい経済情勢の変動により通常予想される蜃皇慶を大幅に越えて利用する運送機間の運賃料金の改定があった場合は、旅行代壷を変更する坪があ
りま‾れ増額の場合は旅行閻地目の前日から造田してさかのぼって15日副こ当たる日より前に通知します。
（3）（お等様の交替）お容積は当社の承拓を得て所定の手紅料をお支払範く三別こより、交哲する野ができま‾茄

（1〉お客様のこ都合で旅行契約を解隙される場合は下巨己の取消料をお支払覿きま‾れお取消しの理絵は、旅行の申し込みを受けた阪ヂ喜店の冒某時間内に
のみお受けします。

（2）当社の貪任とならないローンの手続き上の事由による取消しの場合も下記取消料を戴きます。
（3）下巨己の甥合は、取消料は載苫ません。
①当社によって横行契約内字引こ以下に例示する塾璽な変更が行われた時。（a）旅行開始日又は終了日の変更。（b）観光地、観光施設、その他の目
門地の変更。（C）運送格間の種沼又は運送会社の変更。（d）運送機関の帽き僑及び等絞」のより低いものへの変延。（e）宿泊碓冨豊の変更。（f）招′白施
青史の需室の種頴設備景観の変更。
②上記4－（2）の規定に蓑つき旅行代金が旧領された場合。③当寺土が確定日程宗を表記の日までに交付しない上羨合。④当社の責に帰すべき郡由により、
当初の旅行日程通りの冥餞が不可能となったF寺。

●JRプランの場合

●宿泊プランの場合

6当社によも蛇行契抱の蠣蜂
次のlt合、当社は施行契約を解除する蓼があります。（一群例示）
（1）旅行代金が所定期日までに支払われない場合。当社は当豆安納日の翌日に於いてお寒機が旅行契約を船隠されたものとし、上配当詳解牒眉の取
消科を止的料として艶きます。
（2）蓼加】巷が■少遂行人員（ハンフレット重己厳の人Å）に満たない場合。この場合は、旅行開始日の罰巳から慮己書してさかのぼって13日目に当たる
日より前に通知します。
（3）申込み条件の不適合及び僑気、団儲行動への支障その他の理由lこより旅行の円滑な粟泡が不可能な田。

矧◎眉蘭旅行盛笠晋宣誓岩鼻ポ⊃ド憬旺韻
（観光庁長官登録旅行某窮579号）福岡市中央区桑慌3丁目16－26一段社団法人日本旅行業協会正会員

※下記のご案内は、旅行業法第12集の4による取引条件説明義及び同法第12条の5に定める契約ヰ面の一部になり‾托

サービスの妃供を≦到プるための手島禿きほお害榛ご白葺で行っていただきま‾先
（2）現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が異相を行わない区間において、悪天候執こよってサービス内容の空延を必要とする邸由が生じた場
合における代臼サービスの手配及び必要な手続きは、お害横こ自負で行っていただきます。

当社の】■任及びお暮糟の大任
（1〉当社は当社又は手配代行者がお苫懐に操宮を与えた昭は指笛を摺償致します。（お荷物に簡保する指傭闇産額は15万円）但し天災地変、運送宿
泊機関の事故若しくは火災、運送借間の遅延、不通又はこれらの為に生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、伝染病による恥、自由行動中の琴
故、畠中巧、盗腰などの1葛合はその重任を負いません。

（2）当社はお容僕の紋葱又は過失、法令告しくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被った場合はお苔棟から頬害の賠償を申し受けます。

＝ヨ内旅行揮琶保険加入のおすすめ】上記補償では、操宰治原等については充分な補償がありません。安心して旅行をして敷く為に、別送［任憲
保頗］を捌けられる臓点蘭戒〉します。　★★当社にて取扱いができます。詳細については係員にお尋ねください。★★

5％に相当する額の変更補償金を支払います。但し1旅行契幻について支払われる変更補償金の糊は旅行代金の15％を限度とします。又1旅行契約について

の変更補償金の額が千円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の策定基礎となる旅行代金とは、追加代金を含めた代金額です。

窃是本部間品企画部みちくさセンター（092）524－3551です。

（2）天災地変、気象条件（台風挿習大雨など）、軍故などの影響で運送機関の遅延不通により生じる代哲運送交通費の悪司延泊宿泊貴食事代な
どの旅行代金に含まれない三台乗用はお苫様の負担となります。
（3）当社はいかなる場合でも、旅行の円実応は致しません。
（4）本旅行条件は、平成25年8月1日現在を基準日としておりま‾先

●当社及び下已己rg振売店」欄昌己載の塁匪旅行農畜は、旅行申込の隈に謹出された申込雷に貢己範された個人Ⅷ苛について、お箸様との連鵜のために利用させ

ていただくほかお宮榛がお申し込みし、ただいた横行において運送宿／白観閲等の提供するサービスの手配及びそれらサ【ビスの受諸手続に必要な艶図
円で利用させていただきます。その他＝）毒手土及び会言土と提携する企茶の商品やその他、キャンペーンのご寅内。（2）旅行参加後のご愚見やご坦腰の提供の

お照い。（3）アンケートのお願い。（4）特典サービスの提供。（5）統喜†賃料の作成。にお客様の個人惰朝を利用させていたたくことがありま‾先

●当記は旅行先でのお宮棟のショッピング等の健三のため、当寺土の懐石了‾るお容積の個人データをデューティーフリーシヨツバースなどの土産店に提供す

ることがありますbこの1葛合、お嘗様の氏名、措果される航空便名を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、提供の停止を

●お申込み・お問い合わせは

受託販売

」旅行掌稀取扱書遷書とは、お客様の取扱う苫糞所での取引に関する責任者でもこの旅行契約にFIL、担当畜からの説明にご不明　r
】な点があれば、ご遠慮なく上記の取韻管理者にお■ね下さい白　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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