
■行程表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島中央駅途中下車可（有人改札口利用） �� 

■召 �牒温慧璽塾悪評帽中央軍脚宮恩ホテル（泊） �匡】 

含 �ホテル恩脚宮塁雌中央鞄三豊冤題鋪 �匝】 

●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ご予約出来ない場
合があります。）（通信販売・代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。）

博多駅→往復とも九州新幹線利用
（鹿児島中央駅経由）

〈片道〉肥薩線人吉・吉松経由九州横断特急熊本乗操
〈片道〉九州新幹線利用

基本旅行代金に含まれます。 下記アレンジプラン差額表をご覧下さい。

三もi荘：湖晰】吊i≒包皮声調■乗車日へ一スでそれぞれ加減して下さい。 

〆血．－、＿　小倉発‥‥‥t…玉｝アレンジプラン⑳基本プラン 

ギし例葦芳ンジ／－7。。。＋愕／3。。。＝「融攣盃諌 

霧島神宮駅に行く前に鹿児島市内に立ちよって観光もできますと（往復可）

（ご注書け鹿児島中央駅では有人改札口をご利用下さい。自動改札機は通れません。

l塾番声諦めJR各地発着lヨヨ差額表（博多駅発着基本代金に加減してください。）※ことも（小学生）は半蘭

扇島 ⊂∃∈∈⊃ �福岡市内 �北九州市内 �新飯塚 �新鳥栖 �久留米 �新大牟田 基本代金 �300円 �400円 �差額なし �－200円 �－800円 

筑後船小屋 �佐　賀 �佐世保 �長　崎 �新　本 �水前寺新水前寺 

※小倉～博多、佐賀～新鳥栖は特急自由席、新飯塚～博多、水前寺・新水前寺一熊本は普通列車となります。
群小含～博多問でみずほ・山陽九州直通さくら（さくら451、458、5（氾番台）をご利用の場合、上記羞組頭の北九州市内発着

の差電熱こ基本プランは2，600円（片道）の追加、アレンジプランはアレンジプラン差額表に3，400円（片道）の追加となります。

l矛踊診）JR各地発着l証ヨ差額表（博多駅発着基本代金に加減してくだ恥）※ことも（小学生）は半転

⊂∃∈∈⊃ l �福岡市内 �北九州市内 �新飯塚 �新鳥栖l久留米 ��新大牟田 

－1．400円 �－700円 �－1．100円 �－2，200円 ��－3．000円 

筑後船小屋 �佐　賀 �佐世保 �長　崎 �熊本・水前寺・新水前寺 

－2，500円 �－1，600円 �－900円 �－1，000円 �－4，100円 

E瑚MSGDO2－66028803301 　　　　　　■■ �� � �棚　川　M　Eヨ辺コ16＝00 

17、－　大人お一人様1泊2日基本代金（博多駅発■／匹≡匠ヨ召）染阻円 

プ4二＿ ▼「11■■■■■■■■■■■■■■■■【 ��一 ��あ矛 妻炒 � �‘摘録■■恒可峻拒㊥ iL東！たこ敦：′急萱j 

賢攣 一l 十 �お部屋タイプ 和洋塞 くアクセス 雲JR精義神宮駅より車で約 JR藤島神宮駅より。 
塾 二 茅 �3名1室 �23 �平休日 �26，300 

休前日 �28，400 

2名1壷 ��平休日 �27，400 
怖前日 �29，500 

箪挙海 相嗜勤 ��　上盲己基本代金より 3名1室以上は11，000円引き 2名1重は8，500円引き 

浪 栂‾・ �3名1室 �23 �平休日 �9．300 
休前巳 �11，400 

欒l■．讐肝醐 　1㌧鞘暮 【・淡と媒正規琵緊要；2らさくら－ ���2名1室 ��平休日 �10，400 

休前日 �12．500 

大人お一人様1泊2日塁本代孟（博多節発着作附引）単位円

il薫｝ �� �臓～lrl／訓 

基． 之 診 �4名1書 �14 �平休日 �27 �800 �28，700 

怖前日 �29 �800 �30．800 

3名1宣 ��平休日 �28 �800 �29，800 
休前日 �30 �800 �31，800 

2名1室 ��平休日 �30 �400 �31，300 
体前日 �33 �000 �34，000 

1名1室 ��平体巳 �37 �600 �38，600 
休前日 �40 �000 �41，200 

碩竜一 � �上記塁本代孟よ ��J3名1室以上は10，800円引き、 

籠 ′濃■ ．が′ �4名1室 �14 �平休日 �10，800 ��11，700 

体前日 �12 �800 �13，800 

3名1室 ��平休日 �11 �800 �12，800 
体前日 �13 �800 �14，800 

2名1重 ��平休日 �13，400 ��14．300 
休前日 �16，000 ��17，000 

1名1室 ��平休日 �20 �，600 �21．600 
休前E �23 �．000 �24．200 

語法芸欝間琵琶誓蹴邑短児）1・050円（税込掴払い）

幕も濃泉駅　轡

堰）ホテル葦擢亭

也新川濃泉

えびの高市

韓国岳

▲

大浪池　新燃岳

紳山ノL

澤島国牒ホ諸①鮎ホテル

驚漂聾＿i島盛事霧島

◎　打軸神宮
さくらさくら

温泉

高千穂峰

▲　　　御地

リ磨き葺毒 �1リ・　跳品‡莞冠∃喜…33 

お部屋タイプ和洋室　　　　　　　　大人お一人様1泊2日基本代金（博多駅発隠／ ��������園） ��毘位：円 

頼‾i、レストランにて和洋バイキング ■田■部屋食にて深山会席 �� ��急触 � � � �‡十十 � �ご⊥iLI ・‡ �ぷ 

毒．カ モ堅＿ ■訝 �5名1室 �26 �平休日 �24．400 �24．900 �26 �00 �29，000 �37，300 

休前日 �25t900 �27，000 �2 �00 

巨 、雷雲慧一細・償聖二競扇百号は：鋸沌・：芝∴ ���4名1墓 ��平休日 �24．400 �24、900 �2 �00 ��38，200 
体前日 �25．900 �27，000 �2 �00 

3名1室 ��平休日 �24．900 �26．000 �27 �00 �30．200 �39，300 
休前日 �27．000 �28．000 �2 �00 

＿‘濾ご＝ 忘溢遠望ヨ 、、■∴寵機‾攣■琴 �▼－i f・ト �多 �2名1室 � �平休日 �25．900 �27．000 �2 �．000 �31．200 �41，500 

休前日 �28．000 �29．000 �3 �．000 

1名1垂 ��平休日 �31．000 �32．200 �3 �．000 �　／ �　／ 
休前日 �33．200 �34．000 �3 �．200 

港 － メ 埴て こ �5名1室 �26 �平休日 �7．400 �7．900 �9．000 ��12，000 �20，300 

休前日 �8，900 �10．000 �1 �000 

4名1室 ��平休日 �7，400 �7．900 �9 �00 ��21，200 
休前日 �8．900 �10．000 �1 �．000 

・．～ゝご撒、・ ���3名1室 ��平休日 �7，900 �9，000 �1 �00 �13，200 �22，300 
■　r篭■′　‾　′く′穐rこ、‥ �����休前日 �10．000 �11．000 �12 �00 

」．　　　　　　笥 ���2名1室 ��平休日 �8．900 �10．000 �1 �00 �14，200 �24，500 

体前日 �11，000 �1乙000 �1 �．000 
h■　　　　　　　】二包－ノ ���1名1室 ��平休日 �14．000 �15．200 �16 �00 �　／ �　／ 

休前日 �16．200 �17．000 �1 �．200 

′ご尾野 �� 

｛ ��∋さ：劉 � �■手相J智毒＝ゴ‾モ檀増穆 �了鳩汐蘭 �登■惑 
板垣雪象橿猿 �勘溺霞濫蜃 

基． 甘 茅 �4名1室 �15 �平休日 �31，500 �34，000 

休前日 �33．200 �35．000 

3名1室 ��平休日 �32，600 �35，000 
休前日 �34，200 �＿37，000 

2名1室 ��平休日 �34，600 �36，000 
休前日 �36，200 �38，000 

喜庭：払（ � � �� 

ポ 塩… ～n！ �4名1室 �15 �平休日 �14，500 �17，000 
休前日 �16，200 �18，000 

3名1童 ��平休日 �15．600 �18，000 
休前日 �17，200 �20，000 

2名1室 ��平休日 �17，600 �19，000 
休前日 �19，200 �21．000 

蔓り � �，【惚詔装㌫ �慢吾鵠鳩遜 

，刃 �4・5名1室 �15 �平休日 �25．900 �27，000 

休前日 �28．000 �29，000 

3名1竃 ��平休日 �27．000 �28，000 
休前日 �29，000 �30，000 

2名1童 �52 �平休日 �28，000 �29．000 

、；ク ���休前日 �30，000 �31，000 
1名1重 ��平休日 �33，200 �34．000 

体前日 �35，200 �36．200 

芸忠治一滴 �′ �上記塁 � 

曇． �4・5名1電 �15 �平休日 �8，900 �10．000 

休前日 �11，000 �12．000 

3名1室 ��平休日 �10，000 �11．000 
休前日 �12．000 �13，000 

絹で． ＿r▲こ �2名1室 �52 �平休日 �11．000 �12，000 

休前日 �13．000 �14，000 

1名1室 ��平体眉 �16，200 �17．000 
休前日 �18．200 �19，200 
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闇芯岩DO2－663401028 
一　　　　一一　区歪Ⅱ■1400 

」L �����11：00 

七色r好‘拶参診＼ ������� 

アクセス‾JR熊本駅より章で約10分 ．…蛸　韻蒜壷推。 

吾 妻 賢二rL‾・ ．雲こ．≡髪三言＿．】ミ � ��三．ノ； � � � � �’′第 1して 

姦 ■才 要 �2名唱 �52 �平休日 �14，100 ��14，600 �匡000 

体罰日 �15，300 ��15，600 

2名唱 （無事朋） �5 �平体白 �16，900 ��略000 �匝600 

桐娼 �1 �，500 �19．0（〉0 

1名1室 �41 �平休日 �1 �，800 �15，400 �い7・000 
休前日 �1 �．600 �15，900 

棚肇 ��上記基本代金より 3，000円引き 叩 

2名1董 �52 �平休日 �8，100 ��8，600 �11，000 
体前日 �9 �300 �9，600 

1 ��2名1雪 銅珊 �5 �平休日 �1 �．900 �12，000 �14，600 

t益＿ ＋▲＋ ∫客室の－脚 �■さ≡ ���体罰日 �12 �500 �13，000 

1名1室 �41 �平休日 � �800 �9，400 �11，000 
併託8 � �680 �9，900 

プラン（レストランにて和食または洋会） 

l≡ⅦMSGDO2－6634 �04　03858 ����8　　　■ 

声ストホテノ � �ピ’r　t■ ���E匝］14：00 J ����⊆型11：00 

‾　1　アクセスJR熊本駅よ。章で約5分 

揖≡≡摘　j需謡 ����横 着／ �1泊2日基本代金 l旺蛋≡宝玉喜≡田）聖位＝円 

宮㍉∬言． ¢＿■顔如■、． ．芋、・訂 � �＃ 】 望 �2名1室 �52 �平休日 �9．400 
休前日 �10，500 

2名1重 （セミダプル） �68 �平体白 �8，900 

体前日 �10，000 

1名1璽 �41 �平休日 �10，500 
杯前日 �11，500 

上喜己基本代金より 3，000円引き 

q ��烏 ぢ・ �2名1室 �52 �平休日 �3，400 

休前日 �4，500 

2名1室 （セミダブル） �68 �平休日 �2．900 

体育T日 �4，000 

1名1室 �41 �平休日 �4，500 

体育コ日 �5．500 

800円追加 

商品No■Ⅳ椚椚肥l �フ　GA14∩只 �� ����� 

－【ハ「け 

▲■l � �� 

Jl　■ �ノノL」■1 ��国正ロ11＝00 

よこ、．　■‾‾‾－ �∴1哲 払‘三十喘’ ∵バ ★十十 �大人お一人様1泊2日基本代金 （博多駅光義／旺正；E正l司）塁位・円 

ノー：ニー 吸∵ ・町Wm－二 、二【・ 二七蔓 JL �l L 壕・・・： ＝表些ヨ して■■T：：■ ー▲、 �藍　此 ��J � � �� �� 

基 苫 三㌧′ 影 �3名1室 �52 �平休日 �1 �000 �12 �600 �14，200 

休前日 �1 �200 �13 �600 

2名1室 ��甲良∃ �1 �200 �13 �，600 �15．300 
侍㌫月 �1 �00 �14 �，700 

1名1室 �41 �平休日 �1 �700 �15 �200 �16，800 
休前日 �1 �780 �16 �，200 

毒針も ��上吾己基本代金より 3，000円引き 

た 藁弓 ▲正． �3名1窒 �52 �平杯白 �6000166001 
仔抗日 �7． �0 �7 �600 �8，200 

2名1茎 ��平何日 �7， �00 �7 �600 �亘300 
俸訂8 �8． �00 �8 �700 

1名1室 � �平休日 � �00 �9 �200 �rlO，800 
惇蒼7日 �9． �0 �10 �200 

こ変更可） 

■行程表 ��∴ 

tl �佐諾諾賢長崎；萱慧慧彗】恥憲一ホテル（泊） �告 卒 フ■ ル 蓉 照 

澄 �ホテル雷栴　■麒－■三　慧慧　璽：：≡　票洗崎 

●辰少催行人員／1名　●お申込金／お一人様旅行代金の20％　●添乗昆／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ご予約出来ない場合があります。）（通信販売代理店販売の場合は受付期間が
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Ll。）

●JR各地発着旺ヨ差論表（博多駅先帝基本代金に加減してください。）　※ことも（小学生）は相

古賀本 � � � � � � 基本代金 �700円 �500円 �400円 �－700円 �－1．400円 

大人 �佐　賀 �佐世保 �長　崎 �大　分 �別　府 �鹿児島中央 

200円 �1．500円 芹軒家～博多は靴 �1．800円 ⊥なります。 �1　　　　4．000円 ��2，400円】 

捌順か弧鰯九州直通みずほさくら（紆下郡請のさくら4控．棚、411、41諦含む）を却周の頃合、上甜1途責の小倉発欄記ヨⅡ円（片卦の劫虻なります。

ⅧMSGDO2＿663402 ��� �05964　　　　　．－■ご囁 

、尉 ��了J剥ぎが ���l �E：匹辺■15：00 E琵遍ヨ】10＝00 

円 

仁アクセス・JR熊 ����プル・ツイン大細 目塁本代金 経朝食無料サービス・・・ ltl■亡父わくti■ll 

憲．．旨≡・謀鱒二 ���▲（博多駅発眉／指装ヨ譜童 
ー～ ��� �� � 

〉 �� � �2名1室 j �52 � �11，500 ウエルカム一汁 コーヒー＿＿＿ 『＋「 
品 詞目名1重 苦 �41 � �12，200 

王達＝もー �� �上記基本代金より 3，000円引き くと：・－l｝l＝ 鋤登望須 �� 

‾一事ヽ アイ　ヽト一一、一一、 ��� � �52 � �5，500 

憲2名1室 【 

さ目名1睾 �41 � �6，200 

！商品No．■爪柑¶甜忙l �02－663 �3405 �5（基 �基本）66 �63 �3406（早劉） �� � 

虚血聾■石万 �王－オ � � �堅伽－〔垂盛変更］14 �������00 
l騨′’’ � �■ � �J 

ま、TT園芸蔓整1分 
通電：円 

習讐、■～鶉▼機ナ良， 休刊脈除く）皇∵…∴＿払＿と＿J点壱 L一：：：▲上野 琶≡聖霊盛 で㌫妄‾雪議．． 言二軍 二・一彗・二一 ��雷 、r l �， �� � � � �� 

j つ蒙 �3名1室 �53 �平休日 �11，800 �1乙900 ��14，500 

休航日 �12，900 �1 �000 

2亀1軍 ��平係白 �12，900 �1 �000 �15，600 
休前日 �14，000 �15 �00 

1名1室 �41 �字体日 �14，000 �15 �00 �16，600 
休茹ヨ �15，000 �1 �00 

） �上巨己基本代金より 3，000円引き 

l リえl �3名丁重 �5 �平休日 �5．800 �6，900 ��8，500 

林だ日 �6，900 � �00 

2名1富 ��平休日 �6，900 � �00 �9，600 
休前日 �8，000 � �00 

1名1室 �41 �平休日 �8，000 � �00 �10，600 
体罰白 �9．000 �10，000 

’…雲l抄 ��＝コ箭 �匡遜頭500円引き 

転：転田MSGDO2－663403 ��� �04043　m 

クイン �●　● 

J �1 �E迄躍遍11＝00 

お部屋タイプダブルツイン　■天大綱 
伝＝　ァクセス　市電「宇島町」よ。徒歩2分 

ui窒訂三悪 ���、一人　目　2 

（博多駅発 �� ���験）　塑位＝円 

1‾彗 ‾二【 刃’一一‾一 雄 l E】 りl 克バ ′＿r－1 �，■・き 謂軒囁 いき．三巨 】軒掟’ u嘉一 等■．′． �∫■舘卜二 1†‡ きi ∴ぷ ∴建′渦 � ��三r・ � �鍵 ・王ら �とり �岬 � 

√－ i曇 �2名1室 �52 �平休日 �1 �000 �14，600 

休前日 �1 �，500 

2名1室 （ダブル） �66 �平休日 �1 �，900 �13．600 

休前日 �12 �400 

茅 �1亀1室 ��平休日 �1 �，500 �15，200 筒前日 �1 �，000 

上記基本代金より 3，000円引き 

震 ノ；く 緩l �2名1夏 �52 �平休日 �7，000 ��8，600 

休前日 �7，500 

2名1璽 （ダブル） �66 �平休日 �5， �00 �7，600 

休前日 �6． �00 

1名1玉 ��平休日 �7， �00 �9，200 
体前日 �8 �DO 

転剋MSGDO2－66 �泄Il〟田 

井かデ媚 �’捌励監表笥 
‾’騨ポ ーー乞＿ 圭≡…：1≒＝∵‾■‥fノバ �宙お賢覧三プ霊 ＿喫煙．＿【 鱒照準■…大人あー人様1泊2 �����ル・ツイン 本駅より車で5分 日基本代金 

転結′言竜 敬f・El i琵1 ．－、一一、上ヨ 八．恩‥腹＿ ＿■‾▼－：室の■伊 � �　さ、・1三 四 �� ��柑／ト10／17 

二等 ≒i ← の－伊・ � �2名1室 �52 �平休日 �11，000 

休前日 �12，000 

1名1室 �41 �平休日 �12，600 

休前日 �13，600 

上喜己基本代金より 3000円引き 

恵 �2名1室 �52 �平休日 �5，000 休前己 �6，000 

1名1室 �41 �平休日 �6，600 

休前日 �7，600 

1，000円追加 

園（レストランにてパ．キング， 



■ �行程表i珊本駅で遠中下牽可 � �� 

1 �各設定駅　一一一一 � �一・一一熊本■it二こ■”‘∫iざ＝－■MEモ＝川代“‘一宮地慧ホテル（泊） �回 
佐賀催せ保・長崎】＝占査」：■：：新鳥栖 

ホテル　慧穿　馳【旺】脈拍一重】迂慧慧≡佐翫語法 ���画 

●最少催行人員／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／こ出発当日まで受け付け致します。（但し、宿泊施設
の満室等によりご予約出来ない場合があります。）（通信販売・代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。）●「あそば－い」のパノラマシート、白いくろちゃんシートは片道お
とな200円ことも100円の追加でこ利用頂けます。ご希望のお客様は係員にお申し付け下さい。
【重要なご黒内（平成25年2月現在）】平成24年7月に発生いたしました九州北部粟雨の彩管により、笠肥本矧こ一部不通区間が発生しております。同区間の利用
列車等詳矧こつきましては係員にお尋ねください。

tJR各地発着巨ヨヨ差騒表（博多駅発着塁本代金に加瀬してください。）　※ことも（小学生）は半額

」　左A＿＿」 �博　多 �北九州市内 �新飯塚 � ��新大牟田 

基本代金 �700円 �400円 �－600円 ��－1，200円 

佐　賀 �佐世保 �長　崎 �鹿児島中央 �大　分 �別　府 

－200円 �1，100円 �1，700円 �900円 �－2，100円 �－2．000円 

＊小白黒埼～博多、佐賀～新島栢間は特急自由席、新飯塚～博多は普選列黎となります。＊鹿児島中央からは九沖l新和利用（照本での乗り換え）

となります。刈＼怨から山泊九州直通みずほ・さくら（新下院駅発茄のさくら402，404、411、413を含む）をご利用の犠合、上記代金表の小台発缶
の差該に3．400円（片道）の追加となります。

・⊇▼孟・MSGDO2－66047 �1言l■■■l �02115 �� � �－■ 

転』適〕威 望少 ����嘲謳虚監謡 

ド∠云遍完激 � �…州へ仙－…肌冊〝血相■■rl大人お一人様1泊2日塁本代金（博多駅莞愚／昭l旭位＝円 

薫攣■・．＿一一，＿ ▲＋丘 ．＿．＿三二 ・＿＿ヨF三．三 も。…三▲■1■〇・寧望風呂鱒ご傍 � �　圭 t‡ �、X �� � � �■；1宇 � 5・6名憎 �1F �平体目 �14．900 �16，000 �20，300 
休前日 �17．000 �18，000 

4名1軍 �14 84 1F �年節目 �16．000 �17，000 �21，300 

部屋タイプ 鱒宰 アタセ哀 絶食 の トランにて ����停前日 �18，000 �19．200 

3名1室 ��平体□ �17．000 �18，000 �22，300 
休前日 �19．200 �20，200 

2名1妻 ��平然日 �18，600 �19，600 �23，900 
体前日 �20，600 �21，700 

‾お 洋軍 JR レス ＿iぺ ‾レス U㌫ �� �一ど：：ノ ��上記 � 

で： ほて． 一誓キ �5・6引室 �1F �平休日 �6．700 �7，800 �12，100 

桐娼 �8．800 �9，800 

4名1童 �14 84 1F �平休日 �7，800 �8．800 �13，100 
係前日 �9，800 �11，000 

3名1室 ��平休日 �8．800 �9，800 �14．100 
体前日 �11，000 �12．000 

2名1室 ��平休日 �10，400 �11．400 �15．700 
停第巳 �12，400 �13．500 

芸表認諾ス迄送還 ���� 

圏取離層車重転蚕
大人お一人様1泊2日塁本代金（博多駅発筍／阿脳酬）塑位

貞　お部屋タイプ　和室

アクセま
1組JR阿蘇即より車で10分

1名標より送迎有り

（JR阿将より。要事前予約）

覿▼‾i‾‾

4・5名1三雲 �14 15 �平休日 �17， �00 �19，800 
休前日 �18，800 ��20，700 

茅 �3名1室 ��平休日 �18，800 ��20，800 

休前日 �19，900 ��21，900 

2名1宣 ��平休日 �19．900 ��22，000 
休前日 �20，900 ��23，000 

三号了を一　上記塁奉 ��� �� 
2名1重は4，10 ��0円引き 

七二宝 梁‾ ＼れて こモ �4■5名1宣 �14 15 �平休日 �9，600 ��11．600 
休前日 �10，600 ��12，500 

3名1室 ��平休日 �10，600 ��12，600 
体前日 �11，700 ��13，700 

2名1宣 ��平休日 �11，700 ��13．800 

休前日 �12，700 ��14，800 

レストランにてハイキング※宿泊除外日12／3ト1／3

漂莞烹食会席還篭芸蒜認諾詣誓違現地払い’
巨≡窪田大人のみ500円引き

‾　大人お一人樗1泊2日塁車代怠（博多研究者／旺望左巫】）里位＝円 

⑧ ㌦イ▲▲▲ ���������� �� � � � � 

，塑 ご 夏 子／ 二さ‾′ �4・5名1宰 �15 �平休日 �15，300 �16，300 �27，200 

休前日 �16，800 �17，800 

3名1室 ��平休日 �16，300 �17，300 �28，300 ドリンク ��　弓 ．二㍍ �二捕 � � � � � � 
休前日 �17，800 �18，900 

‾・∫「！暮 1レ ��������2名1室 ��平休日 �17，300 �18，400 �29，300 

㈲一■仙 �� � � � � � �����休前日 �18，900 �19，900 

言羞｝」上即事篭電設1忍諾…・200円・ 軒や禰無毒損料㌣サーすすれ湖′・こけ一二首も靭鋭幸 

1i ′ �∃ �お部屋タイプ エキストラ アクセス ∵＿＿劇怠‾＿‾ tE■ヨ■ ���雲 這i ＋∵ �4・5名1睾 �15 �平休日 �7，100 �8．100 �19，000 

軒等1 �二一‘題意風琴巧 �����������休前日 �8．600 �9．600 

3名1毒 ��平休日 �8，100 �9，100 �20，100 
休前日 �9．600 �10．700 

2名1室 ��平休日 �9．100 �10．200 �21，100 

休前日 �10．700 �11，700 

E遡大人500円引き、こども20〔間引き 

iオリ

－‾■■：・■－・－J■　　　　－r・－■■●■－J　■■1■」rTl「1－】tヽ‾t▲i i

ジナルロードマップ1枚（1台につき）
～螢霊墓誌旨讐讐乳クエスト可能

④ETC標準装備

■適用店舗／鹿児島県（屋久島、その他離島は除く）・熊本県・宮崎県（各県内で同一発兼が条件となります）
■料金に含まれるもの／基本料、免責補償料、消費輯（5％）

※ホテル配車及び引取をご希望の甥合の追加代金は、お問い合わせ下さい。

t設定期間／平成25年10月1日一平成26年3月31日：貸出日基準

クラス �S �A �ws �wA 

云㌻＼＼＼讐 � � �等 � 等 �等 ��等 

人数 �5 �5 �7 �7～8 

12時間 �4，500 �7．000 �8．000 �12，000 

24時間 �5，500 �8．500 �10．000 �16．080 

5，500 �6．000 �7，500 �11．000 

超過1時間 �1，000 �1．200 �1．500 �2，000 

熊本・鹿児島・宮崎レンタカーのご案内

■設定期間／平成25年10月1日～平成26年3月31日：貸出日基準
ご利用駅宮藍所熊本駅（熊本県内乗括無料となります．）

虚児白中央駅指宿駅川内駅（虎児良県内乗捨無料となりますも）
宮崎駅（困一発怒となります。）

クラス � � � � 

よ＼＼で �ウィッツ フィット他 �アクア インサイト他 �ウィッシユ プレマシー他 �ヴオクシー セレナ他 （5人乗り） �（5人乗り） �（7人乗り） �（8人乗り） 

1日料金 �5．000 �5，500 �8．000 �13．000 

2日料金（1泊2日） �9．000 �11．000 �16，000 �25，000 

3日料金（2泊3日） �13，500 �16，000 �23，500 �37．000 

以後1日 �4．000 �5，000 �7，500 �12．000 

●上記料金には、塁本料金（レンタカー代星本保険）免貸補償料消田柄が含まれてお
ります．●上記車両は、全軍両カーナビETCを標準装備と致します。●ご利用期間は、
各営業所営業開始時間から営業所捨7時間廷となりま‾九万－、渥王叩寺問が営業所終了
時問を越えた場合には、一日追加料金を頂く項がございますので、予めご了承下さい。

【ご利用時】クイックチェックインサービスにてこ利用頂けます，
※クイックチェックインサービス案内をこ拝読の上、ご持参用申込用紙3へ必要事項を

ご記入の上、当日ご持参下さい。

【その他】
●チャイルドシート賃更●無料 ●出発後の払い戻し出発

■■■誰有事軌】一三号 

レンタカー新登場！！鋼 

2013年7月1日新登場！ 

瓢ノンタか九州熊本訳出発走定… ．車両タイプ：Sクラス（フィット） 　8′ツー一一 

⑳一一 �軋凱ます。　　　　　　竃 

∴くまモンのレンタカーをご希望の方は、レン 

1　20000円　【 

能）　　　　　　l　SO，M円　【 

脚運輸◎RC88トRC884⑳3D ���⑬8R（早瓢よ8（）⑳バウチャー 

不乗車音正明ロの発行は、致しません。●当日のクラス変更
クラスアップのl男合には、クレジットもしくは現金にてお支払

【販売店の皆様へ】
●禁煙車・喫煙圭一予約時に必ず喫煙車 禁煙車のリクエストを

′．壬熊本l訳より出緊及び爛蕾のお客様に熊本駅構内で利用で

！、：鹿児島県（鹿児島中央駅、梧宿駅）の営業所より、出発及び婦
こ：・勲表駅営業所または鹿児島中央駅営業所にて出発及び帰著の

駅レンタカーでは、お客様へご受心してご利用頂く為に、万一零放
対人帽償無制限（白偲別■保険含む）1事故につき　対物賠償
人身儒害3．000万円まで（死亡愕）1名につき

ほ乗巷の自動黎準故によるケガ（死亡
乳限度額3，000万円

後退陣容を含みます

事南補す時価賃（免責0円）
罠但し、当社王ヨ浬的象別こ主星反する事故、保線約款の免責現ユ鼻に該

害ほのご負担となりま‾れ

【ノンオペレーションチャージ】
万一額放き賀粗放F董汚損臭気等により、車両の倭理



■行 �程衰　　　　　　　　　　　　絹本駅で途中下軍可偶人改札口をご利用下乱、。但し、鹿児B中央駅発は不可。） � 

勺 �佐空認諾瑚箸慧喜慧芦願盗人言霊ホテル（泊） �［司 

き � �［司 
ホテル霊人吉⊂盈粘蘭慧毘崎 　　　　　　　　九蘭【みずほ．なく多、p陶〉 

●窃少催行人員／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

鍋屋本館二…　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ご予約出来ない場合があります。）（通信販売・代理店版充の場合
ミ　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。）

■」R各地発着匠ヨ差緬表（博多駅発着塁本代蓋に加減してください。）　※ことも（小学生）は半翫

・三、　人吉 � � � � � � 基本代金 �300円 �400円 �－500円 �－700円 �－1．200円 

大人 �佐　賀 �佐世保 �長　崎 �鹿児島中央 �大　分 �別　府 

EEl過MSGDO2＿660555　0218 ������������� 

号戸ユ ��������仁、 �15 ��00＿ 

■■ ���� ��� � �■郡閉臨′5翻夢垂 ���� �10 ��00 

チ芋詰責運謂 ���こ芸ト■r 頂ブこ、‘ � ��？ �� ��；1ノ �一　　　一　　一　　一　一一 � � � 
き i J 拉 ＋▼ �5名1室 �15 �平休日 �20 �000 �2乙000 

休前日 �2 �000 �23 �，500 

4名1室 ��平休日 �21 �000 �23 �000 
体罰白 �2 �500 �24 �600 

幣二 ���亨、 ��， �も　　　　　．f宣 �導．lr ！姓． ��3名1童 ��平休日 �2 �000 �24 �600 
休前日 �2 �200 �26 �．200 

2名1室 ��平体B �24 �000 �25 �600 

算‾ �、一一・■ ��� �」霊屋タイプ ←〆＿アクセス ■‘r‾‾＿醸：‾‾衰‾： ■血■ ��� �il．101し �上にJ �休前日 上記基本憶よリ �26 3名1割址 �，700 は5．208円引 �27 き、2割 �800 ．1α）R引き 

十∵ ）藻 ‾付言 ま �5名1室 �15 �平休日 �11 �，800 �13 �800 

／‾∴ ����������休前日 �14 �，800 �15 �300 

二日．．．＿【 ��������4名1室 ��平休日 �12 �，800 �14 �800 

休前日 �15， �300 �16 �400 

】 ��������3名1室 ��平休日 �14 �800 �16 �400 

二㌢∋ ����������休前日 �17 �000 �18 �000 

－　二■d ��������2名1室 ��平休日 �15 �800 �17 �400 

←　・ ����������休前日 �18 �500 �19 �600 

（現地払い） 大浴沸感 ����� 

鬱

①ジヤルデインマ二ル
望洋閣1

⑳
松島観光ホテル

轡　　岬亭

轡▼

天草マップ
YJr一一】【‘■¶

旺国運■MSGDO2－66112 ����5．0竺6．．加 �＝ �㍍ ��ili � 

－1∃けJ ��趨望u � �嘉鏡 ■呂 ����閻5円鮒）E：匹正道10：00 

だて℃▲、 � �������草位■円 

一，∴′「 　　きざ平声■u■ � ��さ；■i■ � � �■ぷ棋 � 

、イ∴－ 1・▲h　ri ��� �基＿ 妻 r子／ ‡∴ �5名1塞 �15 �平体 �日　19，000 �20 �000 

体茄 �日　21，500 �22， �600 

i■●■t・t・■J・ �����4名1璽 ��平体 �日　19．500 �20 �500 

休前 �日　22，100 �23． �00 

ト日日‥－I★ �����3名1竪 ��平体 �日　20．000 �21 �000 
珊 �8　22，600 �23 �00 

－－■1－　　　　　　　　■■ ��rlて．1 � ��2名1軍 ��平体 �日　21，000 �22 �00 

撃退 �i ����体前 �8　23，600 �24 �800 

J轡＼く㌧ �磨竃、ノ′ ■爪＿ しこ 門戸 ��′ノーノ差モ、．．白鳥■■甥郡 お部屋タイプ ．．和室 アクセス 岬＿食 の �� �� 

・意・ ■二、ごL �5名7聖 �15 �平体 �日　　8．600 �9．600 

休司 �日　11，100 �12 �00 

－：・『▼■ ‾′で、 �����4名1塞 ��平体 �日　　9．100 �10， �00 

休前 �臼　11．700 �12， �00 

沖て �3名1室 ��平体 �日　　9，600 �10 �600 

休荊 �8　12，200 �13 �200 

2名1室 ��平体 �日　10．600 �11 �800 
休前 �8　13．200 �14 �400 

Ⅷ

＊小倉～博多、佐賀～新馬楢は特急自由席、新飯塚～博多は普通列車となります。

鴫児島中央か引払沖漸鞘封隅（新八代で働、大分監酌ちは慰議浩由となります。サ「乱人言」を耳帰す郎拾屈裸淀和触なります誹遭おとな巳∝隅、こどモ戒00円）
＊小創汚山謂九州直通みずほさくら（新下関渚のさく朗02、404、411、413を含む）を苗場の士給、上邑押治安の」膚発着の差謀に4，100円胎動の追加となります。

▼　　　　　　　　　　　　　　　扉法幣 

′　　∫ �����韻冤…喜 �����00 
」β輩　山上＿箭　　　　　　　　　　品 ����������00 

姦蒜岳　　　　　　　　　　　　大人お一人借用2日謝堰（博多駅発紗 ��������匠匠辺）単位・円 

利用サービス �hl買 �� � �� � � � ��） 

ワイ籠莞トル）　　　も � �4名1室 �25 �宇柁 ��17，900 �19．000 �23．280 �27．300 

檻ヨ ��21，000 �21，080 

ノ叫、．．、西　　‾ ��3名1窓 ��宇紹 ��19．000 �20．000 �24．200 �28，300 

l用船輔に∵　　　　　　　　　　　t・† ����鵜ヨ ��22，000 �22，080 

農茄■：〔　　認・了㌢‾ ��2名1釜 ��薄ヨ ��20，000 �21．000 �25．200 �29，400 欄 ��23，000 �23，000 

」．・－、‥－i・一、－∵巨益・〉？■‾小【■　■　　　　　　　■‾r‾‾‾心裏 ��1名1玉 ��甜日 落相 ��23，100 26．200 �124，000 126，200 �■／ �／ 

iシー■⊥・1－鱈 � �名 � � 

く∴諾＝rLrよj諾タイプ 　】 　■‘■■訂 ��4名1室 �25 � 

黎 迂 ���帽ヨ ��12，800 �12．800 �15，000 �19，100 

3名1室 ��宇摘 ��10．800 �11，800 �16，000 �20，100 

〔宣．．＿＿腰艶・蓋約4分 ����檻3 ��13霊800 �13，800 2名1室 ��鞘ヨ ��11，800 �12，800 �17，000 �21，200 

檻ヨ ��14．800 �14，800 

1名1軍 ��閥 ��14，900 �15，800 �／ �／ 
耳： ��18，000 �18，000 

甑■予言、二靂垣卿、慧烹．こて和会席 �l璽遍田毎月24日は大人500円引 匿画大人500円引き、こども300円引 ������� 

■行 �程表　　　　　　　甘隙本間で達申下田可偶人改札口をご利用下乱、。但し、戯児島中央駅、大分乳別府研究は不軌） � 

iF �　　榔珊1才くれ側 戯琵冨雪己嗣∴「雪空？聖・苦学だ霊ホテル（泊） �互 

含 �ホテル悪習だ・∫禦三号」－断簡 �厘】 
●盛少催行人員／1名（ホテルにより2名）●お申込金／お一人楼旅行代金の20％●添乗員／同行いたしません。●お申込み／ご
出発当日まで受lナ付け致します。（但し、宿泊施設の満室等によりご予約出来ない喝合があります。）（通信販売代理店矩売の場合
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。）

』」R各地発着l：ヨ差額表（博多駅発着墨本代金に加減してください。）※ことも（小学生）は半翫

有賀本 � � � � � � 基本代金 �700円 �500円 �400円 �－700円 �－1．400円 

大人 �佐　賀 �佐世保 �長　崎 �大　分 �別　府 �鹿児島中央 

＊小倉黒崎～博多、佐賀～斬鳥栖は特急自由席、新飯塚～博多は普通列車となります。

＊熊本～天草閤l釘あまく靖」（ノ玖）での移動となります。け励クーポン

讐Mミ：D誓㌘11竺04829．．両．u ��� 

ルデ1 �Uf二言▲ ���盲 ��㌫蕊∈芸琵…喜…33 

扇導智東 �����博多駅発■／ 匝1～一駅 �匹】）単位二円 1■■ベnr■亡㌢● 

雷繹ゝ、し・、 萎章票 � �基 富 多 �4名1室 ��14 �平休日 �20 �000 休前日 �22 �100 

3名1室 ���平休日 �21 �000 

休前日 �23 �，200 

腔一・爪h ��2名1室 ���平休日 �23 �200 

■′壁　．■章．東 ������休前日 �25 �200 

「御座中一岬－il一tW・1・霊 ���一割重　器喜　　…… �����，300 ，400 

〉告て云二‾しま雪野’… 　　　　弓 �岩タイプ和室 セス センターで下車 より送迎あり 前予約） ＿＿食‾ ��、＝」畠 � �� 

∫ふ 萎． ‡十 �4名1重 ��14 �平休日 �9，600 

休前日 �‖ �700 

3名1室 ���平休日 �10 �600 
休前日 �12 �800 

二・二・▼ ���2名1童 ���平休日 �12 �800 

休前日 �14 �800 

1名1室 ���平休日 �15 �900 

休前日 �18 �000 

「　大浴場のェ調 �� 


