
～春の息吹と共に、薫風を浴びて旅に出ましょう…夢旅で！～春の息吹と共に、薫風を浴びて旅に出ましょう…夢旅で！

八代
　やっちろ

発着の

  便利旅
です！

１名様ご
参加大歓

迎！

１名様ご
参加大歓

迎！

八代宮前・
八代駅前

市内2ヵ
所乗車! 20232023

1 ミステリーツアー2023春のスペシャルバージョンミステリーツアー2023春のスペシャルバージョンミステリーツアー2023春のスペシャルバージョン
　　

出発日

4月3日（月）4月3日（月）
2

　　

3

4

　　

二
日
目

一
日
目
13：00発 ーーー    八代IC ーーー    菊水IC ーーー    蓮華院誕生寺 ーーー    玉名温泉「尚玄山荘」 ーーー    

16：30頃

5

　　

二
日
目

一
日
目

6

　　

桜とさくらと桜!アンドお買い物と温泉のミステリースポットめぐり桜とさくらと桜!アンドお買い物と温泉のミステリースポットめぐり桜とさくらと桜!アンドお買い物と温泉のミステリースポットめぐり

名門大洋フェリーで行く！春の京都桜景色！名門大洋フェリーで行く！春の京都桜景色！

琴比羅温泉でこんぴら参り琴比羅温泉でこんぴら参り

弘法大師が開いた世界遺産!弘法大師が開いた世界遺産! 新緑の高野山と女人高野3日間の旅新緑の高野山と女人高野3日間の旅

玉名「尚玄山荘」の一夜と玉名「尚玄山荘」の一夜と高瀬裏川の花菖蒲！高瀬裏川の花菖蒲！高瀬裏川の花菖蒲！

パワースポット元乃隅稲荷神社とパワースポット元乃隅稲荷神社と 長門湯本楊貴妃浪漫の温泉「玉仙閣」2日間の旅長門湯本楊貴妃浪漫の温泉「玉仙閣」2日間の旅

名門大洋フェリーで行く！名門大洋フェリーで行く！

四国!日本最古の道後温泉と善通寺！四国!日本最古の道後温泉と善通寺！四国!日本最古の道後温泉と善通寺！

～奥の院と金剛峯寺と女人高野をめぐる旅です～～奥の院と金剛峯寺と女人高野をめぐる旅です～

～四国の二大スポットめぐり・弘法大師生誕の地 善通寺も詣でます～～四国の二大スポットめぐり・弘法大師生誕の地 善通寺も詣でます～

アートな宿で過ごす！アートな宿で過ごす！

★ ★春の旅！ひらた屋企画爆載 4月～6月春の旅！ひらた屋企画爆載 4月～6月
イメージキャラクター

夢ちゃん

旅夢

世界遺産の桜四景めぐり世界遺産の桜四景めぐり
（2名様一室の場合お一人様3,000円UP）（2名様一室の場合お一人様3,000円UP）

27,000円27,000円

出発日

4月5日（水）4月5日（水）

出発日

5月8日（月）5月8日（月）

（グレードUP・TW・和室御相談下さい）（グレードUP・TW・和室御相談下さい）

（グレードUP・TW・和室御相談下さい）（グレードUP・TW・和室御相談下さい）

42,000円42,000円

42,000円42,000円

出発日

5月29日（月）5月29日（月） （2名様一室の場合お一人様3,000円UP）（2名様一室の場合お一人様3,000円UP）

（2名様一室の場合お一人様3,000円UP）（2名様一室の場合お一人様3,000円UP）

29,800円29,800円

出発日

6月9日（金）6月9日（金） 32,000円32,000円

出発日

6月19日（月）6月19日（月） （2名様一室の場合1泊あたり3,000円UP）（2名様一室の場合1泊あたり3,000円UP）

52,000円52,000円

2日間

16：30頃

9：30発 ーーー    高瀬裏川花菖蒲 ーーー    八千代座見学 ーーー    彩座（昼食） ーーー   　惣門めぐり 

 ーーーーー    メロンドーム ーーーーー    夢大地館 ーーーーー    植木IC ーーーーー    八代IC ーーーーー    八代

17：00頃　お泊りは楊貴妃浪漫の宿「玉仙閣」

8：00発 ーーーー    八代IC ーーーー    下関IC ーーーー    川棚温泉（昼食） ーーー    角島大橋（灯台） ーーー     

 ーーーーーー    元乃隅稲荷神社 ーーーー     長門湯本温泉（泊） 

17：30頃

9：00発 ーーー    北長門海鮮村 ーーー    下関（唐戸市場フリーランチ・かもんわーふや赤間神宮など） ーーー    

 ーーーーーー     下関IC ーーーーーーーーーー     八代IC ーーーーーーーーーー    八代

3
日間

3
日間

19：00頃

二
日
目

一
日
目 12：30発 16：30頃

二
日
目

一
日
目

13：00発ーーーーーーーーーーーー    新門司港 ～～～～ ツーリスト（寝台ROOM）～～～

(フェリー内朝食）5：30

17：00

19：50（フェリー夕食）

(フェリー内夕食バイキング）

三
日
目

～～～～新門司港 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー     八代
12：00頃

～～～～大阪南港 ーー  京都清水寺 ーー  平安神宮 ーー    嵐山（昼食） ーー    東寺  ーー    大阪南港 ～～～

8：30

二
日
目

一
日
目

15：00発ーーーーーーーーーーーー    新門司港 ～～～～ ツーリスト（寝台ROOM）～～～

8：30

18：30 17：50

16：30　17：50（フェリー内夕食）

(フェリー内夕食バイキング）

三
日
目

～～～～新門司港 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー     八代
12：00頃

～～～～大阪南港 ーー  高野山（金剛峯寺、奥の院、一の橋観光センター、伽藍）ーー  慈尊院  ーー    大阪南港 ～～～

8：30

二
日
目

一
日
目
7：00発 ーーーーーーーーーーー    臼杵港  ～～～～ 八幡浜港 ーーーーーー    内子の街散策　ーーーーー    道後

11：35

12：00～14：00

17：30頃

16：30頃

九四オレンヂフェリー

三
日
目
8：00発 ーー  琴平IC ーー  八幡浜（どーや市場） ーー  八幡浜港  ～～～～ 臼杵港 　ーーー     八代

11：45 14：10

8：30発 ーー  善通寺参拝 ーー  讃岐うどんの昼食 ーー  琴比羅宮参拝  ーー    琴比羅温泉（泊）

SPRING TOURSSPRING TOURSSPRING TOURSSPRING TOURSSPRING TOURSSPRING TOURS

清水寺清水寺 平安神宮平安神宮 嵐山嵐山 東寺東寺

18：30頃

？？？？？？？？？？？
9：00発 17：00頃？？？？？？？？？？？
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❶主催旅行契約
この旅行は、神園交通トラベル（以下当社という）が主催する旅行であり、主催旅行契約の内
容・条件は、行程案内書及び当社旅行業約款（主催旅行契約）によります。
❷お申し込み方法
電話又は来社にてお申し込みください。当日、添乗員より車内にて集金いたします。
❸旅行代金に含まれるもの
旅行代金には各コース毎に記載された、交通費、宿泊費、食事費及び旅行取扱料金、消費税
等諸税などが含まれます。
❹旅行代金に含まれないもの
コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用、（電話代、飲食代等）
などは旅行代金には含まれません。また、旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理そ
の他のサービス等を追加された場合は、原則として特別地方消費税（3％）が、消費税（8％）
に併せて課せられます。
❺旅行内容の変更及び解除
1）当社は天災地変、気象条件、運送機関等における争議行為など、当社の管理できない事由
により、主催旅行契約の内容を変更することがあります。
2）参加人員が、最小催行人員20名に満たない場合、中止又出発日の変更をお願いする

ことがあります。この場合は、旅行開始日の８日前（日帰りコースは前日）までにご連絡いたします。
❻基準日
当旅行代金は、平成９年９月１日現在有効の運賃、料金に基づいて算出しておりますので変更
される場合があります。

❼取消料
お申し込み後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金が所定の期日までに入
金がなく当社がお申し込みをお断りした場合は、お一人につき、上の料率で取消料（あるいは
違約料）をいただきます。日程、コース変更も取消料に準じます。航空機を使用した旅行につき
ましては、土・日・祝日・１２／２８～１／５が当社営業日であっても取消、変更の手続きは翌平日扱
いとなります。
❽免責事項
以下の事由によるお客様への損害に対しては、当社はその責任を負いません。
イ）天災地変、戦乱、暴動　ロ）運送、宿泊機関の事故もしくは火災　ハ）官公署の命令又

は伝染病による隔離　ニ）自由行動中の事故　ホ）食中毒　ヘ）盗難、傷害、疫病　ト）運輸機関
の遅延、不通またはこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
❾特別補償
お客様が主催旅行参加中に、その生命・身体に被った損害に対して特別補償規定により、
あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたします。
10お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被った場合は、お客様に対して損害の賠償を申し
入れます。
11旅行傷害保険
安心してご旅行していただくため、お客様ご自身で国内旅行傷害保険をかけられますようお
すすめ致します。
12その他
１）天災地変や道路事情その他不可抗力により、福岡及び現地出発及び到着が遅れタク
シー、宿舎を利用されても当社は、その請求に一切応じられません。　
２）現金、貴重品、重要書類、撮影済フィルム、その他こわれ物等に付いては賠償の責は負いません。
３）参加人員が少ない場合、中型バス又は他社主催のバスにご乗車いただく場合があり
ます。

取消日

取消料

3日前 2日前

20％ 30％

前 日

50％

当 日

100％

旅行業取扱管理者熊本県八代市松江本町5-39

霧島神社・嘉例川駅の旅霧島神社・嘉例川駅の旅

ひつまぶしの

ランチ

バーベキュー

ランチ

海鮮丼とうな丼
の

Wランチ

料亭の和膳

ランチ

（担当/伊佐） 平日9時～15時／土・日・祝休み

8,500円4月16日（日）
出発日 旅　費

6,000円4月1日（土）
出発日 旅　費

7,000円4月29日（土）
出発日 旅　費

9,500円6月2日（金）
出発日 旅　費

8,500円5月12日（金）
出発日 旅　費

9,500円6月12日（月）
出発日 旅　費

9,500円6月14日（水）
出発日 旅　費

8,900円4月24日（月）
出発日 旅　費

9,000円5月27日（土）
出発日 旅　費8,500円5月26日（金）

出発日 旅　費

8：00発 ーーーーーー 牛深ハイヤまつり ーーーーー 牛深港 ～～～～ 

～～～～ 長島港 ーーーーーー 黒の瀬戸だんだん市場 ーーーーーー 八代

12,000円5月7日（日）
出発日 旅　費

6,000円6月8日（木）
出発日 旅　費

9,900円6月26日（月）
出発日 旅　費

8：00発 ーー 八代IC ーー　多久IC ーー  唐津農園（アスパラ収穫）

ーーーー 呼子イカ生造り料理 ーーーー  唐津うまいもん市場 ーーーー  八代
18：00頃

8：00発 ーー 八代IC ーー　松橋IC ーー  高千穂 ーー  門川南IC ーー  

ーーーー 桃原郷のあじさい ーーー　　日向第一ホテル（ランチ） ーーー 馬ヶ背とクルスの海 ーーー 八代
18：30頃

9：00発 ーーーーーー 新しくなった阿蘇熊本空港（フリータイム）ーーー

 ーーー 大津桜並木 ーーー 菊池公園 ーーーー たまご庵 ーーーー 八代
16：30頃

7：00発  ーーーーーーーーー 有田陶器市 ーーーーーーーーーーーーー 八代 
19：00頃

9：00発 ーーー 柳川アサヒ醸造（味噌づくり） ーーーー 海幸（昼食） ーーー

石橋文化センター ーーーー フルトリエ ーーーー 立花ワイン ーーーー 八代

柳川の味噌作り体験と久留米春のバラ祭り柳川の味噌作り体験と久留米春のバラ祭り
母の日スペシャルバスツアー!母の日スペシャルバスツアー!

出水東雲の里10万本のあじさいと出水東雲の里10万本のあじさいと

19：00頃16：00

15：2011：00～15：00

8：00発　ーー　　八代IC　ーー　　八女IC　ーー　　八女茶　ーー　　黒木の藤　ーー　　秋山食品

　ーー 扇屋　ーー　　中山大藤 ーー　　恋ほたる道の駅 ーー　　八女IC　ーー　　八代IC　ーー　　八代
18：00頃（ランチ）

（バラ祭り） （あまおう狩り）

10:00～16：00

9：00発 ーー 東陽町せせらぎ（物産館） ーー 氷川ダム放水 ーー 釈迦院（おもてなし料理）

ーー 美里町若宮神社  ーー 宇城彩館  ーー 鏡印鑰神社  ーー 八代
17：00頃

～4万坪の大庭園で160種のあじさいを～～4万坪の大庭園で160種のあじさいを～

～女座長卑弥呼が演じます。踊ります。笑わせます！～～女座長卑弥呼が演じます。踊ります。笑わせます！～

「劇団とんぼ座」「劇団とんぼ座」
八千代座で大衆演劇八千代座で大衆演劇

9：00発 ーーーーー 熊本港 ～～～～ 島原港 ーーーーー 仁田峠（フリータイム）

雲仙温泉郷めぐり ーーーーー 島原港 ～～～～ 熊本港 ーーーーーーー 八代
17：00頃15：40 16：30

11：10 12：00

特別祈願の旅特別祈願の旅

チャイナオンザパークのラベンダーファームとチャイナオンザパークのラベンダーファームと

～八女茶工場とコンニャク工場と
　料亭でランチタイム～
～八女茶工場とコンニャク工場と
　料亭でランチタイム～

中山大藤まつり中山大藤まつり

うなぎの駅うなぎの駅

8：30発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八代
18：00頃

9：00発 ーー 東雲の里 ーー いわし茶屋（昼食） ーーー 大鈴神社 ーーー 
ーーー 出水酒造 ーー 物産館いずみ ーーー 芦北デコポン ーーー 八代

17：30頃

9：00発 ーーー 水俣経由 ーー 金山蔵 ーー 阿久根牛の浜（阿久根道の駅）
串木野まぐろ屋 ーー 英国留学生記念館 ーー 阿久根A-Z ーー  八代

17：30頃

滞在時間6時間の旅滞在時間6時間の旅

オーシャンアローで行く仁田峠10万株のミヤマキリシマとオーシャンアローで行く仁田峠10万株のミヤマキリシマと

大津の桜並木と菊池公園の桜!大津の桜並木と菊池公園の桜!

アリタセラ（有田焼ショッピングストリート）の旅アリタセラ（有田焼ショッピングストリート）の旅

巨大スーパーあくね「A-Z」の旅巨大スーパーあくね「A-Z」の旅

日向岬馬ヶ背の海の絶景！日向岬馬ヶ背の海の絶景！
桃原郷岬のあじさいと桃原郷岬のあじさいと 唐津農園のアスパラ収穫と唐津農園のアスパラ収穫と

昔懐し雲仙温泉郷めぐりの旅昔懐し雲仙温泉郷めぐりの旅フルトリエのあまおう狩りと立花ワインの旅フルトリエのあまおう狩りと立花ワインの旅

釈迦院御開帳とおもてなし料理と釈迦院御開帳とおもてなし料理と

フェリーで渡る長島周遊フェリーで渡る長島周遊 だんだん市場の旅だんだん市場の旅

「いわし茶屋」のランチタイム「いわし茶屋」のランチタイム

牛深ハイヤ祭り2023と牛深ハイヤ祭り2023と

呼子のイカ生造り料理の旅呼子のイカ生造り料理の旅
お弁当
付

フリー
ランチ

フリー
ランチ

お弁当
昼食

8,500円4月21日（金）
8：30発 ーーーー　　八代IC ーーーー　　都城IC　ーーーー　　三股しゃくなげ園　ーーー

ーー　　さくらファーム（バーベキューランチ）ーー　　霧島神宮 ーー　　嘉例川駅 ーー　　八代
18：00頃

8,000円6月16日（金）6月16日（金）
出発日 旅　費

イカ生造り
料理

お弁当
付

英国留学生記念館と串木野「まぐろ屋」と英国留学生記念館と串木野「まぐろ屋」と

いわし
御膳

阿久根牛の浜シーサイドロード阿久根牛の浜シーサイドロード

湯布院湯の坪ストリートフリータイムの旅湯布院湯の坪ストリートフリータイムの旅
神楽女湖の花菖蒲と神楽女湖の花菖蒲と

～コッコファームたまご庵にも行きます～～コッコファームたまご庵にも行きます～

7：30発 ーーーーー 八代IC ーーーーーー 湯布院IC ーーーーーー 神楽女湖
ーーーーーーーーーーーーーー 湯の坪ストリート ーーーーーーーーーーーーーーー 八代

18：30頃12：00～15：00

フリー
ランチ

お弁当
付

9：00発 ーー 八代IC ーー 武雄北方IC ーー 有田ポーセリンパーク ーー  

チャイナオンザパーク（ラベンダー） ーー アリタセラ ーー 武雄物産館 ーー 八代
17：30頃

（昼食）

7,900円6月23日（金）
出発日 旅　費

有田陶器市2023有田陶器市2023

7：30発 ーーーーーー 八代IC ーーーーーー　佐世保大塔インターIC ーーーーー　

 ーーーーーーーーーー ハウステンボスバラ祭  ーーーーーーーーーーー 八代
19：30頃11：00～16：00

フリー
ランチ

アジア最大級ハウステンボスのハウステンボスの
2000品種100万本の「バラ祭」2000品種100万本の「バラ祭」

15,000円
13,000円
13,000円

旅　費

大　人

小　人

６５才以上
（4才～小学生）5月14日（日）5月14日（日）

出発日

黒木の大藤と黒木の大藤と宮崎三股の日本一のしゃくなげ園と宮崎三股の日本一のしゃくなげ園と

6,900円4月14日（金）
出発日 旅　費お弁当

付

原尻の滝チューリップフェスタ原尻の滝チューリップフェスタ
～100種類30万本のチューリップヘブン～～100種類30万本のチューリップヘブン～

9：00発 ーー 八代IC ーー 益城 ーー 原尻の滝チューリップフェスタ ーー 

　ーーーーーーーー　　道の駅波野（神楽苑）　ーーーーーーーー　　八代 17：30頃

まぐろ
御膳

和膳

和膳の
ランチ

9：30発 ーーーーーーーーーーー 八千代座 ーーーーーーーーーーーーー 八代
17：30頃11：30～15：30

ミステリー道の駅とミステリー道の駅と
18：00頃

阿蘇熊本空港OPEN!阿蘇熊本空港OPEN!

？？？？？？？？？？？


