
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……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％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年5月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

ニッポンスモールラグジュアリー

ホテルのご紹介は裏面をご覧ください

熊本・鹿児島

長崎の五島列島や平戸とともに、キリスト教伝来またキリシタンの地として歴史に名を残す熊本県天草。美しい自然景観ととも
に今も信仰が息づく小さな集落や教会、キリシタン関連の所蔵品を展示する博物館など見どころは豊富です。このツアーでは、
世界遺産の﨑津集落と内部の畳の教会など見逃せないスポットをご案内します。それらを訪ねる宿泊ホテルも旅のポイントです。
海沿い、小高い丘の上に建つ、全室離れ・露天風呂付き隠れ家リゾート「石山離宮 五足のくつ」に連泊し、ホテル滞在もお楽
しみいただきます。天草の近海でとれた新鮮な地魚をメインとした懐石料理のご夕食にもご期待ください。
また旅の締めくくりは、鹿児島県霧島にある名宿「妙見石原荘」へ。約1万坪の敷地内に、7つもの源泉を所有しており、霧島
火山帯の恵みあふれる新鮮で豊かな湯を心ゆくまで楽しむことができます。九州のこだわりの名宿滞在と美食を楽しむ旅、客
室数に限りがあり、14名様限定での募集ですので、どうぞお早めにご検討をお願いします。

ツアープランナーより

全室離れ・露天風呂付き隠れ家リゾート「石山離宮 五足のくつ」

�◯源泉かけ流しを大切にする泉
質自慢の名宿「妙見石原荘」に
宿泊します。

��◯全室離れ・露天風呂付き�天草
の隠れ家リゾート「石山離宮�
五足のくつ」に連泊。

��◯不知火の原風景「うたせ船」体験
乗船をお楽しみください（※）。

ここにご注目  旅のポイント

熊本・天草の海沿い、小高い丘の上に建つ、
全室離れ・露天風呂付き隠れ家リゾート「石山
離宮 五足のくつ」。文学通の方なら「天草」そ
して「五足のくつ」と聞いて、紀行文が頭に浮
かぶかもしれません。明治時代、与謝野鉄幹、
北原白秋、吉井勇ら5人の作家が九州を旅し
た記録をつづった紀行文のタイトルが『五足
の靴』で、ホテルの名はこの紀行文にちなん
でいます。 雲仙天草国立公園の中にホテル
は建っており、水平線へと沈んでいく夕日・
空に輝く無数の星・東シナ海が作り出した奇
岩など、1日を通してさまざまな自然・絶景を
楽しむことができます。

全15棟の客室はすべてヴィラタイプでつく
りや眺めはそれぞれに異なります。すべての
お部屋に天然温泉の露天風呂がついていま
すので、お好きな時にゆったりと温泉をお楽
しみください。またご夕食には、天草の近海
でとれた新鮮な地魚をメインとした懐石料
理をご用意しております（イメージ）

こだわりの宿

石山離宮  五足のくつ

天草「五足のくつ」と
霧島「妙見石原荘」 5日間

九州の名宿に泊まり、温泉と美食を楽しむ14名様限定の旅

全室離れ・露天風呂付き 天草の隠れ家リゾート「石山離宮 五足のくつ」に連泊
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■最少催行人員：8名　■食事：朝食4回、昼食3回、夕食4回
■添乗員：羽田空港ご出発から羽田空港ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：天草下島／石山離宮 五足のくつ（バス・トイレ付洋室または和室）
湯の児温泉／海と夕やけ (シャワー・トイレ付洋室　※大浴場をご利用いただけ
ます)　霧島／妙見石原荘 (トイレ付和室　※大浴場をご利用ください)
■利用予定バス会社：中九州観光バスまたは同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空または全日空（普通席）
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不知火の原風景「うたせ船」
体験乗船をお楽しみください
 大きな4本のマストと、前後に突き出し
た2本のさおに張った帆。風をうけて、潮
の流れに身を任せて進む「うたせ船」は不
知火海のシンボルです。海底に入れた網
に仕掛けがあり、袋状になった網で海底
の獲物を引き揚げる伝統の底引き漁法を
見学しながら、不知火の原風景をご覧い
ただきます。※悪天候などにより運航できない
場合、乗船代を返金します。

うたせ船の体験乗船をお楽しみください(イメージ)

豊富な湯量とほのかな炭酸を含む独特の泉質で、古くから湯治場として人々に愛され
てきた鹿児島県霧島の「妙見温泉」。里山の雰囲気たっぷりで、この地を流れる天降川

（あもりがわ）の渓流沿いに全19室の「妙見石原荘」は建ちます。約1万坪の敷地内に、
7つもの源泉を所有しており、霧島火山帯の恵みあふれる新鮮で豊かな湯を心ゆくま
で楽しむことができます。また湯の新鮮さに格別のこだわりを持ち、源泉の温度は
50℃台ですが、水を一滴も加えず特別な熱交換器で適温に冷まし、炭酸成分が抜け
ないよう源泉にできるだけ近くに設けた各浴槽に注ぎ込みます。こうすることで、地
中から生まれたばかりのお湯をそのままの状態で楽しむことができるのです。

お食事イメージ 天降川のほとりに建つ「妙見石原荘」

こだわりの宿

14名様限定

1

羽田空港10：15発H熊本空港12：00着B天草五橋B●
天草キリシタン館B天草下島17：00着
宿泊は天草を代表するラグジュアリーホテル「石山離宮 五
足のくつ」。夕食は天草の地魚を中心とした懐石をご用意。
�【2連泊】（天草下島：石山離宮 五足のくつ泊）shy

2
天草下島・教会巡り（●大江教会、●天草ロザリオ館、「畳
の教会」●﨑津教会、●天草コレジヨ館）午後、早めにホ
テルに戻ります。
� （天草下島：石山離宮 五足のくつ泊）asy

3
天草下島09：30発B牛深港11：00発F蔵之元港11：30
着B出水（●出水麓武家屋敷群の散策）B湯の児温泉
15：00着� （湯の児温泉泊）ahy

4
湯の児温泉09：00発B芦北（うたせ船の乗船体験※）B
人吉（国宝○青井阿蘇神社を訪問）B霧島16：00着
妙見石原荘に宿泊。夕食はホテル内のレストラン石蔵に
てお召し上がりください。�（霧島：妙見石原荘泊）ahy

5
霧島10：00発K鹿児島空港12：30発H羽田空港14：10
着　解散。
ご自宅までお荷物を託送します。 � ass

※悪天候などにより運航できない場合、乗船代を返金します。

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・5日間】 
9月5日（月）, 12日（月） ¥298,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥90,000にて承ります）

源泉かけ流しを大切にする
泉質自慢の名宿「妙見石原荘」

夕食は、お泊りいただく本館の隣に建つ「石蔵」でご用意。この石蔵は元々別の町で米
倉庫として使われていたものを移築して作られており、内装やインテリアはモダンに
デザインされたこだわりの空間です。「摘草料理」で知られる京都・美山荘での修行経験
を持つ料理長・松本氏が作り上げる美食を心ゆくまでお楽しみください。

妙見 石原荘

大浴場 湯の新鮮さにこだわり、源泉のできるだけ近くに造られています

風光明媚な天草五橋を渡ります(イメージ))



旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……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％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年5月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

ニッポンスモールラグジュアリー

ホテルのご紹介は裏面をご覧ください

熊本・鹿児島

長崎の五島列島や平戸とともに、キリスト教伝来またキリシタンの地として歴史に名を残す熊本県天草。美しい自然景観ととも
に今も信仰が息づく小さな集落や教会、キリシタン関連の所蔵品を展示する博物館など見どころは豊富です。このツアーでは、
世界遺産の﨑津集落と内部の畳の教会など見逃せないスポットをご案内します。それらを訪ねる宿泊ホテルも旅のポイントです。
海沿い、小高い丘の上に建つ、全室離れ・露天風呂付き隠れ家リゾート「石山離宮 五足のくつ」に連泊し、ホテル滞在もお楽
しみいただきます。天草の近海でとれた新鮮な地魚をメインとした懐石料理のご夕食にもご期待ください。
また旅の締めくくりは、鹿児島県霧島にある名宿「妙見石原荘」へ。約1万坪の敷地内に、7つもの源泉を所有しており、霧島
火山帯の恵みあふれる新鮮で豊かな湯を心ゆくまで楽しむことができます。九州のこだわりの名宿滞在と美食を楽しむ旅、客
室数に限りがあり、14名様限定での募集ですので、どうぞお早めにご検討をお願いします。

ツアープランナーより

全室離れ・露天風呂付き隠れ家リゾート「石山離宮 五足のくつ」

�◯源泉かけ流しを大切にする泉
質自慢の名宿「妙見石原荘」に
宿泊します。

��◯全室離れ・露天風呂付き�天草
の隠れ家リゾート「石山離宮�
五足のくつ」に連泊。

��◯不知火の原風景「うたせ船」体験
乗船をお楽しみください（※）。

ここにご注目  旅のポイント

熊本・天草の海沿い、小高い丘の上に建つ、
全室離れ・露天風呂付き隠れ家リゾート「石山
離宮 五足のくつ」。文学通の方なら「天草」そ
して「五足のくつ」と聞いて、紀行文が頭に浮
かぶかもしれません。明治時代、与謝野鉄幹、
北原白秋、吉井勇ら5人の作家が九州を旅し
た記録をつづった紀行文のタイトルが『五足
の靴』で、ホテルの名はこの紀行文にちなん
でいます。 雲仙天草国立公園の中にホテル
は建っており、水平線へと沈んでいく夕日・
空に輝く無数の星・東シナ海が作り出した奇
岩など、1日を通してさまざまな自然・絶景を
楽しむことができます。

全15棟の客室はすべてヴィラタイプでつく
りや眺めはそれぞれに異なります。すべての
お部屋に天然温泉の露天風呂がついていま
すので、お好きな時にゆったりと温泉をお楽
しみください。またご夕食には、天草の近海
でとれた新鮮な地魚をメインとした懐石料
理をご用意しております（イメージ）

こだわりの宿

石山離宮  五足のくつ

天草「五足のくつ」と
霧島「妙見石原荘」 5日間

九州の名宿に泊まり、温泉と美食を楽しむ14名様限定の旅

全室離れ・露天風呂付き 天草の隠れ家リゾート「石山離宮 五足のくつ」に連泊



旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……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％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年5月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

■最少催行人員：8名　■食事：朝食4回、昼食3回、夕食4回
■添乗員：羽田空港ご出発から羽田空港ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：天草下島／石山離宮 五足のくつ（バス・トイレ付洋室または和室）
湯の児温泉／海と夕やけ(バス・トイレ付和室　※大浴場をご利用いただけます)
　霧島／妙見石原荘 (トイレ付和室　※大浴場をご利用ください)
■利用予定バス会社：中九州観光バスまたは同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空または全日空（普通席）

熊本県
不知火海
うたせ船の乗船体験

人吉

石山離宮
五足のくつ
（2泊）

出水 蔵之元港
 牛深港 湯の児温泉

（1泊）

芦北

熊本空港

下島

天草

鹿児島空港
鹿児島県

妙見石原荘
（1泊）

天草五橋を
渡ります

B

B

F

F

不知火の原風景「うたせ船」
体験乗船をお楽しみください
 大きな4本のマストと、前後に突き出し
た2本のさおに張った帆。風をうけて、潮
の流れに身を任せて進む「うたせ船」は不
知火海のシンボルです。海底に入れた網
に仕掛けがあり、袋状になった網で海底
の獲物を引き揚げる伝統の底引き漁法を
見学しながら、不知火の原風景をご覧い
ただきます。※悪天候などにより運航できない
場合、乗船代を返金します。

うたせ船の体験乗船をお楽しみください(イメージ)

豊富な湯量とほのかな炭酸を含む独特の泉質で、古くから湯治場として人々に愛され
てきた鹿児島県霧島の「妙見温泉」。里山の雰囲気たっぷりで、この地を流れる天降川

（あもりがわ）の渓流沿いに全19室の「妙見石原荘」は建ちます。約1万坪の敷地内に、
7つもの源泉を所有しており、霧島火山帯の恵みあふれる新鮮で豊かな湯を心ゆくま
で楽しむことができます。また湯の新鮮さに格別のこだわりを持ち、源泉の温度は
50℃台ですが、水を一滴も加えず特別な熱交換器で適温に冷まし、炭酸成分が抜け
ないよう源泉にできるだけ近くに設けた各浴槽に注ぎ込みます。こうすることで、地
中から生まれたばかりのお湯をそのままの状態で楽しむことができるのです。

お食事イメージ 天降川のほとりに建つ「妙見石原荘」

こだわりの宿

14名様限定

1

羽田空港10：15発H熊本空港12：00着B天草五橋B●
天草キリシタン館B天草下島17：00着
宿泊は天草を代表するラグジュアリーホテル「石山離宮 五
足のくつ」。夕食は天草の地魚を中心とした懐石をご用意。
�【2連泊】（天草下島：石山離宮 五足のくつ泊）shy

2
天草下島・教会巡り（●大江教会、●天草ロザリオ館、「畳
の教会」●﨑津教会、●天草コレジヨ館）午後、早めにホ
テルに戻ります。
� （天草下島：石山離宮 五足のくつ泊）asy

3
天草下島09：30発B牛深港11：00発F蔵之元港11：30
着B出水（●出水麓武家屋敷群の散策）B湯の児温泉
15：00着� （湯の児温泉泊）ahy

4
湯の児温泉09：00発B芦北（うたせ船の乗船体験※）B
人吉（国宝○青井阿蘇神社を訪問）B霧島16：00着
妙見石原荘に宿泊。夕食はホテル内のレストラン石蔵に
てお召し上がりください。�（霧島：妙見石原荘泊）ahy

5
霧島10：00発K鹿児島空港12：30発H羽田空港14：10
着　解散。
ご自宅までお荷物を託送します。 � ass

※悪天候などにより運航できない場合、乗船代を返金します。

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・5日間】 
追加設定 9月26日（月） ¥298,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金￥90,000にて承ります）

源泉かけ流しを大切にする
泉質自慢の名宿「妙見石原荘」

夕食は、お泊りいただく本館の隣に建つ「石蔵」でご用意。この石蔵は元々別の町で米
倉庫として使われていたものを移築して作られており、内装やインテリアはモダンに
デザインされたこだわりの空間です。「摘草料理」で知られる京都・美山荘での修行経験
を持つ料理長・松本氏が作り上げる美食を心ゆくまでお楽しみください。

妙見 石原荘

大浴場 湯の新鮮さにこだわり、源泉のできるだけ近くに造られています

風光明媚な天草五橋を渡ります(イメージ))




