
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12月28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。

熊本・鹿児島

南九州の冬の風物詩、鹿児島県出水のツルの飛来を朝日の時間帯に鑑賞します。あわせて歴史薫る城下町・人吉に滞在。約
1年間の休業・改装を経てリニューアルオープンした老舗「清流山水花 あゆの里」での上質なひと時をお楽しみください。人吉
では城下町の散策だけでなく、郊外の知られざる見所にも足を延ばします。また、霧島温泉では南欧風リゾートホテルに宿泊。
露天風呂が備え付けられた客室でお寛ぎいただきます。

ツアープランナーより

朝日を背景に一斉に飛び立つツルの群れ（イメージ）朝日を背景に一斉に飛び立つツルの群れ（イメージ）

裏面もご覧ください

冬の風物詩
日本一と謳われる「出水のツル」と人吉温泉の旅 5日間

こだわりの宿 人吉あゆの里とラビスタ霧島ヒルズでゆったり寛ぐ 

日本一と謳われるツル飛来地・出水　冬の早朝に圧巻の風景を
鹿児島の出水には、秋になると越冬のためにシベリアから1万羽を超えるツルが飛来し、早春まで滞
留します。飛来数とその種類では日本一。早朝、ねぐらである干拓地からその数一万羽ともいわれ
るツルがいっせいに飛び立つ光景は圧巻のひとことです。

福岡空港
福岡県

熊本県
球泉洞
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曽木の滝

霧島神宮

霧島アートの森

鹿児島空港
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霧島温泉（1泊）

鹿児島県
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ニッポンの南を旅する

�◯早朝にツルの群れが飛来する圧巻の
風景を見学します。

�◯人吉ではリニューアルした老舗温
泉旅館に連泊滞在いたします。

◯霧島温泉では南欧風リゾートホテ
ルに宿泊いたします。

ここにご注目  旅のポイント

楽楽

サービス
お荷物

常時5種類ほどのツルが観測できるといわれます（イメージ） 　ⓒK.P.V.B

1月、2月の限定企画
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■最少催行人員：10名　■食事：朝食4回、昼食2回、夕食4回
■添乗員：羽田空港もしくは伊丹空港もしくは中部空港もしくは博多駅ご出発か
ら羽田空港もしくは伊丹空港もしくは中部空港もしくは博多駅ご到着まで随行い
たします
■ホテル：出水／泉國邸 (バス・トイレ付洋室）、人吉温泉／清流山水花 あゆの
里（バス・トイレ付和室）、霧島温泉／ラビスタ霧島ヒルズ（バス・トイレ付洋室）
■利用予定バス会社：さつま観光バスまたは同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空、全日空

1
各地 午前または午後発H熊本空港 午後着（1/29発は
博多駅より新幹線にて熊本駅へ）B熊本（修復が進む●
熊本城の見学）B出水18:00着（出水市内のホテル「泉
國邸（せんごくてい）」にチェックイン）�（出水泊）ssy

2

出水06:00発B朝、数万羽というツルの群れが飛来
する圧巻の眺めを参観（※）B宿に戻り朝食の後に
チェックアウトしますB重伝建の町出水の古い町並
を散策。○上級武士の屋敷などを訪ねますB●球
泉洞（45分ほど洞窟内の見学を楽しみます）B人吉
温泉16:00着（人吉温泉のこだわりの宿「清流山水
花�あゆの里」へ。球磨川ビューの客室でゆっくり2
連泊です）� 【2連泊】（人吉温泉泊）ahy

3

人吉温泉K●ひみつ基地ミュージアム（昭和18年、山
中の球磨盆地に建設された日本海軍の「人吉基地」が、
平成25年に発見されました。専門ガイドがご案内します。
B午後、国宝の○青井阿蘇神社を参拝後、人吉温泉へ。
B○武家屋敷などを見学して宿に戻ります。（夕食までは、
ゆっくりとお寛ぎください）� （人吉温泉泊）asy

4

人吉温泉09:00発B○曽木の滝B草間彌生のオブ
ジェが迎える●霧島アートの森ミュージアム（国内外
のアーティスト23人のユニークな作品を楽しみます）
B○霧島神宮を参観B霧島温泉16:00着（夕刻、落
ち着いた雰囲気の南欧風ホテル「ラビスタ霧島ヒル
ズ」にチェックイン）� （霧島温泉郷泊）ahy

5
午前、和気清麻呂を祀る○和氣神社を参拝します。
鹿児島空港 午後発H各地 午後着（1/29発は鹿児島中
央駅より新幹線にて博多駅へ）。
ご自宅までお荷物を託送します。 � ass

※野生動物のため、ご覧いただけない場合がございます。
※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅行代金
の割引と地域クーポンが付与されます。利用条件とご注意は弊
社ホームページの「全国旅行支援」もご覧ください。
※全国旅行支援の助成事業の予算が終了次第、助成事業は停止
となり、通常の旅行代金でのご案内となりますので、予めご了
承ください。なお、キャンセルされた場合は割引適用前の旅行
代金に対して通常のキャンセル料がかかります。

城下町・人吉
リニューアルオープンした温泉旅館で寛ぎのひとときを
清流山水花 あゆの里は、球磨川河畔に佇む昭和20年創業の人吉を代表する老舗旅館です。
約1年間の休業・改装工事を経て昨年、リニューアルグランドオープンを果たしました。リニュー
アルによって「球磨焼酎ラウンジ」や人吉を一望する「天空のテラスKUMAGAWA」など館
内設備が一新。伝統とモダンが程よく織り交ぜられたデザインに上品なセンスを感じること
ができます。この度は窓から球磨川の眺望を楽しめるお部屋をご用意しました。

城下町　人吉で歴史散策
九州山地に囲まれた人吉は、鎌倉時代から
明治維新までの約700年間、相良氏が治め
てきた城下町です。806年創建の国宝・青
井阿蘇神社や石畳が敷き詰められた鍛冶屋
通り、武家屋敷などにその名残があり、日
本遺産にも選定されています。昼食は明治
31年創業の老舗「丸一そば」がおすすめです。
有名グルメガイドブックにも掲載された地
元で長く愛される名店です。 国宝 青井阿蘇神社

球磨川沿いに佇む旅館「清流山水花 あゆの里」

人吉・球磨地方の旬の味覚、温泉をお楽しみください
清流山水花 あゆの里は和洋二人の料理長が作り
出すお料理にも定評があります。朝晩の寒暖差が
大きい球磨地方の味の濃い野菜や、日本一の水質
を誇る川辺川（球磨川の支流）の魚など地元食材を
ふんだんにつかったお料理をお楽しみください（食
材は季節によって異なります）。また、館内には
自家源泉を引き入れた2か所の大浴場と足湯、さ
らには飲泉まで備え、温泉好きにはたまりません。
連泊滞在いたしますので、どうぞゆっくりと湯浴
みをお楽しみください。

鮎のお造り（6月視察時に撮影。季節によってメ
ニューは異なります）（イメージ）

球磨川と人吉城址を一望する天空のテラスKUMAGAWA 

人吉近郊の見所へも足をのばします
ひみつ基地ミュージアムは太平洋戦争末期
につくられた人吉海軍航空基地の様々な施
設を保存・展示している新しいミュージア
ムです。終戦から現在にいたるまで風景が
大きく変わっていないのが特徴で、当時の
海軍兵が見ていたままの風景を体感するこ
とができます。また、九州本土最大級の鍾
乳洞・球泉洞では鍾乳石が作り出す神秘的
な光景をお楽しみください。

ひみつ基地ミュージアム　九三式中間練習機（通称：赤と
んぼ）の実物大模型が展示されています

■各地からの発着時間のご案内
【羽田空港】 　往路：羽田空港11：45発H熊本空港13：40着
	 　復路：鹿児島空港14：20発H羽田空港15：55着

【中部空港】 　往路：中部空港13：25発H熊本空港14：55着
	 　復路：鹿児島空港16：45発H中部空港18：00着

【伊丹空港】 　往路：伊丹空港11：35発H熊本空港12：45着
	 　復路：鹿児島空港13：05発H伊丹空港15：05着

【博多駅】 　往路：博多駅12：44発D熊本駅13：23着
	 　復路：鹿児島中央駅12：35発H博多駅14：10着

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・5日間】
2月26日（日）

【伊丹空港集合・5日間】
2月12日（日）

旅行代金：¥228,000
全国旅行支援割引：¥20,000
別途地域クーポン：¥10,000分
⇒お支払い実額：¥208,000

集合・日数・出発日 旅行代金
全国旅行支援対象外

【中部空港集合・5日間】 1月15日（日） ¥228,000
【博多駅集合・5日間】 1月29日（日） ¥198,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥50,000にて承ります）


