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主催

主催
近畿日本ツーリスト

オプションプラン

屋久島エコツアー

屋久島を知り尽くしたネイチャーガイド同行のもと、屋久島のさまざ
まな自然を学びながら探訪するツアーです。

12,500円

「屋久杉に逢いたい」登山・1日コース　■小杉谷～ウィルソン株～縄文杉

自分の足で歩いて、見て、感じる
トレッキングツアー

参加料金
（おひとり様・税込）

主催

主催

World
C l ub主催

おすすめポイント

春休みは家族そろってグアムへ！ グアム滞在をもっと楽しくする

特典がいっぱい！！
添い寝子供
（2歳～11歳以下）

半額！！

赤ちゃん
（2歳未満の幼児）

無料！！

5,000円引！

ご出発の50日前までに
ご予約なら、基本代金より

グループ＆ファミリー割引
4名以上でお申込みの場合
お1人様 4,000円引！

並び席確約プランや
ビジネスクラス席も
ご用意！

主催RADO

年末年始は家族みんなでグアムへ！ グアム滞在をもっと楽しくする

特典がいっぱい！！
添い寝子供
（2歳～11歳以下）

半額！！

赤ちゃん
（2歳未満の幼児）

無料！！

5,000円引！

ご出発の６０日前までに
ご予約なら、基本代金より

グループ＆ファミリー割引
4名以上でお申込みの場合
お1人様 4,000円引！

並び席確約プランや
ビジネスクラス席も
ご用意！

住宅街にある隠れ家的居酒屋『村おこし』 
こんな所にこんなお店が！本当にお刺身が美味しい居酒屋さんを見つけ
ました！
今回ご紹介するのは小倉北区片野で大人気の居酒屋「村おこし」さんです。
2月に10周年を迎えた「村おこし」さん。地域の台所としてたくさんの方の
胃袋をつかんでいる様です。
人気メニューの刺身の盛り合わせや焼き鳥などメニューも豊富・・・
店主の村田さんと仲良くなったら、裏メニューも出して頂けるみたいですよ。
いつも賑わっていて元気になれるお店です。皆さま、是非一度ご賞味ください！

村おこし

北九州市小倉北区片野新町2-1-15 ワイズ片野1F
営業時間 17:00～LAST  定休日：木曜日　駐車場有

093-922-6055

早いものでもう3月です。これから少しずつ
気温も上がり、どこかへ出かけるには最適
な季節ですね。
今回は特に女性の方におススメの宗廟大祭
と世界遺産巡りの旅と、世界自然遺産である
父島・母島を巡る小笠原の旅を取り上げさせ
ていただきました。その他、ゴールデンウィー
クに向けた春の京都、USJ、ハウテンボス
などがおススメとなっております。
ゴールデンウィーク期間は各ツアー、予約が
殺到しますので、ご計画・ご予約はお早め
に。旅行やツアーに関するご質問等、お気
軽に九州観光までお問い合わせください
ませ。

さっぽろ雪まつりと冬の北海道
2011年 2月 6日～ 2月 13日

2015年2月　9月出発
2011年 2月 7日～ 2月 13日個人型フリープラン

世界遺産巡りの旅
宗廟大祭と

2名様催行保証

福岡・熊本・宮崎・鹿児島空港発着

主催
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はじめての紅葉北東北

みちのく秘湯めぐり 東北の名湯に癒される

東北の名旅館で寛ぐ 白神山地と奥入瀬・八甲田

錦秋の北東北周遊はじめての紅葉北東北

みちのく秘湯めぐり 東北の名湯に癒される

東北の名旅館で寛ぐ 白神山地と奥入瀬・八甲田

錦秋の北東北周遊はじめての紅葉北東北

みちのく秘湯めぐり 東北の名湯に癒される

東北の名旅館で寛ぐ 白神山地と奥入瀬・八甲田

錦秋の北東北周遊

奥入瀬

十和田湖 八幡平 田沢湖

角館中尊寺

奥入瀬

十和田湖 八幡平 八甲田

中尊寺 奥入瀬

十和田湖 八幡平 八甲田

中尊寺

奥入瀬厳美渓 八幡平 田沢湖

角館中尊寺抱返り渓谷

黒石

奥入瀬 十和田湖 中尊寺

十和田湖

八甲田 白神山地 奥入瀬

中尊寺

（エコノミークラスホテル・部屋指定なし・2名 1室ご利用の際の大人おひとり様）
※国内空港施設使用料および海外空港諸税が別途必要となります。

主催

148,900円 ～ 178,900円

① フランスの人気の世界遺産、モンサンミッシェル、
ロワールの古城、シャトル大聖堂を観光

② モンサンミッシェル地区のホテルに滞在するので、朝夕のモンサン
ミッシェル絶景もお楽しみ頂けます

③ パリの観光も！ステンドグラスが美しいノートルダム寺院＆サントシャぺル
ルーブル美術館の他、ヴェルサイユ宮殿も観光

⑤ 福岡空港より添乗員が同行！
全出発日MAX28 名様までの限定募集

④ パリでのフリータイムもまるまる 1日ご用意！

◆おすすめポイント
グアム観光
滞在中1回参加無料！

◆島内観光とショッングツアー

赤いシャトルバス乗り放題日本申込
限定 ◆タモンシャトル

◆ショッピングモールシャトル
◆DFS↔Kmart シャトル
◆GPO↔レオパレスシャトル

◆選べる2つのプラン
フリープラン 満彩プラン
赤いシャトルバス
乗り放題

赤いシャトルバス
乗り放題 食事・観光付

●終日自由行動。
島内観光やショッピングなどで
お楽しみください。

●アルパンビーチクラブでマリンスポーツを！

●フィエスタ・ビーチサイドBBQ＆ショー

アルパンビーチ・クラブは
美しいアガニア湾に位置し
多くのアクティビティを楽
しむことが出来ます。

ビーチサイドにて
食べ放題＆飲み放題の
BBQをどうぞ！

選べる 2つのプラン

燃油サーチャージ込み

主催

■Aコース エアーズロックとシドニー8日間
出
発
日

旅
行
代
金

12月 30日（月）
出発限定

469,800円
1人部屋追加代金 80,000円

（大人おひとり様）

■Bコース ゴールドコーストとシドニー8日間
出
発
日

旅
行
代
金

12月 27日（金）
出発限定

398,800円
1人部屋追加代金 86,000円

（大人おひとり様）

●世界遺産エアーズロックにて2013年最後の日の入り、そして2014年
の初日の出観賞を。刻々と姿を変える景色をお楽しみ下さい。
●シドニーではトワイライトクルーズへご案内。
船上から洗練されたシドニーの町並みをご覧いただけます。
●2都市ともホテル指定で安心です！

●ゴールドコーストではコアラを抱っこして記念撮影を。
愛くるしいコアラを目近で見ることが出来ます。
●大晦日の夜はゴールドコーストの花火で2013年を
しめくくります。
●5日目は、世界遺産ラミントン国立公園へご案内。

※募集期限はご出発日の10日前までとなっておりますので、お申し込みはお早めに。 ※募集期限はご出発日の10日前までとなっておりますので、お申し込みはお早めに。

3日間 世界自然遺産  父島｜母島
小笠原 7日間の旅
166,000円 （2名様以上1室ご利用の場合）

プラン内容・ツアー料金について詳しく知りたい方は、九州観光までお問い合わせください。

※A父島プラン（民宿プラン）です。 福岡空港から往復直行チャーター便利用
だから片道約2時間で北東北までひとっ飛び！
2､3日目の朝はゆったり出発 !
※9:00以降の遅めの出発としています

青森ねぶた祭・秋田竿燈祭りは観覧席をご用意！
東北を代表する観光地世界文化遺産中尊寺なども
訪れます！
熱中症対策グッズをお渡しいたします。

主催

福岡・北九州発着
2名様よりOK！

初秋の北海道
満喫 湯めぐり
99,900円 （2名様以上1室ご利用の場合）

1　宗廟大祭では外国人専用に設けられた特別観覧席をご用意。
2　韓国を代表する文化遺産を3箇所巡ります。
3　韓国を代表する美味 （サムギョプサル・石焼ビビンバ・お粥・
     カルビ・ スンドゥブチゲなど）6回の食事付。

福岡発着 出発限定

3日間 
9月13日(土)
1本限定

読売旅行

センターマークホテル（明洞地区スーペリアクラス）2名 1室 /アシアナ航空
（エコノミークラス席）利用 ※韓国の空港税 3,150 円（大人・子供同額）、福岡空港施設使用料

　（大人 970円、子供 490円）が別途必要になります。

★燃油サーチャージは
　旅行代金に含みます。

福岡発着 出発限定

主催

しっかり安心
旅の思い出に

壮大な自然を

どちらも魅力的

◆おすすめポイント！

固有種の宝庫 小笠原の魅力
「海」と「森・山」を堪能！

父島プランと父島・母島プラン
から選べます。

滞在中もしっかりサポート
現地ツアー窓口を設置！

父島、母島マップ プレゼント

88,800円

2015年2月　9月出発

お1人様旅行代金
（大人・子供同額）


