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九州復興応援
「九州ふっこう割」とは？
国の九州観光支援交付金により、キャンペーン対象となる九州
各県の旅行に対して助成金割引が適用される制度。宿泊プラン
やツアーによって、適用される割引額は異なりますが、普段よ
りもお得に旅行できるのが嬉しいポイント。浮いた旅行代金を
お土産などに利用して、あなたの旅で九州を元気にしましょう！

今年の夏は、「ふっこう割」でお得に旅行しませんか？　7月～9月の夏休み旅行期間には、熊
本・大分への旅行で最大70％、福岡・佐賀・長崎・宮崎・鹿児島への旅行では最大50％割引
に。「ふっこう割」を利用して、熊本をはじめとする九州をみんなで盛り上げていきましょう！

※キャンペーンは、各県に定められた助成額の上限に達し次第終了となります。
　また、キャンペーン期間中に変更または事前の予告なく終了する場合がございます。

食 なし 添 なし 催 1名様

ハウステンボス
日帰りバスツアー

長崎

出発日

7 月　24～28
8 月　1～5、8～10、15～19、22～26、29～31
9 月　1・2・5～9、12～16、20～23、25～30

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00）＝光の森＝ハウステンボ
ス＝光の森＝熊本交通センター付近（19:20頃）＝西部車庫

家族みんなで楽しめるハウステンボスのツアーも登
場。バス往復、散策チケット付でイベントや新アクティ
ビティ満載のハウステンボスを楽しんで！

※この商品は国の九州観光支
援交付金により2,000円助
成を受けています

旅行代金（大人お一人様）

※中高生1,000円引、小人（4歳～小学生）1,800円引
※3歳幼児はバス代として3,000円必要です
ハウステンボス散策チケット付（入場+園内バス乗車券）
＋500円→ハウステンボス満喫チケット
水の王国大プール、カナルクルーザーなど4施設まで利用可能
＋2500円→1DAYパスポート
　（40以上のアトラクション利用可能）

4,980円

食 昼 1 回 添 同行 催 35名様

　　阿蘇神社参拝・
　　水基めぐりと
小国手打ちそば食べ放題

阿蘇

阿蘇神社

小国そば

出発日

9 月 4・10・22・27

八代＝桜の馬場城彩苑（8:30）＝坂本善三美術館
＝宝処三昧【そば定食の昼食、白そば・黒そば食
べ放題】＝岡本とうふ店＝阿蘇神社参拝・水基め
ぐり＝熊本交通センター付近（18:00頃）＝八代

周辺地域の身代わりに崩れたと言われている阿蘇
神社に復興祈願、さらに門前町で水基めぐり。小国・
阿蘇の観光を応援しましょう！

※この商品は国の九州観光支援交付金
により2,500円助成を受けています

旅行代金（大人お一人様）

※小人同額
3,500円

※そのほかにも多数商品がございます。詳しくはお電話ください。

白川水源

高森田楽

食 昼 1 回 添 同行 催 35名様

きなっせ高森！
郷土の味満喫ツアー 
PARTⅡ

阿蘇

出発日

9 月 11・14・22・24

八代＝桜の馬場城彩苑（9:00）＝徳丸漬物＝高森田楽の昼食＝
白川水源＝マルキチ醤油＝熊本交通センター付近（17:30 頃）
＝八代

震災の被害も少なかった元気な高森を満喫するツアー！　
高森の郷土料理を堪能できるうえに、阿蘇・高森産のお
米2合、お茶50ｇ、徳丸漬物セットの嬉しいお土産付き。

※この商品は国の九州観光支援交付金により2,500円助成を受けています

旅行代金（大人お一人様）

※小人同額
3,800円

お土産

食 昼 1 回 添 同行 催 35名様

お菓子・豆腐・
焼き立てカステラ

美味しい工場見学 IN 長崎

長崎

クルス 夢ファームシュシュ

出発日

8 月　23・27
9 月　16・27

桜の馬場城彩苑（8:10）＝熊本港～島原港＝クル
ス本舗＝おおむら夢ファームシュシュ【バイキング
昼食】＝長崎カステラセンター＝九一庵食品＝島原
港～熊本港＝熊本交通センター付近（18:45頃）

試食あり・お土産ありの大人も子どもも楽しめる
工場見学ツアー。長崎名物カステラや銘菓クルス、
豆腐など長崎のうまいもん工場へ。オーシャンア
ローにも乗船できますよ。

※この商品は国の九州観光支援交付金により
1,000円助成を受けています

旅行代金（大人お一人様）

※小人同額
3,980円

= 催行確定日

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（9:00）＝球磨川下り【約 45 分のミドルコー
ス乗船】＝人吉温泉物産館【鮎の塩焼付御膳の昼食・青井阿蘇神社自由参
拝】＝球磨焼酎ミュージアム白岳伝承蔵＝神瀬石灰洞窟・熊野座神社＝熊
本交通センター付近（17:10頃）＝西部車庫

※小人同額

食 昼 1 回 添 同行 催 35名様

夢ファームシュシュ

球磨川下り

人吉夏の風物詩「鮎の塩焼御膳」と
球磨川下り＆ひんやりパワースポット

人吉

※国の交付金により
2,500円の助成を受
けています

旅行代金（大人お一人様）

4,980円

「夏はやっぱり涼しいところに行
きたい！」という人にオススメな
のが人吉。球磨川下りに、日本最
大の洞口を持つパワースポット・
神瀬石灰洞窟で癒されて。

出発日

8月　7・17・27
9月　11・22・28

※0 ～ 2 歳幼児のお子様（座席・食事なし）も
　球磨川下り保険料として 650 円かかります

※国の交付金により
2,500円の助成を受
けています

代金（大人お一人様）

4,980円

鮎の塩焼御膳
7 月 24～28
8 月 1～5
9 月 1・2・5～

ウォーターロングスライダー

～26、29～31
、20～23 25～30

出発日

～28
、8～10、15～19、22
5～9、12～16、20～2

ウォーターロングスライダー ジャンピングスライダー

※この商品は国の九州観光支
援交付金により3,000円助成
を受けています

出発日

8月 24・30  9月 7・17・22・25

九重夢大吊橋

食 昼 1 回 添 同行 催 35名様

九重の自然満喫！ くじゅう花公園・
夢大吊橋と豊後牛炭火焼付バイキング

大分

九重の自然満喫！ くじゅう花公園・
くじゅう花公園

西部車庫＝熊本交通センター（8:00）＝くじゅう花公園【季節の花々
を鑑賞しながら散策】＝ガンジーファーム＝レゾネイトクラブくじゅ
う【豊後牛炭火焼付のバイキング昼食】＝九重夢大吊橋＝やまなみ
牧場＝熊本交通センター付近（18:30頃）＝西部車庫

今年から施行される新たな祝日「山の日」。　夏の山でリフレッ
シュしませんか？　くじゅう花公園では、ヒマワリ・コスモス
といった季節の花がお出迎え。また、“日本一の高さ”を誇る
九重夢大吊橋など、大自然に包まれてみては？

旅行代金（大人お一人様）※小人同額

※豊後牛はお一人様 100g までとなります

4,980円※この商品は国の九州観光支
援交付金により3,200円助成
を受けています

食 昼 1 回 添 同行 催 35名様

鹿児島 いおワールドかごしま水族館

出発日

7月 31  8月 6・11・14・20・28

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00）＝かるかんさつま
揚げショッピング＝まんてん【焼肉の昼食】＝かごしま
水族館【入場券付たっぷり2時間滞在】＝熊本交通セン
ター付近（18:30頃）＝西部車庫

「かごしま水族館」でかわいらしいイルカた
ちに癒されたあとは、普段見ることのできな
いバックヤード体験ツアーへ。鹿児島名物・
黒豚も味わえますよ。

旅行代金（大人お一人様）※小人同額

※焼肉はセットメニューです。食べ放題ではございません。

3,800円

かごしま水族館
バックヤード探検ツアーと
黒豚＆和牛焼肉ランチ
バックヤード探検ツアーと 黒豚＆和牛焼肉ランチ

大迫力のジ
ンベエザメ

を

間近で見ら
れる！

出発日
フォレストヴィラ ホテルアムステルダム ホテルヨーロッパ

レイクサイドヴィラ（スタンダード） スーペリアルーム デラックスデザイナールーム スタンダードツイン

■基本旅行代金（大人お1人様）※小人同額 （単位：万円）
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1.50
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9/1・2・4～9・11～16
　19～21・25～30

7/24～29・31
9/3・10

バイキング

鮮やかな花
々が寄せ植

えされた

「夏彩畑」は
絶景！

ナイスデイバスツアーセンター 〈営業時間〉
9：30～17：30（土日祝休）九州産交バス（株）

〒860-0068 熊本市西区上代4丁目13-34　熊本県知事登録旅行業第 2-239 号 総合旅行業取扱管理者 塩山 仁

企画 / 実施 お申込み
&

お問合せ
※価格は全て税込　※写真は全てイメージ

ふっこう割で行く！熊本熊本熊本大分大分大分長崎鹿児島
大満喫バスツアー特集

食 昼 1 回 添 同行 催 35名様

天草 エルミラ

リゾラプレート

出発日

9 月  8・14・20・28

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（9:00）＝松合食品＝リゾラテラ
ス【昼食】＝スイーツクルーズ【水戸岡鋭治氏デザインの新船
エルミラでクルーズ。スイーツ1品・1ドリンク付】＝天草オリー
ブ園＝とれたて市場＝熊本交通センター付近（18:00 頃）＝西
部車庫

7 月 23 日より運航開始となる「スイーツクルーズ エルミラ」。今
年で 50 周年を迎える天草五橋などの絶景を眺めながら、船上でス
イーツを味わう優雅なひとときが過ごせます。今回の体験コースで
はリゾラテラスで昼食後、リゾラのスイーツを船上で提供します。

※この商品は国の九州観光支
援交付金により5,000円助成
を受けています

旅行代金（大人お一人様）※小人同額

5,000円

新造船「エルミラ」で楽しむ
天草スイーツクルーズ体験ツアー

海上の絶景
テラスで

贅沢な天草
を満喫！

催 2名様添 なし食 朝1回

直行バスで行く！ ハウステンボス宿泊プラン

※添い寝小人のバス代は片道 1,500 円（4 歳以上は別途入場券代が必要）。
※宿泊のみ（バス不要）の利用も可能ですが、同料金となり返金はございません。2 営業日前に受付を締め切ります

※この商品は国の九州観光支援交付金により10,000～20,000円助成を受けています

●2日分の入場券付
（1日目 散策チケット、2日目 パスポート）
●ホテルでの朝食付
チェックイン 15:00/チェックアウト11:00

フリータイム…ハウステンボス（16:00）
＝光の森＝熊本交通センター付近（19:20
頃）＝西部車庫

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00）＝光の森
＝ハウステンボス（11:20 頃）…フリータ
イム　ハウステンボス〈泊〉

１日目

２日目

長崎

検索ナイスデイバス


