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遊、食、自然の里

古くは修験の山。山岳信仰
の聖地とされた求菩提山（く
ぼてさん）。その麓にあり、
国の重要文化的景観の鳥井
畑の農村景観を巡るコース

電鉄本社（6:30発）＝市民会館（7:00発）＝森林セラピー
（セラピー弁当付き）＝ト仙の郷（入浴）＝道の駅おこしかけ
（買物）＝市民会館（19:10着）＝電鉄本社（19:30着）

熊本電鉄で行く！熊本電鉄で行く！

科学的にも検証された“森林浴効果”のこと。今回のバス旅の行き先は、癒し
効果・病気の予防効果が化学的に認められたお墨付きの森ばかり（現地と都
会で比較実験を行った上で、「森林セラピー基地」と「セラピーロード」に
認定されています）。新しい森の楽しみ方をぜひ、体験してみませんか？

八 女
福岡県

善蔵池をぐるりと回るコー
ス。熊笹とキラキラ光る木
もれ日、水面に映る木々、
広がる山里のパノラマは必
見のコースです

■出発日　9月12日（月）・10月30日（日）
■料　金　日帰り・大人1人
■スケジュール
電鉄本社（7:30発）＝市民会館（8:00発）＝森林セラピー
＝グリーンピア八女（昼食・入浴・買物）＝道の駅たちばな
（買物）＝市民会館（17:30着）＝電鉄本社（17:50着）

■出発日　9月23日（金）・10月29日（土）
■料　金　日帰り・大人1人
■スケジュール

綾
宮崎県

国内最大規模の照葉樹林が
残り、ユネスコエコパークに
登録された森。日常の慌た
だしさから離れ、ゆったりし
た時間を感じられます

■出発日　11月25日（金）・27日（日）
■料　金　日帰り・大人1人
■スケジュール
電鉄本社（7:00発）＝市民会館（7:30発）＝森林セ
ラピー（セラピー弁当付き）＝酒泉の杜（入浴・買
物）＝市民会館（18:40着）＝電鉄本社（19:00着）

大 分
大分県

「大分県県民の森」内にあ
る平成森林公園は、遊歩道
も整備されており傾斜も緩
やか。四季折々の木々を見
ることができるコースです
■出発日　9月24日（土）・28日（水）
■料　金　日帰り・大人1人
■スケジュール
電鉄本社（7:00発）＝市民会館（7:30発）＝森林セラ
ピー（マクロビ弁当付き）＝道の駅あさじ（買物）＝花水
月（入浴）＝市民会館（19:00着）＝電鉄本社（19:20着）

水 上
熊本県

国 頭
沖縄県

九州中央山地国定公園に属している
ので、照葉樹林の原生林が今なお多
く残っています。まっすぐに伸びた市
房杉のパワーを感じとれるコースです

■出発日　10月18日（火）・23日（日）
■料　金　日帰り・大人1人

■スケジュール
電鉄本社（7:20発）＝市民会館（7:50発）＝森林セラピー（セラ
ピー弁当付き）＝湯山温泉元湯（入浴）＝水上村物産館水の上の
市場（買物）＝市民会館（17:50着）＝電鉄本社（18:10着）

霧 島
鹿児島県

国立公園内に整備された丸尾自然探勝路は、
樹齢200年以上の大木や、温泉の流れる川があ
り、野生の鹿や野鳥が生息しているコースです

■出発日　10月16日（日）・27日（木）
■料　金　日帰り・大人1人
■スケジュール
電鉄本社（6:40発）＝市民会館（7:10発）
＝森林セラピー（竹の皮弁当付き）＝霧島
ホテル（入浴）＝霧島温泉市場（買物）＝市
民会館（18:30着）＝電鉄本社（18:50着）

最少催行人員各日35人、添乗員同行、昼食1回　※天候その他の事情により、行程が変更の場合あり

熊本電鉄旅行センター
☎096（345）1111

受付／平日8:30～17:30（土日祝休）　住所／中央区黒髪3-7-29
※熊本電鉄本社は駐車場完備（要予約）

熊本県知事登録 旅行業第2-199号　
総合旅行業務取扱管理者 西村紗季

※写真はすべてイメージ
☎0980-41-2101
問い合わせ/国頭村役場

五感をひらいて森で過ごす、森林セラピーとは？

詳しくは、各市町村のHPをチェック！

ツアーの
申込み

くまでんバスツアー 検索

九州の
森林森林

森と湖のセラピー基地

篠 栗
福岡県

■スケジュール
電鉄本社（7:00発）＝市民会館（7:30発）＝森林セラピー
（セラピー弁当付き）＝南蔵院（買物）＝オアシス篠栗（入
浴）＝市民会館（18:20着）＝電鉄本社（18:40着）

心の湯治場

「樹芸の森」は、篠栗の豊かな緑
を満喫できる森林公園。山々の美
しい稜線を見ながら深呼吸をして、
リフレッシュできるコースです
■出発日　10月1日（土）・22日（土）
■料　金　日帰り・大人1人

■スケジュール
電鉄本社（7:30発）＝市民会館（8:00発）＝森林セラピー
（セラピー弁当付き）＝原鶴温泉・泰泉閣（入浴）＝道の駅う
きは（買物）＝市民会館（18:00着）＝電鉄本社（18:20着）

滝の水音、鳥のさえずり、杉のチップ
ロードのふわふわした感触…。森の
魅力が感じられるセラピーロードでマ
イナスイオンたっぷりの散歩道です
■出発日　9月30日（金）
　　　　　10月10日（祝・月）
■料　金　日帰り・大人1人　
　　　　　5900円（税込）

水と森の癒し空間

神々のプロムナード

命薬の森 綾の森でリフレッシュ綾の森でリフレッシュ

癒しと歴史が香る森

ぬちぐすい

うきは
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太古の森を思わせる亜熱帯照葉
樹林におおわれた森。特有の空気
感のほか、東シナ海に浮かぶ島々
の美しい眺めも見どころです

ユニークな生態を育む
沖縄でも森林セラピーが
楽しめます！

源流の散歩道

五感をひらいて森で過ごす、森林セラピーとは？五感をひらいて森で過ごす、森林セラピーとは？

セラピーの旅
日帰り

うきはのほ
っこり弁当

大分のマクロビ弁当

ささぐり ぶぜん

5900円（税込）

きたごう

北郷
宮崎県

猪八重（いのはえ）渓谷は20
カ所以上の滝群が点在して
おり、一定の湿度・温度が保
たれているため“コケ類の宝
庫”としても知られています

■出発日　9月14日（水）・10月9日（日）
■料　金　日帰り・大人1人
■スケジュール
電鉄本社（6:30発）＝市民会館（7:00発）＝森林セラピー（セ
ラピー弁当付き）＝ホテルジェイズ日南（入浴）＝もみじの里
とむら（買物）＝市民会館（19:00着）＝電鉄本社（19:20着）

元気、充電の森

5900円（税込）

あや

日之影日之影
宮崎県

92％を森林が占める緑豊
かな地域。旧高千穂鉄道
の駅舎・レール・枕木など
が残り、鉄道に思いを馳せ
ることのできるコースです

■出発日　9月20日（火）・
　　　　　22日（祝・木）
■料　金　日帰り・大人1人
■スケジュール
電鉄本社（6:30発）＝市民会館（7:00発）＝森林セラ
ピー＝道の駅青雲橋（昼食・買物）＝そよ風パーク（入浴）
＝市民会館（18:30着）＝電鉄本社（18:50着）

癒しのふるさと

5400円（税込）5900円（税込）

5500円（税込）

5200円（税込）

5200円（税込）

5900円（税込）5800円（税込）

八女の花籠ランチ

地元の食材をた～っぷり。
地産地消の昼食付き！
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