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お得な秋旅
九州産交ナイスデイツアー

佐賀

日帰り

8,980円

【出発日】
10月
26㊌・30㊐
11月
6㊐10㊍

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00）＝呼子朝市【海産物
ショッピング】＝玄海【呼子名物イカ活き造りの昼食】＝
大原松露饅頭【唐津名物・饅頭工場見学とショッピング】
＝マリンセンターおさかな村【海産物ショッピング】＝
熊本交通センター付近（18:30頃）＝西部車庫

昼1食 同行 催添 35名

【出発日】11月15㊋・16㊌・17㊍・18㊎・
19㊏・20㊐・21㊊・22㊋・23㊗㊌

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:30）＝呼子【活きイカ料
理の昼食】=国の名勝 九年庵＝高橋商店【ショッピン
グ】＝熊本交通センター付近（19:00頃）＝西部車庫

昼1食 同行 催添 35名

日帰り

9日間限定の貴重な紅葉、「九年庵」へ

佐賀 九年庵と御船山楽園と
環境芸術の森日帰り

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00）＝御船山楽園【国登
録記念物御船山楽園をお楽しみ下さい】＝環境芸術の
森【作礼山のふもとにある紅葉の名所】＝国の名勝 九
年庵＝熊本交通センター付近（18:30頃）＝西部車庫

【出発日】11月15㊋・16㊌・17㊍・
18㊎・19㊏・20㊐・21㊊・22㊋・23㊗㊌

5,980円

※九年庵は期間限定公開のため、予想以上に渋滞・混雑します。駐車場・施設への入
場に相当の待ち時間が生じたり、以降の行程・帰着時刻が大幅に遅れることもござい
ます。 ※紅葉の見頃は天候により前後する場合がございます。予めご了承ください。

※国の交付金を活用した事業のため、
取扱額が上限に達し次第終了します。

ふっこう割
で行く

くまもと日帰り旅

秋旅秋旅
九州産交ナイスデイツアー九州産交ナイスデイツアー九州産交ナイスデイツアー九州産交ナイスデイツアー九州産交ナイスデイツアー九州産交ナイスデイツアー九州産交ナイスデイツアー九州産交ナイスデイツアー九州産交ナイスデイツアー

バスツアー 15
コースバスツアーバスツアーバスツアーバスツアー 15大満喫

福岡
2016年クライマックスシリーズ

福岡ヤフオク！ドーム
応援バスツアー日帰り
内野Ｓ指定席（3 塁側）観戦チケット付！
試合時間全日程 13:00 開始

なし食 同行 催添 35名

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（9:00）＝福岡ヤフオク！
ドーム＝熊本交通センター付近（18:30頃）＝西部車庫
※観戦チケットは当日バス車内にてお渡しいたします。
試合終了までじっくり観戦できます！

ホークスがレギュラーシーズン
2位の場合

ホークスがレギュラーシーズン
優勝の場合

日程

料金
大人1名

10/9 ㊐・10㊗㊊★
- 第 2 戦 - - 第3戦 -

10/15㊏★・16㊐★
- 第4戦 - - 第5戦 -

※★印の試合は勝敗の結果によっては開催されない場合がございます。
※情報は 9 月12日時点での予定です。予告なく変更になる場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。

※小人同額

10,800円

特別企画！

佐賀

佐賀の海の幸を堪能！

6,980円

※出発日によって
昼食内容が変わります

企画/実施 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

お申込み
&

お問合せ

ナイスデイバスツアーセンター

※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。

〈営業時間〉
9：30～17：30（土日祝休）
※価格は税込 ※写真はイメージ

検索ナイスデイバス

ふっこう割で行く！ふっこう割で行く！

10月は「花と庭の世界大会」が開催される特別期間。世界トップクラスのアー
ティストたちが織りなす“ここでしか出合えない芸術”をご堪能ください。

世界トップクラスの
フラワーアーティスト
＆ガーデンデザイナーに
よる特別展示

10月「花と庭の世界大会」10月「花と庭の世界大会」

■旅行代金
（大人お一人様）6,980円
10月3日～31日毎日出発10月3日～31日毎日出発

※中高生1000円引、
小人（4歳～小学生）2300円引　
※3歳幼児はバス代として3000円必要
西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00）
＝光の森＝ハウステンボス【入場券
付】＝光の森＝熊本交通センター付
近（19:20頃）＝西部車庫

日帰り
バスツアー

世界トップクラスの世界トップクラスの世界トップクラスの
フラワーアーティストフラワーアーティストフラワーアーティストフラワーアーティストフラワーアーティスト
＆ガーデンデザイナーに＆ガーデンデザイナーに＆ガーデンデザイナーに＆ガーデンデザイナーに＆ガーデンデザイナーに＆ガーデンデザイナーに

全長13ｍの
光のドラゴン
ロボットが登場！

バージョンアップした「花と光の王
国」を満喫。目玉の「光のドラゴン」
はもちろん、世界最大級の1,300
万級の輝き・高さ66ｍの光の滝…。
美しさに感動！

もっと楽しむオプションも！
●+2500円で「パスポート」
※65歳以上は2000円

■旅行代金（大人お一人様）

6,980円
※中高生1000円引、小人（4歳～小学生）2300円引
※3歳幼児はバス代として3000円必要

西部車庫＝桜の馬場城彩苑
（12:00）＝光の森＝ハウス
テンボス【入場券付】＝光の
森＝熊本交通センター付近
（23:30頃）＝西部車庫

食 なし 添 なし 催 1名様

11月1日～12月30日、毎日出発11月1日～12月30日、毎日出発

●～10/31
【往路】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）
【復路】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
●11/1～
【往路】西部車庫＝桜の馬場城彩苑（12:00）＝光の森＝ハウステンボス（15:30頃）
【復路】ハウステンボス（20:30）＝光の森＝熊本交通センター付近（23:30頃）＝西部車庫

※この商品は国の九州
観光支援交付金により
4000円の助成を受け
ています

●2日分の入場券付
【1日目 散策チケット（入園+園内バス1日
乗車券）、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

●10/15・16→+1100 円で
「花と庭の世界大会入場セット券」

1日目のチケットグレードアップのオプションも

●10/3～14・17～11/3→追加料金なし
で「花と庭の世界大会入場セット券」

（大人お一人様 /ホテルアムステルダム
スーペリアルーム4名 1室利用の場合）

12,800円～19,800円 ※「花と庭の世界大会入場セット券」…メイ
ン会場（パレスハウステンボス）、カナルク
ルーザー、ミューズホールまで利用可能に！

■宿泊代金

※上記以外のチケットグレードアップは不可

　花、光、音楽があふれる街、ハウステンボスをゆっくり満喫し、直営
ホテルに泊まる特別プランがふっこう割で登場！　毎日運行してい
る直行バスは宿泊プラン利用で片道500円ととってもお得です。

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

熊本

日帰り

【旅行代金】大人お一人様

7,500円
＊この商品は国の九州観光
支援交付金により2500円
助成を受けています

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（9:00）＝松合食品＝リゾラ
テラス【リゾラプレート（魚のグリル）の昼食】＝スイー
ツクルーズ【水戸岡鋭治氏デザインの船でクルーズ。デ
ザート・ドリンク付き】＝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

昼1食 同行 催添 35名

食 なし 添 なし 催 1名様

ハウステンボスハウステンボス

ハウステンボスを楽しめるお得なツアーハウステンボスを楽しめるお得なツアー
日帰り
バスツアー

宮崎

日帰り

7,980円
西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00）＝JR人吉駅～観
光列車いさぶろう号～ JR吉松駅＝高千穂牧場【バー
ベキューランチ】＝霧島神宮【参拝】＝熊本交通セン
ター付近（18:00頃）＝西部車庫

観光列車いさぶろう号で行く

秋の霧島高原
【出発日】
10月30㊐
11月5㊏・
13㊐・19㊏
23㊗㊌・27㊐

宮崎

日帰り

【旅行代金】
大人お一人様

【出発日】
10月30㊐

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00）＝宮崎観光ホテル【レ
ストラン一木一草のバイキング昼食】＝宮崎神宮大祭【御
幸行列と御賑行列を観覧】＝みやざき物産館 KONNE＝
熊本交通センター付近（19:00頃）＝西部車庫

昼1食 同行 催添 35名

みやざき神旅

4,980円
※小人
500円引き

【旅行代金】大人お一人様
【旅行代金】大人お一人様

【旅行代金】大人お一人様

【旅行代金】大人お一人様

熊本

日帰り

【旅行代金】大人お一人様

4,980円
＊この商品は国の九州観光
支援交付金により1000円
助成を受けています

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00）＝光の森＝小国福運三
社詣り【「小国両神社」「ケヤキ水源の水神様」「鏡ヶ池の恵比
寿様」】＝比良【野菜たっぷり田舎御膳の昼食】＝黒川温泉
【最大 1500 円分使える、黒川湯る～っとクーポン付き！】
＝熊本交通センター付近（18:00頃）＝光の森＝西部車庫

昼1食 同行 催添 35名

地元の野菜たっぷり
昼御膳と黒川温泉散策

熊本

日帰り

【旅行代金】大人お一人様

4,500円
＊この商品は国の九州観光
支援交付金により1500円
助成を受けています

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（9:00）＝光の森＝徳丸漬
物＝昼食【「あか牛丼」または「とうふ御膳」】＝マルキ
チ醤油＝白川水源＝高森駅～中松駅【復活した南阿蘇
鉄道トロッコ列車に乗車】＝熊本交通センター付近
（17:30頃）＝光の森＝西部車庫

昼1食 同行 催添 35名

大分 ゆふいんの森号で行く

湯布院フリータイム日帰り

【旅行代金】
大人お一人様8,280円

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:30）＝JR久留米駅++
＜ゆふいんの森号＞++JR 由布院駅＝勢吉茶屋また
は旬彩浪漫【ショッピング】…湯布院散策【フリータイ
ム】＝熊本交通センター付近（19:30頃）＝西部車庫

※小人
1000円引き

【出発日】
10月
16㊐・30㊐
11月6㊐
12㊏・27㊐

なし 同行 催添 35名食

ナイスデイ女子旅第19弾

秋もきてはいよ！ 
南阿蘇高森

九年庵と
呼子いか活造り定食

呼子朝市と
呼子イカ活き造り膳

※小学生同額

※小人同額

※小人同額

※小人同額

国宝　鳥獣人物戯画　甲巻（部分）
平安時代　京都・高山寺蔵

福岡 九州国立博物館特別展
九州初公開！ 京都高山寺と
明恵上人「特別公開 鳥獣戯画」日帰り

【旅行代金】
大人お一人様7,980円

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:30）＝リタの農園【昼
食：自然派ビュッフェ・レストランバイキング】＝ベイ
サイドプレイス博多【博多ポートタワーやベイサイド
ミュージアム見学】＝九州国立博物館＝熊本交通セン
ター付近（17:30頃）＝西部車庫

昼1食 同行 催添 35名

【出発日】
10月9㊐
15㊏・19㊌
23㊐・29㊏
11月3㊗㊍
10㊍・15㊋

※小人
500円引き

（単位：万円）

宿泊日
ホテルアムステルダム ホテルヨーロッパ

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
4名1室 3名1室 2名1室 4名1室 3名1室 2名1室 3名1室 2名1室

10/14・21・23～28・30・
31・11/1・2・6～11・13～
18・20～25・27～30

1.28

1.58

1.78

1.98

1.48

1.88

1.98

2.38

1.78

2.28

2.38

3.08

2.60

2.70

2.90

3.30

2.20

2.30

2.50

2.60

2.28

2.48

2.78

3.18

1.88

2.08

2.38

2.48

1.58

1.68

1.98

2.08

10/3～7・
10～13・16～20

■宿泊代金（大人お1人様）
※中高生1000円引き　※小人（4歳～小学生）2300円引き

10/8・9・15・22・29・
11/5・12・19・26

11/3・4

※12月宿泊分はお問い合わせください

散策チケット
（入園+園内バス
1日乗車券）付き

散策チケット（入園+園内バス1日乗車券）付き

●10/15・16
→+1100 円で「花と庭の
世界大会入場セット券」

オプションも用意！

●10/3～14・17～11/3
→追加料金なしで「花と庭の
世界大会入場セット券」
●+2500 円で「パスポート」
※65 歳以上は 2000 円
※「花と庭の世界大会入場
セット券」…パレスハウステ
ンボス・カナルクルーザー・
ミューズホールまで利用可

　＝催行決定、価格はすべて税込

昼1（弁当）食 同行 催添 35名 ※小人同額 ※小人同額

昼1食 同行 催添 35名 ※小人同額

【出発日】
10月4㊋・9㊐・24㊊・11月3㊗㊍・
15㊋・24㊍・12月1㊍・10㊏

【出発日】
10月6㊍・19㊌・23㊐
11月1㊋・8㊋・19㊏

【出発日】10 月 6 ㊍

9,600円

長崎

Ｃ桟敷席付！

日帰り

夕1（弁当）食 同行 催添 35名

西部車庫＝桜の馬場城彩苑（10:30）＝光の森＝園田真珠【お
土産ショッピング】＝長崎くんち【諏訪神社桟敷席にて観覧】
＝熊本交通センター付近（23:30頃）＝光の森＝西部車庫

※小人同額

熊本

日帰り

9,600円
西部車庫＝桜の馬場城彩苑（10:30）＝光の森＝園田真珠【お
土産ショッピング】＝長崎くんち【諏訪神社桟敷席にて観覧】

長崎くんち

最後までゆっくり鑑賞！

長崎くんち

【旅行代金】大人お一人様

※桟敷席はマス席
（4 名かけ）となり
ます。

【出発日】
10月7㊎

宮崎神宮大祭～神武さま～

11・12月「花と光の王国」11・12月「花と光の王国」

熊本⇔ハウステンボス間宿泊プラン
お申込みの方は片道なんと、500円でOK！

直行バス
毎日運行中！

宿泊プラン

※添寝小人のバス代は片道1500円　※2営業日前に受付締切

宿泊フリープラン宿泊フリープラン
直営
ホテル
直営
ホテル

人気の地元料理と
復活トロッコ列車

世界トップクラスの
フラワーアーティストフラワーアーティスト
＆ガーデンデザイナーに＆ガーデンデザイナーに
よる特別展示よる特別展示

で「パスポート」

イカは
おひとり様
230ｇ

※女性限定


