
2016年9月10日　土曜日　＜30＞

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

（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

1.28

1.58

1.98

1.48

1.88

2.38

1.78

2.28

3.08

2.60

2.70

3.30

2.20

2.30

2.60

2.28

2.48

3.18

1.88

2.08

2.48

1.58

1.68

2.08

10/2～7・
10～13・16～20

10/1・8・9・
15・22・29

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！

　10月1日（土）～11月3日（祝・木）は、ハウステンボスで
「花と庭の世界大会」が開催される特別な期間。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。宿泊は直営ホテルで、いつ
もとは違ったひと時を…。毎日運行しているお得な直行バ
ス（宿泊プラン利用で片道500円！）もぜひご利用を。

●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

●10/1・2・15・16→+1,100 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」

もぜひご利用を。

直行バス
毎日運行中！

【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

※添寝小人のバス代は片道 1,500 円　※2 営業日前に受付締切

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

（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

　10月1日（土）～11月3日（祝・木）は、ハウステンボスで
「花と庭の世界大会」が開催される特別な期間。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。宿泊は直営ホテルで、いつ
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宿泊
プラン

■宿泊代金（大人お1人様）
※中高生1,000円引き　※小人（4歳～小学生）2,300円引き

【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）
残りわずか！　特別花火観覧席のオプションも

　九州・中国・四国で打ち上げ総数 No.1 を誇
るハウステンボスの花火に圧巻。クライマックス
はラスト 5 分で 4,000 発！　幅 1 ㎞にわたる大
スターマインは必見です。

●ウォーターマークホテル前（A席）…4,000 円
●ロッテルダム広場　　　　（S席）…6,000 円
　　　　　　　　　　　　　（B席）…2,500 円

<PR>

あなたの町から
出発します！

エリア 乗車場所 出発時間

八代

宇城

熊本
市内
光の森

県北

八代産交
八代駅前
松橋産交
宇土駅東口
西部車庫
熊本駅新幹線口
光の森産交

北部総合出張所
植木明徳屋斎場前
植木清田果物店前
菊水IC馬刺店前
玉名PA

12:00
12:10
11:40
11:50
12:00
12:10
13:10

12:50
12:55
13:05
13:15
13:20
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9月24日（土）9月24日（土）

■旅行代金（大人お一人様）

8,800円
※中高生1,000円引
小人（4歳～小学生）2,000円引
※3歳幼児はバス代として
5,000円必要です
各地（11:40～13:20頃）＝ハウス
テンボス【入場券付】＝各地
（24:10～25:40頃）
食 なし 添 同行 催 35名様
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日帰り

P

P

P

P

：無料駐車場完備

満

バスツアー

史上最多
！
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<PR>
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日帰り
バスツアー

史上最多
！

打ち上げ総数
22,000発！

※「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！

先着
50名様
限定！

■宿泊代金
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リビング熊本読者限定企画リビング熊本読者限定企画
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