春のレジャー特集
宿泊

八代の旅、
クーポンで宿泊がお得！

グルメ

春は温泉＆選べるステーキで満喫！

● 3000 円割引クーポン（130 枚）
総額 6000 円以上で利用可
● 8000 円割引クーポン（100 枚）
総額 1 万 6000 円以上で利用可
、
電話予約は不可
※宿泊は 2人～、
※利用可能施設は HP で確認を

八代市

☎ 0965（31）
8200

■住所／八代市上日置町4772-10
（JR新八代駅内）
■営業9:00 ～17:00
ＤＭＯやつしろ

毎週土日・祝日に開催中、温泉・
牛ステーキ付きランチバイキ
ングは、「大塚牛ステーキ（大人
2500円、小学生以下1200円）」
と「ASOあか牛ステーキ（価格は
右記）」から選べます。食後は温
泉で春の阿蘇景色を楽しんで！

検索←

喧騒を離れて過ごす、大人の週末

土日祝限定ランチバイキング
温泉＋ ASO あか牛ステーキ付き
●大人

通常3500円→3000円

●小学生以下
（３歳以下は無料）
通常1800円→1500円

「和の宿 狭霧亭」は湯布院の
中心からほど良く離れた、大
人専用の隠れ宿。宿泊中いつ
でも入浴できる温泉や、旬の
食材を贅沢に使用した食事が
評判です。右プラン予約で夕
食の飲み物無料（～ 3/31）。

南阿蘇村

リビングく〜ぽん

DMOやつしろ

＜10＞

豊後牛と季節野菜。地元素材をふんだんに使
った、目でも舌でも楽しめる美食を堪能して

クーポン取得はＱＲコードか
﹁ＤＭＯやつしろ﹂で検索

イベ
ント

「Yahoo! トラベル」宿泊クーポン
※３月末までのチェックインに限る

宿泊

土曜日

旬食材が満載のバイキング料理と、大塚牛
またはＡＳＯ赤牛ステーキ・１３０ｇ 付

春の暖かい日差しを浴びながら、八代城のお
堀舟巡りはいかが？ ３月下旬は桜もキレイ

八代城址や日奈久温泉、五
家荘…魅力いっぱいの八代を
泊りがけで遊び尽くしません
か？ 「Yahoo!トラベル」に
八代の宿泊施設で使える宿泊
クーポンが登場。お花見スポ
ットにも注目です。

2019年3月9日

■住所／阿蘇郡南阿蘇村久石4411-9
■営業／レストラン11:30～13:30
os、温泉12:30 ～ 19:00
※価格は税込

プレゼント！

※グループ全員可
H31.3.6 ～ 4.30まで

由布市湯布院町

ホテルグリーンピア南阿蘇
☎ 0967
（67）2131

ホテルグリーンピア南阿蘇
ランチ注文時にクーポン提示で
次回使える
「温泉ペアチケット」

扌

ホテルグリーンピア南阿蘇

検索 ←

【リビング限定】平日宿泊プラン
（3/31 まで、除外日あり）
●カップルプラン
通常1万9980円 →1万 3000円
●グループプラン（大人 3 人以上）
通常1万 9980 円 →1万2000円
※両プランともに部屋は離れ形式
和室・内風呂つき
※ 1泊 2 食、大人1人の料金、税込

さぎりてい

和の宿 狭霧亭
☎ 0977
（85）4292
緑豊かな日本庭園を眺めながら、ゆっ
たりと過ごす大人のひとときを

■住所／大分県由布市湯布院町
川上811-1
■営業／8:00 ～22:00
和の宿

狭霧亭

検索←

3月23日（土）桜の名所・水上村で、特別な出逢いを探しませんか？
人気の婚活企画「桜の里で恋探し」in 水上村
女性参加者 10人募集スタート（無料・先着順！）

上 ／ 石 造 り の 米 倉 庫 を リ ノ ベ。
趣あふれる「石倉交流施設」がパ
ーティーの会場です
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※桜の開花状況は気象等の状況によります

日時／ 3月23日
（土） 受付12:30 ～
（パーティー 13:00 ～ 15:00終了予定）
軽食・ソ
会場／石倉交流施設
フト
募集／ 20 ～ 40代の独身女性 ドリンク付！
定員／ 10人
（先着順）
参加費／無料 申込締切／ 3月18日
（月）

至人吉

申込み・受付担当／尾方和架
■受付／8:30 ～ 17:15、土日祝休
■住所／球磨郡水上村大字岩野90

1日限りの開催「桜の里で恋探し」in水上村
水上村
役場

水上村役場 産業振興課
☎ 0966
（44）
0314
D0966
（44）
0662

昨年のイベントで6組のカップルが誕生しています！

上／﹁そば処 山の幸館﹂の蕎麦
下／ 水上村物産館の﹁ダムカレー﹂。本格グ
リーンカレーに鹿肉のスペアリブで満腹！

球磨郡水上村

気が合う男性と巡り会え
るかも！ ※イメージ

【春だけの絶景をお見逃しなく】
左／「汗の原親水公園」の桜吹雪
は圧巻 中央／市房ダム湖畔の
桜並木。「1万本桜」の異名をもつ
県下有数の桜の名所です

美しい桜色に染まる水上村の春。 地元で活躍する堅実な男性陣。先着
喧騒から離れたこの場所で、あなた 10人、早めに申込みを！
の感性に合う、心惹かれるパートナ
ーを探してみませんか？
水上村の婚活パーティー“恋探し”
が3月23日（土）に開催。のんびり
とした環境の中、お互いの趣味や価
値観を自然体で話し合える毎年人気
のパーティーです。「緊張しやすい」
という女性にもおすすめ。お相手は、

県下有数の桜やグルメ…
せっかくなら観光も！
水上村には「美人の湯」として有名な湯
山温泉、市房ダム湖、市房山など自然と
ふれ合えるスポットやご当地グルメも。
パーティー前後に立ち寄ってみては？

●当日は「汗の原親水公園」に出店があります
お花見にもぴったり！

●「ミシュランガイド熊本・大分2018特別版」
掲載店
（そば処 山の幸館）
など名物グルメも！

春旅は天草の「紫ウニ」！ 日帰りバスツアー or 宿泊どっちにする？

ウニ嫌いも好きになる!?
天草名物「紫ウニ」を食べるバスツアー

ウニ料理の品数で料金
が異なる宿泊プラン

3月～ 5月が旬、天草の「紫
ウニ」をご存知ですか？ 漁
師直送の新鮮なウニだけを提
供するから、保存処理を行わ
ず特有の臭み・苦味がありま
せん。濃厚で自然な甘さはウ
ニのイメージを変えるほど。
生ウニをメインにした会席
で、ぜひ評判の味を確かめて。
観光は世界遺産登録の﨑津

下田温泉の人気旅館「夢ほた
る」では紫ウニの宿泊プランを予
約受付中。生ウニや軍艦巻きな
どウニ料理の品数で料金が選べ
ます。オプションでウニたっぷ
りのウニ丼も付けられます！

希少でおいしい
深海魚﹁ベニアコ
ウ の 唐 揚 げ ﹂も
注文できます！

集落の教会などから選べ、名
湯・下田温泉も楽しめます。

■日帰りバス申込み・問合せ

九州産交ナイスデイ
ツアーセンター
☎ 096
（325）8242

■受付／10:00 ～ 17:00、土日祝休

※旅行企画実施／九州産交ツーリズム（株）
観光庁長官登録旅行業第1802号
企画協力／夢ほたる、熊本リビング新聞社
検索 ←

生ウニ、ウニの軍艦巻き、ウニの茶碗蒸し
などさまざまなウニメニューが登場

【追加オプション】2160円（税込）
※バスツアー予約時に注文ください
当日注文不可

天草市下田温泉

ナイスデイバス

●宿泊プランのウニ料理例

●日帰りバスツアーの「紫ウニ会席」

紫ウニ以外にも天草を代表する地魚料理や
郷土料理が豪快に並びます

天草下田温泉 紫ウニ・天然魚グルメバスツアー

大人1人 8980円（税込・子ども同額） ○＝出発決定

ウニ丼の朝食オプション
…………2000円

■宿泊申込み

夢ほたる
☎ 0969
（42）3311

【A.﨑津天主堂】3/17（日）・21（祝・ 【B.天草オリーブ園】 【C.十三仏公園】
木）・23（土）・24（日）
・30（土）
3/16（土）
・4/13 3/27（水）
4/6（土）
・14（日）
・20（土）
・24（水）
・ （土）・21（日）
31（ 日 ）
・4/2（ 火 ）
27（土）・29（祝・月）
4（木）
28（日）

※5月の出発も予定しております ※最少催行人員各35人、添乗員同行、昼食1回
※貸切バス運行事業者：九州産交バス（株）、産交バス（株）または同等の会社

ウニ料理6品……1万8000円

※GW期間は除外、詳細は旅館へ

桜の開花後は
花見ができます

【行程】西部車庫＝桜の馬場城彩苑（8:00発）＝天草観光【A.﨑津天主堂、B.天草オリーブ
園、C.十三仏公園】＝天草下田温泉 夢ほたる（紫ウニ会席の昼食・温泉）＝藍のあまくさ村
（買物）＝熊本交通センター付近（18:00頃着）
＝西部車庫

紫ウニ会席宿泊プラン（税別）
ウニ料理3品……1万4000円

天草下田温泉

■住所／天草市下田北1366-1

観光地は3カ所から選べます。桜の時期の「十三
仏公園」は西海岸越しの桜を愛でることも！

大人1人・1泊2食付き（1室2人～）
※平日料金、休前日は2000円増
※カード払い不可、別途入湯税150円
夢ほたる

検索 ←

