
夏休みおすすめNEWS夏休みおすすめNEWS家族家族で楽楽しめる
2021年7月24日　土曜日　＜10＞

樋合海水浴場（パールサンビーチ）

上天草で海開き！ スポーツ、キャンプ、BBQ…
あなたはどの海に行く？

　我慢のwi thコロナ時代で
も、子どもたちには思いっき
り遊んでほしい！ そんな想
いをこめ、上天草で海水浴場
がオープン。期間は8月末ま
でです。樋合海水浴場では、
県内唯一の海上アスレチッ
クや、水上飛行できるフライ
ボード、バナナボートなど楽
しいアクティビティがたくさ

ん（有料）。約300ｍの砂浜＆
プライベートビーチのよう
に静かな西目の「カームビー
チ」は、大人だけのゆったりレ
ジャーにもぴったりです。ど
こに行ってもちがう景色と魅
力が広がっていますよ。
　ビーチでは密を避けるな
ど、新型コロナ感染症対策に
留意して楽しんでください。

上天草・海水浴場

問合せ／

住所／上天草市大矢野町上1514
☎0964（26）5512
上天草市観光おもてなし課

【松島町合津樋合】　Ｐ200台
（有料）/トイレ/温水シャワー /
更衣室/休憩室 あり

小島海水浴場
【姫戸町姫浦】

樋合海水浴場（パールサンビーチ）

☎0969（56）2233
あまくさレジャーパーク

西目海水浴場
【松島町合津】

跳ねて滑って爽快ッ！
県内唯一の海上アスレチック

「最高のロケーション！
白い砂浜」

「キャンプ＆海水浴」 「穏やかな海！小さい
お子様向け」
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「小さい島でのリゾー
ト気分」

諏訪海水浴場
【姫戸町二間戸】

高戸海水浴場
【龍ヶ岳町高戸】

MAP

●パールサンビーチ
海上アスレチック料金
1回45分・1人2000円（税込）
※身長110cm以上、6歳以上か
ら入場可能。小学生以下の子ども
は20歳以上の保護者同伴で

わくわくニュース

マリンスポーツなど
海を遊びつくす！

天草・日帰りバスツアー

旅行企画実施／九州産交バス　協力／夢ほたる・海王亭

毎年トップの人気を誇るグルメバスツアー
平日なら6000円！ 2000円分のクーポンも

　恒例の伊勢エビ会席バスツアー、
今年は「くまもと再発見の旅」適用で
例年よりお得です！ 刺身・味噌汁・黄
金焼きで伊勢海老を堪能でき、ほか
選べる観光、下田温泉も楽しめます。
　夢ほたるグループは宿泊助成事業
で、通常より安く泊まれます。詳細は
HPをチェック、または問合せを。

【申込み・問合せ】
九州産交ナイスデイツアー

10:00～17:00、土日祝休
●夢ほたるグループは「くまもと再発見の旅」
「天草満喫キャンペーン」の対象施設です
【宿泊問合せ】 夢ほたる ☎0969（42）3311

旅行企画実施／九州産交バス（株） 熊本県知事登録旅行
業第2-239号　企画協力／天草下田温泉 夢ほたる

☎096（325）8242

●平日は5000円、
土日祝は3000円が助成されます！
●地域限定クーポン2000円分付き
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【行程】　＊観光は出発日によってABCのいずれかです
西部車庫＝桜町バスターミナル（8:00発）＝天草観光【A.﨑津
天主堂、B.丸尾焼、C.道の駅かかしの里】＝下田温泉 夢ほた
るまたは海王亭（伊勢エビ会席の昼食・温泉）＝藍のあまくさ
村（買物）＝桜町バスターミナル（18:00頃着）＝西部車庫
■子ども同額、最少催行人員各20人、添乗員またはバスガイ
ド同行、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

※この商品は県の補助金により助成を受けています ※対
象者は熊本県内在住者のみ ①普段から日常的に接してい
る4人以下 ②同居家族、同居人は5人以上でも可 ※キャン
セル料は助成なしの旅行代金をもとに算出

1万1000円
助成額

平日 5000円

1万1000円
助成額

土日祝 3000円

8/25（水）
9/2（木）・13（月）
10/7（木）・20（水）

8/22（日）
9/11（土）・26（日）
10/3（日）・23（土）

8/27（金）
9/7（火）・16（木）
24（金）
10/12（火）・25（月）

8/28（土）
9/12（日）・18（土）
20（祝）
10/9（土）・17（日）

8/30（月）
9/8（水）・28（火）
10/4（月）・15（金）
28（木）

8/21（土）・9/4（土）
19（日）・23（祝）
10/2（土）・10（日）
30（土）・31（日）

大人1人

6000円

大人1人

8000円

旅行代金と
助成額 支払い実額Ａ.﨑津天主堂 B.丸尾焼 C.かかしの里

●おこぜ唐揚げの
オプションもあり！
2尾 1650円
事前予約のみ

●地域限定クーポン
は「夢ほたる」「海王亭」
館内で使えます

■天草下田温泉 伊勢エビ会席グルメツアー

WEB予約
24時間OK↓

天草・宿泊プラン

夏だ、海だ、天草だ！ 宿泊助成でと～ってもお得
夏旅行の決定版「特別宿泊プラン」

日本内外旅行 検索←（株）日本内外旅行

アクティビティ割引

●地域限定クーポンを使ってお得に！
イルカウォッチングが割引
大人3000円→ 2000円
小人2000円→ 1100円
幼児1000円→ 600円

※牛深の「牛深海中公園グラスボート」も割引になりま
す。詳細は内外旅行のホームページをチェック

「くまもと再発見の旅」対象
最大5000円が助成に！
　天草のベストシーズン到来、内外旅行
では夏休みにぴったりの特別宿泊プラン
を用意。宿泊助成でお得、さらに県内で使
える「地域限定クーポン」ももらえます。
　Aは天草を代表する旅館・ホテルに宿
泊。名物の伊勢海老付きのプランなど料
理も豪華、自慢の温泉でのんびり癒やさ
れます。Bはファミリー向けに、大人1人1
泊２食付きで3850円～と驚きの代金に。
海水浴場も近くて子ども達も大喜び！

A豪華伊勢海老も！ 夏の特別宿泊プラン 【期間】7月26日（月）～8月31日（火）

B夏休みを満喫！ファミリー宿泊プラン 【期間】7月26日（月）～8月31日（火）

※料金は大人1人1泊2食付き（２人１室利用 ※アレグリアは４人１室利用）、
子ども料金は問合せ、入湯税別途

※料金は1人1泊2食付き（２人１室利用）、入湯税別途

【本渡】ホテルアレグリアガーデンズ天草 【下田温泉】 湯本の荘 夢ほたる

【下田温泉】 味の宿 海王亭【本渡】 天草プリンスホテル

住所／中央区水道町14-21-1階
受付／9:00～17:00、土日祝休
熊本県知事登録第2-54号
 （社）全国旅行業協会正会員

☎096（352）5800

【申込み・問合せ】
（株）日本内外旅行

※プランはすべて熊本県宿泊助成事業「くまもと再
発見の旅」を利用 ※対象者は県内在住者のみ ①普
段から日常的に接している4人以下 ②同居家族は5
人以上でも可 ※キャンセル料は助成金の対象外
※詳細は内外旅行のHPでご確認ください

最上級の伊勢海老会席「本膳」プラン
●8/12・13・14・15は通常代金より4400円
増し　●両プランとも部屋のグレードアップあり、
●３人以下で利用の場合は問合せ又はＨＰを

料理の鮮度と露天風呂で選ぶならココ！
●8/12・13・14・15は通常代金より4400
円増し

社長は魚屋さん、料理で選ぶならココ！
●8/12・13・14・15は通常代金より4400
円増し（写真はイメージ）

地魚もたっぷり、伊勢海老会席プラン
●8/13・14・15は通常代金より4400円増し

●代金は日～金曜の場合、休前日は通常代金より1100円増
し ●8/12・13・14・15は通常代金より2200円増し

●価格は日～金曜の場合、休前日は通常代金より1100円
増し ●8/12・13・14・15は通常代金より2200円増し

●大人も子どもも全員に、地域
限定クーポン2000円分付き
●子ども料金が3000円～、
クーポン付きで実質1000円に！

わくわくニュース

※地域限定クーポンは6000円以上の商品
購入者に限る

代金 代金

代金代金

代金 代金

代金代金

日～金曜 日～金曜

日～金曜日～金曜

日～金曜 日～金曜

日～金曜日～金曜

土・祝前日 土・祝前日

土・祝前日土・祝前日

土・祝前日 土・祝前日

土・祝前日土・祝前日

1万7600円 1万3200円

1万1000円1万1000円

2万2000円 1万9800円

1万4300円1万7600円

1万8700円 1万5400円

1万3200円1万3200円

2万3100円 2万2000円

1万6500円1万9800円

5000円 5000円

5000円5000円

5000円 5000円

5000円5000円

3000円 3000円

3000円3000円

3000円 3000円

3000円3000円

支援額 支援額

支援額支援額

支援額 支援額

支援額支援額

■ちょっとリッチに曙膳プラン ■スタンダードプラン

■スタンダードプラン■天草会席プラン

■一押し！伊勢海老会席「本膳」プラン ■海賊グルメプラン（伊勢海老・アワビ付き）

■デラックス伊勢海老付きプラン■伊勢海老会席プラン

1万2600円 8200円

6000円6000円

1万7000円 1万4800円

9300円1万2600円

1万5700円 1万2400円

1万200円1万200円

2万100円 1万9000円

1万3500円1万6800円

支払実額 支払実額

支払実額支払実額

支払実額 支払実額

支払実額支払実額

【下田温泉】くつろぎの宿 マルコ 【牛深】 旅館はまさき

代金

小人
大人と同食

小人
お子様ランチ大人

7700円 7700円 6000円

3850円 3850円 3000円支援額

■スタンダード

3850円 3850円 3000円支払実額

代金

小人
大人と同食

小人
お子様ランチ大人

7700円 7700円 6000円

3850円 3850円 3000円支援額

■スタンダード

3850円 3850円 3000円支払実額

代金

小人
大人と同食

小人
お子様ランチ大人

1万円 1万円 6000円

5000円 5000円 3000円支援額

■アワビ刺身付き 地魚の刺身御膳プラン

5000円 5000円 3000円支払実額

代金

小人
大人と同食

小人
お子様ランチ大人

1万円 1万円 6000円

5000円 5000円 3000円支援額

■アワビの踊り焼き 地魚の御膳プラン

5000円 5000円 3000円支払実額

↑HP


