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3世代で巡る初秋の南九州 熊本・鹿児島！
九州の個性あふれる列車を楽しみ、厳選の湯宿で過ごす3日間
平成26年9月20日(土)～9月22日(月)
日付

時刻

利用交通機関

2泊3日

スケジュール

6:25

JALにて、東京羽田空港ご出発
JAL1863便

ワンランク上の、クラスＪ席で、快適な空の旅をお楽しみ下さい

8:05
8:20

熊本空港ご到着
空港連絡バスにて、熊本駅へ （現地お支払 おとな 800円・こども 400円)
バス車中より、 熊本城 の雄姿がご覧いただけます

空港連絡バス
9:21
9:44

熊本駅ご到着
「ＳＬ人吉」にて、熊本駅ご出発
列車の力強い鼓動を音に匂いに体感できるＳＬで、清流「 球磨川 」の景観
を眺めながら、ゆっくりとした時の流れをお楽しみください
沿線駅や車内では、様々なサービスやイベントがあります

ＳＬ人吉
12:13

人吉駅ご到着
人吉駅では、今では珍しい立ち売り駅弁 名物「栗めし」がオススメです
(現地ご購入 1個

９／２０ (土)

1,100円)

人吉駅には、懐かしい ＳＬの転車台 などもあり、鉄道ファンのみならず必見のスポットです

13:21

観光列車「いさぶろう」にて、人吉駅ご出発
霧島連山 や 桜島 を望む、日本三大車窓の大パノラマをお楽しみくだ
さい。急勾配を登っていくため、途中2か所に設置された「 ループス
イッチバック 」も見ごたえがあります

いさぶろう3号
14:47
15:03

吉松駅ご到着
観光特急「はやとの風」にて、吉松駅ご出発
漆黒のボディに金のエンブレム輝く重厚な列車で、木の温もりを大切、
にした、レトロな雰囲気の車内をお楽しみください
途中 「嘉例川駅」 のノスタルジックな駅舎は人気スポットとなっています

はやとの風3号
15:57
16:05
17:00

隼人駅ご到着
ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰにて、お宿へご案内します
ｼﾞｬﾝﾎﾞタクシー
九州スタッフイチオシの名湯「霧島温泉」ご到着
【霧島温泉 泊】

8:40

タクシー乗務員が、ロビーにてお迎えいたします。
霧島、鹿児島、桜島観光へご案内します

9:00

「霧島神宮」

9:30

建国神話の主人公「ニニギノミコト」を祀った、朱塗りの荘厳かつ豪華な社殿は、
九州屈指のパワースポットとして、凛とした空気につつまれています

11:05

桜島フェリー「桜島よりみちクルーズ」

12:30

桜島と錦江湾の魅力を海上から楽しめる、今人気のプチクルーズです
復路 桜島～鹿児島間は、定期船「さくらエンジェル」をご利用ください

（乗船料現地お支払 おとな 660円・こども 330円・幼児 無料)

９／２1 (日)

12:35

「華蓮」
ｼﾞｬﾝﾎﾞタクシー

13:40

鹿児島県経済連直営の黒豚料理の名店にて、「薩摩黒豚のしゃぶしゃぶ」
をご賞味いただきます (5名様分ご用意します）

13:45

「いおワールドかごしま水族館」

14:50

黒潮にのって回遊する「ジンベイザメ」や「エイ」など、黒潮浪漫海道をメ
インテーマに、鹿児島で暮らす海の生物を観察できます

14:55

「維新ふるさと館」

15:35

鹿児島の生んだ英傑「西郷隆盛」や「大久保利通」等の偉業や、薩摩
島津藩の歴史などを、わかりやすく、楽しく紹介しています

（入館料現現地お支払 おとな 1,500円・こども 750円・幼児 350円)

（入館料現地お支払 おとな 300円・こども 150円・幼児 無料)
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日付

時刻

9/21 (日)

17:10

利用交通機関

スケジュール

ｼﾞｬﾝﾎﾞタクシー

本土最南端のあったか温泉「指宿温泉」ご到着
【指宿温泉 泊】
ホテル敷地内にある「薩摩伝承館」
（入館料現地お支払 おとな 1,500円・こども 300円・幼児 無料)

宇治平等院鳳凰堂を模して建てられたこの伝承館には、古くから海外
交流の拠点として栄えた、ここ南薩地方の名品が収蔵されています

10:00

ロビーにて、タクシー乗務員がお迎えいたしします
南薩観光へご案内します

10:30

「長崎鼻」
薩摩半島最南端に突き出した岬で、弓なりの砂浜が続いています。

11:00

その端には、薩摩富士といわれる「開聞岳」がそびえている景勝地です

11:10

「西大山駅」

11:20

九州最南端の無人駅で、ここから見える開聞岳は、名物「幸せの黄色い
ポスト」とともに、絶好の撮影スポットです

11:30

「開聞岳」

11:50

薩摩半島の南端に位置する、標高924ｍの美しい山で、別名「薩摩富士」
とよばれています。日本百名山の1つに数えられています
ｼﾞｬﾝﾎﾞタクシー

9/22 (月)

12:10

「池田湖」

12:40

九州最大のカルデラ湖で、周囲15㎞、水深233ｍあります。水面は藍色
に清く澄んでおり、幻の怪獣「イッシー」の伝説でも有名です

12:45

「旅の駅 池田湖パラダイス」

13:30

名水が味をひきたてて、1年中食べられることで好評の「ソーメン流し」
をお楽しみください

13:55

「揖宿神社」

14:20

樹齢1,130年の楠の大木をはじめ、樹齢500年越えの大木が、鬱蒼とした
森を形成していて、マイナスイオンたっぷりです

14:30
15:07

指宿駅ご到着
観光特急「指宿のたまて箱6号」にて、指宿駅ご出発
薩摩半島に伝わる竜宮伝説をテーマにした白黒の大胆なボディが
印象的な列車です。たまて箱にちなんで発車時にシューっと白い霧
が出る仕掛けが話題を呼んでいます

指宿のたまて箱
16:00
16:30

鹿児島中央駅ご到着
空港連絡バスにて、鹿児島空港へ (現地お支払 おとな 1,250円・こども 630円)
空港連絡バス

17:11
18:50

鹿児島空港ご到着
JALにて、鹿児島空港ご出発
JAL1876便

20:35

利用航空会社
利用列車
お食事条件

ワンランク上の、クラスＪ席で、快適な空の旅をお楽しみ下さい

("0") おつかれさまでした！
JAL 日本航空 ≪クラスＪ席≫
ＪＲ九州 観光列車「ＳＬ人吉」「いさぶろう」「はやとの風」「指宿のたまて箱」 普通車指定席
※ ＪＲ九州の観光列車は、幼児のお子様にも座席をご用意しております
■朝食 2回
■昼食 2回
■夕食 2回
【ご宿泊のご案内】
東京羽田空港ご到着

霧島硫黄谷温泉
高千穂館

和洋室

霧島ホテル

（和室10畳＋ツインベッド) × 2室

夕朝食付

古くから、坂本龍馬や与謝野晶子など、多くの著名人が愛した老舗名旅館です。ここの一番の売り
は何といっても、1日1,400万リットルの湯量を誇る「硫黄谷庭園大浴場」 その迫力とスケール
は、見る者を驚かせます。ご夕食は、ライトアップされた「百年杉庭園」を眺めながら、山海の恵み
を生かした、鹿児島の郷土会席料理をご賞味いただきます。
お部屋もワンランク上の、「高千穂館」で、霧島連山を眺めながら、ゆっくりとお寛ぎください。
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指宿温泉

指宿白水館

花の棟 和洋室(57㎡)×1室 和室(10畳)×1室

夕朝食付

海に面した広大な敷地の中に、宿泊者を飽きさせることのない様々な施設が点在する、
指宿温泉で最も評価の高いお宿です。指宿ならではの「砂蒸し温泉」や「元禄風呂」など、
九州ならではの湯三昧が楽しめます。お部屋もワンランク上の「花の棟」でご用意しました。
ゆったりとした空間で、海を眺めながらお過ごしください。ご夕食は、会席料理か、薩摩
ｲﾀﾘｱﾝをお選びいただけます。

【企画ご旅行代金のご案内】
【第一世代】 おとな おひとり 133,300円×2名様
【第二世代】 おとな おひとり 122,200円×2名様
【第3世代】 こども（小学5年生) 85,700円 幼児(5才) 77,300円

6名様合計企画ご旅行代金
※

674,000円

小5のおこさまの夕食は、おとなに準じたお料理、5歳児のご夕食は、おこさま料理となります。
※※ 上記ご旅行代金には、現地お支払・ご購入分は含みません。
企画料 5,400円 （ご成約時は、ご旅行代金の一部に充当いたします）

本プランニングについて
東京都足立区で、飲食店を経営されている「K.A様」より、こんなご相談を頂きました。

息子夫婦と孫2人を連れて九州を旅行したい。 日頃は商売が忙しくて、なかなか孫の面倒も見てやることができないし、息子夫婦も
店で働いているが、なかなか休みをとらせてやることもできない。そして何よりも40年連れそった家内に感謝の気持ちを伝えたい。
この旅行を機会に、親子孫3世代の絆を深めたい。
孫は2人ともわんぱく坊主で、電車が大好き。息子夫婦は、食べ歩きが好きで、九州の食は、良い勉強にもなる。家内は、あまり旅行
にも行かず、働きっぱなし。最近我々夫婦は腰痛に悩まされていて、九州の温泉でﾘﾌﾚｯｼｭしたい。
【奥様への感謝】

めったに旅行できないおふたりだからこそ、ちょっぴりリッチなワンランク上の旅をご提案。生まれも育ちも生粋の
九州人のスタッフが、自信をもってお勧めできる、温泉へご案内。働き者の奥様へ感謝！
【電車の好きなお孫さん】 超豪華クルーズトレイン「ななつ星」で有名になった九州の鉄道。他にも九州には個性的で特徴のある列車
がたくさんあります。そんな中から、スタッフお勧めの観光列車を4つご案内。SLからたまて箱まで、お孫
さんのみならず、3世代で楽しめる、列車の旅をご提案！
【九州の食】 九州外から来られたお客様からよく「九州は食材が豊富で、おいしいね！」と言われます。そんな九州の食の中から、
鹿児島の食を堪能していただこう。味付けも関東とは少し違って甘めの味付けですが、これが鹿児島特産の「いも焼酎」
とよく合うんです。夕食時は、いも焼酎を酌み交わしながら、3世代の絆を・・・
【3世代の旅・・・でも大切なプライバシー】 お部屋は2室をご用意。夜は世代間のプライバシーも大切です！
【腰痛のご夫妻】 長年働き過ぎで腰痛になったおふたりのため、お宿はどちらも和洋室をご用意。そして飛行機は、ワンランク上の
クラスＪ席で・・・
【3世代の絆】 スタッフが自信をもっておすすめするお宿。どちらもワンランク上の、眺めの良い、ゆったりとした空間をご用意しました。
ゆったりとした空間の中で、3世代の絆を深めてください！

あとは、非日常の中で6名様が楽しく旅行している光景をイメージして！ 心をこめて！

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-5-33 東和ﾋﾞﾙ2F
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総合旅行業務取扱管理者 角山 斉昭

TEL (092)431-0181 FAX
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