
朝、羽田空港にて各自チェックイン（搭乗手続き）　羽田発　　熊本着   
ご到着後、専属コーディネーターがお出迎え　専用貸切バスでご案内いたします  
   
午前：阿蘇中岳火口 入場観光（入場できない場合は草千里観光）( 約30分 )※注 1　
絶品やわらか！あか牛ステーキカレー（スキレット料理マルデン）の昼食   
  
午後：南阿蘇鉄道 貸切トロッコ列車 中松駅→高森駅 ( 乗車時間 : 約25分 )
久住ワイナリー見学、テイスティング、ショッピング ( 約1時間 )   
  
夕方：ホテル着　夕食はホテルにてお召し上がりください ( 和食コース )   
  
夕食後、星空さんぽへご案内　星空ソムリエが夏の夜空をご案内
美しい星空をご堪能ください ( 雨天時は室内ガイダンスのみ )

阿蘇くじゅう美食旅　３日間　

標高 920m、阿蘇とくじゅうのほぼ真ん中
にある瀬の本高原に位置し、阿蘇五岳を眺
める絶景のホテル。お食事は阿蘇くじゅう
の大地が育む数えきれないほどの食材の中
から、料理長が厳選したものを丁寧に調理。
広大な敷地で温泉などゆっくりお過ごしい
ただける高原リゾート。

必ずお読みください　※お申込みいただく前に、下記掲載内容を必ずご確認ください。
※掲載の特典・食事内容・サービスは、新型コロナウイルス感染症を含む現地事情により規模、提供機関
の縮小、変更・中止となる場合があります。その場合の返金はございません。ご了承の上お申し込みくだ
さい。また、ホテルや関連施設休業、航空会社の運休・減便に伴い、ツアーキャンセル (不催行) とさせて
頂く場合もあります。※最少催行人数10名に満たない場合、ツアーキャンセル (不催行) とさせて頂く場合
もございます。催行確定につきましては旅行開始日の前日からさかのぼって21日前までにお知らせいたし
ます。◆お申込みについて・熊本空港から現地コーディネーターが同行致しますが添乗員は同行致しません。
ご旅行に必要なチケット類は出発当日、空港にてお渡しいたします。◆旅行代金について・旅行代金とは「旅
行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計を指します。・旅行代金には、往
復の航空運賃、空港施設使用料、規程の宿泊代金及び食事代、記載のある特典 (ご利用頂けない場合でも
返金はありません )、諸税が含まれています。・こども割引は、満3歳以上12 歳未満で 3名1室以上かつ、

1室につきおとな 2 名以上と同室の場合に適用致します。( 旅行出発日基準 )  ・旅行代金のかからない幼
児のお客様は座席、ベッド、食事、特典等のサービスはありません。◆ご宿泊ホテルについて・特に記載
のない限り客室の指定はできません。掲載されている客室写真は一例となり、実際と異なる場合があり
ます。・洋室の場合、特に記載がない限り、1名1室はシングルルーム、2名1室はツインルームの利用となり、
3 名以上 1 室はツインベッドにエキストラまたはソファーベッドの利用となります。3名1室以上の場合は
簡易ベッドが入る等、手狭になることがあります。・こども添寝旅行代金または 0～ 2 歳の幼児で寝具や
食事を必要とされない場合でも施設使用料が必要な場合がございます。(現地払い ) ●特典やその他プラン
に組み込まれているオプション等を利用になられなかった場合でも、ご返金等の対応はできかねます。 
●特別なお手配をご希望の方は必ずお申し込み時にお申し付けください。●掲載されている画像は全てイ
メージです。

《ご旅行条件 ( 抜粋 )》　 通信契約による旅行条件は当社旅行業約款とは一部異なりますので詳しくはお問い合わせください。

食事：×/ 昼 / 夕

食事：朝 / 昼 / 夕

◆利用航空会社：日本航空 (JAL) 又は全日空 (ANA) ◆宿泊ホテル：瀬の本高原ホテル（部屋指定なし） 
◆添乗員：なし (コーディネーターが現地で同行 ) ◆最少催行人数：10 名 ◆食事：朝 2 昼 3 夕 2
※注 1：6/14 現在、阿蘇中岳火口は見学できますが、規制のため見学できない場合もございます。
※注 2：旅行予約時にお申し込みください。悪天候で実施できない場合は返金致します。

食事：朝 /昼 /×

企画販売　

観光庁長官登録旅行業第 1802号　
一般社団法人日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者　村上　伸介
〒860-0806　熊本市中央区花畑町4-3　
太陽生命熊本ビル9F

ご宿泊ホテル 瀬の本高原ホテル

新型コロナウィルス感染予防取り組みポイント
車内を消毒

毎日バス内を
清掃・消毒し
乗車中の換気
をいたします。

マスク着用

行程中に接する
スタッフは全員
マスクを常時着
用いたします。

検温

スタッフは毎日
検温いたします。
お客様にも毎朝
検温していただ
きます。

消毒設置

バス車内はもち
ろん、立寄る場
所には必ず消毒
液をご準備いた
します。

座席間隔の確保

最大 12 名様、バス
は乗車率 50％以下
で運行致します。
お一人様 2 席ご利
用頂けます。

この旅行は九州産交ツーリズム (株 ) が企画実施する旅行で、参加されるお客様は当社との募集型企画旅
行契約を締結していただだきます。
●旅行のお申込み及び契約成立①お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込みいただきま
す。お申込金は「旅行代金」又は「取消料」「違約料」の一部として取り扱います。②当社は電話・郵便・
FAX その他の通信手段 ( 以下『電話等』という ) による旅行契約のお申し込みを受けることがあります。
この場合当社が電話等による旅行契約の承諾を通知した翌日から起算して 3 日以内にお申込書とお申込金
を提出していただきます。期間内に提出がない場合は、予約がなかったものとして取り扱います。クレジッ
トカードで支払いを行う通信契約の場合は、旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成
立します。また、電子承諾通知を発する場合は、その通知が旅行者に到達した時に成立します。③募集型
企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立します。
④お申込金 ( お一人様 )

●旅行代金のお支払い：旅行代金は旅行出発日の前日から起算して 20日目に当たる日より前にお支払い
いただきます。●取消料：旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対
して下記の料率で取消料をいただきます。但し、契約解除後のお申し出の受付は、お申込みをされた当社
らの営業時間内とします。(営業終了後に着信したファクシミリ・Eメール等は、翌営業日の受付となります。)
当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程表中の一部
を変更される場合にも取消とみなし、下記の取消料が適用されます。

●国内旅行傷害保険加入のすすめ
募集型企画旅行特別補償では、傷害治療等については補償がありません。安心してご旅行をして頂く為
お客様ご自身で保険をかけられますよう、お勧めいたします。詳細はお申込み窓口でご相談ください。

客室イメージ

イメージ

イメージ

♦お部屋アップグレードプラン♦

プレミアム和洋室
追加代金　お一人様　15,000円

（２名様１室利用時 ２泊）
満室の場合もございます

お申込みの際にお渡しする当社「募集型企画旅行条件
書 ( 全文 )」に記載されている個人情報の取扱につい
てを必ずご確認ください。
お申込みの際には「旅行条件書 ( 全文 )」をお渡しいた
しますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

個人情報の
取扱について

　2005年4月1日より「個人情報
　保護法」が施行されました。

各自ホテルにて朝食
午前 10 時：ホテル発

（遅めの出発 / 朝風呂、お散歩などお楽しみください）
    
午前：滝の裏側へ入れる T V や C Mで有名な 鍋ケ滝へ    
くず創作料理「くずにぎり膳」（くず料理蕎麦菜 ）の昼食
    
午後：大観峰展望所立寄り ( 約 30 分 )    
道の駅あそ立寄り（トイレ休憩・ショッピング）( 約 30 分 )   
 
夕方：熊本空港到着後、各自チェックイン    
熊本発　　羽田着    
夜：羽田着、解散       

１

２

３

スケジュール

追加代金5,000円 /一人で
e-Bike( 電動アシスト付自転車）雲の上ライド
にアレンジ可（ 雨天決行）※注 2
瀬の本高原を爽快にサイクリング ( 乗車時間 : 約 1.5 時間 )
初心者、体力に自信がない方でも安心してご参加頂けます
※電動アシスト付自転車（標準）レンタル込
※身長 130cm 以上、中学生以上限定

９月
限定

出発日 前日 当日 旅行開始後

100％50％40％30％20％旅行代金の

20 ～ 8日前 7～ 2日前

旅行代金の 20％お申込金

食事

各自ホテルにて朝食
午前 9 時：ホテル発
    
午前：バスにて夕食の素材を調達！収穫体験へ　
熊本名水百選指定『立岩水源』地区 たみちゃんの畑と
ごんべえ村ののりこお母さんの畑で農薬不使用野菜の収穫体験   
2か所で夕食の食材となる季節のお野菜収穫体験をして頂きます   
 
昼過ぎ、ホテル帰着    
昼食はごんべえ村の農薬不使用米のお弁当をお好みの場所で各自
お召し上がりください（お部屋、周辺の公園、草原、テラスなど ） 
   
午後：くじゅう高原・タデ原湿原のセラピートレッキング
ネイチャーガイドと共にゆっくり、ゆったりと高原を散策
草原の風の音や小鳥のさえずりを聞きながら歩きます。( 歩行時間 : 約1時間 )
（雨天決行。台風等で危険な場合は屋内でネイチャーセミナーを開催）

ホテル帰着後、夕食    
特設会場にて宮田憲吾シェフによるイタリアンをお楽しみください
午前中収穫した野菜、地元産の食材を使ったお料理を
ワインと共にお召し上がりください　※ワイン、ソフトドリンク付   
 

旅行代金に含まれるもの：往復航空券運賃、空港施設使用料、宿泊費、記載の食事代、現地交通費
( 専用バス )、消費税　( お食事の際のお飲み物は含まれません。各自現地にてお支払いください。)

旅行代金
大人 ( 2・3名様 1 室利用時 )　

一人部屋追加代金　

ランドオンリー ( 航空機利用なし )　

こども割引（バス座席 有／食事・ベッド 有）　

  お一人様あたり　

22,000 円

159,000円

おとな代金より1 万円引き

126,000 円

8/17 (火) 9/7 (火) 9/14 (火)
出発日

LINEでも
お問い合わせください

営業時間：月～金 午前10時～午後6時（土日祝 /休み）
熊本県阿蘇郡南小国町満願寺 1575
熊本県知事登録旅行業地域第 268 号
総合旅行業務取扱管理者：宇都宮千愛

moyai.guest.mail@gmail.com

●お申込み・お問い合わせは
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検索 MOYAI　美食旅

����� (モヤイ）


