
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 001 
長崎 

番号 002 

大分 

潮の満ち引きが織りなす神域 

壱岐のモンサンミッシェル？！小島神社 

１３，８００円 

（日帰り） 

昼食付 

各地（7：30～8：10頃）⇒【高速】⇒唐津東港～フ

ェリー～印通寺港⇒あまごころ本舗（昼食・うに博物館）

⇒小島神社⇒はらほげ地蔵⇒印通寺港～フェリー～唐

津東港⇒【高速】⇒各地（18：40～19：20 頃） 

①お昼は『うに釜飯と壱岐牛鉄板焼き』付 

②神域とされる島なので島内にある小枝一本でも持ち

帰ることはできません 目にやきつけてください 

③乗船があるので心配な方はお薬準備 

2/27（火）出発 

①運が良ければ冨貴寺にて息

をのむ美しい雪化粧姿 

②今大人気の昭和の街にタイ

ムスリップお昼ごはん付 

③初詣に行けてない・三社参

り途中の方もぜひどうぞ 

2/16（金）出発 

雪化粧を期待して。国宝冨貴寺 

豊後高田昭和の街 宇佐八幡宮 
（日帰り） 

１１，５００円 

昼食付 

各地（7：00～7：40 頃）⇒

【高速】⇒国宝 冨貴寺⇒豊

後高田昭和の街（自由散策・

昼食）⇒宇佐八幡宮（参拝）

⇒【高速】⇒各地（18：10

～18：50 頃） 

番号 003 

佐賀 

（日帰り） 

伝説眠るｽﾋﾟﾘﾁｭｱﾙﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄ 

愛・金運をはこぶ ﾌﾞｰｹﾞﾝﾋﾞﾘｱ 

①昼食は『いか活き造り定食』

不良の場合変更にて御用意 

②歩きやすい、履きなれてい

る靴・あたたかな服装でご参

加ください 

③新鮮なお魚も購入できます 

2/23（金）出発 ７，９８０円 

昼食付 

各地（8：20～9：00 頃）⇒

【高速】⇒田島神社⇒いか道

楽（昼食）⇒マリンセンター

おさかな村⇒【高速】⇒武雄

神社⇒ブーゲンハウス嬉野⇒

各地（16：10～16：50 頃） 

事前にお電話にてお申込み下さい。 
場所:㈱村里運輸 会議室 大村市森園町 1585-2 

 

≪1 月の予定≫ 
各 20 席・説明時間 30 分 

1/13(土)11：00～ 

1/16(火)11：00～ 

【今回の説明】 

「新春号チラシ」ツアー 

写真を見ながら御説明 

ご旅行のご相談・ご質問 
 

おひとり様からお気軽にご参加ください 
 

【お申込方法】 
 

①ご希望のツアー・日程をお伝えください 

②参加人数・全員の乗車場所をお伝えください 

諫早駅裏ロータリー、彼杵児童体育館、 

大村公園（観光コンベンション前）、 

原口住宅前バス停、大村駅前バス停、 

いとうレストラン、福重バス停、 

村里運輸車庫※無料駐車場・トイレあり 
③代表者様の氏名・住所・連絡のとれやすい電話

番号をお伝えください 

④バス酔い、足が不自由等の理由で前方のお席を

御希望の場合は申込時にお伝え下さい 
 

ツアーは募集２０名・最少催行人員 15名です。 

出発の２週間前までに最少催行人員を満たさない場合、 

中止となります。その場合、お電話にてご連絡します。 

催行決定の場合は、行程表等をお送り致します。 

  

番号 004 

福岡 

①ＳＳ席・お弁当お茶つき 

②出演者が豪華 

五木ひろし、前川清、藤あや

子、天童よしみ、福田こうへ

い、市川由紀乃、山内惠介、

コロッケ、ほか多数出演予定 

3/3（土）出発 

（日帰り） 

全国縦断 2018 福岡公演 

にっぽん演歌の夢祭り 

お弁当の昼食付 

各地（7：30～8：10 頃）⇒

【高速】⇒マリンメッセ福岡

〈午前の部 10：30 開場

/11：30 開演〉（各自お弁当

の昼食）⇒【高速】⇒各地

（16：30～17：00 頃） 

１８，０００円 

番号 005 

福岡 

（日帰り） 

①行くことができない世界遺

産 沖の島をシアターで見学 

②食事なしなので道の駅や近

隣施設で各自自由昼食 

③日帰りで今大注目のスポッ

ト２ヵ所を巡ります 

3/6（火）出発 

九州北部王朝聖域 宮地嶽神社 

道主貴 宗像大社 

食事なし 

各地（8：00～8：40 頃）⇒

【高速】⇒海の駅むなかた館

⇒道の駅むなかた（1 時間 30

分自由行動）⇒宗像大社⇒宮

地嶽神社⇒【高速】⇒各地

（18：00～18：40 頃） 

６，９８０円 

長崎県知事登録旅行業第 2-136 号  長崎県大村市森園町 1585-2㈱村里運輸  総合旅行業務取扱管理者：大導寺秀基  http://www.murasato.co.jp 

あい・ドリーム観光  ＴＥＬ0957-53-9988 



 番号 006 
山口 

（1泊2日） 

①青海島をエメラルドグリーンの海

をダイナミックな景色と共に遊覧 

乗船があるので心配な方はお薬準備 

②宿泊は『ホテル西長門リゾート』 

ホテルからは角島大橋絶景 

③唐戸市場では新鮮でここでしか食

せない魚介類を堪能・お買い物 

3/14（水）出発 

絶景！青海島遊覧･123 本の鳥居 元乃隅稲成神社 

一生に一度は行ってみたい角島 

3～4 名定員 ２２，５００円 
相部屋２３，５００円  2 名 1 室２４，５００円 

 
昼 1 夕 1 朝 1 食事付  ※2 日目昼食なし 

１日目 各地（7：30～8：10 頃）⇒【高速】⇒北長門（昼食）⇒青

海島観光遊覧船⇒金子みすゞ記念館⇒元乃隅稲成神社⇒ホテル 

２日目 ホテル⇒〈角島大橋〉⇒角島観光（角島展望公園～角島灯台

～道の駅など）⇒長府城下町観光（長府藩侍屋敷長屋～功山寺～毛利

邸など）⇒唐戸市場（1時間 30 分自由行動）⇒【高速】⇒各地（17：

50～18：30頃） 

番号 007 

熊本 

①トロッコ列車で景色を楽し

みながらお弁当の昼食 

②日本百銘水を目で舌で堪能 

③帰りのバス車内にて熊本土

産をかけてビンゴゲーム大会 

商品は当日までのお楽しみ 

3/11（日）出発 

（日帰り） 

お弁当の昼食付 

各地（7：00～7：40 頃）⇒

【高速】⇒道の駅大津⇒白川

水源⇒南阿蘇トロッコ列車

（中道駅～高森駅）お弁当の

昼食⇒阿蘇ファームランド（1

時間自由行動）⇒【高速】⇒

各地（17：50～18：30 頃） 

９，８００円 

南阿蘇トロッコ列車 

白川水源とﾌｧｰﾑﾗﾝﾄﾞ 

番号 010 

佐賀 

①佐賀県ナンバーワンの酒どこ

ろで、酒の神様感謝まつりや、合

同蔵開きで新酒・漬物販売など催

しいっぱい 

②道の駅 太良でお買い物等をお

楽しみください 

3/24（土）・25（日）出発 

（日帰り） 

食事なし 

各地（9：00～9：40 頃）

⇒お茶ちゃ村（工場見学）

⇒肥前浜宿 花と酒まつ

り（4 時間自由行動）⇒道

の駅 太良⇒各地（16：40

～17：30 頃） 

鹿島市第 15 回 

肥前浜宿 花と酒まつり 

３，９８０円 

番号 008 

長崎 

①軍艦島まで約 10 分！ 

船長の判断で上陸できない場

合は周遊となります 

乗船で心配な方はお薬準備 

②参加者全員のフルネーム・

年齢が必要です 

商品は当日までのお楽しみ 

3/18（日）出発 

（日帰り） 

昼食付 

各地（8：00～8：40 頃）⇒

【高速】⇒軍艦島資料館⇒軍

艦島上陸クルーズ⇒ＡＲＥＧ

Ａ軍艦島（昼食・入浴）⇒【高

速】⇒各地（15：50～16：

30 頃） 

１２，０００円 

野母崎 海の幸御膳･炭酸泉入浴 

世界遺産 軍艦島 

番号 009 

福岡 

①川下りで景色を楽しみなが

ら鰻せいろを御用意 

鰻以外の食事準備できます 

②国宝の書多数集結。空海・

西郷隆盛の書等、時空を超え

た筆者の想いが伝わります 

3/23（金）出発 

（日帰り） 

昼食付 

各地（8：00～8：40 頃）⇒

【高速】⇒九州国立博物館特

別展⇒【高速】⇒柳川川下り

（船上昼食）⇒柳川城下町自

由散策⇒高橋商店（旬のお野

菜詰め放題）⇒【高速】⇒各

地（16：50～17：30 頃） 

１１，０００円 

九州国立博物館「王義之と日本の書」 

柳川川下りと野菜詰め放題 

旅行条件書 必ずお読みください！ 
 

添乗員またはガイドが同行してお世話致します。 

お申込み後、お客様の都合で旅行を取消される場合は、別表の取消料を

いただき、残金を払戻し致します。 

但し、チケットが発生するご旅行に関しては、出発の１か月前より取消

料としてチケット代を頂きます。 
 

〔申込金と取消料〕 

 

 

旅行代金 

 

 

申込金 

取消料 

20 日～8

日前 

7 日～ 

2 日前 

前 

日 

当

日 

旅行開始後

又は無連絡

不参加 
 

20,000 円未満 

申込時 

全 額 

 

旅
行
代
金
の
２
０
％ 

 

旅
行
代
金
の
３
０
％ 

旅
行
代
金
の
４
０
％ 

旅
行
代
金
の
５
０
％ 

 

旅
行
代
金
の
１
０
０
％ 

20,000 円以上 

30,000 円未満 

 

6,000 円 

30,000 円以上 

40,000 円未満 

 

8,000 円 

40,000 円以上 

50,000 円未満 

 

10,000 円 

50,000 円以上 15,000 円 

 

旅行代金に含まれるもの 

 コースに記載された交通費、宿泊代、食事代、入場料、企画旅行保険、

消費税。 

旅行代金に含まれないもの  

個人的な飲食代、通信費、行程表に記載された以外の食事、飲料、入

場料等。 

宿泊ホテルは都合により同等クラスのホテルに変更になる場合がござい

ます。 国内旅行では特に記載のないコースの宿泊は基本的に相部屋と

なります。 

 個室をご希望の場合は追加料金が必要となりますが、予約状況により

ご用意できない場合もございます。 

免責事項 

 旅行者の各位及び身廻り品に対し被られた損害が、次の理由による場

合は責任を負いません。 

(イ) 運送・宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらの為に生ずる旅行

日程の変更若しくは中止。官公署の命令 （ハ）自由行動中の事故 

（ニ）食中毒 （ホ）盗難  (へ)運送機関の遅延、不通、又はこれら

によって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮。 

運輸機関のスケジュール及び運賃等の変更、天候条件その他不可抗力に

より、旅行日程、旅行費用 を変更する場合がありますので、あらかじ

めご了承下さい。 

その他、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)により、取扱い致し

ます。 
 

～ご旅行や送迎バスをお考えのお客様へ～ 

15 名様以上であればツアー貸切・日程変更の

対応可能です！ 

オリジナルのご旅行の提案・お見積り手配まで

おまかせください！ 

結婚式や食事会など送迎だけも大歓迎！ 

詳しくはお電話もしくはホームページにて。 


