
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【最少催行人員 15名様 大人も子供も夏休み日帰りコース】 

※お申込み後、旅行条件書を必ずご確認し契約ください   大きな字で詳細が記載されている書類を郵送にてお渡し、確認後にご契約ください。 

 
〈国内旅行傷害任意保険加入のおすすめ〉 

企画旅行に於ける旅行業約款特別補償規定では一定の条件により、補償金及び入院時の見舞金をお支払いしますが、傷害、治療等については補償がありません。安心して旅行をして頂く為に「任意保険」に加入され

る様お勧めいたします。当社でも取扱いをしておりますので、詳しくは係員にお尋ね下さい。 

 

◎バスツアーで利用する貸切バスはすべてあい・ドリーム観光の自社バスを利用します （安全評価認定一つ星認定） 

◎当社では運送・宿泊機関等に対してサービス提供の為、必要な範囲で個人情報を開示しますので、同意の上お申し込み下さい。 

記載ないものは最少催行人員 15 名  写真・イラストはすべてイメージです 

 

お申込方法（旅行条件のご案内）※抜粋 

⒈ 申込書に所定事項を記入し、申込金を添えてお申込下さい。当社が受領した時に契約は成立します。 

 （申込金は別表参照） お電話で予約の場合は、申込書兼払込取扱票をお送りしますので、ご記入のうえ最寄の郵便局で申込金を払込み下さい。 

⒉申込金は旅行代金に充当します。残金は旅行出発７日前までにお支払い下さい。 

⒊申込みが最小催行人員に達しない時は旅行を中止致します。 中止の場合は出発の 14 日前（日帰りは 4 日前）までにご連絡し、申込金(又は旅行代金)を払い戻し致します。 

⒋添乗員またはガイドが同行してお世話致します。 

⒌取消料 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。 

〔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 5,000 円  

旅行代金の２０％ 

 

旅行代金の３０％ 

 

旅行代金の４０％ 

 

旅行代金の５０％ 

 

旅行代金の１００％ 
20,000 円以上 50,000 円未満 7,000 円 

50,000 円以上 100,000 円未満 10,000 円 

100,000 円以上 15,000 円 

⒍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。 

⒎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。 

⒏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、予約状況に

よりご用意できない場合もございます。 

⒐ 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。  

（ロ）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。 

⒑ 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。 

⒒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。 

 

【最少催行人員１５名様 見どころ満載！ 1泊２日コース】 

【最少催行人員１0名様   お買い物 日帰りコース】 

 

バス往復/添乗員/朝 1昼 2夜 1食/お土産つき  宿泊予定：ホテルパーレンス小野屋または同等クラスホテル 

〈1日目〉 各地（7：00～8：00発）⇒【高速】⇒日本一大吊橋 九重夢大吊橋⇒竜門の滝⇒梅酒蔵 おおやま（梅酒試飲）⇒日田天領水の里元氣の駅（バイキング昼食）⇒夜

明の里カメミツ工場⇒三連水車・フジイ養蜂場⇒原鶴温泉（17：30頃/ご夕食 18：30 を予定） 

〈2 日目〉 ホテル 8：30 頃発⇒（７月：ブルーベリー狩り）/（８月：朝倉巨峰狩り）⇒キリンビール福岡工場⇒如意輪寺・かえる寺（おもしろ説法）⇒【高速】⇒武雄温泉物産館

（昼食）⇒うれしのお茶ちゃ村⇒各地（16：30～17：30頃） 

バス往復/添乗員/昼食つき 

各地（7：00～8：00 発）⇒【高速】⇒野中蒲鉾⇒増田小城羊羹（昼食）⇒友桝飲料

⇒藤津製氷⇒【高速】⇒各地（18：30～19：00頃） 

 

バス往復/添乗員/入場料+フリーパス/乗船料つき ※食事なし 

各地（6：00～7：00 発）⇒多比良港・・・長洲港⇒グリーンランド（滞在予定 10：30

～15：30）⇒【高速】⇒各地（18：30～19：30頃） 

 

バス往復/添乗員つき  ※食事なし 

各地（13：30～14：30 発）⇒【高速】⇒山鹿灯籠まつり（17：30～21：30 予定）⇒【高速】⇒各地

（24：30～25：30頃） 

バス往復/添乗員つき  ※食事なし 

各地（7：00～8：00 発）⇒【高速】⇒キャナルシティ博多にて乗降（博多祇園山笠祭りなどご自由

にお楽しみください（10：30～16：30 予定）⇒各地（18：30～19：30頃） 

バス往復/添乗員/夕食つき 

各地（13：30～14：30発）⇒【高速】⇒天領水の里元氣の駅（夕食バイキング）⇒日田祇園まつ

り（18：20～20：50予定）⇒各地（23：00～24：00頃） 

バス往復/添乗員/昼食つき 

各地（6：30～7：30 発）⇒【高速】⇒日田祇園まつり（10：00～12：30 予定）⇒日田天領水の里

元氣の駅（昼食）⇒【高速】⇒高橋総本舗⇒【高速】⇒各地（17：30～18：30頃） 

バス往復/添乗員/昼食/乗船料/入場料つき 

各地（7：00～8：00 発）⇒【高速】⇒九十九島動植物園 森きらら⇒九十九島パ

ールシー 海きらら・・・（昼食）・・・九十九島海賊遊覧船みらい⇒【高速】⇒各

地（18：30～19：30頃） 

バス往復/添乗員/昼食/乗船料/入園料つき 

各地（6：00～7：00 発）⇒多比良港・・・長洲港⇒大牟田市動物園⇒ホテルセキア

（昼食）⇒【高速】⇒高橋総本舖⇒【高速】⇒各地（18：30～19：00頃） 

バス往復/添乗員/昼食つき 

各地（6：30～7：00 発）⇒【高速】⇒竜門の滝⇒慈恩の滝⇒天ヶ瀬みるき～すぱサンビ

レッヂ（昼食）⇒鍋ケ滝⇒梅酒蔵おおやま⇒日田天領水の郷元氣の駅⇒【高速】⇒各

地（18：30～19：30頃） 

バス往復/添乗員/昼食/乗船料/入浴料つき 

各地（7：00～8：00 発）⇒【高速】⇒野母崎伊勢海老祭り⇒軍艦島上陸クルーズ・・・AREGA 軍艦

島（昼食）⇒【高速】⇒各地（16：00～17：00頃） 

バス往復/添乗員/昼食つき 

各地（8：30～9：30 発）⇒【高速】⇒五ケ山豆腐（昼食）⇒鳥栖プレミアムアウトレッ

ト⇒【高速】⇒各地（17：00～18：00頃） 

バス往復/添乗員つき  ※食事なし 

各地（8：30～9：30 発）⇒【高速】⇒コストコホールセール久山倉庫店（※コストコ入

店に必要な会員カードはご持参又は当日ご入会下さい☆会員カードの発行手数

料等は含まれておりません）⇒茅乃舎⇒【高速】⇒各地（18：00～19：00頃） 

バス往復/添乗員/昼食/乗車料つき 

各地（6：30～7：30 発）⇒【高速】⇒国民宿舎ホテル高千穂（昼食）⇒高千穂神社⇒あま

てらす鉄道 グラウンドスーパーカート※雨天時は高千穂鉄道あまといわと駅跡に変

更となります⇒トンネルの駅⇒【高速】⇒各地（19：00～20：00頃） 

バス往復/添乗員/昼食/体験料つき 

各地（8：00～9：00 発）⇒肥前屋⇒佐賀城本丸御殿⇒増田小城羊羹（昼食）⇒顕彰公

園・千字文碑⇒武雄物産館⇒ブーゲンハウス嬉野⇒各地（17：30～18：30頃） 

【最少催行人員１５名様 気軽におでかけ。九州人気スポット日帰りコース】 

―おすすめおでかけ情報― 

岩盤浴 空 
「天照石」使用の岩盤施設です 

男性も女性も岩盤浴でリラックスした時間や 

ホットヨガでリフレッシュしませんか？ 

TEL0957-53-7983 大村市草場町 41-10 

 

【夏だ！祭りだ！日帰りコース】 
最少催行人員１５名様 



 

 あい・ドリーム観光 
（0957） 

   53-9988 

旅行企画・実施    長崎県知事登録旅行業第 2-136号      （一社）全国旅行業協会正会員   長崎県大村市森園町 1585-2㈱村里運輸   旅行業務取扱管理者：大導寺秀基 

※バス酔いや足が不自由等前方のお席のご希望はお申込時にお伝え下さい 

・村里運輸車庫（無料駐車場あり）       ・福重バス停          ・大村公園（観光協会前） 

・いとうレストラン                   ・原口住宅前バス停      ・大村駅前バス停    

・彼杵児童体育館                     ・諫早駅裏ロータリー 

 

乗車場所 ※バス酔いや足が不自由等前方のお席のご希望はお申込時にお伝え下さい 

 

【最少催行人員１５名様 話題沸騰各日 30名様限定！ しまてつカフェトレイン 日帰りコース】 

★１５名以上でツアー貸切・日程変更承ります！グループ旅行などにいかがですか？  お気軽にご相談ください(^^)/ 

 

【最少催行人員１５名様 早い者勝ち！ 観戦・観劇・ショー日帰コース】 

【最少催行人員１５名様 旬や名物料理を召し上がれ♪グルメ満喫日帰コース】 

バス往復/添乗員/観劇チケット/お土産つき  ※食事なし 

各地（7：30～8：30 発）⇒【高速】⇒博多はねや総本家⇒福岡市民

会館 11：30開場/上演 12：00～15：00⇒各地（17：00～18：00頃） 

バス往復/添乗員/ショーチケット（ワンドリンク）つき  ※食事なし 

各地（11：00～12：00 発）⇒【高速】⇒MARK IN 福岡⇒劇団あんみつ姫（ワンドリンク付き）18：00 開場/上演 18：30～20：00 頃⇒

【高速】⇒各地（22：00～23：00頃） 

 

【行けるんです！２名乗務で快適・安全な“遠方”日帰コース】 
最少催行人員 15名様 

バス往復/添乗員/昼食/お土産つき 

各地（8：30～9：30 発）⇒お茶ちゃ村⇒武雄物産館（昼食）⇒武雄神社⇒各地（15：00

～16：00頃） 

バス往復/添乗員/昼食/乗船料/入場料つき 

各地（5：40～6：40 発）⇒【高速/有料道路】⇒唐津東港・・・印通寺港⇒猿岩⇒あまご

ころ本舗（昼食）⇒はらほげ地蔵・壱岐のモンサンミッシェル 小島神社（車窓）⇒一支

国博物館⇒印通寺港・・・唐津東港⇒【有料道路/高速】⇒各地（19：30～20：30頃） 

  

バス往復/添乗員/観戦チケットつき  ※食事なし 

各地（8：00～9：00発）⇒【高速】⇒福岡ヤフオク！ドーム 13：00到着予定/14：00試合開始～試合終了後、出発⇒【高速】⇒各地 

 

バス往復/添乗員/観戦チケットつき  ※食事なし 

各地（9：00～10：00発）⇒【高速】⇒福岡ヤフオク！ドーム 12：00 到着予定/13：00 試合開始～試合終了後、出発⇒【高速】⇒各地 

🄫宝塚歌劇団 

写真は公演内容とは異なります 

バス往復/添乗員/入場料/乗車券/列車内での昼食・デザートつき 

各地 9：30～10：10⇒諫早駅 10：40 集合/11：10 発・・・〈カフェトレイン〉・・・島原駅 13：10 着⇒島原城（車窓）⇒がまだすドーム⇒ほ

っとふっと 105⇒長崎カステラランド⇒各地 17：20～18：00 

乗車券/列車内での昼食・デザートつき 

各地 9：30～10：00⇒諫早駅 11：10発・・・〈カフェトレイン〉・・・島原駅 13：10着・・・諫早駅 18：30発⇒各地 18：50～19：30頃 

バス往復/添乗員/昼食/乗車料つき 

各地（6：00～7：00 発）⇒【高速】⇒人吉温泉駅・・・〈観光列車はぴねすトレイン〉・・・湯

前駅⇒人吉温泉物産館（昼食）⇒青井阿蘇神社⇒永国寺⇒繊月焼酎蔵見学⇒【高

速】⇒各地（18：30～19：00頃） 

バス往復/添乗員/昼食つき 

各地（7：30～8：30 発）⇒【高速】⇒長府城下町散策（侍屋敷長屋～功山寺～長府毛

利邸～乃木神社など）⇒角島（海土ヶ瀬公園～夢崎波公園～角島灯台など）⇒道の

駅豊北⇒各地（19：00～20：00頃） 

バス往復/添乗員/昼食/乗船料つき 

各地（6：00～7：00 発）⇒【高速】⇒エメラルドブルー別府弁天池⇒海鮮北長門（昼食）

⇒海上アルプス青海島遊覧船⇒仙崎かまぼこ店⇒【高速】⇒各地（18：30～19：00頃） 

バス往復/添乗員/昼食/乗船料/体験料つき 

各地（7：30～8：30 発）⇒長崎カステラランド⇒口之津港…鬼池港⇒天草海鮮蔵（昼食）

⇒天草オリーブ園⇒鬼池港…口之津港⇒ほっとふっと 105⇒各地（18：00～19：00 頃） 

※平日の各地の出発時間は 8：00～9：00、到着時間 18：00～19：00を予定しております 


