
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お客様へ】当社では運送・宿泊機関等に対してサービス提供の為、必要な個人情報を開示しますので、同意のうえお申し込みください。 イラスト・写真はすべてイメージです。 詳しい旅行条件を説明した「取引条件説明書面」をお渡し致しますので、

事前にご確認のうえ、お申し込みください。 すべて税込み表示です。  貸切バス会社：あい・ドリーム観光（安全評価一つ星認定）又は㈱マイティグループ又は（資）大串製パン 

【ＧｏＴｏトラベルご利用について】この旅行はＧｏＴｏトラベル事業支援対象です。9 月 1 日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行（別途、ウェブページ等でご案内致します）に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが 

付与されます。当社および Go To トラベル事務局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は旅行代金に対する給付金を差引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、お取消しの際は旅行代金を 

基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は当社および Go To トラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申し込みください。 

★グループ様でツアー貸切できます★ 
最少催行人員８名 小型バスの場合、最大１０名様で満席 

１泊２日お泊りキャンペーン  このコースは現地へのご移動はお客様各自でお願い致します 

グループ行動最小限！ 県外１泊２日ゆったりツアー ※ホテル到着から出発まで観光など自由にお過ごしいただけます 

久しぶりのちょっと遠出で気分リフレッシュ 県外ツアー日帰りコース 

 

 

 

  

  

食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員×ガイド〇 

各地（7：00～8：00 頃）⇒〈高速〉⇒瓦そば本店 お多福（昼食）⇒角島周遊⇒福徳稲荷神社⇒〈高速〉⇒各

地（18：00～19：00 頃） 

旅行代金（Ａ）25,500 円   旅行代金への給付額（Ｂ）8,920 円 

地域共通クーポン 4,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）16,580 円 

食事：朝〇昼×夕〇  同行：添乗員〇ガイド×  

宿泊：ホテルパーレンス小野屋（2名 1室）※その他お部屋希望はご相談ください 

【1日目】各地（13：00～14：00頃）⇒〈高速〉⇒かえる寺⇒ホテルパーレ

ンス小野屋（16：30 頃） 

【2 日目】ホテル（8：30）⇒道の駅三連水車あさくら⇒〈高速〉⇒各地

（10：40～11：40 頃） 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 

４，０００円 

原鶴温泉『ホテルパーレンス小野屋』 

ゆったりプラン  

 

旅行代金（Ａ）28,000 円   旅行代金への給付額（Ｂ）9,800 円 

地域共通クーポン 4,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）18,200 円 

食事：朝〇昼×夕〇  同行：添乗員〇ガイド×  

宿泊：阿蘇ホテル一番館二番館（2名 1室）※その他お部屋希望はご相談ください 

【1 日目】各地（12：00～13：00 頃）⇒〈高速〉⇒一生に一度は見たい絶景 

鍋ヶ滝(※日曜発は夫婦滝へご案内します)⇒阿蘇ホテル（17：00 頃） 

【2 日目】ホテル（8：30）⇒日田天領水の里 元氣の駅⇒〈高速〉⇒各地

（11：30～12：30 頃） 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 

４，０００円 

内牧温泉『阿蘇ホテル一番館二番館』 

ゆったりプラン  

 

お支払い実額（おひとり様）２２，１００円 
旅行代金（Ａ）34,000 円   旅行代金への給付額（Ｂ）11,900 円 

地域共通クーポン 5,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）22,100 円 

食事：朝〇昼×夕（お部屋食）〇  同行：添乗員〇ガイド×  

宿泊：おにやまホテル（2名 1室）※その他お部屋希望はご相談ください 

【1 日目】各地（12：00～13：00 頃）⇒〈高速〉⇒別府地獄最大 海地獄

⇒おにやまホテル（16：30 頃） 

【2 日目】ホテル（10：00）⇒湯布院自由散策（約 2 時間 20 分）⇒〈高

速〉⇒各地（15：30～16：30 頃） 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 

５，０００円 

別府鉄輪温泉『おにやまホテル』 

ゆったりプラン  

 11/6（金）・11/27（金）・12/11（金） 

12/18（金） 

 

 

 

旅行代金（Ａ）16,300円   旅行代金への給付額（Ｂ）5,700 円 

地域共通クーポン 2,000 円   お支払い実額（Ａ-Ｂ）10,600 円 
食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員×ガイド〇 

各地（7：00～8：00 頃）⇒長崎カステラランド⇒口之津港…鬼池港⇒天草海鮮蔵（昼食）⇒タコ供養像⇒わ

くわく水族館シードーナッツ⇒藍のあまくさ村⇒〈高速〉⇒各地（18：00～19：00 頃） 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 

２，０００円 

食事：朝×昼×夕×  同行：添乗員〇ガイド× 

各地（6：00～7：00 頃）⇒〈高速〉⇒唐戸市場・赤間神宮・カモンワー

フ等自由散策⇒〈高速〉⇒各地（15：30～16：30 頃） 

食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員×ガイド〇 *柿狩り 1ｋｇ持ち帰り料金込み 

各地（7：00～8：00 頃）⇒〈高速〉⇒湯布院（約 2 時間自由散策）⇒ゆふいん

山水館（昼食・入浴）⇒うきは柿狩り⇒〈高速〉⇒各地（15：30～16：30 頃） 

豪華な食事と柿狩り  

食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員×ガイド〇  

各地（7：30～8：30 頃）⇒〈高速〉⇒秋月城址⇒大興禅寺⇒増田小

城羊羹本舗（昼食）⇒西渓公園⇒各地（15：30～16：30 頃） 

食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員×ガイド〇 

各地（8：00～9：00頃）⇒〈高速〉⇒唐津城⇒渚館きむら（昼食）⇒雷山

千如寺大悲王院⇒〈高速〉⇒各地（17：00～18：00 頃） 

食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員〇ガイド×  

各地（7：00～8：00 頃）⇒多比良港…長洲港⇒熊本城特別見学通路・城彩

苑（昼食）⇒〈高速〉⇒各地（17：00～18：00 頃） 

お支払い実額（おひとり様） 

７，７４０円 

旅行代金（Ａ）11,900 円 

旅行代金への給付額（Ｂ）4,160 円 

地域共通クーポン 2,000 円 

お支払い実額（Ａ-Ｂ）7,740 円 

食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員〇ガイド×  

各地（9：00～10：00 頃）⇒道の駅 太良⇒ホテル華翆苑（昼食・入

浴）⇒ブーゲンハウス嬉野⇒各地（15：30～16：30 頃） 

  

11/8（日）・11/15（日） 

11/29（日）・12/6（日） 

 

 

 

 

お支払い実額（おひとり様）１２，８１０円 
旅行代金（Ａ）19,700 円   旅行代金への給付額（Ｂ）6,890 円 

地域共通クーポン 3,000 円   お支払い実額（Ａ-Ｂ）12,810 円 

食事：朝〇昼×夕〇  宿泊：2名 1室※その他お部屋希望はご相談ください 

旅先でつかえる 

３，０００円 
共通クーポン付与 

≪瀬の本高原ホテル≫ 

黒川温泉の旅 

 11/6（金）・11/27（金） 

 

 

 

 

お支払い実額（おひとり様）１１，９００円 

旅行代金（Ａ）18,300 円 

旅行代金への給付額（Ｂ）6,400 円 

地域共通クーポン 3,000 円 

お支払い実額（Ａ-Ｂ）11,900 円 

食事：朝〇昼×夕〇  宿泊：2名 1室※その他お部屋希望はご相談ください 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 

３，０００円 

≪おにやまホテル≫お部屋食 

別府鉄輪温泉の旅 

 

12/11（金）・12/18（金） 

 

 

 

 

お支払い実額（おひとり様）１１，１８０円 

旅行代金（Ａ）17,200 円 

旅行代金への給付額（Ｂ）6,020 円 

地域共通クーポン 3,000 円 

お支払い実額（Ａ-Ｂ）11,180 円 

11/6（金）・11/13（金） 

11/20（金）・11/27（金） 

 

 

 

お支払い実額（おひとり様）１７，８１０円 

旅行代金（Ａ）27,400 円 

旅行代金への給付額（Ｂ）9,590 円 

地域共通クーポン 4,000 円  

お支払い実額（Ａ-Ｂ）17,810 円 

食事：朝〇昼×夕〇  宿泊：2名 1室※その他お部屋希望はご相談ください 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 

４，０００円 

≪にっしょうかん別邸紅葉亭≫ 

地元の旅  

 

12/4（金）・12/11（金） 

12/18（金）・12/25（金） 

 

 

 

 

お支払い実額（おひとり様）１５，６７０円 

旅行代金（Ａ）24,100 円 

旅行代金への給付額（Ｂ）8,430 円 

地域共通クーポン 4,000 円   

お支払い実額（Ａ-Ｂ）15,670 円 

旅行代金（Ａ）18,800 円   旅行代金への給付額（Ｂ）6,580 円 

地域共通クーポン 3,000 円   お支払い実額（Ａ-Ｂ）12,220 円 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 

３，０００円 

11/13（金）・11/18（水） 

11/25（水）・11/30（月） 

 

お支払い実額（おひとり様） 

６，７００円 

旅行代金（Ａ）10,300 円 

旅行代金への給付額（Ｂ）3,600 円 

地域共通クーポン 2,000 円 

お支払い実額（Ａ-Ｂ）6,700 円 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 
２，０００円 

お支払い実額（おひとり様） 

１０，１４０円 

旅行代金（Ａ）15,600 円 

旅行代金への給付額（Ｂ）5,460 円 

地域共通クーポン 2,000 円 

お支払い実額（Ａ-Ｂ）10,140 円 

お支払い実額（おひとり様） 

８，１３０円 

旅行代金（Ａ）12,500 円 

旅行代金への給付額（Ｂ）4,370 円 

地域共通クーポン 2,000 円 

お支払い実額（Ａ-Ｂ）8,130 円 

お支払い実額（おひとり様） 

８，０６０円 

旅行代金（Ａ）12,400 円 

旅行代金への給付額（Ｂ）4,340 円 

地域共通クーポン 2,000 円 

お支払い実額（Ａ-Ｂ）8,060 円 

お支払い実額（おひとり様） 

７，８７０円 

旅行代金（Ａ）12,100 円 

旅行代金への給付額（Ｂ）4,230 円 

地域共通クーポン 2,000 円 

お支払い実額（Ａ-Ｂ）7,870 円 

光景に包まれる千本鳥居 
 

コバルトブルーの海  

 

海鮮丼とあわび踊り焼き 
 

片道船旅魅力満載  

 
お支払い実額（おひとり様） 

１２，２２０円 

いか活き造り膳   

 

樹齢約 

400 年 

 

復興応援  

早朝おでかけ  

 

お支払い実額（おひとり様）１６，５８０円 

11/6（金）・11/8（日）・12/4（金） 

12/13（日） 

 

 

 

お支払い実額（おひとり様）１８，２００円 

11/8（日）・11/15（日）・12/4（金） 

12/11（金） 

 

 

 

福岡 

佐賀 

８名 
出発補償 

11/8（日）・11/14（土） 

11/20（金）・11/26（木） 

 １０，６００円 
お支払い実額 

（おひとり様） 

11/13（金） 

11/20（金）・11/27（金） 
 

 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 
２，０００円 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 
２，０００円 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 
２，０００円 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 
２，０００円 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 
２，０００円 

11/13（金） 

11/26（木）・11/27（金） 
 

 

11/26（木） 

11/27（金） 
 

 

11/16（月） 

11/19（木）・11/25（水） 
 

 

11/30（月） 

12/3（木）・12/8（火） 
 

 

佐賀県産和牛と温泉豆腐会席 

11/24（火） 

12/1（火）・12/11（金） 
 

 

宿
泊
日 

宿
泊
日 

宿
泊
日 

宿
泊
日 

宿
泊
日 

出
発
日 

出
発
日 

出
発
日 

出
発
日 

出
発
日 

出
発
日 

出発日 出発日 

出発日 出発日 出発日 



 

 

 
   

 

✿«乗車場所»ご相談ください  ※国道沿いを基本にお迎えいたします✿ 
※行程の「各地」発着以外は集合解散地へのご移動は各自でお願い致します 

ホームページ 

Instagram 

 

旅行企画・実施  長崎県知事登録旅行業第 2-136 号           旅行業務取扱管理者：大導寺秀基 

 あい・ドリーム観光 ＴＥＬ0957-53-9988 
 

【営業時間】平日・土 9：00～17：30/日祝休み （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  

一人一泊あたり 2 万円が給付上限、日帰り旅行は 1 万円が給付上限となります 

（地域共通クーポンは一人一泊あたり 6 千円が上限、日帰り旅行は 3 千円が上限） 

近場でも楽しめる♪乗車時間を短く 県内ツアー日帰りコース おすすめ県内１泊２日ツアー 

 

 

 

 

11/8（日）・11/15（日） 

 

 

 

お支払い実額（おひとり様） 

３８，５００円 
旅行代金（Ａ）58,500円   旅行代金への給付額（Ｂ）20,000円   

地域共通クーポン 6,000円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）38,500円 
写真提供：（一社）対馬観光物産協会   食事：朝１昼２夕１  同行：添乗員〇現地ガイド〇  

宿泊：ホテル金石館（2名 1室）※その他お部屋希望はご相談ください 

【1 日目】長崎空港（8：30 集合）＝対馬空港⇒宗家菩提寺「万松院」⇒味処千両（昼

食）⇒小茂田浜神社⇒椎根の石屋根⇒鮎もどし公園⇒ホテル金石館（16：20 頃）  

*夕食「味処千両」にて「石焼」を堪能 

【2 日目】ホテル（8：30）⇒河内酒造⇒長板浦桟橋…浅芽湾ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ…仁位港⇒和

多都美神社⇒烏帽子岳展望所⇒海小屋吉栄（昼食）⇒韓国展望所⇒対馬空港＝

長崎空港（20：10 着） 

旅先でつかえる 

６，０００円 
地域共通クーポン付与 

『対馬』 

 

お支払い実額（おひとり様） 

３３，１５０円 
旅行代金（Ａ）51,000円  

旅行代金への給付額（Ｂ）17,850 円   

地域共通クーポン 6,000 円 

お支払い実額（Ａ-Ｂ）33,150円 

食事：朝１昼２夕１  同行：添乗員〇現地ガイド〇  

宿泊：民宿えびや（2名 1 室）※その他お部屋希望はご相談ください 

【1 日目】長崎港（10：30 集合）⇒有川港⇒頭ヶ島教会⇒坂本龍馬ゆかりの地⇒蛤浜

海水浴場⇒民宿えび屋（16：30頃） 

【2 日目】お宿（9：00）⇒若松大橋⇒椿油搾油体験+塩工場見学⇒青砂ヶ浦教会⇒麺

‘ｓはまさき（昼食）⇒海童神社⇒鯨賓館ミュージアム⇒有川港…長崎港（16：03 頃） 

旅先でつかえる 

６，０００円 
地域共通クーポン付与 

『上五島』 

 

11/2（月）・11/8（日） 

12/11（金）・12/13（日） 

 

 

 

お支払い実額（おひとり様） 

１５，９３０円 
旅行代金（Ａ）24,500 円   旅行代金への給付額（Ｂ）8,570 円  地域共通クーポン 4,000 円  

お支払い実額（Ａ-Ｂ）15,930円 食事：朝〇昼×夕〇  同行：添乗員〇ガイド×  

宿泊：国際観光ホテル旗松亭（2名 1室）※その他お部屋希望はご相談ください 

【1 日目】各地（13：00～14：00 頃）⇒道の駅させぼっくす 99⇒国際観光ホテル旗松

亭（16：00 頃） 

【2 日目】ホテル（9：00）⇒平戸観光物産館⇒各地（11：00～12：00 頃） 

旅先でつかえる 

４，０００円 
地域共通クーポン付与 『平戸』 

 

お支払い実額（おひとり様） 

２１，０００円 
旅行代金（Ａ）31,000円   旅行代金への給付額（Ｂ）10,000円  地域共通クーポン 3,000円  

お支払い実額（Ａ-Ｂ）21,000円 食事：朝×昼×夕〇  同行：添乗員〇ガイド× 

各地（14：30～15：30 頃）⇒〈高速〉⇒長崎孔子廟・中国歴代博物館（変面ショー）⇒料

亭花月（夕食）⇒稲佐山ｽﾛｰﾌﾟｶｰ⇒〈高速〉⇒各地（21：30～22：30 頃） 

旅先でつかえる地域共通クーポン付与 

３，０００円 

１千万ドルの夜景 

お支払い実額（おひとり様） 

８，４５０円 
旅行代金（Ａ）13,000円   旅行代金への給付額（Ｂ）4,550 円 

地域共通クーポン 2,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）8,450円 

食事：朝×昼（弁当）〇夕×  同行：添乗員〇ガイド× 

各地（7：00～8：00 頃）⇒〈高速〉⇒神浦港…池島港/池島炭鉱・

炭鉱弁当（昼食）…神浦港⇒〈高速〉⇒各地（17：30～18：30 頃） 

旅先でつかえる 

２，０００円 
地域共通クーポン付与 

フォトコンテストｉｎ池島 
～フォトコン入賞者にはプレゼントあり～ 

じっくり最高の１枚を 

お支払い実額（おひとり様） 

５，８５０円 
旅行代金（Ａ）9,000円   旅行代金への給付額（Ｂ）3,150 円 

地域共通クーポン 1,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）5,850円 

食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員〇案内人〇 

各地（7：00～8：00 頃）⇒雲仙仁田峠⇒しらはまビーチホテル（昼

食）⇒南島原オルレウォーク⇒各地（17：30～18：30 頃） 

旅先でつかえる 

１，０００円 
地域共通クーポン付与 

南島原オルレウォーク 

案内人と行く 約 3ｋｍコース 

お支払い実額（おひとり様） 

８，４５０円 
旅行代金（Ａ）13,000円   旅行代金への給付額（Ｂ）4,550 円 

地域共通クーポン 2,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）8,450円 
食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員×ガイド〇 

各地（8：00～9：00頃）⇒〈高速〉⇒道の駅たびら⇒生月大橋公園・展

望所⇒国際観光ホテル旗松亭（昼食）⇒オランダ商館・ザビエル記

念碑・松浦史料館等⇒森酒造場⇒平戸観光物産館⇒〈高速〉⇒各

地（18：10～19：10 頃） 

旅先でつかえる 

２，０００円 
地域共通クーポン付与 

料亭花月の夕食 

お支払い実額（おひとり様） 

６，５００円 
旅行代金（Ａ）10,000円   旅行代金への給付額（Ｂ）3,500 円 

地域共通クーポン 2,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）6,500円 
食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員〇ガイド× 

各地（8：00～9：00頃）⇒〈高速〉⇒i+Land Nagasaki伊王島（約

5 時間自由時間・昼食）⇒〈高速〉⇒各地（16：00～17：00 頃） 

旅先でつかえる 

２，０００円 
地域共通クーポン付与 

I+Land Nagasaki 伊王島 

Ark Land Spa と海鮮丼 

お支払い実額（おひとり様）７，８００円 
旅行代金（Ａ）12,000円   旅行代金への給付額（Ｂ）4,200 円  地域共通クーポン 2,000円  

お支払い実額（Ａ-Ｂ）7,800円  食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員×ガイド〇 

各地（7：30～8：30 頃）⇒〈高速〉⇒相浦港…黒島港/徒歩で約 3.5 時間 黒島めぐり（黒

嶋神社・かっぱ塚・興禅寺・蕨展望所・黒島天主堂・カトリック共同墓地・漁師飯（昼食）

…相浦港⇒〈高速〉⇒各地（18：10～19：10 頃） 

旅先でつかえる 

２，０００円 
地域共通クーポン付与 

11/17（火） 

12/7（月） 

12/17（木） 

 

 
お支払い実額（おひとり様） 

８，５２０円 
旅行代金（Ａ）13,100 円   旅行代金への給付額（Ｂ）4,580 円 

地域共通クーポン 2,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）8,520 円 

食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員×ガイド〇 

各地（8：30～9：30 頃）⇒鈴田牢跡⇒黒潮市場⇒橘神社⇒魚荘（昼食）⇒

道の駅 長崎街道鈴田峠⇒富松神社⇒各地（16：00～17：00頃） 

旅先でつかえる 

２，０００円 
地域共通クーポン付与 

お支払い実額（おひとり様） 

３，７７０円 

旅行代金（Ａ）5,800 円   旅行代金への給付額（Ｂ）2,030 円 

地域共通クーポン 1,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）3,770 円 

食事：朝×昼×夕×  同行：添乗員〇ガイド× 

各地（12：30～13：30 頃）⇒やきもの公園⇒中尾上登

窯跡⇒大崎くじゃく園⇒東彼杵町歴史民俗資料館⇒

各地（17：00～18：00 頃） 

旅先でつかえる 

１，０００円 
地域共通クーポン付与 

    世界第２位巨大登窯 

  中尾上登窯跡 

11/11（水）・11/18（水） 

11/24（火）・12/2（水） 

 

 
お支払い実額（おひとり様） 

３，６４０円 

旅行代金（Ａ）5,600 円   旅行代金への給付額（Ｂ）1,960 円 

地域共通クーポン 1,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）3,640 円 

食事：朝×昼×夕×  同行：添乗員〇ガイド× 

各地（7：30～8：30 頃）⇒〈高速〉⇒えぼしスポーツの里

（パークゴルフ）⇒梅が枝酒造（試飲）⇒〈高速〉⇒各地

（15：00～16：00 頃） 

旅先でつかえる 

１，０００円 
地域共通クーポン付与 

えぼしスポーツの里・梅が枝酒造 

お支払い実額（おひとり様） 

６，６３０円 
旅行代金（Ａ）10,200 円   旅行代金への給付額（Ｂ）3,570 円 

地域共通クーポン 2,000 円  お支払い実額（Ａ-Ｂ）6,630 円 

食事：朝×昼〇夕×  同行：添乗員〇ガイド× 

各地（8：00～9：00 頃）⇒〈高速〉⇒旧佐世保無線電信所（針

尾送信所）⇒軍港クルーズ⇒九十九島 海遊（昼食）⇒海軍

さんの散歩道めぐり⇒〈高速〉⇒各地（18：10～19：10 頃） 

旅先でつかえる 

２，０００円 
地域共通クーポン付与 

海軍さんの散歩道 

レモンステーキ・軍港クルーズ 大崎くじゃく園・彼杵町歴史民俗資料館 

長崎港集合解散 伊勢海老夕食 
※集合解散地へは各自でお願い致します 

 

長崎空港集合解散 
※集合解散地へは各自でお願い致します 

 変面ショー 

佐世保徒歩の旅 自然の景勝美 

魚荘うなぎ会席 

のんびり 
ゆったり 

11/14（土）・11/15（日） 

 

 

 

波佐見 

川棚 

 

大村・諫早 

国境の島 

パークゴルフ コロナ終息祈願 

11/16（月）・11/19（木） 

12/4（金）・12/11（金） 

 

11/4（水） 

11/7（土） 

11/10（火） 

 

11/15（日）・11/29（日） 

12/5（土）・12/13（日） 

 

 

11/15（日） 

11/28（土）・12/6（日） 

 

 

11/15（日）・11/20（金） 

11/29（日）・12/5（土） 

 

 

11/12（木）・11/16（月） 

12/2（水）・12/9（水） 

 

 

11/11（水）・11/19（木） 

11/29（日）・12/9（水） 

 

 

紅葉を感じながら 3～3.5 時間歩きます 

11/17（火）・11/28（土） 

12/4（金）・12/12（土） 

 

※フォトコンテスト詳細はお申込時にお問い合わせください  

担当者よりご説明いたします 

出発日 

出発日 

出発日 

出発日 

出発日 

出発日 

出発日 

出発日 
出発日 

出
発
日 

出

発

日 
出
発
日 

出
発
日 

※旅行代金 (A)の最大で 35％が給付金・15％が地域共通クーポンとして付与されます。  

 

※  


