「天草の﨑津集落」世界文化遺産登録1周年、「道の駅天草市イルカセンター」オープン記念！ 天草への旅行プランが1人8500円～

お得な旅「冬の天草☆満喫キャンペーン」が1月6日からスタート！
天草市

ぐるっと周遊バス」に無

料で乗車、天草市内で使

える商品券などもプレゼ

路線バス乗り放題チケッ

バス 飛行機、マイカーで
行っても、天草旅行がお得！

トでスムーズです。

or

ン ト。 天 草 内 の 移 動 は、

復、または福岡～天草の

15

飛行機往復＋ １泊２食

5天草市キリシタン関連施設の入館料が割引

※詳細は
問い合わせを

天草市、宿泊施設、天

天然ヒラメ、伊勢エビ、アワビ…年明けの日帰りバスは豪華です

例：大人・中学生以上 2500 円→ 2000 円（税込）

草エアライン、九州産交

※旅行企画実施／九州産交ツーリズム（株）観光庁長官
登録旅行業第1802号

マイカープランは、１

A.潮風とイルカと太陽の宝島コース
B.天草の﨑津集落とキリシタン物語コース
C.南あまくさ
（牛深）
と世界文化遺産をめぐるコース

※12/28 ～ 1/5休

2天草島内 2 日間路線バス乗り放題チケット
3天草で使える 500 円分の商品券
4イルカウォッチング料金が通常から 20％割引

付きの宿泊などがセット

※いずれか1コース
を選択

～。期間は来年の１月６

1天草ぐるっと周遊バス
乗車料 1000 円が無料

詳細は
コチラ↓

※マイカー宿泊プランの特典は345のみ

日（月）～３月 日（日）。

「冬の天草☆満喫キャンペーン」利用特典

天草旅行の楽しみといえば、新鮮な魚介グルメ！
（写真はキャンペーンの夕食例）

お得に天草旅行ができる

10:00 ～ 18:00

※施設によって料金が異なります

ツーリズムの協力によっ

から選択

※料金は2人1室の場合 ※平日料金、休前日は2200円（税込）増し、
別途入湯税150円がかかる施設もあり ※子ども料金は問合せ

チャンスです！

☎ 096（300）5535

草の観光地を巡る「天草

になり次第終了となりま

宿泊先はキャンペーン

すのでお早めに。

のホームページで確認で

●宿泊は24施設から！ 天草市内24の宿泊施設（旅館・ホテル）

泊２食付きで５５００円

日

③マイカーで行く天草宿泊プラン
上記の価格から3000円引きで宿泊できます

申込み受付は12月23日（月）スタート ※定員に達し次第終了

九州ツーリストセンター

8500 円
1 万 2900 円
1 万 7300 円
2 万 1700 円

快速バスまたはエアライン往復、宿泊、周
遊バス、天草市内の路線バス2日間乗り放題、
500円分の商品券などが付いてこの価格！

23

【申込み・問い合わせ】
九州産交ツーリズム

1 泊 2 食付き
大人 1 人（税込）

で８５００円～。キャン

①熊本発着快速バスで行く
②福岡空港発着天草エアラインで行く
天草宿泊プラン

て、「 冬 の 天 草 ☆ 満 喫 キ

冬の天草☆満喫キャンペーン 期間1/6 ～ 3/15

ャンペーン」がスタート。 ペーンを利用すると、天

月

12

検索←

天草満喫キャンペーン

熊本～天草の快速バス往

申込みについて

申込み受付は

10

ない場合は九州産交ツー

リズムへ問合せを。

（月）午前 時スタート、 きます。ＨＰが閲覧でき

定員

九州産交ツーリズムまで

お電話ください！

天草を代表する観光スポット、
﨑津集落とイルカウォッチング

協力／天草エアライン（株）、九州産交ツーリズム（株）

「冬の天草☆満喫キャンペーン」、下田温泉で利用できる宿はココ！

冬がおいしい、海鮮づくしの海賊グルメ！“下田温泉”
にお得に宿泊できるチャンス
旅行企画実施／九州産交ツーリズム（株） 協力／天草下田温泉 夢ほたる

下田温泉旅館組合

下田温泉旅館組合

検索 ←

●昼食は豪華

天然ヒラメ・伊勢エビ・アワビ・きびなごの刺身、伊勢エビの
の唐揚げなど
黄金焼き、車エビ塩焼き、おこぜ
（ 紅アコウ）

品の海賊グルメ

15

下田温泉では旬のアワ
ビなどがふるまわれ、
無料で楽しめる「足湯」
もあります

or

夕陽百選の感動的な景色を、下田温泉でぜひ！
ツアーでは源泉かけ流しの温泉
を露天風呂、内湯で楽しめます

日本の夕陽百選にも選ば

け流しのお湯。地元をは

れた夕陽は圧巻の美し

じめ県外からもファンが

ルに割引料金で宿泊でき

さ、世界文化遺産登録と

多 い 人 気 の 温 泉 地 で す。

ます。さらにイルカウォ

歴史と風情ある温泉街に宿泊！

上段の記事で紹介した

ッチングの割引や５００

下田温泉旅館組合／☎0969
（42）3239

20

分ほどの近さです。

※12/28 ～ 1/5休

※旅行企画実施／九州産交ツーリズム（株）
観光庁長官登録旅行業第1802号

申込みは九州産交へ

10:00 ～ 18:00

今回の申込みはすべて

☎ 096（300）
5535

※定員に達し
次第終了

左記の九州産交ツーリズ

九州ツーリストセンター

ムなので、お間違いなく。

キャンペーン参加

申込み受付は12月23日（月）スタート！

【申込み・問い合わせ】九州産交ツーリズム

ペーン」
。天草を代表す

上記料金は天草満喫キャンペーンの「マイカーで行く天草宿泊プラン」を利
用した場合です。快速バスプランの場合は問い合わせください
※大人1人1泊2食付き（1室2人～）
、 ※平日料金、休前日は2000円増し、
別途入湯税150円 ※子ども料金は問合せ ※価格は税別

「冬の天草☆満喫キャン

ふくまつ

なった「﨑津集落」には車

8000円

マルコ

で

8000円

リーズナブルな価格が魅力

海王亭

円分の商品券がもらえた

1万2000円／ 1万6000円

川沿いのくつろぎの宿

る温泉街「下田温泉」
から

夢ほたる

社長は魚屋さん

下田温泉の魅力は、肌

1万6000円／ 2万円

望洋閣

り、天草の旅がお得に！

1万2000円／ 2万円

地魚料理と露天風呂が自慢

参加施設が決定しまし

宿泊料金（税別）

た。天草市の助成金を活

施設名

海辺のリゾートホテル

ざわりのやさしい源泉か

「冬の天草☆満喫キャンペーン」下田温泉の参加施設

用し、左表の旅館・ホテ

天草を代表する高級食材が登場

姉妹館の「海王亭」は「冬

昼食処の「夢ほたる」、

の天草☆満喫キャンペー

「伊勢エビバスツアー」 アワビ、車エビ、伊勢エ

ビ…と、高級食材ばかり

ン」の参加旅館。いつも

の大ヒットが記憶に新し

よりお得に宿泊できます

が登場します。

天草産のアワビはコリ

い九州産交から、新春に

コリと新鮮で、天然ヒラ

に「夢ほたる」の特典とし

ふさわしい日帰りバスツ

て、キャンペーン期間中

アーの紹介です。

た弾力が特徴です。また

は、生ビールやジュース

メは旬の証・もちっとし （＝上段記事参照）。さら

この時期の渡り蟹は、身

今回は冬の天

草は「とにかく魚

がプリプリとしまって格

※旅行企画実施／九州産交ツーリズム（株）観光庁長官登録旅行業第
1802号、企画協力／天草下田温泉 夢ほたる、熊本リビング新聞社

がおいしい」とい

10:00 ～ 17:00、土日祝休 ※12/27 ～ 1/5休

う こ と で、 海 鮮

☎ 096
（325）8242

などワンドリンクが全員

【申込み】
九州産交ナイスデイバスツアーセンター

にサービスされます。

※子ども同額、最少催行人員各35人、添乗員またはバスガ
イド同行、昼食1回 ※入浴タオルは各自持参 ※貸切バス運行
事業者：九州産交バス
（株）
、産交バス
（株）
または同等の会社

別のおいしさです。ほか

【行程】西部車庫＝熊本桜町バスターミナル（8:00
発）＝松合食品（工場見学・味噌汁試食・ショッピン
グ）＝天草下田温泉 夢ほたる（海賊グルメの昼食・
温泉）＝藍のあまくさ村（買物）＝熊本桜町バスター
ミナル（18:10頃着）＝西部車庫

にも天草の郷土料理など

11（祝・火）・15（土）
・22（土）
・
23（日）・26（水）

天然ヒ

出発日

【1月】18（土）
・25（土）
・26（日）
・
29（ 水 ） 【2月 】2（ 日 ）・8（ 土 ）

づくしの豪華グ

1万1980円（税込）

ル メ！

大人1人

ラ メ、 渡 り 蟹、 も並ぶのでお楽しみに。

天草下田温泉「夢ほたる」豪華海賊グルメツアー

下記の宿泊料金から全プラン3000円引き！

●名湯・下田温泉について
下田温泉の開湯は700年前、全国で
も珍しい希少性の高い「特殊温泉」に
分類されています。切り傷や疲労回
復に良いとされ、源泉の温度は51℃。
「沸かさず薄めず循環せず」の純粋な
天然温泉です

