
羽田空港発着 鹿児島への旅 

11月25日（金）出発 

12月10日（土）出発 

[1名1室ご利用の場合] 

お一人様 10,000円（税込）増 

[現地合流プラン] 鹿児島空港集合・解散  

お一人様 29,800円（貸切バス代、２泊６食、入園料、ガイド料、添乗経費、消費税込み） 

＊交付金8,000円が適用されている金額です。★鹿児島空港までの交通費は含まれておりません。  

コースコード：ＨＫ-００２  行  程 食事 ツアーのポイント 

1日目 羽田空港(8:10発)～JL643予定～鹿児島空港(10:05着予定)＝

◎世界文化遺産「仙巌園・尚古集成館」【昼食＆見学】＝●

福昌寺跡（島津家菩提寺）＝●石橋記念公園＝●五代友厚像

＝●照国神社（島津斉彬公が祀られている）＝●加冶屋町散

策（大久保利通や西郷隆盛や村田新八が生まれ育った地）＝

鹿児島市：温泉ホテル中原別荘＜泊＞（各自夕食） 

朝× 
昼○ 
夕× 

2日目 中原別荘出発＝◎薩摩藩英国留学生記念館＝【昼食】まぐろ

料理＝●小松帯刀が眠る園林寺跡＝●徳重神社（島津義弘公

が祀られている）＝●篤姫ゆかりの地（指宿今和泉）＝指宿

市：指宿海上ホテル（基本代金）or 指宿白水館（アップグ

レード）＜泊＞ 

朝○ 
昼○ 
夕○ 

3日目 指宿海上ホテル／指宿白水館出発＝△指宿観光＝◎知覧武家

屋敷＝【昼食】K10カフェにてお弁当（西郷隆盛のご子孫と

トークタイム）＝●南洲墓地（西南戦争の戦死者が埋葬され

ている）＝●龍馬とお龍ゆかりの地（塩浸温泉）＝鹿児島空

港(18:35発)～JL652予定～羽田空港(20:10着予定) 解散 

朝○ 
昼○ 
夕× 

表示：◎入場観光 ●下車観光 △車窓 
 

旅行条件：■2名1室～4名1室大人・こども同額■最少催行人数：25名 ■添乗員：羽田
空港より同行します ■案内人：東川隆太郎氏（１・２日目）■バスガイド付（1日
目・3日目） ■旅行代金に含まれるもの：羽田～鹿児島往復航空券、羽田空港施設使
用料、貸切バス、２泊６食（基本代金）、入園料、ガイド料、添乗経費、消費税 

をつかって 

鹿児島空港 

指宿市 

鹿児島市 
日置市 

知覧 

塩浸温泉 

◇明治日本の産業革命遺産・世界文化遺産に登録され 
 た名勝「仙巌園・尚古集成館」をご見学！ 
◇お昼は仙巌園の薩摩料理をご用意しております 
◇多くの偉人が生まれ育った加治屋町を散策♪ 
◇天文館エリアにあり天然温泉がある中原別荘へご宿泊 
 各自よか晩をお過ごしください♪             

仙巌園/反射炉跡 

２泊目お宿アップグレード 

指宿白水館「花の棟」 

または「磯客殿」 

お一人様 13,000円増（2～4名1室同額） 

※1名1室の設定はございません。 

南九州市： 
薩摩の小京都 
知覧武家屋敷 

いちき串木野市： 
薩摩藩英国留学生記念館 

中原別荘 

東川氏 
案内 

東川氏 
案内 

バス 
ガイド 

バス 
ガイド 

霧島市：塩浸温泉 

１日目 
 
２日目 
 
３日目 
 

【お問合せ】 

鹿児島県旅行業協同組合 東京有楽町営業所  ＴＥＬ：03-3506-9174 
 （営業時間10：00～18：00）  

ＮＰＯ法人まちづくり地域フォーラム・かごしま探検の
会代表理事。地域資源に関する新たな位置付けや価
値付けに関心を持ち、まちづくりに活用していく活動
を展開。また、県内及び九州各地での観光ボランティ 

アガイドの育成・研修に従事するなど、自他ともに認めるまち歩きのプロ。  
鹿児島県内の歴史を機軸とした、近代化産業遺産・まち歩き・温泉・地域資源の活
用などをテーマに、講演活動やまちづくりコーディネートを行いながら、鹿児島、
そして九州の魅力を観光・教育・まちづくりに展開させる活動に従事している。 

案内人 東川 隆太郎氏 

鹿児島県旅行業協同組合 

指宿西大山駅 

＜フライトに関する案内＞2016年8月現在の搭乗予定フライトです。発着時刻が変更される場合もあります。 
            当該ツアーではJALのマイレージはつきません。予めご了承ください。 

■３日間のルート 

２泊６食付 

指宿海上ホテル 

旅行代金：56,000円 
（お一人様 税込/２名～４名１室の場合） 
＊交付金15,000円が適用されている金額です。 

出発日：2016年 

ひがしかわ  りゅうたろう 

若き薩摩の群像 

島津斉彬像 

平成28年4月に発生しました熊本地震により、 
被災された方々へ心からお見舞い申し上げます。 

鹿児島で 
待っちょっど～ 

元禄風呂 

お部屋イメージ 

2018年、明治維新150周年企画 

いちき串木野市 

この商品は国の交付金により15,000円の助成を受けています。 

◇五代友厚や寺島宗則など薩摩藩英国留学生は1865年に英国へ 
 向けて、いちき串木野市羽島を密かに出航しました 
 薩摩藩英国留学生記念館を見学♪ 
◇昼食はまぐろ料理をご用意しております。 
◇指宿温泉でゆっくり温まる砂蒸し体験（別料金）も楽しめます♪ 

西郷隆盛像 

2年後、2018年に明治維新150周年を迎えることを記念して、近代日本を築き多くの偉人を輩出した鹿児島をめぐるツアーを実施しま
す。九州観光支援のための国の九州観光支援交付金を適用した今しかないお得なプランで、この機会に薩摩の歴史に触れてみませ
んか。案内人は鹿児島案内の第一人者「ＮＰＯ法人かごしま探検の会」理事東川隆太郎氏！とってもユニークで旅行が一段と楽しくな
ること間違いなし！温泉でゆったり＆こだわりのお食事＆観光も！たっぷり満喫していただける内容となっております♪ 

島津斉彬・天璋院・大久保利通・小松帯刀・五代友厚像 

写真はイメージです。 

◇2018年大河ドラマ決定！せご（西郷）どん ゆかりの地へ 
 Ｋ１０カフェでは西郷隆盛のご子孫が西郷にまつわる新ネタを 
 披露するでごわす！トークタイムもお楽しみに♪ 
◇龍馬とお龍が新婚旅行で訪れた霧島塩浸を散策するぜよ！ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ys3cyo3OAhWFG5QKHRAbBUYQjRwIBw&url=http://www.kairport.co.jp/kanko/kagoshima/play002.php&psig=AFQjCNHzlrkWpI2_fywHR4RCjsCM_UiZvg&ust=1469500666722040


3.旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日前にあたる
日より前にお支払いいただきます。 
４．旅行中止の場合 
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場
合、当組合は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始
の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日（日帰り旅行は3日
前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお
返しします。 
5.旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの 
（１）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事
代、入場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含ま
れます。 
（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は
含まれません。 
６．お客様から旅行契約の解除（取消料） 
（１）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いい
ただいて、旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受し
ている旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻し
いたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し
受けます。 

旅行契約の解除期日 取消料 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 右記日帰り旅行以外 日帰り旅行 
①21日目に当たる日以前の解除 無料 無料 
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く） 旅行代金の20％ 無料 
③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く） 旅行代金の20％ 旅行代金の20％ 

④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く） 旅行代金の30％ 旅行代金の30％ 
⑤旅行開始日前日の解除 旅行代金の40％ 旅行代金の40％ 
⑥旅行開始日当日の解除 旅行代金の50％ 旅行代金の50％ 
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％ 旅行代金の100％ 

＜特別な配慮を必要とする方のお申込みについて＞ 
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、
措置が必要になる可能性があります。詳細は別途お渡しする「旅行条件書」
と「お申込みのご案内」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能
性がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。 

【旅行企画・実施・問合せ】 

鹿児島県旅行業協同組合 東京有楽町営業所 
〒100-0006東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル１階 

かごしま遊楽館 観光案内コーナー 

TEL：０３-３５０６-9174 
FAX：03-3506-9559/Email:k-yuraku-d8.dion.ne.jp 

営業時間 10：00～18：00年中無休（年末年始除く） 
鹿児島県知事登録2-216号 総合旅行業務取扱管理者 田中郁代 

（2）なお、取消料とは、お客様が当組合の営業日、営業時間に解除する旨をお
申し出いただいた日とします。 
（3）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される場合、
旅行費用全額に対して取消料が適用されます。 
（4）宿泊のみご予約になった場合 
 
 
 
 
 
7.個人情報の取扱いについて 
（1）鹿児島県旅行業協同組合（以下「当組合」といいます。）はご提供いただい
た個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿
泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④当組
合の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続のため、
⑤当組合及び当組合と連携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の
提供、旅行に関する情報提供のため、に利用させていただきます。 
（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便
名等を輸送、宿泊機関、土産物店に提供することがあります。 
8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準 
この旅行条件は2016年2月1日を基準としています。また旅行代金は2016年2月
1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。 

旅行開始後の解除 
または無連絡不参加 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前～20日前 

1～14名 100％ 50％ 20％ 無料 

15～30名 100％ 50％ 20％ 無料 

31名以上 100％ 50％ 30％ 10％ 

この書面は、旅行業法12条の４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法12条の5の定めるところの契約書面の一部となります。 
詳しい条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認のうえお申し込みください。 

鹿児島県旅行業協同組合旅行条件書 

1.募集型企画旅行契約 
（１）鹿児島県旅行業協同組合（以下「当組合」といいます）が企画・募集し実施
する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行
契約を締結することになります。 
（２）募集型企画旅行の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか
ご旅行お申込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日
程表及び当組合旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 
２.旅行のお申込みと契約の成立 
（1）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記のお申込み金ま
たは旅行代金の全額を添えてお申込みいただきます。お申込み金は旅行代
金、取消料または違約金のそれぞれの一部としてお取扱いします。 
（2）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受付ます。こ
の場合予約の時点で契約は成立しておらず、当組合から予約の旨を通知した
後、予約の申込みの翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出して
いただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、お申込み
はなかったものとして取り扱います。 
（3）申込金（お一人様につき） 
 
 
 
 
 
 
 
（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領した
ときに成立したものとします。 
（５）通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に成立
します。ただし、e-maiｌ等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、そ
の通知がお客様に到着したときに成立するもとします。 

旅行
代金 

20,000円未満 
20,000円以上
50,000円未満 

50,000円以上
100,000円未満 

100,000円以上 

お申
込み 

5,000円以上 10,000円以上 20,000円以上 
旅行代金の
20％以上 

    インターネットからのお申込み  魅旅ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://www.mitabi.net 魅旅 検索 

ご出発日 2016年  □11月25日（金）出発    □12月10日（土）出発  

コース名 HK-002 たっぷり満喫！幕末維新の薩摩藩探訪３日間 

お申込人数 
大人（男） 大人（女） 小人（6-11才） 小人（3-5才） 幼児（3才未満） 合 計 

      名       名       名      名      名       名 

「たっぷり満喫！幕末維新の薩摩藩探訪３日間」 申込書 

かごしま遊楽館 観光案内コーナー ＦＡＸ：０３-３５０６-９５５９ 

フリガナ   年 齢 性 別 生 年 月 日 

代表者                  様 
  

男 ・ 女 
T/S/H 

西暦    年    月    日 

住所 
〒 

  
連絡先① 自宅・携帯   連絡先② 自宅・携帯   

Email 自宅・携帯   

緊急連絡先 
お名前／                
ＴＥＬ／                 続柄（   ） 

  お 名 前（フリガナ） 年 齢 性 別 生 年 月 日 

同行者①                      様   男 ・ 女      年   月   日 

住所 
〒 TEL 

同行者②                      様   男 ・ 女   年   月   日 

住所 
〒 TEL 

同行者③                      様   男 ・ 女   年   月   日 

住所 
〒  TEL 

発
着 

場
所 

□ 羽田空港発着 

□ 鹿児島空港発着（現地合流プラン） 

宿泊施設 部屋タイプ 部屋数 

1泊目 温泉ホテル中原別荘（鹿児島市）   名1室 禁煙Ｒ・喫煙Ｒ   部屋 

2泊目 
□ 指宿海上ホテル（基本料金） 

□ 指宿白水館（お一人様13,000円増） 
  名1室 禁煙Ｒ・喫煙Ｒ   部屋 

※取消料は交付金適用前の旅行代金が対象となります。 
※当旅行商品は他の割引との併用はできません。 

◎お申込みの締切日 
11月26日（金）出発→11月４日（金）まで   
12月10日（土）出発→11月18日（金）まで 


