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第10回日本ジオパーク全国大会2019 おおいた大会
プレジオツアー募集要項
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期間・会場
プレジオツアーは、おおいた姫島ジオパークとおおいた豊後大野ジオパーク、阿蘇ユネスコ世界ジオパークの３会
場でご用意しています。
ガイド分科会連動型の姫島プレジオツアーは、
１０月３１日
（木）
に貸切バスで姫島に移動し１１月１日
（金）
に解散します。
豊後大野プレジオツアーは１１月１日
（金）
に大分市内より貸切バスで、それぞれの会場に移動し、
１１月2日
（土）
の
開会式会場で解散します。
阿蘇プレジオツアーは１１月１日
（金）
にJR阿蘇駅に集合し、
１１月2日
（土）
の開会式会場で解散します。
なお、
申し込みは先着順とし、定員になり次第締め切りとさせていただきます。
※最少催行人員に達しない場合は、
出発日の14日前迄に事前にお申込みいただいた連絡先にご案内申し上げます。
注意事項：
おおいた姫島プレジオツアーに参加される方で、11月2日(土)以後も大会行事に参加される方は、
11月1日(金)の宿泊予約をお忘れなきようお願いいたします。
豊後大野・阿蘇プレジオツアーに参加される方は、開会式会場（大分市）
での解散となります。
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ご案内
プレジオツアーの各コースは以下のとおりです。
●このプランは株式会社近畿日本ツーリスト九州が旅行企画・実施する募集型企画旅行です。
●姫島コースは添乗員が同行いたします。
豊後大野コース・阿蘇コースについては添乗員は同行しませんが、
ジオガイド及び同行スタッフがお世話します。
●旅館（ホテル）
の客室は、
男女別相部屋（複数人部屋）
となりますので、
あらかじめご了承ください。
●行程内の運輸機関は貸切バスを使用いたします。
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申込方法
大会公式ホームページ上の参加登録フォームからお申し込みください。参加ご希望のプレジオツアーをお選びくだ
さい。
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申込締切
９月３０日
（月） 18：００まで

プレジオツアー募集要項
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支払方法
支払方法は口座振込・クレジットカードにてお願いいたします。
■口座振込でのお支払いについて
下記金融機関の所定の口座にお振込をお願いいたします。
※ 口座名義はいずれも
【 株式会社近畿日本ツーリスト九州 】
です。
※ 振込手数料は申込者負担とさせていただきます。予めご了承ください。
※ 振込の際、
予約確認メールに記載された予約番号のハイフンの後の番号をお名前の前につけてご登録ください。
例）予約番号が
「PA000164714−466」
で代表者名が
「大分 太郎」
の場合 ⇒ 466 オオイタ タロウ
◆ 三菱UFJ銀行

振込第二支店 （普）8500821

◆ ゆうちょ銀行 一九九店 当座 0054515
■クレジットカードでのお支払いについて
第10回日本ジオパーク全国大会参加登録サイトより、
以下のクレジットカードでオンライン決済ができます。
ＶＩ
ＳＡ・Ｍａｓ
ｔｅｒ・Ａｍｅｒ
ｉ
ｃａｎＥｘｐｒｅｓｓ・ＪＣＢ
（ご注意）
①ご本人名義または、名義人様から決済承認されているカードをご使用ください。
②ご登録いただいたクレジットカードの決済は、登録日での決済となります。
③「株式会社近畿日本ツーリスト九州」
からのご請求となりますので、予めご了承ください。

6

支払期日
１０月４日
（金）
までにお願いいたします。
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予約の確認
プレジオツアーへの予約状況等は、大会参加登録完了後、マイページよりご確認ください。
ご不明な点は、マイ
ページに記載の予約番号を添えて、近畿日本ツーリストまでお問合せください。(分科会、大交流会、宿泊と共通)
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予約の変更・取り消し
お申込後、
お客様の都合で取消される場合は、取消日より1名につき次の率による取消料を申し受けます。
また、返金につきましては送金手数料を差し引き、大会終了後に返金させていただきます。
● 当支店営業時間外に頂戴した取消、変更については翌営業日での取り扱いとさせていただきます。
● 当日の会場でのご返金、領収はいたしかねますのでご了承ください。
【取消料】プレジオツアー
20 〜 8日前

7 〜 2日前

前 日

20％

30％

40％

旅行開始日の当日 旅行開始後の取消
（旅行開始前） 又は無連絡不参加
50％

100％

プレジオツアー募集要項
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ご旅行条件
今回ご案内の旅行参加にあたり、
募集会社である株式会社近畿日本ツーリスト九州は、
パンフレット等は発行せず、
全てジオパーク全国大会公式ホームページ上でご案内をいたします。
この旅行に関する旅行条件は、
株式会社近畿日本ツーリスト九州の旅行業約款に準じます。
内容については、
次項
「お問い合わせ先」
の株式会社近畿日本ツーリスト九州 大分支店宛てにお尋ねください。
この旅行条件については令和元年8月1日
（木）
現在を基準としております。

10 お申込み・お問い合わせ先
旅行企画・実施／株式会社近畿日本ツーリスト九州

大分支店

第10回日本ジオパーク全国大会2019 おおいた大会 申込受付係
〒870-0034

大分県大分市都町1丁目1-23 ＴＫフロンティアビル12階

【E-mail】 oita@or.kntk.co.jp
【TEL】097-537-3155 【FAX】097-538-3168
営業時間：平日：9:00 〜 17:45

土曜・日曜・祝日：休日

総合旅行業務取扱管理者／中村 裕
総合旅行業務取扱管理者とは、
お客様の旅行を扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関して担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者におたずね下さい。
観光庁長官登録旅行業第1886号

一般社団法人日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引協議会会員

管理番号：3815-19-08-007

11 個人情報のお取扱について
株式会社近畿日本ツーリスト九州は、旅行申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、
お客様との連絡や
運送・宿泊施設等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
申し込み前において大会公式ホームページ上の参加登録フォーム内の「個人情報の取り扱いについて」
の内容を
ご確認ください。

プレジオツアー募集要項
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姫島プレジオツアー

ぐるっと姫島ジオツアー
内容

ガイド分科会「コミュニケーション技術の向上」
との連動型ジオツアー。1日目は
「コミュニケーションスキ
ルの向上」
をテーマとしたワークショップや交流会で、
ガイドとしてお客様とどのようにコミュニケーショ
ンを図るかを考えます。
また、2日目は、姫島のジオサイトを巡りながら、一方的なガイドだけでなく、参加
者同士のコミュニケーションを行うことで、
より深い理解や感動につなげる試みを実験的に行います。

行程

【１日目】13:10 大分駅（出発）− 13:40 別府駅（出発） − 14:30 大分空港 − 15:55 伊美港 − 姫
島港 − 16:30 各民宿・旅館にチェックイン（泊）− ワークショップ（離島センター）交流会（離島セン
ター）
【２日目】8：00 各民宿・旅館
（朝食・出発）− 姫島港（ジオクルーズ）− 姫島港 − 鷹の巣、大海の
コンボリュートラミナ、拍子水・比売語曽社、西村記念公園、天一根、観音崎 − 白寿苑（昼食：郷土料理）
− 自由行動（オプション：エコカー体験）− 14:10 姫島港 − 14:30 伊美港 − 15:20 大分空港−
16:25 別府駅 − 17:00 大分駅（解散）

旅行期間

令和元年１０月31日
（木）
〜１１月1日
（金） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 26,400円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1回・夕食1回
1日目/夕食（離島センターにて交流会） 2日目/朝食（各民宿・旅館にて）
・昼食
（白寿苑）

募集人員

5０名様

最少催行人数 2０名様
添乗員
宿泊場所

添乗員同行
だるま旅館・安西旅館・八千代館・ペンション野路菊・ロッジ姫島・民宿村さ来

ツアーホテル 和室 定員利用（4〜５名様） 洋室 定員利用（2〜４名様）
男女別の相部屋となります。
客室の様式

※ロッジ姫島以外はお部屋にバス・トイレはついておりません。

バス会社

大分交通・大分バス

フェリー会社 姫島村営フェリー
必要なもの 歩きやすい靴・雨具
オプション
その他
旅行主催

エコカー体験 料金５００円（税込）
お支払いは現地にてお願いします。 白寿苑→姫島港（先着15名様）
悪天候の時は、
ジオクルーズの予定を変更しますのでご了承ください。
近畿日本ツーリスト九州

大分支店
プレジオツアー募集要項
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豊後大野プレジオツアー①

まるごと豊後大野 〜七所いっきめぐり〜（一部にUD分科会を含みます。）
内容

滝も！石橋も！磨崖仏も！おおいた豊後大野ジオパークの代表的なジオサイトを巡る旅に出掛けませんか？
秋の豊後大野路はジオの魅力も、秋の食材も盛りだくさんです！建設当時、
日本一のアーチ式石橋であっ
た虹澗橋、阿蘇溶結凝灰岩に彫られた菅尾磨崖仏、豊後大野を代表するジオサイト、原尻の滝など、全部
で七カ所のジオサイトと酒蔵、道の駅でのお買い物と盛りだくさんの旅をご用意しています。地形や地
質だけではなく、豊後大野の豊かな自然の中で先人たちが培ってきた文化や歴史や食、地域をまるごと
お楽しみください。

行程

【１日目】9:15 大分駅要町バス駐車場（集合）− 道の駅あさじ − 普光寺磨崖仏 − 道の駅原尻の滝（昼
食）− 原尻の滝 − 辻河原の石風呂 − 浜嶋酒造・吉良酒造 − 道の駅きよかわ − 沈堕の滝 − 岩戸の
景観 − 17:25ホテルますの井（宿泊）− 懇親会【２日目】7:40ホテルますの井（朝食・出発）− 虹澗橋
− 菅尾磨崖仏 − 道の駅みえ・江内戸の景 − 10：30 開会式会場（大分市）

旅行期間

令和元年１１月１日
（金）
〜１１月２日
（土） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 21,000円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1回・夕食1回
1日目/昼食（レストラン白滝）
・夕食（居酒屋TANTO） 2日目/朝食（ホテルますの井）

募集人員

４０名様

最少催行人数 3０名様
添乗員
宿泊場所

添乗員は同行しませんが、
ジオガイド及びスタッフがお世話します。
ホテルますの井

ツアーホテル 和室 定員利用（2〜10名様 1室利用）バス・トイレなし
客室の様式 男女別の相部屋となります。
バス会社

仲花観光

必要なもの 歩きやすい靴・雨具
その他
旅行主催
現地手配

このツアーでは、原尻の滝にてUD分科会の
「車イス体験」
が行われますので、
UD分科会参加者は辻河原の石風呂見学を省略します。
近畿日本ツーリスト九州

大分支店

ツーリズム豊後大野
プレジオツアー募集要項

5

W a !〜「 わ 」を体 験しよう！〜
豊後大野プレジオツアー②

ジオガイドと鑑賞する豊後大野の磨崖仏 〜水を守る仏たち〜
内容

大分県は磨崖仏（石仏）
が多数存在することで知られますが、特に豊後大野地域には古い磨崖仏が多数
みられます。県下最大級の不動明王、普光寺磨崖仏、美しい彫刻が際立つ菅尾磨崖仏、独特な風貌の大
迫磨崖仏、固い岩壁に彫られた波乗り地蔵など、多様な磨崖仏の姿をジオガイドと一緒に巡り鑑賞しま
す。
この地で生活をする人々が何百年と大切に守り続けている磨崖仏と、その仏たちが守り続けている
水に注目し、単に磨崖仏を見て回るだけでなく、その立地と地形地質の関係等、新たな視点にてガイドが
ご案内いたします。

行程

【１日目】12:45 大分駅要町バス駐車場（集合）− 犬飼港跡・波乗り地蔵 − 道の駅みえ・江内戸の景 −
菅尾磨崖仏 − 大迫磨崖仏 − 17：20HOTEL AZ（宿泊）− 懇親会【２日目】7：00HOTEL AZ（出
発）− 普光寺磨崖仏 − 農村加工所そら
（朝食）− 道の駅あさじ − 10：40 開会式会場（大分市）

旅行期間

令和元年１１月１日
（金）
〜１１月２日
（土） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 22,000円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食0回・夕食1回
1日目/夕食（寿し虎） 2日目/朝食（農産物加工所そら）

募集人員

2０名様

最少催行人数 17名様
添乗員
宿泊場所

添乗員は同行しませんが、
ジオガイド及びスタッフがお世話します。
HOTEL AZ 大分三重店

ツアーホテル
シングルルーム バス・トイレ付き
客室の様式
バス会社

仲花観光

必要なもの 歩きやすい靴・雨具
旅行主催
現地手配

近畿日本ツーリスト九州

大分支店

ツーリズム豊後大野
プレジオツアー募集要項
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豊後大野プレジオツアー③

谷を澗る虹！豊後大野石橋ものがたり 〜いのちき、石橋、恋語り〜
内容

日本一のアーチ式石橋の数を誇る豊後大野市。江戸時代に造られた石橋から大正、昭和初期に造られ
たものまで、多くの石橋をみることができます。
なぜここに？何の目的で？誰が架けたのか？橋には人々
の想いや生活、出会いがあり、
たくさんの
「ものがたり」
があります。豊後大野の山間部は深い渓谷が見ら
れ、平野部は台地や盆地が連続する地形です。そのため、人や物の往来には橋が必要で、地形や地質
も、石橋文化の発展に深く関わっています。多くの人々の想いが込められた石橋をガイドと一緒に巡る
旅に出掛けましょう。

行程

【１日目】12:45 大分駅要町バス駐車場（集合）− 原尻の滝 − 原尻橋 − 奥嶽橋・滞迫峡 − 出会橋・轟
橋 − 轟木橋 −17：40 三国家旅館（宿泊）− 懇親会【２日目】8：00三国家旅館（朝食・出発）− 虹澗
橋 − 道の駅みえ・江内戸の景 − 10：30 開会式会場（大分市）

旅行期間

令和元年１１月１日
（金）
〜１１月２日
（土） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 21,000円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食0回・夕食1回
1日目/夕食（ささや） 2日目/朝食（三国家旅館）

募集人員

21名様

最少催行人数 17名様
添乗員
宿泊場所

添乗員は同行しませんが、
ジオガイド及びスタッフがお世話します。
三国家旅館

ツアーホテル 和室 定員利用（1〜4名様 1室利用）バス・トイレなし
客室の様式 男女別の相部屋となります。
バス会社

仲花観光

必要なもの 歩きやすい靴・雨具
旅行主催
現地手配

近畿日本ツーリスト九州

大分支店

ツーリズム豊後大野
プレジオツアー募集要項
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豊後大野プレジオツアー④

ナイス崖 〜無口なカレ（崖）に逢いに行く〜
内容

豊後大野市の大部分は、
９万年前の阿蘇火山の破局噴火によってもたらされた火砕流堆積物によって
広く覆われている地域です。その火砕流堆積物は川の浸食によって姿を現し、阿蘇溶結凝灰岩の崖とし
て各所で見ることができます。その崖は時に人の往来を妨げる難物でしたが、先人たちは知恵を絞り上
手く活用して、
自然遺産や文化遺産として残してくれました。滝、磨崖仏、石風呂、城壁と、
自分では決し
て語らぬ無口でナイスな崖たちに、
ガイドとともに逢いに行きましょう。

行程

【１日目】9:15 大分駅要町バス駐車場（集合）− 菅尾磨崖仏 − 沈堕の滝 − ベジカフェミズ（昼食）−
辻河原の石風呂 − 原尻の滝 − 道の駅原尻の滝 − 岡城跡 − 17：00長湯温泉・旅館中村屋（宿泊）−
懇親会【２日目】8：00旅館中村屋（朝食）− 長湯温泉（散策）− 10：30 開会式会場（大分市）

旅行期間

令和元年１１月１日
（金）
〜１１月２日
（土） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 23,500円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1回・夕食1回
1日目/昼食（ベジカフェミズ）
・夕食（旅館中村屋） 2日目/朝食（旅館中村屋）

募集人員

２５名様

最少催行人数 21名様
添乗員
宿泊場所

添乗員は同行しませんが、
ジオガイド及びスタッフがお世話します。
長湯温泉旅館中村屋

ツアーホテル 和室 定員利用（2〜6名様 1室利用）バス・トイレなし
客室の様式 男女別の相部屋となります。
バス会社

仲花観光

必要なもの 歩きやすい靴・雨具
旅行主催
現地手配

近畿日本ツーリスト九州

大分支店

ツーリズム豊後大野

プレジオツアー募集要項
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W a !〜「 わ 」を体 験しよう！〜
豊後大野プレジオツアー⑤

地層！ご馳走！丸ごといただきっっ！〜リバービュー♪のロッジに泊まろう〜
内容

大野川の支流奥岳川は、清流として知られた川ですが、阿蘇溶結凝灰岩の断崖が続く隠れた渓谷が数
多くある川でもあります。
このツアーは、そんな奥岳川のほとりにたつ「ロッジきよかわ」
を宿泊地にし
て、豊後大野ジオパークの地層とご馳走をまるごといただいてしまおう！というプランです。最高のロ
ケーションの中で、A５ランクの
「おおいた和牛」
や旬の野菜たちに舌鼓をうち、
さらには収穫体験と天然
温泉と、豊後大野ジオパークの魅力を全身で味わっていただきます。

行程

【１日目】12:45 大分駅要町バス駐車場（集合）− 原木しいたけ収穫体験 − 岩戸の景観 − 道の駅きよ
かわ − 浜嶋酒造・吉良酒造 − 岡城天然温泉月のしずく
（入浴）− 買物 − 17：50 ロッジきよかわ
（宿泊）
− 懇親会【２日目】7：50 ロッジきよかわ（朝食・出発）− 出会橋・轟橋 − 道の駅きよかわ −
10：40 開会式会場（大分市）

旅行期間

令和元年１１月１日
（金）
〜１１月２日
（土） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 22,000円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食0回・夕食1回
1日目/夕食（ロッジきよかわ） 2日目/朝食（ロッジきよかわ）

募集人員

２０名様

最少催行人数 16名様
添乗員
宿泊場所

添乗員は同行しませんが、
ジオガイド及びスタッフがお世話します。
ロッジきよかわ

ツアーホテル ドミトリー（８人部屋 ２段ベッド）男女別の相部屋となります。
ログハウス
（2人部屋/シングルベッド×2）
×3棟
客室の様式
・・・追加料金必要（一人当たり6,000円（税込）
２名での申し込みで）
ツリー型ハウス
（1人部屋/ベッド無し）
×6棟
・・・追加料金必要（一人当たり5,000円（税込））

バス会社

ふたばタクシー

必要なもの 歩きやすい靴・雨具
その他
旅行主催
現地手配

●
●

1日目の行程にある
「買物」
は、
ロッジきよかわ宿泊時の夜食や飲料などを購入するためのものです。
ロッジきよかわ周辺には、徒歩圏内で買い物をできるところがありませんのでご注意ください。

近畿日本ツーリスト九州

大分支店

ツーリズム豊後大野
プレジオツアー募集要項
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W a !〜「 わ 」を体 験しよう！〜
豊後大野プレジオツアー⑥

祖母山のふところ 〜花崗岩の河床に立つ〜
内容

豊後大野ジオパークの最奥地には、切り立った岩峰が連続する祖母山があります。祖母山はもともと火
山でしたが、今は植生豊かな自然林が広がる深山となり、麓には大野川の源流となる
「川上渓谷」
があり
ます。そんな祖母山のふところと言える
「川上渓谷」
には火山の名残である花崗岩の河床が見られ川の
流れと自然林とが美しいコントラストを描き出しています。外界から遮断されたゲストハウスに宿泊し、
花崗岩の河床に立って、
この地を愛するガイドの話を聞きませんか？

行程

【１日目】9:15 大分駅要町バス駐車場（集合）− 買物 − 原尻の滝 − 道の駅原尻の滝（昼食）− 奥嶽
橋・滞迫峡 − 健男霜凝日子麓社 − 川上渓谷 − 17：00ＬＡＭＰ豊後大野（宿泊）− 懇親会【２日目】
7：00ＬＡＭＰ豊後大野（出発）− 土岩の河原 − ベジカフェミズ（朝食）− 浜嶋酒造・吉良酒造 − 10：
30 開会式会場（大分市）

旅行期間

令和元年１１月１日
（金）
〜１１月２日
（土） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 22,800円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1回・夕食1回
1日目/昼食（レストラン白滝）
・夕食（LAMP豊後大野） 2日目/朝食（ベジカフェミズ）

募集人員

２０名様

最少催行人数 16名様
添乗員
宿泊場所

添乗員は同行しませんが、
ジオガイド及びスタッフがお世話します。
ＬＡＭＰ豊後大野

ツアーホテル
ドミトリー
（6〜１２人部屋 ２段ベッド）バス・トイレなし
客室の様式
バス会社

ふたばタクシー

必要なもの 歩きやすい靴・雨具
その他
旅行主催
現地手配

1日目の行程にある
「買物」
は、
ＬＡＭＰ豊後大野宿泊時の夜食や飲料などを購入するためのものです。
ＬＡＭＰ豊後大野周辺には、徒歩圏内で買い物をできるところがありませんのでご注意ください。

●
●

近畿日本ツーリスト九州

大分支店

ツーリズム豊後大野
プレジオツアー募集要項
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W a !〜「 わ 」を体 験しよう！〜
阿蘇プレジオツアー

火山と信仰、阿蘇のエッセンス凝縮ツアー
内容

阿蘇に来たなら外せない鉄板の観光地であり、阿蘇ジオパークの人気のジオサイトである阿蘇山上の
草千里、火山博物館、阿蘇神社を巡る、
スタンダードツアー！日々活動を続ける活火山である阿蘇。生きて
いる地球と向き合いながら、信仰や文化を作り上げた阿蘇の人々。阿蘇のエッセンスのすべてを味わう
プレツアーです。

行程

【１日目】12:30 道の駅阿蘇（JR阿蘇駅前）
（集合）− 中岳ジオサイトor草千里ジオサイト − 阿蘇火山
博物館ミュージアムツアー − 火山の神カルチュラルサイト
（阿蘇神社と門前町）− 18：00内牧温泉
（宿泊）− 懇親会【２日目】8：30ホテル − 10：30開会式会場（大分市）
※オプションで２日目早朝6:00〜7:15で雲海ツアー
（大観峰カルデラジオサイト）
を実施。
希望の方は１日目にジオガイドに申込みください。
（５００円）
（天候により中止する場合もあります。）
※心臓や呼吸器系の持病がある方は、中岳（火口）見学にはご参加いただけません。

旅行期間

令和元年１１月１日
（金）
〜１１月２日
（土） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 23,300円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食0回・夕食1回
1日目/夕食（阿蘇ホテル） 2日目/朝食（阿蘇ホテル）

募集人員

25名様

最少催行人数 15名様
添乗員
宿泊場所

添乗員は同行いたしませんが、
ジオガイドが同行いたします。
阿蘇ホテル

ツアーホテル 和室タイプ（4〜5名様の定員利用）バス・トイレ付き
客室の様式 男女別の相部屋となります。
バス会社

南阿蘇交通

必要なもの 歩きやすい靴・雨具
注意点
旅行主催

集合は阿蘇駅になりますので各自昼食を取ってからご集合ください。阿蘇駅へは、熊本〜大分間の特急
バスやまびこ号又は、
大分駅からのJR豊肥本線
（熊本駅からは途中不通で利用不可）
をご利用ください。
近畿日本ツーリスト九州

大分支店
プレジオツアー募集要項
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