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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
ポストジオツアー募集要項
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期間・会場
ポストジオツアーは、
１１月４日
（月・振）
閉会セレモニー終了後、
各ツアー見学先及び宿泊先へのバス移動となります。
ツアー解散場所は、
大分空港、
大分駅、別府駅、豊後大野市役所、阿蘇くまもと空港、熊本駅となります。
※コースにより解散場所は異なりますのでコース別のご案内をご覧ください。
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：
おおいた姫島ポストジオツアーに参加された場合は、大分空港、別府駅経由大分駅の解散となります。
阿蘇ポストジオツアーに参加された場合は、阿蘇くまもと空港経由熊本駅の解散となります。
豊後大野ポストジオツアーに参加された場合は、豊後大野市役所経由大分駅の解散となります。
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ポストジオツアーのご案内
ポスト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。参加ご希望のポスト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

ポストジオツアー募集要項

１

W a !～「 わ 」を体 験しよう！～
5

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。
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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
ポスト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・取り消しについて
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】ポストジオツアー
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％
ポスト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：3815-19-08-008

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。
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姫島ポストジオツアー

ぐるっと姫島ジオツアー
内容

姫島を船で一周して大地の成り立ちを海から学ぶジオクルーズと、陸上のジオサイトを巡るバスツアー
をセットにした、
コンパクトな島だからこそ体験できる魅力満載のツアー。夕食にはジオの恵み
「姫島車
えび」
のしゃぶしゃぶや踊り喰い、新鮮な魚介類を味わえます。

行程

【１日目】14:00 閉会式会場（豊後大野市・出発） － 17:25伊美港 － 姫島港 － 18:00 各民宿・旅館
にチェックイン
（泊）【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

２０１９年１1月4日
（月・振）
～１１月5日
（火） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 26,800円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1回・夕食1回
1日目/夕食（各民宿・旅館にて） 2日目/朝食（各民宿・旅館にて）
・昼食（白寿苑）

募集人員

100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

※エイトピアおおのからの出発時間が他のツアーと異なりますのでご注意ください。
ポストジオツアー募集要項

4

W a !～「 わ 」を体 験しよう！～
豊後大野ポストジオツアー①

まるごと豊後大野 ～五所いっきめぐり～
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
で五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。解散時間が他のツアーより早くなっています。豊後大野市【１２時１０分】
、大分駅【１３
時２０分】
到着予定です。

行程

【１日目】14:30 閉会式会場（豊後大野市・集合）－ 道の駅みえ・江内戸の景 － 菅尾磨崖仏 － 虹澗橋
－ 17：10ホテルますの井（宿泊）－ 懇親会【２日目】7:30ホテルますの井（朝食・出発）－ 沈堕の滝 －
牟礼鶴酒造 － 普光寺磨崖仏 － 原尻の滝 － 道の駅原尻の滝（昼食）－ 12:10 豊後大野市役所 －
13:20 大分駅要町バス駐車場
（解散）

旅行期間

２０１９年１１月４日
（月・振）
～１１月５日
（火） 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/夕食（居酒屋TANTO） 2日目/朝食（ホテルますの井）
・昼食（レストラン白滝）

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
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
ポストジオツアー募集要項
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豊後大野ポストジオツアー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

豊後大野ジオパークといえば磨崖仏です。大分県でも濃密に存在する地域として知られています。今
回、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するツアー
をプランニングしました。
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。
また、普光寺磨崖仏では阿字観体験をします！阿字観とは、
真言宗における呼吸法、瞑想法です。阿蘇溶結凝灰岩の岩窟で心静かに瞑想し日常から離れた静かな
時間を過ごして見ませんか？

行程

【１日目】14:30 閉会式会場（豊後大野市・集合）－ 犬飼港跡・波乗り地蔵 － 17：20 HOTEL AZ（宿
泊）－ 懇親会【２日目】7：45HOTEL AZ（朝食・出発）－ 菅尾磨崖仏 － 大迫磨崖仏 － 道の駅あさじ
－ 普 光 寺 磨 崖 仏・阿 字 観 体 験 － 牟 礼 鶴 酒 造（昼 食）－ 沈 堕 の 滝 － 13:50 豊 後 大 野 市 役 所 －
15:00 大分駅要町バス駐車場（解散）

旅行期間

２０１９年１１月４日
（月・振）
～１１月５日
（火） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 24,000円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1回・夕食1回
1日目/夕食（寿し虎） 2日目/朝食（HOTEL AZ）
・昼食（牟礼鶴酒造）

募集人員

3０名様

最少催行人数 2０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
ポストジオツアー募集要項
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豊後大野ポストジオツアー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】14:30 閉会式会場（豊後大野市・集合）－ 原尻橋・二宮社・原尻の滝 － 道の駅原尻の滝 －
浜嶋酒造・吉良酒造 － 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 － 道の駅きよかわ － 出会橋・轟橋 － 轟木橋 － 茶寮やませみ（昼食）－ 白山渓谷 － 13:50
豊後大野市役所 － 15:00 大分駅要町バス駐車場（解散）

旅行期間

２０１９年１１月４日
（月・振）
～１１月５日
（火） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 23,000円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1回・夕食1回
1日目/夕食（ささや） 2日目/朝食（三国家旅館）
・昼食（茶寮やませみ）

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
ポストジオツアー募集要項
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豊後大野ポストジオツアー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り覆われた地
域です。その火砕流堆積物は川に浸食され阿蘇溶結凝灰岩の崖として各所に見られます。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きました。
このツアーでは、そんな
先人たちが残した遺産、阿蘇溶結凝灰岩の崖に掘られて作られた
「石風呂」の入浴体験ができます。今
回、地域の方の協力により特別に沸かしていただきますので、ぜひ「無口でナイスな崖」
の中に包み込ま
れてみてください。

行程

【１日目】14:30 閉会式会場（豊後大野市・集合）－ 原尻の滝 － 辻河原の石風呂
（石風呂入浴体験）－
18：00長湯温泉・大丸旅館（宿泊）－ 懇親会【２日目】8：10大丸旅館（朝食・出発）－ 普光寺磨崖仏
－ 岡城跡 － 浜嶋酒造・吉良酒造 － ベジカフェミズ（昼食）－ 道の駅きよかわ － 13:50 豊後大野市
役所 － 15:00 大分駅要町バス駐車場（解散）

旅行期間

２０１９年１１月４日
（月・振）
～１１月５日
（火） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 28,000円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1回・夕食1回
1日目/夕食（大丸旅館） 2日目/朝食（大丸旅館）
・昼食（ベジカフェミズ）

募集人員

２５名様

最少催行人数 22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。
竹田市長湯温泉大丸旅館

ツアーホテル 和室 定員利用（4～6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・汚れてもよい服上下（Tシャツ・スエット・ジャージなど）
・タオル
その他
旅行主催
現地手配

石風呂は着衣のまま入ります。
上記の着替えを持参することを強くお勧めします。
近畿日本ツーリスト九州
ツーリズム豊後大野

大分支店
ポストジオツアー募集要項
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W a !～「 わ 」を体 験しよう！～
豊後大野ポストジオツアー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！という企画です。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】
14:30 閉会式会場（豊後大野市・集合）－ 原木しいたけ収穫体験 － 岩戸の景観 － 浜嶋酒造・
吉良酒造 － 岡城天然温泉月のしずく
（入浴）－ 買物 － 18：50ロッジきよかわ
（宿泊）－ 懇親会【２日目】
8：00ロッジきよかわ
（朝食・出発）－ 出会橋・轟橋 － 奥嶽橋・滞迫峡 － 原尻の滝 － 里芋掘り － だんご
汁作り
（昼食）－ 道の駅きよかわ － 13:50 豊後大野市役所 － 15:00 大分駅要町バス駐車場
（解散）

旅行期間

２０１９年１１月４日
（月・振）
～１１月５日
（火） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 24,000円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1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）
・昼食（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。
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・トイレなし

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
ポストジオツアー募集要項
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W a !～「 わ 」を体 験しよう！～
豊後大野ポストジオツアー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】14:30 閉会式会場（豊後大野市・集合） － 買物 － 原尻の滝 － 17：00ＬＡＭＰ豊後大野（宿
泊）－ 懇親会【２日目】7：45ＬＡＭＰ豊後大野（朝食・出発）－ 川上渓谷 － 健男霜凝日子麓社 － 奥嶽
橋・滞迫峡 － 道の駅原尻の滝（昼食）－ 浜嶋酒造・吉良酒造 － 13:50 豊後大野市役所 － 15:00 大
分駅要町バス駐車場（解散）

旅行期間

２０１９年１１月４日
（月・振）
～１１月５日
（火） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 24,000円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1回・夕食1回
1日目/夕食（LAMP豊後大野） 2日目/朝食（LAMP豊後大野）
・昼食（レストラン白滝）

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 洋室ドミトリー（6～１２人部屋 ２段ベッド）バス・トイレなし
客室の様式 男女別の相部屋となります。
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

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。

●
●

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

ポストジオツアー募集要項
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W a !～「 わ 」を体 験しよう！～
豊後大野ポストジオツアー⑦

湯～湧くのおおいた ～地熱・温泉・滝ものがたり～
内容

おおいたと言えばやっぱり温泉ですが、温泉熱を意外なものに活用しているのをご存知でしょうか？今
回は、そんな地熱発電の見学と、豊後大野ジオパークの目玉ジオサイトでもある沈堕の滝にて、川水を
活用した水力発電とを見学できるツアーを企画しました。
自然のエネルギーを活用するには、それぞれ
に苦労があり、悲喜こもごもエピソードが存在します。
あっと驚くようなお話も聞けるかもしれません。
こ
のツアーでは発電を行っている九州電力さんとジオサイトを案内するガイドとの協力によってご案内さ
せていただきます。

行程

【１日目】
14:30 閉会式会場
（豊後大野市・集合）－ 沈堕の滝 － 牟禮鶴酒造 － 道の駅あさじ － 17：50
久住高原コテージ（宿泊）－ 懇親会【２日目】8：25久住高原コテージ（朝食・出発）－ 久住高原展望台
－ 八丁原地熱発電所 － 道の駅原尻の滝（昼食）－ 原尻の滝 － 13:50 豊後大野市役所 － 15:00
大分駅要町バス駐車場
（解散）

旅行期間

２０１９年１１月４日
（月・振）
～１１月５日
（火） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 26,000円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1回・夕食1回
1日目/夕食（久住高原コテージ） 2日目/朝食（久住高原コテージ）
・昼食（レストラン白滝）

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。
久住温泉久住高原コテージ

ツアーホテル 和室タイプ・洋室タイプ （4～6名様の定員利用）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

ふたばタクシー

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

ポストジオツアー募集要項
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W a !～「 わ 」を体 験しよう！～
阿蘇ポストジオツアー①

「しょんなかと」
南阿蘇
内容

世界有数の規模を誇る阿蘇カルデラ。そこに暮らし継ぐ人々をあそもん
（阿蘇人）
と呼びます。
あそもん
は火山の豊かな恵みを受けながらも、一方で噴火や土砂崩れなど、度々起きる災害とも向き合ってきま
した。そして三年前の熊本地震。
とりわけ南阿蘇村は大きな被害を受けました。地震の傷跡を含め、雄大
な阿蘇カルデラの景観と、
「しょんなかと」
マインドで生き抜くあそもんの暮らしに触れてみませんか？

行程

【１日目】14:30 閉会式会場（豊後大野市・集合）－ 道の駅阿蘇 － 内牧温泉 － 17：00 阿蘇ホテル
（宿泊）－ 懇親会【２日目】8：30阿蘇ホテル（朝食・出発）－ 阿蘇火山博物館 － 中岳ジオサイト
or草千里ジオサイト － 南阿蘇鉄道乗車体験 － 昼食（阿蘇ジオブランド認定品：根子岳カレー）
－ 立野峡谷ジオサイト － 16：00阿蘇くまもと空港 － 17：00熊本駅（解散）

※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

２０１９年１１月４日
（月・振）
～１１月５日
（火） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 26,300円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1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）
・昼食（阿蘇ジオブランド認定品：根子岳カレー）

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
旅行主催

近畿日本ツーリスト九州

大分支店
ポストジオツアー募集要項
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W a !～「 わ 」を体 験しよう！～
阿蘇ポストジオツアー②

驚きと癒しの阿蘇カルデラと千年の大草原
内容

９万年前、阿蘇が起こした破局噴火。膨大な量の火砕流は谷を埋め立て、阿蘇に素晴らしい景観を数多
く生み出しました。明瞭なカルデラ地形と人々が共存する美しい谷。
３６０°
見渡す限りの大草原。お茶の
ＣＭで有名になった神秘の滝。火山活動が生み出した稀なる景色を、贅沢に味わうジオツアーです。

行程

【１日目】14:30 閉会式会場
（豊後大野市・集合）－ 道の駅阿蘇 － 内牧温泉 － 17：00阿蘇ホテル（宿
泊）－ 懇親会【２日目】8：30阿蘇ホテル（朝食・出発）－ 大観峰カルデラジオサイト － 押戸石ジオ
サイト － 昼食（花郷庵） － 北外輪火砕流ジオサイト
（鍋ヶ滝） － 16：00阿蘇くまもと空港 － 17：00
熊本駅
（解散）
※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。）

旅行期間

２０１９年１１月４日
（月・振）
～１１月５日
（火） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 25,600円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1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）
・昼食（花郷庵）

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
旅行主催

近畿日本ツーリスト九州

大分支店

ポストジオツアー募集要項
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W a !～「 わ 」を体 験しよう！～
阿蘇ポストジオツアー③

漱石先生追っかけツアー ～小説「二百十日」より～
内容

文豪・夏目漱石の短編小説「二百十日」
には、明治の阿蘇の噴火活動が目に浮かぶほどリアルに、
ジオ的
表現がいたるところに記述されています。
この漱石の実体験を素材にした小説『二百十日』
で主人公た
ちが辿ったルートをご案内します。歴史情緒のある宿泊した部屋や、道に迷った草原など、通常では入れ
ない場所に立ち寄りながら、
阿蘇の自然・歴史を体験できるコースです。途中昼食をはさみます。

行程

【１日目】14:30 閉会式会場
（豊後大野市・集合）－ 道の駅阿蘇 － 内牧温泉 － 17：00阿蘇ホテル（宿
泊）－ 懇親会【２日目】8：30阿蘇ホテル（朝食・出発）－ 内牧温泉ジオサイトツアー（明行寺、山王閣
など） － 阿蘇神社参拝 － 極楽寺参拝（住職の講話とお茶の振舞） － 道標 － 藤谷神社参拝 － 昼食
（黒川牧野で草原散歩とお弁当） － 二百十日記念碑、善五郎谷の露頭を見学 － 中岳ジオサイトツ
アー － 16：00阿蘇くまもと空港 － 17：00熊本駅（解散）
※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

２０１９年１１月４日
（月・振）
～１１月５日
（火） １泊２日

ご旅行代金 お一人様 24,600円（税込）
食事条件

朝食1回・昼食1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）
・昼食（黒川牧野でお弁当）

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
旅行主催

近畿日本ツーリスト九州

大分支店
ポストジオツアー募集要項
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