
牛深エリア
【旅館はまさき】

実施日：平成30年3月23日（金）～平成30年5月20日（日）※4月28日～5月6日は除外

天草の「生うに」は３月上旬のムラサキウニ漁の解禁時期に天草に来なければ食べられ
ない、うに嫌いもうに好きになると言われるほど絶品の食材です！！そんな天草の「生う
に」を様々なメニューで楽しめる。それがこの「天草生うに三昧」です。今回はそんな天草
生うに三昧の食事が堪能できる１泊２食がついた大人気のツアーです♡

本渡エリア
【天草プリンスホテル】

本渡エリア
【アマクササンタカミングホテル】

あり

※画像はイメージです。

「天草エアライン」で行くレンタカー付
天草生うに三昧１泊２日プラン

福岡空港
発着

２８，０００円～４３，０００円
（旅行代金／大人お一人様）

河浦エリア
【天草市総合交流施設 愛夢里】

本渡エリア
【ホテルアレグリアガーデンズ天草】

天草生うに三昧とは・・・

この時期だけ特別に「天草生うに三昧１泊２食プラン」プラス

往復航空券（福岡～天草）＋レンタカー付

みぞか号に乗って福岡から天草まで
らくらく３５分！快適な空の旅♪

チェックイン16：00～18：00
チェックアウト 10：00まで

チェックイン15：00～21：00
チェックアウト 10：00まで

チェックイン15：00～21：00
チェックアウト 10：00まで

チェックイン15：00～18：00
チェックアウト 10：00まで

チェックイン15：00～18：00
チェックアウト 10：00まで

チェックイン15：00～19：00
チェックアウト 11：00まで

チェックイン15：00～18：00
チェックアウト 10：00まで



基本旅行代金

■出発日：平成３０年３月２３日（金）～平成３０年５月２０日（日）
■添乗員は同行いたしません。
■お申込みは出発日の１０日前の１８時まで（１０日前が土日祝日の場合、その前の営業日まで）
■ご予約を受けてからの手配となりますので、満席や満室の場合ご希望に添えない場合もございます。
■航空便の座席数には限りがございます。一般座席に空席がありましてもご用意できない場合がございます。
■復路便が天候不良による不可抗力により欠航した場合は、お客様ご自身で他の交通機関にてご移動となります。

■このプランで利用可能な天草エアライン運航便

■往路、復路共に航空便の往路・復路ともに利用日によりフライト差額が必要となります。下記参照

■レンタカーはタント・イーケーワゴンの軽自動車が基本セットとなっております。車種の変更ができません。

行程

平日 ４名１室 ３名１室 ２名１室 １名１室

望洋閣 34,000 37,000 40,500 ―

湯本の荘夢ほたる 33,000 34,000 35,500 ―

愛夢里 30,000 31,000 32,500 ―

ホテルアレグリアガーデンズ天草 36,000 38,000 40,500 ―

アマクササンタカミングホテル ― 34,000 35,000 42,000

天草プリンスホテル 34,000 35,000 36,500 ―

旅館はまさき 28,000 29,000 30,000 35,000

休前日 ４名１室 ３名１室 ２名１室 １名１室

望洋閣 37,000 39,000 43,000 ―

湯本の荘夢ほたる 36,000 37,000 38,000 ―

愛夢里 32,000 33,000 34,000 ―

ホテルアレグリアガーデンズ天草 38,000 41,000 43,000 ―

アマクササンタカミングホテル ― ― 36,000 43,000

天草プリンスホテル 37,000 38,000 39,000 ―

旅館はまさき 28,000 29,000 30,000 35,000

この時期だけの天草の見どころポイントをご紹介♡

＊イルカウォッチング＊
天草市五和町沖合には約２００頭の野生のイルカが生息しています。
一年を通して見れるイルカウォッチングですがこの時期だけ赤ちゃん
イルカを見れるチャンス♪
■お問い合わせ 天草イルカインフォメーション
住所 天草市五和町二江4689-1 ☎ 0969-26-4500

＊宮地岳かかし村＊

３月１８日～５月６日の間だけ！春の風物詩「宮地岳かかし村」が今
年も開村します！370体も並ぶかかしはどれが人間か分からなくなる
ほど大迫力の写真スポットです♪
■お問い合わせ 宮地岳地区コミュニティーセンター
住所 天草市宮地岳町5616-2 ☎ 0969-28-0001

１日目 福岡空港（天草エアラインご希望便）⇒天草空港（空港にレンタ
カー会社の係員のお迎えがあります。レンタカー営業所まで送
迎）⇒フリータイム⇒チェックイン後天草生うに三昧のメニューを
お楽しみください

夕
食

２日目 各自にてレンタカー返却（レンタカー会社の送迎にて空港へ移
動）⇒天草空港（天草エアラインご希望便）⇒福岡空港

朝
食



お申込み条件

■出発日：平成３０年３月２３日（金）～平成３０年５月２０日（日） ※除外日４月２８日～５月６日
■最少催行人員：１名様
■添乗員は同行いたしません。 ■食事条件：朝食１回、夕食１回
■お申込みは出発日の１０日前の１８時まで（１０日前が土日祝日の場合、その前の営業日まで）
■ご予約を受けてからの手配となりますので、満席や満室の場合ご希望に添えない場合もございます。
■航空便の座席数には限りがございます。一般座席に空席がありましてもご用意できない場合がございます。
■復路便が天候不良による不可抗力により欠航した場合は、お客様ご自身で他の交通機関にてご移動となります。

その際の交通費はお客様のご負担となります。ただし、未利用の航空券代を後日払い戻しいたします。（通常の料
金とは異なります。

■このプランで利用可能な天草エアライン運航便

※スケジュール・便名は変更となる場合もございます。機材はリース機による運航になる場合がございます。
■往路、復路共に航空便の往路・復路ともに利用日によりフライト差額が必要となります。下記参照

■レンタカーはタント・イーケーワゴンの軽自動車が基本セットとなっております。車種の変更ができません。
割増料金にてクラス変更が可能です。下記参照

フライト差額（片道） 土・日・祝日 ＋２，０００円

レンタカークラス変更 ヴィッツ系普通自動車 ＋２，０００円

国内募集型旅行 ご利用条件（要約）

この旅行は（一社）天草宝島観光協会（以下当社といいます）が企
画・実施する旅行であり、

この旅行にさんか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。旅行契約の内容・条件は本紙面及び当社
旅行業約款【募集型企画旅行契約の部】によります。
■旅行の申し込み及び契約の成立
(1)予約方法/電話・郵送・ファクシミリ・Eメールにより予約を受け付
けま す。申し込み先/天草宝島観光協会〒863-0023 熊本県
天草市中央新町15-7 TEL/0969-22-2243 FAX/0969-22-2390
Email/info@t-island.jp
(2)歩行や視聴覚などがご不自由な方、動物・食物アレルギーのあ

る方、身体障碍者補助犬をお連れの方、その他特別なご配慮を必
要とする方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
■旅行代金に含まれるもの/旅行日程に明示した運送機関の運賃、

レンタカー代（軽自動車）、宿泊費等。上記諸費用はお客様のご都
合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■予約・申込内容/コース名・催行日・参加人数・参加者氏名（全
員）・住所・連絡先＊小人の対象年齢（4歳～6年生）＊小人だけの

参加はできません。＊対象年齢以外のお客様のご参加はお問い
合わせください。
■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21日

目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日
から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降のお申込みの場
合は当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
■契約の成立/旅行契約は、当社が旅行の契約を承諾し、旅行代
金を受領したときに成立するものとします。
■取消料/旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除するとき
は、規定の取消料を申し受けます。

ご利用条件（抜粋）

取り消し日
20日～8日

前まで

7日前～2日

前まで
旅行前日 旅行当日

旅行開始後

または無連

絡不参加

取消料
旅行代金の

20％

旅行代金の

30％

旅行代金の

40％

旅行代金の

50％

旅行代金の

100％

■この条件書は、旅行業第１２条の４に定める取引条件説明書面及
び同法第１２条５に定める契約書面の一部です。

■旅行業務取扱者は、お客様の旅行を取り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、担当者からの説明に不明
な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。

■個人情報の取扱について当社では、旅行のお申込みの際にご提
出いただいた個人情報について、お客様の連絡や各施設等の手配
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
等に提出致します。

旅行実施企画

一般社団法人天草宝島観光協会
熊本県知事登録旅行業第２－２２９号
（一社）全国旅行業協会会員
〒８６３－００４１ 熊本県天草市中央新町１５－７
電話０９６９－２２－２２４３
ＦＡＸ０９６９－２２－２３９０
メール info@t-island.jp
営業時間 平日・土・日・祝日 ９：００～１８：００
国内旅行業務取扱管理者 大塚純子

便名 福岡発 天草着 便名 天草発 福岡着

102 9:05 ⇒ 9:40 105 15:40 ⇒ 16:20

106 16:50 ⇒ 17:25 107 17:55 ⇒ 18:35



年 月 日

出発日

宿泊施設

フ リ ガ ナ

－

旅行中の
緊急連絡先

年齢 性別

1 　　　才 男・女

2 　　　才 男・女

3 　　　才 男・女

4 　　　才 男・女

ご出発日

お帰り日

【注↑】希望の運行便の□にチェックを付けて下さい。

運転される方
氏　　名

天草エアラインで行くレンタカー付天草生うに三昧１泊２日プラン

　　年　　　月　　　日

【注↓】レンタカーを運転される方のお名前をご記入ください。

お客様の個人情報の取扱いについて
旅行申込書にご記入いただく、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、住所の情報は「個人情報」に該当しますので、当社は以下に掲げる個人情報の取扱い
に関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守して、お客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。

（１）当社は、お客様がお申込みになられた旅行サービスを手配するために必要な範囲で情報を利用いたします。また、当社は、旅行サービス提供機関に対し、
お客様の氏名をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。
（２）当社は、下記の場合を除き、お客様からお預かりした個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
　　　①お客様ご本人の同意がある場合。
　　　②旅行サービス提供機関先に、旅行サービス手配に必要な最小限度の情報を開示・提供する場合。
　　　③法的な命令等により個人情報の開示・提供を求められた場合。
（３）お客様からご提供いただけない個人情報が旅行サービス手配に必要不可欠な情報である場合、お申込みをお断りする場合があります。

下記のお客様の個人情報の取扱いについて同意のうえ、以下の旅行に申し込みます。

　□AMX102（9：05⇒9：40）　　　　 　□AMX106（16：50⇒17：25）
往路

（福岡空港⇒天草空港）

復路
（天草空港⇒福岡空港）

　□AMX105（15：40⇒16：20）　　　　□AMX107（17：55⇒18：35）

　　年　　　月　　　日

　平成　30　年　　　　月　　　　　日

ご参加者について

 お名前（フリガナ） 電話番号

□ホテルアレグリアガーデンズ天草　□天草プリンスホテル　□アマクササンタカミングホテル　□望洋閣
□湯本の荘夢ほたる　□天草市総合交流施設愛夢里　□旅館はまさき

性　別

男　・　女

年　齢

　　　才

本申込書はご旅行に関わる諸手続きの元となる資料ですので、正確に全てご記入いただき、ご返信ください。

電話

携帯

氏　名

 お名前：　　　　　　　　　　　　　電話番号：

住　所

郵便番号

連絡先
E-mail


