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員 株式会社タビックスジャパンは、

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）の正会員です。

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う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ご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。※旅行代金はすべて税込価格です。※詳しい旅行条件を説明した書面を 
お渡しいたします。事前に旅行内容のご確認をお願い致します。※この広告は1月7日時点での集計を基に制作しております。今後、満席や中止になる場合がございます。

050-3161-5488
【営業時間】平日10：00〜17：00（土・日・祝10:00〜16:30）予約センター観光庁長官登録旅行業第270号

東京都練馬区高松5-11-26
総合旅行業務取扱管理者
福田 正弘／西河内 智子

株式会社タビックスジャパンの旅行事業は、2022年1月1日より親会社のT-LIFEホールディングス株式会社及びT-LIFEパートナーズ株式会社に移行しました。
引き続きT-LIFEホールディングス株式会社及びT-LIFEパートナーズ株式会社にて取り扱いを継続いたしますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

当社では、Go To トラベルが再開された場合、既にご予約をいただいているご旅行についても適用の対象となるように準備を進めております。Go To トラベルの対象条件等、詳細については未定となっており、対象外となる場合もございますので、予めご了承ください。

熊本支店
熊本県熊本市
中央区桜町4-10
甲斐田ビル6F

10時受付スタート

1/11（火）

今回掲載できなかったプランがまだまだあります！
などなど、まだまだ！
こちらから!!▶︎

24時間web
申 し 込 み 可
能。他のプラ
ンもご用意し
ています。 「熊本再発見の旅」でお得に旅して地元を応援新年明けまして

おめでとうございます
「くまもと再発見の旅」〜身近な人と身近な旅へ〜

地域限定クーポンを最大2,000円付与
県内の飲食店・土産店・観光施設で使える タビックスWeb割

お1人様最大5,000円（　3,000円）割引土曜
2/11

宿　泊：日〜金曜日最大5,000円、土曜・2/11 最大3,000円の助成金
日帰り：月〜金曜日最大5,000円、土〜日曜日・2/11 最大3,000円の助成金 旅行日〜3/11まで（日帰りの場合は3/10）までご利用可能

Webからのご予約で

Web割不可のプランもございます（各コース参照）

各プランの記載の二次元バーコードから
お申し込み下さい

※検査パッケージはPCR検査、抗原定量検査が推奨されています。
※条件を満たさない場合は、ご参加できません。

ワクチン２回接種完了
・予防接種済証明書等で確認。
 また２回目接種日から14日以上
 経過している方

検査パッケージを
活用して検査結果が
陰性の方

お1人様500円引き！

大浴場 外観露天風呂

黒川温泉 湯峡の響き優彩 宿泊プラン
豊かな自然と渓流のせせらぎを感じる露天風呂が自慢の宿ですごす癒しのひととき。黒川温泉

上質な宿に
泊まる2日間

全客室が
オーシャンビュー！
おもてなしの宿
に泊まる2日間

●最少催行人員：2名様　●添乗員は同行しません　●客室：和室または和洋室　●朝食
1回、夕食1回付　※熊本再発見の旅事業により最大5,000円の助成を受けています。

コースNO
X0-2100-266

1

ご自宅…お客様各自…各宿泊施設（ホテルチェックイン15：00）
豊富な泉質を堪能いただく露天風呂の湯巡りをお楽しみくださ
い。※湯巡りにおすすめの「入浴手形」は現地にて各自ご購入い
ただけます。

ーー夕

2 ホテル（10：00チェックアウト）…お客様各自…ご自宅 朝ーー

源泉100%かけ流し温泉三昧

宿泊日 旅行代金（大人お一人様）　税込 助成金 お支払い実額

限定出発
a21&.31!

4名様1室 17,500円
5,000円

12,500円
3名様1室 18,500円 13,500円
2名様1室 19,500円 14,500円

更に地域限定クーポン2,000円分付与！

詳しくはこちら↓

WEB割対象！

大浴場

露天風呂

夕食（一例）

夕食（一例）

阿蘇の司ビラパーク 海と夕やけ
ホテル＆スパリゾート 

あか牛のすき焼き会席料理の夕食をご堪能下さい 「名湯百選」
に選ばれた 美肌になれる癒しの湯が自慢大自然阿蘇の

大パノラマ
を望む宿に
泊まる2日間

詳しくはこちら↓ 詳しくはこちら↓

詳しくはこちら↓

詳しくはこちら↓

●最少催行人員：2名様　●添乗員
は同行しません　●客室：洋室また
は和室　●朝食1回、夕食1回付
※熊本再発見の旅事業により最大
5,000円の助成を受けています。

●最少催行人員：2名様　●添乗員は同行しません　●客室：洋室または和室　●朝食
1回、夕食1回付　※熊本再発見の旅事業により最大5,000円の助成を受けています。

1 ご自宅……お客様各自……各宿泊施設
（チェックイン15：00） ーー夕

2 ホテル（チェックアウト10：00）……お客様各自
……ご自宅 朝ーー

1 ご自宅……お客様各自……各宿泊施設（チェックイン15：00）ーー夕

2 ホテル（チェックアウト10：00）……お客様各自……ご自宅 朝ーー

1 ご自宅……お客様各自…長崎市内・ホテル【泊】 ーー夕

2

ホテル……お客様各自……ご自宅
タクシーモニター観光 長崎異国ロマン3時間コース
※熊本県民は無料にてお申込みできます。
●観光終了後、アンケート記入

朝ーー

1 ご自宅……お客様各自…長崎市内・ホテル【泊】 ーー夕

2

ホテル……お客様各自……ご自宅
タクシーモニター観光 長崎異国ロマン3時間コース
※熊本県民は無料にてお申込みできます。
●観光終了後、アンケート記入

朝ーー

長崎異国ロマン
3時間コース

ホテル＝めがね橋＝崇福寺＝オランダ坂（車窓）＝
孔子廟＝グラバー園＝出島（車窓）＝ホテル宿泊日 旅行代金（大人お一人様）　税込

旅行代金 助成金 お支払い実額

日〜金曜
4名様1室 12,000円

5,000円
7,000円

3名様1室 13,000円 8,000円
2名様1室 14,000円 9,000円

土曜
・

休前日

4名様1室 14,000円
3,000円

11,000円
3名様1室 15,000円 12,000円
2名様1室 16,000円 13,000円

更に地域限定クーポン2,000円分付与！

宿泊日 旅行代金（大人お一人様）　税込
旅行代金 助成金 お支払い実額

日〜金曜
4〜5名様1室 13,100円

5,000円
8,100円

3名様1室 14,100円 9,100円
2名様1室 15,100円 10,100円

土曜
・

休前日

4〜5名様1室 15,300円
3,000円

12,300円
3名様1室 16,300円 13,300円
2名様1室 17,300円 14,300円

更に地域限定クーポン2,000円分付与！

宿泊日 お部屋 大人（お一人様） 税込
旅行代金 助成金 お支払い実額

a20%

～

b27)
※2/11は

休前日になります
※除外日:

ホテル指定日

平
日

4名様1室 8,900円 4,450円 4,450円
3名様1室 9,900円 4,950円 4,950円
2名様1室 10,900円

5,000円

5,900円

休
前
日

4名様1室 10,900円 5,900円
3名様1室 11,900円 6,900円
2名様1室 13,000円 8,000円

更に地域限定クーポン2,000円分付与

宿泊日
※除外日:ホテル指定日

大人（お一人様）2〜3名様1室 税込
旅行代金 助成金 お支払い実額

a21&〜
b27)

※2/11は休前日に
なります

平
日7,800円 3,900円 3,900円
休
前
日

8,900円 4,450円 4,450円
更に地域限定クーポン2,000円分付与

コースNO
X0-7100-124 コースNO

X0-7100-123

WEB割対象！

出発日 旅行代金（大人お一人様）　税込
旅行代金 助成金 お支払い実額

b5(.6).26(.27)
c5(.6)

12,990円 3,000円 9,990円

更に地域限定クーポン2,000円分付与！

コースNo. プラン名 お支払い実額

X0-7100-154 阿蘇プラザホテル　 7,000円～14,500円
X0-7100-314 清流山水花 あゆの里 12,600円～22,400円
X0-7100-149 天草下田温泉 望洋閣 7,000円～13,200円

あそぼーい！
（外観）

A列車（外観）観光特急あそぼーい！で行こう
内牧温泉 日帰り

観光特急A列車で行こう 
天草温泉と海鮮グルメ日帰り

阿蘇名物あか牛御膳の昼食と内牧温泉日帰り入浴

長崎の海の幸をふんだんに使用した海鮮会席料理のご夕食

和・洋・中・スイーツなどバラエティに富んだバイキングのご夕食

和モダンな車内で過ごす大人旅

あそぼーい！に
乗って名物
スイッチバック
を体験!

A列車＆
シークルーズ
のW乗車

煌めく夜景
一望できる宿
ご宿泊プラン
〈1泊2食付〉

煌めく夜景
一望できる宿
ご宿泊プラン
〈1泊2食付〉

詳しくはこちら↓

詳しくはこちら↓

●最少催行人員：15名様　●添乗員：熊本駅〜熊本駅同行　●昼食1回付　※「あそぼーい！」は指定席となりますが、 
お座席の指定は出来ません。在来線は自由席となります。　※阿蘇駅〜ホテル間は往復ともホテル送迎バス利用となります。
バス座席はお一人様2席利用ではございません。　※熊本再発見の旅事業により最大3,000円の助成を受けています。

当ツアーはこの広告でのお申込
みを受付しておりません。詳しく
はスマートフォン等で右記の二
次元バーからご確認ください。

●最少催行人員：10名様　●添乗員：熊本駅〜熊本駅同行　●昼食1回付　※「Ａ列車で行こう」は指定席となりますが、お座席の指定は出来ません。在来線は自由席となります。　
※ホテル〜三角駅間は往復ともホテル送迎バス利用となります。バス座席はお一人様2席利用ではございません。　※熊本再発見の旅事業により最大3,000円の助成を受けています。

コースNO
XO-1000-489

コースNO
2100-0134

コースNO
2100-0293

コースNO
XO-1000-455

出発日 旅行代金（大人お一人様）　税込
旅行代金 助成金 お支払い実額

b5(.6).26(.27)
c5(.6)

12,000円 3,000円 9,000円
更に地域限定クーポン2,000円分付与！

1

熊本駅（9：09発）jj〈特急あそぼーい！約1時間20分の乗車〉jj阿蘇駅
＝〈ホテル送迎バス〉＝◎内牧温泉・昼食と入浴（阿蘇名物あか牛御膳と
ご入浴をお楽しみください）＝〈ホテル送迎バス〉＝◎阿蘇駅jj〈在来
線〉jj肥後大津駅jj熊本駅（16：09着）

ー昼ー

1

熊本駅（10：36発）jj●A列車で行こう！（海を眺めがならジャズが流れるモダン
な車内、夢でみた様な大人の感じを体験）jj三角駅…三角港~~●シークルーズ 

（美しい景色を見ながら20分のクルーズ）~~◎リゾラテラス天草・松島港=
＜送迎バス＞=◎ホテル 松竜園海星（鮮度抜群！天草海鮮料理の昼食と海を
眺めながら温泉入浴）=三角駅jj＜三角線在来線＞jj熊本駅（16：53）

ー昼ー

1/1からワクチン・検査パッケージ活用でご参加頂けます
ま
た
はお得1 お得2 お得3タビックスジャパンは

「T-LIFE ホールディングス ＆ T-LIFE パートナーズ」
として全国50支店へ拡大
パワーアップして新たなスタートをきります

付
与

お1人様
最大

地域限定
クーポン

2名様から出発 地域限定クーポン付 web割

2名様から出発 地域限定クーポン付 web割

〈熊本・福岡・佐賀在住者の方限定〉
タクシーモニター観光

無料

2,000円50％ 割引（上
限5,000円）

得
1

得
２

長崎県民割

「ふるさとで「ふるさとで の旅」の旅」“心呼吸”“心呼吸” お隣の県へお
得
に

※この商品は、国の地域観光事業支援により4,200円〜5,000円の助成を受けています。

※この商品は、国の地域観光事業支援により3,650円〜
　4,450円の助成を受けています。

●最少催行人員：2名様　●客室（和室又は洋室）　●朝食1回、夕食1回付

●最少催行人員：2名様　●客室（洋室/2〜3名様）　●朝食1回、夕食1回付

 モニター参加条件 ①観光終了後、アンケートの記入②乗車定員はグループ毎に2
名〜4名③グループ毎にご乗車④対象期間2/17までとなります⑤募集台数になり
次第、終了⑥入場料及び観光地の駐車場代込み。

長崎市内
矢太樓・

矢太樓
南館

2
日
間

長崎市内
長崎にっしょうかん

2
日
間

長崎県民割宿泊者対象


