
＜その1＞

様

出 発 日  :

集合時間 :

集合場所 :

04/05(日) SL人吉 人吉駅 14:38 熊本駅 17:14

04/05(日) SL人吉 熊本駅 9:45 人吉駅 12:13

2

熊本空港 15:10

        　ホテルにて朝食
09：45　熊本駅よりSL人吉にて、人吉へ
12：13　人吉駅着
14：30　人芳駅よりSL人吉にて、熊本へ
17：14　熊本駅着

09：59　ﾁｻﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ御船OUT 4人1組

アークホテル熊本城前に宿泊

熊本空港

旅日本株式会社 旅NIPPON 
東京都知事登録旅行業第 3-6456 （社）全国旅行業協会正会員
〒158-0082 東京都世田谷区等々力7-15-5
TEL: 03-5706-3099 FAX: 050-3730-0501 営業時間:09:30-18:30　土日祝日休業
info@tabi-nippon.com       http://www.tabi-nippon.com

　　　　　ホテルにて朝食後昼食まで自由行動
12：00　ホテル内１０階の六花にて昼食
13：00　中型観光バスにて、熊本空港へ
13：50　空港着、各自でチェックイン
15：10　ANA334便にて、名古屋へ出発
15：30　JAL632便にて、羽田へ出発
16：35　名古屋（中部）着
17：10　羽田着

JAL

1 04/04(土)

04/05(日)

ANA334

07：00　羽田空港国内線第1旅客ターミナル出発ロビー　日本航空カンター前集合、各自ででチェックイン
07：00　名古屋（中部）国内線出発ロビー　ANAカウンター前集合、各自でチェックイン
08：05　羽田より、熊本へ出発
08：05　名古屋（中部）より、熊本へ出発
09：35　熊本空港着（中部便）
09：50　熊本空港着（羽田便）
10：00　中型観光バスにて、観光へ
11：00～12：00　阿蘇山ﾛｰﾌﾟｳｴｲ西駅着、阿蘇スーパーリング見学
12：05～13：00　ニュー草千里で昼食
13：30～14：10　阿蘇神社見学
15：30～16：10　熊本城見学
16：15　ホテル着、チェックイン
18：00～20：00　菅乃屋夕食（徒歩約１０分）

名古屋（中部） 16:35 ANA

石井　伸二

状況 OK（客手を除く）

弊社受付担当

1 羽田空港国内線第1旅客ターミナル出発
ロビー　日本航空カンター前　7：00
2 名古屋（中部）国内線出発ロビー　ANA
カウンター前　7：00

この度は、旅NIPPONをご利用いただき誠にありがとうございます。
ご旅行の日程をご案内いたします。内容をご確認下さい。

備考

レファレンス

ANA331

日付

04/04(土)

04/04(土) JAL625 羽田空港

便名

04/06(月)

出発地

名古屋（中部） ANA

17:10 JAL

到着時刻

9:35

8:05 9:50

04/06(月) JAL632 熊本空港 15:30

日付

発行日：2015/04/03

旅行詳細・日程表

■フライトスケジュール（客手）

201504041

2015/04/04(土)

お問合せ番号

日本出発日

九州熊本

旅行区分 手配旅行（一部のみ）

到着時刻の後の＋１は翌日、＋２は翌々日、－１は前日を意味します。

到着地

熊本空港

羽田空港

アークホテル熊本城前に宿泊

朝  0 回食事条件：

■日程表

昼  2 回 夕  １ 回

3

日程詳細

04/06(月)

熊本2泊3日

2015/04/04(土)

渡航方面

航空会社出発時刻

8:05
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発行日：2015/04/03

旅行詳細・日程表

～

～

～

～

～

FAX：096-326-0909 食事条件
連絡先

宿泊日 2 泊

備考

TEL：096-351-2222 

1

支払条件 事前払

都市名

旅日本株式会社 旅NIPPON 
東京都知事登録旅行業第 3-6456 （社）全国旅行業協会正会員
〒158-0082 東京都世田谷区等々力7-15-5
TEL: 03-5706-3099 FAX: 050-3730-0501 営業時間:09:00-17:00　土日祝日休業
info@tabi-nippon.com         http://www.tabi-nippon.com

熊本県熊本市中央区城東町5-16

No お名前

■食事場所について
店舗名 菅乃屋上通店

04/06(月) 日数都市名 熊本 04/04(土)

客手ホテル名 アークホテル熊本城前 支払場所

■旅程及び交通機関の発着時刻は当社の管理できない事由により、変更になる場合がありますので予めご了承ください。
■ご帰国便のお出迎えについて
　　到着時刻は航空機の都合により変更になる場合がありますので、下記各案内所にてご確認ください。
　　●成田空港：0476-34-8000　●羽田空港（国際線）：03-5757-8111　●関西国際空港：0724-55-2500
　　●大阪(伊丹)国際空港：06-6856-6781　●中部国際空港：0569-38-1195

■宿泊ホテルについて

■お客様名
タイトル

　こちらに印字されているローマ字とパスポートに記載のローマ字が一文字でも違う場合には、航空会社規定によりご搭乗いただくことができま
せんので必ずご確認ください。

ルームカテゴリ 部屋数

熊本 利用日 04/04(土) 18：00～20：00 日数

料理内容 桜尽くし会席 部屋数

連絡先
熊本県熊本市中央区城東町2-12　ライオンパーキングビル2F

TEL 096-355-3558　 FAX 096-355-3556 食事条件

備考 荒木

■食事場所について
店舗名 ニュー草千里 支払条件 事前払

熊本県阿蘇市永草2391-15

電話0967-34-0131 ＦＡＸ0967-34-2180 食事条件

都市名 熊本 利用日 04/04(土) 12：05～13：05 日数

備考 駐車代無料　支配人岩田健佑

■ゴルフ場について

料理内容 ランチブッフェ 部屋数 展望レストラン

連絡先

熊本 利用日 04/05(日) 9:59 OUT 日数

■食事場所について
店舗名 アークホテル熊本城前 10F 六花

連絡先
熊本県上益城郡御船町大字高木２７２１－２

TEL 096-282-3411 条件

施設名 チサンカントリークラブ御船
カントリークラブ御船

支払条件 事前払

都市名

ｾﾙﾌ　電動ｶｰﾄﾞ

備考 キャディーｷｬﾝｾﾙ待ち

内容 セルフ　電動カート　食事別 組数 1組　4人　鍋島達哉、小林啓二、濱博也、尾沼明

都市名 熊本 利用日 04/06(月) 12：00～13：00 日数

食事条件

支払条件 事前払

備考

料理内容 昼食六花ｺｰｽ 部屋数

連絡先
熊本県熊本市中央区城東町5-16

TEL：096-351-2222 FAX：096-326-0909

■バス会社について
会社名 熊交観光バス(株) 支払場所 事前払

都市名 熊本 利用日 04/04(土) 04/06(月) 日数 2日

種類 中型観光バス 台数 1

備考 有料道路　駐車代等は現払い　乗務員白山　090-9076-2873

連絡先
熊本県上益城郡益城町広崎７８９番地

TEL 096-287-2255 鈴木田 ガイド 有　初日のみ


