
希望地から貸切バスで楽々！   【日帰り】福岡 超得プランＮｏ1 門司港 
 

【御一人様(大人)基本代金】 希望人員で御見積いたしますので年齢・人数などご連絡下さい 
日帰プラン No1 15 名 11,300 円 25 名 9,200 円 35 名 7,500 円 (平日・休日同料金) 

  
【基本代金(上記)に含まれる内容】 キャンセル料規定 7 日前から 

●貸切バス代 1 日間／1 日 8 時間まで(有料道路・駐車料・ガソリン代・運転手諸費用込)  
●食事(記載のあるもの)・観光代 ●旅行保険、企画料、取扱手数料 
●福岡市内及び近郊発着場合の料金ですので、他地区発着の御客様は見積しますのでご連絡下さい 

日 
帰 
り 
 

【食事】 

朝✕ 

昼○ 

夕✕ 

  09:00 発  貸切バス  10:30～12:30 頃 
希望地⇒⇒有料道⇒⇒門司地区(昼食)⇒ 

                                 13:00 頃～14:20      16:00 頃着 
⇒貸切バスにて関門トンネル横断⇒下関地区⇒有料道⇒希望地 

 
【昼食】「門司港レトロ海峡プラザ」「ミールクーポン選べる昼食」をお楽しみください 

  ※個人様毎にお好きな時間に各自で昼食をお済ませください 

 
【観光】 
【唐戸地区】カモンワーフや唐戸市場でお楽しみ下さい ※各自負担 

● 「下関水族館海響館」や「唐戸市場」で各自下関エリアを散策 
  下関～ 渡船で関門海峡を渡れます ～門司港 ※各自負担 

【門司地区】門司港レトロや美術館廻りなどでお楽しみ下さい ※各自負担 
● 「出光美術館」「焼カレー店めぐり」各自負担など遊び方・楽しさ満載です 

※現地事情・当日交通状況により行程・内容が一部変更になる場合がございます。 
※行程表はモデルプランで掲載の写真はイメージです。時刻・観光等ご要望に応じます。 
※実費ﾌﾟﾗﾝの場合は、貸切バス発着場所から目的地までの移動から大きくそれる立寄りの場合は追加料金が発生します 

ご不明点はお気軽に旅行会社へお尋ねくださいませ 
 

<旅行業登録 3-730>〒812-0022 福岡市博多区神屋町 9-20 ﾊﾟｿﾅｰﾙﾋﾞﾙ 2F 
株式会社トラベルオンザロード 担当 早田(ﾊﾔﾀ) 携帯：080-4617-3601 

TEL 092-291-3633 / FAX 092-510-1371※市内でも FAX は 092 をご入力くださいませ 
e-mail hayata@onthe-road.co.jp  特典多数 hp ﾘﾆｭｰｱﾙ！www.onthe-road.co.jp 

 



希望地から貸切バスで楽々   【日帰り】福岡 超得プランＮｏ2 福岡市内 
 

【御一人様(大人)基本代金】 希望人員で御見積いたしますので年齢・人数などご連絡下さい 
日帰プラン No2 15 名 10,100 円 25 名 8,200 円 35 名 6,700 円 (平日・休日同料金) 

  
【基本代金(上記)に含まれる内容】 キャンセル料規定 7 日前から 

●貸切バス代 1 日間／1 日 8 時間まで(有料道路・駐車料・ガソリン代・運転手諸費用込)  
●食事(記載のあるもの)・観光代 ●旅行保険、企画料、取扱手数料 
●福岡市内及び近郊発着場合の料金ですので、他地区発着の御客様は見積しますのでご連絡下さい 

日 
帰 
り 
 

【食事】 

朝✕ 

昼○ 

夕✕ 

    09:00 発 貸切バス         09:30～     10:30～   11:15～12:15 

希望地⇒有料道⇒太宰府(坂本八幡宮～竈門神社～太宰府天満宮)⇒ 
12:45～13:45           14:15 頃～16:30              17:00 頃着 

   ⇒はねや(昼食)⇒福岡天神大名自由散策⇒有料道⇒希望地 
 

【昼食】はねや総本家旬菜あしき野「味彩膳」 
【ランクＵＰ昼食】 見積料金に 880 円追加で令和祝海膳、1,980 円追加でランチ会席になります     

      見積金額の味彩膳        880 円 UP 令和祝海膳         1,980 円 UP ランチ会席 

    
      

【太宰府観光】 
 ●坂本八幡宮・・太宰府の「梅花の宴」で詠まれた万葉集三十二首の序文が令和の典拠 
 ●竈門神社・・宝満山の登山口にある縁結びの神様。デザイナーズ神社の御守は人気です 
 ●太宰府天満宮・・学問の神様菅原道真公を祭る有名すぎる天満宮。賑わう参道も楽しみです 

【福岡天神大名自由散策】 
 ●天神・・百貨店が立ち並ぶ九州一のショッピング・グルメの町 
 ●中洲・・キャナルシティ博多や上川端商店街や屋台街も含まれる九州一の歓楽街 
 ●大名・今泉・・たくさんの衣料店、ブランド店、飲食店や雑居ビルが所在する福岡の流行発信地 

※現地事情・当日交通状況により行程・内容が一部変更になる場合がございます。 
※行程表はモデルプランで掲載の写真はイメージです。時刻・観光等ご要望に応じます。 
※実費ﾌﾟﾗﾝの場合は、貸切バス発着場所から目的地までの移動から大きくそれる立寄りの場合は追加料金が発生します 

ご不明点はお気軽に旅行会社へお尋ねくださいませ 
 

<旅行業登録 3-730>〒812-0022 福岡市博多区神屋町 9-20 ﾊﾟｿﾅｰﾙﾋﾞﾙ 2F 
株式会社トラベルオンザロード 担当 早田(ﾊﾔﾀ) 携帯：080-4617-3601 

TEL 092-291-3633 / FAX 092-510-1371※市内でも FAX は 092 をご入力くださいませ 
e-mail hayata@onthe-road.co.jp  特典多数 hp ﾘﾆｭｰｱﾙ！www.onthe-road.co.jp 

 



希望地から貸切バスで楽々   【日帰り】福岡 超得プランＮｏ3 海の中道 
 

【御一人様(大人)基本代金】 希望人員で御見積いたしますので年齢・人数などご連絡下さい 
日帰プラン No3 15 名 10,500 円 25 名 8,300 円 35 名 6,900 円 (平日・休日同料金) 

  
【基本代金(上記)に含まれる内容】 キャンセル料規定 7 日前から 

●貸切バス代 1 日間／1 日 8 時間まで(有料道路・駐車料・ガソリン代・運転手諸費用込)  
●食事(記載のあるもの)・観光代 ●旅行保険、企画料、取扱手数料 
●福岡市内及び近郊発着場合の料金ですので、他地区発着の御客様は見積しますのでご連絡下さい 

日 
帰 
り 
 

【食事】 

朝✕ 

昼✕ 

夕✕ 

10:00 発 貸切バス      10:30～12:00 

   希望地⇒有料道⇒福岡アイランドアイ照葉⇒ 
                 12:15～15:30                        16:00 頃着 

⇒マリンワールド～海の中道海浜公園⇒有料道⇒希望地 

 
【昼食】「アイランドアイ福岡照葉」「各自自由に散策と昼食をお楽しみください」 ※各自負担 
以下 SHOP の一部を紹介します 
「湘南パンケーキ」・・湘南をイメージした開放的な店内で湘南小麦使用パンケーキ等も充実 
「NENEN 薬膳と花」・・漢方薬局が運営する薬膳カフェでお花とアロマの香りに包まれて 
「銀山亭の肉食堂」・・ミシュラン・ガイドにも掲載された大分の和牛の名店 
「SUSHI 板前バル LIVE・FISH・MARKET」・・東京で人気の板前バルが捌きたて活魚をすしにて提供 
「麺処直久」・・創業大正三年、百年の歴史を誇る東京銀座のらーめん店が九州初出店 

                                                                   

     
   

【アイランドアイ】  
九州初出店の店舗も多数！2020 年春 OPEN！福岡に新たなスポット誕生 

【マリンワールド】 
ひとつの水槽で飼育するサメの数は日本最大級。玄海灘水槽や九州の海もイメージ 

【海の中道海浜公園】 
国営海の中道海浜公園(うみなか)。海に囲まれた自然豊かな公園で子どもから大人まで楽しめます 

※現地事情・当日交通状況により行程・内容が一部変更になる場合がございます。 
※行程表はモデルプランで掲載の写真はイメージです。時刻・観光等ご要望に応じます。 
※実費ﾌﾟﾗﾝの場合は、貸切バス発着場所から目的地までの移動から大きくそれる立寄りの場合は追加料金が発生します 

ご不明点はお気軽に旅行会社へお尋ねくださいませ 
 

<旅行業登録 3-730>〒812-0022 福岡市博多区神屋町 9-20 ﾊﾟｿﾅｰﾙﾋﾞﾙ 2F 
株式会社トラベルオンザロード 担当 早田(ﾊﾔﾀ) 携帯：080-4617-3601 

TEL 092-291-3633 / FAX 092-510-1371※市内でも FAX は 092 をご入力くださいませ 
e-mail hayata@onthe-road.co.jp  特典多数 hp ﾘﾆｭｰｱﾙ！www.onthe-road.co.jp 

 



希望地から貸切バスで楽々   【日帰り】福岡 超得プランＮｏ4 朝倉秋月 
 

【御一人様(大人)基本代金】 希望人員で御見積いたしますので年齢・人数などご連絡下さい 
日帰プラン No4 15 名 9,300 円 25 名 7,500 円 35 名 6,000 円 (平日・休日同料金) 

  
【基本代金(上記)に含まれる内容】 キャンセル料規定 7 日前から 

●貸切バス代 1 日間／1 日 8 時間まで(有料道路・駐車料・ガソリン代・運転手諸費用込)  
●食事(記載のあるもの)・観光代 ●旅行保険、企画料、取扱手数料 
●福岡市内及び近郊発着場合の料金ですので、他地区発着の御客様は見積しますのでご連絡下さい 

日 
帰 
り 
 

【食事】 

朝✕ 

昼○ 

夕✕ 

09:00 発 貸切バス 10:00～10:30      11:00～12:10 

   希望地⇒有料道⇒かえる寺⇒キリンビール福岡工場(見学)～ 
           12:15～13:15       13:45～14:30        15:30 頃着 

～キリンビアファーム(昼食)⇒秋月城址⇒有料道⇒希望地 

 
【昼食】南ドイツ農園風レストラン「キリンビアファーム」「ラム肉ジンギスカンコース」 
【ランク UP 昼食】見積料金＋220 円「ミックスバーベキューコース」 

見積料金＋1,100 円「ラム肉ジンギスカン食べ放題コース」 
見積料金＋1,320 円「ミックスバーベキュー食べ放題コース」 

   

 
【かえる寺】 
如意輪寺にて珍しい 3000 体のカエル像見学や ※有料でご希望により住職の和やか説法も 

【キリンビール工場】 
ガイドさんの工場見学ご案内の後は、試飲タイムおひとり 3 杯まで！ソフトドリンクもあります 

【秋月城址】 
文和 9 年(1623 年)黒田長政の遺命により秋月藩が成立し、翌寛永元年（1624 年） 
藩主黒田長興が秋月に入り秋月城を整備し、歴代藩主の居城となる 

※現地事情・当日交通状況により行程・内容が一部変更になる場合がございます。 
※行程表はモデルプランで掲載の写真はイメージです。時刻・観光等ご要望に応じます。 
※実費ﾌﾟﾗﾝの場合は、貸切バス発着場所から目的地までの移動から大きくそれる立寄りの場合は追加料金が発生します 

ご不明点はお気軽に旅行会社へお尋ねくださいませ 
 

<旅行業登録 3-730>〒812-0022 福岡市博多区神屋町 9-20 ﾊﾟｿﾅｰﾙﾋﾞﾙ 2F 
株式会社トラベルオンザロード 担当 早田(ﾊﾔﾀ) 携帯：080-4617-3601 

TEL 092-291-3633 / FAX 092-510-1371※市内でも FAX は 092 をご入力くださいませ 
e-mail hayata@onthe-road.co.jp  特典多数 hp ﾘﾆｭｰｱﾙ！www.onthe-road.co.jp 

 



希望地から貸切バスで楽々   【日帰り】福岡 超得プランＮｏ5 うきは 
 

【御一人様(大人)基本代金】 希望人員で御見積いたしますので年齢・人数などご連絡下さい 
日帰プラン No5 15 名 9,500 円 25 名 7,600 円 35 名 6,100 円 (平日・休日同料金) 

  
【基本代金(上記)に含まれる内容】 キャンセル料規定 7 日前から 

●貸切バス代 1 日間／1 日 8 時間まで(有料道路・駐車料・ガソリン代・運転手諸費用込)  
●食事(記載のあるもの)・観光代 ●旅行保険、企画料、取扱手数料 
●福岡市内及び近郊発着場合の料金ですので、他地区発着の御客様は見積しますのでご連絡下さい 

日 
帰 
り 
 

【食事】 

朝✕ 

昼○ 

夕✕ 

09:00 発 貸切バス 10:00～10:30          11:00～12:30 

   希望地⇒有料道⇒味覚狩り⇒紅乙女酒造と巨峰ワイン 
              12:45～13:15   13:40～14:10        15:00 頃着 

(見学試飲～昼食)⇒浮羽稲成神社⇒ハトマメ屋⇒有料道⇒希望地 

 
【昼食】紅乙女酒造の自然の中の古民家「水縄茶寮」「①デザートコーヒー付き花篭ランチ」 
【ランク UP 昼食】見積料金＋880 円「②焼肉 BBQ セット」＋飲料持込 OK！昼から大宴会 

見積料金＋1,150 円「③和の花かご御膳」 
①                   ②                   ③ 

   
 
【味覚狩り】 
福岡の味覚蔵朝倉うきはで季節の果物試食と果物狩りをお楽しみください ※摘み取り分各自負担 

【紅乙女酒造＆巨峰ワイン】 
ゴマ焼酎工場見学試飲販売～徒歩～昼食～徒歩～巨峰ワインで試飲販売～バス駐車場集合 

【浮羽稲成神社】 
インスタ映えで評判！斜面に沿って連なる 91 基の鳥居を登るとようやく神社で参拝できます 

【ハトマメ屋】 
朝倉の人気スイーツ＆菓子処と言えばココ。無料試食＆お茶セットも随時お出ししています 

※現地事情・当日交通状況により行程・内容が一部変更になる場合がございます。 
※行程表はモデルプランで掲載の写真はイメージです。時刻・観光等ご要望に応じます。 
※実費ﾌﾟﾗﾝの場合は、貸切バス発着場所から目的地までの移動から大きくそれる立寄りの場合は追加料金が発生します 

ご不明点はお気軽に旅行会社へお尋ねくださいませ 
 

<旅行業登録 3-730>〒812-0022 福岡市博多区神屋町 9-20 ﾊﾟｿﾅｰﾙﾋﾞﾙ 2F 
株式会社トラベルオンザロード 担当 早田(ﾊﾔﾀ) 携帯：080-4617-3601 

TEL 092-291-3633 / FAX 092-510-1371※市内でも FAX は 092 をご入力くださいませ 
e-mail hayata@onthe-road.co.jp  特典多数 hp ﾘﾆｭｰｱﾙ！www.onthe-road.co.jp 

 


