
【長者ケ森駐車場集合コース】　

06

み　ね

令和元年 7～ 11 月までの魅力ツアー満載‼
（一社）美祢市観光協会

出発日

○集合時間　14：30　○集合場所    秋吉台家族旅行村・管理棟　　
○募集人員　４棟　約 15 名（最少催行人員：10 名）

 秋吉台家族旅行村集合　⇒　望遠鏡作り体験　⇒　各自にて夕食　⇒　星の観察会
14：30　　　　           　　15：00　　　　        　17：00 　　　       　20：00

＊食事は含まれておりません。ご希望によりバーベキューセットの食材は御用意します。
＊グリル、炭等は含まれておりません。

ポンプラ飯作り体験と朝食　⇒　解散
 7：30　　　      　　　　10：00

旅行代金

1棟２名利用　 10,000円
1棟３名利用           8,000円
1棟４名以上利用 7,000円

１
日
目
２
日
目

（お一人あたり）

○集合時間　14：00　○集合場所 　秋吉台オートキャンプ場（リフレッシュパーク内）　
○募集人員　５サイト　約 20 名（最少催行人員：10 名）　　

 秋吉台オートキャンプ場集合　⇒　テント設営・キャンプの過ごし方　⇒　各自にて夕食
14：00　　　　　　　　　　14：15 ～ 16：00　

＊食事は含まれておりません。ご希望によりバーベキューセットの食材は御用意します。
＊グリル、炭等は含まれておりません。

旅行代金

 ８/３（土）
～ /４（日）

大人      6,800 円

１
日
目
２
日
目

（お一人あたり）

秋吉台サファリランド集合　⇒　専用バスにてナイトサファリへ
１８：４５　　　　　　　　１９：００　　

　　朝　　各自にて朝食　　⇒　テント徹去　　⇒　終了後、解散
9：30 ～

これからキャンプを始める方も、指導員がテント設営からキャンプでの過ごし方など基本からご案内します。

（4歳以上～小学生）
小人      5,800 円

秋吉台から眺めるみずがめ座デルタ流星群

○集合時間　21：15　
○集合場所　秋吉台長者ケ森駐車場
○募集人員　30 名（最少催行人員：15 名）

【湯田温泉送迎バスご利用コース】　

○集合時間　20：45　
○集合場所　湯田温泉（西の雅常盤前）　
○募集人員　25 名（最少催行人員：15 名）

 長者ケ森駐車場・・美東展望所・・長者ケ森駐車場
21：30　　　   21：45～ 22：30　　　22：45

湯田温泉＝＝秋吉台長者ケ森駐車場・・美東展望所・・

星の解説員がご案内 出発日

旅行代金（お一人あたり） 2,000 円

20：45　　　　　　21：30　　　　　　21：45 ～ 22：30　

旅行代金 （お一人あたり） 4,000 円

○ 利用バス会社　おおすみ観光

22：45　　　　　  23：30
長者ケ森駐車場＝＝湯田温泉

秋吉台から眺めるやぎ座アルファ流星群
出発日

○集合時間　18：30　○集合場所　秋吉台・カルスター前
○募集人員　20名（最少催行人員：10名）

　　19：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　20：00 頃
 カルスター・・若竹山・・剣山・・妙見原・・カルスター

（お一人あたり）

○集合時間　17：00
○集合場所　秋吉台サファリランド正面玄関
○募集人員　30名（最少催行人員：15名）

月明りをたよりに秋吉台を歩きます！月明りをたよりに秋吉台を歩きます！

※天候やお客様の脚力によって、ルートは予告なく変更する場合があります。

普段は立ち入ることのできない「猛獣ゾーン」をスタッフの案内
で動物の生態の話やエピソードを交えながら園内を探検します。

大人  1,500 円
小人  1,000 円
（4歳以上～小学生）

サファリランド・・わくわく探検ウォーク・ふれあい広場・・正面玄関
17：30　 　19：00 頃

温泉のあるキャンプ場

行
程
表

行
程
表

行
程
表

行
程
表

○集合時間　21：15　
○集合場所　秋吉台長者ケ森駐車場
○募集人員　30 名（最少催行人員：15 名）

【湯田温泉送迎バスご利用コース】　

○集合時間　20：45　
○集合場所　湯田温泉（西の雅常盤前）　　
○募集人員　25 名（最少催行人員：15 名）

 長者ケ森駐車場・・美東展望所・・長者ケ森駐車場
21：30　　　   21：45～ 22：30　　　22：45

湯田温泉＝＝秋吉台長者ケ森駐車場・・美東展望所・・

【長者ケ森駐車場集合コース】　
旅行代金（お一人あたり） 2,000 円

20：45　　　　　　21：30　　　　　　21：45 ～ 22：30　

旅行代金 （お一人あたり） 4,000 円

○ 利用バス会社　おおすみ観光

長者ケ森駐車場＝＝湯田温泉

行
程
表

行
程
表

動物のサプライズ登場⁇

行
程
表

夏休み自由研究に役立つ観察シート付

秋吉台から眺めるオリオン座流星群
出発日

○集合時間　21：15　
○集合場所　秋吉台長者ケ森駐車場
○募集人員　30 名（最少催行人員：15 名）

【湯田温泉送迎バスご利用コース】　

○集合時間　20：45　
○集合場所　湯田温泉（西の雅常盤前）　　
○募集人員　25 名（最少催行人員：15 名）

 長者ケ森駐車場・・美東展望所・・長者ケ森駐車場
21：30　　　   21：45～ 22：30　　　22：45

湯田温泉＝＝秋吉台長者ケ森駐車場・・美東展望所・・

【長者ケ森駐車場集合コース】　
旅行代金（お一人あたり） 2,000 円

20：45　　　　　　21：30　　　　　　21：45 ～ 22：30　

旅行代金 （お一人あたり） 4,000 円

○ 利用バス会社　おおすみ観光

長者ケ森駐車場＝＝湯田温泉

行
程
表

行
程
表

Orion

旅行代金

 1,500 円
（お一人あたり）

出発日出発日

旅行代金

 1,500 円
（お一人あたり）

Moon light hiking in 秋吉台Moon light hiking in 秋吉台

07 秋吉台でのキャンプ体験と専用バスで巡るナイトサファリ秋吉台でのキャンプ体験と専用バスで巡るナイトサファリ
これからキャンプを始める方も、指導員がテント設営からキャンプでの過ごし方など基本からご案内します。

温泉のあるキャンプ場

夏休み！親子で過ごす秋吉台家族旅行村と星の観察会夏休み！親子で過ごす秋吉台家族旅行村と星の観察会08

04 05

動物のサプライズ登場⁇

普段は立ち入ることのできない「猛獣ゾーン」をスタッフの案内
で動物の生態の話やエピソードを交えながら園内を探検します。

出発日出発日

  ８/10（土）
 ～ /11（日）

10/22（火）星の解説員がご案内7/31（水）7/28（日）

7/17（水）
7/20（土）

旅行代金旅行代金

大人  1,500 円
小人  1,000 円
（4歳以上～小学生）

01

星の解説員がご案内

各自で長者ケ森駐車場へお越
しいただくコースと湯田温泉
からの送迎バスをご利用いた
だくコースをご用意しました。

夏休み自由研究に役立つ観察シート付 夏休み自由研究に役立つ観察シート付

各自で長者ケ森駐車場へお越
しいただくコースと湯田温泉
からの送迎バスをご利用いた
だくコースをご用意しました。

夏休み自由研究に役立つ観察シート付

各自で長者ケ森駐車場へお越
しいただくコースと湯田温泉
からの送迎バスをご利用いた
だくコースをご用意しました。

サファリわくわく探検隊サファリわくわく探検隊02

1泊2日

○集合時間　７：00
○集合場所　秋吉台家族旅行村
○募集人員　30名（最少催行人員：15名）

7：20 発　　　　　　　　( 昼食 )　

早朝の龍護峰を散策しよう！
日中の暑い時間帯を避け、草原の夏の草花に出会いましょう。

1,500 円
（お一人あたり）

秋吉台家族旅行村・・龍護峰・・おはち山

・・秋吉台家族旅行村・・　解散

行
程
表

エコツアー

03

出発日出発日

旅行代金旅行代金

7/20（土）

出発日1泊2日

日中の暑い時間帯を避け、草原の夏の草花に出会いましょう。

（お一人あたり）

1,500 円

※天候によりツアーが中止になることがあります。 ※天候によりツアーが中止になることがあります。 ※天候によりツアーが中止になることがあります。

現地係員が
ご案内します。現地係員が

ご案内します。

現地係員が
ご案内します。

現地係員が
ご案内します。

現地係員が
ご案内します。

現地係員が
ご案内します。

現地係員が
ご案内します。

現地係員が
ご案内します。

現地係員が
ご案内します。

現地係員が
ご案内します。

現地係員が
ご案内します。

写真はイメージです。代金には消費税が含まれています。　・・徒歩　＝＝バス　ーー JR

お弁当、お茶付

行
程
表

13：00 頃

22：45　　　　　  23：30 22：45　　　　　  23：30



○集合時間　16：00　
○集合場所　秋吉台家族旅行村
○募集人員　30名（最少催行人員：15名）

各自キャンプ準備・夕食　　 各自にて朝食・・草木染体験・・ピザ作り体験
9：30 ～　　　10：30 ～１

日
目

２
日
目

行
程
表 キャンプファイヤー（焼きマシュマロ、ポンプラ酒 など） ピザの昼食・・解散

12：00 ～　　13：00

テントは各自にてご用意ください。
テントがないお客様は、常設テントでの宿泊が可能です。

自然満喫体験と癒しの焚火遊び自然満喫体験と癒しの焚火遊び 出発日

  4,500円
（お一人あたり）旅行代金（お一人あたり） ～12/1（日）

1泊2日 11/30（土）

現地係員がご案内します。

○集合時間　9：30
○集合場所　森の駅
○募集人員　40名（最少催行人員：15名）

10：00
森の駅・・森の散策としいたけ狩り・・

森の駅「きのこ三昧の昼食」・・解散
12：00 ～ 13：00

（お一人あたり）

大人  0,000 円
小人  0,000 円
きのこの昼食

しいたけ狩りと秋の味覚きのこ三昧の昼食しいたけ狩りと秋の味覚きのこ三昧の昼食

行
程
表

11/2（土）出発日出発日

旅行代金旅行代金

大人  1,800 円
小人  1,500 円
きのこの昼食⑴きのこご飯

⑵しいたけ汁
⑶焼きしいたけ
　　　　など

現地係員が
ご案内します。

（お一人あたり）

○集合時間　9：30
○集合場所　秋吉台緑地公園
○募集人員　30名（最少催行人員：15名）

秋吉台西の西山の秋の植物観察会❸
晩秋の草原の花～花盛りのヤマラッキョウ～

お弁当、お茶付

秋吉台緑地公園・・妙見原・・・西の西山・・秋吉台緑地公園
10：00　　　　　　　　 （昼食）　　　14：30 頃　

行
程
表

11/9（土）

エコツアー

中沢妙子さんがご案内中沢妙子さんがご案内

出発日出発日

旅行代金旅行代金

大人  2,000 円
小人  1,500 円
大人  2,000 円
小人  1,500 円

晩秋の草原の花～花盛りのヤマラッキョウ～

現地係員が
ご案内します。

（お一人あたり）

JR 美祢線で行く赤崎神社大祭奉納神事式
赤崎楽桟敷で行われる安土桃山時代より継承される神事を観賞

厚狭駅―美祢線各駅―長門市駅＝＝香月泰男美術館＝＝長門市「昼食」
　　　　　　　　　　　
＝赤崎神社大祭奉納神事式＝＝道の駅おふく＝＝美祢線各駅＝＝厚狭駅
　　　　　　　　　　　　　　

8：34 発　　　    9：37着     10：15～ 11：00   11：20～ 12：30

13：00 ～ 15：00　15：30 ～ 16：00        　　　　16：40 頃

行
程
表

※美祢線各駅よりご乗車できます。

9/15（日）

自然の地形を活かした野外劇場

出発日出発日

旅行代金旅行代金

大人  3,000 円
小人  1,500 円
大人  3,000 円
小人  1,500 円

赤崎楽桟敷で行われる安土桃山時代より継承される神事を観賞
JR 美祢線で行く赤崎神社大祭奉納神事式

○集合時間　8：15　○集合場所　厚狭駅在来線口
○募集人員　25名（最少催行人員：15名）
○利用バス会社　長門山電タクシー

自然の地形を活かした野外劇場

添乗員が同行します。

黄金色の秋吉台ウォーキング

○集合時間　9：30　○集合場所　長者ケ森駐車場
○募集人員　20名（最少催行人員：10名）

2,000 円
（お一人あたり）

長者ケ森駐車場（休憩）・・北山（弁当）・・天然記念物の碑
10：00

長者ケ森駐車場・・ドリーネ耕作地・・真名ケ岳・・帰水・・行
程
表 ・・冠山・・長者ケ森・・長者ケ森駐車場　14：30 頃

11/2（土）出発日出発日

黄金色の秋吉台ウォーキング
ジオツアー

旅行代金旅行代金

2,000 円
（お一人あたり）

11/2（土）

現地係員が
ご案内します。

お弁当、お茶付大人  2,000 円
（お一人あたり）

○集合時間　9：30
○集合場所　秋吉台長者ケ森駐車場
○募集人員　30名（最少催行人員：15名）

小人  1,500 円

秋吉台地獄台の秋の植物観察会❷
１か月後の草原やそれぞれの花がどう変わったのか。

お弁当、お茶付

秋吉台長者ケ森駐車場・・地獄台・・中国自然歩道・・長者ケ森駐車場
10：00　　　　 （昼食）　　　　　　　　　14：00 頃　

行
程
表

10/26（土）出発日出発日

エコツアー

中沢妙子さんがご案内中沢妙子さんがご案内

旅行代金旅行代金

大人  2,000 円
小人  1,500 円

現地係員が
ご案内します。

●募集型企画旅行の契約　
①この旅行は一般社団法人美祢市観光協会（以下当社と言います）が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加される
お客様は当社と募集型企画旅行を締結することとなります。②募集型企画旅行の内容・条件はコース毎に記載されている条件の他、
ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書・出発前にお渡しする日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。　
●旅行のお申込み及び契約成立の時期　
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金または旅行代金の全額を受理したときに成立するものとします。　
●旅行開始前の当社による旅行の解除及び払い戻し　
お客様の人数が最少催行人員に達しなかった場合、旅行開始日の５日前までに旅行の実施を取り止める旨をご連絡し、すでにお支払
いいただいている旅行代金の全額を払い戻して、旅行契約を解除します。　
●お客様の都合による旅行契約の解除・払い戻し　
旅行契約成立後、お客様の都合により契約を解除されるときは、次の金額の取消料を申し受けます。・旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって１０日目～８日目の解除：旅行代金の２０％・７日目～２日目の解除：旅行代金の３０％・旅行開始日の前日の解除：
旅行代金の４０％・旅行開始日の当日の解除：旅行代金の５０％・旅行開始後の解除または無連絡不参加：旅行代金の１００％　
●お客様の個人情報の取扱について　
お客様からいただく個人情報の取扱については、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅
行において運送・送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用させ
ていただきます。その他、当社の各種サービス（旅行商品のご案内やパンフレットの送付等）に利用させていただくことがあります。

≪旅行企画・実施≫
山口県知事登録旅行業第3-128号

 美祢市観光協会
〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2

T E L：0837-62-0115
国内旅行業務取扱管理者　阿野　太助

（一社）全国旅行業協会正会員

募集型企画旅行
実施可能区域

美祢市・山口市・宇部市・下関市
長門市・萩市・山陽小野田市

カルストドットコム

一般社団法人 

担当：栗林、尾上

旅行条件（要約） お問合せ・お申込み先

秋吉台観光交流センターお問合せ・お申し込みはお電話で

09

15

13

16

18 19

11

12

17

14

旅行代金

大人  2,000 円
（お一人あたり）

○集合時間　9：30
○集合場所　秋吉台長者ケ森駐車場
○募集人員　30名（最少催行人員：15名）

小人  1,500 円

秋吉台地獄台の秋の植物観察会❶
アキヨシアザミ・ヒメヒゴダイ・センブリ・ウメバチソウなど

お弁当、お茶付

秋吉台長者ケ森駐車場・・地獄台・・中国自然歩道・・長者ケ森駐車場
10：00　　　　 （昼食）　　　　　　　　　14：00 頃　

行
程
表

9/28（土）出発日出発日

エコツアー

中沢妙子さんがご案内中沢妙子さんがご案内

現地係員が
ご案内します。

江原集落の散策と水脈を巡る旅

大人  4,700 円
（お一人あたり）

○集合時間　9：30　○集合場所　道の駅おふく
○募集人員　25名（最少催行人員：15名）

＝＝弁天池（昼食）＝＝白水の池＝＝長寿梨の木＝＝道の駅おふく
10：00　　　　　　　　 10：15 ～ 10：40　　　11：10 ～ 12：30　

12：45 ～ 13：45    14：00 ～ 14：20   14：30 ～ 14：45　　   15：15 頃

道の駅おふく＝＝来福台（石灰石の彫刻見学）＝＝江原集落散策行
程
表

○利用バス会社　長門山電タクシー

9/21（土）出発日出発日

よわら

ジオツアー

旅行代金旅行代金

江原集落の散策と水脈を巡る旅

大人 6,000 円

現地係員が
ご案内します。

秋吉台カルスト TRAIL RUN  宿泊プラン

○宿泊施設　秋芳ロイヤルホテル秋芳館

（お一人あたり）旅行代金 （お一人あたり）
出発日1泊2日 10/19（土）～ 20日（日）

秋吉台カルスト TRAIL RUN  宿泊プラン

１名 1室利用　       8,000円　
２名以上 1室利用 6,300円
１名 1室利用　       8,000円　
２名以上 1室利用 6,300円

美祢市秋芳町秋吉台 1237-236

1 泊素泊まり1泊素泊まり

※夕食が必要な場合は+4,000 円～（税別）で承ります。
※ホテルから会場まで送迎あり（1便運行）

お車利用：中国自動車道美祢美東 JCT 経由
　　　　　　小郡萩道路秋吉台 IC から 10 分
新幹線利用：山陽新幹線新山口駅から秋芳洞行きバス乗車
　　　　　　秋芳洞バスセンターから車で 5分

ア
ク
セ
ス

（参加費含まれません）

現地係員が
ご案内します。

柿渋と苔玉づくり体験！

（お一人あたり）

大人  3,000 円
（昼食代、飲み物代含む）

○集合時間　9：45
○集合場所　体験民宿ほっとビレッジ美東
○募集人員　30名（最少催行人員：10名）

・・ほっとビレッジ美東（昼食）・・苔玉づくり・・解散
　　10：00 発

12：０0～ 13：00　　　　　　　　　　　　15：00　

ほっとビレッジ美東・・西条柿の収穫・柿渋づくり行
程
表

10

出発日出発日

旅行代金旅行代金

8/18（日）エコツアー

現地係員が
ご案内します。

日本古来の天然染料。時間とともに風合いが増します。

大人  3,000 円
（昼食代、飲み物代含む）

柿酢と干し柿づくり体験！

（お一人あたり）

（昼食代、飲み物代含む）

柿は人類最古の栄養食、健康増進で注目の柿酢です。

○集合時間　9：45
○集合場所　体験民宿ほっとビレッジ美東
○募集人員　20名（最少催行人員：10名）

行
程
表

出発日出発日

旅行代金旅行代金

10/20（日）

大人  3,000 円大人  3,000 円

エコツアー

現地係員が
ご案内します。

・・ほっとビレッジ美東（昼食）・・干し柿づくり・・解散
　　10：00 発

12：00 ～ 13：00　　　　　　　　　　　　15：00　

ほっとビレッジ美東・・西条柿の収穫・柿酢づくり

柿は人類最古の栄養食。健康増進で注目の柿酢です。

（昼食代、飲み物代含む）

16：00 ～

19：30 ～

1 棟２名利用 1 棟３名利用    4,000円
1棟４名以上利用 3,500円

日本古来の天然染料。時間とともに風合いが増します。
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