
記紀編さん 1300 年
神話のふるさとみやざき
温故知新ものがたり

記紀編さん 1300 年
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貸切タクシー
宮崎市内のご指定の場所へ
お出迎え＆お見送り！！

美味堪能４食
付き
で

毎日1名様よ
り運
行平成25年度 宮崎県ゆっ旅大賞受賞ツアー平成25年度 宮崎県ゆっ旅大賞受賞ツアー

❶かたすみ ❷民宿しろみ ❸おたどこ❶かたすみ

選べる民泊先選べる民泊先

もりのふう 蛇の目寿司もりのふう
洋食 和食洋食

蛇の目寿司
和食

１日目 １日目 2日目

西都の野菜をふんだんに使用したランチ西都の野菜をふんだんに使用したランチ

旬菜家
このはな館
旬菜家またはまたは

大自然の中にある古民家で、地元の季節野菜
が中心のバラエティに富んだメニューはいず
れも逸品です。1日１組限定のご利用です。他
のお客様に気兼ねすることなく、貸切のおも
てなしを楽しんで頂けます。

❷民宿しろみ
地元の食材を使ったキノコや山菜、鮎料理、十
割そば等、田舎料理が自慢です。ご主人は、地
元の伝説の語り部としても活躍されており、コ
ノハナサクヤ姫の姉イワナガ姫の伝説が楽し
く聞けます。

❸おたどこ
ご夫婦ともに猟師ということもあり、秋から冬
には、東米良で狩猟した鹿や猪料理が楽しめ
ます。鹿肉の自家製ローストや燻製を使った
イタリア料理もお勧めです。山里ならではの
味わいをお楽しみ頂けます。

このはな館

今秋開業

※お食事については、季節によって内容が変わります。あらかじめご了承ください。※お食事については、季節によって内容が変わります。あらかじめご了承ください。

タクシーでの移動は【宮崎市-西都原】間のみです。
「西都原-民宿」間の移動は民宿のお車になります。
タクシーでの移動は【宮崎市-西都原】間のみです。
「西都原-民宿」間の移動は民宿のお車になります。

大 人

子 供
（小学生以下）

大 人

子 供
（小学生以下）

大 人

子 供
（小学生以下）

収穫体験または古代生活体験付き

旅行代金（お一人様）旅行代金（お一人様）

ご宿泊の民泊宿は、お客様にお選びいただけます。
お申し込み時にご指定ください。
ご宿泊の民泊宿は、お客様にお選びいただけます。
お申し込み時にご指定ください。

平成25年9月1日～
平成26年3月30日までの毎日
平成25年9月1日～
平成26年3月30日までの毎日

（但し12月28日～1月5日までは運休）（但し12月28日～1月5日までは運休）

16,000
14,500
16,000
14,500
16,000
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円

円

円

円

円

円

宮崎市発 宮崎市発 
記紀の道での
現地ガイド収穫体験

または

古代体験

東米良地区での民泊
季節の郷土料理と温もりあるおもてなし

オリジナル
ゆずこしょう作り体験

みやざき犬使用許可第250102号みやざき犬使用許可第250102号

宮崎交通旅行企画実施協 力 西都市グリーン・ツーリズム研究会・NPO法人iさいと・イマイ印刷

出発日



宮崎交通㈱国内募集型企画旅行　旅行条件書（要旨）

●１ 募集型企画旅行契約

●２ 旅行の申込及び契約成立

旅行代金
（お一人様）

お申込金

3万円未満
３万円以上
６万円未満

６万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

6,000円 12,000円 20,000円 30,000円

●３ 旅行代金のお支払い

●４ 取消料

※当社の定める申込期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・ホテル等
　行程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用されます。

●５ 旅程保証

●６ 個人情報の取扱いについて

●７ 旅行条件・旅行代金の基準日

●８ その他

宮交観光ツアーデスク
☎0985-53-2323　
営業時間は平日9：00～18：00
（土日祝日、年末年始は休み）

運行日7日前の営業日
16：00まで予約受付

http://www.miyakoh-kanko.com/tabinavi/　

予約方法

宮崎市内のご指定の場所へタクシーでお出迎え・お見送り・神話めぐりへご案内致します。（タクシーは、出発から4時間ご利用いただけます。）
西都の食材にこだわったお料理を4食（朝1食・昼2食・夕1食）ご用意いたします。また、コスモス・紅葉・椿・菜の花・
桜と四季折々の自然と合わせてお楽しみください。

ご案内（必ずお読みください）

●添乗員は同行しません。●ご希望の宿が満室の場合もありますので、あらかじめご了承ください。●ご案内の体験メニューおよびお食事をご利用でない場合も、ご返金はございません。

●日曜日出発の場合は、店休日の都合で1日目と２日目の昼食が入れ替わります。●天候の都合で収穫体験ができない場合は、古代生活体験からメニューをお選びください。

ほんもの体験！新発見！西都を満喫する楽しみがいっぱい

西都でのイベント開催時もご利用可能です。
東米良清流つり大会
西都古墳まつり
銀鏡神楽（国指定重要無形民俗文化財）

プロ野球・Jリーグチームの春季キャンプ

なのはなマラソン
さいと花まつり西都原エンデューロ4時間耐久

東米良ふれあい登山

○ 9月29日（日）
○ 11月2日（土）～3日（日）
○ 12月14日（土）～15日（日）

○ 2月

○ 1月19日（日）

○ 3月中旬

○ 3月上旬

○ 3月下旬

この旅行は、宮崎交通株式会社（以下当社）が企
画・募集する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契約を締結する
こととなります。また、契約の内容・条件はパンフレ
ット、本旅行条件書、確定書面（行程案内書）およ
び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部に
よります。

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して
１４日前までにお支払いいただきます。１４日前以
降にお申込された場合は申込時に全額お支払頂
きます。

当社は別途定める契約内容の重要な変更が生
じた場合、旅行代金の一定の率を乗じた変更補
償金をお支払い致します。詳しくは別途交付する
旅行条件書（全文）でご確認ください

１）お客様のご都合による航空便の変更はでき
ません
２）小人料金は特に指定の無い限り３歳以上１２
歳未満のお子様に適用となります。
３）旅館・ホテルにおいて、お客様が酒類・料理・そ
の他のサービスを追加された場合、原則として消
費税などの諸税が課せられます。旅行代金には諸
税・サービス料が含まれております。

観光庁長官登録旅行業 第1527号 JATA加盟
宮 崎 交 通 株 式 会 社 旅 行 部
宮崎市大淀４丁目１０番８号
総 合 旅 行 業 務 取 扱 管 理 者 　 桑 山 英 之

１）当社及び折り扱い旅行会社はお申込の際に
提出された申込書に記載された個人情報につ
いて、お客様との間の連絡の為に利用させてい
ただくほか、お客様がお申込頂いた旅行において
運送・宿泊期間等の提供するサービスの受領の
為の手続きに必要な範囲内にて利用させていた
だきます。

この旅行条件は、２０１３年8月１日を基準日と
しています。また、旅行代金は、２０１３年8月１日
現在の有効な運賃・規則を基準として算出して
います。

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取
り消される場合には、旅行代金に応じておひとり
に付き下記の料率で取消料を頂きます。
尚、複数人数でご参加で一部の方がキャンセル
の場合は、ご参加のお客様からは１室ご利用人数
の変更に対する差額代金と頂きます。

１）所定の旅行申込書に記入し、下記お申込金
を添えてお申込下さい。申込金は、旅行代金、取
消料または違約料の一部として取扱います。
２）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通
信手段（以下電話等）による旅行契約の予約の
お申込を受付ることがあります。この場合当社が
電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知
した翌日から起算して３日以内にお申込書とお
申込金をご入金して頂きます。

取消日

取消料

旅行開始日前日から
起算してさかのぼって

21日前
まで

20～８日前
まで

７～２日前
まで

旅行開始日
の前日

旅行開始日
の当日

旅行開始
後の解除
無連絡
不参加

無料 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％
旅行代金の

地元の食材を使った旬メニューをご提供

宮崎市内のご指定の場所にタクシーでお迎え

9：00
現地ガイドと記紀の道散策

民宿のスタッフがお出迎え

10：00～11：30
イワナガ姫伝説を聞きながら、
鮎や猪肉を使った、夕食を堪能！

収穫体験または古代生活体験

東米良の宿に到着後、入浴／食事

（季節によって内容が異なります）

13：00～15：00

15：00 16：00～

上記を参照してください

西都市内でご昼食

11：30～12：30

『和食』または『洋食』を選択

宿で朝食 西都原このはな館で昼食

宮崎神宮参拝

東米良の宿発

8：00 11：00
西都原発

13：00
（宿の方が西都原まで送迎） 地元の食材を使った旬メニューをご提供

12：00
（タクシー利用）

13：40～14：20 14：40～15：40 タクシーは17：00まで利用可能

宮崎市内のご指定の場所までタクシーでお送り江田神社・みそぎ池

8：30～10：30
ゆずこしょう作り体験

（季節によって内容が異なります）

タクシー利用または徒歩

1日目

2日目

タクシー
宿の車

TAXI

TAXITAXI

TAXITAXI

TAXITAXI TAXITAXI

TAXITAXITAXITAXI

【1日目】記紀の道 天孫ニニギノ尊とその妃コノハナサクヤ姫にまつわる説話が残る「逢初川」、「無戸室（うつむろ）」、「児湯の池」などを
 結ぶ道を現地ガイドがご案内致します（※タクシーをご利用または徒歩での観光をお選びいただけます）。
【2日目】宮崎神宮 日本の初代天皇「神武天皇」をまつる神社で地元・宮崎市では「神武さま」と呼ばれ親しまれています。
　　　 江田神社 『古事記』『日本書紀』に記され、全国の神社であげられる「祝詞」に読み上げられる地に鎮座します。日本の皇統
 の発祥・聖地とされています。
　　　　みそぎ池 御池(みいけ)とも呼ばれ、イザナキノミコトが黄泉(よみ)の国のけがれを清めるため、禊(みそ)ぎを行った所と
 伝えられています。

神話ゆかりの地

収穫体験メニューは次のとおりです。天候の関係で、体験できない場合があります。ツアーお申し込み時にご確認ください。

夏 ・ブルーベリー　・ズッキーニ　・オクラ　・ピーマン　・さつまいも　

秋
冬 ・ピーマン　・しいたけ　・みかん　・きんかん　・大根

・さつまいも　・栗　・大根　・しいたけ　・みかん　・オクラ　・ピーマン　・柚子　・柿

収穫体験

古代生活体験メニューは次のとおりです。宮崎県立西都原考古博物館の古代生活体験館で行います。
土偶、土器、土笛（楽器）、土鈴（楽器）作り（作品は、2～3週間乾燥後、焼成して着払いで配送となります。）
まがたまペンダント作り

古代生活体験

オリジナルゆずこしょうは、お持帰りいただけます。
（ゆずの収穫は、１２月までとなります。１２月以降は保存したゆずを使用します。あらかじめご了承ください。
また、天候の都合でゆずの収穫量が少ない場合は、別のメニューになります。詳細はツアーデスクにご確認ください。）

ゆずこしょう作り体験

収穫体験または古代
生活体験のメニュー
より、ご希望の体験
メニューを1つお選
びください。

（西都市）

（宮崎市）


