
◎ご旅行条件のご案内（要約） ※お申込み前に必ずお読みください。
●募集型企画旅行契約
（一社）豊の国千年ロマン観光圏が企画・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
募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結す
ることになります。また、契約内容・条件は出発前にお渡し
する確定書面（最終行程表）及び当社の旅行業約款（標
準旅行業約款）募集型企画旅行契約の部によります。

●お申込みおよび契約成立時期
①（1）氏名（2）住所（3）連絡先（4）年齢をご記入の上、旅
行代金の全額を添えてお申込みください。②電話・郵便・
ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受け付
けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当
社から予約の旨を通知した後、予約の申込みの翌日から
起算して３日以内に申込書と申込金を提出していただきま
す。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合

は、お申込みはなかったものとして取り扱います。③旅行
契約は、当社が契約の締結を承諾し、参加料を受領した
ときに成立するものといたします。

●免責事項　
次の場合、当社では賠償の責は負いません。
※天災地変・ストライキ、不可抗力、盗難、傷害などお客様
の法令良俗に反する行為、運輸・宿泊等の旅行サービス提
供の中止等、当社の関与し得ない事由により生じた損害。
※その他の事項については標準旅行業約款によります。

●当社は運輸機関の状況及び天災地変、ストライキ、暴
動等の事由により当旅行の内容を全部または一部を変
更、あるいは中止することがあります。
●申込み後の変更、お取消しは必ず営業時間内にお電
話でご連絡ください。

●お申込みの取り消しについて
ご旅行の契約が成立した後、お客様は次に定める取消料
を当社に支払って旅行契約を解除することができます。

取消日

旅行開始日の前日より起算して 10～8日目

旅行開始日の前日より起算して 7～2日目

旅行開始日の前日

旅行開始日当日（開始前）

旅行開始後または無連絡不参加

取消料

20％

30％

40％

50％

100%

一般社団法人 豊の国千年ロマン観光圏
〒874-0926 大分県別府市京町11-8
大分県知事登録旅行業第2-210号（（一社）全国旅行業協会正会員）　国内旅行業取扱管理者 堤栄一郎

※５営業日前までにお申込みください

旅行企画・実施

Tel 0977-85-8511（受付時間：平日8：30～17：00）　Fax 0977-85-8516
E-mail  jikuhaku@millennium-roman.jp　HP  https://www.millennium-roman.jp/ferrycar/index.html申込み・お問い合せ

◎フェリー＆レンタカー料金表 （令和４年１月１日現在）

しっとり城下町さんぽ 魅惑の姫島めぐり
国東市伊美港からフェリーで約20分。
姫島村はジオパークにも認定された
神秘の島です。「姫島七不思議」と呼
ばれる伝説や、美しい砂浜が自慢の
海水浴場、ぷりっぷりの特産品である
車えびなど、見どころ満載。さわやかな
島めぐりが楽しめます。

千年ロマンエリアには、３つの城下町があります。それぞれ個性的な魅力を
持ち、歩くほどに味わい深い、匠の技や武家のたしなみがここかしこに垣間
見える場所です。

姫島車えび 電気自動車でのドライブもオススメ♪

姫島盆踊り

の城下町・杵築 の城下町・日出 の城下町・中津
き    つき ひ    じ なか   つ

坂 海 河

※ここに記載のない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

千年ロマンおすすめスポット千年ロマンおすすめスポット

利用会社：スオーナダフェリー、くにさきレンタカー
料金に含まれるもの：スオーナダフェリー乗船料往復、レンタカー48時間利用料、レンタカー配送料、NOC補償48時間、消費税
※フェリー運賃の改定により料金は変更になる場合がございます。
※（　　）内の人数で１台をご利用の場合のおひとりあたりの料金となります。
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9,600円～34,350円
（スオーナダフェリー乗船料往復、レンタカー48時間利用料、レンタカー配送料、NOC補償48時間、消費税を含む）
※宿泊費は含まれておりません。ご希望の方はご相談ください。
※GW、お盆、年末年始はご利用できません。具体的な日時はお問合せください。
※運転免許証を取得して１年未満の方はご利用できません。
※レンタカー配送料：レンタカー営業所から竹田津港までの往復配送料。
※ノンオペレーション免除補償（NOC補償）：車両が破損して返却された場合に発生する営業補償料を免除する制度です。

●添乗員・現地係員は同行いたしません。このご旅行では約款
に定める旅程管理は行いません。ご旅行に必要なクーポン
券類をお渡ししますので、ご旅行中の手続きはお客様ご自身
で行っていただきます。
●最少催行人員：2名（おとな2名様よりお申込みを受付）※車は徳山港駐車場に駐車できます

徳山港
山口県周南市築港町９番１号

集合

グルメやアート、グルメやアート、
パワースポット…パワースポット…
よくばり女子をよくばり女子を
たっぷり満たすたっぷり満たす

満
た
さ
れ
る
旅
に
出
よ
う

く  に  さ  き

べ  っ  ぷ

10人乗

ハイエース他

10名

34,350円
25,000円
20,325円
17,520円
15,650円
14,314円
13,313円
12,533円
11,910円

８人乗

ヴォクシー他

８名

24,450円
18,400円
15,375円
13,560円
12,350円
11,486円
10,838円

ハイブリッド

プリウス他

５名

18,675円
14,550円
12,488円
11,250円

ハイブリッド
コンパクト
アクア他

５名

15,595円
12,497円
10,948円
10,018円

コンパクト

ヴィッツ他

５名

14,550円
11,800円
10,425円
9,600円

軽クラス

タント他

４名

13,890円
11,360円
10,095円

区     分

主な車種

定     員

フェリー往復＆レンタカー： 48Ｈ（２名）

フェリー往復＆レンタカー： 48Ｈ（３名）

フェリー往復＆レンタカー： 48Ｈ（４名）

フェリー往復＆レンタカー： 48Ｈ（５名）

フェリー往復＆レンタカー： 48Ｈ（６名）

フェリー往復＆レンタカー： 48Ｈ（７名）

フェリー往復＆レンタカー： 48Ｈ（８名）

フェリー往復＆レンタカー： 48Ｈ（９名）

フェリー往復＆レンタカー： 48Ｈ（10名）
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徳山港

竹田津港

周防灘の心地よい潮風をフェリーで感じながら、
国東半島に到着したら、さっそくドライブの旅へ！
お寺や神社などの数々のパワースポットや、
海山の感動的な風景、
地元素材をたっぷり使った
おいしいグルメ…。
忘れられない３日間を楽しもう。

全国に４万社余りある八幡社の総本宮。
本殿は貴重な神社建築として国宝に指
定。出雲大社と同じ「二拝四拍手一拝」
の作法でぜひお参りを。歴史的パワーが
みなぎるスポットで、ご利益をいっぱいも
らおう。

どっちのお寺に行こうかな！？

14 : 00

竹田津港
（大分県国東市）

事前予約すれば、フェリー下
船時にレンタカーをご準備！ 
すぐに出発でき、返却もフェ
リーのりばでOK！

国宝富貴寺大堂に隣接す
る、山里の趣あるお宿。新
鮮な旬の地元食材たっぷ
りの上品なお料理と、豊後
高田市名産のそばを使っ
た手打ちそばを楽しめます。

旅庵蕗薹
ふきのとう

18 : 30C STAY

豊後高田市田染蕗2365
0978-26-2668

宇佐市南宇佐2859
0978-37-0001宇佐神宮

う        さ    じん    ぐう

オーナーシェフが腕によりを
かけた地元産を盛り込んだ
料理をリーズナブルな価格
で楽しめます。

ビストロ 
エスポワール

12 : 30F LUNCH

国東市国東町小原145-1
0978-72-3034

世界農業遺産の里である国東で作ら
れる貴重な七島藺でオリジナルのミ
サンガを作ろう。素朴な香りと味わい
ある質感がしっくりとなじんできます。

七島藺で
ミサンガづくり

しち     とう     い

国東市安岐町明治522
（七島藺工房ななつむぎ）

約130年前に建てられた木造３
階建ての日本家屋で、女性表
具師のオーナーの仕事場兼
ギャラリーカフェ。カフェでは、国
東特産の「たこ飯御膳」をラン
チに。野点コーヒーもおすすめ。

涛音寮
とう    いん   りょう

12 : 30M LUNCH

国東市国見町伊美2017
0978-82-1328

この土地の魅力にみせられたアーティストが多
く移住し、工房やギャラリーが集まっています。陶
芸や竹工芸、木工、染色など、さまざまなジャンル
を見て、お気に入りのひとつを見つけよう。

国見アートギャラリーめぐり
くに　 み

ART

国東市国見町周辺

別府市鉄輪・明礬（みょう
ばん）地区の「別府の湯
けむり・温泉地景観」が、
風景の文化財である重
要文化的景観に選定。

和モダンな宿で、現代風の湯治をお
しゃれに体験できます。地獄蒸し釜で作
る「地獄イタリアン」が味わえるレストラ
ンと、ふわふわしっとりなシフォンケーキ
が自慢のカフェを併設。

別府鉄輪 湯治柳屋
べっぷ       かんなわ        とう      じ    やなぎ   や

18 : 30J STAY

別府市鉄輪井田２組 0977-66-4414

徳山港出発
（山口県周南市）

ドライブの途中、のどか
な山里風景や、時折見
せる荒 し々い岩山が見
えたり、いろんな景色が
楽しめます♪

1300年の歴史を持つ由緒
あるお寺。国東半島最大級
のたくましい仁王像と一緒に
ぜひ記念写真を。新緑・紅葉
スポットとしても有名。

両子寺
ふた     ご      じ

国東市安岐町両子1548
0978-65-0253

竹田津港

竹田津港出発

湯けむりにわら葺きの湯の
花小屋が並ぶ明礬温泉で
いただく温泉スイーツを！ 
濃厚なカラメルの元祖地
獄蒸しプリンはやみつきに。

岡本屋売店
別府市明礬3
0977-66-3228

天台宗寺院の多い国東
で、無著妙融禅師によっ
て創建された曹洞宗九
州総本山の寺院。予約を
すれば本格的な坐禅・写
経など体験可能。

泉福寺
せん    ぷく     じ

13 : 30G

国東市国東町横手1913
0978-72-2035

レンタカー返却
＆フェリーに乗船

おつかれサマ
でした♪

16 : 20

徳山港着

キレイもおいしいも、たっぷり楽しむ！

車で約30分

車で約1時間

車で約1時間
車で約50分

徒歩約1分

車で約30分

車で約15分（泉福寺） 車で約20分（両子寺）

宮。
指
拝」
が

59

このエリアには、神
と仏の両方を大切
にした「神仏習合
（しんぶつしゅうご
う）」という思想が生
まれました。その発
祥の地が、宇佐神
宮です。

車で約1時間

車で約10分

車で約30分

車で約10分

徒歩圏内

美しいシンメトリーの
大堂は、現存する九州
最古の木造建築物
で、国宝に指定。紅葉
シーズンには大堂が
イチョウの黄色いじゅ
うたんに包まれます。

富貴寺
ふ　　き　　じ

豊後高田市田染蕗2395
0978-26-3189

Option

本格坐禅体験

実際に修行場として使用している坐禅堂で、本格的な坐禅を体験できます。
料金：お１人1,300円
要予約
　0977-85-8511（豊の国千年ロマン観光圏）

◎料金…1500円／約1時間  
◎実施者…七島藺工房ななつむぎ

12 : 00

アントニー・ゴームリー
ANOTHER TIME XX
国東市国見町千燈

瀬戸内海を見渡す千燈岳
の険しい断崖絶壁に佇む、
人体型の作品。国東半島を
象徴する、修行僧が歩いた
峯道に立ち、思いを馳せよう。

ART15 : 00A

8 : 00D

9 : 30E

16 : 00I

13 : 30H

10 : 00K

11 : 30L

13 : 45

14 : 20

　   恋叶ロード 
真玉海岸の夕陽
豊後高田市臼野 真玉海岸

こい かなB

干潟の縞模様と夕陽が織りなす色と光
のコントラストは絶景。幻想的な風景に
心奪われます。干潮と日の入りが重なる日
は要チェック！ そばにあるカフェで沈む夕
陽を眺めながら、ゆったりと時間を過ごす
ことができます。

フェリーに乗船

国東半島

アートを通じて国東半島の魅
力を体感できるプロジェクトと
して、2014年秋に開催された
「国東半島芸術祭」。その時
に作られたアントニー・ゴーム
リーの作品をはじめ、今でも自
由に見て回ることができます。

レンタカーを
借りよう！

●スオーナダフェリー設定便

徳山発 竹田津発
便

1

2

3

4

5

便

1

2

3

4

5

―

―

―

7:20

12:00

4:20

9:40

14:20
19:00

23:40

竹田津行 徳山行

※年１回ドック入のため、運休有り
※時刻は予告なく変更になることがあります
※徳山港発１・４・５便はレンタカーの
　ご利用ができません

下
！ 
ェ

いってきまーす♪

要予約

　0977-85-8511（豊の国千年ロマン観光圏）


