
九州観光物産フェア開催を記念してお届けする特別プラン

＜コースのおすすめ＞
■ 博多から由布院へ、大人気のリゾート列車「ゆふいんの森号」を利用　※運休時は「ゆふ号」となります
■ 1泊目は福岡の老舗「西鉄グランドホテル」に滞在（うれしい朝食付！）
■ 2泊目は由布院温泉　ゆふいん山水館／柚富の郷　彩岳館　よりお選びいただけます（1泊2食付）
■ フライトは安心・快適ANAの翼でひとっとび！ご希望の便でお受付いたします。　（一部SNAとの共同運航便となります）

詳しくは西鉄旅行webサイト　http://www.nishitetsutravel.jp/
または下記予約センターへ

TEL:03-6742-0345     東京都文京区本郷3-10-15  
営業時間　平日：10:00～18:00　土曜：10:00～17:00　日・祝：休業

由布岳をバックに走る人気の「ゆふいんの森」号

列車と温泉を楽しむ九州の旅～憧れの由布院温泉に泊まる３日間～

九州旅客鉄道株式会社と   　　　　　　　 が自信をもってオススメする

羽田空港→＜ANA・SNA 便＞→福岡空港→（各自移動）
→福岡市内－フリータイム　　　　　　　　　　　　　 福岡　泊1 日目

2 日目

3 日目

博多駅→【ゆふいんの森号・ゆふ号☆ご希望の列車（指定席）をお選びいただけます】
→由布院駅－フリータイム　　　　　　　　　　　　　　　　　　由布院　泊

フリータイム→（各自移動）→大分空港→＜ANA・SNA 便＞→羽田空港

＜行程＞

悠遊ツアーセンター

観光庁長官登録旅行業第579号　　

九州プランのご紹介

ステージプログラム
10/12（金） 10/13（土） 10/14（日）
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代々木に九州がやって来る・ 2012
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午前１０時～午後５時
（最終日は午後４時まで）10/12(金 )・13(土 )・14(日 )

 開会・イベント告知
九州「ゆるキャラ」大集合
福岡県柳川市観光大使
大関　琴奨菊関
柳川市PR

10:45

 会場オープン10:00  会場オープン10:00  会場オープン10:00

 開会・イベント告知10:55
 開会・イベント告知10:55

 龍踊り（長崎）11:00

　　　シンガーソングライター
「千綿 偉功」ミニライブ（佐賀）
14:05

長崎県PR13:00

 佐賀県PR14:35

 よかよかエアラインズ就航PR
＆航空券抽選会

 九州「ゆるキャラ」大集合

15:25

16:25

15:55

大道芸人「和民ん」バナナの叩き売り
14:55

龍踊り（長崎）13:20

　　　長崎離島3市2町
観光振興協議会PR
12:30

　　　松尾貴臣ミニライブ
withさるくちゃん×長崎市PR
12:05

 　　　日本国際童謡館専属歌手
「DOYO組」ミニライブwith くまモン
×熊本県PR

 　　　日本国際童謡館専属歌手
「DOYO組」ミニライブwith くまモン
×熊本県PR

11:30

 福岡県PR11:00

 大分県PR12:10

 宮崎県PR13:30

           感動のフィナーレ
これで見納め！ゆるキャラ再集合
15:50

 柳川市PR12:30

 福岡市PR13:50

 グルメコンテスト表彰式14:30

         長崎離島3市2町
観光振興協議会PR

14:10

         ご当地アイドルグループ
「LinQ」ミニライブ（福岡）
15:00

          シンガーソングライター
「香蓮」ミニライブ（宮崎）
13:00

 よかよかエアラインズ就航PR
＆航空券抽選会

11:20

           シンガーソングライター
「あべ由紀子」かぼす音頭（大分）
11:50

10:50
11:00

熊本市長会PR12:30

宇佐市PR15:20

　　　小城市PR
※ようかん右衛門・こい姫

15:40

鹿児島県PR14:30

藤洋子ミニライブ12:55

　　　奄美島唄
「牧岡奈美」ミニライブ
14:50

福岡県商工会連合会PR13:10

　　　 長崎県離島3市2町
観光振興協議会PR
13:30

　　　おはら祭り（鹿児島）

奄美島唄「牧岡奈美」ミニライブ
（鹿児島）

11:30

　　　 おはら祭り（鹿児島）14:00

藤洋子ミニライブ

※出演者の都合等により変更になる場合があります

16:00  

12:00

熊本県
森の宝物づくり
（体験料500円）

熊本県
森の宝物づくり
（体験料500円）

福岡県
バナナの叩き売り
＜ブース外＞佐賀県×長崎県

有田焼・波佐見焼展示
　　　　&
有田焼絵付け体験
（体験料1,000円）

13:00～
14:00～
15:00～
16:00～

佐賀県×長崎県
有田焼・波佐見焼展示
　　　　&
有田焼絵付け体験
（体験料1,000円）

10:00～
11:00～
12:30～
13:30～
14:30～
15:30～

宮崎県
古代衣装試着体験 宮崎県

古代衣装試着体験

宮崎県
古代衣装試着体験

大分県
別府竹細工作り
（体験料1,000円）

鹿児島県
野菜ソムリエによる
ゴーヤー料理教室

別府竹細工は室町時代に始まり、江戸時代に別
府温泉の名が広まるにつれ、湯治客が使った飯
籠等が土産品として持ち帰られるようになりま
した。16本の竹ひごを使って編む、四海波花籠
（しかいなみはなかご）づくりを体験してみては？
　　　　　　　　　　　　　　（先着30名様） 

森や木材の大切さを知り、木の優しい香りと肌触
りを楽しみながら、世界にひとつ、自分だけの木
製オリジナル「スプーン」、「フォーク」、「お箸」
づくりが体験できます。（両日とも先着２０名様）

有田焼・波佐見焼の紹介と、有田焼の絵付
け体験を行います。絵付けはプロが教える
ので初心者の方でも安心。
世界に1つだけのオリジナルの有田焼を
作ってみませんか。 

福岡県北九州市門司港周辺が発祥といわれ
る「バナナの叩き売り」が今年は体験コー
ナーとステージに登場します。
威勢の良い口上は必見です。ぜひご参加く
ださい！

長崎龍踊り
10/13（土）11:00~/13:20~

日本三大祭の一つとして全国的に有
名な長崎市諏訪神社の秋の祭礼『長
崎くんち』に奉納される勇壮な郷土
芸能。昭和５４年、 長崎くんち奉納
踊として国の無形文化財に選定され
ています。

長崎県

DOYO組の童謡コンサート
10/13（土）11:30~/15:55~

 「千綿偉功」ミニライブ
10/13（土）14:05~

佐賀市出身のシンガーソングライ
ター・千綿偉功さんのミニライブ。
アニメのテーマソングや NEWアル
バムの収録曲などを披露。
世代やジャンルを越えて聞き手の心
に響く歌声を、ぜひ生でお楽しみく
ださい。

熊本からやって来た、日本だけでな
く海外でも活躍するDOYO組の童謡
コンサート。今回は１日限りのユニッ
ト「DOYO組withくまモン」を結成！
一度聴けばもう虜！家族みんなで楽
しめる素敵なハーモニーをお楽しみ
下さい♪熊本の多彩な魅力も紹介！ 

「香蓮」ミニライブ
10/14（日）13:00~

シンガーソングライター「香蓮」。
　「肉」の歌や「みやざき犬」の歌をリ
リース。
みやざき応援隊としても活動し、
首都圏を中心に全国各地でライブ
活動中。
HP  http://www.karensong.jp 

「あべ由紀子」かぼす音頭
10/14（日）11:50~

大分県出身のシンガーソングライ
ター。２０１０年大分県の特産品
「かぼす」を歌った「かぼす音頭」
をリリース。「大分かぼすＰＲ大使」
としても活躍中。
オフィシャルブログ
http://ameblo.jp/abeburo/

おはら祭りは，約２万人が「おは
ら節」「かごしまハンヤ節」などを
踊り，練り歩く南九州最大の祭り
です。ここ東京の渋谷においても，
「渋谷・鹿児島おはら祭り」として，
多くの方に親しまれています。

福岡県柳川市の観光大使も務める
大関　琴奨菊関が代々木に初登場し
て、おらが町をアピールします。

おはら祭り
10/12（金）11:30~/14:00~

10/13（土）体験コーナー・ステージ 各１回出演

 ＜大分＞別府竹細工作り（体験料 /1,000 円）

 ＜福岡＞バナナの叩き売り  

10/13（土）12:00~17:00 
 ＜熊本＞森の宝物づくり （体験料 /500 円）
10/12（金）10:00~12:00   10/13（土）10:00~12:00

「LinQ」スペシャルライブ
10/14（日）15:00~

九州発アイドル・グループ LinQ が
九州観光・物産フェアに初登場！
LinQ とは「Love in 九州」の頭文
字から発想した造語。
福岡からアイドル業
界に旋風を巻き起こ
しています！｠

主催：「来て見て食べて感動！九州観光・物産フェア」実行委員会　（ 事務局：九州観光推進機構・Gパワー）　　後援：渋谷区、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
西日本新聞社、TOKYO FM、SHIBUYA-FM 　協力：九州旅客鉄道、九州電力、九電工、西鉄旅行、西日本鉄道、西日本シティ銀行、よかよかエアラインズ、スターフライヤー、ソラシドエア

体験コーナープログラム

 ＜佐賀・長崎＞
有田焼・波佐見焼展示＆有田焼絵付け体験（体験料 /1,000 円）
10/12（金）13:00~17:00  10/13（土）10:00~17:00

ビタミンＣたっぷりで疲労回復にも優れた「ゴー
ヤー」。 実物を使って簡単においしく料理する
“コツ”を野菜ソムリエが伝授いたします。
どなたでもお気軽に体験してください。

 ＜鹿児島＞野菜ソムリエによるゴーヤー料理教室
10/14（日）10:00~16:00

今年は、「古事記」が編さんされて１３００年！その
ふるさととなる「日向神話」の世界を体感しても
らうため、古代衣装を準備しました。どなたでも
参加可能ですので、ぜひ、着衣していただき、記
念の１枚を撮影してみてはいかがですか。 

＜宮崎＞古代衣装試着体験　
10/12（金）10:00~13:00　10/13（土）10:00~13:00
10/14（日）10:00~14:00

大関 琴奨菊関


