
〜共感できる仲間と価値ある上質な旅〜

価値共感極める16のコンセプト
「麗」「癒」「健」「⾷」「学」「地」「空」「海」
「産」「悠」「遊」「美」「神」「仏」「観」「農」

ラグジュアリーコーチ「LUXIES」〜6名様から8名様貸切プラン〜
南九州の観光資源,体験等セットプランです。

＊9名様以上の場合バス⾞両変更なります。

本企画は2021年10⽉01⽇現在の旅⾏企画提案モデルとなります。
今後、企画商品は適宜追加してまいります。

お客様ご利⽤期間でご利⽤施設対応により変更なる場合がございますので
其の都度、ご希望条件により正式な企画内容・旅⾏代⾦ご提⽰させていただきます。

1

私たちは持続可能な開発⽬標(SDGs)を⽀援しています

受注型企画旅⾏契約プラン





ゆったりの本⾰ビジネスシート搭載のLUXIES Coach(バス⾞両）でめぐる
価値共感極める16のコンセプト「麗」「癒」「健」「⾷」「学」「地」「空」
「海」「産」「悠」「遊」「美」「神」「仏」「観」「農」をテーマに、
共感できる仲間と価値ある上質な旅⾏企画商品に仕上げました。

■【重要】新型コロナウイルス感染予防に対する取り組みとお客様へのお願い
・本企画旅⾏は募集型旅⾏企画と異なり、受注型企画旅⾏契約による「お客様グループ（貸
切）」でのご利⽤になります。ご参加お客様の直前PCR検査やワクチン接種陰性証明など特段
求めることはございませんが、お客様グループにて参加者相互におけるご確認お願いします。

【当社におけるソーシャルディスタンスにおける対応について】
・観光バス⾞両乗⾞時における⼿指消毒やマスク着⽤の徹底をさせていただきます。⼜、必要に
応じ検温について、当該乗務員がお客様代表者様と協議の上、適宜実施させていただきます。
・観光バス⾞内⾛⾏中における空調循環型換気励⾏とバス待機中は乗務員が適宜、バス⾞両窓を
開放し換気ならびバス⾞内の消毒をさせていただきます。
＊弊社の観光バスソーシャルディスタンス取組について、ホームページにて動画をご覧ください。

■旅⾏代⾦に含まれるもの
・LUXIES Coach（貸切バス運賃）・宿泊代（基本2名1室利⽤）ほか⾏程に記載された⾷事代・
観光⼊場料・特別補償などが含まれます。
■追加料⾦について
・企画書に記載されていないものおよびお⾷事時の飲み物代や宿泊客室内および宿泊施設付帯設
備追加料⾦ほか個⼈的費⽤など追加料⾦実費となります。
■基本発着地
・⿅児島市・南九州市・指宿市・南さつま市・⽇置市基準となります。他エリア発着地の場合は、
バス運賃が追加になります。
■旅⾏企画商品の共通条件（受注型企画旅⾏契約）
（1）1グループ（6名様〜8名様）貸切企画商品です。
（2）LUXIES Coach（バス⾞両）装備について、ビジネスシート（USB付）8席＋標準業務席2
席の旅客定員となります。ボトルクーラｰ（冷蔵庫）、⾞両後部⼤容量のラゲージスペース（荷
物置き）装備しております。
（3）当該宿泊施設客室は基本2名1室となります。但し、宿泊ホテルにより1名1室の場合もござ
います。⾷事条件含めご利⽤設定内容は企画商品に明記しております。
（4）企画商品は基本、旅程管理者（添乗員）は同⾏いたしませんが、予め⾏程に順じLUXIES
ドライバーが運⾏案内させていただきます。尚、LUXIESドライバーは運⾏規程法令上、運⾏中
や観光地での観光案内などは致しかねます。旅程管理者（添乗員）またはバスガイド乗務同⾏ご
⽤命の際は別途追加料⾦が必要となります。
（5）旅⾏企画商品とは別⾏程のご要望、ならび宿泊・観光などご希望に応じて企画提案させて
いただきますので、お気軽に営業担当者へご相談ください。
（6）本企画は、旅⾏業法に基づき「受注型企画旅⾏契約」となります。お申込み後、ご旅⾏申
込書およびご旅⾏引受書など、書⾯による旅⾏契約締結をさせていただきます。

旅⾏企画実施：⿅児島県知事登録旅⾏業第2-175号
GSE corp.南薩観光株式会社
TEL0993-83-2275(代表）

https://www.club-t.com/sp/special/common/corona/


⿅児島のラグジュアリーなおもてなし
⼩回り利くゆったりシートのミニバスで

上質な移動空間を提供します。

10/8/21



〜⼈吉温泉あゆの⾥若⼥将とGSE CMO共同企画プラン〜
LUXIES Coachで⾏く、三⽇⽉盆地に構想された⾵⽔と祈りの浄化町
「⼈吉・球磨」と露天⾵呂付客室に泊まる「⼈吉温泉あゆの⾥」2⽇の
旅
【1⽇⽬】
08：00⿅児島中央駅⻄⼝ 出発 → ⿅児島IC/⼈吉IC →10：30 熊本県最古の⽊造建築。内部の阿弥陀三
尊像が美しい姿で⼈々を魅了し続けている。浄⼼寺（城泉寺）11：15→12:00相良村そば処⽥ぐち(ラン
チ：現地実費）13：10→13：30⼭の中の海軍の町 にしき ひみつ基地ミュージアム（地下⿂雷調整場ガイ
ド付き）14：30→15：00幽霊寺15:30→泊）あゆの⾥15:40  着後、＊住職コンビによる漫才法話（30分）
＊客室チェックイン16：30ごろ ＊⼣⾷は19:00〜ダイニングにて
＊客室は球磨川望む露天⾵呂付客室（ツインまたは和洋室）利⽤となります。
【2⽇⽬】ホテル屋上天空テラスで朝ヨガ体験（事前要予約）
朝⾷後、09：00→09：30⼈吉クラフトパーク（きじ馬・花手箱体験事前予約お1人1300円）10：30
→11:00鎌⽥醸造所（みぞ・しょうゆ蔵⾒学）11:30〜*⾏列のできるうなぎ屋（上村＆⽩⽯）（ランチ：
現地実費）*予約不可能のため並んでいただきます。13：15→13：20⻘井阿蘇神社・⼈吉温泉物産館
14:15→14:45新宮禅寺・禅カフェ15:45（実費）→⼈吉IC→⿅児島IC→⿅児島中央駅⻄⼝ 18:00ごろ

★参考旅⾏代⾦（お⼀⼈様代⾦）＊詳細内容は改めて契約書書⾯にて交付ご案内させていただきます。

写真はイメ-ジです。

参加⼈数 6名様 7名様 8名様

旅⾏代⾦の⼀例（2名〜3名1室後利⽤基準） 54,500 51,900 49,500
＊⼈吉観光復興割引 ▲5,000 ▲4,200 ▲3,750

実際のお⽀払額 （旅⾏代⾦−旅⾏代⾦割引額） 49,500 47,700 45,750

旅⾏企画実施：⿅児島県知事登録旅⾏業第2-175号
GSE corp.南薩観光株式会社

・⼈吉温泉あゆの⾥客室は露天⾵呂付ツインまたは和室タイプになります。2名〜3名1室利⽤お1⼈様
1泊2⾷（⼣⾷・朝⾷付き）お1⼈様33,150円で積算しております。

＊⼈吉観光復興割引は貸切バス利⽤補助⾦30,000円/台適⽤してます、割引予算額達成の場合予告なく
適⽤されません。

2021.10.01基準企画となります。



神舞い降りる、宮崎 ⾼千穂。太陽と神秘に包まれた天孫降臨の地

〜LUXIES Coachで⾏く、神都⾼千穂を感じる2⽇の旅
【1⽇⽬】

07：00⿅児島中央駅⻄⼝出発 → ⿅児島IC/財部IC・都城IC/ 北⽅IC 〜11:00⾼千穂峡(遊歩道散

策）千穂の家（昼⾷）13:00→13：30＊105mの鉄橋から⾒える壮⼤な景⾊！グランドス−パー

カートで30分の旅（あまてらす鉄道）14：00→14:15芸能と縁結びでご利益があるとされる荒⽴神

社14:45→15:00天岩⼾神社・天安河原16:15→16:30⾼千穂神社17:00 →泊）SOLEST HOTEL 

チェックイン（シングルまたはツイン）

＊⼣⾷はホテル内にて召し上がります。★夜神楽はコロナ禍影響で⾏っておりません。

【2⽇⽬】

早朝06：00 ミシュラン・グリ-ンガイド・ジャポンで⼀つ星獲得した標⾼513mの雲海の名所「*

国⾒が丘雲海⾒学」→07：20 ホテルにて朝⾷・休憩後09：30出発→09::40⾼千穂がまだせ市場

10:10→

11:00五ヶ瀬ワイナリー12:30（昼⾷：ブッフェ）→13:30通潤橋14:15→15:00松橋IC→17:00⿅児島

IC→⿅児島中央駅⻄⼝ 18:00ごろ

★参考旅⾏代⾦（お⼀⼈様代⾦）＊詳細内容は改めて契約書書⾯にて交付ご案内させていただきます。

写真はイメ-ジです。

参加⼈数 6名様 7名様 8名様

旅⾏代⾦の⼀例（2名〜3名1室後利⽤基準） 49,800 46,900 43,500

現在、割引制度がございません。

実際のお⽀払額 （旅⾏代⾦−旅⾏代⾦割引額） 49,800 46,900 43,500

旅⾏企画実施：⿅児島県知事登録旅⾏業第2-175号
GSE corp.南薩観光株式会社2021.10.01基準企画となります。



LUXIES Coachで⾏く、環霧島⼤⾃然で育まれた⾷の宝庫「みやこんじょ(都城）」⽥園
⾵景の中の隠れ家「⼼を描くイタリア料理 HOSHI NO SORA」極上のディナー堪能とパ
ワースポット巡り薩摩切⼦体験と福⼭⿊酢「桷志⽥」でウェルネスな２⽇間の旅

【5名〜8名貸切プラン：出発設定はお客様ご希望⽇】
【1⽇⽬】
09：00 ⿅児島中央駅⻄⼝ 出発 → ⿅児島IC/末吉財部IC → 10：20〜10：50 溝ノ⼝洞⽳ → 11：20〜
11：50 癒しの空間「関之尾滝」 → 12：30〜15：00 (昼⾷) KIRISHIMA WALK FACTORY ⾷後、⼯場
⾒学(60分） → 15：30〜16：10 都城島津邸 → 16：30 ホテルチェックイン（洋室/ツインまたはシング
ル）都城グリーンホテル⼜は同等ホテルクラス予定＊休憩＊18：00 ホテル出発 → 18：30〜21：00 「⼼
を描くイタリア料理 HOSHI NO SORA」にて極上のディナー → 21：30頃 ホテル 到着
＊ホテルから⼣⾷場所へはタクシー往復移動（実費）となります。
【2⽇⽬】
09：00 ホテル出発 → 9：30〜10：15 神秘的なパワー溢れる「東霧島神社（つまきりしまじんじゃ別
名：振り向かずの坂）」→ 10：40〜10：50 御池 → 12：00〜13：30 福⼭⿊酢「桷志⽥」ヘルシーラン
チ→ 14：15〜15：30 薩摩切⼦弟⼦丸「マイタンブラー」 (約8万円相当）カット体験 → 溝辺IC/⿅児島
IC → 16：45頃 ⿅児島中央駅 到着
＊薩摩切⼦体験で使⽤した上質な作業着は、お持ち帰りいただけます。 ＊約1ヶ⽉後、完成品をご⾃宅に送付いたします。

★参考旅⾏代⾦（お⼀⼈様代⾦）＊詳細内容は改めて契約書書⾯にて交付ご案内させていただきます。

イメージ：イタリア料理 リストランテHOSHI NO SORA

イメ-ジ：東霧島神社

イメ-ジ：薩摩切子弟子丸 イメ-ジ：福山黒酢「桷志田」

参加⼈数 6名様 7名様 8名様
旅⾏代⾦の⼀例 79,800 76,500 73,900

補助額（内訳）

旅⾏代⾦割引額
（GoToキャンペーン）
地域共通クーポン
旅⾏代⾦割引額

（都城ミートツーリズム）
実際のお⽀払額

（旅⾏代⾦−旅⾏代⾦割引額）
旅⾏企画実施：⿅児島県知事登録旅⾏業第2-175号 GSE corp.南薩観光株式会社

TEL0993-83-2275(代表）

★現在割引制度
再開されておりません。



LUXIES Coachで⾏く、近くながら知らなかった！
みやこんじょの魅⼒たっぷり体験・グルメ三昧企画2⽇の旅

【1⽇⽬】
08：00 ⿅児島中央駅⻄⼝ 出発 → ⿅児島IC/末吉財部IC → 10:00「ヒンメリ体験（北欧⽣まれの
ライ⻨茎装飾づくり体験）」11：30→12：00「⾃然薯カフェ（ランチ）」13：15→14:00関之尾の
滝＊在来種「みやだいず」味噌づくり体験15:15→ 15:45 ホテルチェックイン（洋室/ツインまた
はシングル）都城グリーンホテル＊16：15→フラワーアクセサリー体験とシェフ⾃慢のイタリア
ンディナ-（SLF)19:30
【2⽇⽬】
09：00 ホテル出発 →09:30 「東霧島神社（つまきりしまじんじゃ別名：振り向かずの坂）」
10:20→10:50都城島津邸11:30→ 12:00KIRISHIMA WALK FACTORY GARDEN(ランチ）
13:30~焼酎⼯場⾒学14:30→14:45農産物直売所「ATOM」（お買い物）15:15→
財部IC→⿅児島IC→⿅児島中央駅⻄⼝17:00ごろ

★参考旅⾏代⾦（お⼀⼈様代⾦）＊詳細内容は改めて契約書書⾯にて交付ご案内させていただきます。

イメージ：体験イメージ

イメ-ジ：東霧島神社

イメ-ジ：ディナー

参加⼈数 6名様 7名様 8名様

旅⾏代⾦の⼀例 56,900 53,500 49,900

補助額（内訳）

旅⾏代⾦割引額
（GoToキャンペーン）
地域共通クーポン
旅⾏代⾦割引額

（都城ミートツーリズム）
実際のお⽀払額

（旅⾏代⾦−旅⾏代⾦割引額）

旅⾏企画実施：⿅児島県知事登録旅⾏業第2-175号 GSE corp.南薩観光株式会社
TEL0993-83-2275(代表）

★現在割引制度
再開されておりません。



LUXIES Coachで⾏く、「みやこんじょ(都城）」の恵みたっぷり⽥園⾵景の中の隠
れ家「⼼を描くイタリア料理 HOSHI NO SORA」極上のディナー堪能と神聖なる
息吹感じるパワースポット巡る2⽇間の旅

【5名〜8名貸切プラン：出発設定はお客様ご希望⽇】
【1⽇⽬】
09：00⿅児島中央駅⻄⼝ → ⿅児島IC/末吉財部IC → 10：20〜10：50 溝ノ⼝洞⽳ 11：20〜11：50 癒しの空間
「関之尾滝」 12：30〜13：00 （昼⾷）⾃然薯カフェ→ 14：00〜14:20都城島津邸 15：00〜15：30 美⼈にな
れる？早⽔神社 → 15：50〜16：30 “2018年グッドデザイン賞受賞した「Mall mall（図書館）」⾒学 → 16：
45 ホテルチェックイン（洋室/ツインまたはシングル）都城グリーンホテル⼜は同等ホテルクラス予定＊休憩
＊ → 18：00 イタリア料理 HOSHI NO SORA」極上のディナー堪能ホテル出発 → 18：30〜21：00頃 ＊ホテ
ルから⼣⾷場所へはタクシー往復移動（実費）となります。
【2⽇⽬】
09：00 ホテル出発 → 9：30〜10：00 JA都城直売所ATOM（宮崎⽜・農産物お買い物）→ 11：00〜13：30(⼯
場⾒学・昼⾷） KIRISHIMA WALK FACTORY GARDEN(60分）→ 14：00〜14：40 神秘的なパワー溢れ
る「東霧島神社（つまきりしまじんじゃ別名：振り向かずの坂）」→ 15：10〜15：25 御池 → 溝辺IC/⿅児島
IC →⿅児島中央駅⻄⼝ 18：00頃

★参考旅⾏代⾦（お⼀⼈様代⾦）＊詳細内容は改めて契約書書⾯にて交付ご案内させていただきます。

イメ-ジ：東霧島神社イメ-ジ：自然薯カフェランチ

参加⼈数 6名様 7名様 8名様
旅⾏代⾦の⼀例 53,800 49,900 46,900

補助額（内訳）

旅⾏代⾦割引額
（GoToキャンペーン）

地域共通クーポン
旅⾏代⾦割引額

（都城ミートツーリズム）
実際のお⽀払額

（旅⾏代⾦−旅⾏代⾦割引額）

旅⾏企画実施：⿅児島県知事登録旅⾏業第2-175号
GSE corp.南薩観光株式会社

イメージ：イタリア料理 リストランテHOSHI NO SORA

★現在割引制度
再開されておりません。



LUXIES Coachで⾏く、ウェルネスな⼤隅「ボタニカルコス
メ体験」と⿅屋「匠な和の創作料理」2⽇間の旅
【1⽇⽬】
08:00 ⿅児島中央駅⻄⼝ → 桜島フェリ- →10：30 ボタニカル・ファクトリ−（オーガニック化粧⽔
等体験）11:30→12:00 南⼤隅町（昼⾷：実費）13:00→13:30 雄川の滝14:30→14:45諏訪神社15:10→
16:00久保醸造（しょうゆ蔵）16:20→16:30ホテルARU
MUKOまたはKOTOBUKI HOTEL
*ホテルチェックイン（シングルまたはツイン）
⼣⾷は「料亭きの屋」匠な和創作料理（飲み物含む）を嗜みます。
【2⽇⽬】
09:30ホテル出発 → 10：00 別名「⼩伊勢」と称されるパワースポット「吾平⼭上陵（あいらのやま
のうえのみささぎ）」11:00→12:00 ⿅屋市漁協直営「みなと⾷堂」(昼⾷：実費）13:30〜14:30 
福⼭⿊酢「桷志⽥」お買い物15:00 → 国分IC/⿅児島IC → ⿅児島中央駅⻄⼝16：30頃 到着

★参考旅⾏代⾦（お⼀⼈様代⾦）＊詳細内容は改めて契約書書⾯にて交付ご案内させていただきます。
写真はイメ-ジ

参加⼈数 6名様 7名様 8名様
旅⾏代⾦の⼀例 43,900 39,800 37,400

補助額（内訳） ⿅児島県今こそ割引！ ▲5,000 ▲5,000 ▲5,000

実際のお⽀払額
（旅⾏代⾦−旅⾏代⾦割引額） 38,900 34,800 32,900

旅⾏企画実施：⿅児島県知事登録旅⾏業第2-175号 GSE corp.南薩観光株式会社
TEL0993-83-2275(代表）


