
3/28（水）
ＪＲ津田沼 6:00発 高速ﾊﾞｽ

羽田空港 7:05着
7:35発 ＪＡＬ1841

大村空港 9:35着
10:05 ﾚﾝﾀｶｰ配車 ﾏﾂﾀﾞﾚﾝﾀｶｰ長崎空港ｶｳﾝﾀｰ 29335K

10:10発 (9.5ｋ) 38号(3ｋ) 34号(6.5ｋ)

大村公園 10:20着 大村公園 大村城 大村神社のｵｵﾑﾗｻﾞｸﾗ
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｵｵﾑﾗｻﾞｸﾗ,ﾔｴｻﾞｸﾗ　 （10:20-10:50）
長崎県大村市玖島1-45 0957-52-3605　 

10:50発 （48.5ｋ)内高速13.5ｋ 34号(6.5ｋ) 444号(2.0ｋ) 大村ＩＣ
長崎自動車道(13.5ｋ) 東そのぎＩＣ 205号(20.5ｋ) 針尾橋(6ｋ)

ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 西海ﾊﾟｰﾙﾗｲﾝ 針尾ＩＣ 202号

西海橋 11:55着 西海橋公園
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ　 （12:00-12:30）
長崎県佐世保市針尾東町2678 0956-58-5050　 

昼食 （12:20-13:30）
13:35発 （33ｋ)

202号(11.5ｋ) 35号(18ｋ) 伊万里入口 35号(3.5ｋ) 有田

有田市 14:30着 九州陶磁器館 （14:30-14:50）
14:50発 （16ｋ)

35号(3.5ｋ) 202号(9.5ｋ) 二里大橋 204号(3ｋ) 東山代

伊万里市 15:00着 明星桜
一本桜　エドﾋｶﾞﾝｻﾞｸﾗ　 （15:00-15:30）
伊万里市東山代町浦川内 0955-23-2110

15:30発 （19ｋ) 204号(3ｋ) 二里大橋 202号(9.5ｋ)
26号(1.5ｋ) 251号(5ｋ)

16:00着 大川内山 （16:00-16:30）
16:30発 （38ｋ) 251号(5ｋ) 26号(1.5ｋ) 202号(22.5ｋ)

唐津ﾊﾞｲﾊﾟｽ202号(6ｋ) 鏡山入口道(3ｋ)

唐津市 17:20:着 鏡山公園
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ （17:20-18:00）

佐賀県唐津市鏡 0955-72-9127　 
【駐車場】有(無料,200台)

18:00発 （7ｋ) 鏡山入口道(3ｋ)鏡山入口(1ｋ) 唐津街道(3ｋ) 浜玉市街

18:20着 旅館魚半 魚半別館　モーラー邸 TEL：0955-56-6234
夕食 （19:00-20:30） 唐津市浜玉町浜崎1669-55　虹ノ松原海岸

１人15,000円　２食

20:30発 （7ｋ) 唐津街道(7ｋ)
唐津城

夜桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ　 （20:40-20:55）
佐賀県唐津市東城内8-1 0955-72-5697　 
【夜間鑑賞】可(桜のﾗｲﾄｱｯﾌﾟは22:00まで,天守閣のﾗｲﾄｱｯﾌﾟは22:30まで
【駐車場】有(\100/1時間,180台) 

21:00発 （7ｋ) 唐津街道(7ｋ)
21:10着 旅館魚半 194K

九州桜めぐり行程（2007/03/28-4/3）



九州桜めぐり行程（2007/03/28-4/3）

3/29（木）
唐津市 旅館魚半 朝食 （7:30-8:00） 29494K

9:00発 （31.5ｋ)
唐津街道(3ｋ) 鏡山入口(1ｋ) 202号(6ｋ) 河原橋

203号(18ｋ) 多久 24号(3ｋ) 専称寺 西渓中(0.5ｋ)

多久市 9:55着 西渓園 桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ　 （9:55-10:10）
佐賀県多久市多久町1975-1 0952-75-4827　 

10:10発 （11.5ｋ) 西渓中(0.5ｋ) 専称寺 25号(5ｋ) 203号(6ｋ)

小城町 10:30着 小城公園 桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ （10:30-11:00）
佐賀県小城市小城町185 0952-73-8813　 

11:00発 （11ｋ) 203号(4.5ｋ) 34号(5.5ｋ) 佐賀短大 (1ｋ)

佐賀市 11:25着 神野公園 桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ （11:25-11:40）
佐賀県佐賀市神園4 0952-40-7162　 

11:40発 （11ｋ) 34号(2ｋ) 263号(7ｋ) 佐賀大和 263号(2ｋ)
12:00着 川上峡温泉

日帰入浴 （12:00-12:30）
昼食 （12:30-13:30）

14:05発 （8ｋ) 263号(2ｋ) 31号(3.5ｋ) 51号(2.5ｋ)

14:20着 金立公園 桜 （14:25-14:35）
14:35発 （11.5ｋ) 51号(2.5ｋ) 31号(.7ｋ) 21号(.2ｋ)

東背振 15:00着 宝珠寺のヒメしだれ一本桜　ﾋﾒｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ （15:00-15:10）
佐賀県神崎市神崎町的908 0952-44-2152　 

15:10発 （7ｋ) 21号(.5ｋ) 31号(.2ｋ)

15:20着 吉野ヶ里遺跡 （15:20-15:40）
（6ｋ) 385号(2.5ｋ) 31号(.3.5ｋ)

中原町 16:00着 綾部宮山 桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ （16:00-16:15）
佐賀県三養基郡みやき町綾部 0942-94-5721

16:15発 （47ｋ) 31号(8ｋ) 国泰寺ＩＣ 鳥栖筑紫野道路(12ｋ)
31号(12ｋ) 49号(10ｋ) 東油山(5ｋ) 中央展望台

17:50着 油山市民の森 入園時間オーバー
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ﾔｴｻﾞｸﾗ　 （17:50-17:50）
福岡県福岡市南区大字桧原855-4092-871-6969　 

17:50発 （12.2ｋ)
中央展望台 東油山(5ｋ) 堤 557号(4ｋ) 別府橋
202号(2.5ｋ) 天神西 渡辺通号(0.5ｋ) 天神北 (0.2ｋ)

福岡市 19:20着 ｱｰｸﾎﾃﾙ博多ﾛｲﾔﾙ 福岡市中央区天神３－１３－２０
19:30発 ﾀｸｼｰ(2.5ｋ) TEL：０９２－７２４－２２２２
19:35着 西公園

夜桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾖｳｺｳｻﾞｸﾗ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ　 （19:35-19:55）
福岡県福岡市中央区西公園 092-741-2004　 

19:55発 ﾀｸｼｰ(1.5ｋ)
20:00着 舞鶴公園(福岡城) 夜桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ （20:00-20:10）

福岡県福岡市中央区城内 092-781-2153　 
20:10発 ﾀｸｼｰ(2ｋ)

夕食 （20:15-22:00）
22:00着 ｱｰｸﾎﾃﾙ博多ﾛｲﾔﾙ朝食のみ　１人xx,000円 175K



九州桜めぐり行程（2007/03/28-4/3）

3/30（金）
福岡市 ｱｰｸﾎﾃﾙ博多ﾛｲﾔﾙ 29669K

朝食 （7:30-8:00）
8:25発 (12.5ｋ) 天神北 渡辺通号(0.5ｋ) 天神

202号(2.5ｋ) 557号(4.5ｋ) 東油山(5ｋ) 中央展望台
9:20着 油山市民の森

桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ﾔｴｻﾞｸﾗ　 （9:20-9:50）
福岡県福岡市南区大字桧原855-4092-871-6969　 

9:50発 （47.9ｋ)内高速39.9ｋ
中央展望台 東油山(5ｋ) 堤

福岡都市高速5号(8ｋ) 福岡都市高速2号(5ｋ) 大宰府ＩＣ
九州自動車道(16ｋ) 鳥栖ＪＣ 大分自動車道(10.9ｋ) 甘木ＩＣ

322号(3ｋ)

甘木市 10:30着 甘木公園(丸山公園)
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔｴ、ﾔﾏ （10:30-11:00）
福岡県朝倉市菩提寺７９他 0946-24-6758

11:00発 （6.5ｋ) 322号(6.5ｋ)

朝倉市 11:30着 秋月杉の馬場通り
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ （11:30-12:00）

福岡県朝倉市秋月野鳥 0946-24-6758　 
12:00発 （41.6ｋ)内高速30.6ｋ

322号(6.5ｋ) 甘木ＩＣ 大分自動車道(30.6ｋ)
日田ＩＣ 212号(4ｋ) 本町 xxx号(0.5ｋ)

日田市 12:50着 日田温泉
日帰入浴 （13:15-14:00）

昼食 （14:00-14:30）
14:30発 （0.5ｋ) xxx号(0.5ｋ)

14:35着 亀山公園
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ （14:35-15:00）

大分県日田市中ノ島町 0973-23-3111　 
15:00発 （5ｋ)

xxx号(0.5ｋ) 212号(1ｋ) 386号(2ｋ) xxx号(1.5ｋ)

15:15着 萩尾公園
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔｴ （15:15-15:30）
大分県日田市君迫町1335-1 0973-23-3111

15:30発 （76.4ｋ)内高速70.4ｋ
xxx号(1ｋ) xxx号(2ｋ) 212号(1ｋ) 日田ＩＣ

大分自動車道(63.2ｋ) 日出ＪＣ 東九州自動車道(7.2ｋ)
別府ＩＣ 52号(2ｋ)

別府市 17:00着 おやど湯の丘 別府温泉 おやど湯の丘 １人13,800円　２食
夕食 （18:30-21:00）別府市小倉4-1

Tel：0977-21-2414 188K



九州桜めぐり行程（2007/03/28-4/3）

3/31（土）
別府市 おやど湯の丘 29857K

朝食 （8:00-8:30）
8:45発 （59.2ｋ)内高速19.2ｋ

52号(2ｋ) 別府ＩＣ 東九州自動車道(19.2ｋ) 大分光吉ＩＣ
210号(2.5ｋ) 442号(28.5ｋ) 57号(6ｋ) 豊後竹田駅(1ｋ)

大分市 9:15着 一心寺 つぼみの為、パス
桜　ﾎﾞﾀﾝｻﾞｸﾗ,ﾁｮｳﾁﾝｻﾞｸﾗ,ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｳｺﾝｻﾞｸﾗ　 4月中旬
大分県大分市廻栖野1305 097-541-3029　

竹田市 10:30着 岡城址
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ （10:30-11:20）
大分県竹田市竹田 0974-63-1541　 

11:20発 （45.5ｋ)
57号(28.5ｋ) 坂梨 265号(13.5ｋ) xxx号(3.5ｋ)

高森町 12:30着 鍋の平の山桜 つぼみ
桜　ﾔﾏｻﾞｸﾗ 4月中旬 （12:30-12:45）

熊本県阿蘇郡高森町大字上色見鍋の平キュンプ場 0967-62-1111
12:45発 （27ｋ) xxx号(3.5ｋ) 265号(23.5ｋ)

13:10着 高森峠の千本桜
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔﾏ （13:10-13:30）
熊本県阿蘇郡高森町大字高森高森峠 0967-62-1111

13:30発 （12.5ｋ) xxx号(3.5ｋ) 325号(9ｋ)

白水町 13:45着 白水温泉ｾﾝﾀ
日帰入浴 （13:45-14:20）

昼食 （14:20-15:00）
15:00発 （2ｋ) 325号(1ｋ) xxx号(1ｋ)

15:10着 一心行の大桜
桜　ﾔﾏｻﾞｸﾗ （15:10-15:30）

熊本県阿蘇郡南阿蘇村中松 0967-67-1111　 
15:30発 （7ｋ) 325号(7ｋ)

15:40着 栃木温泉ウィナス
日帰入浴 （15:40-17:10）

17:10発 （32ｋ)
325号(1.5ｋ) 57号(25.5ｋ) 西原 57号(1ｋ)

産業道路(3.5ｋ) 本荘五丁目交差点 266号(1ｋ)

熊本市 19:10着 ﾚﾝﾀｶｰ乗捨て ﾏﾂﾀﾞﾚﾝﾀｶｰ熊本辛島町店 19:00迄に返却する
市電

19:45着 熊本ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 熊本市城東町4-2 096-326-3311 30061K
20:15発 徒歩 204K
20:20着 熊本城 夜間入園時間オーバー

夜桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ﾋｺﾞｻﾞｸﾗ　 （20:20-20:20）
熊本県熊本市本丸1-1 096-352-5900　 
【夜間鑑賞】 可(開花期間中(3月下旬-4月上旬)は21:00まで)

タクシー
夕食 （20:30-21:30）
徒歩

22:00着 熊本ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ １人xx,xxx+5,000円　朝食のみ



九州桜めぐり行程（2007/03/28-4/3）

4/1（日）
熊本市 熊本ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ

朝食 （7:30-8:00）
8:25発 徒歩

8:30着 熊本城
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔﾏｻﾞｸﾗ,ﾋｺﾞｻﾞｸﾗ　 （8:30-9:00）

9:00発 市電

9:30着 ﾚﾝﾀｶｰ配車 ﾏﾂﾀﾞﾚﾝﾀｶｰ熊本辛島町店 2227K
9:40発 （118.9ｋ)内高速68.9ｋ

266号(12ｋ) 御船ＩＣ 九州自動車道(68.9ｋ)
人吉ＩＣ 219号(28ｋ) 388号(11ｋ)

水上村 12:00着 湯山温泉元湯
日帰入浴 （12:00-12:40）

昼食 （12:40-13:20）
13:20発 （2ｋ) 388号(2ｋ)

13:25着 桜図鑑園
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔｴ、ｼﾀﾞﾚ （13:25-13:50）
熊本県球磨郡水上村湯山133-1

13:50発 （2ｋ) 388号(2ｋ) 0966-44-0312 

14:00着 市房ﾀﾞﾑ
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｶﾝｻﾞﾝ,ｼｮｳｹﾞﾂ,ｳｺﾝｻﾞｸﾗ,ｱﾏﾉｶﾞﾜ　 （14:00-14:30）
熊本県球磨郡水上村湯山 0966-44-0312　 

14:30発 （88.5ｋ) 388号(10ｋ) 219号(28ｋ)
267号(33.5ｋ) 大口市 267号(4ｋ) xxx号(2ｋ)

大口市 16:30着 曽木公園、曽木の滝
桜 （16:30-16:50）

16:50発 （6ｋ) xxx号(2ｋ) 267号(4ｋ)

17:30着 大口ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ 鹿児島県大口市里４７９－１
0995-22-7211 １人12,000円　朝食のみ

18:30発 （3.5ｋ) xxx号(3.5ｋ)

18:50着 忠元公園
夜桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ （18:50-19:10）
鹿児島県大口市原田 0995-22-1111　 
忠元公園桜まつり(3/31,4/1) 

19:10発 （3.5ｋ) xxx号(3.5ｋ)

19:30着 夕食 （19:30-21:30）
21:30着 大口ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ 226K



九州桜めぐり行程（2007/03/28-4/3）

4/2（月）
大口市 大口ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ 2453K

朝食 （8:00-8:30）
8:30発 （111.9ｋ)内高速84.4ｋ

447号(29ｋ) えびのＩＣ 九州自動車道(2ｋ)
えびのＪＣ 宮崎自動車道(74.3ｋ) 清武ＪＣ

東九州自動車道(10.1ｋ) 宮崎西ＩＣ 10号(6ｋ) 内山

高岡町 10:20着 天ヶ城公園
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔﾏｻﾞｸﾗ （10:20-10:50）
宮崎県宮崎市高岡町内山 0985-82-1111

10:50発 （18ｋ) 内山 10号(3ｋ) 358号(6ｋ) 26号(9ｋ)

綾町 11:20着 綾の照葉大吊橋周辺 （11:20-11:30）
桜　ﾔﾏｻﾞｸﾗ 終わり、葉桜 0985-77-2055 綾の照葉大吊橋 
宮崎県東諸県郡綾町南俣大口5691-1ほか

11:30発 （8ｋ) 26号(7ｋ) 四枝 xxx号(1ｋ)

11:45着 綾馬事公苑 桜　 （11:45-12:10）
宮崎県東諸県郡綾町北俣2647 0985-77-0964 綾馬事公苑

12:10発 （1ｋ) xxx号(1ｋ)

12:15着 綾城 （12:15-12:25）
12:25発 （1ｋ) xxx号(1ｋ)

12:30着 昼食 （12:30-13:35）
酒泉の杜

13:35発 （26ｋ) 358号(5ｋ) 268号(1ｋ) 浦之名 10号(20ｋ)

高城町 14:20着 観音池公園
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔｴ （14:20-14:45）
宮崎県都城市高城町石山4120 0986-58-6139 観音池公園案内所

14:45発 （22ｋ)
10号(13.5ｋ) 都城 12号(7.5ｋ) 下川崎 xx号(2ｋ)

都城市 15:20着 母智丘公園
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ﾔｴｻﾞｸﾗ　 （15:20-15:55）
宮崎県都城市横市町 0986-23-2615　 

15:55発 （7ｋ) xxx号(3ｋ) 財部 xxx号(4ｋ)

16:10着 関の尾公園
関の尾の甌穴、関の尾の滝 （16:10-16:25）

16:25発 （43ｋ)
xxx号(3ｋ) 財部 2号(35ｋ) 223号(5ｋ)

妙見温泉 17:15着 おりはし旅館
鹿児島県姶良郡牧園町下中津川2234

夕食 （18:00-20:00） 0995-77-2104 261K



九州桜めぐり行程（2007/03/28-4/3）

4/3（火）
妙見温泉 おりはし旅館 2712K

朝食 （8:00-8:30）
9:00発 （5.5ｋ) 223号(4ｋ) 56号(1.5ｋ)

霧島市 9:10着 嘉例川駅
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔﾏ、ｷﾞｮｲｺｳ （9:10-9:20）

9:20発 （4ｋ) 56号(2ｋ) 504号(2ｋ)

9:30着 溝辺上床公園
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔﾏ、ｷﾞｮｲｺｳ （9:30-9:45）
鹿児島県霧島市溝辺町麓3391 0995-58-3191 霧島市教育委員会

9:45発 （10.5ｋ) 55号(8.5ｋ) 二石田 50号(2ｋ)

横川町 9:55着 丸岡公園
桜　ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ,ｿﾒｲﾖｼﾉ　 （9:55-10:20）
鹿児島県霧島市横川町上ﾉ 3201 0995-72-1362　 

10:20発 （51.3ｋ)内高速38.8ｋ
50号(2ｋ) 二石田 55号(0.5ｋ) 横川ＩＣ

九州自動車道(38.8ｋ) 薩摩吉田ＩＣ 16号(8ｋ) 10号(2ｋ)

鹿児島市 11:05着 吉野公園 099-243-0155管理事務所
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔﾏ、ｷﾞｮｲｺｳ （11:05-11:30）
鹿児島県鹿児島市吉野町7955 九州道薩摩吉田ICから約30分

11:30発 （8ｋ)

11:45着 仙厳園(磯庭園) 桜なし 099-247-1551
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔﾏ、ｷﾞｮｲｺｳ （11:50-12:20）
鹿児島県吉野町9700-1 九州道鹿児島北ICから国道3号経由約30分

昼食 （12:20-13:20）
13:25発 （8ｋ)

13:40着 磯山公園 099-243-0155管理事務所
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ、ﾔﾏ、ｷﾞｮｲｺｳ （13:40-14:00）
鹿児島県鹿児島市吉野町7955 九州道薩摩吉田ICから約30分

14:05発 （40.3ｋ)内高速27.3ｋ
xxx号(2ｋ) 16号(8ｋ) 薩摩吉田ＩＣ 九州自動車道(17.3ｋ)
加治木ＩＣ 隼人道(6ｋ) 東九州自動車道(4.8ｋ) 国分ＩＣ
xxx号(3ｋ)

国分市 15:00着 城山公園
桜　ｿﾒｲﾖｼﾉ,ｻﾄｻﾞｸﾗ　 （15:00-15:25）
鹿児島県霧島市国分上小川3819 0995-46-1561　 

15:30発 （4.5ｋ)
xxx号(1.5ｋ) 国分 xxx号(3ｋ) 日当山

霧島市 16:00着 日当山温泉 鹿児島県霧島市隼人町東郷（天降川河川敷）
日帰入浴 （16:00-17:20）

17:20発 （8ｋ) 223号(1.5ｋ) 504号(6.5ｋ)

鹿児島空港 17:30着 ﾚﾝﾀｶｰ乗捨て ﾏﾂﾀﾞﾚﾝﾀｶｰ鹿児島空港店 18:10迄に返却する
夕食 （18:15-19:00） 140K

19:55発 ＪＡＬ1878

羽田空港 21:20着
21:45発 高速ﾊﾞｽ

ＪＲ津田沼 22:45着


