
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

取消料
ご予約成立後、お客様のご都合でプランを解除される場合には、代金に対してお一人様に
つき次に定める取消料を申し受けます。

株式会社 薩摩川内市観光物産協会 本社営業所　 　　　　
鹿児島県知事登録旅行業　地域 -236
総合旅行業取扱管理者　白肌　聖子
 株式会社 薩摩川内市観光物産協会
〒895-0024 薩摩川内市鳥追町１－１
（TEL 0996-25-4700）
代表取締役　桑畑　昭彦
一般社団法人　全国旅行業協会　正会員
 《募集型企画旅行実施可能地域》
薩摩川内市／阿久根市／いちき串木野市／姶良市／鹿児島市／霧島市／薩摩郡さつま町／
日置市／出水市 
 〒895-0024 薩摩川内市鳥追町１－１（ＪＲ川内駅２階）
TEL：0996-25-4700 FAX：0996-25-4739

ご予約条件書（要約）お申し込みの際には必ず「当社取引条件書（全文）」を
お受け取りの上、充分にお読みください。

個人情報の取扱いについて

企画・実施

取消日 取消料
①14日目にあたる日以前の解除 無　料
②13日目にあたる日以降の解除 (③～⑥を除く ) 代金の 20％
③7日目にあたる日以降の解除 (④～⑥を除く ) 代金の 30％
④開始日の前日の解除 代金の 40％
⑤開始日の当日の解除 代金の 50％
⑥無連絡不参加または開始後の解除 代金の 100％

開
始
の
前
日
か
ら

起
算
し
て
さ
か
の
ぼ
っ
て

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅
行を取り扱う営業所での取引に関する責任
者です。この旅行契約に関して、担当者か
らの説明にご不明な点があれば、ご遠慮な
く取扱管理者にお訊ねください。

国産竹10%の紙を使用しています。

きゃんぱくは、全て予約制、先着順に受け付けます

● 各プランにより予約期限が異なりますので、ご確認の上、お申し込みく
ださい。

● 最少催行人員に達しない場合は、原則催行を中止します。また、天候等
により実施できないプランもありますので、あらかじめご了承ください。
中止の際は、実施者よりご連絡いたします。

● キャンセルについては取消料が発生する場合があります。詳細はチラシ
裏面の「ご予約条件書」をご一読いただき、必ず、事務局へお早めにご
連絡ください。

● 当日は、プラン開始10分前迄に各集合場所までお越しください。
● プラン掲載写真は、概ねイメージとなりますので実際と異なる場合が

ございます。
● プランは全て保険加入となっております。
● 参加料金のお支払いにつきましては当日会場でのご精算となります。
● 各プランについては、お客様のご都合により、一部利用されなくても

参加料金の払い戻しはいたしません。

事務局
予　約

平成29年

☎0996-23-9889
http://canpak.jpホームページ

予約受付スタートです。

●きゃんぱく事務局（薩摩川内市観光物産協会内）

きゃんぱく事務局（薩摩川内市観光物産協会内）
《TEL》 0996-23-9889　《WEB》 http://canpak.jp　《受付時間》 9：00～17:00（土日祝日は除く）
〒895-0024　鹿児島県薩摩川内市鳥追町1-1(JR川内駅２F)

※電話、ホームページにて申し込み可能です。
【受付時間】９:00～17:00（土日祝日は除く）
プラン番号、プラン名、参加者のお名前、連絡先電話番号などをお伝えください。

1月19日（木）9時より

※『きゃんぱく』とは、鹿児島弁で「いらっしゃいませ」という意味の「きやんせ」と「博覧会」を足した「薩摩川内スピリッツ・きやんせ博覧会」の愛称です。

お問い合わせ

●（株）薩摩川内市観光物産協会（以下「当社」といいます）は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、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お
客様がお申し込みいただいたプランにおいて提供するサービスの手配及びそれらサービス
の受領手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他⑴会社及び会社と提携す
る企業の商品やその他、キャンペーンのご案内。⑵参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
⑶アンケートのお願い。⑷特典サービスの提供。⑸統計資料の作成にお客様の個人情報を利
用させていただくことがございます。

●当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメー
ルアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当
社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それ
ぞれの企業案内、商品及び催し物内容などのご案内やご購入いただいた商品の発送などの
ために、これを利用させていただくことがございます。

ご予約条件書

お部屋もお庭も大変身！季節を感じる花々で自分だけの寄せ植えを作りませんか？

～季節を感じよう～春の寄せ植え体験

【集合場所】薩摩川内市スマートハウス
【所在地】平佐1-86
【定員】15名（最少催行人数5名）
【準備するもの】エプロン
【予約期限】3月13日（月）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

3月19日（日）
9：50（集合）～12：00（終了予定）

Date

Price 2,200円/1名

plan07

【講師】杉野園芸　杉野孝次さん

洗い上がりの肌に1枚の透明なベールがかかったような使い心地♪
防腐剤や添加物が入っていない自然素材100％のマルセイユ石けんを作ります。

手作り石けん教室～マルセイユ石けんを作ろう～

【集合場所】tamaniwa
【所在地】東開聞町15-27
【定員】６名（最少催行人数2名）
【準備するもの】ゴム手袋、エプロン、メガネ
（ゴーグル可能）、マスク、1ℓサイズの牛乳な
どの紙パック、1ℓの牛乳パックを横にして入
る程度の大きさの発砲スチロール箱、アロマ
オイル５～10ml（香りをつけたい方のみ）
【予約期限】3月２日（木）までに要予約
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

3月９日（木）
9：50（集合）～13：00（終了予定）

Date

Price 5,200円/1名

plan08

ソープクリエイター

中馬みち子さん
手作り石けん工房 Latte Angela

予約受付スタート

1/
thu

9:00～
19

Premium Plan
プレミアムプラン

楽しみな
がら

温泉ソム
リエに♨

季節を感
じる

自分だけ
の寄せ植

え作り

かわいく雑貨をデコレーション♡

地元のお母さんたちに教わる懐かしいお菓子づくり！

全８プラン！

2017 2.25.sat-3.19.sun



大人気の「温泉ソムリエ認定講座」が薩摩川内市初登場!!
難しい試験などなく、楽しい講座を受講するだけ!「温泉の知識」と「正しい入浴法」を身につけて、楽しみな
がら半日であなたも温泉ソムリエに♨　ランチとおやつも付いてとってもお得です♪

温泉ソムリエ認定講座in川内高城温泉

【集合場所】竹屋旅館
【所在地】湯田町6483
【定員】20名（最少催行人数3名）
【予約期限】2月20日（月）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

2月26日（日）
9：50（集合）～15：00（終了予定）

Date Price 23,760円/1名
※テキスト、昼食、おやつ代含む

 9：50
10：00
12：00

14：30
15：00

竹屋旅館 集合・受付
講座（午前の部）
昼食
講座（午後の部）
認定式
解散予定

plan 01

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。食事内容は変更となる場合がございます。

雑貨をデコレーションする最新のカスタマイズDIY♪好きな柄を好きなところに簡単に貼れ、
初めてでもあっという間に作れちゃいます。

簡単かわいい♡初めての「ジュタドール」教室

【集合場所】tamaniwa
【所在地】東開聞町15-27
【定員】10名（最少催行人数5名）
【準備するもの】手ぶらでOK
【予約期限】2月22日（水）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

2月25日（土）
9：50（集合）～12：00（終了予定）

Date

Price 1,800円/1名

plan04

春の自然を満喫しませんか？竹筒で炊いたご飯は絶品！散策ではタケノコ掘りも体験。掘っ
たタケノコはお持ち帰りいただけます♪

デイキャンプ～春編～

【集合場所】芳工房
【所在地】湯島町2636
【定員】15名（最少催行人数10名）
【予約期限】3月15日（水）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

3月18日（土）
9：50（集合）～15：00（終了予定）

Date

Price 大人1,500円/1名
小人    750円/1名

plan05

※写真はイメージです。

「げたんは」や「ふくれがし」の郷土菓子数種類を地元のお母さんたちが伝授し
てくれます。心温まる、懐かしいお菓子を一緒に作りませんか？

薩摩のお母さん直伝！～郷土菓子作り～

【集合場所】ひだまり
【所在地】永利町4953-8

　（シリウス製作所より約1.5km）
【定員】15名（最少催行人数3名）
【予約期限】2月27日（月）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

3月４日（土）
9：50（集合）～12：00（終了予定）

Date

Price 600円/1名

plan06

1972年鹿児島市生まれ。自他共に認める「まち
歩き」のプロ。NPO法人まちづくり地域フォーラ
ム・かごしま探検の会代表理事。自身幼少の頃か
ら温泉に親しんでおり、その土地の温泉に浸る
のが楽しみ。

schedule

国指定重要文化財『旧増田家住宅』で和の雰囲気に包まれながら、自分で打った出来立てのお蕎麦をその場で味わう、特別な『そば打ち体
験』をしませんか♪地元のお母さんたち手作りの田舎料理にも舌鼓♪武家屋敷群も散策しながら春の入来を思いっきり体感しましょう！

第2弾 旧増田家住宅de特別な『そば打ち体験』＆
ここでしか味わえない田舎料理を満喫♪

【集合場所】旧増田家住宅
【所在地】入来町浦之名77
（※駐車場は入来支所下をご利用ください）
【定員】20名（最少催行人数10名）
【準備するもの】エプロン、三角巾、動きやすい服装
【予約期限】3月3日（金）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

3月11日（土）
9：50（集合）～13：00（終了予定）

Date Price 1,800円/1名
※そば材料、昼食、ガイド代込み

  9：50
10：00
11：15
11：20
12：00
13：00

旧増田家住宅集合・受付
そば打ち体験
体験終了
入来麓武家屋敷群散策
旧増田家住宅にて昼食（そば・田舎料理）
解散予定

plan02

schedule

東川先生と行く、川内のまち歩き第2弾。今回も行先はシークレット。
西郷さんにまつわる話など、今話題の歴史に触れることが出来るかも!?
最後は、「駅市－薩摩川内－」でのお買い物お楽しみいただけます♪

第2弾クイズでポン!!川内ぶらぶら町なか散歩

【集合場所】「駅市-薩摩川内-」入口前（JR川内駅西口1階）
【所在地】鳥追町1-1（JR川内駅西口駅前）
【会場】川内市街地周辺
【定員】30名（最少催行人数15名）
【準備するもの】動きやすい服装、飲み物
【予約期限】3月9日（木）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

3月12日（日）
9：50（集合）～12：00（終了予定）

Date Price 1,000円/1名
※さつま揚げ試食付き

  9：50
10：00

11：30
12：00

川内駅集合・受付
川内市街地周辺散策
(どこに行くかはヒミツ)
駅市-薩摩川内-（お買い物、さつま揚げ試食）
解散予定

plan03

schedule

登校（9:50）
1時間目
2時間目
お昼休み
3時間目
下校（15：00）

集合・受付
器を作ろう（竹で器をつくります）
ご飯を炊こう（竹筒でごはんを炊きます）
自然に囲まれてランチ♪
散策（タケノコ掘り）
解散予定

schedule

※写真はイメージです。

住所：〒895-0051 鹿児島県薩摩川内市東開聞町15-27　
TEL： 0996-29-5250　FAX： 0996-24-3511
営業時間：10:00～22:00 (年中無休)　

大空間のフリースペースと料理とお酒を楽しむキッチン&ダイニング、雑貨・
アクセサリーのハンドメイドが楽しめるクラフトスペースを備えたレンタルスペースです。

かごしま探検の会
東川隆太郎さん

ジュタドールスキルマスター
宮内真喜子さん

講師
寺田 芳照さん（芳工房）

講師

http://tamaniwa.in

「LINE公式アカウント」で
「tamaniwa」と検索！

西日本初の温泉ソムリエ協会師範（四つ星温泉ソ
ムリエ）、温泉入浴指導員、高齢者入浴アドバイ
ザー、温泉保養士などの資格を持つ。県内1000ヶ
所以上の温泉を訪問し、自身のHPで紹介。TV、ラジ
オ、情報誌でも鹿児島温泉の魅力を伝えている。

講師

六三四さん

四つ星温泉ソムリエ
む さ し



※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

取消料
ご予約成立後、お客様のご都合でプランを解除される場合には、代金に対してお一人様に
つき次に定める取消料を申し受けます。

株式会社 薩摩川内市観光物産協会 本社営業所　 　　　　
鹿児島県知事登録旅行業　地域 -236
総合旅行業取扱管理者　白肌　聖子
 株式会社 薩摩川内市観光物産協会
〒895-0024 薩摩川内市鳥追町１－１
（TEL 0996-25-4700）
代表取締役　桑畑　昭彦
一般社団法人　全国旅行業協会　正会員
 《募集型企画旅行実施可能地域》
薩摩川内市／阿久根市／いちき串木野市／姶良市／鹿児島市／霧島市／薩摩郡さつま町／
日置市／出水市 
 〒895-0024 薩摩川内市鳥追町１－１（ＪＲ川内駅２階）
TEL：0996-25-4700 FAX：0996-25-4739

ご予約条件書（要約）お申し込みの際には必ず「当社取引条件書（全文）」を
お受け取りの上、充分にお読みください。

個人情報の取扱いについて

企画・実施

取消日 取消料
①14日目にあたる日以前の解除 無　料
②13日目にあたる日以降の解除 (③～⑥を除く ) 代金の 20％
③7日目にあたる日以降の解除 (④～⑥を除く ) 代金の 30％
④開始日の前日の解除 代金の 40％
⑤開始日の当日の解除 代金の 50％
⑥無連絡不参加または開始後の解除 代金の 100％

開
始
の
前
日
か
ら

起
算
し
て
さ
か
の
ぼ
っ
て

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅
行を取り扱う営業所での取引に関する責任
者です。この旅行契約に関して、担当者か
らの説明にご不明な点があれば、ご遠慮な
く取扱管理者にお訊ねください。

国産竹10%の紙を使用しています。

きゃんぱくは、全て予約制、先着順に受け付けます

● 各プランにより予約期限が異なりますので、ご確認の上、お申し込みく
ださい。

● 最少催行人員に達しない場合は、原則催行を中止します。また、天候等
により実施できないプランもありますので、あらかじめご了承ください。
中止の際は、実施者よりご連絡いたします。

● キャンセルについては取消料が発生する場合があります。詳細はチラシ
裏面の「ご予約条件書」をご一読いただき、必ず、事務局へお早めにご
連絡ください。

● 当日は、プラン開始10分前迄に各集合場所までお越しください。
● プラン掲載写真は、概ねイメージとなりますので実際と異なる場合が

ございます。
● プランは全て保険加入となっております。
● 参加料金のお支払いにつきましては当日会場でのご精算となります。
● 各プランについては、お客様のご都合により、一部利用されなくても

参加料金の払い戻しはいたしません。

事務局
予　約

平成29年

☎0996-23-9889
http://canpak.jpホームページ

予約受付スタートです。

●きゃんぱく事務局（薩摩川内市観光物産協会内）

きゃんぱく事務局（薩摩川内市観光物産協会内）
《TEL》 0996-23-9889　《WEB》 http://canpak.jp　《受付時間》 9：00～17:00（土日祝日は除く）
〒895-0024　鹿児島県薩摩川内市鳥追町1-1(JR川内駅２F)

※電話、ホームページにて申し込み可能です。
【受付時間】９:00～17:00（土日祝日は除く）
プラン番号、プラン名、参加者のお名前、連絡先電話番号などをお伝えください。

1月19日（木）9時より

※『きゃんぱく』とは、鹿児島弁で「いらっしゃいませ」という意味の「きやんせ」と「博覧会」を足した「薩摩川内スピリッツ・きやんせ博覧会」の愛称です。

お問い合わせ

●（株）薩摩川内市観光物産協会（以下「当社」といいます）は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、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お
客様がお申し込みいただいたプランにおいて提供するサービスの手配及びそれらサービス
の受領手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他⑴会社及び会社と提携す
る企業の商品やその他、キャンペーンのご案内。⑵参加後のご意見やご感想の提供のお願い。
⑶アンケートのお願い。⑷特典サービスの提供。⑸統計資料の作成にお客様の個人情報を利
用させていただくことがございます。

●当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメー
ルアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当
社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それ
ぞれの企業案内、商品及び催し物内容などのご案内やご購入いただいた商品の発送などの
ために、これを利用させていただくことがございます。

ご予約条件書

お部屋もお庭も大変身！季節を感じる花々で自分だけの寄せ植えを作りませんか？

～季節を感じよう～春の寄せ植え体験

【集合場所】薩摩川内市スマートハウス
【所在地】平佐1-86
【定員】15名（最少催行人数5名）
【準備するもの】エプロン
【予約期限】3月13日（月）までに要予約　
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

3月19日（日）
9：50（集合）～12：00（終了予定）

Date

Price 2,200円/1名

plan07

【講師】杉野園芸　杉野孝次さん

洗い上がりの肌に1枚の透明なベールがかかったような使い心地♪
防腐剤や添加物が入っていない自然素材100％のマルセイユ石けんを作ります。

手作り石けん教室～マルセイユ石けんを作ろう～

【集合場所】tamaniwa
【所在地】東開聞町15-27
【定員】６名（最少催行人数2名）
【準備するもの】ゴム手袋、エプロン、メガネ
（ゴーグル可能）、マスク、1ℓサイズの牛乳な
どの紙パック、1ℓの牛乳パックを横にして入
る程度の大きさの発砲スチロール箱、アロマ
オイル５～10ml（香りをつけたい方のみ）
【予約期限】3月２日（木）までに要予約
【予約先】0996-23-9889（きゃんぱく事務局）

3月９日（木）
9：50（集合）～13：00（終了予定）

Date

Price 5,200円/1名

plan08

ソープクリエイター

中馬みち子さん
手作り石けん工房 Latte Angela

予約受付スタート

1/
thu

9:00～
19

Premium Plan
プレミアムプラン

楽しみな
がら

温泉ソム
リエに♨

季節を感
じる

自分だけ
の寄せ植

え作り

かわいく雑貨をデコレーション♡

地元のお母さんたちに教わる懐かしいお菓子づくり！

全８プラン！

2017 2.25.sat-3.19.sun


