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2 萩・石見空港までは「便利な送迎バスプラン（注1）（詳細下部参照）」をご用意しています！

4 昼食・夕食共に地元の名産品を用いた料理をご堪能いただけます！
5 スタンダード、デラックス、ラグジュアリーの３タイプからお好きなホテルをお選びいただけます！すべてのプランともに２泊とも２名一室利用。

1 地元萩・石見空港からＦＤＡ直行チャーター便でらくらくひとっ飛び！ 約１時間２０分で種子島へ！

3 ベストシーズンの種子島・屋久島を３日間で巡ります。

旅行代金 （大人お1人様2名様1室利用、萩・石見空港起点、税込）

募集人員 80名様（最少催行人員60名様）
※各ホテルプランの合計募集人員が80名となります。

申込締切日 令和元年9月20日㈮（ただし、満席になり次第締め切ります）
申込金 30,000円（旅行代金に充当します）
添乗員 萩・石見空港より同行し旅程管理業務を行います。

利用航空会社 フジドリームエアラインズ（FDA）チャーター便
食事条件 朝食2回、昼食3回（弁当含む）、夕食2回
利用バス会社 屋久島交通種子島支社及び屋久島支社 又は同等クラス
※弊社「貸切バス事業者リスト」当社ウェブサイト（http://ntour.jp/pdf/buslist.pdf）をご覧頂くか、当社支店へご請求下さい。

直行チャーター便利用！！萩・石見空港発着
JAしまね統合4周年企画旅行 総合ポイント対象旅行

JAしまね 総合
ポイントカード
のある旅行は、
本ポイント付
与対象の商品
となります。

※上記ホテルは、同等クラスまたは同等クラス以上に変更になる場合があります。最終しおりにてご案内いたします。※上記ホテルは、同等クラスまたは同等クラス以上に変更になる場合があります。最終しおりにてご案内いたします。

3日間

旅行実施日 令和元年

10月13日～15日
日 火

イメージイメージ科学と
歴史の島・

2泊とも2名様より1部屋ご用意 協賛：萩・石見空港利用拡大促進協議会

イメージヤクスギランド
樹齢数千年の屋久杉を含む屋久島の
原生林を観賞することができます。

イメージ

推定樹齢3千年
樹高１９．５ｍ・
胸高周囲８.１ｍ 

推定樹齢3千年
樹高１９．５ｍ・
胸高周囲８.１ｍ 

紀元杉
「屋久杉」は、屋久島
の多雨と花崗岩から
なる土壌の環境によ
り病気・腐朽から守ら
れています。

イメージ
ＪＲホテル屋久島外観
限定2組

［JRホテル屋久島提供］

139139139139139,,800800800800800800円139139139139139139139139139139139139139139,,,,,,800800800800800800800800800800800800800800800800円円円139,800円139,800円スタンダードホテル
（Aプラン）

デラックスホテル
（Bプラン）

ラグジュアリーホテル
（Cプラン）

イメージⓒ K.P.V.B鉄砲隊

イメージ
種子島宇宙科学館

ⓒ K.P.V.B注1）○燃油付加特別運賃　2,000円（５月末現在）
　　○国内旅行総合保険　補償内容・掛金は販売店までお

問い合わせ下さい。
注2）おひとり様部屋ご希望の場合、２泊で次の追加代金を申

し受けます。
　　 スタンダードホテル（Aプラン）　　20,000円
　　 デラックスホテル（Bプラン）　　30,000円
　　 ラグジュアリーホテル（Cプラン）　　60,000円
注3）おひとり様申込で相部屋をご希望の場合でも、相手が見

つからない場合、注２）記載の追加代金を申し受けます。

次のものは旅行代金に含まれません。（おひとり様当たりの代金です）

選べるホテルをご用意選べるホテルをご用意

JRホテル屋久島

朝食 イメージ 夕食 イメージ

スタンダードホテル（Aプラン）
1日目 種子島ゴルフリゾート
全面総ガラスから望む大パノラマ
の景色でお迎えします。

2日目 シーサイドホテル屋久島
東シナ海を望む小高い丘に建つ
ホテルでおくつろぎください。

デラックスホテル（Bプラン）
1日目 種子島いわさきホテル 2日目 屋久島いわさきホテル

外観 イメージ 外観 イメージ

外観 イメージ 外観 イメージ

種子島の南端に立つ、太平洋と真白な砂浜が目の前
に広がる全室オーシャンビューのリゾートホテル。

雄大な自然に囲まれた近代的な設
備を整えたリゾートホテル。

ラグジュアリーホテル（Cプラン） 限定2組

1日目 種子島いわさきホテル

2日目 JRホテル屋久島
屋久島では眼前に広がる大海原の絶景が楽しめる和室と洋室タイプの特別室を１室毎にご用意しました。
お部屋に天然温泉も備え、悠久なる景色を眺めながらリラックスできる極上の時間をお過ごしください。

露天風呂付客室
広さ：６０㎡／定員：１～４名

お部屋全体を優しく照らす間接照明、読書灯を兼ねたナイトラ
ンプと行燈、素足でくつろげるタタミが落ち着きのある快適な
時間を演出します。ゆったりとした和の空間で、悠久なる景色
に癒されながら、心安らぐ至福の時間をお過ごしください。お部
屋のお風呂は、いつでもご入浴可能な天然温泉。窓の外に広
がる海岸線を眺めながらのご入浴をお楽しみください。

1室
限定

オーシャンビュープレミアムツインルーム
広さ：６０㎡／定員：１～４名

木漏れ日の森をモチーフとした特注柄のカーペット。ヤクシマ
イエローを使用したアクセントクッション。大きくとった窓一面
に広がる大海原。くつろぎのホテルステイをお過ごしください。
お部屋のお風呂は、いつでもご入浴可能な天然温泉。窓の外
に広がる海岸線を眺めながらのご入浴をお楽しみください。３
名～４名様でご利用時はエキストラベッド利用となります。

1室
限定

客室 イメージ

客室 イメージ 客室 イメージ

外観 イメージ

　　
　　
　　
注3）

限定
2組

うれしい週末利用！

149149149149149,,800800800800800円149149149149149149149149149149149149149149,,,,,,800800800800800800800800800800800800800800円円円149,800円149,800円

1169696969,,800800800800800円1111116969696969696969696969,,,,,,800800800800800800800800800800800800800800円円円169,800円169,800円

屋久島町観光需要緊急対策
（やくしま応援割）にて、お1人様
1泊5,000円助成しています。

■行程 食事◎入場観光、○下車観光、△車窓観光

1

3

弁

夕

2 昼

夕

朝

弁

朝

ホテル（8：00） ‖‖ 西之表港（午前）　　　　 宮之浦港（午前） ‖‖

‖ 杉匠【昼食&お買い物】‖ ◎ヤクスギランド ‖

‖ ○紀元杉 ‖ ○千尋の滝 ‖ 屋久島（泊）（16:50）
☆推定樹齢３０００年☆ ☆落差６０㍍の名瀑☆

☆屋久島御膳☆ ☆標高約１０００㍍の自然休養林☆

高速船111便

指定配車場所 ‖ 萩・石見空港（11：10） 　  種子島空港（12:30） ‖

‖ ◎種子島開発総合センター／鉄砲館 ‖ ◎赤尾木城文化伝承館 ‖

‖ ◎ＪＡＸＡ種子島宇宙センター ‖ ○種子島最南端／門倉岬 ‖ 種子島（泊）（17:45）

（弁当積込）

☆最南端から望む夕日☆

☆「月窓亭」武家屋敷☆

☆最先端宇宙技術施設☆

☆鉄砲伝来資料館☆

FDAチャーター便（注1）
詳しくは便利な送迎バス
プランを参照ください。

（弁当積込） FDAチャーター便

ホテル（8：00） ‖ ○屋久島観光センター ‖ 宮之浦港（午前）

　　　　　西之表港（午前） ‖ ○千座の岩屋 ‖

‖ 種子島空港（13：00着／15：00発） 　  萩・石見空港（16：30）‖ 指定配車場所

☆お買物☆

（注1）

☆千人が座れるとも☆高速船112便

※ご集合場所・出発時間は出発２週間前を目途にお届けする〝旅のしおり〟でご案内いたします。
※行程表の時間はあくまでも目安です。交通機関の都合により変更になる場合があります。　
※フライト時間はチャーター便の為、大幅に変更となる場合があります。
※萩・石見空港利用拡大促進協議会助成金制度が利用されている為、お客様自身における助成申請は出来ません。

便利な送迎バスプラン 次のルートで
萩・石見空港まで（注１）

にてご利用
いただけます！往復３,000円 （

税
込
）

大朝IC　 瑞穂IC　 旭IC　 JAしまねいわみ中央浜田支店　 萩・石見空港 運行確約です！

写真は全てイメージです。

旅行のお問い合わせ・お申し込みは、下記旅行センターへ 旅行企画・実施
NOKYO TOURIST CORPORATION

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

株式会社農協観光は、

一般社団法人日本旅行業協会
（JATA）の正会員です。

TEL 0855-22-1536浜田支店 
〒697-0026　浜田市田町1674 第2オリンピアビル2F　総合旅行業務取扱管理者／小菅 保樹

一般社団法人日本旅行業協会 正会員　  観光庁長官登録旅行業第939号
農協観光（Nツアー）の
旅行はどなたでも
ご参加いただけます。

【株式会社農協観光代理業】観光庁長官登録旅行業第939号
JAしまね 島根おおち旅行センター
☎0855-83-0008
総合旅行業務取扱管理者　岩本　美衣

JAしまね いわみ中央旅行センター
☎0855-22-8820
総合旅行業務取扱管理者　串﨑　秀美

JAしまね 西いわみ旅行センター
☎0856-22-8587
総合旅行業務取扱管理者　福原　恵美子

JAしまね旅行センター本部 ☎0853-25-8907
総合旅行業務取扱管理者　園山　純子島根県出雲市斐川町直江5030

島根県知事登録旅行業者代理業第17号 （お申し込みは上記の旅行センターへお願いします）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引きに関する責任者です。このご旅行に関してご不明な点がありましたらご遠慮なく上記の取扱管理者におたずね下さい。※お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要となる可能性があります。詳細は別途お渡しする「旅行取引条件説明書面」の「3.お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。

国内旅行保険加入
のおすすめ

お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかるこ
とがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの移送
費、また、死亡・後遺障害等を補償する国内旅行保険にお客様自身でご加入されることをお勧めします。国内旅
行保険については、弊社係員にお問い合わせください。

令和元年7月30日

国内旅行条件（要約）

旅行出発日の前日より起算して21日前まで
旅行出発日の前日より起算して20日～8日前まで
旅行出発日の前日より起算して7日～2日前まで
旅行出発日の前日
旅行出発日の当日
旅行開始後及び無連絡不参加

無　　　　　　料
旅行代金の 20%
旅行代金の 30%
旅行代金の 40%
旅行代金の 50%
旅行代金の100%

取消料
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屋久島町観光需要緊急対策
（やくしま応援割）にて、お1人様
1泊5,000円助成しています。

イメージイメージ

旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅 トトトトトトトのポイントンンンンのポイントのポイントイイインのポイントのポイントポポポイイイのポイントのポイントののポポのポイントのポイントのポイントイイイイのポイントのポイントのポイントのののポポポポのポイントのポイントのポイントのののののののののののののポポポポポポポポポポイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンントトトトトトトトトトのののののののののののののポポポポポポポポポポイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンントトトトトトトトトトのののののののののののののポポポポポポポポポポイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンントトトトトトトトトトのののののののののののののポポポポポポポポポポイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトのポイントのののののののののののののポポポポポポポポポポイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンントトトトトトトトトト旅のポイント

直行チャーター便利用！！出雲縁結び空港発着
JAしまね統合4周年企画旅行

※上記ホテルは、同等クラスまたは同等クラス以上に変更になる場合があります。最終しおりにてご案内いたします。お部屋は洋室又は和室となります。（指定はできません）※上記ホテルは、同等クラスまたは同等クラス以上に変更になる場合があります。最終しおりにてご案内いたします。お部屋は洋室又は和室となります。（指定はできません）

▲千尋の滝（せんぴろのたき）

推定樹齢3千年
樹高１９．５ｍ・胸高周囲８.１ｍ 
推定樹齢3千年
樹高１９．５ｍ・胸高周囲８.１ｍ 紀元杉
「屋久杉」は、屋久島の多雨と花崗岩からなる土壌の
環境により病気・腐朽から守られています。

日本の衛星打ち上げ用ロケット発射基地である種子島宇宙センターは、
その景観から世界一美しいロケット発射基地と呼ばれています。
日本の衛星打ち上げ用ロケット発射基地である種子島宇宙センターは、
その景観から世界一美しいロケット発射基地と呼ばれています。

▲JAXA種子島宇宙センター イメージ

イメージ

屋久島の三大名瀑の一つで、落差80mの豊富な
水量を誇る滝と約200mの花崗岩の一枚岩との
組み合わせは、日本最大級。遠くからしか見られま
せんが、その景色には圧倒される迫力があります。

屋久島の三大名瀑の一つで、落差80mの豊富な
水量を誇る滝と約200mの花崗岩の一枚岩との
組み合わせは、日本最大級。遠くからしか見られま
せんが、その景色には圧倒される迫力があります。

イメージ

イメージ

樹齢数千年の屋久杉を含む屋久島の原生
林を観賞することができます。
樹齢数千年の屋久杉を含む屋久島の原生
林を観賞することができます。▲ヤクスギランド

世界
遺産

鉄砲
伝来の島

3日間

2連泊
東シナ海を望む小
高い丘に建つホテ
ルでおくつろぎく
ださい。

スタンダードホテル（Aプラン）
シーサイドホテル屋久島

外観 イメージ

大浴場 イメージ客室 イメージ

2連泊

選べるホテルをご用意!!選べるホテルをご用意!! 両プランとも 楽々2連泊

雄大な自然に囲ま
れた近代的な設備
を整えたリゾート
ホテル。

デラックスホテル（Bプラン）
屋久島いわさきホテル

外観 イメージ

客室 イメージ大浴場 イメージ

旅行代金

旅行実施日

（大人お1人様2名様1室利用、出雲縁結び空港起点、税込）

令和元年

※別途燃油サーチャージ2,000円が必要となります。（変更になる場合があります）
※お1人部屋ご希望の場合2泊でAプラン20,000円・Bプラン30,000円（税込）の追加になります。
※お1人様お申込で相部屋をご希望の場合でも、相手が見つからない場合、お1人様1部屋追加料金を申し受けます。

募集人員 80名様［Aプラン：40名・Bプラン：40名］（最少催行人員65名様）
申込締切日 令和元年9月27日㈮（ただし、満席になり次第締め切ります）
申込金 30,000円（旅行代金に充当します）
添乗員 出雲縁結び空港より同行し旅程管理業務を行います

利用航空会社 フジドリームエアラインズ（FDA）チャーター便
食事条件 朝食2回、昼食3回、夕食2回
利用バス会社 屋久島道の駅観光（株）・ 種子島井元観光 又は同等クラス
※弊社「貸切バス事業者リスト」当社ウェブサイト（http://ntour.jp/pdf/buslist.pdf）をご覧頂くか、当社支店へご請求下さい。

136136136136136,,800800800800800円円136136136136136136136136136136136136136136,,,,,,800800800800800800800800800800800800800800円円円136,800円136,800円
146146146146146,,800800800800800800円円146146146146146146146146146146146146146146,,,,,,800800800800800800800800800800800800800800800800800800円円円146,800円146,800円

スタンダードホテル
（Aプラン）

デラックスホテル
（Bプラン）

10月29日～31日火 木

1 出雲縁結び空港から、
FDA直行チャーター便
で楽々ひとっ飛び！
（約1時間20分で種子島へ）

2 世界自然遺産に指定されてい
る自然豊かな屋久島・種子島
の人気スポットを巡ります。

3 ご宿泊は、スタンダードホ
テル利用（Aプラン）もしく
は、デラックスホテル利用
（Bプラン）をお選びいただ
けます。両プランとも2名様
より1部屋利用となります。

2泊とも2名様より1部屋ご用意

総合ポイント対象旅行
JAしまね 総合ポイント
カードのある旅行は、本ポ
イント付与対象の商品と
なります。

※交通機関の都合により行程スケジュールが変更になる場合があります。
※ご集合場所・出発時間は出発10日前にお届けする最終旅のしおりでご案内いたします。
※フライト時間は往路チャーター便のため、大幅に変更となる場合があります。

■行程

1

3

弁

夕

2 昼

夕

朝

昼

朝

食事◎入場観光、○下車観光、△車窓観光

Bプラン
ホテル（8：30）‖ ◎志戸子ガジュマル園 ‖ ◎屋久島環境文化村センター ‖ 
‖ 杉匠【昼食&お買い物】‖ ◎屋久杉自然館 ‖ 

‖ ◎ヤクスギランド ‖ ○紀元杉 ‖ 屋久島いわさきホテル（泊）（17:00）
★樹齢約３千年★

Aプラン
ホテル（8：30）‖ ○千尋の滝 ‖ ◎ヤクスギランド ‖ ○紀元杉 ‖
‖ 杉匠【昼食&お買い物】‖ ◎屋久杉自然館 ‖ 
‖ ◎屋久島環境文化村センター ‖ シーサイドホテル屋久島（泊）（16:30）

★樹齢約３千年★

出雲縁結び空港（10：50～11：20） 　　 種子島空港（12:10～12：40） ‖‖
‖ ○JAXA種子島宇宙センター ‖ ○種子島最南端・門倉岬 ‖

‖ 西之表港　　　　　　　　安房港 ‖ 屋久島（泊）（18:00）

（昼食弁当）

高速船（50分）

FDAチャーター便

‖ ◎種子島開発総合センター（鉄砲館）‖ 西之表【昼食】‖

‖ 種子島空港（15:00～15:30）　　　　　 出雲縁結び空港（16：20～16：50）
FDAチャーター便

ホテル（8：30）‖ ◎志戸子ガジュマル園 ‖ 宮之浦港　　　　　　 西之表港 ‖
高速船

Aプラン

Bプラン
ホテル（8：00）‖ ○千尋の滝 ‖ 宮之浦港　　　　　　 西之表港 ‖

高速船

写真は全てイメージです。※お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要となる可能性があります。詳細は別途お渡しする「旅行取引条件説明書面」の「3.お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。 ★国内旅行業務取扱管理者とは、国内旅行を取り扱う管理者です。海外旅行のお問い合わせ、お申し込みは農協観光へお申し出ください。旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引きに関する責任者です。このご旅行に関してご不明な点がありましたらご遠慮なく上記の取扱管理者におたずね下さい。

国内旅行保険加入
のおすすめ

お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。
また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの移送費、また、死亡・後遺障害等
を補償する国内旅行保険にお客様自身でご加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、弊社係員にお問い合わ
せください。

令和元年7月30日

国内旅行条件（要約）

旅行出発日の前日より起算して21日前まで
旅行出発日の前日より起算して20日～8日前まで
旅行出発日の前日より起算して7日～2日前まで
旅行出発日の前日
旅行出発日の当日
旅行開始後及び無連絡不参加

無　　　　　　料
旅行代金の 20%
旅行代金の 30%
旅行代金の 40%
旅行代金の 50%
旅行代金の100%

取消料

旅行企画・実施
NOKYO TOURIST CORPORATION

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

株式会社農協観光は、

一般社団法人日本旅行業協会
（JATA）の正会員です。

一般社団法人日本旅行業協会 正会員　  観光庁長官登録旅行業第939号
農協観光（Nツアー）の
旅行はどなたでも
ご参加いただけます。

TEL 0853-21-3305

出雲営業支店

〒693-0001 出雲市今市町87（ラピタ本店2F）
総合旅行業務取扱管理者／渡部 一宏

TEL 0852-26-2600

島根支店

〒690-0852 松江市千鳥町15 コープビル1F
総合旅行業務取扱管理者／水田 章信

旅行のお問い合わせ・お申し込みは、下記旅行センターへ

★くにびき地区・出雲地区管内のお客様は、農協観光各支店へお問い合わせ・お申し込みをお願いします。

【株式会社農協観光代理業】観光庁長官登録旅行業第939号
島根県知事登録旅行業者代理業第17号

☎
JAしまねやすぎ旅行センター

総合旅行業務取扱管理者 佐中 繁俊
☎
JAしまね雲南旅行センター

総合旅行業務取扱管理者 今岡 理恵
☎
JAしまね斐川旅行センター

総合旅行業務取扱管理者 古川 由美子

☎
（お申し込みは各地区旅行センターへお願いします）
総合旅行業務取扱管理者 園山 純子

JAしまね旅行センター本部
☎
JAしまね石見銀山旅行センター

国内旅行業務取扱管理者 西村 雄一


