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指宿いわさきホテル泊

羽田空港から定期便にて空港へ

鹿児島空港から各自移動にてホテルへ

シャトルバス※2もございます

※1お客様のご希望の時間

屋久島いわさきホテル泊

羽田空港から定期便にて空港へ

鹿児島空港から各自移動※2にて鹿児島港へ
鹿児島港(13:20)～高速船～宮之浦港(15:10)
宮之浦港から送迎バスにてホテル(16:30頃)

お客様のご希望の時間 ※1

羽田空港⇒⇒⇒種子島空港

空港から送迎バスにてホテルへ

チャーター便

(10：00～11:00頃発) (12：30～13:30頃着)

(13：30～14:30頃着)

種子島いわさきホテル泊

種子島いわさきホテル泊

羽田空港⇒⇒⇒種子島空港

空港から送迎バスにてホテルへ

チャーター便

(10：00～11:00頃発) (12：30～13:30頃着)

(13：30～14:30頃着)

種子島いわさきホテル泊

羽田空港⇒⇒⇒種子島空港

空港から送迎バスにてホテルへ

チャーター便

(10：00～11:00頃発) (12：30～13:30頃着)

(13：30～14:30頃着)

朝

ホテル(13：40)から送迎バスにて空港へ

種子島空港⇒⇒⇒羽田空港

チャーター便

出発までフリー

(17：00～19:00頃着)(15：00～17:00頃発)

ホテル(13：40)から送迎バスにて空港へ

種子島空港⇒⇒⇒羽田空港

チャーター便

出発までフリー

(17：00～19:00頃着)(15：00～17:00頃発)

ホテルから各自移動にて鹿児島空港へ

シャトルバス※3もございます

空港から定期便にて羽田空港へ
※4お客様のご希望の時間

ホテルから(9：20)送迎バスにて西之表港へ
西之表港(11:05)～高速船～鹿児島港(12:45)
鹿児島港から各自移動※3にて空港へ
鹿児島空港から定期便にて羽田空港へ

出発までフリー

※4お客様のご希望の時間

ホテルから(12：40)送迎バスにて安房港へ
安房港(13:30)～高速船～鹿児島港(15:30)
鹿児島港から各自移動※3にて空港へ
鹿児島空港から定期便にて羽田空港へ

出発までフリー

※4お客様のご希望の時間朝 夕

種子島いわさきホテル泊

ホテル(8：00)から送迎バスにて指宿港へ

指宿港(8：30)～高速船～西之表港(10:50)

西之表港から送迎バスにてホテル(12：30頃)

種子島いわさきホテル泊

ホテル(14：20)から送迎バスにて宮之浦港へ

宮之浦港(15：45)～高速船～西之表港(16:35)

西之表港から送迎バスにてホテル(18:10頃)

出発までフリー

指宿いわさきホテル泊

ホテルから(15：10)送迎バスにて西之表港へ

西之表港(16:50)～高速船～指宿港(17:55)

指宿港から送迎バスにてホテル(18:15頃)

出発までフリー

種子島いわさきホテル泊

オプショナルツアーをお楽しみください

終日フリー

屋久島いわさきホテル泊

ホテルから(8：00)送迎バスにて西之表港へ

西之表港(9：40)～高速船～宮之浦港(10：30 )

宮之浦港から送迎バスにてホテル(11:50頃)

南国リゾート満喫欲張りツアー南国リゾート満喫欲張りツアー


第２弾

お食事：夕食2回・朝食2回
¥98,000-
大人１名様（２名１室利用時）

指宿(１泊)・種子島(１泊)A

お食事：夕食2回・朝食2回
¥110,000-
大人１名様（２名１室利用時）

屋久島(１泊)・種子島(１泊)B

お食事：夕食2回・朝食2回
¥110,000-
大人１名様（２名１室利用時）

種子島(１泊)・屋久島(１泊)E

お食事：夕食2回・朝食2回
¥98,000-
大人１名様（２名１室利用時）

種子島(１泊)・指宿(１泊)C

お食事：夕食2回・朝食2回
¥98,000-
大人１名様（２名１室利用時）

種子島(2泊)D

復
路
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チ
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10/19㊌10/18㊋ 10/20㊍１日目 ２日目 ３日目

１日目 ２日目 ３日目

２泊３日コース

10/20㊍２泊３日コース 10/21㊎ 10/22㊏



南国を思う存分楽しめるプランが待ってます！
多彩なアクティビティー体験プラン

縄文杉ガイドツアー 白谷雲水峡ガイドツアー

安房リバーカヤック

運営管理者
グリーンメッセンジャー屋久島

運営管理者
グリーンメッセンジャー屋久島 運営管理者

グリーンメッセンジャー屋久島

運営管理者 キャノッピ屋久島
運営管理者
屋久島フィールド情報センター

ランドカー梢回廊キャノッピ

¥1,100～2名乗り/30分

ホテル敷地内から出発
蛇之口滝トレッキングプラン

(5時間程度)

運営管理者 BLUE PEACE

運営管理者 BLUE PEACE

シーカヤック

マングローブカヤック

半日コース（約3時間）
大人¥6,800 子供¥4,800

半日コース（約3時間）大人 ¥6,800 子供 ¥4,800

3時間 ¥3,850

大人 ¥1,100 子供 ¥880

サーフボードレンタル

レンタサイクル

2時間

陶芸体験

星空ウォッチング

詳しくはホテルまでお問い合わせください

無料 星が見える日のみ
ホテルスタッフが満点の星空をご案内

2時間
¥2,000 3時間 ¥2,000
2時間
¥2,000

2時間
¥2,000

草木染め藍染め薩摩焼の窯元から教わる
手びねり

ガイド付き日本百名山の
「開聞岳」登山

池田湖シーカヤック＆
マーブル

池田湖パワースポットを巡る
ボートクルージング&
バナナボート

運営管理者
指宿大好き体験協議会

運営管理者
指宿大好き体験協議会

運営管理者
指宿大好き体験協議会

運営管理者
指宿大好き体験協議会

運営管理者
指宿大好き体験協議会

運営管理者
指宿大好き体験協議会

レンタサイクル

卓球 グラウンドゴルフ

テニス

ランドカー

ボウリング

眺望の湯

7時間 ¥2,5002時間 ¥3,000
2時間

¥3,000



ナガラメ
　養殖場

熊野海水浴場

種子島ゴルフリゾート

指宿いわさきホテル

種子島いわさきホテル

屋久島いわさきホテル

平内海中温泉

千座の岩屋

知覧特攻
平和会館

長崎鼻

池田湖
周囲15km、水深233mの
九州最大のカルデラ湖で
す。幻の怪獣「イッシー」
が棲むといわれており湖
畔には四季折々の花々が
植栽されています。

浦島太郎が竜宮へ旅立った岬と言
い伝えられ「竜宮鼻」の別名を持ち
、乙姫様を祭った「竜宮神社」が鎮
座する風光明媚な土地です。

西大山駅
JRの日本最南端に位置する小さな
無人駅で、指宿市の花である「菜の
花」をイメージした黄色いポストが
設置されています。 また、すぐそば
に幸せの鐘があり、鐘を鳴らすと幸
せを呼び込むといわれています。

種子島開発総合センター「鉄砲館」
天文12年、ポルトガル人が伝えた我が国初の
鉄砲に関する歴史の物語をメインに、種子島
の歴史と民族、そして自然の世界を展示する
博物館です。

種子島宇宙センター
竹崎海岸にあるロケット発射場のゲ
ート入口にあり、映像やコンピュー
タを駆使して宇宙の不思議を
わかりやすく展示しています。

門倉岬
鉄砲を伝えたポルトガル人の乗
った異国船が漂着したことを伝
える鉄砲伝来紀功碑や展望台、
神社などがあります。種子島の
最南端にあり、屋久島や美しい
海岸が望めます。

白谷雲水峡
白谷川の両岸につけ
られた遊歩道は、屋久
島の雄大な自然を楽
しめます。

1日2回、干潮の前
後約2時間のみ入
浴可能、海の中から
湧き出ししている珍
しい温泉です。

ヤクスギランド
ヤクスギランドなら屋久杉の原生
林を比較的手軽に鑑賞することが
出来ます。渓流にかかる吊り橋や屋
久杉の切り株。樹齢1000年以上の
屋久杉など見所がいっぱいです。

大川の滝
落差88mという南日本一の規
模を誇る雄大な滝です。屋久島
には滝が140以上あると言われ
ていますが、この滝はダイナミ
ックさでは随一。日本の滝百選
にも選ばれています。

縄文杉
樹高25 . 3ｍ、胸高周囲
16.4ｍ現在確認されてい
る最大の屋久杉です。
樹齢7200年という説もあ
りますが、中心部が空洞と
なっており、その内側から
採取した資料の科学的計
測値は2170年となってい
ます。

雄龍・雌龍岩

嵐の夜に海に投げ出され
た夫婦の生まれ変わりだ
という伝説の天然の奇岩
で、海に向かって左側（角
が2つ）が雌龍岩、右側が
雄龍岩です。

種子島唯一の自然の匠、海蝕洞
窟で千人は座れると言う所で有
名。自然が作り上げた岩のオブ
ジェの美しさは幻想的な雰囲気
も漂わせています。

知覧武家屋敷
“薩摩の小京都”とも称される知覧武家屋敷群
は江戸時代に造られた武家屋敷が今でもその
ままの形で残されており、国の重要伝統的建造
物群保護地区に指定されています。

西部林道

西部林道

約20kmにわたって人家の
ない道のりが続き、野生の

ヤクザルの群が重なり合って生活してい
て、路上でくつろぐ姿が見られます。

太平洋戦争末期
に、人類史上類
のない、爆装した
飛行機もろとも
肉弾となり敵艦に体当たりした陸軍特別攻
撃隊員の遺影、遺品、記録等貴重な資料を
展示してあり、戦争の悲惨さ、平和、命の尊
さを伝えてくれます。

ちくらのいわや

おおこのたき

屋久島環境文化村センター

屋久島環境
文化村センター

鉄砲伝来と世界一美しい場所にある
ロケット基地の島、種子島。

開聞岳、池田湖、知覧、見所満載の南薩摩の
地にある天然砂蒸し温泉、指宿。

悠久の時を刻む神秘の古代杉と
世界遺産の島、屋久島。

指宿市

山川開聞

西大山駅
開聞岳

池田湖火之神公園

あじろ浜　

鰻池

知林ヶ島

生見海水浴場

知覧武家屋敷

笠沙美術館
知覧特攻平和会館

知覧

川辺

加世田 金峰

大浦

坊津

笠沙

指宿頴娃

枕崎

長崎鼻
フラワーパークかごしまフラワーパークかごしま

鉄砲館

住吉ガジュマル

喜志鹿崎

蛇之口滝

尾之間温泉

志戸子
ガジュマル園

屋久島灯台

永田浜

大川の滝

平内海中温泉

矢筈岬

一湊

屋久島空港

屋久杉自然館

千尋滝

紀元杉

縄文杉宮之浦岳
花之江河

鉄浜海岸

馬立の岩屋

安納

よきの海水浴場

雄龍・雌龍岩 種子島
空港

野間

千座の岩屋

種子島宇宙センター種子島宇宙センター

門倉岬門倉岬

宇宙ヶ丘公園
上中

坂井神社

浦田海水浴場

浜津脇

ホテル前の竹崎海岸は、JPSAプロサーフィンツアー
第６戦「サーフアイランド種子島プロ」が開催された
絶好のスポット！

白谷雲水峡
夫婦杉
ウィルソン株

ヤクスギランド

※ 各地のオプショナルツアー及びアクティビティー
　 については、予約状況及び天候によりお受け
　 できない場合がございます。



10/19㊌10/18㊋ 10/20㊍
お食事：夕食3回・朝食3回 ¥130,000-大人１名様（２名１室利用時）指宿・屋久島・種子島(各１泊)1

10/19㊌10/18㊋ 10/20㊍
お食事：夕食3回・朝食3回 ¥122,000-大人１名様（２名１室利用時）指宿(１泊)・種子島(2泊)2

10/19㊌10/18㊋10/17 ㊊

10/17 ㊊

10/17 ㊊

10/20㊍
お食事：夕食3回・朝食3回 ¥122,000-大人１名様（２名１室利用時）指宿(2泊)・種子島(１泊)3

10/19㊌10/18㊋ 10/20㊍
お食事：夕食3回・朝食3回 ¥130,000-大人１名様（２名１室利用時）屋久島(2泊)・種子島(１泊)4

10/17 ㊊

■客室 ： 種子島いわさきホテル・・・デラックスツイン / 屋久島いわさきホテル・・・デラックスツイン / 指宿いわさきホテル・・・タワーツイン
■各コース旅程中の交通手段について・・・注釈※1～4については、裏面に詳細を掲載しております。

種子島いわさきホテル泊 朝 夕

オプショナルツアーをお楽しみください

終日フリー

指宿いわさきホテル泊 夕

羽田空港から定期便にて空港へ

鹿児島空港から各自移動にてホテルへ

シャトルバス※2もございます

※1お客様のご希望の時間

朝

ホテル(13：40)から送迎バスにて空港へ

種子島空港⇒⇒⇒羽田空港

チャーター便

出発までフリー

(17：00～19:00頃着)(15：00～17:00頃発)

種子島いわさきホテル泊 朝 夕

ホテルから各自移動にて鹿児島港へ

鹿児島港(14：45)～高速船～西之表港(16:20)

西之表港から送迎バスにてホテル(18：00頃)

指宿いわさきホテル泊 朝 夕

オプショナルツアーをお楽しみください

終日フリー

指宿いわさきホテル泊 夕

羽田空港から定期便にて空港へ

鹿児島空港から各自移動にてホテルへ

シャトルバス※2もございます

※1お客様のご希望の時間

朝

ホテル(13：40)から送迎バスにて空港へ

種子島空港⇒⇒⇒羽田空港

チャーター便

出発までフリー

(17：00～19:00頃着)(15：00～17:00頃発)

種子島いわさきホテル泊 朝 夕

ホテル(8：00)から送迎バスにて指宿港へ

指宿港(8：30)～高速船～西之表港(10:50)

西之表港から送迎バスにてホテル(12：30頃)

屋久島いわさきホテル泊 朝 夕

オプショナルツアーをお楽しみください

終日フリー

屋久島いわさきホテル泊 夕

羽田空港から定期便にて空港へ

鹿児島空港から各自移動※2にて鹿児島港へ
鹿児島港(13:20)～高速船～宮之浦港(15:10)
宮之浦港から送迎バスにてホテル(16:30頃)

お客様のご希望の時間 ※1

朝

ホテル(13：40)から送迎バスにて空港へ

種子島空港⇒⇒⇒羽田空港

チャーター便

出発までフリー

(17：00～19:00頃着)(15：00～17:00頃発)

種子島いわさきホテル泊 朝 夕

ホテル(14：20)から送迎バスにて宮之浦港へ

宮之浦港(15：45)～高速船～西之表港(16:35)

西之表港から送迎バスにてホテル(18:10頃)

出発までフリー

指宿いわさきホテル泊 夕

羽田空港から定期便にて空港へ

鹿児島空港から各自移動にてホテルへ

シャトルバス※2もございます

※1お客様のご希望の時間

朝

ホテル(13：40)から送迎バスにて空港へ

種子島空港⇒⇒⇒羽田空港

チャーター便

出発までフリー

(17：00～19:00頃着)(15：00～17:00頃発)

種子島いわさきホテル泊 朝 夕

ホテル(14：20)から送迎バスにて宮之浦港へ

宮之浦港(15：45)～高速船～西之表港(16:35)

西之表港から送迎バスにてホテル(18:10頃)

出発までフリー

屋久島いわさきホテル泊 朝 夕

ホテル(8：00)から送迎バスにて指宿港へ

指宿港(8：30)～高速船～宮之浦港(9：45)

宮之浦港から送迎バスにてホテル(11：00頃)

１日目 ２日目 ３日目 ４日目

１日目 ２日目 ３日目 ４日目

１日目 ２日目 ３日目 ４日目

１日目 ２日目 ３日目 ４日目


10/20木

★★★ 種子島・屋久島・指宿おすすめオプショナルツアー ★★★
種
子
島

屋
久
島

指 

宿
プロのトーナメント開催コース

宇宙センター施設見学バスツアー＋展示館入場

ホテル9:00▶門倉岬▶赤米館※・宝満神社
▶広田遺跡ミュージアム▶ホテル12:00頃

ホテル9:30▶千座の岩屋※▶種子島宇宙センター
▶種子島いわさきホテル(昼食各自)▶種子島空港14:20
▶雄龍・雌龍の岩▶鉄砲館▶西之表港16:20▶ホテル18:00頃

島内観光バスツアー (1日コース)

ホテル周辺観光バスツアー (午前コース)

ホテル15:00▶種子島宇宙センター▶ホテル17:10頃
宇宙センターバスツアー (午後コース)

縄文杉登山、白谷雲水峡トレッキングなどの
アクティビティ、その他コースもございます。

詳しくはお問い合わせください。

ホテル13:30▶ボタニカルリサーチパーク
▶猿川ガジュマル▶千尋の滝▶ホテル16:30

ホテル9:00▶ヤクスギランド・紀元杉▶昼食（各自）
▶安房港13:10▶屋久島空港13:30
▶屋久島環境 文化村センター※▶宮之浦港15:05

屋久島ゆうらんバス (午前コース)

島内観光バスツアー (午後コース)
※月曜日は益救神社へ変更

※ 料金、詳しい行程はお問い合わせください。
※曜日等により変更となる場合がございます。

【宇宙センターはガイド付きでたっぷり2時間!】

・2019 日本プロゴルフ選手権大会
・PGAシニアーツアートーナメント
・1981～2004 カシオワールドオープン

※ その他のコースもございます。※ 料金、詳しい行程はお問い合わせください。

種子島いわさきホテル・ゲストルーム種子島いわさきホテル・ゲストルーム種子島いわさきホテル・アトリウムロビー種子島いわさきホテル・アトリウムロビー 指宿いわさきホテル・天然砂むし温泉指宿いわさきホテル・天然砂むし温泉 指宿いわさきホテル・眺望の湯指宿いわさきホテル・眺望の湯

いぶすきゴルフクラブ 17H PAR3 184yds  いぶすきゴルフクラブ 17H PAR3 184yds  



大人１名様（２名１室利用時）種子島・屋久島・指宿(各１泊)

お食事：夕食3回・朝食3回 ¥124,000-大人１名様（２名１室利用時）種子島(2泊)・指宿(１泊)6

お食事：夕食3回・朝食3回 ¥124,000-大人１名様（２名１室利用時）種子島(１泊)・指宿(2泊)7

10/20㊍

10/20㊍

10/20㊍

10/20㊍
お食事：夕食3回・朝食3回 ¥132,000-大人１名様（２名１室利用時）種子島(１泊)・屋久島(2泊)8

¥132,000-5 お食事：夕食3回・朝食3回

最少催行人員　各コース15名
利用バス会社　鹿児島交通 又は 鹿児島交通観光バス / 種子島・屋久島交通 (種子島・屋久島) 

添乗員　同行いたしません。現地にて係員が対応いたします。 ※ 各地のオプショナルツアー及びアクティビティー
　 については、予約状況及び天候によりお受け
　 できない場合がございます。

種子島いわさきホテル泊 朝 夕

オプショナルツアーをお楽しみください

終日フリー

種子島いわさきホテル泊 夕

羽田空港⇒⇒⇒種子島空港

空港から送迎バスにてホテルへ

チャーター便

(10：00～11:00頃発) (12：30～13:30頃着)

(13：30～14:30頃着)

指宿いわさきホテル泊 朝 夕

ホテルから(15：10)送迎バスにて西之表港へ

西之表港(16:50)～高速船～指宿港(17:55)

指宿港から送迎バスにてホテル(18:15頃)

出発までフリー

朝

ホテルから各自移動にて鹿児島空港へ

シャトルバス※3もございます

空港から定期便にて羽田空港へ
※4お客様のご希望の時間

指宿いわさきホテル泊 朝 夕

オプショナルツアーをお楽しみください

終日フリー

種子島いわさきホテル泊 夕

羽田空港⇒⇒⇒種子島空港

空港から送迎バスにてホテルへ

チャーター便

(10：00～11:00頃発) (12：30～13:30頃着)

(13：30～14:30頃着)

朝 夕

ホテルから(15：10)送迎バスにて西之表港へ

西之表港(16:50)～高速船～指宿港(17:55)

指宿港から送迎バスにてホテル(18:15頃)

出発までフリー

指宿いわさきホテル泊 朝

ホテルから各自移動にて鹿児島空港へ

シャトルバス※3もございます

空港から定期便にて羽田空港へ
※4お客様のご希望の時間

屋久島いわさきホテル泊 朝 夕

オプショナルツアーをお楽しみください

終日フリー

種子島いわさきホテル泊 夕

羽田空港⇒⇒⇒種子島空港

空港から送迎バスにてホテルへ

チャーター便

(10：00～11:00頃発) (12：30～13:30頃着)

(13：30～14:30頃着)

屋久島いわさきホテル泊 朝 夕

ホテルから(8：00)送迎バスにて西之表港へ

西之表港(9：40)～高速船～宮之浦港(10：30 )

宮之浦港から送迎バスにてホテル(11:50頃)

朝

ホテルから(12：40)送迎バスにて安房港へ
安房港(13:30)～高速船～鹿児島港(15:30)
鹿児島港から各自移動※3にて空港へ
鹿児島空港から定期便にて羽田空港へ

出発までフリー

※4お客様のご希望の時間

種子島いわさきホテル泊 夕

羽田空港⇒⇒⇒種子島空港

空港から送迎バスにてホテルへ

チャーター便

(10：00～11:00頃発) (12：30～13:30頃着)

(13：30～14:30頃着)

朝

ホテルから各自移動にて鹿児島空港へ

シャトルバス※3もございます

空港から定期便にて羽田空港へ
※4お客様のご希望の時間

屋久島いわさきホテル泊 朝 夕

ホテルから(8：00)送迎バスにて西之表港へ

西之表港(9：40)～高速船～宮之浦港(10：30 )

宮之浦港から送迎バスにてホテル(11:50頃)

指宿いわさきホテル泊 朝 夕

ホテル(14：20)から送迎バスにて宮之浦港へ

宮之浦港(15：45)～高速船～指宿港(17：55)

指宿港から送迎バスにてホテル(18：15頃)

出発までフリー

10/21㊎ 10/22㊏ 10/23㊐

10/21㊎ 10/22㊏ 10/23㊐

10/21㊎ 10/22㊏ 10/23㊐

10/21㊎ 10/22㊏ 10/23㊐１日目 ２日目 ３日目 ４日目

１日目 ２日目 ３日目 ４日目

１日目 ２日目 ３日目 ４日目

１日目 ２日目 ３日目 ４日目

 
10/20木発

★★★ Let’s Enjoy GOLF!! ★★★ ★★★ オーダーメイドの旅も承ります ★★★
① 出発日の変更、基本フライト以外の便をご希望の際はお問い合わせください
　 ※鹿児島⇄種子島・屋久島間の飛行機利用のご希望も承ります
② 現地参加をご希望の場合、ご相談ください
③ 各ホテルの客室タイプ、ご夕食のアップグレードも承ります
④ 種子島ゴルフリゾートでのご宿泊も承ります
⑤ お子様についても対応いたします 詳細はお問い合わせください
⑥ 各ホテルのシングルユース料金は下記となります

指宿いわさきホテル 5,500円追加

種子島いわさきホテル 8,800円追加

屋久島いわさきホテル 12,100円追加

お一人様
一泊あたり
(税込)

太平洋を眼下に、ロケット発射台を望める
絶好のロケーションの中で、上級者から
アベレージゴルファーまでご満足頂ける
本格的リゾートコースです。
コース設計は、世界でも評価の高いカール・リトン氏
コース全長7,024ヤード  18ホール　パー72

指宿・種子島、２つのゴルフ場で
特別料金にてプレーできます薩摩富士開聞岳の山麓に自然の地形を活かした

雄大なチャンピオンコースで、
あのタイガー・ウッズも戦った事でも有名な
名門コースです。
コース設計は、名匠 井上誠一氏
コース全長7,230ヤード　18ホール　パー72

詳しくはお問い合わせください。

屋久島いわさきホテル・アトリウムロビー屋久島いわさきホテル・アトリウムロビー屋久島いわさきホテル・ゲストルーム屋久島いわさきホテル・ゲストルームいぶすきゴルフクラブ 8H PAR5 490yds  いぶすきゴルフクラブ 8H PAR5 490yds  種子島ゴルフクラブ 18H PAR5 570yds  種子島ゴルフクラブ 18H PAR5 570yds  

種子島ゴルフクラブ
9H PAR5 489yds  
種子島ゴルフクラブ
9H PAR5 489yds  



【鹿児島空港】 
【　指　宿　】 

8:00～20:00
8:00～20:00

【西　之　表】 
【宮之浦・安房】 

8:00～18:00
9:00～18:00

※詳しい料金、条件については
　お問い合わせください。

本ツアーで利用する高速船です。
詳しくは、右のQRコードにて

0120-388-338
【ご予約・お問い合わせ】 お電話受付時間

月曜～金曜(祝日除く)
9:30～17:30

旅行企画
実　　施
旅行販売

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の責任者です。ご旅行契約に関し、
担当者からの説明に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尋ねください。

観光庁長官登録旅行業第368号(社)日本旅行業協会正会員
本社／鹿児島市東千石町12-20
☎ 099-223-0123　　FAX 099-224-8335
総合旅行業務取扱管理者　小牟田　弘子

9 9

10/23㊐

10/22㊏

３泊４日
5～8
２泊３日 
C～E

便　名 出発  到着
JAL640 7:40 ▶ 9:15
JAL642 9:00 ▶ 10:35
JAL644 10:50 ▶ 12:30
JAL646 12:35 ▶ 14:10
JAL648★ 14:40 ▶ 16:20
JAL650★ 16:25 ▶ 18:00
JAL652★ 19:10 ▶ 20:45
JAL654★ 20:40 ▶ 22:20

鹿児島空港➡羽田空港※4
本ツアーの基本フライトは
緑字★の便
となります。

時刻表の最新情報は
JALホームページで
ご確認ください。

羽田空港➡鹿児島空港

10/18㊋

10/17㊊

２泊３日
A～B
３泊４日 
1～4

便　名 出発  到着
JAL641 6:25 ▶ 8:15
JAL643★ 8:05 ▶ 9:50
JAL645★ 10:00 ▶ 11:50
JAL647★ 11:20 ▶ 13:15
JAL649★ 13:15 ▶ 15:05
JAL651 16:35 ▶ 18:25
JAL653 17:55 ▶ 19:45
JAL655 19:30 ▶ 21:20

本ツアーの基本フライトは
緑字★の便
となります。

時刻表の最新情報は
JALホームページで
ご確認ください。

※1 ※2

※3
【ホテル➡鹿児島空港】
　専用シャトルバスがございます。 （予約制：有料/お一人様¥2,600）

【鹿児島港➡鹿児島空港】
　「天文館」バス停へ移動。(タクシーで約5分)。
　「天文館」バス停から鹿児島空港行きのリムジンバスで空港へ。

[鹿児島空港への交通]

[ホテルから鹿児島市内(天文館)への交通]

鹿児島空港➡ホテル専用シャトルバスがございます。
（予約制：有料/お一人様¥2,600）

鹿児島空港 14:00  ➡  指宿いわさきホテル 16:00

 鹿児島空港 16:00  ➡  指宿いわさきホテル 18:00

指宿いわさきホテル 13:30  ➡  鹿児島空港 15:30

ホテル➡鹿児島市内専用シャトルバスがございます。 
（予約制：有料/お一人様¥1,100）

指宿いわさきホテル 10:00  ➡  鹿児島市内 11:30

鹿児島空港から高速船ターミナル行きのリムジンバスがございます。

[空港から指宿いわさきホテルへの交通]

[空港から高速船のりば(鹿児島港)への交通]

鹿児島県観光サイト かごしまの旅
各地の観光情報は下記サイトをご覧ください

屋久島近海の海の幸と鹿児島の食材に
こだわった和食又は洋食のコース

屋久島

季節のおすすめ食材と種子島産厳選の
食材を使った和洋折衷のコース

種子島

指 宿 和食・洋食・和洋折衷・焼肉の
4つのコースからお選びいただけます。
食の宝庫・鹿児島の海の幸・山の幸や
自社ブランド食材をお楽しみください。

★ 夕食のご案内 ★




