
直行チャーター便利用！！出雲縁結び空港発着

・ ・ ・ ４島巡り
2泊とも2名様より1部屋ご用意
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大河ドラマ「西郷どん」ゆかりの「奄美大島」と沖縄人気ＮＯ１離島「石垣島」を巡る

ロビー客室

外観

イメージ イメージ

イメージ

旅行代金 （大人お1人様2名様1室利用、出雲縁結び空港起点、税込）　

旅行実施日 平成31年

2月12日～火 14日木

※お1人部屋ご希望の場合2泊で18,000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。

※別途燃油サーチャージ1,950円が必要となります。

募集人員 78名様（最少催行人員65名様）
申込締切日 平成31年1月18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 奄美大島：（株）しまバス  石垣島：東運輸（株） 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。
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2月の気温

※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。

旅のポイント旅のポイント
2

3

亜熱帯植物の原生林が生い茂る奄美大島と石垣島のエメラルド
グリーンの海と白い砂浜が楽しめます。

1

Nツアーおすすめのリゾートホテルにご宿泊！ 
2泊とも2名様より1部屋利用となります。

石垣島 川平湾川平湾
イメージ

奄美大島 黒潮の森 マングローブパーク黒潮の森 マングローブパーク
イメージ 森にはアカヒゲ・ルリカケス・オオトラツグミなどの国指定の天然

記念物や特別天然記念物アマミノクロウサギが生息しています。

川平湾は、日本百景にも選ばれている。美しいエメラル
ドグリーンの海面と緑豊かな島々が点在する海です。

厳選！リゾートホテルにご宿泊！！

2日目 石垣島石垣島
アートホテル
石垣島
超軟水の大浴
場や、八重山諸
島が一望できる
スカイラウンジ
からの夕日と夜
景をお楽しみく
ださい。

※上記又は同等クラスホテルになる場合もございます。
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FDAチャーター機

ホテル（8:30） ‖ ◎大島紬村 ‖ ◎奄美パーク・奄美の郷【昼食】‖

‖ 奄美空港（13:00～13：30）　　　　石垣空港（14:30～15：00） ‖

‖‖ ○川平湾【ご希望の方はグラスボート（お一人様1,000円）】‖‖‖‖

‖‖ ○みんさー工芸館 ‖‖‖‖ 石垣島 （泊）（17:50）

出雲縁結び空港（10：30～11：00） 　　 奄美空港（12:30～13：00） ‖‖

‖‖‖‖‖‖‖ ◎黒潮の森マングローブパーク ‖‖‖‖‖‖‖

‖‖‖ ○あやまる岬 ‖‖‖ 奄美大島（泊）（17:30）

FDAチャーター機

ミシュラン三つ星

ホテル（7:30） ‖‖‖‖  石垣港 ～～～ 大原港（西表島）‖‖

‖‖ ◎仲間川遊覧・○サキシマスオウの木 ‖‖ 美原 ・・・・・・ 

・・水牛車・・◯由布島（昼食＆見学）・・美原 ‖ 大原港 ～～ 竹富港 ‖

‖ ◯竹富島観光 ‖ 竹富港 ～ 石垣港 ‖ 石垣空港（16:30～17：00）

                出雲縁結び空港（18:30～19：00）
FDAチャーター機

食事◎入場観光、○下車観光、△車窓観光

NS016

（昼食弁当）

※上記又は同等クラスホテルになる場合もございます。ホテルの指定は出来ません。
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ホテルリゾート
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1日目 奄美大島奄美大島

外観 イメージ

ホテルカレッタ
又は

客室 イメージ

出雲縁結び空港から、定期便にはないFDAチャーター便を
利用して奄美大島と石垣島を観光いたします。

西表島・由布島 水牛車水牛車
イメージ

南の楽園

現地では

JAしまね
統合3周年

企画として

JA特産品
が当たる

抽選会を実
施！!

JAしまね統合3周年企画旅行

写真は全てイメージです。

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。

※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。

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

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。

平成30年10月1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

旅行のお問い合わせ・お申し込みは、下記旅行センターへ

☎0853-25-8907
（お申し込みは各地区旅行センターへお願いします）

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

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

【株式会社農協観光代理業】観光庁長官登録旅行業第939号

☎0854-28-6699
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
☎0854-42-9118
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

島根県知事登録旅行業者代理業第17号

☎0853-21-3305
JAしまね出雲旅行センター

総合旅行業務取扱管理者 藤本健一

☎0853-73-9625
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
☎0854-82-3501
JAしまね石見銀山旅行センター

総合旅行業務取扱管理者 神田 真哉


