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あまり

航空機

1 羽田
午前、航空機で鹿児島空港へ。着後、航空機を乗り換え屋久島へ。

着後、専用車で

■お泊りは
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× ×
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屋久島
終日、専用車で

志戸子ガジュマル園

の●永田いなか浜

本の滝１００選のひとつで高さ８８

２０００種の熱帯植物や南国果物が生い茂る

な一枚岩から落差６６

朝食 

3 屋久島
午前、○

入り口は１０００ｍ前後なので比較的楽に見学できます。コースもいくつかあ

るので

当になります。

ー、屋久杉の工芸品を売っている
朝食 

4 屋久島
午前、

れる

朝食 

●日程内○太字観光地は入場観光、●太字観光地は下車、太字は車窓観光。
●往復の航空機のスケジュールや天候の状況により

ります。また航空機の遅延などにより
ます。その場合、延泊やそれらに伴う追徴金をご請求せざるえない場合もあります。
予めご了承の上、ご参加くださいますようお願いいたします。

●写真は全て
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発着 現地合流離団可
あまり歩けないお

航空機で行
屋久島滞在

羽田(11：30発)
午前、航空機で鹿児島空港へ。着後、航空機を乗り換え屋久島へ。

着後、専用車でホテルへ。

■お泊りは屋久島の

USHIMA OCEAN & FOREST

× 夕食      

屋久島滞在    
終日、専用車で屋久島一周観光

志戸子ガジュマル園

●永田いなか浜

本の滝１００選のひとつで高さ８８

２０００種の熱帯植物や南国果物が生い茂る

な一枚岩から落差６６

 昼食 夕食    

屋久島滞在   
午前、○ヤクスギランド

入り口は１０００ｍ前後なので比較的楽に見学できます。コースもいくつかあ

るので、皆様のペースにあわせてゆっくりと見ることができます。

当になります。午後、樹齢３０００年といわれる

、屋久杉の工芸品を売っている
 昼食（お弁当） 夕食

屋久島（13：30発）
午前、○屋久島環境文化センター

れる○白谷雲水峡
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●日程内○太字観光地は入場観光、●太字観光地は下車、太字は車窓観光。
●往復の航空機のスケジュールや天候の状況により

ります。また航空機の遅延などにより
ます。その場合、延泊やそれらに伴う追徴金をご請求せざるえない場合もあります。
予めご了承の上、ご参加くださいますようお願いいたします。

●写真は全て同時期に弊社添乗員が撮影。

 ５日（月
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屋久島の海を一望する絶景のロケーションに建つ
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ヤクスギランドをゆっくり歩いて見学します。標高差もほとんどなく、

入り口は１０００ｍ前後なので比較的楽に見学できます。コースもいくつかあ

皆様のペースにあわせてゆっくりと見ることができます。

午後、樹齢３０００年といわれる

、屋久杉の工芸品を売っている
夕食          

発） 鹿児島（
○屋久島環境文化センター

○白谷雲水峡を見学。見学後、空港へ。午後、鹿児島経由で羽田へ。

●日程内○太字観光地は入場観光、●太字観光地は下車、太字は車窓観光。
●往復の航空機のスケジュールや天候の状況により
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午後、樹齢３０００年といわれる

、屋久杉の工芸品を売っている●屋久杉加工工場
                

鹿児島（14：05着/14
○屋久島環境文化センター、映画「もののけ姫」のアイデアを生み出したとさ
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●往復の航空機のスケジュールや天候の状況により、別の場所に変更したり順番を入れ変えることがあ
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ます。その場合、延泊やそれらに伴う追徴金をご請求せざるえない場合もあります。
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「ご旅行条件」、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。
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映画「もののけ姫」の舞台のモデルといわれる白谷雲水郷

、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。
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日本航空または全日空
※お部屋は洋室

です。 
※縄文杉へ行きたいお客様は朝

荒川登山口から現地ガイドさんと
目指します。（往路４時間３０分、復路４時間約２
２キロ）ご希望の方は申込時にお申し出ください。

 （実費14,000
※航空機は鹿児島経由の予定ですが、福岡や大阪経由

になることもあります。その場合、出発到着時間が変更と
なります。 
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動は船ではなく
連泊することでゆとりのある
添乗員と現地
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い」というお客様
興味のある方
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２キロ）ご希望の方は申込時にお申し出ください。
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になることもあります。その場合、出発到着時間が変更と

東尋坊 丸岡城 
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、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。 
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２キロ）ご希望の方は申込時にお申し出ください。
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になることもあります。その場合、出発到着時間が変更と

日撮影      

かなくても 
屋久島の旅。 

めてしまってい
観光重視でバス

三千年の
きやすい場

屋久島への移
利用し、3
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