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羽田発着
奄美の

日本
奄美大島

1 羽田
日本航空直行便で奄美空港へ。着後、土盛海岸を一望できる
奄美大島最北端の●笠利崎

スパリゾートの山羊島ホテルに３連泊
お料理をお楽しみ下さい。
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名瀬滞在（奄美大島南部

午前、

へ。

つらいよのロケ地

呂麻島などを一望できる

ルで洋風なお料理をお楽しみ下さい。

朝食 

3 名瀬滞在
終日
ウミガメや熱帯魚の大水槽のある
●田中一村終焉の家
ホテルで和食をご用意しました。
朝食 

4 奄美
午前、
紬の制作工程を見学する
美の自然、歴史、文化を展示した

飯をご用意しました。
●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。
●航空機の遅延などにより島に渡れない場合、日程の大幅な変更が生じる場合がありま

す。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。
●３日目マングローブ遊覧は、干潮の関係で午後になることもあります。
●写真は全てイメージ。

４月１１
５月 
      

展望台から見る大島海峡

男はつらいよのロケ地

お問い合わせは

発着直行便利用
の中心 名瀬

日本のゴーギャン
奄美大島・

羽田（12：00発） 
日本航空直行便で奄美空港へ。着後、土盛海岸を一望できる
奄美大島最北端の●笠利崎

スパリゾートの山羊島ホテルに３連泊
料理をお楽しみ下さい。

× 夕食      

名瀬滞在（奄美大島南部

午前、専用バスで南部の古仁屋港へ。フェリー

へ。●海軍指揮所跡、●島尾敏雄文学記念碑

つらいよのロケ地

呂麻島などを一望できる

ルで洋風なお料理をお楽しみ下さい。

 昼食 夕食    

名瀬滞在   
終日、遊覧船に乗り●マングローブジャングル巡り
ウミガメや熱帯魚の大水槽のある

田中一村終焉の家
ホテルで和食をご用意しました。

 昼食 夕食   

奄美空港（15：10発）
午前、西郷隆盛や龍郷町を紹介する
紬の制作工程を見学する
美の自然、歴史、文化を展示した

飯をご用意しました。
●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。
●航空機の遅延などにより島に渡れない場合、日程の大幅な変更が生じる場合がありま

す。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。
３日目マングローブ遊覧は、干潮の関係で午後になることもあります。

●写真は全てイメージ。写真協力：

１１日（月）
 ９日（月）～

     お一人部屋

展望台から見る大島海峡

男はつらいよのロケ地 デイゴ並木

お問い合わせはお客様専用フリーダイヤル

利用 現地合流可
名瀬のリゾートホテルに

のゴーギャン
・加計呂麻島

  奄美空港
日本航空直行便で奄美空港へ。着後、土盛海岸を一望できる
奄美大島最北端の●笠利崎見学。

スパリゾートの山羊島ホテルに３連泊
料理をお楽しみ下さい。 

                     

名瀬滞在（奄美大島南部 加計呂麻島）

専用バスで南部の古仁屋港へ。フェリー

●海軍指揮所跡、●島尾敏雄文学記念碑

つらいよのロケ地●デイゴ並木

呂麻島などを一望できる●油井岳

ルで洋風なお料理をお楽しみ下さい。

                   

遊覧船に乗り●マングローブジャングル巡り
ウミガメや熱帯魚の大水槽のある

田中一村終焉の家、黒糖焼酎のお店

ホテルで和食をご用意しました。 
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紬の制作工程を見学する○大島紬村
美の自然、歴史、文化を展示した

飯をご用意しました。航空機で
●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。
●航空機の遅延などにより島に渡れない場合、日程の大幅な変更が生じる場合がありま

す。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。
３日目マングローブ遊覧は、干潮の関係で午後になることもあります。

写真協力：奄美大島観光協会、
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一人部屋利用追加代金

展望台から見る大島海峡と加計呂麻島

デイゴ並木 

お客様専用フリーダイヤル

現地合流可 最大
のリゾートホテルに

のゴーギャン田中一村
加計呂麻島

空港（14：15着）
日本航空直行便で奄美空港へ。着後、土盛海岸を一望できる

見学。■お泊りは奄美初の展望露天風呂のある
スパリゾートの山羊島ホテルに３連泊します

                 

加計呂麻島）     

専用バスで南部の古仁屋港へ。フェリー

●海軍指揮所跡、●島尾敏雄文学記念碑

●デイゴ並木見学。奄美大島に戻り、奄美大島南部、加計

油井岳展望台、●ホノホシ海岸

ルで洋風なお料理をお楽しみ下さい。 

                   

遊覧船に乗り●マングローブジャングル巡り
ウミガメや熱帯魚の大水槽のある〇奄美海洋展示館

、黒糖焼酎のお店●浜千鳥館
 

                

羽田（17：15着）
西郷隆盛や龍郷町を紹介する〇りゅうがく館

○大島紬村、奄美パーク
美の自然、歴史、文化を展示した奄美の郷を

航空機で羽田へ。      
●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。
●航空機の遅延などにより島に渡れない場合、日程の大幅な変更が生じる場合がありま

す。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。
３日目マングローブ遊覧は、干潮の関係で午後になることもあります。

奄美大島観光協会、一般社団法人
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お客様専用フリーダイヤルへ 東日本

最大１２名様
のリゾートホテルに３連泊

田中一村
加計呂麻島の旅

着）    名瀬
日本航空直行便で奄美空港へ。着後、土盛海岸を一望できる

■お泊りは奄美初の展望露天風呂のある
します。夕食は、ホテル内で旬の

 名瀬：山羊島ホテル（洋室）

         

専用バスで南部の古仁屋港へ。フェリーか海上タクシー

●海軍指揮所跡、●島尾敏雄文学記念碑、透明度の高い

見学。奄美大島に戻り、奄美大島南部、加計

、●ホノホシ海岸

     名瀬：山羊島ホテル（洋室）

遊覧船に乗り●マングローブジャングル巡り、

奄美海洋展示館、日本のゴーギャン

●浜千鳥館の見学

             名瀬：山羊島ホテル（洋室）

） 

〇りゅうがく館、奄美の伝統工芸の大島
奄美パークで〇田中一村美術館

を見学。昼食は奄美の郷土料理鶏
          

●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。
●航空機の遅延などにより島に渡れない場合、日程の大幅な変更が生じる場合がありま

す。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。
３日目マングローブ遊覧は、干潮の関係で午後になることもあります。 

一般社団法人 あまみ大島観光物産連盟
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田中一村ゆかりの
旅 ４日間
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■お泊りは奄美初の展望露天風呂のある
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見学。奄美大島に戻り、奄美大島南部、加計

、●ホノホシ海岸見学。夕食は、ホテ

名瀬：山羊島ホテル（洋室）

、〇展示館の見学。
日本のゴーギャン

の見学と買い物。

名瀬：山羊島ホテル（洋室）

奄美の伝統工芸の大島

田中一村美術館
昼食は奄美の郷土料理鶏
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       マングローブ原生林

お部屋の一例

奄美大島のリゾートホテル・

山羊島ホテル

くの小島にあるスパ付きのリゾ

ートホテル。

３
連
泊 

田中一村美術館 

田中一村の作品（美術館で購入した絵葉書）

-419 西日本

奄美大島は、島の大部分が森で、絶滅が危惧さ
れる固有種や美しい珊瑚礁が広が
に世界自然遺産
ます。日本のゴーギャン「田中一村」の美術館や
終焉の家、「男はつらいよ
計呂麻島、奄美の自然を代表するマングローブジ
ャングルの遊覧
に３泊、ゆとりある

■最少催行人員：８名
■添乗員：羽田空港
■利用予定航空会社：日本航空
■利用予定バス
※お部屋は基本、

室 2 名様利用が基本です。
のシングル室の利用となります。

 

                   

マングローブ原生林

お部屋の一例           

奄美大島のリゾートホテル・

山羊島ホテルは、名瀬港近

くの小島にあるスパ付きのリゾ

ートホテル。毎回好評です。

田中一村の作品（美術館で購入した絵葉書）

西日本 ：0120-

奄美大島は、島の大部分が森で、絶滅が危惧さ
れる固有種や美しい珊瑚礁が広が
世界自然遺産に登録された

日本のゴーギャン「田中一村」の美術館や
「男はつらいよ 

計呂麻島、奄美の自然を代表するマングローブジ
ャングルの遊覧へご案内します。
に３泊、ゆとりある奄美大島へ行ってみませんか

最少催行人員：８名 ■食事
羽田空港から羽田空港

■利用予定航空会社：日本航空
バス会社：しまバスなど

お部屋は基本、洋室ツインルーム（バス・トイレ付）で、
名様利用が基本です。お一人部屋の方は、１

室の利用となります。

 

マングローブ原生林       

              

山羊島ホテル      

奄美大島のリゾートホテル・

は、名瀬港近

くの小島にあるスパ付きのリゾ

毎回好評です。 

田中一村とは
 幼少期より
島の自然を愛し、亜熱帯の植物
や動物を描き続け、独特の世界
を作り上げた。昭和３３年に奄
美に移住。
じ、貧窮をものともせず、ひた
すら絵をかいた。田中一村美術
館、田中一村終焉の家をゆっく
りと見学します。

田中一村の作品（美術館で購入した絵葉書）

海洋展示館のアオウミガメ

-813-770  

奄美大島は、島の大部分が森で、絶滅が危惧さ
れる固有種や美しい珊瑚礁が広がり、2021

に登録された、今注目の島といえ
日本のゴーギャン「田中一村」の美術館や

 紅の花」のロケ地
計呂麻島、奄美の自然を代表するマングローブジ

ご案内します。リゾートホテル
奄美大島へ行ってみませんか

食事：朝３回、昼３回
羽田空港まで同行 

■利用予定航空会社：日本航空 
など 

洋室ツインルーム（バス・トイレ付）で、
お一人部屋の方は、１

室の利用となります。 

         

   展望大浴場 

    

田中一村とは 
幼少期より画才を発揮。

島の自然を愛し、亜熱帯の植物
や動物を描き続け、独特の世界
を作り上げた。昭和３３年に奄
美に移住。自らの才能だけを信
じ、貧窮をものともせず、ひた
すら絵をかいた。田中一村美術
館、田中一村終焉の家をゆっく
りと見学します。 

田中一村の作品（美術館で購入した絵葉書）       

海洋展示館のアオウミガメ
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紅の花」のロケ地・加
計呂麻島、奄美の自然を代表するマングローブジ

リゾートホテル
奄美大島へ行ってみませんか。 

回、夕３回    

洋室ツインルーム（バス・トイレ付）で、1
お一人部屋の方は、１ベッド
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を作り上げた。昭和３３年に奄

自らの才能だけを信
じ、貧窮をものともせず、ひた
すら絵をかいた。田中一村美術
館、田中一村終焉の家をゆっく
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