
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □本社（東京支店） TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び同法第12条の5に定
める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、
必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降～8日目に当た
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目に当たる日以降～前々日に当たる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後又は無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件とご注意　■宿泊施設は特に明記してあるものを除きバスタブ・トイレ付きのお部屋です（大浴場などの施設がある場合、シャワーのみ、あるいはバスタブ・シャワーなしのお部屋となる場合があります）。　■おひとりでご参
加のお客様は、1名室利用追加代金にて承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降の現地合流、離団はお受けすることが出来ませんので、なるべく
早めにお申し出ください。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。 ご注意ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光 ◯＝下車観光

ご旅行条件は、2022年12月29日現在の運賃・料金を基準としております。　

屋久島はバスで島一周の観光へ　
山、海の美しさを堪能します
屋久杉で有名な屋久島。ユネスコの世界自然遺産にも登録され、日
本でも貴重な原始林が残ります。海岸線に山が迫り、長い間下界を
隔絶してきたため、手つかずの自然が残ったのです。屋久島という
と樹齢2000年を越える古木「縄文杉」で有名です。この「縄文杉」を訪
れるとなると、片道10時間の登山が必要なことから、「屋久島は歩か
なくてはいけない」と思っている方も多いのではないでしょうか。し
かし登山をしなくても屋久島は十分楽しめるのです。屋久島では、
バスで島一周の観光に出かけます。山の美しさ、海の美しさの両方
を楽しめるのが屋久島の魅力。島を巡りながら絶景ポイントを巡っ
てゆきます。

鹿児島（種子島・屋久島）

薩南諸島に位置する、種子島と屋久島。すぐ隣にありながら、
歴史の島と世界自然遺産の島と、全く違った魅力を秘めており
ます。日本を代表する世界自然遺産の屋久島は、標高1936
メートルの宮之浦岳がそびえる独特な地形に、手つかずの大
自然が広がるのが魅力です。この屋久島と、鉄砲伝来の歴史
と宇宙センターという歴史と近未来を併せ持つ種子島を、高
速船で結び一緒に訪問し
ます。屋久島は長時間
歩くというイメージがあり
ますが、あまり歩かずに
楽しめるようにしました。
気軽に屋久島の大自然
や樹齢3000年前後の屋
久杉をお楽しみいただけ
ます。この2つの島ととも
に、本州でもっと早く春
景色を見せてくれる、開
聞岳山麓、池田湖畔の
菜の花の時期に合わせ
て、一足早い「日本の春」
を楽しむ旅といたしまし
た。

ツアープランナーより

�◯屋久島はバスで島一周の観光へ。比較的
歩く距離を少なく屋久杉を見られます。

���◯種子島に宿泊。歴史と豊かな自然を有
し、宇宙へ開かれた島を楽しみます。

���◯菜の花咲く指宿・池田湖にて一足早い
春景色を楽しみます。

ここにご注目  旅のポイント 指宿では、全国でもいち早く12月中旬から2月中旬に菜の花が咲きます。指宿では、全国でもいち早く12月中旬から2月中旬に菜の花が咲きます。
特に九州最大のカルデラ湖である池田湖周辺は94万本もの菜の花が特に九州最大のカルデラ湖である池田湖周辺は94万本もの菜の花が
咲く絶景スポット。黄色い絨毯の向こうには、「薩摩富士」の異名を持つ咲く絶景スポット。黄色い絨毯の向こうには、「薩摩富士」の異名を持つ
開聞岳が聳える絵葉書のような美しい景観をお楽しみください。開聞岳が聳える絵葉書のような美しい景観をお楽しみください。

ニッポンの南を旅する

紀元杉は車でアプローチできます
裏面もご覧ください

屋久島・種子島と菜の花の指
い ぶ す き
宿 5日間

一足早い春景色を訪ねて

桜島鹿児島

知覧

開聞岳

雄龍雌龍
の岩

門倉岬
種子島宇宙センター

池田湖
指宿（1泊）

種子島
（1泊）

屋久島
（2泊）

観光列車
「指宿のたまて箱」 鹿児島県

（写真はイメージ）（写真はイメージ）



旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □本社（東京支店） TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び同法第12条の5に定
める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、
必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降～8日目に当た
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目に当たる日以降～前々日に当たる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後又は無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件とご注意　■宿泊施設は特に明記してあるものを除きバスタブ・トイレ付きのお部屋です（大浴場などの施設がある場合、シャワーのみ、あるいはバスタブ・シャワーなしのお部屋となる場合があります）。　■おひとりでご参
加のお客様は、1名室利用追加代金にて承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降の現地合流、離団はお受けすることが出来ませんので、なるべく
早めにお申し出ください。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。 ご注意ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光 ◯＝下車観光

ご旅行条件は、2022年12月29日現在の運賃・料金を基準としております。　

鉄砲伝来の歴史の島　種子島

歩く距離を少なく
どなたでも気軽に屋久杉をご覧いただける内容といたしました

薩摩の小京都、知覧を訪ねて

世界自然遺産となり注目を集める屋久島のすぐ隣に位置しながら、意外と通り過ぎてし
まう種子島。古くは鎌倉時代より、中国、琉球に対峙する日本の南の最前線として、種
子島氏が治める重要な地で、屋久島、奄美大島など12の島の中心となっておりました。
鹿児島からの高速船が到着する西之表が、種子島氏の拠点となっており、当時の日本最
南端の城下町だったのです。その他、未来に向かう種子島の新しい顔、種子島宇宙セン
ターなど、種子島の魅力は尽きません。

屋久島に行ったらやはり「杉の巨木と苔の美しさが見たい」という方もご安心くださ
い。屋久杉自然館のあるヤクスギランド、そして美しい渓谷の白谷雲水峡では、遊歩
道が整備され、散策を楽しみながら、杉の巨木「屋久杉」をご覧いただきます。樹齢
1000年を越える屋久杉やモミ、ツガなど様々な原生林が見られるヤクスギランドで
は、野鳥の鳴き声や沢のせせらぎを聞きながら整備された遊歩道を1時間ほどのウォー
キングで楽しみます。白谷雲水峡では弥生杉までの散策（一周約2キロ）を楽しみます。

江戸時代、島津家77万石の領地では、地
域の政治と軍事を担うために「麓」と呼ば
れる武家が居住する集落がつくられまし
た。現在でも「麓」には武家屋敷が残り、
石垣と生垣のある重厚な造りの住居は、
格調高いたたずまいを見せてくれていま
す。薩摩の「麓」として重要伝統的建造物
保存地区に指定されている知覧を訪問。
薩摩の小京都と称される風情あふれる町
並みを散策します。 知覧武家屋敷 ©鹿児島県観光連盟

種子島最南端の門倉岬 © K．P．V．B日本が誇る宇宙センター © K．P．V．B

白谷雲水峡 ©屋久島観光協会苔がむす森の中を歩きます

■最少催行人員:10名　■食事:朝食4回、昼食5回、夕食4回　■添乗員:羽田空
港または伊丹空港ご出発から羽田空港または伊丹空港ご到着まで随行いたします。
■ホテル：種子島／種子島いわさきホテルコスモリゾート(バス・トイレ付き洋室)
屋久島／ THE HOTEL YAKUSHIMA(バス・トイレ付き洋室または和室)
指宿／指宿シーサイドホテル(バス・トイレ付き洋室)
■利用予定バス会社：種子島交通、屋久島交通、まつばんだ交通、鹿児島交通観
光バス、鹿児島交通または同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空または全日空(普通席)

錦江湾と桜島を望む観光列車「指宿のたまて箱」の旅　©JR九州

鹿児島からは、
錦江湾と桜島の絶景を楽しみながら鉄道で
　鹿児島から指宿までは、鉄道の旅としました。指
宿枕崎線は、九州を代表する絶景路線の一つ。観
光列車「指宿のたまて箱」に乗り、車窓から鹿児島湾

（錦江湾）と桜島の絶景を味わいながら鹿児島から
指宿まで鉄道旅行を楽しみます。

1
羽田空港08：05発H鹿児島空港10：00着 11：00発H種
子島空港11：40着 ●広田遺跡ミュージアム、●種子島
宇宙センター（宇宙科学技術館）を見学
 (種子島泊)shy

2

種子島08：00発B午前、 引き続き種子島の観光へ。 ○
門倉岬、○坂井神社の大ソテツ、○雄龍雌龍の岩、●鉄
砲館を見学　種子島・西之表港12：10発F屋久島・安房
港13：05着B●原生林の森ヤクスギランドのウォーキン
グ（整備された遊歩道を約1時間）B○紀元杉Bホテル
17：40着 【2連泊】（屋久島泊）ahy

3
屋久島　午前、白谷雲水峡にて弥生杉コースの散策（約1
時間）。
午後、屋久島周遊（○中間ガジュマル、 ○大川の滝、 ○
西部林道、○永田いなか浜） （屋久島泊）ahy

4
屋久島・宮之浦港10：35発F鹿児島港13：15着K鹿児島
中央駅13：56発D（観光列車「指宿のたまて箱」に乗車）
D指宿駅14：49着（名物の砂蒸し風呂体験）
 （指宿泊）aly

5
指宿09：00発B池田湖（開聞岳を望む池田湖の菜の花の風
景※）B知覧（●知覧特攻平和会館や、●武家屋敷庭園群
の見学）B鹿児島空港16：30発H羽田空港18：00着
ご自宅までお荷物を託送します ahs

※上記は羽田空港発着スケジュールです。
※菜の花の例年の開花時期にあわせて設定しておりますが、そ
の年の気候によって見頃は変動します。予めご了承ください。
※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅行代金
の割引と地域クーポンが付与されます。利用条件とご注意は弊
社ホームページの「全国旅行支援」もご覧ください。
※全国旅行支援の助成事業の予算が終了次第、助成事業は停止
となり、通常の旅行代金でのご案内となりますので、予めご了
承ください。なお、キャンセルされた場合は割引適用前の旅行
代金に対して通常のキャンセル料がかかります。
■各地からの発着時間のご案内

【伊丹空港】 往路：伊丹空港09：20発H鹿児島空港10：35着 
 復路：鹿児島空港17：55発H伊丹空港19：05着

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・5日間】 
2月14日（火）

旅行代金：¥258,000
全国旅行支援割引：¥20,000
今こそ鹿児島の旅 離島上乗せ：¥9,000
別途地域クーポン：¥12,000分
⇒お支払い実額：¥229,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥40,000にて承ります）
現地合流プラン：種子島空港合流/鹿児島空港離団
羽田発着･･･ ￥38,000引き、伊丹発着･･･ ￥28,000引き


