
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　H=飛行機　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、2023年1月4日現在の運賃・料金を基準としております。　

アイランドホッピングしてふれる奄美群島
それぞれの島の魅力
カルスト地形が発達した沖永
良部島では、日本有数の規模
を誇る鍾乳洞「昇竜洞」や、石
灰岩の断崖絶壁から東シナ海
を望む「田皆岬」へご案内しま
す。変化に富んだ見どころと、
自然遺産に登録された世界で
も希有な亜熱帯性多雨林の自
然にふれてください。

鹿児島  奄美諸島

沖縄本島から奄美大島にかけ、魅力的な島々が点在する奄美群島。2021年7月に「奄
美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録が正式に決定し、今、
注目を集めています。島から島へフェリーや航空機を利用し巡っていきますが、それぞ
れに異なる方言があったり、文化や自然風景も違ったりします。それを一度に味わえる
のがこのツアーの魅力です。徳之島での闘牛、西郷隆盛ゆかりの沖永良部島、島の
原風景が残る加計呂麻島、見どころの多い奄美大島では連泊と、こだわりの日程でご
案内します。

ツアープランナーより

�◯島それぞれに魅力溢れる世界遺産の
奄美群島を旅します。

���◯奄美大島では連泊し、加計呂麻島へ
も足を延ばします。

���◯徳之島では闘牛模擬試を特別プログ
ラムとしてご案内します。

ここにご注目  旅のポイント

奄美大島のマングローブ林（イメージ）　©公益社団法人　鹿児島県観光連盟

島の旅

遊覧船でマングローブの原生林を遊覧（添乗員撮影）

断崖絶壁の田皆岬にもご案内（添乗員撮影） 沖永良部島の鍾乳洞「昇竜洞」
裏面もご覧ください

美しき奄美群島探訪の旅 5日間
手つかずの自然と独自の文化が残る島々を訪ねて

沖永良部島
（1泊）

徳之島（1泊）

奄美大島（2泊）

加計呂麻島

奄美群島
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徳之島の島民たちが夢中になる伝統の闘牛、
模擬試合を特別開催

奄美大島では連泊し、大島紬など島の文化を紹介。
マングローブの森も遊覧船で巡ります

美しい自然と奄美の島の風景を残す加計呂麻島

多彩な美景に恵まれた徳之島は子宝と長寿に
恵まれた安らぎの島です。そんな島の雰囲気
も素晴らしいのですが、この島の特徴として
は、島の男たちが夢中になっている闘牛です。
闘牛は日本のいくつかの地域で見ることがで
きますが、そのなかでも最も「熱い！」といわ
れます。500年の歴史を持ち、年に3回ほど
大会が行われるときには島中がヒートアップ
し、観客からは大きな声援が飛び交います。
通常その大会期間に訪ねないと見ることはで
きませんが、ツアーではその大会会場となる
「なくさみ館」にて、皆様に闘牛の模擬試合を
特別観覧していただきます。700キロを超え
る牛たちのぶつかり合いは迫力満点です。

奄美大島の自然とそれによって育まれた奄美の文化を紹介。奄美の名産である大島紬の
「泥染め」の見学や、大島紬美術館と大島紬資料館を訪ねて奄美大島の歴史と自然をひも
ときます。広大なマングローブの原生林が広がる森は、遊覧船に乗りご覧いただきます。

透明度が高く息をのむほど美しい海、島の大半が山林で手つかずの大自然が残り、ガジュ
マルや石垣の残る風景が絵になる加計呂麻島。時が止まったかのような日本の島の原風
景がそこにはあり、いつまでも滞在していたくなるような島です。

徳之島では闘牛の模擬試合を特別開催（イメージ）

（右）防風林の役割も果たすソテツ（添乗
員撮影）
（下）ムシロを敷き詰めたような花崗岩が
連なる姿が圧巻のムシロ瀬
©K.P.V.B

奄美大島から加計呂麻島へ。デイゴの木々が木陰を作
り憩いの場所に（イメージ）

白い砂浜と澄んだ海が特徴の加計呂麻島　
©公益社団法人　鹿児島県観光連盟

大島紬を特徴づける泥染め（イメージ） 大島紬資料館を訪ねます（イメージ）

■最少催行人員:10名　■食事:朝食4回、昼食4回、夕食4回　■添乗員：羽田
空港または伊丹空港ご出発時から、羽田空港または伊丹空港ご到着時まで同行
いたします。　■ホテル：沖永良部島／おきえらぶフローラルホテル（洋室）、徳
之島／ホテルレクストン徳之島（洋室）　おひとりでご参加のお客様はシングル
ルーム利用となり、手狭となります。奄美大島／奄美山羊島ホテル（洋室）
■利用予定バス会社：沖永良部バス企業団、徳之島総合陸運、大島タクシーまた
は同等クラス　■利用予定航空会社：日本航空、日本トランスオーシャン航空、
全日空（普通席）　■利用運送機関：マルエーフェリーまたはマリックスライン

1
羽田空港09：55発H鹿児島空港11：50着　12：25発H沖
永良部空港13：55着B亜熱帯の花々を見ることができる○
笠石海浜公園へBホテル16：30着
� （沖永良部島泊）ssy

2

沖永良部島の観光　●西郷南洲記念館、島内屈指の景勝
地・○田皆岬、鍾乳石の発達が著しい鍾乳洞・●昇竜洞の
見学へご案内します。午後、フェリーにて徳之島へ。
沖永良部島和泊港14：40発F徳之島亀徳港16：30着
� （徳之島泊）ahy

3

徳之島の観光。○犬の門蓋、○ムシロ瀬、樹齢300年の
ソテツで作られた自然のトンネルである「○金見崎ソテツト
ンネル」へご案内します。また、闘牛模擬試合も見学します。
徳之島16：45発H奄美大島17：15着
� 【2連泊】（奄美大島泊）ahy

4
奄美大島　午前、加計呂麻島観光へ（注1）。午後、奄美
大島へ戻り、マングローブの森を遊覧船（注2）で巡ります。
� （奄美大島泊）ahy

5

奄美大島09：00発B　午前、奄美ならではの「泥染め」の
見学、●大島紬資料館、●大島紬美術館へご案内します。
●田中一村記念美術館の見学もお楽しみください。
奄美空港15：00発H羽田空港16：55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（日本航空利用）のスケジュールです。そ
の他の航空会社を利用した場合、時間が異なります。
(注1）出発日により午前、午後の観光を入れ替えてご案内します。
（注2）悪天候などにより遊覧できない場合は、乗船代を返金します。
※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。

徳之島

■各地からの発着時間のご案内（日本航空利用）
【伊丹空港】	往路：伊丹空港10：55発H鹿児島空港12：10着
	 　　　鹿児島空港12：30発H奄美大島13：55着
	 復路：奄美空港17：40発H鹿児島空港18：45着
	 　　　鹿児島空港19：10発H伊丹空港20：30着
記載した航空会社以外を利用の場合、時間が異なります。

集合・日数・出発日 旅行代金
全国旅行支援対象外
【伊丹空港集合・5日間】
5月19日（金）

¥268,000

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・5日間】
3月10日（金）

旅行代金：¥268,000
全国旅行支援割引：¥20,000
今こそ鹿児島の旅 離島上乗せ：¥12,000
別途地域クーポン：¥10,000分
⇒お支払い実額：¥236,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥25,000にて承ります。）
徳之島の宿泊につきましては、洋室シングルルームとなります。


