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3日間
●旅行実施日／平成 29年

泊 日

（税込）

（大人お1人様・洋室2〜3名様1室ご利用）
［1名様1室ご利用］
15,000円追加
（2泊）

̶̶̶ 奄美空港＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10：40頃発

＝＝＝＝＝＝＝＝＝
弁

13：40着
見学

● 浜千鳥館黒糖焼酎工場
＝＝＝＝奄美大島［宿泊］
16：20／17：00

15：10／16：00

１7：30

ホテル＝＝＝＝見学 ◎あやまる岬＝＝＝＝＝見学 ◎ 原ハブ屋奄美
＝＝＝＝＝
８
：0０

2日目

奄美大島

8：30／8：50

＝＝＝

9：10／9：50

FDAチャーター便（昼食：弁当）

奄美空港̶̶

̶̶宮古空港＝＝＝
［伊良部大橋］
＝＝＝伊良部・下地島観光

11：00発

＝＝＝＝＝

コーラルパームス

12：25頃着

13：10／15：10

＝＝＝＝＝
［池間大橋］
＝＝＝＝

休憩

◎ 池間島＝＝＝＝＝

弁

＝＝＝＝＝

15：40／16：00

または同等クラスホテル利用

2日目

福島空港 ̶̶̶

＝＝＝ ● 奄美パーク
＝＝＝

※昼食は弁当を含みます。

1日目

食事

FDAチャーター便（昼食：弁当）

見学

（最少催行人員65名）
●募集人員／78名
●添 乗 員／同行いたします。
●食事条件／朝食 2回・昼食 3回・夕食 2回

●利用航空会社／FDA（フジドリームエアライン）
●宿泊利用ホテル

スケジュー ル

1日目

2月9日㊍ 〜11日㊏ 2 3
●旅行代金
149,800円

月日

＝＝＝＝＝＝見学
＝ ◎ 雪塩工場＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝宮古島［宿泊］

16：10／16：50

宮古島

１7：00頃

ホテル＝＝＝＝＝見学 ◎東平安名崎＝＝＝＝＝＝お買物 ●宮古島海宝館＝＝＝＝＝

または同等クラスホテル利用

●申込金／10,000円（旅行代金に充当いたします。）
●申込締切日／平成29年1月18日㊌
●集合場所（時間）
、解散場所（時間）
は、後日改めて
お知らせ致します。

3日目

ホテルブリーズベイマリーナ

9：40／10：10

見学 ◎ ユー
見学と試飲 ●多良川酒造
トピアファーム宮古島
＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝
11：25／12：00

10：35／11：15

＝＝＝＝＝＝＝

昼食

◎ 宮古島
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

平均気温は奄美大島15℃、宮古島20℃、奄美大島は、
１月下旬
頃になると本土より一足早く緋寒桜（ヒカンザクラ）が咲き始め
ます。
（宮古島は2月入ってから）

奄美の自然、歴史、文化
を紹介する
「奄美の郷」
と、
奄美を描き続けた画家、
田中一村の作品を収蔵す
る
「田中一村記念美術館」
からなる。屋外には園内を
見下ろす展望台があります。

8：30／9：30

お買物

◎ JA宮古農産物直売所＝＝＝＝＝＝
13：45／14：15

12：30／13：30

奄美大島・宮古島の気候

奄美パーク

８
：0０

FDAチャーター便

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 宮古空港 ̶̶̶

̶̶̶ 福島空港

14：25／15：20頃

18：15頃

航空機
バス
※観光：●印入場／ ◎印下車／▲車窓〈順不同〉■ 行程中の記号／
※上記行程表は、
２０１6年 11月現在の予定であり、当日の天候や交通状況により変更になることもございますので、予めご了承ください。
後日、改めて集合場所・出発時間についてはご案内いたします。

多良川酒造

珊瑚礁からなる自然豊かな宮古
島にて、
泡盛を作り続けて60余
年。昭和23年の創業以来伝
統の手技にこだわり、
今も変わる
ことなく古酒への想いを紡いで
いる酒造り一筋の
『多良川』
で
す。泡盛の蔵元です。

東平安名崎

宮古島の最東端、紺碧の海に2㎞
にわたって突き出し、幅最大160ｍ、
高さ約20ｍの隆起珊瑚礁の石灰
岩から成る美しい岬です。
日本の都
市公園100選や国の史跡名勝天
然記念物にも指定された代表的な
観光地です。

宮古島海宝館

1日いても飽きない宮古島のアソビタウン。
貝たちが演出
する世界の貝の資料館。海の中にいるような幻想的な
館内では、静けさの中でゆったり
と貝の美しさにふれられる。
ショッピングセンターでは貝のアク
セサリーを製造販売。
オリジナル
アクセサリーはすべて一点物。

旅行条件
（要約）※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい。
●旅行のお申込み及び契約成立について
お申込の際には、必ず旅行条件書をお受け取り下さい。
＊当社所定の申込書に所定の事項を記入し、所定のお申込金を添えてお申込みいただきます。
＊お申込金は、
「旅行代金｣又は「取消料」、
「違約料」の一部として取扱います。
＊電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込の場合は、当社が旅行契約の予約の承諾の旨通知し
た翌日から起算して3日以内に、所定のお申込書と所定のお申込金を提出していただきます。この期間内にお客様がお申込とお
申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
＊旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立します。
●旅行代金に含まれるもの
本広告書面に記載された旅行日程に明示した運輸機構の運賃･料金、宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び消費税等諸税が含まれます。
●旅行代金に含まれないもの
下記のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
＊超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について）
＊クリーニング代、電報電話代、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
＊お客様の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金（見学料・食事代・写真代・交通費等）
＊ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。
●取消料（国内のみ）
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料
を、それぞれいただきます。

旅行契約の解除期日
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

取消料（おひとり）

1）21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあたっては11日目）

無

料

2）20日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあたっては10日目）
（3〜6を除く）

旅行代金の２０％

3）7日目にあたる日以降の解除（4〜6を除く）

旅行代金の３０％

4）旅行開始日の前日の解除

旅行代金の４０％

5）旅行開始当日の解除（6を除く）

旅行代金の５０％

6）旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の１００％

●個人情報の取扱について
当社の個人情報の取扱の詳細については、当社ホームページ（http://www.ntour.co.jp）
をご参照ください。
●最終のご案内
最終のご案内は、出発日の前日から起算して 宿泊を伴う国内旅行の場合…14日前、日帰り旅行の場合…10日前、海外旅行の
場合…21日前を目処にお客様にお渡しいたします。
（場合によっては若干異なる場合があります）
●旅行条件の基準
この旅行条件は2016 年 11 月 1 日を基準としております。

■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、措置が必要に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「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。

お問い合わせ・お申し込みは
観光庁長官登録旅行業第939号

株式会社 農協観光 代理業

福島県知事登録旅行業者代理業第58号

JA福島さくら旅行センター
〒963‐8502 郡山市朝日2‐14‐7

☎024‐921‐0500

総合旅行業務取扱管理者：伊藤

剛

福 島 支 店 ／☎024‐554‐3575
伊達営業支店 ／☎024‐575‐0107

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第939号

郡山支店

福島県知事登録旅行業者代理業第58号

JA福島さくらたむら旅行センター

〒963‐4312 福島県田村市船引町船引字南町通160番地

☎0247‐82‐6199

総合旅行業務取扱管理者：古市 昌寛
郡 山 支 店 ／☎024‐983‐0380
会津営業支店 ／☎0242‐37‐2319

〒９６３‐８８４６ 福島県郡山市久留米2丁目７７
‐
１
総合旅行業務取扱管理者：鈴木光輝・小原健志
正会員

☎024‐983‐0380
（一社）
日本旅行業協会の正会員です。

総合旅行業務取扱管理者とは、
お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

