
旅行条件〈要約〉お申込みの際には、必ず国内募集型企画旅行条件書（全文）を下記販売店にてお渡しいたしますので、内容をご確認の上、お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。
【募集型企画旅行契約】

ご参加の皆様へ

この旅行は、株式会社ツアー・ウェーブ〔観光庁長官登録旅行業第1665号〕（以下
「当社」といいます）が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様
は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになりま
す。契約の内容・条件は、別途お渡しする「旅行条件書」及び、ご出発前にお渡しする
「最終旅行日程表」によります。

【旅行契約の成立時期】

【旅行代金のお支払い】

●旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時
に成立するものといたします。●郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、
旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出した
ときに成立いたします。 

【お客様の責任】

【ご旅行条件・旅行代金の基準日】

●当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行
契約の内容について理解するよう務めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後においてパンフレット等に記載された旅行サ
ービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地にお
いて速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス
提供機関等いずれかにその旨を申出なければなりません

●本旅行条件は、2022年7月1日を基準として作成しております。また、
旅行代金は、2022年7月1日を現在有効なものと公示されている航空
運賃、適用規則を基準として算出しています。

旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日
より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また21日目にあたる日以降にお申込みの場
合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 

【旅行のお申込み】

【お申込金〈お1人様〉】

（1）当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託旅行会社（以下「当社ら」といいま
す）にて所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みください。
（2）当社らは電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行
契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立し
ておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申
込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場
合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いする場合があります。（ご出発まで一定
以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお断りさせていただく場合があります）       

●旅行代金が 2万円未満 ・・・・・・・  5,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が 5万円未満 ・・・・・・・ 10,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・ 20,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円以上 ・・・・  旅行代金の20%以上旅行代金まで 

【取消料〈お1人様〉】
旅行契約の解除日 

(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取消料 個人包括運賃を利用
する場合の取消料  

旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く)  無料 旅行契約解除時の航空
券取消料等の額 

20日前～8日前以前 　　　　　　　旅行代金の20% 
左記または旅行契約解
除時の航空券取消料等
とのいずれか大きい額 

7日前以降～2日前以前 　　　　　　 旅行代金の30% 
旅行開始日の前日 　　　　　　　  旅行代金の40% 
当日の旅行開始前 　　　　　　　  旅行代金の50% 

 %001の金代行旅 加参不絡連無は又後始開行旅

旅行傷害保険加入のお勧め 病気、けがをした場合には多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償
金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、

お客さまご自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。海外旅行傷害保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合せください。

■お申し込み・お問い合わせ（受託販売）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら
遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 ●パンフレット番号：SDJ22AFA

旅行企画・実施 仙台営業所

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員 

観光庁長官 登録旅行業 第1665号    〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目5番1号 オーク仙台ビルディング2F

TEL 022-212-1919 FAX 022-212-1920

砂むし温泉もございます
※入浴料が別途1,100円がかります。

緑多い城山の麓、美術館等のある文化ゾーンにあり
繁華街へも徒歩約5分の便利なホテル

ホテル吹上荘は鹿児島市の中心地、「照国神社」前に位置し、繁華街へ
も徒歩約5分と観光に大変便利な立地です。鹿児島のシンボル 桜島を眺
めながらゆったりとお寛ぎください。

外観（イメージ）外観（イメージ）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

和会食夕食

ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

世界遺産・屋久島の山懐に抱かれる
近代的なリゾートホテル

世界遺産「屋久島」の山懐に抱かれる近代的なリゾートホテルです。客室
には屋久杉の家具がしつらえられ、悠久の時へといざなわれます。高い吹
抜のロビーでは、屋久杉のオブジェが迎えてくれます。

外観（イメージ）外観（イメージ）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ） 夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

和洋折衷コース料理夕食

ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

眼前に大淀川ののどかな景色を臨む
絶好のロケーション

地元の方から親しみを込めて“みやかん”と呼ばれています。地域に根ざし
たホテルであり、愛されている証拠。65年以上の歴史の中で私たちが築い
てきた、“おもてなし”を感じてください。

外観（イメージ）外観（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

和洋バイキング

レストラン「一木一草」（イメージ）レストラン「一木一草」（イメージ）

夕食

夕食

木肌のぬくもりと贅をつくした雅な宿
江戸の社交場として親しまれた銭湯がテーマの湯処

外観（イメージ）外観（イメージ）

外観（イメージ）外観（イメージ）

元禄風呂（イメージ）元禄風呂（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

旬の和会食

砂むし温泉（イメージ）砂むし温泉（イメージ）

世界自然遺産 屋久島を満喫！！

百五十余年の歴史をおもてなしに込めて
14の源泉から溢れ出る圧巻の大浴場に感動！

14の源泉から溢れ出る圧巻の湯量を誇る大浴場は全国に類を見ない温泉！ 
樹齢100年以上の杉が群生する百年杉庭園の散策もお勧めです。坂本龍
馬も訪れた、開湯三百余年「硫黄谷温泉」と郷土料理をご堪能ください。

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）お部屋の一例

和会食夕食

ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

鹿児島・屋久島

コースA 4日間
利用ホテルのご紹介

鹿児島市 屋久島 指宿市

コースB 4日間

ホテル吹上荘1日目泊 屋久島いわさきホテル2日目泊

宮崎観光ホテル1日目泊 指宿 白水館3日目泊

宮崎市 高千穂峡 指宿市 鹿児島市

霧島ホテル2日目泊

錦江湾沿いに立ち
敷地内に「指宿砂むし温泉」を有するホテル

錦江湾沿いに立ち、「指宿砂むし温泉」（入浴料別途1,100円）を敷地内に有する人
気ホテル。広大な敷地には美術館やサッカーグラウンドがあるほか、亜熱帯の花と
緑にあふれ、ビーチは目の前という温泉・アート・スポーツが融合したリゾートです。

外観（イメージ）外観（イメージ）

お部屋の一例

岩﨑美術館・工芸館（イメージ）

ホテルからの眺望（イメージ）指宿砂むし温泉
露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

砂むし温泉（イメージ）砂むし温泉（イメージ）

※入浴料が別途1,100円がかります。

ホテル敷地内にある岩﨑美術館・
工芸館では黒田清輝、藤島武二の
作品など貴重な作品を展示していま
す。（入場料：お1人様300円）

指宿いわさきホテル3日目泊

周遊
2コース
をご用意！！

仙台空港⇔鹿児島空港
仙台空港 発着

乗り継ぎなし！
らくらく直行！！

添乗員同行
観光・食事付

Bコース お1人様（4名1室利用の場合）

添乗員同行
観光・食事付

旅行代金

169,800円
〈機材イメージ〉

鹿児島九州 日間日間日間4

仙巌園（イメージ） 霧島神宮（イメージ）西大山駅（イメージ）

屋久島 ヤクスギランド（イメージ） 堀切峠（イメージ）

知覧特攻平和会館（イメージ）

屋久島 大川の滝（イメージ）

高千穂峡（イメージ）

 鶏飯（イメージ）

桜島（イメージ）

長崎鼻（イメージ）

仙台空港から直行チャーター便で行く！
アイベックスエアラインズ利用

9/292022年 木
出
発

出発日1本

写真協力：公益社団法人　鹿児島県観光連盟

鹿児島市 屋久島 指宿市
鹿児島・宮崎

宮崎市 指宿市 鹿児島市高千穂峡

南九州2県をめぐり、名所・絶景堪能！！

外観（イメージ）外観（イメージ）

松の緑と青い海に囲まれた豊か
な自然、日本の美と、やすらぎ溢
れる和風の佇まいでお迎えいた
します。日本旅館ならではのゆっ
たりとした空間で、心ゆくまで癒
しの時間をお過ごしください。

フォローお願いします。

お得な情報や最新情報を
Instagramから！

仙台空港国際化
利用促進協議会

上記ホテルでは「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に従いまして、全従業員で感染予防対応策を講じて参ります。
お客様の安心・安全を最優先し、他のお客様や従業員の感染リスクを低減する措置を行っております。

鹿児島・屋久島

鹿児島＆宮崎の旅

「地元発」国内旅行は



熊本県 通潤橋

■発着地／仙台空港 ■利用予定航空会社／アイベックスエアラインズ チャーター便
■利用予定バス会社／●Aコース〈鹿児島本土〉霧島観光バス 〈屋久島〉いわさき種子島・屋久島交通 ●Bコース ミソラリンク 
■出発日／2022年9月29日 ■最少催行人員／15名様 
■食事条件／朝食3回、昼食4回、夕食3回 ■添乗員／仙台空港出発から仙台空港解散まで同行いたします。 
■各コースのご宿泊施設の情報は裏表紙（4ページ）に掲載しております。

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間です）※空港～ホテル間の移
動及び観光中は他のお客様と一緒になり、お待ちいただく場合もございます。予めご了承ください。

鹿児島＆宮崎の旅鹿児島＆屋久島 4日間
鹿児島市 屋久島 指宿市 宮崎市 高千穂峡 指宿市 鹿児島市 コースB

4日間
コースA

鹿児島／桜島（イメージ）屋久島／ヤクスギランド（イメージ）

夕

夕

夕

昼

昼

昼

朝

昼

朝

朝

食事日次 ス ケジュー ル 内 容

1

2

3

4

◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

鹿児島のシンボル・桜島を桜島ビジターセンターで深く学ん
だ後、2日目は世界自然遺産・屋久島へ。ヤクスギランドや推
定樹齢3,000年の紀元杉、大川の滝などを見学します。
JR日本最南端の西大山駅や世界遺産・仙巌園など、鹿児島
の観光も盛りだくさんの4日間です。

雄大な桜島を望む世界遺産・仙巌園や名勝・高千穂峡な
ど、鹿児島、宮崎の２県に加え、熊本県にもちょっと立ち寄
る見どころ満載のコース。奇岩「鬼の洗濯板」で有名な青
島、浦島太郎が竜宮へ旅立った岬との言い伝えがある長
崎鼻などにもご案内いたします。

屋久杉自然館（イメージ）大川の滝（イメージ）

着後、鹿児島観光へご案内

フェリーにて鹿児島市へ移動（約15分）  

観光後、桜島港フェリーターミナルへ

観光後、安房港より高速船にて鹿児島へ（13：30発）　　  
鹿児島本港着（15：30）　着後、指宿温泉・指宿いわさきホテルへ（17：15頃）

観光後、鹿児島空港へ 観光後、鹿児島空港へ

観光後、屋久島いわさきホテルへ（17：00頃）

◎福山黒酢の郷 桷志田

○ヤクスギランド ○紀元杉
○千尋の滝

○志戸子ガジュマル公園
◎屋久島環境文化センター

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間です）※空港～ホテル間の移動
及び観光中は他のお客様と一緒になり、お待ちいただく場合もございます。予めご了承ください。

夕

夕

夕

昼

昼

朝

昼

昼

朝

朝

食事日次 ス ケジュー ル 内 容

【ホテル吹上荘 泊】

【屋久島いわさきホテル 泊】

1

2

4

3

仙台空港発（08：30頃）
◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

朝食 ホテル又はBOX形式の朝食   朝食後、ホテル出発（07：15頃）  鹿児島本港 南埠頭 種子・屋久高速旅客ターミナルへ

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（09：00頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：30頃）　観光へご案内

ホテルにて和会食をお召し上がりください夕食

ホテルにて和洋折衷コース料理をお召し上がりください夕食

ホテルにて和会食をお召し上がりください夕食

アイベックスエアラインズ チャーター便にて鹿児島へ直行！！午 前

鹿児島空港着（10：45頃） 午 前

鹿児島空港発（18：45頃）
アイベックスエアラインズ チャーター便にて仙台へ直行！！

夜

仙台空港着（20：35頃） 夜 着後、解散

鹿児島空港発（18：45頃）
アイベックスエアラインズ チャーター便にて仙台へ直行！！

夜

仙台空港着（20：35頃） 夜 着後、解散

着後、宮崎へご案内

仙台空港発（08：30頃） アイベックスエアラインズ チャーター便にて鹿児島へ直行！！午 前

鹿児島空港着（10：45頃） 午 前

堀切峠（イメージ）

通潤橋（イメージ）

昼食

○青島神社 ○堀切峠

「神楽宿」にて天村雲御膳を
お召し上がりください

昼食

昼食

「奄美の里」にて奄美の郷土料理  鶏飯（黒豚の陶板焼き・とんこつ・小鉢付）

昼食 城山ホテル・中華レストラン「翡翠廰」にて中華（黒さつま）をお召し上がりください

【宮崎観光ホテル 泊】
朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（09：00頃）　高千穂へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：15頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：30頃）　観光へご案内

観光後、ホテルへ（16：45頃）

観光後、指宿温泉・指宿白水館へ（17：30頃）

縁結びのご利益で知られる

○高千穂峡 散策国の名勝・天然記念物

○通潤橋日本最大のアーチ式水道橋

○霧島神宮 参拝建国神話の主人公であるニニギノミコトを祀った

桜島ビジターセンター（イメージ）

桷志田（イメージ）

名所・グルメ
大満足！！

南九州2県
をめぐる

従来の黒酢醸造に対するイメージに縛られず、さらに進化した黒酢文化
を発信すべく、壷畑見学・黒酢レストラン・黒酢直売の3つを融合した“食
と健康をつなぐ”日本初の黒酢専門レストラン。黒酢関連商品の売店や
黒酢の製造工程が学べる壷畑見学などがお楽しみいただけます。

桜島をより深く知ることのできる施設です。館内では桜島の噴火と成長の歴
史、植物の遷移、地域の観光情報や防災活動などを紹介しております。

福山黒酢の郷 桷志田

桜島ビジターセンター

屋久杉自然館（イメージ）

屋久杉のすべてを知ることができる博物館。屋久杉をはじ
め、屋久島の植物や森林の成り立ちなどを、ジオラマや
CGを駆使して解説しています。

屋久杉自然館

霧島市

鹿児島市

1日目

屋久島の滝では水量規模とも最大規模を誇り、「日本の滝百選」にも
選ばれている雄 し々いイメージの滝です。島内一の高さを誇る88メー
トルの断崖から、豪快な水しぶきをあげて滑り落ちる様はダイナミック
で、その水量に圧倒されるようです。滝壺の真下まで歩いて行けるの
で、水しぶきは浴びるものの、ぜひ近づいてみては。

大川の滝屋久島3日目

標高約1,200メートルの安
房林道沿いにある屋久杉で
す。樹高19.5メートル、胸高
周囲8.1メートル、推定樹齢
3,000年といわれています。
木の先端は枯れていますが、
斜面の下側から見ると樹勢
を感じさせます。ヒノキ、ヤマ
グルマ、アセビ、ヤクシマシャ
クナゲ、ナナカマドなど約12
種類の着生樹があり、樹上
に育っているとは思えないほ
どの大きさに育っています。

安房から約16km、標高1000～1300mに広がる自然休養
林です。面積は270.33haの広大な森に５つのコースを設定
し、興味や体力に合わせてお好みのコースを楽しむことができ
ます。その名の通り屋久杉を鑑賞する島内随一の森で、仏陀
杉・母子杉・小田杉といった巨木や双子杉・くぐり杉・ひげ長老
などのユニークな名をもつヤクスギを数多くご覧になれます。

紀元杉

志戸子ガジュマル公園 ヤクスギランド

屋久島2日目

島津家別邸「仙巌園」は鹿児島にある、日本を代表
する大名庭園であり、鹿児島を代表する観光名所
です。桜島を望む雄大な庭園に加え、殿様が暮らし
た御殿があり、お土産物の施設も充実しています。

薩摩半島の最南端
に突き出た岬、長崎
鼻。浦島太郎が竜
宮へ旅立った岬と言
い伝えられ「竜宮鼻」
と呼ばれています。

長崎鼻

仙巌園

指宿市

鹿児島市

4日目

宮崎県1日目

宮崎の定番観光スポットである青島神社。島全体が境内とも言
われる青島の中央に社があり、島にかかる弥生橋を渡って参拝
することができます。ここは有名な神話「海幸彦・山幸彦」の舞
台であり、縁結びにご利益があると言われています。

青島神社

閑寂な老杉の濃い緑に包まれた参道・境内を抜けると、格
調高い朱塗りの社殿の荘厳かつ豪華絢爛な姿があらわれ
ます。創建6世紀の古い歴史を誇り、最初は高千穂峰と火
常峰（御鉢）の間にある背門丘に建てられたといわれていま
すが、500年以上前に現在の場所に移されました。

南国ムード漂う宮崎市の象徴・代表ともいえる風景が、この
堀切峠です。山道を走りぬけ、目の前にフェニックスと青い
海の風景が現れる瞬間には、感嘆の声が上がります。海岸
沿いから海を見下ろすと奇岩「鬼の洗濯板」が浪間から垣
間見え、時間を忘れて眺めてしまう絶景が広がります。

堀切峠
宮崎県2日目

阿蘇火山活動の噴出した火砕流が、五ヶ瀬川に
沿って帯状に流れ出し、急激に冷却されたために
柱状節理のすばらしい懸崖となった峡谷。国の名
勝・天然記念物に指定されています。

高千穂峡

嘉永7年（1854年）、水不足に悩む白糸台地に水を送るために造られた日
本最大のアーチ式水道橋です。水路の長さ126ｍ、橋の長さ75.6ｍ、橋の
幅6.3ｍ、橋の高さ20.2ｍ、アーチの半径27.6ｍ。1960年に国の重要文化
財に指定されました。※放水はご覧いただけない場合がございます。

鹿児島県3日目 霧島神宮 西大山駅

名所・絶景をめぐる！！世界自然遺産・屋久島を満喫！！

〈2・2座席配置の一例〉

→2名並び席 →他のお客様が座ります。（空席ではありません）

通
路

窓
側

窓
側

お1人様追加代金
（大人・子ども同額）

お席が離ればなれになることはありません！！往復

座席（イメージ）

※ご旅行お申し込み時に合わせ
てお申し込みください。※お申し
込み後の手配となりますので、ご
希望に添えない場合があります。
窓側、通路側等のシートリクエスト
はお受けできません。※お申し込
み後（及び現地での）の変更はお
受けできません。※お申し込み後
のお取り消しは、お申し込み時期
により、取消料が必要となります。

○大川の滝  ◎屋久杉自然館

ホテルにて和洋バイキング形式の夕食夕食

観光後、霧島温泉・霧島ホテルへ（17：45頃）

ホテルにて和会食をお召し上がりください夕食

ホテルにて和会食をお召し上がりください夕食

【霧島温泉・霧島ホテル 泊】

【指宿温泉・指宿白水館 泊】

大昔の火山活動によって形成された周囲15キロ、最大水深233メートル
の九州最大のカルデラ湖です。指宿市の天然記念物に指定されている
体長1.8メートル・胸回り60センチ・体重20キログラムもの大うなぎが数
多く生息し、また謎の生物「イッシー」が棲むといわれる神秘的な湖です。

知覧は、太平洋戦争末期、旧陸軍の特攻基地が置か
れた町です。この特攻平和会館は、その当時、人類史
上類のない爆装した飛行機もろとも肉弾となり敵艦に
体当たりした陸軍特別攻撃隊員の遺影、遺品、記録等
貴重な資料を収集・保存・展示してあります。

知覧特攻平和会館4日目

3,000円

日本初の黒酢レストラン

「日本の滝百選」に選ばれた

屋久島を代表する滝の一つ

◎仙巌園

○長崎鼻薩摩半島の最南端に突き出た岬 ○西大山駅ＪＲ日本最南端の駅

○長崎鼻薩摩半島の最南端に突き出た岬

島津家の別邸

○西大山駅

○池田湖 ○黄金の鳥居 ◎知覧特攻平和会館
○池田湖 ○黄金の鳥居 ◎知覧特攻平和会館

◎桜島ビジターセンター

霧島神宮（イメージ）
写真協力：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

長崎鼻（イメージ）

鶏飯（イメージ）

黒さつま（イメージ）

高千穂峡（イメージ）

天村雲御膳（イメージ）

西大山駅（イメージ） 鳥と牛蒡の釜飯膳（イメージ）

西大山駅（イメージ）写真協力：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

千尋の滝（イメージ）

樹齢500年以上といわれる巨大なガジュマルをはじめ、亜熱帯
の植物が多く見られる屋久島最大のガジュマル公園です。

正面に開聞岳を望む素晴ら
しい景観が自慢。駅前に立
つポストは、指宿を代表する
花・菜の花の黄色で、幸せを
運ぶポストとして人気沸騰中。 

★銘茶「知覧茶」を販売している「お茶のはまだ」でショッピング

★銘茶「知覧茶」を販売している
　「お茶のはまだ」でショッピング

仙巌園（イメージ）

世 界 遺 産 ◎仙巌園△鶴丸城跡・御楼門 世 界 遺 産

世 界 遺 産 屋久島観光

黒酢ランチ（イメージ）

高速船（イメージ）

観光後、フェリーにて鹿児島市へ移動

◎福山黒酢の郷 桷志田
桜島や霧島錦江湾国立公園をよ
り深く知ることのできる施設です。

日本初の黒酢レストラン

◎桜島ビジターセンター

黒酢壺畑（イメージ）
写真協力：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

仙巌園（イメージ）

紀元杉（イメージ）
写真協力：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

ヤクスギランド（イメージ）
写真協力：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

長崎鼻（イメージ）
写真協力：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

大川の滝（イメージ）
写真協力：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

志戸子ガジュマル公園（イメージ）

青島神社（イメージ） 青島（イメージ）

高千穂峡（イメージ）
通潤橋（イメージ）

霧島神宮（イメージ）

堀切峠（イメージ）

池田湖（イメージ）

知覧特攻平和会館（イメージ）

仙巌園（イメージ）

志戸子ガジュマル公園（イメージ）屋久杉 森の御膳（イメージ）

昼食

昼食

屋久島で人気の焼肉店「れんが屋」にて

昼食 「屋久島環境文化村センター」にて
 屋久杉 森の御膳をお召し上がりください

昼食 特攻の母の味「知覧茶屋」にて
鳥と牛蒡の釜飯膳

※放水はご覧いただけない
　場合がございます。

○城山公園展望台 △西郷隆盛銅像鹿児島市街地を一望できる

展望台からは桜島をはじめ錦江湾や鹿
児島市街地を一望できます。城山は西
南戦争の最後の激戦地となったため、
西郷洞窟や西郷終焉の地など、西南
戦争にまつわる史跡が多く存在します。 

城山公園展望台

城山公園展望台（イメージ）
写真協力：公益社団法人 鹿児島県観光連盟

共通旅行条件

屋久杉を鑑賞できる島内随一の森

日本を代表する、世界遺産の庭園

ダイナミックで雄大な滝を間近で鑑賞！

樹齢3千年の屋久杉

青島全体が境内の人気スポット

フェニックス並木、青い海と青い空の絶景

懸崖の絶景は、国の名勝・天然記念物日本最大のアーチ式水道橋

創建は6世紀  荘厳かつ豪華絢爛な神社 ＪＲ日本最南端の駅

池田湖鹿児島県
火山活動によって形成された九州最大のカルデラ湖

鹿児島市着後、ホテルへ（15：30頃）

高速船にて屋久島へ（０７：４５発） 屋久島・宮之浦港着（０9：４５発）　～指宿港経由～

着後、

鹿・豚・牛の3種のバーベキューをお召し上がりください 昼食と庭園見学を
お楽しみください。

を見学 ＆ 黒酢ランチ 焼酎の里「霧島ファクトリーガーデン」にて昼食 ＆ 園内散策

へご案内

【指宿温泉・指宿いわさきホテル 泊】

■ツアーコード／SDJ22AFAB-001

1室利用人数

3名1室利用

4名1室利用

2名1室利用 179,800円
1名1室利用 209,800円

174,800円
169,800円
旅行代金（お1人様）

■ツアーコード／SDJ22AFAA-001

1室利用人数

3名1室利用

4名1室利用

2名1室利用 209,800円
1名1室利用 229,800円

204,800円
199,800円
旅行代金（お1人様）

※

※2・3泊目で4名1室利用の場合、2名1室×2部屋にて
　ご案内いたします。 

ルートマップ

長崎鼻

福山黒酢の郷
桷志田

西大山駅
池田湖

黄金の鳥居

知覧特攻
平和会館

仙巌園

城山公園展望台
西郷隆盛銅像
鶴丸城跡・御楼門

青島神社

霧島
神宮

高千穂峡

通潤橋

堀切峠

桜島
ビジター
センター

鹿児島
空港

仙台空港より

仙台空港へ

鹿児島県
宮崎県

熊本県
宮崎観光ホテル

霧島国際ホテル

指宿 白水館

※

※2泊目で4名1室利用の場合、2名1室×2部屋にて
　ご案内いたします。 

ルートマップ

紀元杉
千尋の滝
大川の滝

屋久杉自然館

ヤクスギランド

志戸子ガジュマル公園
屋久島環境文化センター

長崎鼻池田湖
黄金の鳥居

西大山駅

知覧特攻
平和会館

鹿児島本港

仙巌園

桜島
ビジター
センター

鹿児島空港

仙台空港より

仙台空港へ 鹿児島県

屋久島

種子島

福山黒酢の郷
桷志田

種子・屋久高速旅客ターミナル

ホテル吹上荘

屋久島いわさきホテル

屋久島・宮之浦港

屋久島・安房港

指宿港

指宿いわさきホテル




