
島めぐり5 周 遊
宮古島 伊良部島
下地島 来間島

池間島

観光・食事付

1日目 夕食

仙台空港国際化
利用促進協議会

来間大橋（イメージ）

169,800円～174,800円
旅行代金 お1人様（4名1室利用）旅行代金 お1人様（4名1室利用）

週末 土・日曜日利用プラン！！
仙台空港 発着

主な
館内設備

主な
客室備品

●フロント ●ロビーラウンジ ●レストラン ●宴会場 ●会議室 ●売店 ●ブランドショップ ●自動販売機 
●ゲストカウンター ●屋外プール（季節営業4月～9月） ●結婚式場 ●宴会サロン ●宅配便カウンター 
●ダイビング機材洗い場 ●コインランドリー（有料）

●テレビ ●冷蔵庫 ●湯沸しポット ●ドライヤー ●歯ブラシ ●カミソリ ●ヘアブラシ ●ハンドソープ 
●ボディソープ ●ボディタオル ●シャンプー ●コンディショナー ●ガウン ●使い捨てスリッパ 
●全室洗浄機付きトイレ完備 ●LANケーブル ●Wi-Fiパスワード各部屋設置（無料）

ホテルアトールエメラルド宮古島

平良港に面しており、全室の窓から宮古のエメラルドグリーンの海が見渡せます。徒歩約3分
で、宮古島を代表する「パイナガマビーチ」にアクセスでき、市街地にも徒歩10分程度。伊良
部大橋にも近く、伊良部島・下地島へのアクセスの良さも抜群です。

外観（イメージ） お部屋の一例

屋外プール（イメージ）

ラウンジ（イメージ）

あぐー豚のしゃぶしゃぶ（イメージ）

クルーズ（イメージ）

ディナー（イメージ）

イムギャーマリンガーデン（イメージ）

東平安名崎（イメージ）

牧山展望台（イメージ）

通り池（イメージ）

伊良部大橋
（イメージ）

マグロ＆かつお丼（イメージ）

島尻マングローブ林（イメージ）

宮古織りと藍染（イメージ）

砂山ビーチ（イメージ）

与那覇 前浜ビーチ（イメージ）

和食会席膳（イメージ）

宮古本島と伊良部島を結ぶ橋。
全長3,540ｍ、2015年1月に開通。
無料で渡れる橋としては日本一の
長さを誇る橋です。

5つの島を結ぶ絶景パノラマブリッジを満喫！！

自然にできた隆起サン
ゴのアーチが特徴の
ビーチです。まるでプラ
イベートビーチのような
砂浜は、どこを撮っても
絵になるような美しさ。
SNS映えも抜群です。

「東洋一の白い砂浜」とも言われる宮古島を代表する
美しいビーチ。真っ白な砂浜が延 と々7kmも続きます。

奥行き約1ｋｍの入り江（バタ
ラズ）に発達している宮古諸
島でも最大規模の群生で
す。海の森と言われるマング
ローブに囲まれた水辺の遊歩
道を歩きながら自然観察する
ことができます。 沖縄県内初の海中展望型

客船「モンブラン」で楽しむ、
ディナー＆サンセットクルージ
ング。お寿司やローストビー
フなどの調理パフォーマンス

や、1階のメインダイニングでは三線やピアノのライブ
も。夕日を眺めながらのディナークルージングは宮古島
最後の夜の特別な思い出となることでしょう。

沖縄名物料理を堪能！
ホテルや地元人気店で

マグロ＆かつお丼、あぐー豚、宮古そば
などの沖縄の名物をご堪能ください。

人魚伝説が残る神秘
的な池で、県の天然
記念物に指定されて
います。大小2つから
なる池は水中では１
つになっていて外洋と
もつながっています。

イムギャーマリンガーデンは、自然の入り江を利用し
た美しい海浜公園です。穏やかなビーチなので子
供の海水浴に最適。シュノーケリングも人気です。

国の史跡名勝天然記念物に指定されているだけ
にまさに絶景！ 駐車場から灯台までは、遊歩道が
整備されています。風が強いので帽子などが飛ば
されないようご注意ください。

宮古島3つの大橋を渡る！！ 大自然の美を存分に満喫！！

宮古そば（イメージ）

イムギャーマリンガーデン

ディナー&サンセットクルーズ

東平安名崎宮古島の最東端にある

通り池

伊良部大橋

砂山ビーチ

来間（くりま）大橋

池間大橋

宮古島と来間島を結ぶ全長
1,690ｍの橋。橋はまっすぐ
ではなく、大型の船舶が航行
できるよう中央部が盛り上
がった形状となっています。

宮古島と池間島を結
ぶ、1992年に開通した
全長1,425ｍの橋です。

宿泊ホテル

！

宿泊ホテルの目前 「平良港」から出港・帰港します！

3連泊

海中展望型客船「モンブラン」で楽しむ！！
三線ライブも大好評！！

無料で渡れる橋としては日本一の長さ 伊良部島で一番高い
場所にあるため、ここ
からは宮古本島をは
じめ池間島・来間島な
ど、雄大な景色を眺
めることができます。

牧山展望台

島尻マングローブ林宮古諸島で最大規模

与那覇 前浜ビーチ東洋一の白い砂浜

国の史跡名勝天然記念物に指定

宮古島最後の夜は

シースカイ博愛に乗船！
半潜水式水中観光船

水深約25mの世界を体験！！ シースカイ博愛（イメージ）

ユートピアファーム見学！！
世界中から集めた50品種のブーゲンビレアを
中心にマンゴーなどのトロピカルフルーツを見学 ユートピアファーム（イメージ）

※写真はイメージです。実際の料理とは異なる場合がございます

和食会席膳
小鉢 琉球珍味3点／お造り3種
煮物 ラフテーと紅芋饅頭／蒸し物 茶碗蒸し
陶板鍋 牛肉と野菜の鋤鍋
揚げ物　魚の天ぷら 鮪カツ
お食事 白米 味噌汁 香の物／甘味 黒糖
※メニュー内容は季節により変更になる場合がございます

池間大橋（イメージ）

スカイマーク

直行チャーター便で行く！
〈機材イメージ〉

〈
メ
ニ
ュ
ー
の
一
例
〉

仙台空港⇔みやこ下地島空港

フォローお願いします。

お得な情報や最新情報を
Instagramから！

土9 3月 日 出
発 土10 1月 日 出

発
2022年
出発日2本

「地元発」国内旅行は
沖縄県・（一財）沖縄観光コンベンションビューロー協力：

宮古市体験工芸村にて
ハンカチのしぼり染め体験

しぼり染めたハンカチは
お持ち帰りいただけます。

観光農園



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】

【取消料〈お1人様〉】

●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6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6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 

■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。

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（注3） 

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)4注(後始開行旅

パンフレット番号：SDJ22AMA

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国内旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。国内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。

スカイマーク チャーター便にて仙台へ直行！！みやこ下地島空港発（16:30頃）
仙台空港着（19:25頃）　着後、解散

夕刻

夜

お申し込みの際は旅行条件書等と本パンフレットを必ずご確認ください。

旅行企画・実施

仙台営業所
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

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員 

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

仙台空港⇔みやこ下地島空港

■ツアーコード／SDJ22AMA-001

●子供（ベッド・食事付）料金は、上記大人代金と同額となります。※ご利用人数に含まれます。
●料金にはすべて消費税・サービス料が含まれております。

新型コロナウィルスへの対策について

・お客様・添乗員等の健康と安全を第一に考えたツアーの運行・手配を行います。
・観光時は密閉された施設や密集を避ける行程・運行に努めます。
・同行する添乗員には日頃より健康管理を徹底させます。
・お客様にもマスク着用や手洗い・うがいの励行等、感染予防のお願いをいたします。

宿泊施設について

受付時に、皆様に健康チェックシートのご記入、検温を行います。なお、検温
に関しては毎朝出発前にさせていただきます。37.5度以上発熱がある方、
新型コロナウイルスに感染が疑われる症状がある方は、参加をご遠慮いた
だき旅行代金を後日ご返金致します。  

■旅行代金（お1人様）
1室利用
人数

9/3（土）
出発

10/1（土）
出発

3名1室

4名1室

単位：円

利用ホテル

〈部屋指定なし〉 2名1室

1名1室

174,800

179,800

184,800

219,800

169,800

174,800

179,800

214,800

「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、宿泊施設の全従業員
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行っております。お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解
とご協力の程、よろしくお願いいたします。詳細はホテルの公式ホームページをご覧ください。

夕

昼

朝

朝

朝

夕

昼

昼

食事日次 ス ケジュー ル 内 容

【アトールエメラルド宮古島 泊】

【アトールエメラルド宮古島 泊】

【アトールエメラルド宮古島 泊】

2

1

3

4

夕食

◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

ホテル出発（09：00頃）

伊良部大橋 橋詰め広場（いらぶ大橋 海の駅）に立ち寄ります ホテル着（16：00頃）

ホテル着（14：00頃）

夕食は各自にてホテル着（16：20頃）

ホテルにて「和食会席膳」

昼食

レストラン豚匠にて「あぐー豚のしゃぶしゃぶ」をお召し上がりください

　　　伊良部佐良浜にて「マグロ＆かつお丼」

昼食

昼食

朝食 ホテルにてお召し上がりください

×

×

※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。

○通り池

△来間大橋 ◎竜宮城展望台

△池間大橋 ○池間島 眺望

伊良部島や来間大橋、与那覇前浜ビーチを一望できます。

ホテル出発（09：00頃）朝食 ホテルにてお召し上がりください

朝食 ホテルにてお召し上がりください ホテル出発（09：40頃）

○イムギャーマリンガーデン

夕刻まで自由行動となります

天然の入り江を生かした海浜公園です。一番上の休憩
所からは素晴らしい景色を眺めることが出来ます。

○島尻マングローブ林
奥行き約1ｋｍの入り江（バタラズ）に発
達しているマングローブ林に張り巡らされ
た遊歩道を散策します。

◎半潜水式水中観光船「シースカイ博愛」

○砂山ビーチ ◎雪塩ミュージアム

◎多良川酒造

○東平安名崎
日本の都市公園百選にも選ばれている国指定
名勝、リーフ内に「地震岩」と呼ばれる巨岩とエメ
ラルドブルーの海が作り出す景色は圧巻です。

○東洋一美しいビーチ 与那覇前浜ビーチ 与那覇 前浜ビーチ（イメージ）

通り池（イメージ）

伊良部大橋（イメージ）

島尻マングローブ林（イメージ）

サンセットクルーズ（イメージ）

東平安名崎（イメージ）

夕食 サンセットクルーズ ＆ ディナー

2つの池が水中で繋がっている神秘的な池。

水深約25mの世界をお楽しみください。

宮古島名物の雪塩について学べ、
雪塩を購入することもできます。

隆起珊瑚礁でできた
洞穴が特徴的なビーチ

泡盛製造工程ビデオの鑑賞と洞窟貯蔵庫を見学

夕日に染まる宮古島を贅沢な眺めをご堪能後、ビュッフェのお食事
や三線ライブなどをお楽しみください！

宿泊ホテルの目前 平良港から出港・帰港！！

宮古島での
最後の夜を満喫

着後、貸切バスにて観光へご案内

△伊良部大橋 全長3,540m、無料で渡れる橋として日本一長い橋です。

海宝館の海を一望するレストランにて「郷土料理（宮古そば付）」

その後、ホテルへ

◎牧山展望台 宮古本島をはじめ池間島・来間島など、雄大な景色を眺める
ことができます。旅の最後の宮古島の眺望をお楽しみ下さい。 牧山展望台（イメージ）

マグロ＆かつお丼（イメージ）

◎観光農園 ユートピアファーム 世界中から集めた50品種のブーゲンビレアを中心に、マン
ゴーなどのトロピカルフルーツを見学することができます。

仙台空港発（10:25頃） スカイマーク チャーター便にて宮古島へ直行！！午 前

みやこ下地島空港着（13:40頃）午 後

■発着地／仙台空港 ■利用予定航空会社／スカイマーク〈BC〉
■利用予定バス会社／八千代バス 又は 中央交通 
■出発日／2022年9月3日〈土〉、10月1日〈土〉
■最少催行人員／10名様 ■食事条件／朝食3回、昼食3回、夕食2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。

おまかせ！

宮古島4日間

添乗員同行
プラン

観光・食事付

エコノミークラス（イメージ）エコノミークラス（イメージ）

〈3・3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

3,000円お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！！

2名並び席プランエコノミークラス 往復

宮古島 伊良部島 下地島 来間島 池間島

島めぐり  周遊5

ホテルアトール
エメラルド宮古島

仙台空港 発着

※お隣同士の席を確約するもので、2人掛けの席を確約するものではありません

土9月3日 出
発 土10月1日 出

発

2022年 出発日2本

スカイマーク直行チャーター便で行く！

（Yクラス）

地元ならではの商品がそろう◎まるきスーパー見学

◎宮古市体験工芸村にてハンカチのしぼり染め体験！ しぼり染めたハンカチは
お持ち帰りいただけます。

○JAあたらす市場見学
古くから伝わる伝統的な宮古織りと、美しい藍染をご体験ください。

◎友利かつお加工工場見学


