
  
 

 
 

   

   
                                      

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊発着時間及び交通機関は、変更になる場合がございます。予めご了承ください。 ◎オプショナルツアーの設定もございます。裏面をご確認ください。 
 

【旅行条件】 ■出発地：三沢空港 ■最少催行人員：５０名 ■利用航空会社：フジドリームエアラインズ ■利用バス会社：種子島交通・屋久島交通 

■食事条件：朝食２回・昼食３回・夕食２回 ■添乗員は三沢空港より同行いたします。 

■旅行代金に含まれるもの／航空運賃・貸切バス代・高速船代・観光費・宿泊代・食事代・諸税・サービス料が含まれています。  

     

【ご宿泊施設】 屋久島（4/29・4/30 利用） 屋久島いわさきホテル 洋室（２名～３名１室）利用 

                           〒891-4404 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間   ＴＥＬ：0997-47-3888  

           

種子島（4/29 利用）     種子島いわさきホテル 洋室（２名～３名１室）利用 （＊オプショナルツアーご参加のお客様のみ宿泊です。） 

                           〒891-3703 鹿児島県熊毛郡南種子町茎永３３６７ ＴＥＬ：0997-26-6888  
  

 
＊パンフレット内の画像は全てイメージとなります。 

行     程     表        （★入場観光地  ☆下車観光地  ○車窓見学） 島内の移動は貸切バス利用です。 
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    ＦＤＡチャーター便     

三沢空港 →→→ 種子島空港 ＝ 種子島いわさきホテル（昼食） ＝ ☆種子島宇宙センター ・ ☆宇宙科学技術館 ＝ 
   8：45         11：30           12：40／13：30              13：40 ～ 14：40      14：40 ～ 16：00 

 

＝＝ 種子島・西之表港 ～～～ 高速船 ～～～ 屋久島・安房港 ＝＝＝ ☆屋久島いわさきホテル（泊） 
             17：40                    18：30                19：15     ＊ホテル内にて夕食  

 

4/30 

 

ホテル ＝＝ ★ヤクスギランド ＝＝ ☆紀元杉 ＝＝ 屋久島観光センター（昼食） ＝＝ ★志戸子ガジュマル公園 ＝＝ 
 8：40       9：35／10：35      10：55／11：10      12：30／13：30                13：45／14：15 

 

＝＝＝ ★ボタニカルリサーチパーク ＝＝＝ ☆屋久島いわさきホテル（泊） 
         15：15／16：15               16：40    ＊ホテル内にて 19：00～『三沢空港の旅 懇親会』  

 

5/1 

 

ホテル ＝＝ ☆千尋の滝 ＝＝ 屋久島・安房港 ～～ 高速船 ～～ 種子島・西之表港 ＝＝ ★種子島鉄砲館 ＝ 
 8：00       8：20／9：00            10：00                 10：50                11：10／11：50 

                                        ＦＤＡチャーター便 

＝＝＝ 種子島あらきホテル（昼食） ＝＝＝ 種子島空港 →→→ 三沢空港／到着後、解散 
        11：55／12：45                   14：00        16：45  

 

 

 

◆ご旅行日：令和２年４月２９日（水）～５月１日（金） 

◆募集人員 ８０名  （ 最少催行人員 50名 ） 

≪１名１室ご利用追加料金・２泊で ２４，５００円≫ 

 

令和２年三沢空港利用促進特別企画 

￥１６４，８００‐（税込） 
旅行代金 （２～３名１室の利用でお一人様） 

屋久島いわさきホテル（イメージ） 

種子島宇宙センター（イメージ） 

 

【企画協力】   

三沢空港振興会 

【後   援】 

青森県 ・ 三沢市 

三沢市商工会 ・ 三沢空港利用促進期成会 

三沢空港ターミナル㈱ ・ 三八五流通グループ 

 

　このたび、三沢空港では４年目とな
る株式会社フジドリームエアラインズ
のチャーター便を企画いたしました。
　初就航となる種子島空港へダイレク
トに飛んでいただき、種子島では宇宙
開発現場に触れ、屋久島では特有の
大自然をご満喫いただきたいと思い
ます。
　多くの皆様のご参加を心からお待ち
しています。

　　三沢空港振興会 会長
　　三沢市長

　　小 檜 山　吉 紀

　このたび、三沢空港では４年目とな
る株式会社フジドリームエアラインズ
のチャーター便を企画いたしました。
　初就航となる種子島空港へダイレク
トに飛んでいただき、種子島では宇宙
開発現場に触れ、屋久島では特有の
大自然をご満喫いただきたいと思い
ます。
　多くの皆様のご参加を心からお待ち
しています。

　　三沢空港振興会 会長
　　三沢市長

　　小 檜 山　吉 紀



   
 

① 種子島１泊満喫【観光コース】及び【ゴルフコース】  ４月２９日～３０日 １泊２日の設定 
      

募集人員 観光コース 及び ゴルフコース 合わせて ３０名  （最少催行人員 １２名）      
旅行代金 【観光コース】 お一人様 ＠１６，０００円  【ゴルフコース】 お一人様 ＠２６，０００円 

 

4/29 共
通 

☆種子島いわさきホテルで昼食後、出発 

ホテル ＝ 種子島宇宙技術科学館 ＝ 広田遺跡ミュージアム ＝ 千座の岩屋 ＝ 種子島いわさきホテル（泊） 
13：30       13：40／14：40           15：00／16：00       16：15／17：00    17：15 

4/30 

観
光 

（飛流おとし・さつき吊橋）  ＊基本コースの方達と合流 

ホテル ＝ 種子島・西之表港 ～ 高速船 ～ 屋久島・安房港 ＝ 白谷雲水峡散策 ＝ 屋久島観光センター（昼食） 
8：15              9：40              10：30            11：15／12：00      12：30／13：30  

ゴ
ル
フ 

＊ジャンボタクシーで送迎いたします。                                 ＊ホテル到着後、三沢空港の旅 懇親会開場へ 

ホテル ＝ 種子島ゴルフクラブ ＝ 種子島・西之表港 ～ 高速船 ～ 屋久島・安房港 ＝ 屋久島いわさきホテル 
7：30      8：00～16：00               17：40              18：30           19：15 

  
 

② 縄文杉登山コース  ４月３０日 日帰り   ≪登山装備・体力必要≫ 
      

募集人員 １６名   （最少催行人員 ４名） ＊専門の案内人が付いてのツアーとなります。       
旅行代金  お一人様 ＠１１，０００円  （＊当日徴収分として荒川登山口までの送迎バス代、お一人様＠１，５００円を含みます。） 

 

4/30  ホテル ＝ 荒川登山口 ～ トロッコ道 ～ ウィルソン株 ～ 大王杉 ～ 縄文杉 ～ 荒川登山口 ＝ ホテル 
04：20                                                                     18：00 

  
 

③ 白谷雲水峡トレッキングコース  ４月３０日 日帰り   ≪トレッキング装備・体力必要≫ 
      

募集人員 １６名   （最少催行人員 ４名） ＊専門の案内人が付いてのツアーとなります。       
旅行代金  お一人様 ＠１１，５００円  （＊当日徴収分としての送迎バス代及び白谷協力金、お一人様＠２，０００円を含みます。） 

 

4/30  ホテル ＝ 白谷雲水峡 （ 飛流おとし ～ さつき吊橋 ～ 苔むす森 ～ 太鼓岩 ） ＝ ホテル 
08：00                                                           16：00 

 

       

 

≪オプショナルツアーのご案内≫ 
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