
本旅行は次の条件に基づきます。
この旅行は（株）農協観光（観光庁長官登録旅行業第939号。以下「当社」といいます。）が企画・募集す
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を締結することになります。
その他の旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする取引条件説明書面、契約書面、
確定書面（最終旅行日程表）、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行代金に含まれるものは次のとおりです。
　旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用交通機関の運賃、旅行日程に含まれる送迎バス
等の料金。旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）、宿泊の料金・
税・サービス料、食事の料金・税・サービス料。手荷物の運搬料金、団体行動中の心付、添乗
員付コースの添乗員の同行費用。なお、これらの諸費用はお客様のご都合により一部利用さ
れなくても原則として払戻はいたしません。
●ご旅行の申込みと契約の成立時期及び旅行代金のお支払いについて
　参加お申込みの際、当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、上記の申込金をお支払い下さ
い。お申込金は旅行代金お払い込みの際差し引かさせていただきます。お電話等でのお申

取　消　日 取　消　料
旅行出発日の前日より起算して21日前まで

〈国内旅行〉
無　　　　   　料

旅行出発日の前日より起算して20日～8日前まで 旅行代金の  20％
旅行出発日の前日より起算して7日～2日前まで 旅行代金の  30％
旅行出発日の前日 旅行代金の  40％
旅行出発日の当日 旅行代金の  50％
旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行条件（抜粋）※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上、お申し込み下さい。

●旅行条件の基準　この旅行条件は平成28年10月1日現在の運賃料金を基準としています。

込みの場合は、お申込み翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出して
いただきます。旅行契約は当社が予約を承諾をし、申込書と申込金を受領したとき
に成立するものとします。旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て21日目に当たる日までにお支払い下さい。
●お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれない特別な配慮、措置が必要
となる可能性がある方は、ご相談させて頂きますので必ずお申し出下さい。

2泊とも2名様より
1部屋ご用意

JAで年金を受け取っていただいているお客様へ特別企画

池間島▲ イメージ

▼砂山ビーチ（宮古島）

イメージ

2

3

4
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松山空港から全区間チャーター
便を利用で行きますので楽々です。

1 ベストシーズンの宮古島を
３日間で巡ります。

宮古先島諸島を船に乗らずに、
橋を渡りながら、安心して
観光ができます。
郷土料理や地産地消のご昼食、
メニュー豊富なバイキングを
ご用意しています。

宮古島のエメラルドグリーンの
海と白い砂浜が楽しめます。

おすすめの旅のポイント

（大人お1人様、2名様1室利用、松山空港起点）

※お１人部屋ご希望の場合2泊で18,000円（税込）の追加になります。
※お１人様お申込で相部屋をご希望の場合でも、相手が見つからない場合、お１人様1部屋追加料金を
申し受けます。

旅行代金

旅行設定日

78名様

平成29年1月13日㈮
FDAチャーター機30,000円申込金

募集人員 朝食2回、昼食3回、夕食2回食事条件
松山空港より同行します。添乗員

利用航空会社
締切日

（最少催行人員70名様）

（旅行代金に充当します。）

（ただし、満席になり次第締め切らせていただきます。）

2月13日㈪～15日㈬平成29年

ご宿泊予定ホテル

ホテルカレッタ奄美

客室の一例（イメージ） 施設内屋外プール（イメージ） ロビー（イメージ）

客室の一例（イメージ） 外観（イメージ）

又は

コーラルパームス

1日目
奄美大島

客室（イメージ） レストラン（イメージ）

ホテルブリーズベイマリーナ2日目
宮古島

外観（イメージ）

宮古島の南岸、
美しい海辺に建つ
リゾートホテルです

。
Aランクホテル弊社

基準

※ご利用のホテルは旅のしおりにてご案内いたします。ホテルの指定はできません。
※上記または同等クラスホテルに変更になる場合がございます。

宮古島一
の

絶景ポイン
ト

保存版

お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、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。これらの移送費、また、死亡・後遺障害
等を補償する国内旅行保険にお客様自身でご加入されることをお勧めします。

国内旅行保険
加入のおすすめ

この旅行は、「航空機欠航補償保険」に加入しています。詳しくは、弊社社員へご照会ください。

奄美群島国定公園特別保護地区のマング
ローブ原生林に隣接する場所にあります。
住用町全体の94％を山林が占めており、森
にはアカヒゲ・ルリカケス・オオトラツグミな
どの国指定の天然記念物や特別天然記念
物アマミノクロウサギが生息しています。

奄美群島国定公園特別保護地区のマング
ローブ原生林に隣接する場所にあります。
住用町全体の94％を山林が占めており、森
にはアカヒゲ・ルリカケス・オオトラツグミな
どの国指定の天然記念物や特別天然記念
物アマミノクロウサギが生息しています。

▼東平安名崎（宮古島）
ひ が し へ ん な ざ き

海と自然の宝庫
東洋のガラパゴス とと

（宮古島・伊良部島・下地島・池間島・来間島）

3日間

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引きに関する責任者です。このご旅行に関してご不明な点がありましたらご遠慮なく上記の取扱管理者におたずね下さい。 写真は全てイメージ

〒７９０-８５５５　愛媛県松山市南堀端町2-3 （JA愛媛）
総合旅行業務取扱管理者／三品孝之・小林康英

営業時間　午前9時～午後5時30分（土・日・祝祭日はお休みです）

TEL（089）948-5381

旅行業公正取引協議会

観
光
庁
長官登録　日本旅行業

協会

正
会
員

株式会社農協観光は、

一般社団法人日本旅行業協会
（JATA）の正会員です。

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　観光庁長官登録旅行業第939号

愛媛支店

 旅行企画・実施お問い合せ・お申込みはJAでの年金お受け取りご希望のお問い合わせは

JAう　　ま ☎０８９６－２４－３８５２
JA西　　条 ☎０８９７－５６－１８００
JA今治立花 ☎０８９８－２３－０２４６
JA松 山 市 ☎０８９－９４６－１６１１
JA愛媛たいき ☎０８９３－２４－４１８１
JAひがしうわ ☎０８９４－６２－１２１２

JA新居浜市 ☎０８９７－３７－１１１０
JA周　　桑 ☎０８９８－６８－７８００
JAおちいまばり ☎０８９８－３４－１８１３
JAえひめ中央 ☎０８９－９４３－２１２５
JAにしうわ ☎０８９４－２４－１１１８
JAえひめ南 ☎０８９５－２２－８１１１

1日目
昼食

奄美大島の伝統料理
鶏飯（けいはん）

宮古島
さんご礁スペシャル

3日目
昼食

ご昼食は！！

壮大な海の景観を楽しみな
がら身体に優しい郷土料理を
お召し上がりいただきます。
本物の貝の器が美味しさを
一層引き立てます。

薩摩藩政下の当時、薩摩から
来る代官をもてなす料理とし
て生まれました。奄美大島を
代表する郷土料理です。

イメージ イメージ

添乗員同行

宮古島海中公園の目玉である海中観察施
設では、24個のアクリルパネルで大海とつ
ながる自然の一部を見ることができます。

宮古島
海中公園

イメージ イメージ

下地島西側の高台にぽっかりと二つ
の大きな穴が並び、深いコバルトブ
ルーの海水をたたえています。沖縄県
の天然記念物にも指定されています。

下地島西側の高台にぽっかりと二つ
の大きな穴が並び、深いコバルトブ
ルーの海水をたたえています。沖縄県
の天然記念物にも指定されています。

イメージ

▼通り池（下地島）

伊良部大橋

来間大橋

池間大橋
池間島

伊良部島

下地島

来間島 ホテルブリーズ
ベイマリーナ

竜宮城展望台

牧山展望台
サバ沖井戸

佐和田の浜
通り池

宮古空港
宮古島
海宝館

東平安名崎

人頭税石
砂山ビーチ
宮古島海中公園
雪塩製塩所

宮古空港

奄美空港

松山空港

ホテルカレッタ奄美

コーラルパームス

黒潮の森
マングローブパーク

大島紬村 奄美パーク

奄美空港

宮古島

奄美大島

黒潮の森
マングローブパーク（奄美大島）▶

東平安名崎（ひがしへんなざき）は、日本百景に指定されている宮古島を代表する
観光地です。エメラルドグリーンの海の中をずーっと真っ直ぐに延びた細長い崎で、
先端には灯台があります。周りは見渡す限りの綺麗な海。灯台の先まで行ってから、
崎の根元の小高い丘の上にあがって崎全体を見て下さい。感動この上なしです。

東平安名崎（ひがしへんなざき）は、日本百景に指定されている宮古島を代表する
観光地です。エメラルドグリーンの海の中をずーっと真っ直ぐに延びた細長い崎で、
先端には灯台があります。周りは見渡す限りの綺麗な海。灯台の先まで行ってから、
崎の根元の小高い丘の上にあがって崎全体を見て下さい。感動この上なしです。

伊良部大橋
い ら ぶ お お は し

伊良部大橋開通
全長3,540m

（通行料金無料の橋では日本最長）

平成27年1月

2015年1月31日に全長3,540mの無料で渡れる日本一長い橋が宮古島と伊良部島を結
びました。東洋一美しい海と言われる与那覇前浜ビーチや東平安名崎がある宮古島、サトウキ
ビ畑や隠れ家のカフェが点在している来間島や美しい白浜の砂浜が有名な自然豊かな池間
島、そして今回伊良部大橋で繫がる伊良部島と下地島。伊良部大橋が開通することで5つの
島がひとつになり、今までよりも時間を気にせずゆったり5つの島を巡ることができるのです。

2015年1月31日に全長3,540mの無料で渡れる日本一長い橋が宮古島と伊良部島を結
びました。東洋一美しい海と言われる与那覇前浜ビーチや東平安名崎がある宮古島、サトウキ
ビ畑や隠れ家のカフェが点在している来間島や美しい白浜の砂浜が有名な自然豊かな池間
島、そして今回伊良部大橋で繫がる伊良部島と下地島。伊良部大橋が開通することで5つの
島がひとつになり、今までよりも時間を気にせずゆったり5つの島を巡ることができるのです。

イメージ

2月の奄美・宮古の気温

●奄美地方●断続的に雨や曇りとなる
日が多く、日照が少なくなります。本土で
は珍しい緋寒桜が咲くのもこの頃です。
●宮古地方●四季を通じて比較的暖か
いのが宮古島の特徴ですが、夏以外、朝
は冷えます。トレーナーの他、上着を準
備しておく必要があります。

気候概要

最高平均気温（℃）
最低平均気温（℃）

18.0
12.3

22.5
17.7

奄美 宮古2月

JA年金会員限定旅行代金

155,000円
通常価格

松山空港(8:45)ー✈ー FDAチャーター直行便 ー✈ー
ー 奄美空港(10:20/10:50) ‖ ☆浜千鳥館（焼酎工場とお買物） ‖
‖ けいはん ひさ倉（奄美の郷土料理「鶏飯」の昼食）(昼食11:50/12:40) ‖
‖ ◎黒潮の森マングローブパーク ‖ ◎原ハブ屋奄美（「ハブと
愛まショー」を観劇） ‖ 奄美大島【泊】(17:00頃)

■コース表 ◎入場観光、○下車観光（施設には入りません）、△車窓観光、☆お買物 食事

1

3 昼

朝

2 弁

朝

夕

※この時間はあくまでも目安です。交通機関の都合により変更になる場合がありますのでご了承下さい。

夕

昼

ホテル(8:30) ‖ ◎大島紬村 ‖ ◎奄美パーク・奄美の里 ‖ 奄美空港
(11:20/12:00)ー✈ー FDAチャーター直行便 ー✈ー
ー✈ー宮古空港(13:25/13:50) ‖ △伊良部大橋（全長3,540mの
無料の橋） ‖ ○牧山展望台 ‖ ○佐和田の浜（休憩） ‖
‖ ○通り池 ‖ △人頭税跡 ‖ 来間大橋 ‖ ○来間島／展望台 ‖
‖ 宮古島【泊】(18:00頃)

ホテル(8:00) ‖ 池間大橋（全長1,425mの橋を渡り池間島へ） ‖ 

‖ ○池間島（休憩） ‖ ☆雪塩ミュージアム（工場見学とお買物） ‖
‖ ◎宮古島海中公園（海底に沈む海中展望施設） ‖ ☆宮古島海宝館
（昼食とお買物） ‖ ○東平安名崎（雄大なパノラマに感動） ‖
‖ 宮古空港(14:00/15:00) ー✈ー FDAチャーター直行便 ー✈ー
ー✈ー 松山空港(17:00)


