
単位：円

下 り 便 上 り 便 期間＆食事条件 1 名一室 2名一室 3名一室 ４名以上

フリータイム２日間旅費 44,100 43,900 43,800 43,800

１泊２日食事なし ＊ 43,400 43,300 43,300

自然体験付２日間旅費 ＊ 48,900 48,800 48,800

１泊２日食事なし ＊ 47,300 47,200 47,200
フリータイム３日間旅費 46,400 46,200 46,100 46,100

２泊３日食事なし ＊ 45,100 45,000 45,000

自然体験付３日間旅費 ＊ 54,900 54,800 54,800

２泊３日食事なし ＊ 51,900 51,800 51,800
フリータイム２日間旅費 47,500 46,700 46,600 46,600

１泊２日：１朝食付 ＊ 46,700 46,600 46,600
フリータイム３日間旅費 53,200 51,700 51,600 51,600

２泊３日：２朝食付 ＊ 51,700 51,600 51,600
釣具レンタル２日間 53,000 52,200 52,100 52,100

１泊２日：１朝食付 ＊ 52,200 52,100 52,100
乗合船釣り３日間旅費

２泊３日：２朝食付

ダイビング：１泊２日

１泊１朝食：３ボートダイブ付

ダイビング：２泊３日

２泊２朝食５ボートダイブ付

ゴルフ１泊２日旅費 55,500 54,600 54,500 54,500

１泊１朝食：①プレイ付 60,100 59,300 58,700 58,700
ゴルフ１泊２日旅費 63,500 62,600 62,500 62,500

１泊１朝食：②プレイ付 72,700 71,800 70,800 70,800
フリータイム２日間旅費 50,100 49,400 48,800 48,800

１泊２日：２食付 ＊ 47,300 47,200 47,200
フリータイム３日間旅費 58,400 57,200 56,100 56,100

２泊３日：４食付 ＊ 53,000 52,900 52,900
サーフガイド３日間旅費

２泊３日４食ガイド付

体験スクール３日間旅費

２泊３日４食スクール付
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61,200

65,300

62,600 62,600

84,900 84,900

65,400 65,300

86,500

＊ ＊

85,000

66,200

＜羽田発鹿児島経由奄美スペシャルコース＞

渡連（ＤＯＲＥＮ）コテージ１泊付フリータイム：大人：４３，８００円より 子供：４３，３００円

地区区分 上段：大人料金　下段：子供料金料 金 区 分

利 用 ホ テ ル

設定日

手広海岸サーフィン用
宿泊◎ペンショングリーヒル
★フリータイム２日・３日間
★サーフガイド（サーフケア）

４時間付３日間
★サーフ体験スクール

（約２時間）ボード・ウエット
セット付３日間

奄美
大島
北部
サーフ
トリップ

宿泊：ホテルビッグマリン奄美
★フリータイム２日・３日間
★体験（アクション）付プラン

◎フィシングコース
Ａ乗合船釣り１回付コース（３名様～）

Ｄ：釣具レンタル２日間コース
（１名様①セットより）

◎ファンダイビングコース
１泊２日３ボートダイビング付
２泊３日５ボートダイビング付

◎ゴルフプレイコース
（２名様より：セルフプレイ）
★１泊２日：１ゴルフプレイ付
★１泊２日：２ゴルフプレイ付

◎キャディ付プレイも追加料金で可能
上段費用：平日プレイ

下段費用：土・日・祝日プレイ
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大島
北部
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渡連（ＤＯＲＥＮ）キャンプ場
宿泊：コテージ芭蕉布利用
★フリータイム２日・３日間
★体験付２日・３日間プラン

◎龍郷パワースポット
（約３時間）付２日間コース
◎金作原原生林散策＆

マングローブカヌーツーリング
（約８時間）付３日間コース
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”春休み特別限定企画”　奄美大島「フリー＆自然体験＆レジャー（釣り・ダイビング・ゴルフ・サーフィン）」プラン

春休み に”花粉症の心配がない「 奄美大島 」の自然に 癒され 楽しく 過ごし ませんか？

※宿泊１泊又２泊は、ご旅行期間内の「ご希望日」＜初泊・飛び泊・中日・最終日前日など＞や「ご希望宿泊先」にての予約が可能です。

3/15～3/30発着の場合

奄美サーフィン用（ペンション ） １泊付フリータイム：大人：４８，８００円～５０，１００円
奄美 市内（ シティ ホテル） ２泊 付 フリー タイム：大人： ５１，６００円 ～５３，２００円
奄美 市内（ シティ ホテル） １泊 付 フリー タイム：大人： ４６，６００円 ～４７，５００円

期 間

※３泊以上の場合は別途延泊料金が追加となります。尚お帰り日を延長して「１泊３日以上～１４日間以内迄」としての予約も可能です！！

設 定 便

※奄美大島での「レンタカー」などオプショナルプラン例＜詳細は別途お問合わせください＞
●レンタカー＜トヨタ＞プラン（例）Ｓクラス：２日間１０，０００円，３日間１５，０００円，４日間２０，０００円　他Ａクラス，ＷＡクラスも可能

※旅行費用に含まれるもの　①羽田発着鹿児島経由往復航空運賃（包括旅行割引運賃）　②宿泊代（１泊又２泊分）　③食事代（各条件参照）

サーフガイド（４時間）付コース 概略：地元（GreenHill）スタッフが奄美大島のサーフポイントを同乗しご案内します＊＊最小人数：１名様より（約４時間）

サーフ体験スクール（約２時間）付コース 概略：地元（GreenHill）スタッフから陸でのイメージトレーニングと海でのサーフィンスクールを受けられます。＊＊最小人数：１名様より（約２時間）

サーフイン・ボディボードセット体験スクール 内容に含まれるもの：サーフィン・ボディボードのスクールレッスン料，サーフボード＆ウェットスーツレンタル代など

鹿児島の島々（奄美）パックＵＲＬ⇒http://www.south-west.co.jp/pdf/ asj/org.pdf
Ｅ⇒ｍａｉｌ：info＠south－west．co．ｊｐ

ご出発日１０日前迄の予約可能！！　　旅行業務取扱管理者＆ツアー企画担当：内山道男

東京都知事登録旅行業　第２種－２８２４号
南西旅行開発　ｅ旅　愛ランド　春休み「花粉の少ない奄美大島」特別限定企画　ツアー予約係）

本社　東京都渋谷区渋谷２－８－７　（青山宮野ビル２階）
〒１５０－０００２　　ＴＥＬ：０３－３４０９－４１０１　　ＦＡＸ：０３－３４０９－４１０５

お申し込み・お問い合わせは？

60,000 60,000

70,300 69,100 67,900 67,900

64,400

龍郷パワースポットコース 概略：ウオーキング＆ウオッチング（３箇所めぐり）で「３月まで」の期間限定＊＊３時間コース（２名様より）

＜午前：9：00～12：00＞＜午後14：00～17：00＞　①妖怪ケンムンの棲家巨大ガジュマル　②生命力あふれるクワイズモ群生　③絞め殺しの木アコウ　など

④各コースのメニュー（プログラム）概略と含まれるもの

9：00頃（ＤＯＲＥＮ）発～金作原原生林（生物・植物観察）と散策～郷土料理（鶏飯）昼食～住用村（マンゴローブ群生地観察とカヌーツーリング）

金作原原生林散策＆
マングローブカヌーツーリングコース

概略：亜熱帯特有の植物原生林（金作原）散策とマングローブ群生のカヌーツーリング＊＊約８時間コース（２名様より）

内容に含まれるもの：カヌー，パドル，ライフジャケット機材一式，保険料，ガイド料，往復送迎サービス，

フィシングＡ乗合船釣り１回付コース 概略：中型の電動リールを使いエサ釣りでカンパチ・フエフキダイなど根魚を狙う手ぶら釣りプラン＊＊最小出船人数３名様より

内容に含まれるもの：船代・竿・リール・エサ・仕掛け・氷・保険代などが含まれます。＜釣行時間：6：00～14：00＞
フィシングＤ：釣具レンタル 概略：釣具一式をレンタルし、防波堤や磯釣りを楽しむプラン＊＊１名様１セットレンタルプラン

１回１セット付コース 内容に含まれるもの：釣竿・リール・道具（仕掛）・クーラー・氷・エサバケツ・ライフジャケット・磯シューズなどが含まれます。

フアンダイビング１泊２日コース 概略：初日昼前より「北部・中部」など奄美のポイントを３本潜るプラン＊＊現地サービス：マリンスポーツ奄美

内容に含まれるもの：送迎サービス・ボート代・ボンベ（３本）・ウェイト・ガイド料・ランチ（ドリンク付）などが含まれます。＜３ボートダイビング付＞
フアンダイビング２泊３日コース 概略：初日と２日目に「北部・中部・南部」など奄美でのポイントを合計５本潜るプラン＊＊現地サービス：マリンスポーツ奄美

＜５ボートダイビング付＞ 内容に含まれるもの：送迎サービス・ボート代・ボンベ（５本）・ウェイト・ガイド料・ランチ（ドリンク付）などが含まれます。

ゴルフプレイ１泊２日コース 概略：２日目午前「奄美カントリークラブ」にてキャディなし＜セルフ１プレイ＞のゴルフ付コース＊＊最小催行人数：２名以上にて

＜１ゴルフプレイ（セルフ）付＞ 内容に含まれるもの：ゴルフ１プレイ代（グリーンフィ・乗用カート代・利用税・諸経費・消費税）などが含まれます。＜飲食代別料金＞

ゴルフプレイ１泊２日コース 概略：初日午後と２日目午前「奄美カントリークラブ」にてキャディなし＜セルフ２プレイ＞のゴルフ付コース＊＊最小催行人数：２名以上にて

＜２ゴルフプレイ（セルフ）付＞ 内容に含まれるもの：ゴルフ２プレイ代（グリーンフィ・乗用カート代・利用税・諸経費・消費税）などが含まれます。＜飲食代別料金＞


