フェリー屋久島２（往復）で行く 九州のパワースポット

縄文杉登山付プラン(2日目)

エンジョイ屋久島３日間
ご出発日：２０１９年４月１日(月)～９月３０日(月)
◇旅行代金に含まれるもの
フェリー屋久島２（２等船室）
鹿児島～屋久島（往復）
◇申込締切日
◇行程表

＋

宿泊 ２泊
２夕食1朝食･１朝弁付き

＋

２日目：縄文杉登山コース

対象年齢：10歳から70歳まで
難易度：★★★★★

各出発の５日前（申込日が土・日曜日の場合その前の金曜日まで

１日目

マークの説明

～～フェリー

＝＝乗用車またはバス ・・・徒歩
ﾌｪﾘｰ屋久島２(２等船室)

鹿児島南ふ頭旅客ターミナル～～～～～～～～屋久島宮之浦港
08：00乗船手続き
08：30発
荒川登山バス乗換

(自由行動)

朝
昼
夕

ホテル

12：30着

ホテル＝＝＝＝屋久杉自然館前＝＝＝＝荒川登山口・(トロッコ道)・小杉谷・・・三代杉・・・大株歩道入口・・
２日目

04：30頃発（登山ガイドが送迎します)
荒川登山バス乗換

・・ウィルソン株・・・大王杉・・・夫婦杉・・・縄文杉(折返し)・・・荒川登山口＝＝＝＝屋久杉自然館＝＝＝＝ホテル

×
×
○

朝 弁当
昼 ×
夕 ○

18：30頃着
ﾌｪﾘｰ屋久島２(２等船室)

３日目

ホテル

○２日目のご案内

屋久島宮之浦港～～～～～～～～鹿児島南ふ頭旅客ターミナル
13：00乗船手続き 13：30発
17：40着
往復 約２２ｋｍ・高低差 約７００ｍ

《縄文杉登山》

(自由行動)

朝
昼
夕

○
×
○

最大の屋久杉で屋久島のシンボル縄文杉に、逢いに行くコースです。登山ガイドが宿に迎えに来て縄文杉登山をして宿まで送ります。11月30日までは、荒川線車両
通行規制区間で屋久杉自然館で下車して登山バスに乗換えとなります。登山バスチケット(往復おとな1,380円小学生700円)現地にて別途必要です。
前半は平坦なトロッコ道を約2時間30分歩き、後半は大株歩道入口から急な山道を約2時間30分登ります。
とにかく長いコースですがウィルソン株、大王杉、縄文杉をはじめ厳しい環境のなかで数千年を生き抜く木々は圧巻です。
お弁当（昼)が別途必要です。
屋久島町では「山岳部環境保全協力金(1,000円中学生以上)」のご協力をお願いしております。
縄文杉登山は、他のお客様とご一緒になる場合があります。
トロッコ道

縄文杉

屋久シカ

ウィルソン株

◇シーサイドホテル屋久島宿泊プラン 【宮之浦地区】
◎新館または本館利用

チェックイン １５：００ アウト １０：００
特典：お一人様縄文水1本付
夕食：和会席（レストラン又は広間)
朝食：和洋バイキング又は和定食(レストラン)
和室、和洋室または洋室(バス・トイレ付)
宮之浦港より徒歩約６分

お一人様 4/01～4/25 4/26～5/05 5/06～5/31
6/01～6/29
単位：円 8/18～9/30 8/09～8/17 6/30～8/08
４名様一室 ４２,８００
４９,２００
４５,０００
３９,６００
３名様一室 ４５,０００
５１,４００
４７,２００
４１,８００
２名様一室 ４７,２００
５３,６００
４９,４００
４４,０００
１名様一室 ５３,６００
６０,２００
５５,８００
５０,４００
こども料金 ３３,０００
３７,４００
３４,４００
３０,６００
◎別邸 波音日和利用 2018年9月オープン(ツイン)
お一人様 4/01～4/25
5/06～5/31
4/26～5/05
6/01～6/29 8/09～8/17
単位：円 8/18～9/30
6/30～8/08
２名様一室 ５９,０００
６９,８００
６３,４００
５７,０００
６５,６００
１名様一室 ７６,４００
８７,２００
８０,６００
７４,２００
８２,８００

料理：イメージ
別邸波音日和：ツイン１例

新館：和室１例

◇田代別館宿泊プラン 【宮之浦地区】
お一人様
単位：円
４名様一室
３名様一室
２名様一室
１名様一室
こども料金

4/01～4/25
5/06～5/31 4/26～5/05 6/01～6/29
6/30～9/30
３３,０００
３７,２００
３１,０００
３５,２００
３９,４００
３３,２００
３９,４００
４３,６００
３５,４００
４５,６００
４９,８００
３９,６００
２６,２００
２９,２００
２４,６００

外観

チェックイン １５：００ アウト １０：００
夕食：和会席（レストラン)
朝食：和定食(レストラン)
和室(バス・トイレ付)
宮之浦港よりタクシーで約５分

◇ペンションシーフォレスト宿泊プラン 【宮之浦地区】
お一人様 4/01～5/31
6/01～6/29
単位：円 6/30～9/30
４名様一室 ２９,８００
２８,８００
３名様一室 ３０,２００
２９,２００
２名様一室 ３１,０００
３０,０００
１名様一室 ３１,８００
３０,８００
こども料金 ２６,８００
２５,８００

外観

チェックイン １５：００ アウト １０：００
夕食：和会席（食事処)
朝食：和定食(食事処)
和室または洋室(バス・トイレ付)
宮之浦港よりタクシーで約５分

料理：イメージ
外観

屋久島で楽しめる アクティビティ
周遊観光バス やくざる号
◎旅行代金（お一人様）

オプショナルツアー

◇運行会社 まつばんだ交通 TEL0997‐43‐5000
お一人様でも参加できるガイド付きの周遊観光バスで、屋久島の観光スポットを巡ります。
1名様より催行します

午前一周コース
おとな：４,０００円 こども（３歳以上～小学生まで）：３,５００円
行程 宮之浦地区8：00頃発⇒安房地区⇒千尋の滝⇒中間ガジュマル⇒大川の滝⇒西部林道⇒いなか浜⇒ふるさと市場12：35頃着
尾之間地区8：10頃発⇗ 8：30頃発 観光20分
観光15分
観光30分 散策20分 観光10分
午後半日コース
おとな：２,５００円 こども（３歳以上～小学生まで）：２,０００円
行程 ふるさと市場13：15発⇒安房港⇒ヤクスギランド⇒紀元杉⇒安房地区16：50頃着⇒宮之浦地区17：20頃着
13：45頃発 散策50分
観光15分 ⇘尾之間地区17：10頃着
上記各コースは原則途中下車はできません。
交通事情・天候等の影響により、一部コースを変更する場合があります。
台風・積雪・凍結等の影響で、バスの安全走行及び、観光ができないと判断した場合は、運行を中止する場合があります。
各施設の入館料・協力金等は、ご旅行代金に含まれておりません。別途、ご用意ください。

◇主催 屋久島道の駅観光株式会社 TEL0997‐42‐2310

白谷雲水峡半日コース 午前コース ０８：００～１２：００頃

1名さまより受付・催行

参加目安

小学１年生以上OK

午後コース １３：３０～１７：３０頃
◎旅行代金（お一人様：おとな、こども同額） 難易度 ★★☆☆☆

６,０００円

※ホテル送迎付（午前コースは宮之浦地区宿泊の方のみ）
歩行時間約３時間

ホテル▷白谷雲水峡入口▷憩いの大岩▷さつき吊り橋▷楠川歩道
▷くぐり杉▷苔むす森▷白谷雲水峡入口▷ホテル

入山協力金５００円が別途必要です。
◎トレッキングにはこんな服装がお勧めです。
〇トレッキングは長時間の行程になりますので、体調管理やツアー中の安全については充分にご配慮ください。トレッキングツアーは、他のお客様
と、ご一緒になる場合があります。
〇お客様の服装や体調、また他のお客様のご迷惑となる場合は、ガイドの判断によりご参加をお断りする場合がございます。その際料金は返金
いたしません。
〇お体に障害のある方や持病をお持ちの方はお申し込み時にお知らせください。 妊娠中の方はご参加いただけません。
〇天候・道路状況などによりツアーが催行できない場合やコースが変更になる場合がございます。
〇送迎対象ホテル：お迎え先とお送り先は同一の場所となります。送迎先が異なる場合、送りはございません。
〇道具レンタルもご案内できます。トレッキングシューズレインウエア（上・下）・リュックサック・登山用ストック等
〇服装：服は吸湿速乾性に優れた化繊素材。動きやすいことを心がけましょう。靴下は濡れたときの予備も用意しましょう。帽子（キャップ）防寒も
かねたものがよい長袖のシャツ+ベストがあっても可 長ズボン（ジーパン不可）。厚手の靴下がお勧め
靴は軽登山靴以上のものがベスト
〇携行品 リュックサック・雨具（上下セパレートタイプ）登山靴・お弁当・水筒・軍手・タオル・着替え（シャツ・くつ下など）・濡れないようにビニール
袋に入れておく・飴やチョコレートなど糖分補給できるものを用意しましょう。

レンタカープランのご案内

クラス
定員
日帰り
１泊２日
２泊３日

宮之浦港・安房港・空港にて係員がお待ちしご案内いたします
◇利用レンタカー会社 タイムズ カー レンタル および島内契約レンタカー会社
料金にはレンタカー基本代金(走行距離フリー)免責補償料・保険
Kクラス
Sクラス
Aクラス
WAクラス
補償料(対人･対物･車両･人身傷害※保険約款の免責条項に該当
デイズ
ノート・デミオ インプレッサ
セレナ
する場合は補償されません)消費税が含まれます。
ワゴンR等
フィット等
アクセラ等
ノア等
☆全車カーナビ標準装備 ☆全クラス(全車）禁煙席となります
軽乗用車 1,300CCｸﾗｽ 1,500CCｸﾗｽ
☆ベビー・チャイルド・ジュニアシート無料貸出（先着予約順）
４名
５名
５名
８名
☆料金に含まれないもの：ガソリン代、ノンオペレーションチャージ
５,０００円
６,０００円
７,２００円 １４,３００円 ◎ノンオペレーションチャージについて （事故の際お客様ご負担）
９,６００円 １１,２００円 １３,８００円 ２６,６００円
万一事故を起こし車両に損害を与えた場合には、修理期間中の
１４,３００円 １６,３００円 ２０,５００円 ３８,１００円
休業補償の一部として下記金額を損傷の程度や修理の所要時間
３泊４日以降はお問い合わせ願います
に関わりなく申し受けます。
1. 車両が予定の営業所へ返車された場合（自走可能）
K・Sクラス 20,000円
A・WAクラス 30,000円
2. 車両が予定の営業所へ返車されなかった場合(自走不能)
K・Sクラス 50,000円
A・WAクラス 70,000円

旅行条件（要 約）※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください
本旅行は次の条件に基づきます。この旅行は熊毛海陸運送(株)わかさ旅行センター(鹿児島県西之表市栄町１ 鹿児島県知事登録旅行業第2-222号
以下当社といいます)が企画する旅行であり、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本条件によるほか、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)、並びに当社旅
行業約款によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立について
お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りください。
※当社所定の申込書に所定の事項を記入し、右記のお申込金を
添えてお申し込みいただきます。
※お申込金は「旅行代金」又は「取消料」、「違約金」の一部とし
て取り扱います。
※電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の
予約のお申込みの場合は、当社が旅行契約の予約の承諾の
旨通知した翌日から起算して3日以内に、所定のお申込書と
下記のお申込金を提出していただきます。この期間内にお客
様がお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約
がなかったものとして取り扱います。
※旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領し
たときに成立します。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃、料金、宿泊費、食事代、
サービス料、消費税等諸税。尚、これらの費用はお客様の都合
により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの
上記の他は旅行代金には含まれません。その一部を例示します。
※超過手荷物料金(既定の重量･容量･個数を超える部分について)
※クリーニング代、電報･電話代、追加飲食等個人的性質の諸
費用及びそれに伴う税、サービス料
※お客様のご希望により生ずる日程に含まれないその他の追加
料金(見学料･食事代･写真代･交通費等)
※ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。

●お申込金（おひとり）
いただきます。このほか、当社および代理業者では、①
旅行代金
1万円未満
3万円未満
6万円未満
6万円以上
当社および当社と提携する団体・企業の商品やサービ
お申込金
２,０００円
６,０００円
１２,０００円
旅行代金の20％
ス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご
※旅行代金は旅行出発の前日から起算してさかのぼって１４日目に当たる日より前にお支払い
感想の提供のご案内③アンケートのお願い④特典サー
いただきます。
ビスの提供⑤統計資料の作成のためにお客様個人情
●取消料
報を利用させていただくことがあります。
お客様はお客様のご都合でお取消しになる場合には、旅行代金に対してお一人につき下記の取消料を、
（２）当社および代理業者では、当社が保有するお客様
ご参加のお客様からは１室毎の利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメー
取
消
日
取 消 料
ルアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる
１)２１日目にあたる日以前の解除
最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との
無
料
（日帰り旅行にあっては１１日目）
間で、共同して利用させていただきます。当社グループ
旅行開始日の前日 ２)２０日目にあたる日以降の解除
企業はそれぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご
から起算して
（日帰り旅行にあっては１０日目）
旅行代金の２０％
案内、購入いただいた商品の発送のために、これを利用
さかのぼって
（３～６を除く）
させていただくことがあります。なお、当社グループ企業
３)７日目にあたる日以前の解除
の名称および各企業における個人情報取扱管理者の氏
旅行代金の３０％
（４～６を除く）
名については、当社ホームページをご参照ください。
４）旅行開始日の前日の解除
旅行代金の４０％
５）旅行開始当日の解除（６を除く）
旅行代金の５０％
６）旅行開始後の解除又は無連絡不参加
旅行代金の１００％
●この旅行条件又は旅行代金は２０１９年２月１５日現在有効な運賃・規則を基準として
算出しております。
～国内旅行保険加入のおすすめ～
旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。
お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外
●個人情報の取扱いについて
来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送
（１）熊毛海陸運送(株)わかさ旅行センター(以下「当社」といいます)および当社の旅行業
費等がかかることがあります。また、事故の場合、
代理業者(以下「代理業者」といいます)は旅行申込みの際に提出された申込書に記載さ
加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場
れた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用されていただくほか、お客様
合があります。これらの移送費、また死亡・後遺障
がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等につい
害等を保証する国内旅行保険にお客様ご自身で
ては各スケジュール表に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサ
－ビスの受信のための手続き（以下「手配等」といいます）に必要な範囲内で利用させて
ご加入されることをお勧めします。

旅行企画・実施

（一社）全国旅行業協会正会員
鹿児島県知事登録旅行業第２－２２２号

熊毛海陸運送(株)わかさ旅行センター
鹿児島本店営業所
ＴＥＬ ０９９－２２４－７１９５
〒892-0836

鹿児島市錦江町２３番４号

総合旅行業務取扱管理者 柳田 誠
営業時間 平日/09:00～17:00
土･日･祝日/休み

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行業約款に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください

