
マイステイ奄美群島・屋久島・種子島共通旅行日程表

●出発日／2013年10月1日～2014年4月30日の毎日発
※ホテルによっては一部設定除外巨がございます。辞しくは各ホテル欄をご確認ください。

●暴少催行人員／1名

●食事／1泊につき1朝食付き（徳之島コースのみ1朝・夕食付きとなります。）

●設定出発地／福岡・鹿児島　　　　　　　　　　　　　　　捌組み立て型

日程 �旅行日程 

初日 �雲霞至芸雲雲と霊宝莞塁震浩砦空港且ホテル匹　各地（泊） 
鹿児烏空港匿覇糾し各地空港 

中日 �旺コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貴地（泊） 

最終日 �各地空港匿萱団Q■鹿児島空清匿墓園叫福岡空港 匠こ且　　奄美大島空港・屋久島空港匿望廻ゝ福岡空港 
各地空港匿璽那卜鹿児島空港 

●発着空港および奄美群島・屋久島・種子島の各空港は同一空港のご利用となります。
●福岡矧は、鹿児島乗り継ぎ（同日中）となります。奄美大島・屋久島は直行便もございます。

Qト＝日本エアコミューター利用

＊」ALグループ内のほかの運航会社・乗務員にて運航となる場合がございます。

圧コ＝フリータイム（ご利用便によっては、フリータイムがおとりできない場合がございます）

※＝お客さま負担　匿聖溺＝お客さまのご希望の優をご利用いただけます。

●旅行日程について／出発日より最長14日まで復路優の延長が可能です。（ただし、5／3帰
着までとなります。また、10／14、11／4、12／23、1／2－5、1／13、

3／23の帰着にかかる復路便の延長はできません。）

●宿泊施設について／宿泊は1泊～2泊まで、旅行期間内のいつでもご利用いただけます。
設定ホテル以外のご宿泊は、お客さまご自身でご手配ください。2泊
ご利用の場合、1泊ごとに異なるグループ・異なるホテル・部屋タイ
プの組み合わせが可能です。お選びいただくホテル・部屋タイプに
よってはホテル差額が必要となります。ご利用便によっては、朝食を
お召し上がりいただけない場合がございます。

●基本代金に含まれるもの／①旅行日程表に明示した往復の航空運賃（個人包括旅行割引運賃適
用）・料金④宿泊費（おもてなしを含む・ホテル差額は含まれません）③
食事代（弧消費税等諸税

●利用航空便／希望便／＊クラス」の設定はございません。
フライトスケジュール変更に伴い便名・発着時間が変更となる場合がござ
います。航空便の発着時刻は、忘新の」ALグループ国内線時刻表または旅

行会社でこ確認ください。

「フライト差芦別とはお客さまがお選びいただいた航空便と
「基本代金jでご利用いただける航空便との差額です。
「ホテル差額」とは、お客さまがお遊びいただくホテルと
「基本代金jでご宿泊いただけるホテルとの差額です。

駈閻1コースのご予約に必要な商品コード（NH）は基本代金表をご覧ください。魯地名欄に記載の商品
コード（NE）は宿泊施設をご予約の際に必要となり、同じ商品コードの場合、一括検索できます。

福岡発鹿児島乗り継ぎ便（福岡⇔鹿児島⇔各地）

奄美大鳥空 �漕⇒鹿児屋 ��ヨ2：露童 
‾　便名・ �出発時刻 ��到着時刻 

JAC3722 �09 �10 �10 �10 

」AC3724 �11 �00 �12 �00 

JAC3726 �13 �00 �14 �00 

固JAC3728 �14 �10 �15 �10 

園JAC3730 �15 �15 �16 �15 

忍JAC3992＊1 �16 �00 �17 �00 

＊1JAC3991便、JAC3992便10／4、10／6、10／11、10／14、10／18、

10／20、10／25運航

ヨ問E三撼F■蓼∃苓覇■翳読　細胞l誰

鹿児島空港⇒徳之島空港偲之 ���弘 �宝 

便名 �出発時刻 ��至 �羞時刻 

JAC3793 �10 �35 �1 ��45 

JAC3995＊1 �11 �05 �12 ��25 

JAC3795 �13 �25 �1 ��35 

JAC3997岬1 �14 �35 �1 ��55 

JAC3797 �15 �50 �17 ��00 

＊1」AC3995便、」AC3997便、」AC3996便、JAC3998便10／5、10／7運航

＊1JAC3823便10／425分遅発

＊2JAC3824便10／435分遅発

復路搭乗日 �右記以外 �12／28～り5、 L　り13、3／23、4／29 
用～土曜日I日曜日 

十2．500　　】 �＋4，000 

往 路 �往路搭乗日 ��右記以外 �12／28～1／5、 �復 路 
日～木曜日L金・土曜日 

鹿児島⇒奄美大島フライト差眉 �Aフライト差顔 �十4，000 �＋5，000 
奄美琴南⇒敬島直閣 �Bフライト差額 �十6．500l＋7．0∞ �＋2．000 

往 路 �往路搭乗日 �右記以外 � �l復 恒 

沖永良部l鹿讐ヲ蘭がIAフライ儲 �＋1．500 �差額なし 

10／14、11／4、12／23、

1／2一一5、1／13、3／23

声良計l沖男繁霧島IAフライ嘲l �・1・500　l �差額なし 

往 路 �往路搭乗日 ���右記以外 ��12／1～20、 12／22～27、 1／6一一10、 1／12～2／28 ��3／1～13 ��12／21、 12／28－1／5、 り11、3／21、 4／26 �復 路 �復路搭乗日 ��� ��12／1・～22、 12／24～27、 1／6～12、 1／14～2／28 ��3／1一一13 ��12／23、 12／28・－1／5、 1／13、3／23、 4／29 

日～木曜日 �金・土属目 �目～木曜日 �金・土曜日 �日～木曜日 �金土曜日 ������月～土曜日 �日曜白 �月～土曜日 �関目 �月～土曜日 �日曜白 

更 畠 �鹿児島⇒屋久鼻フライ帽頚 �Aフライト差額 �＋1．500 �十1．500 �差舗なし �葦鋲なし �差穎なし �差雇なし �羞彿なし ��屋 久 島 �畝島⇒戯盟フライ闇 �Aフライト差舞 �＋1，000 �＋1，000 �羞鏑なし �差線なし �差辞なし �差顎なし �差凛なし 
福岡⇒屋久島直行闇 �Bフライト差親 �差執なし �＋500 �差鋼なし �＋500 �割帖し �＋500 �＋3．000 ���影鳩⇒裾嗣直行便差辞 �Bフライト差褒 �差鎖なし �十500 �差凛なし �＋500 �差鏑なし �十500 �＋4．500 

鹿児島発直行便（鹿児島⇔番地）

鹿児島空港 �奄美大島 ��喜緊張圭■■ 

便名 �出発時刻 ��到着時刻 

匡UAC3721 �07 �40 �08 �45 

JAC3723 �08 �00 �09 �20 

園JAC3725 �09 �25 �10 �30 

遍JAC3727 �10 �50 �11 �55 

嵐JAC3729 �‖ �30 �12 �35 

園」AC3731 �13 �45 �14 �50 

園JAC3991＊1 �14 �30 �15 �35 

圃JAC3735 �16 �45 �17 �50 

園JAC3737 �17 �30 �18 �．35 

奄美大島 �雇⇒鹿児屋 ��三雑 

便名 �出発時刻 ��到着時刻 

園JAC3722 �09 �10 �10 �10 

粛JAC3724 �11 �00 �12 �00 

歪UAC3726 �13 �00 �14 �00 

互IJAC3728 �14 �10 �15 �10 

画JAC3730 �15 �15 �16 �15 

剋」AC3992＊1 �16 �00 �17 �00 

JAC3734 �17 �20 �18 �30 

同JAC3736 �18 �20 �19 �20 

園JAC3738 �19 �00 �20 �00 

＊1JAC3991便、JAC3992便10／4、10／6、10／11、10／14、10／18、

10／20、10／25運航

＊1」AC3995便、」AC3997便、」AC3996便、」AC3998便10／5、10／7運航

＊1」AC3823便10／4　25分遅発　＊2」AC3824便10／4　35分遅発

10／12、11／2、12／21、

12／28～31、1／11、3／21

鹿児島⇒奄美大畠
フライト差額

10／14、11／4、12／23、

1／2～5、1／13、3／23

奄美大島⇒鹿児島
フライト差繰

l l基本フライト→基本代金でご利用いただけます。
l lAフライト→往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて
I IBフライト　片道ごとにフライト差額が必要となります。

●上記運航スケジュールは2013年8日現在の10月の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更または運休になる場合があります。最新の」ALグループ国内線時刻表、または旅行会社でご隠記のうえお申し込みください白

岩讐諾言語言語崇深謀岩霊芳漂課で乱、た舶およ血糊佃にな舐。合でもフつ．ト棚の払い札はこれ、ませ肋で、あらかじbご7才くだ乱、。　　lJAC＝日本エアコミュ‾夕‾


