
出発日：11月27日（土）・12月14日（火）　 最大人数6名

1回目
日にち

2回目
日にち

時間 食事

11:25

12:25

14:00頃

15:15頃

16:00頃 八重山の文化・芸能」を学ぶ（講話：約1時間）場所：ビーチホテルサンシャイン石垣島
17:00頃

18:30頃

夕食

 
朝食

8:50頃 ロビー集合

9:00頃
9:20
10:00
11:00

12:00
13:00
13:30
15:30
17:00

17：00頃 ホテル到着

各自にて夕食をお済ませ下さい。（各自にて現地払い）　　
　～～フリータイム～～

19:00頃

 

八重山郷土料理体験

★ほしのおと-星空ツアー×島唄–三線の音色とともに八重山の星空を堪能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各自にて昼食をお済ませください。（各自にて現地払い）

宿泊：　ビーチホテルサンシャイン石垣島（石垣島）　　

2日目
11/28
（日）

（所要時間約3時間）

宿泊：　ビーチホテルサンシャイン石垣島（石垣島）　　

三線レッスン①（約1時間基礎練習）

八重山の島々や民謡に関連する食材、料理を提供講師と一緒にゆんたくしながら八重山の
旬な食材を使った料理を味わう+講師の演奏

八重山民謡を習得して八重山とつながろう6泊7日モニターツアー

日　　　程

1日目
11/27
（土）

1日目
12/14
（火）

那覇空港国内旅客ターミナル内3階　タリーズコーヒー近くにて集合

2日目
12/15
（水）

ホテルにて朝食

那覇空港　　JTA609　12:25発→石垣空港13:25着

申込締切日：11月27日（土）発は 11月12日（金）・12月14日（金）は 11月30日（火）

石垣空港→［タクシー］→三線ショップ「島風」にて三線レンタル手続き→　ホテルヘ

ホテル着　チェックイン

石垣島内バス観光・歌碑巡り（約8時間）

ホテル発→[貸切バス］→フルスト原遺跡（レッスン②注1 約1時間）→オヤケア

カハチ像→赤馬の碑→安里屋ユンタ歌碑→野底マーペー（車窓）→川平公園：ば

しゆんたの碑・川平湾グラスボート（乗船）※各自にて昼食をお済ませ下さい。

（各自にて現地払い）→なかどぅ道ぬとぅばらーま歌碑→みんさー工芸館→ホテ

ルへ

注１．雨天の場合はホテルレッスン後に歌碑巡りとなる場合がございます。



1回目
日にち

2回目
日にち

時間 食事

朝食

9:15頃

10:00頃

11:00頃

16:00頃

16:30頃
18:00頃

20:00頃

 
朝食

9:00頃 三線レッスン④（約1時間＋ゆんたく時間）

11:00頃

11:15頃

13:30

14:15頃

14:30頃

18:00頃
夕食　

 

古民家「舟蔵の里」で八重山の郷土料理食と唄・三線体験

石垣焼窯元発→[タクシー]→ホテルへ

　　～～フリータイム～～

日　　　程

各自にて昼食をお済ませ下さい。（各自にて現地払い）

舟蔵の里発→[タクシー]→ホテルへ

宿泊：　ビーチホテルサンシャイン石垣島（石垣島）　　

4日目
11/30
（火）

キッチンイナバにて西表島食材を堪能

宿泊：星野リゾート　西表島ホテル（西表島）　　

4日目
12/17
（金）

ホテルにて朝食

上原港発→[送迎バス]→ホテルへ

西表島食材の料理食体験

ホテルチェックアウト

ホテル発→[タクシー]→石垣港へ

3日目
11/29
（月）

3日目
12/16
（木）

石垣港発→[高速船（約45分）]→上原港へ

　　～～フリータイム～～

ホテルチェックイン

各自にて昼食をお済ませ下さい。（各自にて現地払い）

ホテルにて朝食

ホテル発→[タクシー]→石垣焼窯元へ

　焼物体験（所要時間約1時間）

※上原航路が欠航の場合は大原航路へ変更となりホテルチェックイン時間も変更となりま
す。

石垣焼窯元　見学

ホテル発→[タクシー]→舟蔵の里へ

　　　　　　　各自　三線レッスンなどご自由にお過ごしください

ホテルの無料アクティビティや三線レッスンなどご自由にお過ごしください。

舟蔵の里　：三線レッスン③（約1時間＋ゆんたく時間）



1回目
日にち

2回目
日にち

時間 食事

朝食

8:15頃

8:30頃

お弁当　注2

17:30

18:15頃 石垣港発→[徒歩にて（約5分）]→ホテルへ

18:30頃

 
朝食

9:00頃 三線レッスン⑤レッスン最終日（約1時間）場所：南の美ら花ホテルミヤヒラ

10:10頃 ホテル発→[徒歩にて約5分]→石垣港へ

10:30

13:20

13:30頃 石垣港→（徒歩にて約3分）南の美ら花ホテルミヤヒラへ

15:00頃 ホテル発→［タクシー］→石垣氏庭園へ

枯山水庭園「石垣氏庭園」（国指定名勝）を見学　　　　　　　　　　　　　　　　
講師（金城弘美さん）による古見ぬ浦節演奏

15:40頃 石垣氏庭園発→［タクシー］→舟蔵の里へ

16:00頃

17:20頃 舟蔵の里発→[タクシー]→ホテルへ

18:00頃 ホテル発→[徒歩にて約2分）→やいま家庭料理「さつき」

夕食　

 

日　　　程

5日目
12/1
（水）

5日目
12/18
（土）

ホテルにて朝食

ホテル出発

ホテルチェックアウト

宿泊：　南の美ら花ホテルミヤヒラ（石垣島）　　

大原港発→[高速船（約45分）]→石垣港へ

ホテル到着

各自にて夕食をお済ませ下さい。（各自にて現地払い）

　　　　　　　～～フリータイム～～

やいま家庭料理「さつき」で八重山の旬な食材を堪能西表島のカマイ（琉球イノシシ）料理な
ど（講師と懇親）

宿泊：　南の美ら花ホテルミヤヒラ（石垣島）　　

6日目
12/2
（木）

6日目
12/19
（日）

ホテルにて朝食

石垣港発→[高速船（約10分）]→竹富港へ

　モニターツアー参加者による発表会：舟蔵の里
・講師による三線演奏

竹富港発→[高速船（約10分）]→石垣港へ

西表島内バス観光・歌碑巡り（所要時間約9時間）

ホテル発→［貸切バス」→ 浦内川観光遊覧船＆マリユド・カンピレーの滝トレッキン

グ ・弁当付き（約4時間）［船に乗船］→浦内川乗船場にて下船→でんさ節歌碑（下車）

→由布島水牛車・入園→古見ぬ浦節歌碑（下車） →大原港へ

※荒天の場合は浦内川マリユド・カンピレーの滝トレッキングは中止、行程が変更となる

場合がございます。

竹富島水牛車観光・集落散策・歌碑巡り（所要時間約3時間）

竹富港より送迎バスにて集落へ→水牛車（約30分）→安里屋ユンタ発祥の歌碑

安里家へ（徒歩にて約3分）→ 集落内散策・昼食「各自にて昼食をお済ませ下さい。

（各自にて現地払い） 」 →集落・集合→［送迎バス］→竹富港へ



1回目
日にち

2回目
日にち

時間 食事

朝食

8:30頃 各自チェックアウトを済ませてホテルロビーに集合

8:50頃

9:00頃

10:00頃

13:15頃 石垣空港到着

14:15

15:30頃
注2.　4日目弁当は②補助対象外旅費となります。

単位：円（税込み）

1名1室 2名1室
補助対象旅費 381,000 292,400
①2割負担旅費 76,200 58,480
②補助対象外旅費 1,100 1,100

77,300 59,580

◆航空会社：日本トランスオーシャン航空㈱　

◆宿泊：石垣島（石垣島ビーチホテルサンシャイン・南の美ら花ホテルミヤヒラ）　西表島（星野リゾート　西表島ホテル）

◆利用バス会社：石垣島：東運輸㈱　　西表島：西表島交通㈱ ◆利用船会社：八重山観光フェリー㈱

◆タクシー会社：（合名）南西交通

最少催行人員：6名 参加者条件：20歳以上

日　　　程

旅行代金

①+②モニター旅行代
金

「上記の旅行代金には、内閣府「新たな沖縄観光サービス創出支援事業」の補助金が適用されています。

「旅行代金1名1室旅行代金381,000円には、内閣府「新たな沖縄観光サービス創出支援事業」の補助（304,800円）が適用されています。」

「旅行代金2名1室旅行代金292,400円には、内閣府「新たな沖縄観光サービス創出支援事業」の補助（233,920円）が適用されています。」

那覇空港解散

7日目
12/3
（金）

7日目
12/20
（月）

ホテルにて朝食

ホテル発→[徒歩にて約5分]→石垣離島ターミナル内会議室へ

・意見交換会（離島ターミナル会議室）約1時間

離島ターミナル発

石垣空港　JTA6１４  1４:１５発→那覇空港 1５:１５着

離島ターミナル発→[タクシー］→三線ショップ「島風」にてレンタル返却・お買い物→エメラ
ルドの海を見る展望台→昼食：摘み草・郷土料理　華穂「各自にて昼食をお済ませ下さい。
（各自にて現地払い）」→石垣空港へ

石垣焼き体験陶芸のご案内

・他のお客様と混乗で体験ご参加となります。

・体験陶芸教室では、粘土を使用しますので汚れても良い服装でご来店下さい。

・感染拡大防止の観点より、マスク着用・検温・手指の消毒にご協力下さい。（マスク着用が難しい場合は、事前にご相談下さい。）

・タオルペーパー等を設置しておりますが、手拭き用のタオル・ハンカチはご持参下さい。

・焼き上がりお届けまでに、約6～7ヶ月前後掛かります。郵送は着払いゆうパックにて発送致します。（お客様負担）

竹富島水牛車・浦内川ジャングルクルーズ・由布島水牛車のご案内

・他のお客様と混乗で乗車、乗船となります。



　　旅行実施・企画：㈱JAL JTAセールス

旅行代金に含まれるもの

航空運賃（那覇＝石垣）、宿泊代（朝食付き）、石垣島/西表バス代・ガイド代（2・5日目）、乗船代（石垣港＝西表島・竹富島）

石垣島行程内タクシー代

講師代（三線/文化・歴史講話）・レッスン代、レッスン会場使用料（1・3・4・6日目）、三線レンタル代

ほしのおと-星空ツアー×島唄–、浦内川遊覧船代、竹富島水牛車観光、由布島水牛車観光代、

石垣焼き体験陶芸代、浦内川トレッキングお弁当代、消費税諸税等

（夕食）

1日目　　　八重山郷土料理食体験

3日目　　　古民家「舟蔵の里」で八重山の郷土料理食体験

4日目　　　西表島食材の料理食体験

6日目 　八重山の旬な食材、カマイ（琉球イノシシ）料理など

含まれないもの

１・2・３・４・６・7日目　昼食代　　2・5日目　夕食代

体験陶芸作品の発送代

【西表島マリユド・カンピレーの滝トレッキングについてのご案内】

・自然の中を歩きますので、服装は長袖・長ズボンおよびスニーカーなど歩きやすい靴でご参加ください。

・虫刺され塗薬などのご持参をおすすめします。

・雨などが予想される場合は雨合羽をご持参下さい。

最少催行人員に満たない場合は、出発の14日前迄に催行中止のご連絡をいたします。その場合は、旅行代金全額を払い戻し

致します。

●添乗員は同行しません。現地係員は同行します。

●人数限定ですので、満席になり次第締め切らせていただきます。

●天候・道路・その他事情により予告なくルート変更・割愛する場合がございますので予めご了承下さい。記載している発

着時刻が前後する場合があります。

●星空ツアーについて 天候によっては日程を変更する場合があります。

【ご参加に際してお客さまへのお願い】

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ツアーご参加に際してお客さまへ以下をお願いいたします。ご不便をおかけい

たしますが、安心、安全にご利用いただくため、お客さまのご理解ご協力をお願いいたします。

●健康チェックシートへのご記載をお願いします。

●マスクを必ずご着用ください(着用が難しい理由のあるお客さまを除きます）。

●体温が37.5度以上あるお客さまはご乗車をお断りさせていただきます。あらかじめご了承ください。

●体調が優れないお客さま、発熱や強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）などの症状があるお客さまはご参加をお

控えいただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症にかかる注意事項

・本モニターツアーは、国や自治体が設定したガイドラインに準じて実施致します。

・「モニターツアー参加には、２回のワクチン接種を完了するかPCR 等検査で陰性を事前に確認してください。証明するものがない場合は参加で

きません。

※ワクチン接種： 2 回接種から 14 日以上経過

※検査：出発日の 3 日前以降の検体によるＰＣＲ・抗原検査ので陰性証明

・ツアー催行日が、居住地知事による「渡航自粛」要請期間と重なった場合は、事前申し込み者においても、モニターツアーへの参加をお断りす

る場合がございます。

・来県前には、ご自身のスマートフォンへ、厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ

「COCOA」のインストールおよび、沖縄県新型コロナ対策パーソナルサポート「RICCA」の登

録（LINEでの友達登録）をお願いいたします。

◆厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」

◆沖縄県新型コロナ対策パーソナルサポート「RICCA」

・来県前には、来県者向けに県内での感染予防・拡大防止対策や、流行状況などをまとめた

Webページを作成しておりますので、こちらもご覧ください。

◆新型コロナウイルス感染防止対策サイト

・感染拡大により沖縄県知事や地域首長からの『来訪自粛』が要請された場合などには、延期・中止等の判断を行う場合がございます。

・モニターツアー参加前には、健康等に関するチェックシートへの記入など、各種対策へご協力をお願いします。

安全で楽しいツアーを行うために皆様のご理解とご協力をお願いします。

当日集合時に健康調査票の提出と検温を予定しております。事前にお送りする健康調査票に必要事項をご記入のうえご持参ください。以下の症

状がある方は参加をご遠慮ください。

◎咳、のどの痛み、風邪の症状

◎37.5度以上の発熱のある方

◎嗅覚・味覚に障害を感じる方

◎出発日から過去2週間以内に発熱や風邪症状や感染が疑われる方と接触があった方など


