
株式会社クルーズバケーション

ライセンスを取ったけど飛ばす場所が無い

素晴らしい景色のところで飛ばしたい

ドローンを飛ばしている仲間をつくりたい

そんな方にオススメのツアーです！

ライセンスを取ったけど飛ばす場所が無い

素晴らしい景色のところで飛ばしたい

ドローンを飛ばしている仲間をつくりたい

そんな方にオススメのツアーです！

嬉しい温泉宿利用・インストラクター同行！

お部屋わゆったり１名１汁利用！
バスは定員の半分で運航！
安心キャンセル保険付！

お部屋はゆったり１名１室利用！
バスは定員の半分で運行！
安心キャンセル保険付！

追加オプション
羽田～鹿児島往復航空券
追加オプション
羽田～鹿児島往復航空券温泉ホテル２泊・１名１室利用温泉ホテル２泊・１名１室利用

空撮スポット空撮スポット
空撮スポットではインストラクターが皆様の経験やスキルに合わせた役割分担を行います。様々な経験をお持ちの方と一緒に
飛行することで、初めての方には上達の為の経験を積むことができ、お仕事などで普段から飛ばされている方には安全管理者
としてのスキルアップにも役立てていただけます。交通事情によって到着が遅れた場合や、風が強い場合、または、天候が
優れない場合は、途中であっても飛行時間の短縮または、中止する場合がございます。皆さま平等に飛行できますよう努め
ますが、ツアーの安全運行・ドローンの安全飛行を優先致しますので、予めご了承願います。

空撮スポットではインストラクターが皆様の経験やスキルに合わせた役割分担を行います。様々な経験をお持ちの方と一緒に
飛行することで、初めての方には上達の為の経験を積むことができ、お仕事などで普段から飛ばされている方には安全管理者
としてのスキルアップにも役立てていただけます。交通事情によって到着が遅れた場合や、風が強い場合、または、天候が
優れない場合は、途中であっても飛行時間の短縮または、中止する場合がございます。皆さま平等に飛行できますよう努め
ますが、ツアーの安全運行・ドローンの安全飛行を優先致しますので、予めご了承願います。

※  キャンセル保険について詳しくは裏面をご覧ください。※  キャンセル保険について詳しくは裏面をご覧ください。

インストラクター派遣・空撮スポットプロデュース

株式会社ドローンママ
インストラクター派遣・空撮スポットプロデュース

株式会社ドローンママ

首都圏からご参加のお客様はご希望により航空券をご用意致します。首都圏からご参加のお客様はご希望により航空券をご用意致します。

マイクロドローンに
よる

館内撮影許可も取得
しています！マイクロドローンに
よる

館内撮影許可も取得
しています！

初心者でもOK!

経験豊富なスタッ
フが

操縦をサポート！
初心者でもOK!

経験豊富なスタッ
フが

操縦をサポート！



お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み は （ご予約時に旅行条件書をお渡ししますので、ご確認のうえ、お申込みください。）

〈本誌掲載の写真はすべてイメージです〉

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

ホームページ： https://www.cruisevacation.jp/
総合旅行業務取扱管理者：西口正人

 旅行代金のお支払いには各種クレジットカードが
ご利用いただけます。E-Mail：  dis@cruisevacation.jp

　新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、当面の間、事務所の営業は土・日・祝日を除く
　平日  10:00-17：00 に限定しています。時間外のお問合せは下記E-Mailをご利用ください。　　　　　　　　　　

　　　　　  東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦１階

電話 03-6453-6681
〒108-0022
株式会社クルーズバケーション

：観光庁長官登録旅行業  第一種  第２０１０号  日本旅行業協会（JATA）会員旅行企画・実施

インストラクター派遣
空撮スポットプロデュース

ご旅行代金を　    　　　　 お値引き致します！ご旅行代金を　    　　　　 お値引き致します！ご旅行代金を　　　　　     お値引き致します！１,０００円１,０００円１,０００円

ご旅行条件
●  お食事：朝食２回、昼食２回、夕食２回　●  最少催行人員：６名様／最大定員１２名様　●  添乗員：同行します。

●  お申込金：お申込み時にお申込金としてご旅行代金の２０％をお預かり致します。旅行のお申込みは所定のお申込書に

ご記入のうえ、お申込みください。申込金は旅行代金または、取消料もしくは、違約料の一部として充当します。●  この

旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。●  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。　募集型企画旅行は当社が契約の締結を承諾し、申込書をいただいた時に

成立します。●  利用ホテル：鹿児島：志布志湾大黒リゾートホテル　宮崎：青島グランドホテル　●  専用バス：南洲バス  

ジャンボタクシー：南光タクシー　●  旅行代金に含まれるもの  ①日程表にあるバス・タクシー代  ②日程表にある食事代  ③ホテル宿泊代  

④インストラクター費用　⑤日程表にある施設入場料  ●  旅行代金に含まれないもの  ①クリーニング・電報・電話代  ②追加飲食等

個人的性質の諸費用　③ご自宅から集合・解散場所までの交通費や、宿泊費用　●  旅行条件基準日：2022年２月7日

※　天候・道路事情等により、観光順序が入れ替わることがございます。交通事情によって到着が遅れた場合や、風が強い場合、

または、天候が優れない場合は途中であっても飛行時間を短縮または、中止する場合がございます。皆さま平等に飛行できます

よう努めますが、ツアーの安全運行・フライトの安全飛行を優先しますので予めご了承願います。

※　新型コロナウイルス感染状況による観光地受け入れ状況、その他政府の要請により、内容の変更や、ツアー催行決定後で

あっても中止する場合がございます。中止の場合、ツアー代金は全額ご返金となりますが、集合・解散場所までの交通費・

宿泊費は補償致しかねますので、予めご了承願います。

ご旅行条件
●  お食事：朝食２回、昼食２回、夕食２回　●  最少催行人員：６名様／最大定員１２名様　●  添乗員：同行します。

●  お申込金：お申込み時にお申込金としてご旅行代金の２０％をお預かり致します。旅行のお申込みは所定のお申込書に

ご記入のうえ、お申込みください。申込金は旅行代金または、取消料もしくは、違約料の一部として充当します。●  この

旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。●  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。　募集型企画旅行は当社が契約の締結を承諾し、申込書をいただいた時に

成立します。●  利用ホテル：鹿児島：志布志湾大黒リゾートホテル　宮崎：青島グランドホテル　●  専用バス：南洲バス  

ジャンボタクシー：南光タクシー　●  旅行代金に含まれるもの  ①日程表にあるバス・タクシー代  ②日程表にある食事代  ③ホテル宿泊代  

④インストラクター費用　⑤日程表にある施設入場料  ●  旅行代金に含まれないもの  ①クリーニング・電報・電話代  ②追加飲食等

個人的性質の諸費用　③ご自宅から集合・解散場所までの交通費や、宿泊費用　●  旅行条件基準日：2022年２月7日

※　天候・道路事情等により、観光順序が入れ替わることがございます。交通事情によって到着が遅れた場合や、風が強い場合、

または、天候が優れない場合は途中であっても飛行時間を短縮または、中止する場合がございます。皆さま平等に飛行できます

よう努めますが、ツアーの安全運行・フライトの安全飛行を優先しますので予めご了承願います。

※　新型コロナウイルス感染状況による観光地受け入れ状況、その他政府の要請により、内容の変更や、ツアー催行決定後で

あっても中止する場合がございます。中止の場合、ツアー代金は全額ご返金となりますが、集合・解散場所までの交通費・

宿泊費は補償致しかねますので、予めご了承願います。

ご参加条件【重要】（男女問わずご参加いただけます。１８歳未満の方はご参加いただけません。）
〇　観光庁ガイドライン「ワクチン・検査パッケージ」に従い、ワクチン２回以上接種済かつ、２回目接種から 14 日以上
　　経っていることを条件とします。ご出発２週間前までに接種証明書の写しをご提出いただきます。

〇　ご提出いただいた接種証明書の写しはホテル・レストラン・バス利用時にも接種済のグループを証明するために利用致します。

〇　ご参加の方で、ドローンをご持参の場合はそのドローンに対する対人・対物賠償責任保険への加入が必須条件です。ドローンを
　　お持ちでない方は有料レンタルがございます（10,000 円税別）がございます。飛行中ドローンによる事故・紛失は操縦者の
　　責任となり、主催者及びインストラクターは責任を負いませんので、充分安全に注意して飛行してください。

〇　空撮スポットではご参加の方の経験に応じた役割分担を行います。皆様のご協力をお願い申し上げます。

〇　ドローンをご持参の方は予備も含めてバッテリーは３本以上お持ちいただくことをオススメします。充電できる場所に限り
　　がございますので、ご心配の方はポータブル充電器をご持参ください。

〇　天候・道路交通事情により空撮時間の短縮・飛行中止をご案内する場合がございます。ツアーの安全運行・ドローンの安全
　　飛行を最優先としますのでご協力をお願いします。雨天に備えて一部屋内のスペースを確保しています。

〇　ドローンに関する法令順守をお願いします。ツアー中は必ずインストラクター・添乗員の指示に従って行動願います。　　　

新型コロナウイルス感染対策 【重要】
〇　全員ワクチン接種が２回以上済んでいることがご参加条件ですが、 ワクチン接種を済ませても感染するケースがございます。
　　その為、 ツアーご参加中はマスクの着用、 手洗い、 お食事中の黙食、 大声での会話禁止や、 お客様同士の距離を保って
　　いただきますようご協力をお願いします。

〇　ご集合時に添乗員が体温を検査致します。 発熱のある方、 咳や、 のどの傷み、 息苦しさ、 味覚・臭覚に以上のある方は
　　ツアーへのご参加を中止してください。 取消料についてはキャンセル保険で対応できるか確認を行います。 ツアーの途中で
　　体調を崩された場合は添乗員の指示に従ってください。 最寄の病院または保健所へ連絡の上、 その指示に従っていただきます。

〇　ツアーへの復帰が不可となりました場合は、 受けられなかった旅行サービス分の代金を後日払い戻しいたします。

キャンセル保険 （ツアー代金に保険代金が含まれています。）

ツアー開始日時 （集合日時） 前までに次の状況となりました場合は、 キャンセル料が保険金として戻ってきます。

〇　新型コロナウイルスに感染していたことが判明。 隔離状態になって参加できない場合。
〇　新型コロナウイルスの感染者の濃厚接触者となり、 国または自治体から自宅待機を告げられて参加できない場合。
〇　旅行当日にインフルエンザなどに掛かり発熱し、 通院した場合。
〇　悪天候などで集合場所までの飛行機などが運休してしまい、 ツアーに参加することができなくなった場合。

対象条件など詳しく記載した書面をお申込み前にお送り致します。 必ず事前にご確認のうえ、 旅行へお申込みください。
株式会社クルーズバケーションはＡＷＰジャパンチケットガード少額短期保険会社の保険代理店です。 　　

ドローンママ

ご旅行お申込時に「ドローンママで見た！」とお伝えいただくとご旅行お申込時に「ドローンママで見た！」とお伝えいただくとご旅行お申込時に「ドローンママで見た！」とお伝えいただくと

旅行開始日から
起算して
さかのぼって

21日前まで 無料

20日前   ～  8日前まで 旅行代金の  20%

7日前   ～  2日前まで 旅行代金の  30%

旅行開始日の前日 旅行代金の  40%

旅行開始日当日（旅行開始後を除く） 旅行代金の  50%

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

１名１室お一人様  

お取消料

ご宿泊ホテル
【鹿児島】 志布志湾大黒リゾートホテル 【宮崎】 青島グランドホテル

代表・同行インストラクター：飯原夏子

ツアー協力：ドローンモータース・おかざき行政書士事務所　

6 年前にドローンスクールに通った私ですが、 空撮が目的にも関わらず、 許可取りや
現場での安全管理、 カメラ設定、 構図の決め方など空撮に関することは学べません
でした。 そこで 『空撮を学べる機会を作ろう！』 と始めたのが “ドローン愛好家
のための大人の修学旅行” です。 独学の方、 スクールを出たばかりでまだ不安な方、
空撮業務を始めようと素材を集めている方などを対象に、 講師と一緒に絶景を巡る
研修を 2016 年にスタートし日本全国で 16回を数えます。
ドローンでつながる仲間との楽しい時間をお過ごしください。

株式会社ドローンママ

【ホテル泊】 昼 夕

夕朝

【ホテル泊】 夕朝

１１：００

１１：４５

１３：００頃

１４：００～
１６：００頃
１７：００～
１９：００頃
２０：００頃

０７：４０
０８：３０～
１０：３０
１１：３０

１３：００～
１５：００
１６：００～
１８：００

０５：００～
０７：００
０８：３０
０８：４０
１０：４０
１２：００
１３：００～
１５：００
１６：３０

１７：３０

スケジュール時間日程

スケジュール表

鹿児島空港集合  集合ポイント１
専用バスで鹿児島中央駅へ移動
鹿児島中央駅集合  集合ポイント２
鹿児島市内レストランにて昼食
専用バスで移動
鹿児島港着フェリーで桜島へ
錦江湾クルージング
桜島港着
専用バスで移動
空撮ポイント１  湯之平展望所
専用バスで移動
空撮ポイント２  ユクサおおすみ海の学校
専用バスで移動
志布志湾大黒リゾートホテル着
チェックイン
専用バスで移動
空撮ポイント３  都井岬
専用バスで移動
あぶらつ食堂（自由食）
専用バスで移動（途中ジャンボタクシーに乗り換えます。）

空撮ポイント４  飫肥杉ミステリーサークル
専用バスで移動
空撮ポイント５  宮崎科学技術館
専用バスで移動
青島グランドホテル着
チェックイン
空撮ポイント６  青島・日の出撮影
ホテルにてご朝食後、出発
専用バスで移動
空撮ポイント７  堀切峠
専用バスで移動
えびの高原でご昼食
空撮ポイント８  えびの高原
専用バスで移動
鹿児島空港着・解散  解散ポイント１
専用バスで移動
鹿児島中央駅着・解散  解散ポイント２

※　天候・道路事情等により、観光順序が入れ替わることがございます。交通事情によって到着が遅れた
場合や、風が強い場合、または、天候が優れない場合は途中であっても飛行時間を短縮または、中止する
場合がございます。皆さま平等に飛行できますよう努めますが、ツアーの安全運行・フライトの安全飛行
を優先しますので予めご了承願います。

※　天候・道路事情等により、観光順序が入れ替わることがございます。交通事情によって到着が遅れた
場合や、風が強い場合、または、天候が優れない場合は途中であっても飛行時間を短縮または、中止する
場合がございます。皆さま平等に飛行できますよう努めますが、ツアーの安全運行・フライトの安全飛行
を優先しますので予めご了承願います。
※　新型コロナウイルス感染状況による観光地受け入れ状況、その他政府の要請により、内容の変更や、
ツアー催行決定後であっても中止する場合がございます。中止の場合、ツアー代金は全額ご返金と
なりますが、集合・解散場所までの交通費・宿泊費は補償致しかねますので、予めご了承願います。

※　新型コロナウイルス感染状況による観光地受け入れ状況、その他政府の要請により、内容の変更や、
ツアー催行決定後であっても中止する場合がございます。中止の場合、ツアー代金は全額ご返金と
なりますが、集合・解散場所までの交通費・宿泊費は補償致しかねますので、予めご了承願います。

【お食事アイコン】 朝食 朝 昼食 昼 夕食 夕食事無し

【引受保険会社】  ＡＷＰチケットガード少額短期保険株式会社

5/13  SKY303 便　羽　田 07：45- 鹿児島 09：35
5/15  SKY308 便　鹿児島 20：05- 羽　田 21：55

スカイマークエアライン利用
お一人様：往復価格

鹿児島現地集合・現地解散
集合・解散ポイント１・２共通

飛行機オプション　羽田空港～鹿児島空港往復

Go To トラベルキャンペーンにつきまして現在（22年2月7日時点）停止中です。
再開時、当ツアーが条件に適応した場合はご参加の方全員にご案内申し上げます。旅行代金

ツインルームをご希望の方はお一人様あたり４,０００円お値引き致します。

首都圏からご参加のお客様はご希望により航空券をご用意致します。

円円157,000157,000鹿児島現地集合・現地解散
集合・解散ポイント１・２共通

飛行機オプション　羽田空港～鹿児島空港往復

Go To トラベルキャンペーンにつきまして現在（22年2月7日時点）停止中です。
再開時、当ツアーが条件に適応した場合はご参加の方全員にご案内申し上げます。旅行代金

ツインルームをご希望の方はお一人様あたり４,０００円お値引き致します。

首都圏からご参加のお客様はご希望により航空券をご用意致します。

日南海岸国定公園内に位置する
志布志湾にあり、 素晴らしい
眺望が楽しめます。 志布志湾
の海水を利用したタラソテラピー
効果の高い温泉では、 自然治癒力
をたかめ、 ゆったりとゆるやかに
重ねていく至福のひと時をお過ごし
いただけます。

各ホテル客室１名１室利用（２名１室ご希望の場合はお申込み時にお伝えください。）

なめらかな湯質と絶景に癒される
露天天国の宿です。 宮崎の南国
リゾートとして有名な青島に
位置し、 太平洋の大海原を眼前に
湧く絶景の温泉 「青島海幸温泉」
日本でも珍しい畳敷きの絶景
「大名露天」 が自慢の和風
ホテルです。

趣の違う６つの飲
食店が飫肥杉の

長いカウンターで
つながる屋台村

の概念を超えた食
の空間です。

おびすぎ

あぶらつ食堂とは

ブーン～

ププー

ボォ～


