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※飛行機利用便は10月1日現在のものです。スケジュール変更等で時間等が変更になる場合がございます。
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※この旅行は（株）石見エアサービスが企画・実施する旅行であります。
※旅行代金には、交通費、食事代、入園料等行程に明示したものの他、消費税等諸税が含まれています。
※最少催行人員は15名からです。最少催行人員に満たない場合は、催行を中止する場合があります。
　（ご入金済みのお申込金は全額返済いたします。）
※この旅行の契約の解除・責任・免責・および旅行中の損害賠償等に関する事項は、当社旅行業約款によります。
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島根県知事登録旅行業 第2-52号：（総合旅行業務取扱管理者） 中島　久晴
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島根県知事登録旅行業 第2-52号：（総合旅行業務取扱管理者） 澤江　智幸
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島根県知事登録旅行業 第2-2号：（総合旅行業務取扱管理者） 川本　和味
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島根県知事登録旅行業 第2-9号：（総合旅行業務取扱管理者） 西村　延剛
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島根県知事登録旅行業 第2-10号：（総合旅行業務取扱管理者） 中島　達也
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島根県知事登録旅行業 第9号：（総合旅行業務取扱管理者） 福原　恵美子™^
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島根県知事登録旅行業 第2-2号：（総合旅行業務取扱管理者） 吉川　直樹
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島根県知事登録旅行業 第10号：（総合旅行業務取扱管理者） 小笹　雅彦
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東京都知事登録旅行業 第2-2495号：（総合旅行業務取扱管理者） 長尾　公司
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観光庁長官登録旅行業 第939号：（総合旅行業務取扱管理者） 小菅　保樹½^
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山口県知事登録旅行業 第2-106号：（総合旅行業務取扱管理者） 油谷　敬一
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観光庁長官登録旅行業 第1900号：（総合旅行業務取扱管理者） 中村　智
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山口県知事登録旅行業 第2-93号：（総合旅行業務取扱管理者） 横田　亜紀子·YÐ
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島根県知事登録旅行業 第2-37号：（総合旅行業務取扱管理者） 永井　敏雄
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萩・石見空港 2便継続決定ツアー萩・石見の翼


