
 

 

株式会社フジドリームエアラインズ 
『チャーター便』の運航情報について（2021/11/8更新） 

  

 

 

現在販売中の『チャーターツアー』、『遊覧フライト』について、お知らせいたします。 
みなさまのご搭乗を心より、お待ちしております。 
 

【チャーターツアー】                                                             2021/11/8  更新                      

出発地 目的地 出発日 発売日 
お問合せ先 

[旅行代理店] 
備考（ツアー概要） 

新潟 

出雲 11/22 販売中 

025-244-2080  

[阪急交通社] 

ひろしま夜神楽特別鑑賞と安芸の宮島 出雲大社・足立美術館 3 日

間 

奄美 11/26・12/2 販売中 奄美大島・加計呂麻島 南国の楽園 島紀行３日間 

種子島 11/23・29 販売中 
ＪＡＸＡのＯＢが種子島宇宙センタ－をご案内！久島と種子島 

熟年離島ふたり旅 3 日間 

静岡 

小松 

11/25 販売中 
054-260-7902 

[SBSツアーズ] 

秋の能登半島と神秘の海・富山湾、金沢 3 日間 

11/28 販売中 雅な秋の北陸の旅 晩秋の山中温泉 神秘の苔寺 美と食の金沢 

広島 12/4 販売中 
0570-063-800 

[ローソンエンタテインメント]  

２つの世界遺産と錦帯橋＆神石高原町 非日常的な田舎体験「神石

高原町観光協会助成ツアー」 

名古屋 

(小牧) 
八丈島 11/6・7 販売中 

06-6466-4700  

[日本空輸] 
名古屋小牧空港発 ぶらり八丈島日帰りツアー 

岡山 

新潟 11/22 販売中 
086-803-8220  

[山陽新聞旅行社] 
日本海の絶景満喫！佐渡島と新潟の名湯・美食・文化をめぐる３日間 

対馬 11/25 

販売中 
086-803-8220  

[山陽新聞旅行社] 
歴史深き国境の島『対馬』と雄大な自然と神々が宿る島『壱岐』感動の 2島めぐり  

販売中 
086-222-3050  

[リョービツアーズ] 
歴史深き国境の島『対馬』と雄大な自然と神々が宿る島『壱岐』感動の 2島めぐり 

種子島 12/13 

販売中 
086-803-8220  

[山陽新聞旅行社] 

日本で宇宙に一番近い島『種子島』と美しき世界遺産の島『屋久島』2島めぐり 3日

間 

販売中 
086-222-3050  

[リョービツアーズ] 

日本で宇宙に一番近い島『種子島』と美しき世界遺産の島『屋久島』2島めぐり 3日

間 

広島 

新潟 11/13 

販売中 

082-543-2020

 [たびまちゲート広島] 

佐渡の温泉にゆっくり連泊する、秋の佐渡ヶ島ハイライト周遊する 3 日間の旅など 

販売中 佐渡島と弥彦温泉・長岡に泊まる、弥彦菊まつりともみじ谷ライトアップ 3 日間 

奄美 12/4・6 販売中 
奄美の神秘の生態系を残す大自然、絶景岬や歴史・文化を見学できる人気のスポッ

トを巡る 3 日間 

種子島 12/9 販売中 島内屈指のリゾート「いわさきホテル」に泊まる、種子島屋久島 3日間 

 
 

https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_naigai=J&p_hei=91&p_bunrui=cha&p_stock=1
https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_naigai=J&p_hei=91&p_bunrui=cha&p_stock=1
https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_naigai=J&p_hei=91&p_bunrui=cha&p_stock=1
https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_naigai=J&p_hei=91&p_bunrui=cha&p_stock=1
https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_naigai=J&p_hei=91&p_bunrui=cha&p_stock=1
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000001096/
http://sbs-tours.com/shopdetail/000000000977/
https://tour.l-tike.com/package_tour/domestic/event.php?id=14039&room=&num=&utm_source=fda&utm_medium=referral&utm_campaign=fda_
https://tour.l-tike.com/package_tour/domestic/event.php?id=14039&room=&num=&utm_source=fda&utm_medium=referral&utm_campaign=fda_
https://www.good-trip-ex.com/pickup/detail/masterid/162
https://www.muscat-tour.net/Tour/Detail/402/ja-JP?deptDate=
https://www.santatour.jp/tour_list.php?cate=3#1
https://www.muscat-tour.net/Tour/Detail/411/ja-JP?deptDate=
https://www.santatour.jp/tour_list.php?cate=3#1
https://www.santatour.jp/tour_list.php?cate=3#1
https://www.muscat-tour.net/Tour/Detail/418/ja-JP?deptDate=
https://www.muscat-tour.net/Tour/Detail/418/ja-JP?deptDate=
https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DP1SN-8
https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DP1SN-7
https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DP1KY-11
https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DP1KY-11
https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DP1KY-13


 

 

 
【チャーターツアー】                                                                     2021/11/8  更新  

出発地 目的地 出発日 発売日 
お問合せ先 

[旅行代理店] 
備考（ツアー概要） 

山口 

宇部 
下地島 12/14 販売中 

0570-089-007  

[阪急交通社] 
10の絶景と 2つの阪急交通社基準Ｓランクホテルで過ごす！海と陸から青の宮古島

3 日間 

佐賀 石垣 12/24・27 

販売中 
0570-089-007  

[阪急交通社] 

【基本コース】八重山諸島４島めぐり 麗しの南国ステイの旅 ３日間 

販売中 
【フサキビーチ新館指定プラン】八重山諸島 4 島めぐり 麗しの南国ステイの旅 3

日間 

熊本 

高知 11/30 販売中 

0570-089-007  

[阪急交通社] 

行くぜよ高知・柏島!!ご当地グルメ!祖谷渓温泉 ホテル秘境の湯に泊まる３日間 

種子島 12/17 販売中 神秘の世界遺産屋久島と種子島３日間 

下地島 12/20 販売中 あったか宮古諸島 10の絶景と 5 島めぐり 3 日間 

大分 

那覇 12/15 販売中 
0570-089-007  

[阪急交通社] 

やんばるの自然を感じる美ら海沖縄 デラックスホテルに 2 連泊 3 日間 

石垣 12/18 販売中 感動の八重山 5 島デラックスホテルの休日 3 日間 

宮崎 石垣 12/26 販売中 
0570-089-007  

[阪急交通社] 
麗しの八重山諸島４つの島々を巡る ３日間 

鹿児島 

高知 11/26 販売中 
0570-089-007  

[阪急交通社] 

道後温泉ホテル古湧園遥に泊まる！四国６つの絶景巡り ３日間 

石垣 12/8・14 販売中 麗しの八重山諸島 5つの島々を巡る 3 日間 

 
 
【遊覧フライト】                                      2021/10/28 更新 

出発・到着空港 出発日 発売日 
お問合せ先 

[旅行代理店] 
備考（ツアー概要） 

庄内空港 11/27 販売中 
0235-24-2550 

[庄交トラベル] 
山形県パノラマ遊覧飛行 

静岡空港 

11/13・14・ 
20・21 

販売中 

054-204-0512 
[大鉄観光] 

富士山遊覧飛行と大井川鐵道と南アルプスあぷとライン 

11/27・28・ 
12/4・5・26 

販売中 富士山遊覧飛行と大井川鐵道と南アルプスあぷとライン 

11/28 販売中 
富士山遊覧飛行と天竜浜名湖鉄道乗車＆転車台・鉄道歴史館見学と、小

國神社、花の舞酒造、法多山尊永寺 

11/27・12/26 販売中 富士山遊覧飛行と駿河湾フェリー、LOQUAT 西伊豆のランチ 

 

※ 飛行ルートについては、当日の天候等により、変更になる可能性があります。 
 

https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=9Y005&p_hei=54
https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=9Y005&p_hei=54
https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=9292S1&p_hei=65
https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=9292S2&p_hei=65
https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=9292S2&p_hei=65
https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_course_id=8W9701K,6W505,2F444K,2F555,7F895K&p_hei=62
https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_course_id=8W9701K,6W505,2F444K,2F555,7F895K&p_hei=62
https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_course_id=8W9701K,6W505,2F444K,2F555,7F895K&p_hei=62
https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=90206&p_hei=64
https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=90207&p_hei=64
https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_course_id=711FDA,712FDA,811F21M&p_hei=66
https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_course_id=8970Y,677F,20910,20920&p_hei=61
https://www.hankyu-travel.com/tour/search_d.php?p_course_id=8970Y,677F,20910,20920&p_hei=61
https://www.shoko-travel.jp/tour_tokusyugrouplist/tour-tokusyugrouplist-fda/
https://daitetsu.jp/archives/93952
https://daitetsu.jp/fda2111el
https://daitetsu.jp/ssfdah2111
https://daitetsu.jp/ssfdah2111
https://daitetsu.jp/ssfdai2111

