
■旅行条件■旅行日程 ≪18-R≫

■出発設定日＆料金区分

※写真は全てイメージです。

料金
区分 10月 出発設定日

日
数

A

10/ 5 (金) ～ 10/10 (水)

6

※1 10/12 (金) ～ 10/17 (水)

10/19 (金) ～ 10/24 (水)

10/25 (木) ～ 10/30 (火)

10/31 (水) ～ 11/ 5 (月)

料金
区分 11月 出発設定日

日
数

A

11/ 6 (火) ～ 11/11 (日)

6
11/13 (火) ～ 11/18 (日)

11/21 (水) ～ 11/26 (月)

11/27 (火) ～ 12/ 2 (日)

料金
区分 12月 出発設定日

日
数

A

12/ 4 (火) ～ 12/ 9 (日)

6
12/10 (月) ～ 12/15 (土)

12/16 (日) ～ 12/21 (金)

12/22 (土) ～ 12/27 (木)

B ※2 12/29 (土) ～ 1/ 4 (金) 7

料金
区分 1月 出発設定日

日
数

A
1/ 6 (日) ～ 1/11 (金)

6
1/12 (土) ～ 1/17 (木)

料金
区分 2月 出発設定日

日
数

D

2/ 8 (金) ～ 2/13 (水)

6
2/14 (木) ～ 2/19 (火)

2/20 (水) ～ 2/25 (月)

2/26 (火) ～ 3/ 3 (日)

料金
区分 3月 出発設定日

日
数

D

3/ 4 (月) ～ 3/ 9 (土)

6

3/10 (日) ～ 3/15 (金)

3/16 (土) ～ 3/21 (木)

3/22 (金) ～ 3/27 (水)

3/28 (木) ～ 4/ 2 (火)

※2… 父島4泊

交通 ●おがさわら丸（往復 2等和室 船室利用）

食事
●利用宿泊施設一覧（裏面）参照

※食事付は島滞在中のみ

含まれて

いるもの

●東京⇔父島間の往復2等和室乗船料+燃油調整金

●宿泊料（往復船内泊含む）

●日程表中に記載されているアクティビティ代

含まれて

いないもの

●集合地まで及び解散地からの交通費

●利用宿泊施設一覧(裏面)掲載の各プランに含まれない

食事代、 飲食代、その他個人的な性質の諸費用

備考
●気象海況によりスケジュールが変更となる場合があります。

●学生料金適用の場合、学生証コピー提出が必要です。

6日間 7日間 時間 内容

1 1
11:00

東京・竹芝客船ターミナル集合。

(※出港1～1.5時間前が集合目安)

東京より父島へ向け出港。

2 2

11:00

午後

夜

父島・二見港到着。

自然観察ツアー（展望コース）

ナイトツアー
※6日間コース：ナイトツアーは2～4日目のうちいずれか1日

※7日間コース：ナイトツアーは2～5日目のうちいずれか1日

3・4 3・4・5

ジャングルトレッキングツアー

パノラマボートツアー
※6日間コース：両ツアーは3～4日目のどちらか1日に1コースずつ

※7日間コース：両ツアーは3～5日目のうちいずれか1日に1コースずつ

3～5日目のうちいずれか1日は自由行動日となります。

5 6
15:30

出発まで自由行動。

父島より東京へ向け出港。

6 7
15:30 東京・竹芝客船ターミナル到着。

到着後、解散。

現地ツアー参加時は出発前に各自お弁当の手配をお願い致します。

《ツアー前日の昼頃までに下記店舗にお電話いただき予約しておくと安心です》

3～5日目の現地ツアー参加時の昼食について

●べんとう屋 hitoshi
TEL:090-2252-5096

●アイランド・デリ
TEL:04998-2-3530

※1… 伊豆大島寄港便のため父島着・東京着ともに40分遅延到着となります。

■気象、海況、その他当社の関与し得ない事由により旅行日程が変更又は中止となる場合がございます。
■下記出発設定日表中、※1は運航スケジュールが異なりますのでご注意ください。

tel:04998-2-3530


■ご旅行代金 (父島2名以上1室利用時のお一人様あたり) ※学生料金を適用する場合は学生証のコピーを提出していただきます。 ※小人＝小学生

■利用宿泊施設一覧

（東京都知事登録旅行業2-2174）

民宿 コンドミニアム 朝食付ペンション 2食付ペンション
ワンランク上の

ペンション
朝食付ホテル ホテル

A

【6日間】

大人 ￥126,000 ￥129,000 ￥132,000 ￥141,000 ￥152,000 ¥143,000 ¥159,000

学生 ￥117,500 ￥120,500 ￥123,500 ￥132,500 ￥143,500 ¥134,500 ¥150,500

小人 ￥84,000 ￥85,000 ￥89,000 ￥97,000 ￥103,500 ¥93,000 ¥100,000

B

【7日間】

大人 ￥145,000 ￥148,000 ￥155,000 ￥163,000 ￥177,000 ¥170,000 ¥198,000

学生 ￥136,500 ￥139,500 ￥146,500 ￥154,500 ￥168,500 ¥161,500 ¥189,500

小人 ￥98,000 ￥100,000 ￥105,000 ￥114,000 ￥125,000 ¥111,000 ¥118,000

D

【6日間】

大人 ￥129,000 ￥132,000 ￥135,000 ￥144,000 ￥155,000 ¥146,000 ¥162,000

学生 ￥120,500 ￥123,500 ￥126,500 ￥135,500 ￥146,500 ¥137,500 ¥153,500

小人 ￥86,000 ￥87,000 ￥90,000 ￥98,000 ￥105,000 ¥95,000 ¥102,000

代金区分 A・D
シングルチャージ(3泊分) ¥10,500 ¥21,000 ¥21,000 ¥21,000 ¥28,500 ¥52,500 ¥28,500

代金区分 B
シングルチャージ(4泊分)

¥14,000 ¥28,000 ¥28,000 ¥28,000 ¥38,000 ¥84,000 ¥38,000

プラン一覧 食事条件 バス・トイレ条件 利用宿泊施設 ※5 バス・トイレは室内にあり ※6 シャワー室+トイレ ※7 ダブルベッド1台＆シャワー室+トイレ

民宿 朝夕付 【館内共同】 ヴィラシーサイド、プルメリアビレッジ(※5) 、ビーチコマ、境浦ファミリー、民宿ウエスト、オーベルジュサトウ、民宿ささもと、ジガー(※5)

コンドミニアム
（キッチン付）

なし 【室内あり】 ポートロイド、バンブーイン、ログハウス星の詩、父島ビューホテル(※6)、ISHIP’、小笠原観光バレーナ、パッション、ナインボール

朝食付ペンション 朝食のみ 【室内あり】 バンブーイン、ブーゲン(※6)、クレセント、のあ、シーグラス

2食付ペンション 朝夕付 【室内あり】 INNこうもり亭、アクア(※7)、くつろぎの宿てつ家、ウエストannex、海渡、オレンジハウス、ビーチコマ

ワンランク上の
ペンション

朝夕付 【室内あり】 くつろぎの宿てつ家、ハートロックビレッジ、パパスアイランドリゾート、アクア、ウエストannex

朝食付ホテル 朝食のみ 【室内あり】 ホテルPATINN

ホテル 朝夕付 【室内あり】 ホテルホライズン

■おがさわら丸船室等級変更料金 (注:片道表記/東京&父島各出港日基準)

特1等
3名様目割引料金

通年共通
(片道表記)

特1等 ▲15,000円

※8…  1等～特等船室は下表1の料金を支払うことで貸切できます。
※9…  特1等の3名様利用は3名様目の差額運賃を下表2の通り割引します。
※10… 乗船券発売日が(土)(日)(祝)の場合は、翌営業日が発売日となります。

個室船室
1名様貸切料金

通年共通
(片道表記)

1等 6,000円

特1等 & 特等 18,000円

〈表1〉 〈表2〉

〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1ニューピア竹芝サウスタワー3階

総合旅行業務取扱管理者 浅井 高一

船室等級 2等寝台 特2等寝台 1等船室 ※8 特1等船室 ※8 ※9 特等船室 ※8

7・8月
以外

大人 3,240円 11,890円 25,390円 39,460円 45,960円

学生 2,590円 9,510円 23,010円 37,080円 43,580円

小人 1,620円 5,940円 12,690円 19,730円 22,980円

7・8月

大人 3,590円 13,210円 28,220円 43,870円 51,100円

学生 2,870円 10,570円 25,580円 41,230円 48,460円

小人 1,800円 6,610円 14,110円 21,940円 25,550円

※上記料金に燃油調整金が加減算されます。燃油調整金は出発の２ヶ月前に決定します。

お申込みのご案内

全国旅行業協会正会員

旅行企画・実施 お申込み・お問合せは…

■お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受取りください。
●お申込みの方法と契約の成立：申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記の申込金のお支払が必要になります。

申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。
旅行契約は申込金を受領した時点で成立するものとします。
電話等でご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して
3日以内に手続きをお願い致します。

●旅行代金の支払い：旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、
さかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いただきます。

●参加人数の変更：1室のご利用人数が変更になった場合は、
変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。

●取消料等：お申込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。

（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日・旅行条件・旅行代金は2018年8月1日現在を基準としております。
●添乗員は同行いたしません。
●最少催行人数：1名様より
●その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
●個人情報について：当社は旅行申込の際に申込書に記載された個人情報（氏名、住所、電話番号等）

についてお客様との間の連絡、お申込みいただいた旅行における運送・宿泊・公的機関等の
提供するサービス手配等、手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。
当書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。

旅行代金の総額 10万円未満 10万円以上15万円未満 15万円以上

お申込金 20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

旅行契約の
解除日

21日前まで
20日前から
8日前まで

7日前から
2日前まで

旅行開始日
の前日

旅行開始日
の当日

旅行開始後
無連絡または不参加

取消料 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

■船室等級変更料金は東京⇔父島間の片道料金です。

■旅行代金に上記の船室等級変更料金を加算してください。

■2等和室、2等寝台、特2等寝台にはレディースルームの設定があります。

■船室等級変更及びレディースルームの回答は、出発日から2ヶ月以上前の場合は
リクエストでお預かりし、2ヶ月前の発売日にご回答致します。※10

但し下記期間便は2ヶ月前発売ではなく、特定発売日が設定されます。
詳しくはお問い合わせください。 （いずれも9:00発売開始）

＊年末年始便（12/29発便）… 【特定発売日】 10/29(月)

■2名様で個室予約後、同行者様がキャンセルとなり1名様利用となった場合は、
右表1の個室船室1名様貸切料金が必要となります。



■旅行条件■旅行日程 ≪18‐Q≫

■出発設定日＆料金区分

※写真は全てイメージです。

料金
区分 10月 出発設定日 日

数

A

10/ 5 (金) ～ 10/10 (水)

6
※1 10/12 (金) ～ 10/17 (水)

10/19 (金) ～ 10/24 (水)

10/25 (木) ～ 10/30 (火)

10/31 (水) ～ 11/ 5 (月)

料金
区分 11月 出発設定日 日

数

A

11/ 6 (火) ～ 11/11 (日)

6
11/13 (火) ～ 11/18 (日)

11/21 (水) ～ 11/26 (月)

11/27 (火) ～ 12/ 2 (日)

料金
区分 12月 出発設定日 日

数

A

12/ 4 (火) ～ 12/ 9 (日)

6
12/10 (月) ～ 12/15 (土)

12/16 (日) ～ 12/21 (金)

12/22 (土) ～ 12/27 (木)

B ※2 12/29 (土) ～ 1/ 4 (金) 7

料金
区分 1月 出発設定日 日

数

A
1/ 6 (日) ～ 1/11 (金)

6
1/12 (土) ～ 1/17 (木)

料金
区分 2月 出発設定日 日

数

C ※3 2/ 2 (土) ～ 2/ 6 (水) 5

D

2/ 8 (金) ～ 2/13 (水)

6
2/14 (木) ～ 2/19 (火)

2/20 (水) ～ 2/25 (月)

2/26 (火) ～ 3/ 3 (日)

料金
区分 3月 出発設定日 日

数

D

3/ 4 (月) ～ 3/ 9 (土)

6

3/10 (日) ～ 3/15 (金)

3/16 (土) ～ 3/21 (木)

3/22 (金) ～ 3/27 (水)

3/28 (木) ～ 4/ 2 (火)
※3… 父島2泊

※2… 父島4泊

2018年 10月 ～ 2019年 3月

プランコード 【 18‐Q 】

父島 6日間
パッケージツアー

5日間 6日間 7日間 時間 内容

1 1 1
11:00

東京・竹芝客船ターミナル集合
(※出港1～1.5時間前が集合目安)
東京より父島へ向け出港。

2 2 2 11:00 父島・二見港到着。着後、自由行動。

3 3・4 3・4・5 終日自由行動。

4 5 6 15:30
出発まで自由行動。
父島より東京へ向け出港。

5 6 7 15:30 東京・竹芝客船ターミナル到着。
到着後、解散。 ■気象、海況、その他当社の関与し得ない事由により旅行日程が変更又は中止となる場合がございます。

■下記出発設定日表中、※1は運航スケジュールが異なりますのでご注意ください。

交通 ●おがさわら丸（往復 2等和室 船室利用）

食事 ●利用宿泊施設一覧（裏面）参照
※食事付は島滞在中のみ

含まれて
いるもの

●東京⇔父島間の往復2等和室乗船料+燃油調整金
●宿泊料（往復船内泊含む）

含まれて
いないもの

●集合地まで及び解散地からの交通費
●利用宿泊施設一覧(裏面)掲載の各プランに含まれない
食事代、飲食代、その他個人的な性質の諸費用

備考 ●気象海況によりスケジュールが変更となる場合があります。
●学生料金適用の場合、学生証コピー提出が必要です。

※1… 伊豆大島寄港便のため父島着・東京着ともに40分遅延到着となります。※1… 伊豆大島寄港便のため父島着・東京着ともに40分遅延到着となります。



■おがさわら丸船室等級変更料金 (注:片道表記/東京&父島各出港日基準)

特1等
3名様目割引料金

通年共通
(片道表記)

特1等 ▲15,000円

※8…  1等～特等船室は下表1の料金を支払うことで貸切できます。
※9…  特1等の3名様利用は3名様目の差額運賃を下表2の通り割引します。
※10… 乗船券発売日が(土)(日)(祝)の場合は、翌営業日が発売日となります。

個室船室
1名様貸切料金

通年共通
(片道表記)

1等 6,000円
特1等 & 特等 18,000円

〈表1〉 〈表2〉

■ご旅行代金 (父島2名以上1室利用時のお一人様あたり) ※学生料金を適用する場合は学生証のコピーを提出していただきます。 ※小人＝小学生

■利用宿泊施設一覧

〒105‐0022 東京都港区海岸1‐16‐1ニューピア竹芝サウスタワー3階
総合旅行業務取扱管理者 浅井 高一（東京都知事登録旅行業2‐2174）

船室等級 2等寝台 特2等寝台 1等船室 ※8 特1等船室 ※8 ※9 特等船室 ※8

7・8月
以外

大人 3,240円 11,890円 25,390円 39,460円 45,960円
学生 2,590円 9,510円 23,010円 37,080円 43,580円
小人 1,620円 5,940円 12,690円 19,730円 22,980円

7・8月
大人 3,590円 13,210円 28,220円 43,870円 51,100円
学生 2,870円 10,570円 25,580円 41,230円 48,460円
小人 1,800円 6,610円 14,110円 21,940円 25,550円

※上記料金に燃油調整金が加減算されます。燃油調整金は出発の２ヶ月前に決定します。

お申込みのご案内

全国旅行業協会正会員

旅行企画・実施 お申込み・お問合せは…

■お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受取りください。
●お申込みの方法と契約の成立：申込書に所定の事項を記入し、1名あたり下記の申込金のお支払が必要になります。

申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。
旅行契約は申込金を受領した時点で成立するものとします。
電話等でご予約の場合、当社が予約を承諾する旨を通知した日から起算して
3日以内に手続きをお願い致します。

●旅行代金の支払い：旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、
さかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いただきます。

●参加人数の変更：1室のご利用人数が変更になった場合は、
変更後の1室ご利用人数に応じた代金をいただきます。

●取消料等：お申込み後、お客様のご都合で取消をされる場合、下記の取消料を申し受けます。

（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）

●旅行条件の基準期日・旅行条件・旅行代金は2018年8月1日現在を基準としております。
●添乗員は同行いたしません。
●最少催行人数：1名様より
●その他の事項に関しては、当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
●個人情報について：当社は旅行申込の際に申込書に記載された個人情報（氏名、住所、電話番号等）

についてお客様との間の連絡、お申込みいただいた旅行における運送・宿泊・公的機関等の
提供するサービス手配等、手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。
当書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。

旅行代金の総額 10万円未満 10万円以上15万円未満 15万円以上
お申込金 20,000円以上 30,000円以上 50,000円以上

旅行契約の
解除日 21日前まで 20日前から

8日前まで
7日前から
2日前まで

旅行開始日
の前日

旅行開始日
の当日

旅行開始後
無連絡または不参加

取消料 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

民宿 コンドミニアム 朝食付ペンション 2食付ペンション ワンランク上の
ペンション 朝食付ホテル ホテル

A
【6日間】

大人 ￥80,000 ￥82,000 ￥85,500 ￥94,000 ￥105,500 ¥96,500 ¥111,000
学生 ￥71,500 ￥73,500 ￥77,000 ￥85,500 ￥97,000 ¥88,000 ¥102,500
小人 ￥51,000 ￥52,000 ￥55,500 ￥62,000 ￥70,000 ¥61,000 ¥66,500

B
【7日間】

大人 ￥98,500 ￥101,000 ￥109,000 ￥118,000 ￥131,000 ¥126,000 ¥152,000
学生 ￥90,000 ￥92,500 ￥100,500 ￥109,500 ￥122,500 ¥117,500 ¥143,500
小人 ￥65,500 ￥67,500 ￥72,000 ￥81,000 ￥91,000 ¥77,500 ¥85,500

C
【5日間】

大人 ￥68,500 ￥70,500 ￥74,000 ￥80,000 ￥87,500 ¥82,000 ¥92,000
学生 ￥60,000 ￥62,000 ￥65,500 ￥71,500 ￥79,000 ¥73,500 ¥83,500
小人 ￥43,000 ￥44,000 ￥47,500 ￥52000 ￥56,500 ¥50,000 ¥54,000

D
【6日間】

大人 ￥83,000 ￥85,500 ￥89,000 ￥97,500 ￥109,000 ¥100,000 ¥114,000
学生 ￥74,500 ￥77,000 ￥80,500 ￥89,000 ￥100,500 ¥91,500 ¥105,500
小人 ￥52,000 ￥53,000 ￥56,500 ￥63,000 ￥71,000 ¥62,000 ¥67,500

代金区分 A・D
シングルチャージ(3泊分) ¥9,900 ¥9,900 ¥19,800 ¥19,800 ¥26,400 ¥49,500 ¥26,400

代金区分 C
シングルチャージ(2泊分) ¥6,600 ¥6,600 ¥13,200 ¥13,200 ¥17,600 ¥33,000 ¥17,600

代金区分 B
シングルチャージ(4泊分) ¥13,200 ¥13,200 ¥26,400 ¥26,400 ¥35,200 ¥79,200 ¥35,200

プラン一覧 食事条件 バス・トイレ条件 利用宿泊施設 ※5 バス・トイレは室内にあり ※6 シャワー室+トイレ ※7 ダブルベッド1台＆シャワー室+トイレ

民宿 朝夕付 【館内共同】 ヴィラシーサイド、プルメリアビレッジ(※5) 、ビーチコマ、境浦ファミリー、民宿ウエスト、オーベルジュサトウ、民宿ささもと、ジガー(※5)

コンドミニアム
（キッチン付） なし 【室内あり】 ポートロイド、バンブーイン、ログハウス星の詩、父島ビューホテル(※6)、ISHIP’、小笠原観光バレーナ、パッション、ナインボール

朝食付ペンション 朝食のみ 【室内あり】 バンブーイン、ブーゲン(※6)、クレセント、のあ、シーグラス
2食付ペンション 朝夕付 【室内あり】 INNこうもり亭、アクア(※7)、くつろぎの宿てつ家、ウエストannex、海渡、オレンジハウス、ビーチコマ
ワンランク上の
ペンション 朝夕付 【室内あり】 くつろぎの宿てつ家、ハートロックビレッジ、パパスアイランドリゾート、アクア、ウエストannex

朝食付ホテル 朝食のみ 【室内あり】 ホテルPATINN

ホテル 朝夕付 【室内あり】 ホテルホライズン

■船室等級変更料金は東京⇔父島間の片道料金です。
■旅行代金に上記の船室等級変更料金を加算してください。
■2等和室、2等寝台、特2等寝台にはレディースルームの設定があります。
■船室等級変更及びレディースルームの回答は、出発日から2ヶ月以上前の場合は
リクエストでお預かりし、2ヶ月前の発売日にご回答致します。※10
但し下記期間便は2ヶ月前発売ではなく、特定発売日が設定されます。
詳しくはお問い合わせください。 （いずれも9:00発売開始）
＊年末年始便（12/29発便）… 【特定発売日】 10/29(月)

■2名様で個室予約後、同行者様がキャンセルとなり1名様利用となった場合は、
右表1の個室船室1名様貸切料金が必要となります。


