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●お１人様から参加OK（ただし、B.D.Eコースは除く）　●自由に選べる22の宿泊施設！

2018年4月～2018年9月

セットにな
った

お得なパッ
ク

得トク！ク
ーポン券 

船 宿
おがさわら丸

ピンバッジ
が

※添乗員は同行しません　※最少催行人員1名（B.D.Eコースは2名）

出発日の14日前までお申込OK!

父島・母島

※画像は全てイメージです。

小港海岸　©小笠原村観光局

主
催

小笠原諸島は、東京都と共同で
貴重な動植物の保護と共存を両立させる
新たな取り組みを始めました。

エコツーリズム

小笠原諸島は東京から南へ約1,000km、
今まで大陸と陸続きになったことがない
海洋島です。ここでは独自の進化を遂げ
た希少な固有種が、美しい海や山の中で
暮らしています。このような小笠原が
2011年6月、人類共通のかけがえのない
財産として、ユネスコ世界自然遺産に登
録されました。
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おがまるパック〈父島・母島〉

2等寝台（エコノミーベッド）
●対面する上下二段ベッド
●コンセント付
●レディースルームをご用意します。

■発売開始日
A、Cコース 　出港日の2ヶ月前より発売

（ただし、その日が土曜・日曜・祝日の場合はその翌日となります）

Bコース 　3月6日(火)

D、Eコース 　7月4日発～7月31日発は5月9日(水)より一斉発売
　8月3日発～8月25日発は6月4日(月)より一斉発売

行　    　　程 宿　泊 食 事

船中泊

船中泊

ペンション・
民宿・
ホテル

ペンション・
民宿・
ホテル

6日間行程
A B D

7日間行程
C E

夕

朝 夕

朝

東京竹芝桟橋 11：00（発）　　　（おがさわら丸）

（おがさわら丸）　　　　東京竹芝桟橋 15：30（着）

ダイビング・島内観光などでお楽しみください。（費用は自己負担となります。）
フリータイム

ははじま丸
※お客様負担

母島港

父島

母島

フリータイム11：00（着）
父島

ははじま丸
※お客様負担

母島港

父島

父島母島

フリータイム 15：30（発）
父島

1

2

3

4

-

6

5

1

2

3

4

5

6

7

※父島～母島間（ははじま丸）の船賃は、パック料金には含まれておりません。別途現地にてお支払いください。運賃には、燃料油価格調整金を含み
ます。月により変動しますので下記運航会社までお問い合わせください。また、ははじま丸のダイヤについてもお問い合わせください。
学生割引の適用はありません。

2等片道（税込）／2018年2月適用運賃　大人 4,350円　こども 2,180円 （運航会社  伊豆諸島開発（株） TEL03-3455-3090）

※1・2　久里浜寄港、到着は往復共に40分遅延
※3　館山寄港、到着は往復共に40分遅延
※4　八丈島寄港、東京発10：00・父島着10：40、　　　　　
　　　復路東京着16：10
※5　設定日6月28日(木)～7月3日(火)は次の追加
　　　料金が発生致します。
　　　大人4,000円　学生3,000円　子供2,000円

設定日／料金／発売開始日／行程表
■設定日
A 通常期3泊コース
❶　4月　3日(火)～　4月　8日(日)
❷　4月 10日(火)～　4月 15日(日)
❸　4月 16日(月)～　4月 21日(土)※1
❹　4月 22日(日)～　4月 27日(金)※2
❺　5月　7日(月)～　5月 12日(土)
❻　5月 13日(日)～　5月 18日(金)
❼　5月 19日(土)～　5月 24日(木)※3
❽　5月 25日(金)～　5月 30日(水)
❾　6月　1日(金)～　6月　6日(水)
10　6月 15日(金)～　6月 20日(水)
11　6月 22日(金)～　6月 27日(水)※4
12　6月 28日(木)～　7月　3日(火)※5
13　9月　1日(土)～　9月　6日(木)
14　9月　8日(土)～　9月 13日(木)
15　9月 14日(金)～　9月 19日(水)
16　9月 21日(金)～　9月 26日(水)
17　9月 28日(金)～ 10月　3日(水)
B GW3泊コース お一人様の設定はありません。
❶　4月 28日(土)～　5月　3日(木)
❷ 　5月　1日(火)～　5月　6日(日)
C 通常期4泊コース
❶　6月　7日(木)～　6月 13日(水)
D 夏季3泊コース お一人様の設定はありません。
❶ 　7月　4日(水)～　7月　9日(月)
❷ 　7月 14日(土)～　7月 19日(木)
❸ 　7月 24日(火)～　7月 29日(日)
❹ 　7月 31日(火)～　8月　5日(日)
❺ 　8月　7日(火)～　8月 12日(日)
❻　8月 14日(火)～　8月 19日(日)
❼　8月 25日(土)～　8月 30日(木)
E 夏季4泊コース お一人様の設定はありません。
❶ 　7月 20日(金)～　7月 26日(木)
❷ 　7月 27日(金)～　8月　2日(木)
❸ 　8月　3日(金)～　8月　9日(木)
❹ 　8月 10日(金)～　8月 16日(木)
❺ 　8月 17日(金)～　8月 23日(木)

※画像は全てイメージです

き ょ う て い の や ど

おがまるパック　参加料金表（平成30年 4月～平成30年 9月）

備　考コース
名

A  通常期
3泊コース

B  GW3泊コース
お一人様の設定はありません。

C  通常期
4泊コース

D  夏季3泊コース
お一人様の設定はありません。

E  夏季4泊コース
お一人様の設定はありません。

申込数 1人 2人 3人～ 2人 3人～ 1人 2人 3人～ 2人 3人～ 2人 3人～

父　
　
　
　
　

島

1 パパスアイランド
リ ゾ ー ト

２・3～４名洋室
バス・トイレ付

大 人 100,000 95,000 89,000 101,000 101,000 117,000 111,000 102,000 107,000 107,000 123,000 123,000
学 生 92,000 87,000 81,000 96,000 96,000 109,000 103,000 94,000 95,000 95,000 117,000 117,000
こども － 61,000 56,000 64,000 64,000 － 73,000 66,000 67,000 67,000 80,000 80,000

2 パパスアイランド
リゾートH A L E

２・3～４名洋室
バス・トイレ付

大 人 131,000 108,000 98,000 111,000 101,000 158,000 128,000 115,000 116,000 107,000 136,000 123,000
学 生 123,000 100,000 90,000 105,000 95,000 150,000 120,000 107,000 104,000 95,000 130,000 117,000
こども － 70,000 63,000 71,000 64,000 － 85,000 76,000 74,000 67,000 89,000 80,000

3 海 遊 3名洋室
バス・トイレ付

大 人 102,000 93,000 90,000 96,000 93,000 120,000 108,000 104,000 101,000 98,000 116,000 112,000
学 生 94,000 85,000 82,000 91,000 88,000 112,000 100,000 96,000 89,000 86,000 110,000 106,000
こども － 55,000 55,000 57,000 57,000 － 65,000 65,000 59,000 59,000 69,000 69,000

4 AQUA（アクア） ２・3名洋室
バス・トイレ付

大 人 － 98,000 92,000 106,000 100,000 － 114,000 106,000 112,000 106,000 130,000 122,000
学 生 － 90,000 84,000 101,000 95,000 － 106,000 98,000 100,000 94,000 124,000 116,000
こども － 75,000 69,000 82,000 76,000 － 91,000 83,000 85,000 79,000 103,000 95,000

5 サンシャイン小 笠 原 2～8名和室
大 人 72,000 71,000 71,000 75,000 75,000 80,000 78,000 78,000 80,000 80,000 88,000 88,000
学 生 62,000 61,000 61,000 68,000 68,000 70,000 68,000 68,000 67,000 67,000 80,000 80,000
こども － 43,000 41,000 44,000 44,000 － 49,000 46,000 46,000 46,000 52,000 52,000

6 民宿ささもと 2・3名和室
大 人 72,000 70,000 70,000 74,000 74,000 79,000 77,000 77,000 80,000 80,000 88,000 88,000
学 生 64,000 61,000 61,000 68,000 68,000 71,000 67,000 67,000 66,000 66,000 80,000 80,000
こども － 45,000 45,000 47,000 47,000 － 52,000 52,000 50,000 50,000 57,000 57,000

7 ハートロックヴ ィ レ ッ ジ
3名洋室

バス・トイレ付

大 人 102,000 96,000 96,000 99,000 99,000 120,000 112,000 112,000 104,000 104,000 120,000 120,000 ３名の場合、１名
がソファベッドに
なります。

学 生 94,000 88,000 88,000 94,000 94,000 112,000 104,000 104,000 92,000 92,000 114,000 114,000
こども － 59,000 59,000 60,000 60,000 － 70,000 70,000 63,000 63,000 74,000 74,000

8 ゲストハウスや す お ん 家

2名洋室
大 人 75,000 71,000 － 78,000 － 84,000 78,000 － 83,000 － 92,000 －
学 生 64,000 60,000 － 70,000 － 72,000 66,000 － 68,000 － 82,000 －
こども － 40,000 － 45,000 － － 45,000 － 47,000 － 53,000 －

4名洋室
大 人 80,000 75,000 75,000 82,000 82,000 90,000 84,000 84,000 88,000 88,000 98,000 98,000
学 生 69,000 64,000 64,000 73,000 73,000 78,000 72,000 72,000 71,000 71,000 86,000 86,000
こども － 43,000 43,000 48,000 48,000 － 49,000 49,000 50,000 50,000 57,000 57,000

9 民 宿 た つ み 3名和室
大 人 72,000 69,000 69,000 72,000 72,000 80,000 76,000 76,000 77,000 77,000 84,000 84,000
学 生 64,000 61,000 61,000 67,000 67,000 72,000 68,000 68,000 65,000 65,000 78,000 78,000
こども － 43,000 43,000 45,000 45,000 － 49,000 49,000 47,000 47,000 53,000 53,000

10 境浦ファミリー 2名洋室
大 人 79,000 74,000 － 82,000 － 89,000 82,000 － 88,000 － 98,000 －
学 生 71,000 66,000 － 77,000 － 81,000 74,000 － 76,000 － 92,000 －
こども － 48,000 － 55,000 － － 55,000 － 58,000 － 67,000 －

11 フリッパーズイン
2名洋室

大 人 78,000 75,000 － 81,000 － 88,000 84,000 － 86,000 － 96,000 －
学 生 70,000 67,000 － 76,000 － 80,000 76,000 － 74,000 － 90,000 －
こども － 49,000 － 54,000 － － 57,000 － 56,000 － 65,000 －

3名洋室
バス・トイレ付

大 人 84,000 78,000 78,000 87,000 87,000 96,000 88,000 88,000 92,000 92,000 104,000 104,000
学 生 76,000 70,000 70,000 82,000 82,000 88,000 80,000 80,000 80,000 80,000 98,000 98,000
こども － 52,000 52,000 57,000 57,000 － 61,000 61,000 59,000 59,000 69,000 69,000

12 民 宿 か な め 3名洋室
バス・トイレ付

大 人 81,000 75,000 72,000 80,000 79,000 91,000 83,000 80,000 86,000 84,000 96,000 94,000
学 生 73,000 67,000 64,000 75,000 73,000 83,000 75,000 72,000 74,000 72,000 90,000 88,000
こども － 49,000 46,000 53,000 52,000 － 57,000 53,000 56,000 54,000 65,000 62,000

13 ホ テ ル
ホ ラ イ ズ ン

2名洋室
バス・トイレ付

大 人 113,000 102,000 － 112,000 － 135,000 119,000 － 118,000 － 138,000 －
学 生 105,000 94,000 － 107,000 － 127,000 111,000 － 106,000 － 132,000 －
こども － 62,000 － 72,000 － － 75,000 － 74,000 － 89,000 －

14 ホ テ ル
ビ ー チ コ マ

2名洋室
大 人 78,000 72,000 － 78,000 － 88,000 80,000 － 83,000 － 92,000 －
学 生 70,000 64,000 － 73,000 － 80,000 72,000 － 71,000 － 86,000 －
こども － 47,000 － 51,000 － － 54,000 － 54,000 － 62,000 －

3名和室
大 人 80,000 74,000 74,000 79,000 79,000 90,000 82,000 82,000 85,000 85,000 94,000 94,000
学 生 72,000 66,000 66,000 74,000 74,000 82,000 74,000 74,000 73,000 73,000 88,000 88,000
こども － 48,000 48,000 52,000 52,000 － 56,000 56,000 55,000 55,000 64,000 64,000

15 ゲストハウス ロックウェルズ 2名洋室
大 人 75,000 72,000 － 78,000 － 84,000 80,000 － 83,000 － 92,000 －
学 生 67,000 64,000 － 72,000 － 76,000 72,000 － 71,000 － 86,000 －
こども － 43,000 － 47,000 － － 49,000 － 50,000 － 57,000 －

16 オレンジハウス 2名洋室
バス・トイレ付

大 人 84,000 78,000 － 83,000 － 96,000 87,000 － 88,000 － 100,000 －
学 生 76,000 70,000 － 78,000 － 88,000 79,000 － 77,000 － 94,000 －
こども － 49,000 － 53,000 － － 57,000 － 56,000 － 65,000 －

17 ペンション扇浦 3・5名洋室
バス・トイレ付

大 人 91,000 87,000 81,000 92,000 87,000 106,000 99,000 92,000 98,000 92,000 112,000 104,000
学 生 83,000 76,000 71,000 84,000 79,000 98,000 87,000 81,000 83,000 78,000 102,000 96,000
こども － 49,000 49,000 53,000 53,000 － 57,000 57,000 56,000 56,000 65,000 65,000

18 I N N
こ う も り 亭

2名洋室
バス・トイレ付

大 人 90,000 84,000 － 87,000 － 104,000 96,000 － 92,000 － 104,000 －
学 生 76,000 70,000 － 76,000 － 88,000 80,000 － 74,000 － 90,000 －
こども － 43,000 － 45,000 － － 49,000 － 47,000 － 53,000 －

母　
　

島

19 ラ・メ ー フ 2名洋室
バス・トイレ付

大 人 90,000 81,000 － 87,000 － 104,000 91,000 － 92,000 － 104,000 －
学 生 82,000 73,000 － 81,000 － 96,000 83,000 － 80,000 － 98,000 －
こども － 48,000 － 52,000 － － 55,000 － 55,000 － 63,000 －

20  ド ル フ ィ ン 2名
洋室又和室

大 人 75,000 74,000 － 78,000 － 84,000 82,000 － 83,000 － 92,000 －
学 生 67,000 66,000 － 73,000 － 76,000 74,000 － 71,000 － 86,000 －
こども － 48,000 － 54,000 － － 55,000 － 56,000 － 65,000 －

21  民宿ナンプー 2名洋室
大 人 75,000 73,000 － 79,000 － 84,000 82,000 － 85,000 － 94,000 －
学 生 67,000 65,000 － 74,000 － 76,000 74,000 － 73,000 － 88,000 －
こども － 38,000 － 41,000 － － 42,000 － 44,000 － 48,000 －

22 アイランドリゾートナ ン プ ー 新 館
2名洋室

バス・トイレ付

大 人 95,000 89,000 － 97,000 － 110,000 102,000 － 103,000 － 118,000 －
学 生 87,000 81,000 － 92,000 － 102,000 94,000 － 91,000 － 112,000 －
こども － 46,000 － 50,000 － － 52,000 － 52,000 － 60,000 －

■旅行代金は往復2等寝台運賃、ペンション・民宿またはホテル の宿泊費、現地食事代（A、B、Dコース朝食3回、夕食3回 C、Eコース朝食4回、夕食4回）、消費税を含むおひとり様の料金です。　■こども：小学生　■現地での延泊はできません。　■小学生未満の幼児の宿泊料金は、現地宿
泊先での直接お支払いとなります。詳しくは当社にお問い合わせ ください。　■お申込みの締切日は出発の14日前までといたします。ただし、募集定員になり次第締め切らせていただきます。　■上記旅行代金には、おがさわら丸2等寝台利用時の燃料油価格変動調整金を含みます。　■お客
様のご都合による出発日、宿泊施設の変更、人数の減少につきま しては、ご旅行のお取消とみなし、旅行条件の旅行契約の解除のとおり取消料が発生する場合があります。出発日、宿泊施設の変更の場合は、あらためてお申し込みいただくこととなります。
◆天災地変、気象条件（海況不良等）、その他の事由によ り船便出発に変更が生じる場合。
往路：欠航等の場合はツアーキャンセルとなり、旅行代金は 全額ご返金いたします。
復路：天候その他の事由で便の出発が延期となり、現地での 延泊が生じた場合、宿泊費、食事代、当社船便以外の交通費等は、お客様のご負担となります。但し、復路の乗船券は有効ですので、次の便に限り乗船できます。（尚、復路が指定席の場合、空席がない場合は他の等級の船

席となります。その際生じる差額のご返金については、 当社へお問い合わせください。）
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おがまるパック〈父島・母島〉

宿泊施設

パパスアイランドリゾート
TEL.04998（2）2373

1

小富士
南崎

北港

北村小学校跡

石門

堺ヶ岳
大崩湾

剣先山
小剣先山

鮫が崎入口 評議平

乳房山

東港

父
島
か
ら
は
は
じ
ま
丸
で
２
時
間

父
島
へ

脇浜なぎさ公園

南島

宮之浜

長崎展望台

二見湾

境浦

奥村

大村

小港

扇浦

夜明山

初寝浦展望台

亜熱帯農業センター
コペペ海岸
小港海岸

千尋岩
（ハートロック）

ジョンビーチ
ジニービーチ

南崎
巽崎

鯨崎

三日月山

ウェザー
ステーション
（三日月山展望台）

は
は
じ
ま
丸 

母
島
へ

おがさわら丸
東京へ

9

大村海岸
13

14 15
11

10

12

17 18
16

3
4 5
1 2

7 8
6

広 と々したテラスが自慢です。ダイ
ビングショップ併設、その他アク
ティビティも充実しております。

大村地区

パパスアイランドリゾートHALE
TEL.04998（2）2373

2

港から徒歩2分、町の中心地にあ
り便利。各部屋テラスより二見湾
が見えます。

大村地区

海　遊
TEL.04998（2）3181

3

海まで歩いて0分。島内きっての
展望がひろがる。ゆったりサイズ
のおしゃれな室内、窓から海が一
望できます。

大村地区

AQUA（アクア）
TEL.04998（2）7731

4

料理自慢の宿アクアが2011年グ
レードUPしNEWオープン。充実
の設備と自慢の料理でおくつろぎ
ください。

大村地区

民宿たつみ
TEL.04998（2）2755

9

島の料理でおもてなし。家庭的な
民宿です。

奥村地区

境浦ファミリー
TEL.04998（2）2530

10

境浦に建つ宿。静かでのんびりが
自慢です。自然のわき水もどうぞ。

境浦地区

フリッパーズイン
TEL.04998（2）3640

11

宿の前は夕陽もきれいなプライ
ベート感覚のビーチ。マリンスポー
ツ大好き集まれ。

扇浦地区

民宿かなめ
TEL.04998（2）3346

12

ビーチ目の前の宿。自然に囲まれ
た静かな所です。夜には宿からコ
ウモリの飛ぶ姿も見られます。

扇浦地区

ホテルホライズン
TEL.04998（2）3350

13

小さな島のちいさなホテル。島内
随一の本格的リゾートホテル。

扇浦地区

ホテルビーチコマ
TEL.04998（2）2941

14

太陽の下、常夏の楽園見つけた
「南の風と遊ぼう」

扇浦地区

ゲストハウス ロックウェルズ
TEL.04998（2）3838

15

ビーチまで徒歩０秒、島内屈指の
絶景の宿。手漕ぎボートやシュ
ノーケルセットなど各種レンタル
もあります。

扇浦地区

オレンジハウス
TEL.04998（2）7811

16

静かな緑に囲まれたウッドデッキ
で朝食と自慢の島珈琲をご堪能く
ださい。

扇浦地区

ペンション扇浦
TEL.04998（2）3355

17

海風に吹かれる広いテラスでゆっ
たりとしたひとときを。

扇浦地区

INN こうもり亭
TEL.080-2163-1480

18

太陽光発電などを利用したエコ
民宿です。アットホームな雰囲気
です。夕方にはオガサワラオオコ
ウモリも見ることができます。

扇浦地区

小港地区

ラ・メーフ
TEL.04998（3）2140

19

全国お母さん100選の宿。癒しが
コンセプトのペンションです。

ドルフィン
TEL.04998（3）2002

20

母島の港から見える白い三角屋根
が目印です。お仕事に観光に便利
な宿。

民宿ナンプー
TEL.0120（188）887

21

仕事と長い船旅の疲れを癒せるよ
う、マンタのジェットバスと大きな
ベッドをご用意いたしております。

アイランドリゾート ナンプー新館
TEL.0120（188）887

22

全室バス・トイレ完備・LANケー
ブル付き部屋有・共有PC・洗濯・
乾燥機　無料。

サンシャイン小笠原
TEL.04998（2）2851

5

大村海岸、役場、観光協会まです
ぐ、観光にお仕事に便利な宿です。
夕食は、島の食材にておもてなし
します。

大村地区

民宿ささもと
TEL.04998（2）2641

6

郵便局、役場のとなり。自家農園
あり。食事は手作り無添加。

大村地区

ハートロックヴィレッジ
TEL.04998（2）3317

7

港からすぐのプチリゾート。環境
にやさしく快適な空間をご提供し
ます。

大村地区

ゲストハウスやすおん家
TEL.04998（2）3515

8

海まで徒歩1分。島での遊び疲れた
体をラフな空間が癒してくれます。

大村地区

21 22
19 20

父　　 　島

母　　 　島
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おがまるパック〈父島・母島〉

●この父島観光オプションは小笠原海運（株）が主催するものです。おがまるパックにご参加のお客様のみのご利用となります。
●催行会社  小笠原観光（有）
●お申込は東京ご出発の2週間前まで、小笠原海運（株）で承ります。  電話 03-3451-5171
●本オプションには添乗員は同行しませんが、現地係員（催行会社）がご案内いたします。
●料金に含まれるもの：観光バス代、クルーズ代、催行会社加入の保険料、諸税。
●本オプションの有効期間は、実施のご指定日のみです。
●ご利用当日、天候・海況不良などの不可抗力により、ご利用に大幅な支障が生じた場合、ご旅行実施後に、当社規定による料金の一部払戻しをさせていただく場合がございます。詳細につきましては、小笠
原海運（株）までお問い合わせください。
●催行会社または小笠原海運（株）の判断により、ご利用当日の現地の天候、海況、またはお客様の健康状態が本オプションに適さないとした場合は、中止させていただきます。その際は、お支払いいただいた
本オプションの全額または一部の料金を払戻しいたします。詳細は小笠原海運（株）までお問い合わせください。
●お客さまのご都合により本オプションを取り消しされる場合は、おがまるパック取消料基準に基づき、所定の取消料を頂戴いたします。
●その他、本オプションにつきましてご不明の点などございましたら、小笠原海運（株）までお問い合わせください。

バス半日観光

クルーズ１日観光
クルーズ半日観光

父島々内のバス半日観光とクルーズ観光がセットになった、とても便利でお得なプランです。
小笠原海運主催のセット旅行「おがまるパック」のお客様だけがご利用になれます。

実施日

ご集合

コースの設定日でご利用できます。

13 時 50分 小笠原観光（有）前（大村地区 二見港より徒歩5分）

料金（税込） 行程

最少催行人員

大人 こども
13,000円

8,000円

7,000円

5,000円

1 人

催行会社 小笠原観光有限会社

おがまるパック行程第2日目
（父島到着日）

行程第3日目
（父島2日目）

行程第5日目
（父島発日）

午後バス半日観光

午後バス半日観光

クルーズ
1日観光

午前クルーズ
半日観光

ご集合 小笠原観光（有）発 小笠原観光（有）着
プラン 1／ 1日観光

プラン 2／半日観光

8：45
8：15

9：00

8：30

16：30

12：20

※学生割引はありません。 ※0歳から12歳未満はこどもです。

おがまるパック行程第3日目
（父島2日目）実施
おがまるパック行程第5日目
（父島発日）の午前実施

小笠原観光（有） 14：00 発 ➡ 三日月山展望台 ➡ 宮之浜海岸 ➡ 長崎展望台 ➡ 旭平展望台 ➡ 亜熱帯農業センター ➡  
扇浦海岸 ➡ 境浦海岸（車窓：沈船濱江丸をご見学） ➡ 16：50 着 小笠原観光（有）前

●クルーズ観光は、大自然の外洋をめぐるアクティブツアーです。海況によりましては、船が大きく揺れ続けることがあります。あらかじめご承知おきの上、ご参加願います。また南島上陸では、
現地に桟橋がないため、船の舳先から岩に降り立つことになります。その後3メートルほどの高さの崖をよじ登ります。お足元に不安のあるお客様は、上陸が難しい場合もあります。

●クルーズ1日観光・半日観光の宿泊施設～小笠原観光（有）間の送迎は、小笠原観光（有）の者にご相談ください。
●プラン①のクルーズ1日観光は昼食弁当をご用意ください。（費用お客様負担）
●クルーズ半日観光の際（おがさわら丸父島出港日の午前）、ご希望のお客様のお荷物は、小笠原観光（有）でお預かりします。
●ドルフィンスイムなど、海にお入りになるお客様は、水着をご持参ください。ウェットスーツ、マスク、シュノーケル、フィンは、無料でお貸しいたします。
●クルーズ1日観光のホエールウォッチングは、12月から4月上旬はザトウクジラ、それ以外はマッコウクジラです。（※クルーズ半日観光の4月上旬～1月頃までは、ホエールウォッチングは行
いません。）

●イルカ、クジラともに遭遇できない場合があります。その際、料金の払戻などはありません。
●クルーズ1日観光、クルーズ半日観光の南島上陸は、11月頃から1月頃までは、現地環境の保全と回復のため、実施しません。
●天候、海況などにより中止の場合がこざいます。
●乗船中は禁酒です。アルコール類は持込まないでください。
●南島の生態系を守るため、乗船当日は履物の底のドロ等をキレイに落としてご参加ください。

ご集合

小笠原観光（有）前
（大村地区 二見港より徒歩5分）

小笠原観光（有）発 ➡ 乗船桟橋 ➡ ドルフィンスイム&ウォッチング／ホエールウォッチング ➡ 南島上陸 ➡ 兄島瀬戸海中公園 ➡
➡ 桟橋 ➡ 小笠原観光（有）着（順序は変更になる場合があります。）

《バス半日観光終了後、各宿泊施設へは、次のとおりお帰りください。》

…… 行程帰路に宿泊施設前で下車していただくか、宿の者が小笠原観光（有）までお迎えにまいります。

…… 徒歩でお帰りください。各宿とも小笠原観光(有)から1分から5分くらいです。

※おがさわら丸の父島到着時に、港で宿の者とお会いになった際、帰り方をお尋ねください。

おがまるパック行程第2日目（父島到着日）の午後実施
バス半日観光は小型バスまたはタクシーで実施する場合があります。

◆民宿たつみ、境浦ファミリー、フリッパーズイン、民宿かなめ、ホテルホライズン、オレンジハウス、ホテルビーチコマ、ゲストハウス ロックウェルズ、ペンション扇浦、
　INN こうもり亭

◆パパスアイランドリゾート、パパスアイランドリゾートHALE、海遊、AQUA、ハートロックヴィレッジ、サンシャイン小笠原、民宿ささもと、ゲストハウスやすおん家

【所要時間】 約3時間

【所要時間】 約7時間30分

【所要時間】 約3時間30分

̶

̶

プラン1

ご案内

プラン2

プラン1

プラン1

プラン2

プラン1

プラン2

プラン2

と凝縮
A

共通

バス観光

クルーズ観光

※画像は全てイメージです

得トク！クーポン券

スーパー

小祝商店 
☎04998-2-2337

お買い上げの5％割引

おみやげ

バンガロウル
☎04998-2-3366

土産品 5％割引
（一部除外品があります）

￥1,000以上お買い上げのお客様に
小笠原の絵ハガキ1枚プレゼント

フリーショップ まるひ
☎04998-2-2042

5％割引
（一部除外品があります。 また現金払い時のみ有効
です。）

なんでも館 アサヒ薬局
☎04998-2-2811

土産品 8％割引
（食品など一部除外品あり）

ギョサン 8％割引
ストラップ 10％割引

LULULANI
☎04998-2-2225

お土産品 5％割引（除外品あり）

海と山のガイド

シャンティ・ボビーズ
☎04998-2-7266

・ シーカヤック1日ツアー
 （シュノーケル3点セット）
・ ジャングルフィールドガイド1日ツアー
※ツアー代金の一部を小笠原自然観察指導員連
絡協議会に寄付します。
半日ツアー、ハーフ＆ハーフコースを除きます。

（大人のみ）5％割引

ブルースカイ・
ビッグホース
☎090-1884-0509

・ シーカヤック1日ツアー（昼食付）
・ 森と山のトレッキングツアー（昼食付）
・ ナイトツアー
・ レンタル公道カート
500円割引
（但し、正月・ＧＷ・7～9月は200円引となります）

ブルーレース
☎04998-2-3660

・ ドルフィンスイムツアー  500円割引
・ 戦跡ツアー・森歩きツアー  300円割引
・ シュノーケリング講習    300円割引
・ ナイトツアー              200円割引

グレース・
オーシャンツアー
☎04998-2-7711

・ シーカヤック1日・半日ツアー
・ サンセット・カヤックツアー
・ 小笠原珈琲焙煎体験
・ 戦跡ツアー
全ツアー 500円割引
（他の割引との併用不可）

パパス
ダイビングスタジオ
☎04998-2-2373

・ 2ボートダイブ
・ トレッキング（1日、半日）
・ ナイトツアー
・ ホエールウォッチング
5％割引

海のガイド

マリンコンダクター
エスコート
☎04998-2-3824

2ボートダイブ＆ドルフィンスイム
5％割引

小笠原観光（有）
（ドリーム号 Ⅲ）
☎04998-2-3311

ドルフィンスイム＆
ホエールウォッチング  10%割引

パパヤマリンスポーツ 
☎04998-2-2377

・ イルカ・クジラツアー
・ ミステリーナイトツアー
・ レンタルバイク・サイクル 
10%割引
（但し、正月、3月、GW、7～9月は5%割引となります）

山のガイド

ボニンブルーシマ
☎04998-2-2181

・ 山と森の案内　・ 戦跡ツアー
・ ナイトツアー
チケットは1回のみ使用可能
ツアー料金の 10％割引
写真orポストカードプレゼント
（1人1枚1ツアー限り有効）

マルベリー
☎04998-2-3423

森・山（千尋岩他）・戦跡・景観・ナイト・
サンセットなど2コースで
 1,000円引き
（1枚につき1名様有効［追加コース500円引き］）

父島ガイド SAN
☎04998-2-3509

戦跡ツアー（半日）
ナイトツアー
各ツアー 5％～10％割引

サンフラワー
☎04998-2-2801

森、戦跡、景観、ナイトツアー、
サンセットツアー
全ツアー 20％割引 （ドリンク・お土産付）
お1人1枚、複数ツアー利用可

レンタル

小笠原観光（有）
☎04998-2-3311

レンタルバイク＆サイクル＆電動アシ
ストサイクル
水中3点セット、ウエットスーツ
10%割引

島内観光

小笠原観光（有）
☎04998-2-3311

島内バス観光、乗合島内観光
10%割引

父島ガイド SAN
☎04998-2-3509

島内周遊観光ツアー（展望台・海岸・
各センター施設・戦跡・山）お土産付 
5%～10％割引

おがさわら丸
レストラン・
展望ラウンジ

お飲物サービス券 いずれか 1品無料
レストラン：コーヒー
展望ラウンジ：コーヒー・紅茶・コーラ

ガイド・島内観光などのお申し込みは、ご出発前がおすすめです。お客様が各業者へ直接お申し込みください。
その際「おがまるパック 得トク！クーポン券の割引を使う」旨、お伝えください。

クーポン券をたくさん利用して小笠原ステイを楽しく過ごそう！！

※ご利用・お申し込み時・会計時、取扱店にクーポン券を提出してください。
※商品により割引できない場合もあります。

《クーポン券の内容》

父島

父島観光オプション



島時間の過ごし方  いろいろ
しま

父 島
父島は東京から南へ約1,000km、面積約24km2（東京都港区と同じくらい）、人口約2,000

人の島です。小笠原村役場や東京都小笠原支庁、警視庁小笠原警察署などがあり、小笠原諸島

の中心です。

村落は二見湾の北側の大村地区から南へ湾に沿って続き、小さな峠を越えて境浦地区、静かで

星空が美しい扇浦地区、小港地区へと続きます。

島の東側と南側にはユネスコ世界自然遺産に指定された固有種が生きる森が広がり、また南西

の海上には風光明媚な南島があります。

こんな父島のガイドツアーなどをご紹介します。ツアー業者の多くが宿泊施設まで送迎をして

くれます。おがさわら丸の父島到着日や出港日に、半日ツアーを設定している業者もあります。

小笠原村観光協会　電話 04998-2-2587　http://www.ogasawaramura.comお問い合わせ

海のガイドツアー （1日コース \8,000くらいから）

ボートに乗ってユネスコ世界自然遺産の海へ船出です。
季節やツアー時間により、ホエールウォッチングやドルフィンスイム&ウォッチング、南

島上陸、兄島海域公園遊覧などのプログラムを組み合わせてご案内します。詳しくは各
ボート業者に問い合わせしてみてください。
ホエールウォッチングのメインシーズンは1月から4月上旬。

この時期に、ザトウクジラが出産と子育てのためにはるか
北の海からやって来ます。また5月から11月にかけては
マッコウクジラがウォッチングできます。
島の近くにミナミハンドウイルカとハシナガイルカが棲

んでいて、一年を通じて遭うことができます。ツアーによっ
てはイルカと一緒に泳ぐことができます。クジラやイルカ
は野生の生き物につき遭遇できない場合もあります。
南島はユネスコ世界自然遺産の指定地域です。鮫池や扇

池など景色が素晴らしいです。上陸の際は足場が不安定なので注意してください。11月
頃から1月頃の間は、南島の環境保全と回復のため、上陸できません。
父島とその北側のお隣の兄島、この間の海を兄島瀬戸と呼んでいます。ここに兄島海

域公園があります。透明度がとっても高く、たくさんの魚が泳いでいます。シュノーケリ
ングポイントです。

シーカヤック
（1日コース \7,500くらいから）

透明度の高い紺碧の海をよ
り身近に感じることができま
す。初めての方もガイドが親
切に指導するので安心です。

ハンドウイルカとハシナガイルカが棲
じて遭うことができます。ツアーによっ
泳ぐことができます。クジラやイルカ
き遭遇できない場合もあります。
界自然遺産の指定地域です。鮫池や扇
しいです。上陸の際は足場が不安定なので注意してください。11月
南島の環境保全と回復のため、上陸できません。
お隣の兄島、この間の海を兄島瀬戸と呼んでいます。ここに兄島海
透明度がとっても高く、たくさんの魚が泳いでいます。シュノーケリ

カヤック
\7,500くらいから）

高い紺碧の海をよ
じることができま
の方もガイドが親
るので安心です。

ダイビング
（1日体験ダイビング）

体験ダイビングは初めてでも安心、親切にご指導します。小笠原の海にチャレンジしてみてください。
心臓病や耳が不自由な方は参加できません。ボートダイビングは \3,240追加となります。

釣り （船釣り乗合1日コース
  \10,000くらいから）

海は魚の宝庫。ファミリーやカップル
でも楽しめます。なにが釣れたかな。

戦跡ツアー
（1日コース \8,000くらいから）

父島には太平洋戦争の戦跡が
多く残り、大砲や壕を見ることが
できます。写真は旧陸軍の75ミ
リ砲です。

ナイトツアー
（\3,000くらいから）

空は満天の星、固有種で天然記念物のオガ
サワラオオコウモリとも遭えるかもしれません。
条件が良ければこんな星空が見えます。

陸のガイドツアー
（1日コース \7,000くらいから）

• エスコート ☎04998-2-3824　\13,650 （記念ログブック、ステッカー付）

• 小笠原ダイビングセンター ☎04998-2-2021　\13,500 （修了証、水中写真、ステッカー付）

• パパスダイビングスタジオ ☎04998-2-2373　\14,040 （記念写真、ステッカー付）

• KAIZIN （カイジン） ☎04998-2-2797　\12,960 （水中記念写真、タオル付）

• FISH EYE ☎04998-2-3421　\13,650 （水中記念写真付）

• ウラシマン ☎04998-2-7072　\13,650 （水中記念写真付）

• ディープブルー ☎04998-2-7280　\14,040 （水中記念写真付）

■レンタサイクル（6時間 \1,300くらいから）　■レンタバイク（6時間 \1,500くらいから）　■レンタカー（6時間 \5,000くらいから）
■村営路線バス  主に村役場前と小港海岸の間を、おおむね1時間にひと往復程度運行（運行のない時間帯がありますのでご注意ください）
　1回の乗降  大人\200 、1日券\500

移動手段

写真提供 : 小笠原村

ホエールウォッチング

ドルフィンウォッチング

陸のツアー

ナイトツアー

戦跡ツアー

釣りのツアー

兄島海域公園

シーカヤック

ユネスコ世界自然遺産指定地 南島

小笠原諸島は今まで一度も大陸と陸つづき
になったことがない海洋島です。この地で動植
物たちは長い長い間、独自の進化を遂げてきま
した。こんな固有種が棲むユネスコ世界自然
遺産の山や森を、ガイドが楽しく案内します。
いろいろなコースがありますので、体力に合わ
せて各ガイド業者に問い合わせてみてください。

※画像は全てイメージです
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母 島 母島は父島から南へ約50km、ははじま丸で2時間の航海です（運賃は片道大人お一人 ￥5,000く

らい）。面積約20km2 、人口約500人の静かだけど元気いっぱいの島です。

世界中で母島でしか見ることができない固有種の鳥ハハジマメグロが暮らしています。標高463m

の乳房山トレッキングや南端の南崎小富士へのハイキングなど、山歩きが充実です。

母島は、ぜひゆっくりと3泊して巡ってみてください。魅了されること間違いなしです。

スキューバダイビング
色鮮やかな魚がいっぱい。サンゴ礁や巨大イソマ
グロ回遊など、母島ならではのダイビングスポット
が待っています。

• クラブノア母島　☎04998-3-2442　\15,000くらいから

山のガイドツアー
（半日コース \5,500くらいから）

乳房山や南崎小富士など、ユネスコ世界自然遺産の母島独
特の深い山や森を案内します。ハハジマメグロにも遭えるかも
しれません。
自動車で南北に長い母島を縦断して見どころをご案内するツ
アーもあります。体力に合わせて各ガイド業者に問い合わせて
みてください。

■レンタバイク　アンナビーチ　電話 04998-3-2468 　8時間 \2,500

小笠原母島観光協会　電話 04998-3-2300　http://www.hahajima.comお問い合わせ

乳房山の登山道、海抜0mから村落を眺めつつ上ります。
もう少しで山頂です。

も

て

都道最南端です。南崎
小富士へはここから約
40分、ほぼ平坦ですが
最後に小富士を登りま
す。ここは一般市民が行
ける東京都の一番南の
地です。

母島の北端の北港です。
1944年まではここに約
600人が暮らしていま
した。自動車案内ツアー
でご案内できるかもし
れません。

沖港 世界中で母島にしか棲息していない固有種で特別天
然記念物のハハジマメグロ
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お申し込みのご案内（旅行条件）
［この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部です。］

この旅行は小笠原海運株式会社（以下「当社」という）が企画・実施する国内旅行であり、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
行契約の内容・条件はコースに記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする最終
旅行日程表および当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
1.お申し込み方法と旅行契約の成立
（1）所定の申込書に必要事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申込下さい。お申込金

は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。　
（2）旅行契約は当社が締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
（3）電話などによるお申し込みの場合は、当社が予約の承諾の旨を通知し書類を送付いたし

ます。旅行代金の振り込みは書類に明記された期日までにお支払いいただきます。

旅行代金（お一人様） 30,000円未満 60,000円未満 100,000円未満 100,000円以上
申込金 6,000円 12,000円 20,000円 旅行代金の20％

2.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日までの当社が指定した期日までにお支払いいただきます。

3.旅行代金に含まれるもの・含まれないもの
旅行日程に記載してある行程の交通費等および消費税が含まれています。これらの諸費用
は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。また旅行日程に含ま
れない交通費、飲食費および個人的性質の諸費用等は含まれません。

4.旅行内容、旅行代金の変更
当社は天災地変、気象条件、暴動、官公署の命令その他当社の管理できない事由が生じた
場合、旅行内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない時は、
変更後に事由を説明いたします。上記の理由で延泊する場合の宿泊費、食事代等はお客様
の負担となりますのでご了承下さい。

5.お客様のご都合による旅行契約の解除
（1）お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除す

ることができます。

取消日 出発の21日前 20日前～8日前 7日前～2日前 前日 当日 旅行開始後、
無連絡不参加

取消料 無料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

（2）お客様は下記に該当する場合、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができ
ます。
a.契約内容の重要な変更が行われたとき。
b.天災地変、気象条件、暴動、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な
実施が不可能となったとき、または不可能となる恐れがきわめて大きいとき。

ｃ.当社の責に帰すべき事由により旅行実施が不可能となったとき。
6.当社による催行中止および旅行契約の解除
（1）次の各号に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

ａ.お客様が予め明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていな
い事が判明したとき。

ｂ.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
ｃ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れ
があると認められたとき。

ｄ.天災地変、気象条件、暴動、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により
旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となる恐れがきわ
めて大きいとき。

（2）お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除
することがあります。

（3）当社は本項（1）および（2）により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代
金を払戻しいたします。また本項5（1）により旅行契約を解除したときは、違約料を差し
引いて払戻しいたします。

7.添乗員等
この旅行には、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受ける為に必要なクー
ポン類をお渡ししますので、旅行サービスを受ける手続きはお客様自身で行って頂きます。

8.当社の責任および免責事項
（1）当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えた
ときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。

（2）手荷物の損害については、損害の発生の日から14日以内に当社に通知があった場合に
限り、旅行者一名につき15万円を限度（故意または過失がある場合を除く）として賠償い
たします。

（3）旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の
命令その他当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、
当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

9.お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていた
だきます。

10.特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定め
るところにより、お客様が募集型企画旅行参加中その生命、身体または手荷物の上に被っ
た一定の損害について、予め定める額の補償金および見舞金をお支払いします。

11.旅程保証
旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款（募集型企画旅行契
約）の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1％～5％に相当する額の変更補
償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15％を
限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更
補償金は支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更
1件当たりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設その他の旅行
の目的地の変更 1.0 2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備の低い料金のもの
への変更
（変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した
等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。）

1.0 2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客
室条件の変更 1.0 2.0

7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載が
あった事項の変更 2.5 5.0

注1 「旅行開始前」とは、旅行開始日の前日までにお客様へ変更事項について通知した場合
をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始日以降にお客様への通知をした場合をいいます。

注2 確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で
この表を適用します。この場合において契約書面の記載内容との間又は確定書面の
記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それ
ぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3 第3号又は第4号に掲げる変更が1運送機関又は、1泊の中で客室の種類・設備・景観
等、複数生じた場合であっても、1運送機関又は1泊につき1変更として数えます。

注4 （1）第7号に掲げる変更については第1号から第6号までを適用せず、第7号のみの適
用となります。

（2）下記の場合においては原則としてその責任は負いません。
・天災地変・戦乱・暴動・官公署の命令・運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・
当初の運航計画によらない運送サービスの提供・旅行参加者の生命又は身体の
安全確保のため必要な措置

（3）当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等
価値以上の物品・サービス提供をもって補償を行うことがあります。

12.個人情報について
当社は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との
間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込いただいた旅行において運送・
宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必
要な範囲内で利用させていただきます。この他、当社及び販売店では・当社及び当社と提
携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内・旅行参加後のご意見やご感想のご
提供のお願い・アンケートのお願い・特典サービスの提供・統計資料の作成にお客様の個
人情報を利用させていただくことがあります。

13.その他
（1）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（2）船舶の利用等級は特に記載のないものはすべて２等寝台です。
（3）こどもは小学生、幼児は小学生未満です。
（4）お申込みの締切日は出発の14日前までといたします。ただし募集定員になり次第締切
らせていただきます。

（5）旅館、ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合
は、実費となり原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。

（6）小学生未満の幼児の宿泊料金は、現地宿泊施設での直接お支払いとなります。詳しく
は、当社に御連絡下さい。

14.このチラシは、平成29年12月1日現在の資料で作成しております。
■ 旅行業約款について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望
の方は、当社にご請求下さい。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者で
す。この旅行に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく管理者にお尋ね下さい。

■お申し込みは旅行企画・実施  小笠原海運株式会社
http://www.ogasawarakaiun.co.jp
東京都知事登録旅行業第2－2135号　国内旅行業務取扱管理者 小川紀子
本社／〒108－0023　東京都港区芝浦3－7－9 サニープレイス田町ビルディング 8階
営業  平日 9：00～17：30
休業  土曜日、日曜日、国民の祝日

お申し込み・お問い合せは　TEL.03－3451－5171
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく取扱管理者におたずね下さい。
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船席の等級UP

定員2名 (全4部屋)特等室（スイート）

●キングサイズベッド 1台
●バス、トイレ、テレビ、冷蔵庫、空気清浄機付
●専用ラウンジ（マッサージチェアー、ドリンクサーバー、
水素水給水器。すべて無料でご利用いただけます)　

●専用デッキ

18,000円

42,720円 21,360円
こども大人

40,990円
学生追加料金

A、B、Cコース
47,510円 23,750円45,590円D、Eコース

36,220円 18,110円
こども大人

34,490円
学生追加料金

A、B、Cコース
40,280円 20,140円38,360円D、Eコース

22,150円 11,070円
こども大人

20,420円
学生追加料金

A、B、Cコース
24,630円 12,310円22,710円D、Eコース

8,650円 4,320円
こども大人

6,920円
学生追加料金

A、B、Cコース
9,620円 4,810円7,700円D、Eコース

※別途燃料調整金を加減算します。

■1名様ご利用の場合は個室貸切料金をいただきます。

個室1名利用時

特1等室（デラックス） 定員3名 (全24部屋)

●シングルベッド 2台　●ソファベッド 1台　
●バス、トイレ、テレビ、冷蔵庫、空気清浄機付

18,000円

※別途燃料調整金を加減算します。
※特1等室3名利用時は3人目の乗船料は、15,000円引きとなります。 

■1名様ご利用の場合は個室貸切料金をいただきます。

個室1名利用時

1等室（スタンダード）

【定員2名】
●シングルベッド 2台
●テレビ付

定員2名 (全39部屋)

■1名様ご利用の場合は個室貸切料金をいただきます。

※別途燃料調整金を加減算します。

個室1名利用時 6,000円

特2等寝台（プレミアムベッド） 全178床 (約10名様のお部屋)

※別途燃料調整金を加減算します。

※2等和室へのランクダウンは承れません。

●上下二段ベッド　　●テレビ、コンセント付
●対面する上段・下段別にベッド前通路を設置しています。
ベッド前通路にカーテンがあります。お二人でご利用の
場合、お客様のプライバシーが向上します。

●レディースルームをご用意します。

おがまるパックは往復2等寝台の基本設定です。上級船席へは差額をお支払い
いただくことで変更できます。
●片道ずつ変更可能です。●下記の追加料金は片道お一人様あたりです。また
別途、燃料調整金がご利用の月により加算、または減算されます。●お申し込
みは、おがまるパックご予約の際にお願いします。満席の場合は承れません。
●船席の等級UPはおがまるパックの旅行条件ではなく、乗船券の運送約款に
基づく契約です。取消の際の払い戻し手数料は、ご予約した時点からお支払い
の対象となります。

船席の等級UPを取消した際の払い戻し手数料（1名につき）は
下記のとおりです。

予約時から
出港14日前まで 出港13日前～出港日前々日まで 出港日前日～

出港時刻まで 出港後

￥1,000
￥2,000、または券面記載額
10%のいずれか高い方

30% 100%
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