
 

 

 

 

 

 

 

 

 内 容 朝 昼 夕 

1 

【東京・竹芝桟橋】 

09:00 チェックイン開始 

10:00 乗船開始  

11:00 出港  

南の島への１０００km の旅の始まりです。所要は約 24 時間です。  

＜船中泊＞ 

   

2 

朝、船の甲板に出てみてください。紺碧の海原に暖かい潮風を体感することができます。 

11:00 父島到着 

12:00 父島よりホエールライン・ははじま丸にお乗継ください。 

14:00 母島到着 

＜母島泊＞ 

   

3 
終日オプショナルプランでお楽しみください。 

＜母島泊＞ 
   

4 
終日オプショナルプランでお楽しみください。 

＜母島泊＞ 
   

5 

12:00 母島よりホエールライン・ははじま丸にて父島へ 

14:00 父島到着 

港では宿の方が、プラカードを掲げてお待ちしております。 

15:00【おがさわら丸の出港風景をぜひお楽しみください！】 

ほとんどの観光客の皆さんは島に３泊して東京・竹芝へ帰りますので、父島名物のイベン

トともいえるお見送りを体験することができません。運が良ければダイビング船に乗せて

もらい、島民感覚で港の沖合までお見送りできるかもしれません。 

＜父島泊＞ 

   

6 
終日オプショナルプランでお楽しみください。 

＜父島泊＞ 
   

7 
終日オプショナルプランでお楽しみください。 

＜父島泊＞ 
   

8 
終日オプショナルプランでお楽しみください。 

＜父島泊＞ 
   

9 
終日オプショナルプランでお楽しみください。 

＜父島泊＞ 
   

10 
終日オプショナルプランでお楽しみください。 

＜父島泊＞ 
   

11 

14:00 乗船開始 

15:00 出港 

＜船中泊＞ 

   

12 15:00 東京・竹芝到着    

※食事の条件につきましては、宿により異なるため空欄とさせていただいております。 

※滞在期間が１３日間となる場合には、父島および母島での滞在が１０泊となります。（母島の滞在を追加も可能です） 

 

小笠原諸島  父島と母島 フリープラン  ２航海　12日間 

おがさわら丸で往路・復路各１泊ずつ、小笠原諸島で９泊を過ごす１２日間のツアープランとなります。  

 
 

 
 

ご参考旅程  

オプショナルプランにつきましては、ご出発前に予約をされることを強くおすすめいたします。

正式にお申込みいただいた後、各催行会社の特徴などをお伝えしながらお客様のご希望に叶った旅程を作るお
手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。



 

１：出発日を決めましょう 

運航スケジュール、原を参考に、東京出発日（旅程１日目）を決めます。１航海のプランとなりますので、父島出発日（旅

程 11 日目）は通常 10 日後です。

 

 

   

   

   

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

３：宿を選びましょう 

島には多彩な宿がたくさんあるため、宿選びはなかなか簡単にいかないかもしれません。そんなときは是非スタッフにご相談

を！「夕食は外食したいので朝食のみの宿」「おいしいと評判の夕食を出す宿」「宿泊客同士が仲良くなれそうな宿」「誰に干

渉されることもなくのんびり星空が眺められるような宿」などなど、お客様の思い入れを細かくお話ください。お客様にぴっ

たりの宿をご提案いたします。 

父島の宿泊施設一覧 

ホテルホライズン パパスアイランド ハート・ロックヴィレッジ ペンションキャベツビーチ 

ブーゲン 小笠原ダイビングセンター 父島コテージ 父島ペンション 

２：船室を選びましょう 
新婚旅行やふだんと違った特別のご旅行には、プライバシーに配慮された１等以上の船室をおすすめいたします。初めて
の船旅や、仕切りのない大広間で眠ることが不安な方には特２等が便利です。ただし数に限りのある人気の船室ですので
お早めにお申し込みいただく必要がございます。グループ旅行や、船内で出会った乗客と交流を深めたいという方には２
等がおすすめです。
おがさわら丸船室について 

　2等和室エコノミー　　　　　　　　　　2等寝台スタンダード　　　　　　　　特2等寝台プレミアムベッド

　　1等スタンダード　　　　　　　　　　　特1等デラックス　　　　　　　　　　　特等スィート



 

民宿ちどり ペンションフィッシュアイ リゾートイン・ガゼボ ガジュマルハウス 

ナインボール オレンジハウス 有吉 海遊 

クレセント ビーチコマ ログハウスメール 美空荘 

タウンハウス・ミツ のあ B&B などわど 境浦ファミリー 

パンダナス バンブーイン サンシャイン小笠原 ブルメリアビレッジ 

民宿ささもと シルバームーン シートピア 民宿大洋荘 

民宿たつみ ペンショントムソーヤ ヴィラシーサイド ウエスト 

小笠原ユースホステル シーサイドイン AQUA くつろぎの宿てつ家 プーランヴィレッジ 



 

ペンション JIGGER ペンションポートロイド ランタナ扇浦 父島ビューホテル 
母島の宿泊施設一覧 

クラフトインラメーフ 民宿ナンプー ペンションりゅう 母島ユースホステル 

ヴィラこぶの木 民宿わんとね 海の家 亜太郎 民宿ママヤ 

民宿メグロ ペンション漁徳 ランタナ扇浦 民宿つき 

あさかぜ 島っ娘 

  

 

４：アクティビティを選びましょう 

２４時間かけてやってきた小笠原諸島。せっかくですから島の魅力を思う存分満喫してはいかがですか？  

各アクティビティは複数の催行会社により運営されています。各社の料金やサービス内容を総合しながら最善のプランをご提

案いたします。なおピークシーズンには、到着後のお申込みでは間に合わないことが多々ありますので事前のご予約を強くお

すすめいたします。 

【父島】 

ドルフィンスイム＆ウォッチングクルーズ 

料金 半日：4,000 円- １日：10,000 円前後 

催行会社は９社。半日と１日コースがあります。船の設備・大きさ・各社のサービスにより料金は異なります。 

シュノーケリング３点セットや泳げない方用のライフジャケットも用意。ガイドは小笠原のファーストネーションの欧

米系の人たちやダイビングのインストラクターのライセンスホルダーの人たちが多く知識も豊富です。 

ホエールウォッチング 

料金 半日：4,000 円- １日：10,000 円前後 

半日と１日コースあります。船の設備・大きさ・各社のサービスにより料金は異なります。父島・母島近海では、小説

「白鯨」に登場するほど昔から数多くのクジラが見られています。幾つかの会社は大型クルーザーを所有しています。

詳細はお申し込みの際におたずねください。 

体験ダイビング 

料金 ビーチでのコース：16,000 円- ボートによるコース：19,000 円前後 

料金は変わる事もございますので事前にお問い合わせください。



 

親切なインストラクターが多いので体験ダイビングから始める方でも安心して参加できます。ほとんどの会社は通年実

施していますが、繁忙期だけは実施していない会社があります。お申し込みの際おたずねください。 

スキューバーダイビング（ライセンスホルダー） 

料金 半日：２ボートダイブ 14,000 円前後 １日：３ボートダイブ 18,000 円前後 

予約の際にダイビング会社からの質問書にご記入いただきます。 

シーカヤック 

料金 半日：4,000-6,300 円 1 日：7,000-10,000 円  

湾内は波も穏やかで比較的安全ですので、若い方から熟年の方まで是非おすすめいたします。真っ白な砂浜のジョンビ

ーチやジニービーチへいってみましょう。ガイドはみんな陽気で親切な方ばかりです。 

南島遊覧 

料金 半日：5,000-6,000 円 １日：10,000 円前後 

東京都知事をして「宝石の島」とまで言わしめた小笠原諸島を代表する美しい小さな島です。貴重な自然を守るために

1 年に３か月程入島禁止期間があります。また上陸には様々な制限がありますので、お申し込みの際におたずねくださ

い。 

森・山のコース 

料金 半日：3,000-5,000 円 １日：6,000-10,000 円 

東洋のガラパゴスと形容される小笠原の島々は、有史以来一度も大陸と陸続きになった事がないために、多くの島固有

の珍しい動植物が生息しています。又先の大戦では本土防衛のために島の其処此処に軍の施設が建設され、今で其の名

残を見ることができます。島のベテランガイドはそんな島のジャングルを熟知し、島を訪れたお客様に安心して未開の

大自然と教科書にも載っていなかった島の歴史を楽しくご案内しています。 

戦跡ツアー 

料金 半日：4,500-6,300 円 １日：8,000-9,000 円 

第二次世界大戦中に、日本軍により築かれた防空壕、大砲など歴史をふりかえりながら巡るツアーです。父島・母島、

そして硫黄島はアメリカ軍より激しい攻撃を受けました。 

ナイトツアー 

料金 2 時間程度：2,500-4,000 円 

小笠原の夜は魅力にあふれています。緑色に光るキノコ、グリーンペペを探したり、天然記念物に指定されているオガ

サワラオオコウモリに会いにいきます。 

【母島】 

ファンダイビング 

料金 ２ボートダイブ 14,500 円- 

催行会社は１社のみとなりますので事前のご予約が必要となります。 

体験ダイビング 

料金 ビーチでのコース 16,000 円- ボートでのコース 18,500 円- 

催行会社は１社のみとなりますので事前のご予約が必要となります。 

釣り：遊覧・ホエールウォッチング 

料金 チャーター料金 半日 42,000 円- １日 63,000 円- 

チャーター船で釣りや母島遊覧、ホエールウォッチング等をお楽しみいただけるプランです。 

シーカヤック 

料金 8,000 円 

所要時間は４－５時間。お客様の体力に合わせてコースをアレンジいたします。通常は御幸之浜・南京浜コースです。 

ハイキング 

料金 5,000-9,000 円 

所要時間はコースにより異なりますが４－７時間となります。いくつかのコースは東京都自然ガイドの同行が義務付け

られています。登山初心者でも楽しめるコースからベテラン向きのコースまでご用意しています。詳細はお尋ねくださ

い。 

 

５：こだわりの旅へ問合せましょう 

小笠原観光協会に約 3 年出向していた経験を持つスタッフが、島での滞在中に培った経験を活かしお客様に最善のご提案をさ

せていただきます。お問い合わせは下記までメールまたはお電話でお問い合わせください。 

このプランへのお問合せ・お申込みは 

こだわりの旅 株式会社トラベルプラザ 
TEL：０２７－３５３－３９００  FAX：０２７－３８８－８８１５  
E-MAIL：info@travel-plaza.co.jp 

料金は変わる事もございますので事前にお問い合わせください。

　＊この他にも様々なコースもございます。




