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特２等寝台
（プレミアムベッド）
お二人でご利用の
場合プライバシーが
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お一人
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※竹芝までの手配、港近くの前泊の手配などお問い合わせ下さい。

【おがさわら丸アップグレードプラン】
●特等室（スイート）全４室
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月前に手配可否をお知らせします。詳細はお問い合わせ下さい。
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部屋利用追加代金 
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月前に手配可否をお知らせします。詳細はお問い合わせ下さい。 
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旅行日程表（行程・宿泊地・ホテル・食事）

竹芝 客船ターミナル（１０：００予定）

午前、竹芝 客船ターミナル集合。おがさわら丸に乗船
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客船ターミナル集合。おがさわら丸に乗船

（プレミアムベッド）
                            

小笠原 二見港（１１：４
午前、小笠原 二見港着後、昼食。

世界自然遺産・小笠原諸島
る自然観察【展望編】。（約３時間）

長崎展望台、●境浦、●扇浦
天皇皇后両陛下もお泊りになった父島で一番と

ホテルホライズン
               

 父島滞在  

世界自然遺産・小笠原諸島

 編】。（６～７時間）

をしての6～7時間、歩き通しのツアーではございません。

昼食（お弁当） 夕食          

 父島滞在 
パノラマボートツアー・ボニンブルーと呼ばれる海へ。

６～７時間） 運が良ければ
アオウミガメ」「ザトウクジラ」

■夕食は天皇皇后両陛下宿泊時の特別メニューを
ご用意しました。 

（お弁当） 夕食          

 父島（１５：００予定）

出発まで自由行動。午後、父島出港。小笠原名物

ートのお見送りを受け、東京に向け出発。

                               

客船ターミナル（

客船ターミナル到着。
■最少催行人員：４名 ■食事：朝３回、昼３回、夕３回

■添乗員：竹芝から竹芝まで同行します

展望台から景色を眺めます

西日本 ：0120

（イメージ） 

 ６日間

４名様～８名様限定

３泊するお部屋の一例 

まだ見ぬ日本の絶景を求めて・・・船でしか辿りつけない南海の孤島 

       ３連泊するホライズンホテル
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