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神秘
ホテルホライズン

シニア
世界自然遺産
キロの太平洋上に浮かぶ船でしか辿りつけない南海
の楽園です。
快適にお過ごしいただけるよう
ホテルは
いわれている
父島に３泊することで、極力移動を少なくし、
少ない、忙しくない旅にしました。
しめる

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

１０
１１

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
保たれます。

お一人
お一人様部屋利用は

※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

ビ、冷蔵庫、専用ラウンジ

グルサイズベッド２台、バストイレ

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。

  お申し込みいただく前に「ご旅行条件」、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。

  
神秘と
ホテルホライズン

シニア向けの
世界自然遺産 小笠原諸島は、東京から南に約１０００
キロの太平洋上に浮かぶ船でしか辿りつけない南海
の楽園です。約２４時間のおがさわら丸では少しでも
快適にお過ごしいただけるよう
ホテルは上皇上
いわれているホテル
父島に３泊することで、極力移動を少なくし、
少ない、忙しくない旅にしました。
しめる安心の旅になっています。

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

出発日

１０月２９日（
１１月２６日（金）発

船室タイプ
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 
保たれます。 

お一人様部屋利用追加代金
お一人様部屋利用は

※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

ビ、冷蔵庫、専用ラウンジ

グルサイズベッド２台、バストイレ

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。

     父島

お申し込みいただく前に「ご旅行条件」、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。

と奇跡
ホテルホライズン

けの小笠原の旅
小笠原諸島は、東京から南に約１０００

キロの太平洋上に浮かぶ船でしか辿りつけない南海
２４時間のおがさわら丸では少しでも

快適にお過ごしいただけるよう
上皇后両陛下も宿泊し、父島で一番と
ホテル ホライズン

父島に３泊することで、極力移動を少なくし、
少ない、忙しくない旅にしました。

旅になっています。

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

父島の風景

出発日 旅行代金（大人お１人様）

日（金）発 ～ 
日（金）発 ～ 

タイプ 

部屋利用追加代金 
お一人様部屋利用は先着２名様までとさせていただきます。

※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（キングサイズベッド１台、バストイレ

ビ、冷蔵庫、専用ラウンジ付き）、特１等室（デラックス）全２４室

グルサイズベッド２台、バストイレ、テレビ、冷蔵庫

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。

父島 二見港     

お申し込みいただく前に「ご旅行条件」、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。

奇跡の島
ホテルホライズン

旅へ行ってみませんか
小笠原諸島は、東京から南に約１０００

キロの太平洋上に浮かぶ船でしか辿りつけない南海
２４時間のおがさわら丸では少しでも

快適にお過ごしいただけるよう特２等寝台
皇后両陛下も宿泊し、父島で一番と

ホライズンをご用意しました。
父島に３泊することで、極力移動を少なくし、
少ない、忙しくない旅にしました。あまり歩かなくても楽

旅になっています。 

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

父島の風景    

旅行代金（大人お１人様）

 １１月 ３
 １２月 １

\

 ¥３６,０００（父島３泊分）
様までとさせていただきます。

※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】どうしても個室がいい方には
キングサイズベッド１台、バストイレ

特１等室（デラックス）全２４室

テレビ、冷蔵庫）などの個室は

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。

             

お申し込みいただく前に「ご旅行条件」、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。

天気と風がなければ見ることができる逆さマッターホルン
写真は全て添乗員が島 小笠原諸島

ホテルホライズン３

ってみませんか
小笠原諸島は、東京から南に約１０００

キロの太平洋上に浮かぶ船でしか辿りつけない南海
２４時間のおがさわら丸では少しでも

寝台、３泊する
皇后両陛下も宿泊し、父島で一番と

をご用意しました。
父島に３泊することで、極力移動を少なくし、ストレスの

あまり歩かなくても楽

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

        １１月から

旅行代金（大人お１人様） 

３日（水）着 
１日（水）着 

旅行代金 

\２９８，０００

（父島３泊分） 
様までとさせていただきます。 

※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。 

どうしても個室がいい方には
キングサイズベッド１台、バストイレ、テレ

特１等室（デラックス）全２４室（シン

）などの個室は２か

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。

 新しくなったおがさわら丸

お申し込みいただく前に「ご旅行条件」、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。

天気と風がなければ見ることができる逆さマッターホルン
写真は全て添乗員が同時期小笠原諸島
３連泊

ってみませんか 
小笠原諸島は、東京から南に約１０００

キロの太平洋上に浮かぶ船でしか辿りつけない南海
２４時間のおがさわら丸では少しでも

３泊する
皇后両陛下も宿泊し、父島で一番と

をご用意しました。
ストレスの

あまり歩かなくても楽

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

１１月からザトウクジラを見るチャンスもあります
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どうしても個室がいい方には 
テレ

シン

２か

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。 

1 竹芝

午前、竹芝

特２等寝台

2  
午前、小笠原
午後、

る自然観察【展望編】。（約３時間）
望台、
■
いわれる
×

3 小笠原諸島

世界自然遺産・小笠原諸島

自然観察【森

がら

朝食

4 小笠原諸島
パノラマボートツアー・ボニンブルーと呼ばれる海へ。
ートで
「
あります。

ーを

朝食

5 小笠原諸島

出発まで自由行動。午後、父島出港。

ートのお見送り

朝食

6 

午後、竹芝
■最少催行人員：４名
■発着地：竹芝
※6/1

新しくなったおがさわら丸           

お申し込みいただく前に「ご旅行条件」、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。

天気と風がなければ見ることができる逆さマッターホルン
同時期に撮影した写真です。小笠原諸島

連泊の

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

ザトウクジラを見るチャンスもあります

旅行日程表（行程・宿泊地・ホテル・食事）

竹芝 客船ターミナル（

午前、竹芝 客船ターミナル集合。おがさわら丸に乗船

特２等寝台（プレミアムベッド）
 × ×                              

  小笠原 
午前、小笠原
午後、世界自然遺産・小笠原諸島
る自然観察【展望編】。（約３時間）
望台、●長崎展望台、●境浦、●扇浦
■お泊りは、天皇皇后両陛下もお泊りになった父島で一番と
いわれる「ホテルホライズン
× 昼食 夕食                

小笠原諸島 

世界自然遺産・小笠原諸島

自然観察【森 

がら見学をしての6

朝食 昼食（お弁当）

小笠原諸島 
パノラマボートツアー・ボニンブルーと呼ばれる海へ。
ートで６～７時間
「アオウミガメ」
あります。 ■夕食は
ーをアレンジしたお食事を

朝食 昼食（お弁当）

小笠原諸島 

出発まで自由行動。午後、父島出港。

ートのお見送りを受け、東京に向け出発。

朝食 × ×                                

 竹芝 客船ターミナル（

午後、竹芝 客船ターミナル到着。
■最少催行人員：４名
■発着地：竹芝 ■添乗員：竹芝から竹芝まで同行します

6/1現在、出発前に

          展望台から景色を眺めます

お申し込みいただく前に「ご旅行条件」、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。

天気と風がなければ見ることができる逆さマッターホルン（イメージ）
に撮影した写真です。 小笠原諸島 
の旅 

３泊するお部屋の一例
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ザトウクジラを見るチャンスもあります     

旅行日程表（行程・宿泊地・ホテル・食事）

客船ターミナル（９：４５

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（１１：０
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）

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」

■夕食は上皇上
アレンジしたお食事をご用意しました。

（お弁当） 夕食          

 父島（１５：００

出発まで自由行動。午後、父島出港。

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
出発前にPCR検査を受けていただきます。

展望台から景色を眺めます

お申し込みいただく前に「ご旅行条件」、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。

（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

旅行日程表（行程・宿泊地・ホテル・食事）

４５集合） （１１：００発）

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）を利用。 
                            

００着） 
後、昼食。 

世界自然遺産・小笠原諸島 父島 
る自然観察【展望編】。（約３時間）●ウエザーステーション展

長崎展望台、●境浦、●扇浦見学

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（洋室のお部屋

               父島：ホテル

   

世界自然遺産・小笠原諸島 父島 ネイチャーガイドと巡る

編】。（６～７時間）※車を利用し途中で止まりな

時間、歩き通しのツアーではございません。

         父島：ホテル

パノラマボートツアー・ボニンブルーと呼ばれる海へ。
運が良ければ「イルカ

「ザトウクジラ」などに出会える可能性が

上皇后両陛下
ご用意しました。

         父島：ホテル

父島（１５：００発）  

出発まで自由行動。午後、父島出港。

を受け、東京に向け出発。

                               

客船ターミナル（１５：００着）

客船ターミナル到着。           
■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
検査を受けていただきます。

展望台から景色を眺めます              

お申し込みいただく前に「ご旅行条件」、各コース記載の募集要項、注意事項を必ずお読み下さい。       

日間 
様～８名様限定

シ
ャ
ワ
ー
ル
ー
ム 

３連泊するホライズンホテル 

旅行日程表（行程・宿泊地・ホテル・食事） 

（１１：００発）  

客船ターミナル集合。おがさわら丸に乗船

 
                            

 ネイチャーガイドと巡
ウエザーステーション展
見学。 

天皇皇后両陛下もお泊りになった父島で一番と
洋室のお部屋）」に３泊です。

ホテル ホライズン

ネイチャーガイドと巡る

※車を利用し途中で止まりな

時間、歩き通しのツアーではございません。 

ホテル ホライズン

パノラマボートツアー・ボニンブルーと呼ばれる海へ。
イルカ」や「マンタ
などに出会える可能性が

皇后両陛下ご宿泊時の特別メニュ
ご用意しました。 

ホテル ホライズン

 

出発まで自由行動。午後、父島出港。小笠原名物 

を受け、東京に向け出発。 

                               船中泊

０着） 

            
■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 
検査を受けていただきます。 

              アオウミガメ

        

   

様～８名様限定 

 

 

客船ターミナル集合。おがさわら丸に乗船出発。 

                            船中泊 

ネイチャーガイドと巡
ウエザーステーション展

天皇皇后両陛下もお泊りになった父島で一番と
）」に３泊です。 

ホライズン 泊 

ネイチャーガイドと巡る 

※車を利用し途中で止まりな 

ホライズン 泊 

パノラマボートツアー・ボニンブルーと呼ばれる海へ。（小型ボ
「マンタ」、

などに出会える可能性が

宿泊時の特別メニュ

ホライズン 泊 

 地元のボ

船中泊 

 × ×  

ゆ
と
り
の
３
連
泊 

アオウミガメ  

 

  


