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をご用意しました。

朝食
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出発まで自由行動。午後、父島出港。

を受け、東京に向け出発。
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午後、竹芝
■最少催行人員：４名

※海況が悪く出港できない場合は、別の場所にご案内します。また南島上陸は岩肌をのぼるため、安全のため船長

判断で上陸困難となった場合、船でお待ちいただきます。予めご了承下さい。

※小笠原の移動はバスがないため、バンを利用します。そのためお一人様２席は利用できません。
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蔵庫）、１等（シングルサイズベッド２台、テレビ付き）などの個

大村海岸 

特２等寝台（プレミアムベッド）を手配 

２名様で利用しやすく、通路とベッドをカーテンで個室風に仕切る

現在） 

特２等寝台 

お部屋の一例（イメージ） 


