
2022年10月7日～12月23日の毎日
※期間中に設定除外日がございます。  ※久里浜発は土・日のみになります。

東京・久里浜出発
往復

ジェット船 観光バス 昼 食

各コースの詳細は裏面をご覧ください。

火山の恵みを体感！
伊豆大島ジオパーク
探究コース

A
コースコース

設
定
日10/7～11/28の毎日出発（11/5・6・12～14除く） 

東京発着 コース番号 K4S11 久里浜発着 コース番号 K4S17

世界でもまれな火山専門の博物
館。多様な展示や映像を通して、
楽しく学ぶことができます。

◀火山博物館

A
設
定
日 12/3～12/23の毎日出発（12/5～7除く） 

|1人

1つ
ジェラ

ートプレゼント！|

B

島の農産物直売所。併設の牧
場で絞った牛乳やオリジナル
ジェラートが絶品です。

◀ぶらっとハウス

地層大切断面
高さ約24m、長さ630mに渡り続く、
圧倒的なスケールの地層大切断面。
火山灰が幾層にも重なり、伊豆大島の
火山噴火の歴史を物語っています。ひと
きわ目を引く美しい縞模様は「バーム
クーヘン」とも呼ばれ親しまれています。

国際優秀つばき園
「国際優秀つばき園」は、国際
ツバキ協会※の理事により、国際
的に特に優秀なものである椿園
と認められた園です。伊豆大島の
椿花ガーデン・大島公園・大島
高校の椿園が認定されています。
※国際ツバキ協会は、英国ロンドンに
本拠地を置く、世界28カ国のツバキ協会
が加盟する機関です。

高速ジェット船で行く高速ジェット船で行く

伊豆大島伊豆大島
バスツアー日帰り バスツアー日帰り

高速ジェット船 就航20周年を記念した特別価格のツアーを企画しました。
ツアー参加者全員へ記念グッズをプレゼント！ この機会にぜひご参加ください。

2022年4月1日に
就航20周年を迎えました!

国際優秀つばき園を訪れる！
早咲き椿コース
B
コースコース

※久里浜発は土日のみになります。

東京発着 コース番号 K4T11 久里浜発着 コース番号 K4T17
※久里浜発は土日のみになります。

お好きな
発着地が
選べます！ 平

日
平
日

おとな 5,000円（税込）
こども 4,000円（税込）

募集人員：35名様／1名様から出発OK！

土休日：おとな 8,000円  こども 5,000円

東京発着 久里浜発着 共通

東京・久里浜出発東京・久里浜出発



お申し込みのご案内（要約）
この旅行は東海汽船（株）（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、企画旅行契約の内容・条件は各コース
ごとに記載されている条件のほか、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約款（募集型企画旅行契約
の部）によります。
①東京発は添乗員が同行いたします。久里浜発は現地係員が同行いたします。添乗員・現地係員は旅行日程を円滑に実施する
ための業務を行います。お客様は日程の円滑な実施と安全のため、添乗員・現地係員の指示に従っていただきます。

②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、旅行の中止または、旅行内容の
変更をする場合があります。

③ご予約は出発日2ヶ月前同日より前日まで承ります。
④お客様の都合により旅行を中止される場合、次の取消料をいただきます。

個人情報の
取り扱いについて

①東京汽船（株）（以下「当社」）は、旅行申
し込みの際にご提出いただいた個人情
報について、お客様との連絡や運送・宿
泊等の手配に利用する他、必要な範囲
内において当該機関等に提出致します。

②当社が扱う商品、サービス等に関する
情報をお客様に提供させていただくこ
とがあります。

取消日 11日前まで

取消料 無 料

10～8日まで 7～2日前 前 日 当 日

20％ 30％ 40％ 50％ 100％

旅行開始後及び
無連絡不参加

今後 Go Toトラベルキャンペーンの適用により、一部料金が変更となる場合がございます。
詳細については決定後、ホームページにて発表させていただきます。

電話 03（3433）2101（毎朝6：00より8：00まで） 
またはホームページにてご案内いたします。

新型コロナウイルスに伴う当社の対応について
【船内について】
・常に外気を取り入れ、船内の空気の入れ替えを行っております。
・アルコール消毒液を設置しておりますのでご利用ください。
・清掃時、アルコール消毒を実施しております。
・船内乗組員はマスクを着用して接客させて頂いております。
【各港待合所について】
・各港にアルコール消毒液を設置しておりますのでご利用ください。
・従業員はマスクを着用して接客させて頂いております。

【大島島内バスについて】
・常に外気を取り入れ、車内換気を行なっております。
・係員はマスクを着用して接客させて頂いております。
・観光バスは、乗車前に検温を実施し、一台あたりの
乗車人数を制限しております。

旅行企画実施 東海汽船（株）
東海汽船お客様センター　受付 9:30～18:00（毎日）

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、当面の間、営業時間を変更させていただいております。
東京都知事登録旅行業 2-1793号　東京都港区海岸1-16-1　総合旅行業務取扱管理者　山本 祐子
◆東京汽船ホームページアドレス
https://www.tokaikisen.co.jp/

●お申し込みは…

03（5472）9999 0570-005710

当日朝のジェット船
就航案内

03（3433）2101
● JR浜松町駅（北口）より徒歩約7分
●ゆりかもめ竹芝駅より徒歩約1分
●地下鉄大門駅より徒歩約10分

03（3433）1251（竹芝桟橋）

東京／竹芝乗船ターミナル

● JR横須賀線久里浜駅および京浜急京急久里
浜駅よりバスで約10分

● 横浜横須賀道路佐原ICより車で約10分

046（835）8855（船の出港時のみ）

久里浜港

大島の自然が生んだ景観と味覚を日帰りで満喫！

旅行代金に含まれるもの
往復船賃 島内行程中のバス代 昼食代
火山博物館入館料 旅行傷害保険代 諸税

探求コース

往復船賃 島内行程中のバス代 昼食代
椿花ガーデン入園料 旅行傷害保険代 諸税

早咲き椿コース

ご注意事項
● 天災地変、気象条件やその他の不可抗力の事由により、行
程その他の内容を変更する場合があります。 ● 昼食場所は変

更となる場合があります。 ● バスガイドは乗車いたしません。 ● 車内禁煙にご協力くだ
さい。 ● 車内ではマスク着用のうえ、食事・飲酒はご遠慮ください。 ● 写真はすべてイ
メージです。 ● 37.5℃以上の発熱や咳等の症状がある場合は、参加をご遠慮ください。

大島温泉ホテル大島温泉ホテル

椿花ガーデン椿花ガーデン

三原山頂口
（歌の茶屋）
三原山頂口
（歌の茶屋）

火山博物館火山博物館

地層大切断面地層大切断面

さざんかの道

16:40頃　　　　東京・竹芝桟橋 到着

8:30頃　東京・竹芝桟橋 出発

2 9:35頃　久里浜 出発

3 10:35頃　　　　大島・入港地 到着

4

5

6

7 14:35頃　大島・出港地 出発 

8 15:35頃　　　　久里浜 到着

9

あしたばそば定食

1

 地層大切断面
まるでバームクーヘン!? 圧巻のスケー
ルです！

 火山博物館
世界にも数少ない火山専門の博物館。

 三原山頂口（歌の茶屋）
展望台から雄大な三原山の姿を一望で
きます。

明日葉を練り込んだ蕎麦と天麩羅、
地魚の定食です。

昼食

1 8:35頃　東京・竹芝桟橋 出発 

2 9:40頃　久里浜 出発 

3 10:40頃　　　　大島・入港地 到着　  

8

4

5  さざんかの道（車窓）

6

 大島温泉ホテル

7

9 14:35頃　大島・出港地 出発　 

10 15:35頃　　　　久里浜 到着　 

11 16:40頃　　　　東京・竹芝桟橋 到着

島っこ膳

 ぶらっとハウス
新鮮な農作物や絶品ジェラートが魅力♪

 椿花ガーデン
早咲き椿と伊豆半島の絶景が美しい庭
園です。

※12/5～9は三原山頂口で昼食「あしたばそば
定食」となります。

新鮮な海鮮、明日葉などを使ったメ
ニューです。

 三原山頂口
展望台から雄大な三原山の姿を一望で
きます。

設定日 12/3～12/23の毎日出発
（12/5～7除く） 

早咲き椿コースBB
コース

ぶらっとハウスぶらっとハウス
岡田港岡田港

元町港元町港

東京発着 久里浜発着
コース番号 K4S11 コース番号 K4S17
［旅行代金（おひとり様・税込）］
平　日：おとな 5,000円  こども 4,000円
土休日：おとな 8,000円  こども 5,000円

東京発着 久里浜発着
コース番号 K4T11 コース番号 K4T17
［旅行代金（おひとり様・税込）］
平　日：おとな 5,000円  こども 4,000円
土休日：おとな 8,000円  こども 5,000円

※久里浜発は土日のみ

伊豆大島ジオパーク
探究コース

AA
コース

設定日 10/7～11/28の毎日出発
※久里浜発は土日のみ

昼食

（11/5・6・12～14除く） 



2022年10月7日～12月23日の毎日
※期間中に設定除外日がございます。  ※伊東発は土・日のみになります。

熱海・伊東出発
往復

ジェット船 観光バス 昼 食

各コースの詳細は裏面をご覧ください。

火山の恵みを体感！
伊豆大島ジオパーク
探究コース

A
コースコース

設
定
日10/7～11/28毎日出発（11/5・6・12～14除く） 

熱海発着 コース番号 K4S13 伊東発着 コース番号 K4S14

世界でもまれな火山専門の博物
館。多様な展示や映像を通して、
楽しく学ぶことができます。

◀火山博物館

A

|1人

1つ
ジェラ

ートプレゼント！|

島の農産物直売所。併設の牧
場で絞った牛乳やオリジナル
ジェラートが絶品です。

◀ぶらっとハウス

地層大切断面
高さ約24m、長さ630mに渡り続く、
圧倒的なスケールの地層大切断面。
火山灰が幾層にも重なり、伊豆大島の
火山噴火の歴史を物語っています。ひと
きわ目を引く美しい縞模様は「バーム
クーヘン」とも呼ばれ親しまれています。

国際優秀つばき園
「国際優秀つばき園」は、国際
ツバキ協会※の理事により、国際
的に特に優秀なものである椿園
と認められた園です。伊豆大島の
椿花ガーデン・大島公園・大島
高校の椿園が認定されています。
※国際ツバキ協会は、英国ロンドンに
本拠地を置く、世界28カ国のツバキ協会
が加盟する機関です。

高速ジェット船で行く高速ジェット船で行く

伊豆大島伊豆大島
バスツアー日帰り バスツアー日帰り

平
日
平
日

おとな 5,000円（税込）
こども 4,000円（税込）

募集人員：35名様／1名様から出発OK！

土休日：おとな 8,000円  こども 5,000円

お好きな
発着地が
選べます！

高速ジェット船 就航20周年を記念した特別価格のツアーを企画しました。
ツアー参加者全員へ記念グッズをプレゼント！ この機会にぜひご参加ください。

2022年4月1日に
就航20周年を迎えました!

国際優秀つばき園を訪れる！
早咲き椿コース
B
コースコース

熱海発着 伊東発着 共通

※伊東発は土日のみになります。 ※伊東発は土日のみになります。

設
定
日 12/3～12/23毎日出発（12/5～7除く） 

B

熱海発着 コース番号 K4T13 伊東発着 コース番号 K4T14

熱海・伊東出発熱海・伊東出発



お申し込みのご案内（要約）
この旅行は東海汽船（株）（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行であり、企画旅行契約の内容・条件は各コース
ごとに記載されている条件のほか、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約款（募集型企画旅行契約
の部）によります。
①現地係員が同行いたします。現地係員は旅行日程を円滑に実施するための業務を行います。お客様は日程の円滑な実施と安
全のため、現地係員の指示に従っていただきます。

②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、旅行の中止または、旅行内容の
変更をする場合があります。

③ご予約は出発日2ヶ月前同日より前日まで承ります。
④お客様の都合により旅行を中止される場合、次の取消料をいただきます。

個人情報の
取り扱いについて

①東京汽船（株）（以下「当社」）は、旅行申
し込みの際にご提出いただいた個人情
報について、お客様との連絡や運送・宿
泊等の手配に利用する他、必要な範囲
内において当該機関等に提出致します。

②当社が扱う商品、サービス等に関する
情報をお客様に提供させていただくこ
とがあります。

取消日 11日前まで

取消料 無 料

10～8日まで 7～2日前 前 日 当 日

20％ 30％ 40％ 50％ 100％

旅行開始後及び
無連絡不参加

今後 Go Toトラベルキャンペーンの適用により、一部料金が変更となる場合がございます。
詳細については決定後、ホームページにて発表させていただきます。

電話 03（3433）2101（毎朝6：00より8：00まで） 
またはホームページにてご案内いたします。

新型コロナウイルスに伴う当社の対応について
【船内について】
・常に外気を取り入れ、船内の空気の入れ替えを行っております。
・アルコール消毒液を設置しておりますのでご利用ください。
・清掃時、アルコール消毒を実施しております。
・船内乗組員はマスクを着用して接客させて頂いております。
【各港待合所について】
・各港にアルコール消毒液を設置しておりますのでご利用ください。
・従業員はマスクを着用して接客させて頂いております。

【大島島内バスについて】
・常に外気を取り入れ、車内換気を行なっております。
・係員はマスクを着用して接客させて頂いております。
・観光バスは、乗車前に検温を実施し、一台あたりの
乗車人数を制限しております。

旅行企画実施 東海汽船（株）
東海汽船お客様センター　受付 9:30～18:00（毎日）

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、当面の間、営業時間を変更させていただいております。
東京都知事登録旅行業 2-1793号　東京都港区海岸1-16-1　総合旅行業務取扱管理者　山本 祐子
◆東京汽船ホームページアドレス
https://www.tokaikisen.co.jp/

●お申し込みは…

03（5472）9999 0570-005710

当日朝のジェット船
就航案内

03（3433）2101
● 熱海駅よりタクシーで約10分バスで約15分
※熱海駅から熱海港までは道路が混雑していますと、車で40分ほ
どかかる場合がありますので、十分余裕をもってお出かけください。

0557（82）2131

熱海港

● 伊東駅よりタクシーで約5分
● 伊東駅より徒歩約15分

0557（37）1125

伊東港

大島の自然が生んだ景観と味覚を日帰りで満喫！

旅行代金に含まれるもの
往復船賃 島内行程中のバス代 昼食代
火山博物館入館料 旅行傷害保険代 諸税

探求コース

往復船賃 島内行程中のバス代 昼食代
椿花ガーデン入園料 旅行傷害保険代 諸税

早咲き椿コース

ご注意事項
● 天災地変、気象条件やその他の不可抗力の事由により、
行程その他の内容を変更する場合があります。 ● 昼食場所は

変更となる場合があります。 ● バスガイドは乗車いたしません。 ● 車内禁煙にご協力くだ
さい。 ● 車内ではマスク着用のうえ、食事・飲酒はご遠慮ください。 ● 写真はすべて
イメージです。 ● 37.5℃以上の発熱や咳等の症状がある場合は、参加をご遠慮ください。

大島温泉ホテル大島温泉ホテル

椿花ガーデン椿花ガーデン

三原山頂口
（歌の茶屋）
三原山頂口
（歌の茶屋）

火山博物館火山博物館

地層大切断面地層大切断面

さざんかの道

伊豆大島ジオパーク
探究コース

（11/5・6・12～14除く） 

AA
コース

（12/5～7除く） 

［旅行代金（おひとり様・税込）］
平　日：おとな 5,000円  こども 4,000円
土休日：おとな 8,000円  こども 5,000円

［旅行代金（おひとり様・税込）］
平　日：おとな 5,000円  こども 4,000円
土休日：おとな 8,000円  こども 5,000円

9:10　熱海 出発

2 9:40　伊東 出発

3 10:15頃　　　　大島・入港地 到着

4

5

6

7
15:30～15:45頃
大島・出港地 出発

 
8 16:05～16:20頃
 伊東 到着

9
16:35～16:50頃

熱海 到着

あしたばそば定食

1

 地層大切断面
まるでバームクーヘン!? 圧巻のスケー
ルです！

 火山博物館
世界にも数少ない火山専門の博物館。

 三原山頂口（歌の茶屋）
展望台から雄大な三原山の姿を一望で
きます。

明日葉を練り込んだ蕎麦と天麩羅、
地魚の定食です。

1 9:10　熱海 出発 

2 9:40　伊東 出発 

3 10:15頃　　　　大島・入港地 到着　  

8

4

5  さざんかの道（車窓）

6

 大島温泉ホテル

7

9 15:30頃　大島・出港地 出発　 

10 16:05頃　　　　伊東 到着　 

11 16:15～16:35頃　　　　熱海 到着

島っこ膳

 ぶらっとハウス
新鮮な農作物や絶品ジェラートが魅力♪

 椿花ガーデン
早咲き椿と伊豆半島の絶景が美しい庭
園です。

※12/5～12/9は三原山頂口で昼食「あしたば
そば定食」となります。

新鮮な海鮮、明日葉などを使ったメ
ニューです。

昼食

 三原山頂口
展望台から雄大な三原山の姿を一望で
きます。

早咲き椿コースBB
コース

ぶらっとハウスぶらっとハウス
岡田港岡田港

元町港元町港

熱海発着 伊東発着
コース番号 K4T13 コース番号 K4T14

熱海発着 伊東発着
コース番号 K4S13 コース番号 K4S14

※伊東発は土日のみ ※伊東発は土日のみ
設定日 12/3～12/23毎日出発設定日 10/7～11/28毎日出発

昼食


