
増澤 桑原 桑原 丸山 増澤 森 梶田

■旅行代金【大人おひとり様・税込】

子ども12,800円 8,000円
東京発着

A
プラン

1986年に流れ出した溶岩が避けて通ったといわれるパワースポットへ。奇跡の「三原神
社」を見学します。また、ダイナミックな火口を1周する「お鉢まわり」では、天気の良い日
は東京諸島の島々もご覧いただけます。ハイキングのあとは、椿まつりメイン会場の
「都立大島公園」へ。美しい椿やオオシマザクラ、椿資料館、動物園をお楽しみください。

セットで
お得！

往路船室ランクアップ・フリープランについては裏面をご覧ください。

三原神社

イメージ

募集各日20名様
最少催行人員5名様

このツアーの
ポイント

船のご案内

2段ベッドタイプで、安全面を考慮した高齢者の方も
上りやすい階段です。カーテンを閉めれば、プライベ
ートな空間を確保できます。（全席コンセント有）

東京湾の夜景

往路大型客船 
特２等

特2等

プラス1,200円で船室ランクアップオプションをご利用いただけます。

ダイナミックに火口一周!
三原山お鉢まわりコース
ダイナミックに火口一周!
三原山お鉢まわりコース ※往路特2等ご利用の場合の旅行代金です。船室ランクアップオプションをご利用いただけます。

2023年2月3日～3月25日帰着
※期間中に設定除外日がございます。

大島温泉ホテル（露天風呂）お鉢まわり

往路 さるびあ丸

復路 ジェット船

あしたばそば定食

添乗員同行プラン 往路客船
(特2等)

復路ジェット船
温泉入浴
（朝1回）朝　食 昼　食＋ ＋ ＋ ＋

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。
添乗員同行プラン参加者全員へ記念グッズをプレゼント！

大型客船
（さるびあ丸）

ジェット船
で行く

復
路

往
路

＋

おかげさまで就航20周年
これからも

よろしくお願いします！

高速ジェット船
就航20周年企画

行  程

東京・竹芝桟橋
22：00発

大島港
6：00頃着

大島港
15：00頃発

東京・竹芝桟橋
17：30頃着

三原山頂口大島温泉ホテル
〈 朝食・温泉 〉
6：30頃着 8：48発

三原神社

お鉢まわり 都立大島公園
〈椿園・椿資料館・動物園 見学〉

さるびあ丸 路線バス

路線バス 路線バス

路線バス 徒歩 徒歩

徒歩 ジェット船

三原山を望む源泉掛け流しの絶景温泉でゆったり♪

直径約350メートル、深さ約200メートルもある火口のまわりを歩きます。

レインボーブリッジや東京湾の
夜景を楽しめます！　

1/29～3/26は「椿まつり」開催！
海面から浮上して航行するため揺れが少なく、

最短１時間45分で楽々です。

三原山頂口
〈 昼食 〉

コース番号：（特2等）K7D43 （1等）K7D21 

3金・10金・17金・24金
3金・10金・17金・24金

出発日 期間内 毎週 金曜日 出発

2月
3月

椿まつりメイン会場の
都立大島公園へご案内。

ハイキング後は
椿まつりを満喫!

路線バス
1日乗車券

・歩行距離約6.5km
・ハイキング所要時間約2.5時間
・高低差約185m

『東京都民割』
適用プラン

東京発着＆
東京都民限定！

大
人12,800円
子
ど
も8,000円

10,300円
5,500円

2,500円割引！

※適用条件は
　裏面をご覧ください。



坂田 桑原 桑原 森 増澤 梶田

セットで
お得！

■旅行代金【大人おひとり様・税込】
子ども12,800円 8,000円

東京発着

フリープラン

自分のペースで歩きたい方におすすめのプランです。
朝食、温泉入浴、昼食、島内全ての路線バスに乗れる1日フリー乗車券付。

B
プラン

大島公園 動物園

コース番号：（特2等）F7D43 （1等）F7D21

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。
【大島温泉ホテルについて】
●大浴場において、密を避けるために、
入替制になる場合がごさいます。
詳しくは、東海汽船ホームページをご覧ください 

※往路特2等ご利用の場合の旅行代金です。船室ランクアップオプションをご利用いただけます。

朝食・昼食・温泉・路線バス1日フリー乗車券付！

三原山フリーハイキングコース

出発日 期間内 毎週 月・火・水・木・日曜日 出発

2月

大人おひとり様につき  

プラス1,200円で
ランクアップ
（子どもはプラス600円）

へランクアップ 定員7名～12名前後で
寝具付きのお部屋です。
顔の部分がパーテーショ
ンで仕切られ、プライベ
ートに配慮されたつくり
です。（全席マットレス・コ
ンセント有）

プランA・B
共通

オプション 船室ランクアップ
（A・Bプラン共通）

往路大型客船 さるびあ丸

募集各日20名様
最少催行人員1名様

三原山全景

1等

旅行企画実施

◆東海汽船ホームページアドレスhttps://www.tokaikisen.co.jp/

お申し込みのご案内（要約）

個人情報の取り扱いについて

この旅行は東海汽船㈱（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業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
① プランAは添乗員が同行いたします。（プランBについては添乗員その他の者が同行しないため、お渡しする書面
に従い、お客様自身でお過ごしください）

② 添乗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
の指示に従っていただきます。

③ 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。

④ お申込み人員がパンフレットに記載した最少催行人員に満たない時は、旅行の実施を取りやめることがあります。こ
の場合、旅行開始の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。

⑤ 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。
⑥ ご予約は出発日2ヶ月前同日より前日まで承ります。

取消日

取消料

11日前まで

無　料 20%

10～8日前まで ７～２日前

30%

前 日

40％

当 日

50％

旅行開始後及び
無連絡不参加
100%

03（5472）9999
受付  9：30～18：00（毎日）

東海汽船
お客様センター

東京／竹芝客船ターミナル

 　03（3433）1251
  （竹芝桟橋）

0570-005710

・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

世界貿易センタービル

旧芝離宮

竹芝客船ターミナル
（伊豆諸島航路のりば）（伊豆諸島航路のりば）

至新橋・東京
至田町・品川

東
京
ガ
ス

芝商業高校

至
新
橋

至有明 ゆりかもめ 竹芝駅

JR浜松町駅

大門駅地下鉄
都営浅草線

モノレール
南
口 北

口

都
営

大
江
戸
線

のりば

① 東海汽船(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。

東京都知事登録旅行業第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

乗り場のご案内はホームページをご覧ください。
URL https://www.tokaikisen.co.jp/boarding/terminal/

●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。
●車内ではマスク着用のうえ、食事・飲酒はご遠慮ください。

●行程中の路線バスはツアー以外のお客様と乗合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。
●写真はすべてイメージです。

●お申し込みは……
※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。

 往復船賃 ＋ 島内行程中のバス代 ＋ 朝食 ＋入浴代 ＋ 昼食代 ＋ 旅行傷害保険代 ＋ 諸税 旅行代金に含まれるもの

往路客船
(特2等)

復路ジェット船
温泉入浴朝　食 昼　食 路線バス

1日乗車券＋ ＋ ＋ ＋

5日・6月・7火・8水・9木・12日・13月・14火・15水・16木
19日・20月・21火・22水・23木・26日・27月・28火

3月 1水・2木・5日・6月・7火・8水・9木・12日・13月・14火
15水・16木・19日・20月・21火・22水・23木

行  程

東京・竹芝桟橋
22：00発

大島港
6：00頃着

大島港
15：00頃発

東京・竹芝桟橋
17：30頃着

三原山頂口
8：55着

大島温泉ホテル〈 朝食・温泉 〉
6：30頃着 8：48発

三原神社 お鉢まわり

三原山頂口〈昼食〉
13：00発

さるびあ丸 路線バス 路線バス

路線バス

徒歩 徒歩

徒歩 ジェット船路線バス

※ハイキング行程は一例です。

都立大島公園
〈椿園・椿資料館・動物園 見学〉

13：20着 14：20頃発

三原山を望む源泉掛け流しの絶景温泉でゆったり♪
直径約350メートル、深さ約200メートルもある

火口のまわりを歩きます。

海面から浮上して航行するため揺れが少なく、
最短１時間45分で楽々です。

1/29～3/26は「椿まつり」開催！

都内の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえつつ、観光産業の
早期回復を図るとともに、東京観光への都民ニーズにも応えるた
め、国の「Go To トラベル事業」とも連携し、感染防止対策を徹底し
た都内への旅行商品等への定額の支援を行う事業です。

ご旅行当日、割引適用者全員分の必要書類①②③
を必ずご持参ください（③はグループで１枚）。
ご持参頂けない場合は、割引の適用はできません。
詳細は東海汽船HPをご覧ください。

東京都民割『もっとTokyo』について

必要書類について
①住民確認・年齢確認のための身分証明書 （全員分）
②ワクチン3回接種またはPCR検査等での陰性が
　確認できる書類（全員分）
③利用申込書（グループで１枚）

『東京都民割』
適用プラン

東京発着＆
東京都民限定！

大
人12,800円
子
ど
も8,000円

10,300円
5,500円

2,500円割引！

※適用条件は下記をご覧ください。


