
増澤 増澤

アイランドアイランド
アクティビティアクティビティ
厳選

シュノーケリングや ダイビング、釣りなど
島ならではの海のレジ　ャーをご用意しました。

美しい海といろいろ　な種類の魚たちを
間近でみられる　チャンスです。
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●料金／13,000円　●対象年齢／10歳以上
●実施場所／秋の浜、野田浜、王の浜、トウシキ
●最少催行人数／2名様
●申込み可能人数／4名様（以上要相談）
●集合時間／応相談　●所要時間／約3時間～4時間
●料金に含まれるもの／ガイド代、器材レンタル代、
　　　　　　　　　　　保険、送迎、ドリンク
●予約締切日／当日
●島旅クーポン／通常料金13,000円→
　　　　　　　   割引料金12,000円（税抜）　

世界が驚いた伊豆大島の
海で体験ダイビング

想像以上にカラフルな海の中を泳いでみませんか？
水着さえあれば大丈夫なので気軽にご参加下さい。

●料金／5,500円
●対象年齢／保護者同伴なら何歳でもＯＫ
●実施場所／秋の浜、野田浜、王の浜、トウシキ
●最少催行人数／2名様
●申込み可能人数／6名様（以上要相談）
●集合時間／応相談　●所要時間／約3時間
●料金に含まれるもの／ガイド代、器材レンタル代、
 保険、送迎、ドリンク
●予約締切日／当日
●島旅クーポン／通常料金5,500円→
 割引料金5,000円（税抜）
　

　　　　　　　 

カラフルな伊豆大島の海で
スノーケリング

初心者でも釣り方を教えます！

●料金／8,500円～（詳細は予約時にご確認ください）
●対象年齢／小学生から大人
●最少催行人数／2名様
●申込み可能人数／10名様
●集合時間／7：30　
●所要時間／約4時間～
●料金に含まれるもの／竿・道具一式
●島旅クーポン／なし

初心者から参加可能！ 神津島船釣り体験

●料金／13,500円（4名様以上追加割引有り）
●対象年齢／10歳～（詳細は問合せください）
●実施場所／海況判断の上、場所を決定します。
                  前日にご連絡を差し上げます。　
●最少催行人数／2名様　●申込み可能人数／4名様
●集合時間／①9：00～②14：00～
●所要時間／約3時間半～4時間
●料金に含まれるもの／保険料、ツアー料、レンタル料、
 フリードリンク、集合写真データー渡し
●予約締切日／前日の夕方まで　
●島旅クーポン／通常料金13,500円→割引料金12,800円

竜宮城へご案内♪
アオウミガメに会える体験ダイビング

水着1枚で大丈夫！！
現地インストラクターと一緒に安心、安全にスノーケル♪　
憧れのアオウミガメに会いに行きましょう♪
レンタルウエアブルカメラ（グループに1台）貸出いたします。

●料金／6,980円（4名様以上追加割引有り
●対象年齢／6歳～（詳細はお問い合わせください）
●実施場所／海況判断の上、場所を決定します。
 前日にご連絡をさしあげます。
●最少催行人数／2名様　●申込み可能人数／8名様
●集合時間／①8:30～②11:00～③14:30～
●所要時間／約1.5時間
●料金に含まれるもの／保険料、ツアー料、レンタル料、
 飲み物、集合写真データー渡し
●予約締切日／前日の夕方まで
●島旅クーポン／通常料金6,980円→割引料金6,480円

家族みんなで感動を共有！
ウミガメ探索スノーケリングツアー♪

ダイビング未経験でもOK！基本的なルール・器材の使い方を
レクチャーいたします。八丈島の海を満喫しちゃいましょう！

●料金／11,000円～12,500円(税抜）人数割引有り
●対象年齢／12歳～
●実施場所／底土・八重根・神湊・乙千代が浜等
 （当日の海況による）
●最少催行人数／1名様　●申込み可能人数／6名様
●集合時間／朝、または昼過ぎ(時間は目安です)
●所要時間／約2.5～3時間（準備・移動等込）
●料金に含まれるもの／レンタル器材・講習・ガイド・港・
 空港・宿泊先への送迎付
●島旅クーポン／合計金額より10%引き

八丈島の海を潜ろう！
体験ダイビング♪

ダイビングショップ　アラベスク
8:00～20:00
予約ダイヤル 090-8728-1031

企画会社名
営業時間
電話番号

大島ダイビング協議会
7:00 ～22:00
協議会ＷＥＢサイト専用ページで予約

企画会社名
営業時間
ＷＥＢサイト

大島ダイビング協議会
7:00 ～22:00
協議会ＷＥＢサイト専用ページで予約

企画会社名
営業時間
ＷＥＢサイト

ダイビングショップ　アラベスク
8:00～20:00
予約ダイヤル 090-8728-1031

企画会社名
営業時間
電話番号

吉栄丸
6:00～19:00
04992-8-0341

企画会社名
営業時間
電話番号

ブリーズ&ケンチャルマ
8:30～12:00/13:00～17:30（無休）
080-5000-6611

企画会社名
営業時間
電話番号

※2015年9月にOPENした店舗（個室シャワールーム完備）

島旅
クーポン

あり

島旅
クーポン

あり

島旅
クーポン

あり

島旅
クーポン

あり

※水着・タオル・脱ぎ履きしやすい靴をご用意ください。当日の天候・海の
　状況により中止となる場合がございます。詳細・ご予約はこちらにお電話・
　メール（yoyaku@divingbase.com)ください。

協議会ＷＥＢサイト専用ページ
www.oshima-diving.org/event-tokaikisen.html

協議会ＷＥＢサイト専用ページ
www.oshima-diving.org/event-tokaikisen.html

※天候によって中止になる場合がございます。
※エサ代1,500円

都心からたったの105分でびっくりするくらいの青い海が待って
ます。人気のクマノミと一緒に海中散歩してみませんか？
世界に誇れるガイド人が皆さんをご案内します。

水着1枚で大丈夫！！現地インストラクターがしっかりと隣で
サポートしてくれるので初めての方でも安心です♪
憧れの竜宮城へアオウミガメに会いに行きましょう♪
レンタルウエアブルカメラ（グループに1台)貸出いたします。

大島

大島

神津島

八丈島

八丈島

八丈島

本プランのお申込みお問い合わせは、直接各施設へご連絡ください。 当社ではご予約お問い合わせはお受けできません。　又、当社の旅行条件は適用されません。 お申込みに際しては各施設の契約条件　を必ずご確認ください。

バナナボートやビックマーブルで島を一周しながら陸地からは
行けない場所に行きます。その日の天候や海の状態により
変わりますが、海中温泉でひと泳ぎも出来ます。

●料金／1人6,500円
●対象年齢／2歳から
●実施場所／式根港出港　●最少催行人数／4名
●申込み可能人数／4名～10名様
●集合時間／予約により　●所要時間／約1時間
●料金に含まれるもの／
　ライフジャケット、シュノーケルセット
●予約締切日／2日前
●島旅クーポン／通常料金6,500円→
　　　　　　　　割引料金6,000円

バナナボートで、島一周

KILLER WOLF
8:30～14:30
04992-7-0580

企画会社名
営業時間 ※妊娠されてる方は、ご遠慮ください。

※コンタクトレンズを入れてる方は、自己責任でお願いします。

式根島

電話番号

アイランドアイランド
アクティビティアクティビティ

シュノーケリングや ダイビング、釣りなど
島ならではの海のレジ　ャーをご用意しました。

美しい海といろいろ　な種類の魚たちを
間近でみられる　チャンスです。

海海を思う存分楽しもう！

2

誰でも気軽に楽しめる安定感抜群の
シットオンカヤックで海上散歩。

●料金／大人7,000円、こども6,000円
●対象年齢／小学校5年生以上
●実施場所／大浦海岸　●最少催行人数／1名様～
●申込み可能人数／1～8名様
●集合時間／①9：00～②13：00～
               （大浦海岸集合。送迎はございません）
●所要時間／約3時間
●料金に含まれるもの／体験料、必要機材一式
●予約締切日／前日の17時まで　●島旅クーポン／なし

シーカヤック＆シュノーケリングツアー

想像以上にカラフルな海の中を泳いでみませんか？
水着さえあれば大丈夫なので気軽にご参加下さい。

●料金／5,500円
●対象年齢／保護者同伴なら何歳でもＯＫ
●実施場所／秋の浜、野田浜、王の浜、トウシキ
●最少催行人数／2名様
●申込み可能人数／6名様（以上要相談）
●集合時間／応相談　●所要時間／約3時間
●料金に含まれるもの／ガイド代、器材レンタル代、
 保険、送迎、ドリンク
●予約締切日／当日
●島旅クーポン／通常料金5,500円→
 割引料金5,000円（税抜）
　

　　　　　　　  

カラフルな伊豆大島の海で
スノーケリング

世界一身軽で簡単なダイビングスタイルなので8歳から体験可能。
ぜひご家族でご参加ください。

●料金／9,800円　
●対象年齢／8歳（小学校3年生以上～
●実施場所／中の浦ビーチ
●最少催行人数／1名様～　●申込み可能人数／6名様
●集合時間／午前・午後　2回ずつ
●所要時間／約2時間（移動、講習時間含む）
●料金に含まれるもの／器材レンタル、送迎、レッスン
●予約締切日／前日まで
●島旅クーポン／通常料金9,800円→割引料金8,800円

式根島限定！ スクーバライト

初心者でも釣り方を教えます！

●料金／8,500円～（詳細は予約時にご確認ください）
●対象年齢／小学生から大人
●最少催行人数／2名様
●申込み可能人数／10名様
●集合時間／7：30　
●所要時間／約4時間～
●料金に含まれるもの／竿・道具一式
●島旅クーポン／なし

初心者から参加可能！ 神津島船釣り体験

水中記念撮影いたします。
ご参加者は浮き輪など海グッズ半額！

●料金／15,120円　●対象年齢／12歳～
●実施場所／体験ダイビングは基本赤崎
●最少催行人数／ダイビング1名様～／夜光虫3名様～
●申込み可能人数／1名様より　6名様以上は応談
●集合時間／①9:00～②13:00～
●所要時間／ダイビングは3時間   
 夜光虫は40分のクルージング
●料金に含まれるもの／器材・送迎（ダイビング）・
 保険・指導料
●予約締切日／前日まで（要問合せ）
●島旅クーポン／通常料金15,120円→割引料金13,000円 

　

ドルフィンスイム＆船上ウォッチング

式根島シーカヤックスクール
8:00～17:00
04992-7-0326

企画会社名
営業時間

NINZ式根島
8:00～18:00
04992-7-0121

企画会社名
営業時間

（一社）三宅島観光協会
8:30～17:30
04994-5-1144

企画会社名
営業時間

ティアーズブルーダイビング
8：30～18：00
04992-8-0888

企画会社名
営業時間
電話番号

電話番号

島旅
クーポン

あり

島旅
クーポン

あり

島旅
クーポン

あり

協議会ＷＥＢサイト専用ページ
www.oshima-diving.org/event-tokaikisen.html

体験ダイビング & 夜光虫
クルージングセットプラン

※天候によって中止になる場合がございます。
※エサ代1,500円

※ウェットスーツレンタル　1,000円
※ツアー中はライフジャケット着用、海況により中止あり。

※水着は各自でご用意ください。

※天候や海況によりツアーは催行できない場合がございます。
※日程には余裕をもってお問合せください。

※シャワー、更衣室、2Fにカフェ併設

三宅島観光協会
ホームページ

三宅島の隣りの御蔵島の周りには、野生のミナミハンドウイルカが
100頭以上生息しており、一緒に泳ぐことができるドルフィンスイ
ムを楽しめます。世界的にも貴重な野生のイルカと高確率で会える
海で、イルカの世界にお邪魔してみませんか？人懐っこいイルカた
ちが一緒に遊んでくれることもあります！    

●料金／15,000円　●対象年齢／中学生以上
●実施場所／御蔵島周辺海域　
●最少催行人数／催行可否は予約状況により決定します。
●申込み可能人数／予約状況により異なります。（1名様から
　申込可）　●集合時間／ダイビングショップにより異なり
　ます。　●所要時間／約4時間　
●料金に含まれるもの／体験料、ダイビングショップまでの
　送迎（レンタル品はダイビングショップにより異なります）
●予約締切日／お問合せください。　●島旅クーポン／なし

電話番号

電話番号

神津島

式根島

式根島 

三宅島

本プランのお申込みお問い合わせは、直接各施設へご連絡ください。 当社ではご予約お問い合わせはお受けできません。　又、当社の旅行条件は適用されません。 お申込みに際しては各施設の契約条件　を必ずご確認ください。

バナナボートやビックマーブルで島を一周しながら陸地からは
行けない場所に行きます。その日の天候や海の状態により
変わりますが、海中温泉でひと泳ぎも出来ます。

●料金／1人6,500円
●対象年齢／2歳から
●実施場所／式根港出港　●最少催行人数／4名
●申込み可能人数／4名～10名様
●集合時間／予約により　●所要時間／約1時間
●料金に含まれるもの／
　ライフジャケット、シュノーケルセット
●予約締切日／2日前
●島旅クーポン／通常料金6,500円→
　　　　　　　　割引料金6,000円

バナナボートで、島一周

※妊娠されてる方は、ご遠慮ください。
※コンタクトレンズを入れてる方は、自己責任でお願いします。

島旅
クーポン

あり



島旅
クーポン

あり

島旅
クーポン

あり

神津島観光協会
8:30～17:30
04992-8-0321

企画会社名
営業時間
電話番号

八丈島の自然エネルギーに触れて心身を暖めて海
辺や滝の側で優しいヒーリングヨガを行います。ア
ロマトリートメントは木々に囲まれた心落ち着く隠
れ家サロン癒香にてお受けいただけます。
●料金／ヨガ5,000円～・玉石アロマセラ
ピー8,000円～　●対象年齢／小学生～
●実施場所／島内数カ所
●最少催行人数／1名様
●申込可能人数／3名様以上要相談
●集合時間／①9時or10時　②13時
●所要時間／ヨガ/2ｈ・3.5ｈ 玉石アロマセ
ラピー/60分～希望コースによる
●料金に含まれるもの／ヨガマット
●申込締切日／前日12時まで
●島旅クーポン／なし　

アロマヨガ★ヒーリングツアー

※野外でのヨガをしますので動きやすい服装・水分・
　タオル・日焼け対策・虫よけをご持参下さい。

旧石器時代のハイテク素材ともいわれている
黒曜石を使ってアクセサリーを作ってみませんか？

●料金／3,500円　●対象年齢／小学生～
●実施場所／開発総合センター
　　　　　　（変更の場合あり）
●最少催行人数／2名様
●申込可能人数／応相談
●集合時間／応相談　
●所要時間／約1時間
●料金に含まれるもの／材料費、制作費
●予約締切日／実施日の10日前まで
●島旅クーポン／通常料金3,500円→
　　　　　　　  割引料金3,000円神津島観光協会

8:30～17:30
04992-8-0321

企画会社名
営業時間
電話番号

※東京都神津島産のパワーストーン?! 
　黒曜石に触れてみませんか？
　小学生から大人までどなたでも参加できます。

都心から南へ180km離れた神津島で星空観
察をしてみませんか？厳しい講習を行い、テス
トに合格した星空ガイドが皆さまを神津島の
星空ワールドへご案内いたします。

●料金／3,300円
●対象年齢／小学生～　
●実施場所／よたね広場図書館前
●最少催行人数／3名様
●申込可能人数／応相談
●集合時間／20時
●所要時間／約40分
●料金に含まれるもの／ガイド料、保険料
●予約締切日／当日15時まで
●島旅クーポン／クーポン持参で
                        星座早見盤プレゼント

神津島まるごとプラネタリウム
東京の星降る島で星空観察してみませんか

神秘に包まれた神津島のパワーストーン?!
黒曜石を使ったアクセサリー作り

Full Earth (フルアース)
7：30～23：00
070-4364-3271

企画会社名
営業時間
電話番号 ※実施場所までは車で送迎いたします

新島観光協会
8：30～17：00
04992-5-0001

企画会社名
営業時間
電話番号

アロマ＆ヨガ セラピールーム 癒香
10:00～20:00
04996-2-0399/090-5993-4847

企画会社名
営業時間
電話番号

ゆ こう

アイランドアイランド
アクティビティアクティビティ

厳選

トレッキングから、ゆったり散策 できる初心者向けのプランまで 
  ご用意しております。また、島 ならではの手作り体験メニュー

など多数ご用意 しております。

新島の海のビーチグラスや貝でサマーリース
やフォトフレーム等をつくります★
新島に来た想い出に、世界でひとつだけのに
いじま雑貨を作りませんか♪

●料金／2,000円　●対象年齢／小学生以上
●実施場所／新島港船客待合所２Ｆ
●最少催行人数／1名様
●申込可能人数／3名様
●集合時間／午前9：00～11：00の開催です
　　　　　｠※集合時間は応相談
●所要時間／約１時間（午前中のみ開催）
●料金に含まれるもの／材料費、講師料
●予約締切日／３日前
●島旅クーポン／通常料金 2,000円→
　　　　　　　  割引料金 1,500円

にいじま雑貨ハンドメイド
島旅

クーポン
あり

新島観光協会
8：30～17：00
04992-5-0001

企画会社名
営業時間
電話番号

透明ボトルに新島のビーチの貝殻や小石、新
島ガラスの粒等を自由に詰めていただき、最
後にピュアオイルを充填して、オリジナルのイ
ンテリアボトルを作成します。
●料金／2,500円
●対象年齢／小学生以上
●実施場所／新島港船客待合所２Ｆ　
●最少催行人数／1名様　
●申込可能人数／3名様
●集合時間／午前9：00～11：00の開催
です｠※集合時間は応相談
●所要時間／約１時間（午前中のみ開催）
●料金に含まれるもの／材料費、講師料
●予約締切日／３日前　●島旅クーポン
／通常料金 2,500円 → 割引料金 2,000円

ビーチリウム作り体験
島旅

クーポン
あり

八丈島

新島

新島

口径20cmの本格的な天体望遠鏡を覗けば、
そこには別の世界が．．．もちろん、旬の星座や
天体イベントもご紹介します。ぜひ、東京から
宇宙を感じてみましょう。

●料金／大人 3,500円 小人 2,000円
　　　   幼児 1,000円
●対象年齢／何歳でも可能　●実施場所
／三浦湾展望台など　●最少催行人数／
1名様　●申込可能人数／12名様
●集合時間／19：40前後にお迎え
●所要時間／約80分●料金に含まれるも
の／ガイド料、保険料
●予約締切日／当日可
●島旅クーポン／なし

神津島

神津島

神津島

最新情報は
こちら　 ▶

天体望遠鏡で宇宙を覗いてみよう！
スターウォッチングツアー

※小学校3年生の以下の方は、
　保護者の方と一緒にご参加ください。

八丈島の秘境をご案内いたします。
滝つぼで泳ごう!!

●料金／10,000円
●対象年齢／8歳以上
●実施場所／八丈島秘境
●最少催行人数／1名様
●申込可能人数／5名様
●集合時間／9:00　
●所要時間／8時間
●料金に含まれるもの／保険代、装備一式
●予約締切日／前日20時まで
　　　　　　　（予約は電話にて受付）
●島旅クーポン／なし　山岳ガイド「山小屋」

8:00～20:00
090-2625-5459

企画会社名
営業時間
電話番号

体験型 大滝・三段の滝・
ポットホールツアー

※水着の着用及びラッシュガード、スパッツ等で
　肌を出さない服装

八丈島

3 本プランのお申込みお問い合わせは、直接各施設へご連絡ください。 当社ではご予約お問い合わせはお受けできません。　又、当社の旅行条件は適用されません。 お申込みに際しては各施設の契約条件　を必ずご確認ください。

島旅
クーポン
あり

島旅
クーポン
あり

島旅
クーポン
あり

島旅
クーポン
あり

グローバルネイチャークラブ
8:00～20:00（無休）

090-1533-1903(ガイド担当直通）

企画会社名
営業時間
電話番号

ガイド付きで大島を歩くと、壮大な「地球の物語」
を楽しめます。景色や動植物を観察しながらゆっ
くり歩きます。できる限りお客様のご要望にあわ
せて、その日最もお勧めのコースをご案内します。
●料金／6,600円～　
●対象年齢／何歳でも　
●実施場所／伊豆大島全域　●最少催行
人数／2名様　●申込可能人数／要相談
●集合時間／打ち合わせして決定
●所要時間／約４時間
●料金に含まれるもの／ガイド料、保険
●予約締切日／前日20:00まで
●島旅クーポン／通常料金6,600円→
　　　　　　　  割引料金6,000円

地球と遊ぼう！

ガイド付きジオツアー

神津島観光協会
8:30～17:30
04992-8-0321

オリジナル手拭いを片手に神津島めぐりのス
タンプラリーをしてみませんか。道案内のス
タッフも同行しますので安心です。

●料金／3,000円　●対象年齢／健脚な方
であれば年齢問わず参加できます。
●実施場所／神津島観光協会
●最少催行人数／5名様
●申込可能人数／10名様　●集合時間／
応相談●所要時間／約1時間
●料金に含まれるもの／オリジナル手拭
い、保険料
●予約締切日／5日前（応相談）
●島旅クーポン／通常料金3,000円→
　　　　　　　  割引料金2,500円

企画会社名
営業時間
電話番号

～神津島で「手ぬぐい
スタンプラリー」で島さんぽ～

東京とは思えない絶景が広がる天上山。経験
豊かなガイドが、天上山を舞台に皆さんを未
知の世界へご案内いたします。
●料金／大人 4,000円～　小人 2,000円～
●対象年齢／小学生以上（幼児は要相談）
●基本ルート／①【山頂ショートコース】６
合目から山頂までの往復（2.5h）  ②【半日
コース】６合目から不動池もしくは裏砂漠

（3.5h）  ③【一日コース】黒島登山口から登
り、見所を網羅（6.5h）
●最少催行人数／１名様
●申込可能人数／9名様
●料金に含まれるもの／
　ガイド料、保険
●申込締切日／当日可
●島旅クーポン／各500円引き

Full Earth (フルアース)
7：30～23：00
070-4364-3271

企画会社名
営業時間
電話番号

ネイチャーガイドと行く安心の山歩き
天上山ディスカバリーツアー

※登山口までは車で送迎いたします。

※歩きやすい靴でお越しください。
※雨が予想される時はレインウェアをご用意ください。

（一社）三宅島観光協会
8:30～17:30
レンタルサイクル（9:00～17:00）
04994-5-1144

企画会社名
営業時間

電話番号

企画会社名

大島レンタカー協会加盟店（あいうえお順）

●伊豆大島レンタカー　04992-2-2691 
●海洋レンタカー 04992-2-3039 
●トヨタレンタカー 04992-2-1611 
●元町レンタカー  04992-2-3172

詳しくは各社へお問い合わせください。

大島観光協会ホームページ
http://www.izu-oshima.or.jp/htmls/oshima.html#rentcar

・おしどりハイヤー 04994-6-1312
・三栄タクシー 04994-5-0511
・三宅島交通㈱ 04994-2-0291
・さくまタクシー 04994-8-5900

※要事前予約　三宅島の観光情報なら私たちに
　　　　　　　お任せください！

アイランドアイランド
アクティビティアクティビティ

トレッキングから、ゆったり散策 できる初心者向けのプランまで 
  ご用意しております。また、島 ならではの手作り体験メニュー

など多数ご用意 しております。

自然体験自然体験
癒し癒し&

神津島

神津島

最新情報は
こちら　 ▶

大島

島旅
クーポン
あり

天体望遠鏡や双眼鏡で星空観察！
好きな音楽を聴きながらの星見も最高です。
Bluetoothスピーカーをご用意します。

●料金／5,000円　●対象年齢／10歳～
●実施場所／三原山もしくは西側海岸
●最少催行人数／2名様
●申込可能人数／6名様　●集合時間／
20:00～　●所要時間／約2時間
●料金に含まれるもの／ガイド代、保険、
寝袋、お飲み物など
●予約締切日／前日20時まで
●島旅クーポン／通常料金5,000円→
　　　　　　　  割引料金4,500円

伊豆大島の星空を楽しもう！

※寝袋はご用意しますが、長ズボンを着用し
　温かい恰好でお越しください。

グローバルネイチャークラブ
8:30～18:00
04992-2-1966

企画会社名
営業時間
電話番号

大島

伊豆大島観光の気ままな旅に

レンタカー大島

三宅島

火山島三宅島の雄大な自然・歴史・史跡・神社・
郷土文化等…お客様のニーズに合わせて三宅島
の名所をご案内します。
●料金／1時間/5,300円～（4人乗り）
　　　　1時間/7,900円～（9人乗り）
●対象年齢／全年齢
●実施場所／三宅島内
●最少催行人数／1名様
●申込可能人数／9名様
●集合時間／指定可能
●所要時間／指定可能　オススメは3時間
●料金に含まれるもの／タクシーガイド料金
●島旅クーポン／なし

三宅島☆観光タクシー

※主な観光名所を貸切タクシーでご案内します。1時間
　単位で貸切ることができるのでお客様のスケジュー
　ルに合ったコースでご案内いたします

三宅島

坂の多い三宅島を自転車で快適に楽しんでいた
だく為、パナソニック製の電動アシスト自転車を
ご用意しました。海風を感じながら三宅島の絶
景をお楽しみください！
●料金／半日：1,500円（9:00～12:30/13:30～17:00）
　　　　全日：2,500円（9:00～17:00）
　　　　1.5日：3,500円（9：00～翌12:30まで）
●対象年齢／中学生以上　●実施場所／三宅
島観光協会窓口　●最少催行人数／1名様　
●申込可能人数／7名様　●集合時間／9:00
～17:00　●料金に含まれるもの／自転車、
ヘルメット　●予約締切日／当日可（当日は
お時間を頂く場合有）　
●島旅クーポン／各500円引き
　　　　　　　　※半日コースを除く

三宅島をまるごと制覇！
「電動アシスト」レンタルサイクル

4本プランのお申込みお問い合わせは、直接各施設へご連絡ください。 当社ではご予約お問い合わせはお受けできません。　又、当社の旅行条件は適用されません。 お申込みに際しては各施設の契約条件　を必ずご確認ください。


