八丈島

▲

八丈富士
神湊港
●

●

底土海岸

ふれあい牧場

17

●

● 南原千畳敷
●

● 歴史民俗資料館

登龍峠
展望台

● 大坂トンネル展望台
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大坂トンネル展望台
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平均

地

名

平均最高気温

平均最低気温

降水量

八丈島

29.3℃

23.9℃

179.3mm

姫路（参考）

32.1℃

23.7℃

95.9mm

夏の服装で問題ありません。但し、海風等で寒さを感じることもござい
ますので、長袖をご用意いただく事をおすすめします。
●服装／朝食・昼食は通常の服装でかまいません。夕食時は右図の「カ
ジュアル」を参考に、少し
「おしゃれ」な服装でお越しください。

服装基準（ドレスコード）は、
夕食以降お守りいた
だくものです。日中は通常の旅行と同様に自由
な服装でお過ごしください。
夕食以降は初めての方でもお気軽にご参加いた
だけるよう
「カジュアル」
としております。

「 ラフになり過
ぎ な い 」ことが
ポイント。
カラフルな色使
いなど、
コーディ
ネートをお楽し
みください。

旅行代金には、運賃・客室代金・食事代金（飲み物は除く）
・船内イベント（
一部除く）参加代金などが含まれています。別途お支払いが必要な船内
での個人的なご飲食やお買物などのお支払いは、
ご利用の際に現金また
はクレジットカードがご利用いただけます。

襟のあるシャツ、長ズボンといったラフになり過ぎ
ない服装。Tシャツ、タンクトップ、ランニングシャ
ツ、ショートパンツ、ラフなジーンズや運動靴はご
遠慮ください。
リゾート地で過ごすようなお洒落な服装。ラフな
ジーンズやショートパンツはご遠慮ください。ま
た、バックストラップのないミュールやピンヒー
ルの履き物は歩行音が大きく、船上では危険な
のでご遠慮ください。

〈各種サービス一覧〉
スライディングルーフ

8階

スポーツバー

7階
6階

ダイニング「春日」/ 寿司バー

5階
4階
3階
2階
1階
B1

カジノ / ラウンジ
ドルフィンホール
ステートルーム

グランドバス

プール / リドテラス
シアター

ラウンジ

ショップ / ライブラリー
ステートルーム
ステートルーム
メインダイニング「瑞穂」

●電話・電報・ファクシミリ・テレックス／（日本から370km以内の海域では衛星船舶電話〈公衆電話〉がご利用いただけます。
ファクシミリ・テレックスによる連絡も可能です。）
●ユーティリティルーム／温水・製氷機がございます。ご自由にお使いください。
●セルフランドリー・
ドライルーム／洗濯機・乾燥機・アイロン・洗剤を自由にお使いいただけます。
●自動販売機コーナー／清涼飲料、
ビール、たばこ、
フィルムなどの自動販売機を設置しています。

サンデッキ
ジム＆スタジオ スパ＆サロン
スイートルーム
デラックスルーム
ステートルーム
ステートルーム
メインエントランス
ステートルーム

ホライゾンラウンジ

ネプチューンバー

ステートルーム

〈データ〉

総トン数／22,472トン 客船定員／524名 主機関／ディーゼル10,450ps×2基
全長／166.6m 全幅／24.0m 吃水／6.6m 船内電源／100ボルト・60Hz

航海能力／21ノット

登龍峠展望台

オプショナル
ツアー

C・D

正面に八丈富士と八丈小島、眼下に三根の町並みが広がり、
晴れた日には右手の海上に、三宅島や御蔵島のシルエット
が浮かぶ。夕暮れ時はシルエットになった八丈富士と町の明
かりがロマンチック。
各ツアー共通
ツアー名

陣屋跡（玉石垣）

オプショナル
ツアー

A

玉石垣は、八丈島の中で一番古く、規模・美しさともに秀逸で
す。これらの玉石は、流人たちが一日の糧を得るために前崎
ヶ浜や横間ヶ浦からひとつひとつ運んできたものとされ、島
の歴史を語る上でも貴重なものといえます。

八丈富士

オプショナル
ツアー

標高854ｍの美しい円錐形をした山。なだらかな山肌には広
大な牧場があり、環状道路が整備されています。

主な観光地

旅行代金（お一人様）大人・小人同額

定員

昼食

午前・午後
約３時間

歴史民俗資料館・陣屋跡（玉石垣）
・
島内名産のお買いもの など

5,000円

午前・午後
各30名

船内昼食

八丈島の自然を探訪する

午前・午後
約３時間

八丈植物公園・南原千畳岩海岸・
島内名産のお買いもの など

5,000円

午前・午後
各30名

船内昼食

八丈島の温泉と展望めぐり

午前・午後
約３時間

登龍峠・温泉入浴・島内名産のお買いもの など

5,500円

午前・午後
各30名

船内昼食

12,000円

30名

昼食付

7,000円

午前
30名

船内昼食

6,000円

午前・午後
各10名

船内昼食

（半日コース）

（半日コース）

八丈島一日観光と郷土料理の昼食

（１日コース）

八丈富士を歩こう！

（半日コース）

シュノーケル＆フィッシュウォッチング

（半日コース）

八丈島観光タクシープラン

約6時間
午前
約3時間
午前・午後
約３時間
約4.5時間

歴史民俗資料館・八丈植物公園・
島内名産のお買いもの など
八丈富士（現地ガイド同行）

距離：約2.5㎞ 時間：約2時間 高低差約400m
※プラン企画会社所有の車両にて送迎

底土海岸（現地インストラクター同行）

※プラン企画会社所有の車両にて送迎
※寄港地により、海岸が変更となる場合があります。

ドライバーと相談の上、ご自由に観光を
お楽しみください。
（島内昼食代・入場料別途）

１台
当たり

タクシー
ジャンボ

30,000円
40,000円

90日前から61日前まで（6月20日まで）
60日前から41日前まで（7月10日まで）
40日前から21日前まで（7月30日まで）
20日前から前日
（8月19日まで）

無連絡不参加・旅行参加後の前途放棄

八丈島の歴史を探訪する

（半日コース）

91日前まで（5月21日まで）

出発日当日の取消し

八丈島オプショナルツアー（別代金/おひとり様）
所要時間

E

■旅行代金に含まれないもの
その一部を例示いたします。
①飲物代、
クリーニング代、電報・電話料、心付、その他追加飲
食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
②傷害、疾病に関する治療費。
③ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。
④希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金。
■取消料について
お申し込み後、お客様の都合による取消の場合、次の取消料
を申し受けます。
●取消料（お一人につき）

タクシーは4名まで
ジャンボは8名まで

船内昼食
又は
島内自由食

※Ⓐ〜Ⓕのコースにおける旅行代金は、交通費および観光地にかかる入場料が含まれています。
（Ⓓは昼食代も含まれます。）※いずれのコースも定員（Ⓖは所定の台数）になり次第、締め切りとなります。
※各コースの最少催行人員は右記の通りです。Ⓐ〜Ⓓ…各20名、Ⓔ・Ⓕ…各2名、Ⓖ…1名※オプショナルツアーの主な観光地は予定です。一部変更になる場合もありますが、詳細は後日お送りする行程表でご案内させていただきます。

■旅行代金のお支払いについて
旅行代金は旅行出発日の前日から起算して91日目にあたる
日
（5月21日）
までにお支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
旅行中の交通費・宿泊費・食事代・入場料・拝観料・消費税等
諸税は旅行代金に含まれています。但し、特殊コースのため
食事代・入場料・拝観料を含まない場合はパンフレット内各
コースに記載します。なお当社は旅行特別補償保険に加入
しています。

豊

岡

取消し日はお客様が当社の営業日、営業時間内にお申し出
いただいた時を基準とします。
■旅行日程・旅行代金の変更
運送機関のスケジュール、気象条件その他不可抗力による
事由でまた運送機関の運賃・料金の改定により、旅行日程・旅
行代金を変更する場合があります。

豊岡駅前

城

崎

■旅行の中止・最少催行人員について
■旅行条件の基準期日
最少催行人員（250名）
に満たない場合、及び運送機関の大
この旅行条件は、2014年1月1日を基準としています。その
幅なスケジュール変更等により予定通りの行程が実施不可能
他の事項については、募集型企画旅行約款、旅行条件書によ
になった場合は、旅行を中止する場合があります。その場合は
ります。旅行代金には消費税等諸税が含まれています。
お申し込み金及びすでにお預かりした旅行代金の全額をお返 ■個人情報の取扱いについて
しいたします。最少催行人員に満たない場合の旅行中止はご
●当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申
出発の30日前までにご連絡致します。
込書に記載された個人情報について、お客様との連絡に使
■添乗員など
用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行に
添乗員が同行します。
おいて運送・宿泊機関等の提供するサービス手配及び、そ
●添乗員の業務は、
原則として8時から20時までといたします。
れらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で
●一部コースについては、
現地到着時より、
現地出発まで同行
利用させていただきます。
その他当社及び販売店では、①
する場合があります。
この場合、
集合場所まで及び解散場所
会社及び会社と連携する企業の商品サービス、キャンペー
からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お
ンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願
客様が旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客
い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統
様自身で行っていただきます。
■特別補償
計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただく
お客様が旅行中、急激かつ外来の事故により生命・身体又は
ことがあります。
荷物の上に被られた一定の損害についてはあらかじめ定める
●当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住
額の補償金及び見舞金を支払います。
所、電話番号、又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡
■旅程保証
にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グ
旅行契約内容に重要な変更が行われた場合は、旅行業約款（
ループ企業との間で、共同させていただいています。当社
募集型企画旅行契約）規定によりその変更の内容に応じて旅
グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容
行代金の1％〜5％に相当する額の変更補償金を支払います。
等のご案内、
ご購入いただいた商品の発送のために、
これ
ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、
を利用させていただくことがあります。
旅行代金の15％を限度とします。また、一旅行契約について
の変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払
いません。
■免責事項
次の場合当社では賠償の責任は負いません。
●天災地変等不可抗力による事由によって生じた障害
●盗難・傷害・疾病などで、お客様の故意または過失によって生じた損害。
●お客様の法令または公序良俗に反する行為によって生じた損害。
●運送・宿泊機関など、当社以外の責めによって生じた損害。

出

石

（0796）23-2286 （0796）23-2287 （0796）32-2021 （0796）52-3011

本社観光課

和田山

村

岡

湯

兵庫県知事登録旅行業

2-670号

村

（079）662-2131 （079）672-2063 （0796）98-1001 （0796）92-0137

2014年8月20日㈬〜8月22日㈮ 夏休み

兵庫県養父市八鹿町八鹿113-1
総合旅行業務取扱管理者/村上 宣人

3日間

募集人員

「大人を幸せにする海の上の国 −海の上に浮かぶもう一つのにっぽん−」
をブランドコンセプトに船体や船内の改装だけでなく、海の上で
「大人の贅沢な時間」をどなたでも楽しんで頂けるよう、
お客様の求める様々な楽しみ方に応える
最新のサービス、設備を持つ客船です。

明治40年(1907)に竣工した全長151mのトンネルで、坂下と
呼ばれる大賀郷と坂上と呼ばれる樫立を結ぶ島の重要な生活道
路。このトンネルの大賀郷側からは、大きく裾野を広げる八丈富
士や黒々とした玄武岩が広がる南原千畳岩海岸、青い海に浮か
ぶ八丈小島が一幅の絵を見るかのように並び、その壮大で秀麗
な展望は八丈八景のひとつにも数えられています。

■募集型企画旅行契約
●この旅行は全但バス（株）
（ 以下「当社」といいます）が企
画・募集し実施する国内旅行であり、
この旅行に参加され
るお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することに
なります。
●募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載さ
れる条件のほか、
ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条
件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業
約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申し込み及び契約の成立について
●旅行のお申し込みは、所定の申込書にご記入の上、申込金
を添えてお申し込み下さい。旅行契約は申込金をいただ
いた時に成立したものとします。
●電話での予約申込の場合は、翌日から3日以内に上記の申
込手続きをお願いします。この場合にも、申込金をいただ
いた時に旅行契約が成立したものとします。
（インターネットでのお申込みの場合は、旅行代金全額の
お支払いが必要となります。）
●申込金は旅行代金、取消料または違約金の一部として取り
扱います。
●申込金（お一人につき）

姫路港発

カジュアル

船内には歯みがきセット、
シャンプー・リンス・石鹸・レザー・ヘアブラシなど
の洗面用品、
タオル・ヘアドライヤー・スリッパ・ポット・茶器がございます。

対応可能な客室数などに制限もございますので、お申し込み時に必ず
お問い合わせください。但し、電動車椅子は船内ではご使用いただけま
せん。また、通船で上陸しますので、安全上の理由から、車椅子に乗った
ままでの上陸はお断りさせていただいています。八丈島での停泊中は、
船内にてお寛ぎ下さい。

但馬からバスにてご送迎

清潔感あるリゾートでの装いをイメージ

女性

オプショナル
ツアー

ドレスコードのご案内

男性

玉石垣

東京都亜熱帯区

東京の南方287キロメートルの洋上に浮かぶひょうたん型の島
1年の平均気温が .8度で﹁常春の島﹂とも呼ばれる温暖な気候
高い透明度を誇る大海原に︑島のシンボルである八丈富士
数多く残る自然と独特の文化を満喫できる南国の楽園です

八丈島・神湊港
入港 8月21日 9：00
出港 8月21日 18：00

八丈 島

姫路港
出港 8月20日 10：00
入港 8月22日 17：30

350名

