TrueNorth

三宅島ドルフィンスイム&ダイビングツアー No.1
この度は、三宅島ドルフィンスイムツアーへのお申し込みありがとうございます。
黒潮海域の真只中に位置するその海の景観は見事なもの。
島情緒を存分に味わい、海のエネルギーに力をもらい、イルカの微笑みに癒される。
大迫力の三宅島の海と、癒しパワー満点御蔵島の海をダブルで楽しめるツアーです！

ツアー概要

予定スケジュール

集合場所 / 時間
東京湾 竹芝桟橋 交番前 21：00

★1 日目

・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

21:00

東京湾竹芝桟橋 交番前集合

22:10

乗船、出航、船中宿泊 (23:30 消灯)
消灯後は船室にてお早めにお休みください。

＊右の地図をご参照ください。

★2 日目
05:00

料金

￥63,000－

○含まれているもの：
宿泊代（１泊２食付）
、往復フェリー代（東海汽船２等クラス）
、
ドルフィンスイムボートチャーター代、2 ビーチダイビング代、
移動レンタカー代、施設使用料、船内毛布 1 枚、保険代
×含まれていないもの：
夏期繁忙期調整料金(7,8 月船代アップ料金) （￥2,625－（片道））
レンタル器材代、オプションドルフィンスイム代 (￥10,500－)、
オプションダイビング代(2 ビーチ¥12,600－、1 ビーチ¥7,350－)

宿で朝食を頂き、仮眠します。

AM

・軽器材(マスク、フィン、スノーケル、ブーツ)各 ￥525－
・ウエットスーツ ￥3,150－
・ボートコート \1,050－
・重器材（BCD・レギュ）¥4,725－

フリータイム(スノーケリングなど)
ビーチでスノーケリング、スキンダイビングなどをして
遊びましょう。昼食は海辺でお弁当をいただきましょう。

13:30

ドルフィンスイムへＧＯ ！(約 3 時間)
船の出航時間は、当日状況により異なります。

16:30

レンタル器材料金(※ツアー中 2 日間の料金です。)

三宅島桟橋到着―民宿チェックイン
朝食、仮眠

シャワー・フリータイム
夕涼みしながら島ののんびりとした時間を過ごしましょう。
島の温泉に行くことも可能です。

18:30

宿にて夕食
海の幸満点の豪華ディナーを頂きましょう。

お振込み先
三菱東京 UFJ 銀行・浦安駅前支店・普通口座・4 6 7 4 4 2 7 ・ユ)トルノス

20:30

山へ行き満天の星空や野生のオオミズナギドリ
を見にいきましょう！

キャンセル料について
お客様のご都合により、やむを得ずツアーをキャンセルなさる場合、
以下の定めにあるキャンセル料を申し受けますのでご了承ください。
※お申込完了後のキャンセルは￥3,150－を頂いております。
21 日～8 日前迄

7 日～3 日前迄

前々日～前日

ツアー当日

ツアー代金の
30％
持ち物

ツアー代金の
50％

ツアー代金の
80％

ツアー代金
全額

□着替え(※1)
□洗面具一式
□水着
□携帯電話充電器(※2)
□常備薬 (※3)

□タオル
□サンダル(※4)
□防寒具(※5)
□1 日目の朝食(※6)
□ドルフィンスイム器材一式(※7)
□ダイビング器材一式(※7)

1) シーズン中は暖かい気候ですが、夜山へ行くと大変寒くなるので、
ウィンドブレーカーやパーカーなどの長袖の上着もお持ちください。
2) 三宅島村内は基本的には圏内ですが、ところにより通じにくい場所もあります。
山は完全に圏外ですのでご了承ください。
3) 乗り物酔いが心配な片は必ず酔い止め薬をお持ちください。
島には薬局がありませんので、常備薬などは必ず予めご持参ください。
4) ヒール靴などは避け、履きなれた運動靴、または動きやすいサンダルなど
をお持ち下さい。
5) ドルフィンスイムでは雨が振ることもありますので、
ボートパーカーなどの利用をおススメします。
6) 2 日目の朝食時間では島の商店も開いてないのであらかじめご用意ください。
竹芝桟橋でもコンビ二等がご利用できます。
7) ウエットスーツ、マスク、スノーケル、フィンが必要です。
レンタルされる方は、竹芝桟橋集合時に器材をお渡しいたしますので
ツアー終了、解散時までは自己管理の程よろしくお願い致します。

フリータイム

22:30

宿にて就寝
明日に備えてお早めにお休みください。

★３日目
07:00
08:00

宿にて朝食
ダイビングへ出発
海況によりその日最適なポイントへ行きましょう。

09:00～

2 ビーチダイビング
三宅島のダイナミックな景観の海を
楽しみましょう！

12:30

シャワー、民宿チェックアウト、昼食
見晴らしのいい場所でお弁当を頂き、
お土産を買いにでかけましょう！

14:30

三宅島出航

20:30
(予定)

東京湾竹芝桟橋到着、解散
海況や船の運行状況によって
到着時間が多少遅れることがあります。

東海汽船について
大型客船 「かめりあ丸」

ツアー往復の船についてのご案内。

― 御蔵島、三宅島ツアー往復、利島ツアーの往路で利用します。
全長 102m、3,837 トン。旅客定員は 638 名。昭和 61 年 3 月竣工

設備
・
・
・
・

軽食レストラン(自動販売機)、売店コーナー(自動販売機)、コインシャワー
カップラーメンやお菓子、ビールやチューハイ、おつまみなどが買えます。
貸し出し毛布 1 枚 100 円で借りられます。
冷凍品などは船内冷蔵庫に預けることも可能です。

手荷物制限
三辺の和が、120cm 以下かつ、総重量 20kg 以下のもの(無料)

軽食レストラン(自動販売機)

御蔵島には港が北側にひとつしかなく、桟橋も小さいため、満潮時と波が重なったり、
北風や台風などの影響で海が荒れたときの着岸率は極めて低くなります。

ツアーでは基本的に 2 等船室になります。（「2 等和室」を優先的に予約し、満席の場合は「2 等イス」を予約）
他の等室へご変更希望の場合は「グレードアップ料金追加」にて変更可能です。時期により料金が異なりますので、
ご相談ください。 （※船の混み具合により予約できないこともございますので、お早めにご相談ください。）

高速ジェット船 「愛」「夢」「虹」

― 利島ツアーの復路で利用します。

高速ジェット船セブンアイランドは、水中翼で浮き上がって航行します。
その分、船体への海水の抵抗が少なくなるため、
時速約 80km のハイスピードで走行しながらも、波の影響を受けず、ほとんど揺れず船酔いする方も少なくなりました。
船内は飲食可能ですが、売店などはありませんので予め御用意ください。
船内では立ち歩き出来ませんが、船から窓の外を見るとそのスピード感に驚くでしょう。

手荷物制限

・三辺の和が、120cm 以下かつ、総重量 20kg 以下のものは無料ですが、
それ以上のものは、1 個につき（上限 30kg まで）\1,000 の超過料金がかかります。
・船内に持込める手荷物は、ハンドバッグ、傘などの身の回り品を除いてお 1 人様 2 個までです。
・キャスター付きのダイビングバックなどは超過料金がかかりやすいので避けましょう。
・サーフボード、ボディボードは 1 枚につき 1,000 かかります。（ロングボードはお持込できません）
・その他／盲導犬・聴導犬・介助犬の表示をしているもの・旅客が使用する車椅子等は無料でお持込みできます。

三宅島 ドルフィンスイム＆ダイビングツアー No.2
三宅島ツアー 東海汽船 かめりあ丸 航路
三宅島:5:00
下り便

竹芝桟橋 22:00
竹芝桟橋:20:30

御蔵島:6:00

八丈島:9:00

御蔵島:13:00
三宅島:14:00

上り便

八丈島 10:00

東海汽船は、竹芝→三宅島→御蔵島→八丈島→御蔵島→三宅島→竹芝 という航路でまわりますが、
海況が悪かったり風が強かったりした場合、東海汽船の三宅島行きは
「条件付(出航するけれど御蔵島に着けるかどうかわかりません、という状況。)」となります。
海況が悪く行きの御蔵島で着岸出来なかった場合は、そのまま八丈島を経由し、
Ｕターンして午後に三宅島に着岸する場合もあります。
午後便でも御蔵島に着くことが出来なかった場合は、残念ですがそのまま船に乗って竹芝へ戻ります。

ツアー中止及び、悪天候時のスケジュール変更になった場合のキャッシュバックに関して
阻止できない自然環境の問題に関する以下の状況の場合、御蔵島現地スタッフの方々と相談し、
ツアー引率スタッフの判断により、やむを得ずツアーを中止させていただく事がございます。

＊ 当日の海洋状況が悪く東海汽船が欠航してしまった場合。
＊ 到着日に三宅島への就航が困難であると判断した場合。
＊ 就航する可能性があるが帰りの日に船の欠航が著しく予想される場合。
＊ 船は着いてもドルフィンスイムやダイビングが出来ない海洋状況が著しく予想される場合。
●ツアー中止になった場合、ツアー代は全額返金させていただきます。

または次回日程の三宅島ツアー日程へスライドすることも可能です。
※ただし、お振込によるご返金をご希望の場合は、お振込手数料をご負担いただきますのでご了承下さい。
●ツアーは出発したけれど、悪天候時により、三宅島港に入港できずに引き返して来た場合は、ツアー中止となり、
ツアー代を返金いたしますが、基本手数料としてお一人様￥4,200-をご負担いただきますのでご了承ください。
●現地にて天候等によりドルフィンスイム中止の場合は、一回につき￥7,140-ご返金致します。
（オプションをお申し込みの場合は、オプション代を全額返金致します。）
●お客様のご都合で(体調不良なども含み)スケジュールに含まれる内容およびオプションをキャンセルされた場合、返金は致しかねます

帰りのフェリーが欠航した場合について
海洋状況により万が一帰り便が欠航になってしまった場合、現地での延泊となる場合があります。
延泊の場合、一泊につき追加料金 ￥8,400－がかかります。
海洋状況により帰り便が欠航になる可能性がある場合、予定日にお帰りになりたい場合は以下の対処法があります。
ただし、天候・海況により下記いずれの方法もご利用いただけない場合もございます。
1 ） 予定を早めて早朝 （下り便） の東海汽船で帰る
海況の悪化が予想され、最終日午後の帰り便が欠航になる可能性が高い場合は、早朝に三宅島に着く東海汽船に乗って
そのまま帰るという方法があります。
その場合は一度八丈島を経由した後 U ターンして東京へ戻ります。
＊未消化分のオプション費用は返金致します。
＊追加料金はかかりません。

三宅島 ドルフィンスイム＆ダイビングツアー No.3
２ ） 空路を利用して大島経由で帰る
午前 11：10 発のヘリコプターで大島へ行き（大島着 11：30）、大島から船便等を利用して帰る。

＊ヘリコプター＋東海汽船（大島～竹芝）の費用がかかります。
１） 三宅島－大島（東京愛らんどシャトル（ヘリコプター）） ￥11,340－
２） 大島－竹芝（東海汽船他、数便あります）2 等 ￥3,810－ 他
合計） ￥15,150－～
＊未消化分のオプション費用は返金致します。

３ ） 空路を利用して八丈島経由で帰る
午後 15：20 三宅島発～16：00 八丈島着のヘリコプターで八丈島へ行き、午後 17：30 八丈発～18：15 羽田着の ANA 便で東京へ帰る

＊ヘリコプター＋飛行機（八丈島～羽田）の費用がかかります。
1) 三宅島－八丈島（東京愛らんどシャトル/ヘリコプター）￥12,230
2) 八丈島－羽田（ANA 便）￥16,800
合計) ＝￥29,030～

４ ） 予定を早めて到着日の午後、東海汽船で帰る
到着日はまだ大丈夫でも、今後の海況の悪化が予想され翌日の帰り便が欠航になる可能性が高い場合は、
予定を早めて到着日の午前中にドルフィンスイムを行い、その日の午後の東海汽船に乗って宿泊せずにそのまま帰るという
手段を取る可能性もあります。

＊未消化分のオプション費用は返金致します。
＊追加費用はかかりません。

