TrueNorth

利島ドルフィンスイム&ダイビングツアー No.1
この度は、利島ドルフィンスイム＆ダイビングツアーへのお申し込みありがとうございます。
仲良しイルカのファミリーが生活する黒潮別天地の海と、椿や白百合の花が一面に覆う美しい山の絶景・・。
海も山も、利島の魅力を丸ごとご案内します！

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 20：30

★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

20:30

東京湾竹芝桟橋 交番前集合

22:00

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。

料金

★2 日目
07:40

利島桟橋到着

09:00

1 ボートダイビング

￥42,000－

○含まれているもの：
東京～利島往復乗船料（往:大型客船 2 等クラス 復:高速船）
、
ドルフィンスイムボートチャーター代、ドルフィンスイムガイド料、
1 ボートダイビング代、タンク、ウエイトレンタル代、
東海汽船内毛布代(1 枚)、施設使用料、昼食弁当代、保険代

船の出航時間は、当日状況により異なります。

11:30
×含まれていないもの：
レンタル器材代

ドルフィンスイムへＧＯ ！(約 2 時間)
船の出航時間は、当日状況により異なります。

13:30

レンタル器材料金(※ツアー中 2 日間の料金です。)

シャワー・昼食
お弁当を頂き、お土産を買ったりしましょう。

・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－

15:50

利島港出発 －高速ジェット船
途中、大島、久里浜に寄港します。
（大島着 16：20 /発 16：30）
（久里浜着 17：30 /発 17：35）

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。
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
20％

ツアー代金の
50％

ツアー代金の
80％

ツアー代金
全額

18:15

持ち物

□着替え(※1)
□洗面具一式
□水着
□携帯電話充電器(※2)
□常備薬 (※3)
□ログブック・C カード

フリータイム

□タオル
□サンダル(※4)
□防寒具(※5)
□1 日目の朝食(※6)
□日焼止め
□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) 利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 日目の朝食はあらかじめご用意ください。竹芝桟橋に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。

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。
到着時間が多少遅れることがあります。

利島 ドルフィンスイム＆ダイビングツアー No.2
利島ツアー 東海汽船 かめりあ丸 船航路
行
き
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海況が悪かったり風が強かったりした場合、東海汽船の利島行きは
「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。
利島は大島などに比べ、予定通り接岸できる確率が低くなっております。
さらに、大型客船よりも高速ＪＥＴ船のほうが接岸率が低くなります。

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、利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。
＊ 到着日に利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。

または他日程のドルフィンスイムツアー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、利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

神津島
10:0

利島 ドルフィンスイム＆ダイビングツアー No.3
帰りのフェリーが欠航した（しそうな）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、追加 ￥8,400 / 一泊がかかります。
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 大型客船 で帰る
海況の悪化が予想され、帰りの高速ジェット船が欠航になる可能性が高い場合は、
予定を早めて 12:45 発の大型客船に変更して帰る場合もあります。(大型客船のほうが高速ジェット線よりも就航率が良いため)
＊いずれかのプログラムが未消化だった場合の料金は返金いたします。
＜1 ボートダイビング料金（￥9,450－） ドルフィンスイム料金（￥7,140－）＞

＊追加料金はかかりません。

利島ツアー決行が難しそうな場合の代替について
大島ダイビングツアーに変更する
竹芝桟橋出港の際、すでに利島接岸が「条件付き」となっている場合、
はじめから利島へは行かずに行き先を大島に変更し、「大島ダイビングツアー」として遂行させていただくことも代替案のひとつです。
利島の接岸が条件付で未定の場合でも、大島は接岸することが多くあります。
ドルフィンスイムは出来なくなりますが、大島で 2 ビーチダイビングを行なうプランとして変更します。

＊ 利島ツアーが大島ツアーに変更になる場合、出発日前日の 17:00 までに変更のご連絡をさせて頂きます。
＊ 大島ツアーに変更になった場合、船代の差額分 ￥5,250－ をご返金いたします。
大島ダイビング
< 大島ツアーに変更になった場合のスケジュール >
22:00

竹芝桟橋 出航
↓

6:00

大島到着 （大型客船）

6:30

大島 ダイビングサービス チェックイン
朝食、仮眠

9:00～

AM 2 ビーチダイビング(大島)

13:00

ランチ、観光など （オプションダイビング ￥7,350－ 可）

16:20

大島出航 (高速ジェット船)
↓

18:15

竹芝桟橋 到着(予定)

※ または大型客船で帰る場合
14:05 大島出航

↓
19:45 竹芝桟橋 到着

