
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □本社（東京支店） TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び同法第12条の5に定
める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの上、
必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、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。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降～8日目に当た
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目に当たる日以降～前々日に当たる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後又は無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件とご注意　■宿泊施設は特に明記してあるものを除きバスタブ・トイレ付きのお部屋です（大浴場などの施設がある場合、シャワーのみ、あるいはバスタブ・シャワーなしのお部屋となる場合があります）。　■おひとりでご参加の
お客様は、1名室利用追加代金にて承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降の現地合流、離団はお受けすることが出来ませんので、なるべく早め
にお申し出ください。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　■マークの説明　H=飛行機　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

ご旅行条件は、2022年11月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

世界自然遺産　小笠原諸島・父島と母島への旅 6日間
人気のホテルホライズンに3泊

小笠原の魅力を凝縮した父島に滞在
「東洋のガラパゴス」と比喩されるほど、島独自の美しい自然景観を
もつ小笠原。そんな自然豊かな小笠原の魅力が凝縮されているのが
主島「父島」です。今回は、父島に滞在しながら、なるべく歩く距離
を少なくし、なおかつ小笠原の大自然をお楽しみをいただけるプロ
グラムを、現地ネイチャーガイドと相談しながら設定しました。ま
た、近いながら雰囲気が全く異なり、青い海や美しい山が魅力の母
島へも、父島より日帰りでご案内します。

東京 小笠原諸島

有史以来、大陸と一度も陸続きになったことがなく、いまだ船でしか訪問することのできない神秘と奇
跡の海洋島「小笠原」。偶然にたどり着いた動植物だけがのびのびと進化を遂げたため、独自の生
態系が残り、世界自然遺産に登録されています。このたびは、自然にストレスを与えないよう、募集
人数は14名様限定とさせていただきます。

ツアープランナーより

�◯小笠原の魅力を凝縮した父島に滞在。
���◯上皇、上皇后両陛下もご宿泊された
ホテルホライズンを確保。

���◯「おがさわら丸」での船旅。

ここにご注目  旅のポイント

境浦と二見湾　© 小笠原村観光局

離島を訪ねて

ボニンブルーの海（イメージ）

父島・ネイチャーウォーク（イメージ）

小笠原から眺める夕日（イメージ）
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14名様限定
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上皇、上皇后両陛下もご宿泊されたホテルホライズンを確保

小笠原ブランドはお土産にぴったりです

宿泊施設が少なく、客室数が少ない小笠原の中で、最も設備が整ったホテルホライズン
を確保しました。上皇、上皇后両陛下がご宿泊されたホテルの目の前に広がる扇浦海岸
やその奥に広がる二見湾の水平線をお楽しみください。

小笠原は、東京から南へ約1000kmも離れていることから、植生
が本土とは大きく異なります。一定の品質を認められた認定マー
ク「小笠原ブランド」のついた、小笠原産のはちみつやとうがらし、
レモンやパッションフルーツ、お菓子など、こだわりの商品はお
土産にぴったりです。

ホテルホライズン（外観）

小笠原ブランド認定マーク

ホテルホライズンの客室・スタンダードルーム（イメージ）

「おがさわら丸」に乗船
竹芝港と父島・二見港を片道24時間で結び、東京出港は午前11時とゆとりの出発で、朝
のラッシュアワーを避けることができます。横揺れ防止装置のフィンスタビライザーを
装備し、揺れに強いのも特徴です。

小笠原名物 出港時のお見送り

おがさわら丸

おがさわら丸の特一等室（イメージ） ©小笠原村観光局

「おがさわら丸」
人気の

貨客船に乗船

■最少催行人員：10名様　■食事：朝食3回、昼食3回、夕食3回　
■添乗員：竹芝桟橋ご出発から竹芝桟橋ご到着まで同行します。　
■ホテル：父島／ホテルホライズン（洋室）　
■利用交通機関：小笠原海運おがさわら丸、ははじま丸、くろしお丸

1
竹芝桟橋10：00集合（おがさわら丸）11：00発F
午前、竹芝桟橋にて集合。小笠原へ向け出航。
� （船中泊）sss

2

父島11：00着F（ボートツアー）F（南島）
午前、小笠原の父島に到着。着後、小笠原の青い海を満
喫するボートツアーへご案内します（注1）。（12、1月を
のぞく）海況が良ければ、美しい無人島「南島」への上陸チャ
ンスもございます（注2）。 � 【3連泊】（父島泊）shy

3

父島（ネイチャーガイドと巡る）　午前、ネイチャーガイドと、ウェ
ザーステーション展望台、長崎展望台、境浦、扇浦を巡ります（一
部車窓のみ）。午後、世界自然遺産区域の森へ。ネイチャーガ
イドから小笠原の生態系の説明を聞きながら、独自の進化をと
げた動植物を観察します（注3）。 � （父島泊）aly

4

父島07：30発F母島F父島16：00　朝、ははじま丸ま
たはくろしお丸にて、母島へ（朝食はお弁当となります）。午前、
母島の島内観光。混乗バスにて、戦前の小学校跡など島内の
見どころをご紹介し、自由行動（昼食も、お弁当となります）。
午後、父島へ。夕食は、ホテルにて。 � （父島泊）lly

5 父島15：00発F（おがさわら丸）　出発まで、自由行動。午後、
父島を出航。竹芝桟橋へ向かいます。 � （船中泊）ass

6 竹芝桟橋15：00着　午後、竹芝桟橋に到着。 � sss
（注1）3月21日出発につきましては、5日目の午前中にボートツアーへご案内し、
2日目の午後は自由行動となります。
（注2）海況が悪く、船が出港できない場合には、2日目とは異なるポイントの森
の自然観察にご案内します。また、南島上陸時は、岩肌を登る必要があるため、
船長が上陸困難と判断した場合は、船でお待ちいただく場合がございます。
（注3）車で自然観察ポイントを回り、下車して森の中に入ります。トレッキング
やハイキングほど歩くことはございません。

集合・日数・出発日 旅行代金
【竹芝桟橋集合・6日間】　12月2日（金）, 1月18日（水）
おがさわら丸2等寝台利用時
（上下二段ベッド、バス・トイレはございません）　 ¥288,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥40,000にて承ります）

おがさわら丸1等船室利用時
（個室、8.8㎡、バス・トイレはございません） ¥338,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥52,000にて承ります）
※別途燃油調整金がかかります。燃油調整金は約2ヶ月前に決定いたします。
おがさわら丸特1等船室利用時
（個室、19.1㎡、バス・トイレ付）　 ¥368,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥76,000にて承ります）
※別途燃油調整金がかかります。燃油調整金は約2ヶ月前に決定いたします。

【竹芝桟橋集合・6日間】　2月18日（土）, 3月8日（水）,
3月21日（火）, 4月8日（土）, 6月16日（金）
おがさわら丸2等寝台利用時
（上下二段ベッド、バス・トイレはございません）　 ¥298,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥40,000にて承ります）

おがさわら丸1等船室利用時
（個室、8.8㎡、バス・トイレはございません） ¥348,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥52,000にて承ります）
※別途燃油調整金がかかります。燃油調整金は約2ヶ月前に決定いたします。
おがさわら丸特1等船室利用時
（個室、19.1㎡、バス・トイレ付）　 ¥378,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥76,000にて承ります）
※別途燃油調整金がかかります。燃油調整金は約2ヶ月前に決定いたします。

【竹芝桟橋集合・6日間】　7月12日（水）
おがさわら丸2等寝台利用時
（上下二段ベッド、バス・トイレはございません）　 ¥315,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥40,000にて承ります）

おがさわら丸1等船室利用時
（個室、8.8㎡、バス・トイレはございません） ¥365,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥52,000にて承ります）
※別途燃油調整金がかかります。燃油調整金は約2ヶ月前に決定いたします。
おがさわら丸特1等船室利用時
（個室、19.1㎡、バス・トイレ付）　 ¥395,000
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥76,000にて承ります）
※別途燃油調整金がかかります。燃油調整金は約2ヶ月前に決定いたします。
ホテルホライズン　スイートルーム利用　　お1人様あたり ¥35,000 （2名様利用のみ）
ホテルホライズン　デラックスルーム利用　お1人様あたり ¥20,000 （2名様利用のみ）


