
出発の前に予約しておくと、とってもお得！！
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那覇

南城 本部町

恩納村

南城 斎場御嶽＆久高島ガイドツアー
せいふぁーうたき

ナガンヌ島日帰りツアー オーシャンウォーク

美ら島終日観光バスツアー 青の洞窟シュノーケリング

那覇からクルーザーで約30分！慶良間諸島シュノーケリング クエフ島半日シュノーケル＆海水浴ツアー

パラセーリング

専門ガイドと歩くガンガラーの谷ツアー 水納島わくわく
ボートシュノーケリング＆日帰り海水浴

大型クルーザーで行く！！
美ら海体験ダイビング＆シュノーケリング

那覇

那覇 那覇那覇

那覇 那覇

印の石垣島発観光オプショナルプラン共通のご案内印の石垣島発観光オプションご利用のお客さまに送迎のご案内
※5歳以下の幼児につきましては、大人1名につき幼児1名が無料となります。
　（但し、各コースのお座席・食事代・入園代の用意はありません。）幼児2名からは別途こども料金
を申し受けます。　
※各コースとも天候不良や潮の干満などにより中止または行程が前後する場合があります。
　また、行程が西表島と竹富島が前後する場合があり、昼食場所も変更となる場合があります。
※竹富島でのグラスボートは天候不良などにより欠航となった場合は、水牛車観光又はお土産
の品を差し上げます。

運営会社：石垣島トラベルセンター　TEL：0980-83-8881
（離島ターミナル営業所 営業時間 7：30～18：00）

★ ★※石垣一周定期観光バスオプション除く。
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石垣島

【西表島・由布島・竹富島】
 3島めぐり石垣島 石垣島★

宮古島

石垣島 石垣島石垣島

宮古島 宮古島

石垣島

石垣島

石垣島

池間島グラスボート

【西表島】マリユドゥの滝
  由布島と星砂の浜
★★

【竹富島】水牛車と
 珊瑚礁めぐり

★ 波照間日帰りコース 石垣一周定期観光バス★★

サンセットクルーズバーベキュー★

伊良部大橋と島のえき
ゆったりめぐり

ティンガーラクルーズ幻の島上陸ツアー

ビーチシュノーケリング

【西表島・由布島・小浜島・竹富島】
4島めぐり

事前購入

那覇空港と恩納村・名護・本部エリア
を結ぶシャトルバスです。
沖縄エアポートシャトルバスは那覇空港⇔那覇市内区間のみ及び、
ハナサキマルシェ前⇔備瀬フクギ並木入口のみの乗降ができません。 運行会社：沖縄エアポートシャトルLLP※5歳以下の未就学児は無料です。（小学生以上1名につき1名まで）

■設定期間：2020年4月1日～9月30日
料金（おひとり様）
3日間
5日間

大人（中学生以上）
¥3,900 
¥4,900 

こども（6歳～小学生）
¥2,900 
¥3,900 

OPコード
K81aa
K81ab

3日間・5日間沖縄エアポートシャトル 乗り放題パス ■ご案内   
※フリーパス3日間はご利用開始日から3日間、フリーパス5日間はご利用開始日か
ら5日間有効です。
※利用便の事前予約はできません。満席時は乗車いただけない場合もございます。
※渋滞等の事由により、遅延する場合もございます。予めご了承下さい。
※一部のバス停は乗車または降車のみ可能です。また、便によっては通過するバス
停があります。運行ルート・時刻表等、詳しくはエアポートシャトルのホームページ
をご覧ください。
※ご利用にならなかった場合でも払戻しはございません。
※搭乗便との乗り継ぎは往路40分、復路60分以上おとりください。

■設定期間：4月1日～10月31日の月・水・金・土・日曜日

■おひとり様
大人

こども（4～11歳） ￥9,500
幼児（3歳以下） ￥3,500

￥10,500

イメージ（H）イメージ（H）

OPコード：K8707事前予約

●出発時間
　①10：00　②12：00
　③14：00　④16：00
※ご予約時にお選びください。
●集合場所・時間
　出発の10分前にガジュマル広場奥の洞窟（ケイブカフェ）内
●所要時間　約1時間20分
■ご案内
※森の中の歩道を1kmほど歩きます。歩きやすい履物でお越しください。
※当日の天候により中止となる場合がございます。
※ツアー中はトイレがございませんので出発前にお済ませください。

イメージ（H）イメージ（H）

運営会社：株式会社南都　TEL：098-948-4192

※保護者同伴の中学生以下は
　無料となります。

■おひとり様
大人

高校生～大学生 ￥1,500

￥2,500

OPコード：①K8715　②K8716
              ③K8717　④K8718

事前予約

■おひとり様
大人

こども（6～11歳）
￥4，30０
こども（5歳）
￥3，40０

￥5，3００

事前予約 OPコード：①K8726　②K8727　
■設定期間：4月1日～10月31日

●集合場所・時間   出発30分前までに渡久地港内オーシャンスタイル
　※送迎等はついておりません。
　①4/1～7/19、9/21～10/31  10：00発   
　②7/20～9/20  9：30発　
●所要時間　約5時間
●費用に含まれるもの   高速船往復乗船代、ボートシュノーケリング実施代、保険代
■ご案内
※水納島滞在中、水中メガネ、シュノーケル、ライフジャケットを無料で貸出致します。
※当日の海況、諸事情により中止や内容が変更となる場合がございます。
             運営会社：株式会社オーシャンスタイル　TEL：0980-47-5804

イメージ（H）イメージ（H）

運営会社：有限会社NEWS　TEL：098-891-9090

●出港時間　①9：00　②13：30　●集合場所・時間　三重城港・出港時間の約30分前　●所要時間　約3時間
●費用に含まれるもの　乗船代、器材レンタル代、保険代　●ご持参いただくもの　水着、タオル、着替え等
■ご案内　※妊婦のお客様はご参加いただけません。
※18歳未満の方のみでご参加の場合、事前に申込書への保護者のご署名が必要です。
※那覇市内にご宿泊のお客様は送迎が可能です。(一部除外ホテル有り)運営会社に前日までにお客様ご自身でご連絡ください。
※当日の海況、諸事情により中止や内容が変更となる場合がございます。

イメージ（H）イメージ（H）

OPコード：①Ｋ8774　②Ｋ8775事前予約
■設定期間：4月1日～10月31日

■おひとり様

※6歳未満、65歳以上の方はご参加できません。

大人（12～64歳）

こども（6～11歳）

7～9月

￥4,800
￥4,000

4～6、10月

￥3,800
￥3,000

■設定期間：４月１0日～１０月３１日
OPコード：K8779　事前予約

イメージ（H）イメージ（H）

運営会社：株式会社とかしき　TEL：098-860-5860

※3歳未満の方はご参加できません。

■おひとり様

大人・こども（3～11歳）同額

7～9月

￥5,900

4～6、10月

￥4,900

●出港時間　9：00発　●集合場所・時間　那覇泊港北岸 Happy Island号前・出発時間の30分前 
●所要時間　約3.5時間　●費用に含まれるもの　乗船代、器材レンタル代、シュノーケル講習代、ガイド代、保険代
●ご持参いただくもの　水着、バスタオル、日焼け止め、サンダル等
■ご案内　※ご妊娠されている方はご参加いただけません。3歳以下のお子様のご乗船をお断りする場合もございます。
※クエフ島には桟橋がないため、バナナボート・ゴムボートで上陸します。
※環境保全の為、島内への飲食物の持込はご遠慮ください。
※当日の海況、諸事情により中止や内容が変更となる場合がございます。

■設定期間：4月1日～10月31日
OPコード：①K8709　②K8710事前予約

■設定期間：4月1日～10月31日
OPコード：①K8786　②K8787　③K8788　④K8789事前予約

イメージ（H）イメージ（H）

美ら海水族館入場チケット付

運営会社：株式会社セルリアンブルー　TEL：098-941-6828

●出発場所・時間
①パレット久茂地前8：30発
②Tギャラリア沖縄9：00発
※ご予約時にお選びください。※3歳未満は無料となります。

●行程　那覇→古宇利島（約20分）→沖縄美ら海水族館（約150分）→
　御菓子御殿（約30分）→万座毛（約20分）→琉球村（約70分）→
　Tギャラリア沖縄（18：30頃着）→パレット久茂地（18：50頃着）

●費用に含まれるもの　バス代、沖縄美ら海水族館入館券代、
　琉球村入村券代、バスガイド代
■ご案内　※下車観光は全て自由行動となります。
※昼食は含まれておりませんので、美ら海水族館の自由行動中各自にてお取りください。
※取消料はご利用の10日前より発生いたします。

■おひとり様
大人

こども（3～11歳）

￥3,700

￥5,700

■おひとり様
大人・こども同額

￥7,000
※5歳未満の方、体重20ｋｇ未満
　の方はご参加できません。

■設定期間：4月1日～10月31日
OPコード：①K8790　②K8791　③K8792　④K8793事前予約

■おひとり様
大人・こども同額

￥3,680
※8歳未満の方、身長100ｃｍ
　未満の方はご参加できません。

●出港時間　①9：00　②11：00　③13：30　④15：30
●集合場所・時間　三重城港・出港時間の約15分前
●所要時間　約1時間～１.5時間（乗船人数により変動します）
●費用に含まれるもの　乗船代、保険代
●ご持参いただくもの　濡れても良い服装、タオル、ビーチサンダル等
■ご案内   
※ご妊娠されている方はご参加いただけません。
※18歳未満の方のみでご参加の場合、事前に申込書への保護者のご署名が必要です。
※当日の海況、諸事情により中止や内容が変更となる場合がございます。 

運営会社：有限会社NEWS　TEL：098-891-9090

イメージ（H）イメージ（H）

●出港時間　①8：00　②10：00　③12：00　④14：00
●集合場所・時間　恩納村前兼久漁港・出港時間の30分前
●所要時間　約2時間
●費用に含まれるもの　ガイド代、保険料、マスク、スノーケル、フィン、
　ウェットスーツ、ライフジャケット、魚のえさ
●ご持参いただくもの　水着着用の上、バスタオル、ビーチサンダル、
　着替え等（シャワールームはございません）
■ご案内　※ご妊娠、てんかん、糖尿病、肝臓障害、当日の飲酒などがある方、
　外国籍の方で日本語の理解が難しい方はご参加いただけません。
※ご予約時に参加者全員の名前・年齢・身長・体重・足のサイズ・度付きマスク
　の有無（視力）・宿泊ホテルをお知らせください。
※未成年の方は、同意書に保護者の署名が必要となります。
※当日の海況、諸事情により中止や内容が変更となる場合がございます。

運営会社：株式会社セルリアンブルー　TEL：098-941-6828

イメージ（H）イメージ（H）

※取消料はご利用の10日前より発生いたします。

■おひとり様
OPコード：①K8722　②K8723　③K8724　④K8725事前予約

■設定期間：4月1日～10月31日

大人

こども（4～11歳）

7～9月

￥5,500
￥4,500

4～6、10月

￥4,200
￥3,200 イメージ（H）イメージ（H）

運営会社：株式会社とかしき　TEL：098-860-5860 運営会社：有限会社NEWS　TEL：098-891-9090 運営会社：有限会社NEWS　TEL：098-891-9090

●出港時間　①9：00　②13：30
●集合場所・時間　三重城港内受付カウンター・出港時間の30分前
●所要時間　約３時間   
●費用に含まれるもの　乗船代、器材レンタル代、保険代 
●ご持参いただくもの　水着、タオル、着替え等

■設定期間：４月１日～１０月３１日
OPコード：①Ｋ8780　②Ｋ8781事前予約

■設定期間：４月１日～１０月３１日
OPコード：①Ｋ8782　②Ｋ8783　③Ｋ8784　④Ｋ8785事前予約

■おひとり様

大人・こども
同額

7～9月

￥8,600

4～6、10月

￥7,600

※10歳未満、60歳以上の方は
　ご参加できません。

■おひとり様
大人・こども同額

￥6,000

※8歳未満、60歳以上の方は
　ご参加できません。

■ご案内
※体験後当日に飛行機に乗る方、ご妊娠されている方はご参加いただけません。
※18歳未満の方のみでご参加の場合、事前に申込書への保護者のご署名が必要です。
※那覇市内にご宿泊のお客様は送迎が可能です。（一部除外ホテル有り）
　運営会社に前日までにお客様ご自身でご連絡ください。
※当日の海況、諸事情により中止や内容が変更となる場合がございます。 

●出港時間　①10：00　②13：00　③13：30　④15：30
●集合場所・時間　三重城港内受付カウンター・出港時間の15分前
●所要時間　約1時間～１.5時間（乗船人数により変動します）
●費用に含まれるもの　乗船代、器材レンタル代、保険代
●ご持参いただくもの　水着、タオル、日焼け止め等
■ご案内
※体験後当日に飛行機に乗る方、ご妊娠されている方はご参加いただけません。
※18歳未満の方のみでご参加の場合、事前に申込書への保護者のご署名が必要です。
※当日の海況、諸事情により中止や内容が変更となる場合がございます。 
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●行程　バスターミナル（9：30頃）→桃林寺（車窓）→
　唐人墓（約10分）→川平公園（約40分）→
　ヤマバレ牧場・ポーザーおばさんの食卓（軽食約40分）→
　米原ヤシ林（約20分）→玉取崎展望台（約15分）→石垣空港→
　バスターミナル（14：00頃）

●出発時間
　9：30
●所要時間
　約4時間30分

●費用に含まれるもの　観光バス代、軽食代
■ご案内　※送迎は付いておりません。各自15分前に東運輸バス
　ターミナルへご集合ください。石垣空港下車希望のお客様は
　14：40以降の便をご利用ください。

■おひとり様
大人

こども（6～11歳）

￥3,730

￥4,700

OPコード：K8808事前予約

イメージ（H）イメージ（H）

●行程 石垣港→竹富港→グラスボート→送迎バス→
　　　　水牛車観光（約30分）→送迎バス→竹富港→石垣港
※水牛車観光終了後、フリータイムが可能ですので
　お好きなお時間に乗船してください。
※水牛車の乗車時間は天候・水牛によって異なります。

●出発時間
　〈午前発〉8：30～10：30
　〈午後発〉13：00、14：00、15：00
　※午前中は60分おきに出発
　※ご予約時にお時間をお申し出ください。
●所要時間　約2時間30分

●費用に含まれるもの　往復の船賃・グラスボート代・水牛車代

■おひとり様
大人

こども（6～11歳） ￥3,000
￥4,700

OPコード：K8805事前予約
OPコード：K8806事前予約 うれしいランチ付！！

●行程 石垣港（8：00）→波照間港→マイクロバスにて島内観光（昼食）→
　フリータイム→送迎バスにて波照間港→石垣港（15：00頃）

●出発時間　8：00
●所要時間　約6時間

●費用に含まれるもの　往復の船賃・バス代・昼食代
※海上事情により中止になる場合がございます。

イメージ（H）イメージ（H）

■おひとり様
大人

こども（6～11歳）

￥9,000

￥15,100

イメージ（H）イメージ（H）

うれしいディナー付！！

●行程 石垣港→クルージング・魚釣り・食事→石垣港

●出発時間　4～9月：18：00
　　　　　　10・11月：17：45　
●所要時間　約2時間

※5歳未満のお子様は無料（食事なし）

■おひとり様
大人

こども（5～11歳） ￥7,500
￥9,500

●費用に含まれるもの　船代・釣具・ワンドリンク・食事代（バーベキュー料理）
●無料送迎可能地区　フサキリゾートホテル＆ヴィラズ（17:30発）、
　 石垣島ビーチホテルサンシャイン（17:35発）、
　グランヴィリオリゾート石垣島オーシャンズウイング（17:35発）、
　ホテルロイヤルマリンパレス石垣島（17:35発）、
　ルートイングランティア石垣（17:45発）、
　ANAインターコンチネンタル石垣リゾート（17:30発）、
　Okinawa EXES Ishigakijima（17:20発）、
　アートホテル石垣島（17：40発）
　 ※予約時に送迎の有無をお伝えください。

OPコード：K8817事前予約

●出発時間　20：30
●集合場所・時間 出発の10分前までにぷしぃぬしま石垣店   
●所要時間　約60分
●費用に含まれるもの　乗船代、ガイド代、ワンドリンク代、保険代

●出発時間　 ①9：00　②11：00
●集合場所・時間 出発の10分前までにぷしぃぬしま石垣店   
●所要時間　約2時間
●費用に含まれるもの　乗船代、ワンドリンク代、保険代
　※3歳未満のお子様はドリンクは付きません。

※3歳未満のお子様はドリンクは付きません。

■おひとり様

OPコード：K8923事前予約
OPコード：①K8794　②K8795事前予約

運営会社：ぷしぃぬしま石垣店　TEL：0980-88-6363運営会社：ぷしぃぬしま石垣店　TEL：0980-88-6363

■設定期間：４月1日～１０月３１日

■ご案内　※天候により星空をご覧いただけない場合がございます。
　その場合はナイトクルーズとしての運行となります。 
※当日の海況、諸事情により中止や内容が変更となる場合がございます。
※かかとの高いヒール靴などは危険ですのでご遠慮ください。
※海上での夜風は思った以上に涼しい場合がございます。暖かい服装でご参加ください。
※市街地周辺ホテルは、無料送迎サービスがございます。
　ご希望の方は、ぷしぃぬしま石垣店に直接ご予約ください。

※3歳未満のお子様は無料となります。

4～11月
（右記除く）3歳

以上

5/2～5、
8/10～15

￥7,500￥5,500

■おひとり様

※3歳未満のお子様は無料となります。

●ご持参いただくもの　水着、日焼け止め等    
■ご案内
※船が小さいため、天候によっては激しく揺れる場合がございます。
※ホテルからの送迎はございません。各自ご集合ください。
※当日の海況、諸事情により中止や内容が変更となる場合がございます。

イメージ（H）イメージ（H）
イメージ（H）イメージ（H） ※天候や海況により中止になる場合がございます。

運営会社：宮古旅倶楽部　TEL0980-75-4380運営会社：宮古旅倶楽部　TEL0980-75-4380

●出発時間　9：00～16：00
※60分おきに出発　
※当日出発時間の変動有
●集合場所・時間
　出発の10分前までに池間島海底観光グラスボート乗り場
●所要時間　約50分
●費用に含まれるもの　グラスボート乗船料
■ご案内　※当日の天候により中止や内容が変更となる場合がございます。
※ご予約時に当日ご連絡可能な携帯番号をお伝えください。

■おひとり様
大人

こども（小学生）

￥1,500

￥3,000

※小学生未満のお子様は
　無料となります。

OPコード：K8811事前予約
OPコード：①K8797　②K8798　事前予約

■設定期間：6月1日～9月30日

■タクシー1台（4名乗り）
1台

￥16,200

●出発時間
　①9：00（ホテル発）　②9：00（宮古空港発）
　③13：30（ホテル発）　④13：30（宮古空港発）　
●所要時間　約4時間
●行程　ホテルまたは宮古空港→伊良部大橋→伊良部島・下地島観光
　（白鳥崎西海岸公園・佐和田の浜・通り池・渡口の浜・牧山展望台）→
　島の駅みやこ→ホテルまたは宮古空港
●費用に含まれるもの　タクシー代、保険料
■ご案内　※当日の天候により中止や内容が変更となる場合がございます。

運営会社：宮古旅倶楽部　TEL:0980-75-4380

写真提供：OCVB/イメージ（R）写真提供：OCVB/イメージ（R）

OPコード：①K8743　②K8744　③K8745　④K8746事前予約

※設定除外日：4/19・9/2 ※設定除外日：4/19

■おひとり様
大人・こども同額（6歳以上）

￥5,000
※6歳未満のお子様は
　ご参加いただけません。

イメージ（H）イメージ（H）

●集合時間・場所
　①9：00頃　　②13：00頃
　当日海況の良いビーチ　
●所要時間　約2～3時間
●費用に含まれるもの 
　シュノーケルセット一式レンタル料、ガイド代、お茶代、保険料

イメージ（H）イメージ（H）

イメージ（H）イメージ（H）

イメージ（H）イメージ（H）

うれしいランチ付！！ うれしいランチ付！！

●出発時間 8：30～8：40
●所要時間 約8時間

●行程　石垣港→大原港→仲間川マングローブクルーズ→
　　　　水牛車…由布島観光…水牛車→（昼食）→大原港
　　　　→竹富港…グラスボート→バス観光→竹富港→石垣港

●行程　石垣港→大原港→仲間川マングローブクルーズ→
　　　　水牛車…由布島観光…水牛車→大原港→小浜港
　　　　→（昼食）→車窓観光→竹富港…グラスボート→
　　　　バス観光→竹富港→石垣港

●費用に含まれるもの　往復の船賃、バス代、仲間川ボート代、
　昼食代、由布島入園料、水牛車代、グラスボート代

●費用に含まれるもの　往復の船賃、バス代、仲間川ボート代、
由布島入園料、水牛車代、昼食代、グラスボート代

■おひとり様
大人

こども（6～11歳）

￥10,600

￥16,700

■おひとり様
大人

こども（6～11歳）

￥12,900

￥19,300

OPコード：K8819 事前予約 OPコード：K8803 事前予約

イメージ（H）イメージ（H）

うれしいランチ付！！

●行程 石垣港→上原港（10月～大原港）→浦内川ボート遊覧 
　【※マリュウドの滝展望台より遠望→浦内川遊覧（上流船着場より
　徒歩30分折り返し※滝へ行かれない方は浦内川上流より折り返し
　浦内川河口付近散策）】→キッチンinaba（昼食）→星砂の浜→
　水牛車…由布島観光…水牛車→大原港→石垣港
●費用に含まれるもの　往復の船賃・バス代・浦内川ボート代・昼食代・由布島入園料・水牛車代
■ご案内　※干満の都合によりコースの一部が変更になる事がございます。
※トレッキングがある為、歩きやすい靴・服装でご参加ください。

●出発時間　8:30　●所要時間　約8時間30分
●出発時間　8:30　●所要時間　約8時間30分

■おひとり様
大人

こども（6～11歳）

￥10,300

￥14,900

OPコード：K8804事前予約

■ご案内　※小浜島豊年祭時はコースが変更になる場合がございます。

●ツアー参加のお客様で下記ホテルに宿泊の場合、送迎いたします。
　ANAインターコンチネンタル石垣リゾート、ベストイン石垣島、フサキビーチリゾートホテル＆ヴィラズ、石垣島ビーチホテルサン
シャイン、グランヴィリオリゾート石垣島グランヴィリオガーデン、グランヴィリオリゾート石垣島ヴィラガーデン、ホテルロイヤルマ
リンパレス石垣島、Okinawa EXES Ishigakijima、アートホテル石垣島
※サンセットクルーズバーベキューはルートイングランティア石垣も送迎可能
●お迎え時間は、前日に各ホテルフロントまたは、石垣島トラベルセンター離島ターミナル営業所へご確認ください。
●上記ホテル以外に宿泊のお客様は各出発時間の20分前までに石垣島トラベルセンター離島ターミナル営業所にお越しください。
●石垣港から各ホテルまでの送りは、14：10以降の右記時刻となります。（14：10/15：10/16：10/16：40/17：10/17：40/18：10）
●ご予約の際に当日ご連絡できる携帯番号をお伝えください。

●出発時間  【4～6、10月】①1便＝那覇 9：30発／ナガンヌ 15：00発　
　【7～9月】②1便＝那覇 8：30発／ナガンヌ 14：00発　③2便＝那覇 9：30発
／ナガンヌ 15：00発　④3便＝那覇 10：30発／ナガンヌ 16：00発

●集合場所・時間　泊港北岸側（株）とかしき受付窓口出発30分前
●所要時間　約5時間
●費用に含まれるもの　往復乗船代、4/29～5/5、6/20～30、10/1～
11、7/1～9/30のみ軽食付、施設使用料、保険代

※幼児は昼食がつきません。
●ご持参いただくもの　水着、タオル、日焼け止め、サンダル等
■ご案内
※妊婦のお客様はご参加いただけません。3歳以下のお子様のご乗船をお断
りする場合もございます。

※当日の海況、諸事情により中止や変更となる場合がございます。
※環境保全の為、島内への飲食物の持ち込みはご遠慮ください。
※幼児（0～3歳）は￥500かかります。（現地精算）
※「環境協力税」として￥100を現地にて徴収させていただきます。（高校生以上）

運営会社：株式会社セルリアンブルー　TEL：098-941-6828

●所要時間　約8時間
●行程　9：00頃（各自集合※）→斎場御嶽（約60分）
　～フェリー～久高島到着後、久高島ガイドツアー終了後、
　フリータイム（約120分）～フェリー～安座真港到着→
　各ホテルへ（17：00～17：30頃）
●集合場所・時間　Tギャラリア沖縄1階ツアーバス停
　　　　　　　　 集合時間は前日にご確認ください。
●費用に含まれるもの　乗船代、ガイド代、保険代
■ご案内　※那覇市内にご宿泊のお客様は送迎が可能です。運営会社に
　前日迄にお客様ご自身でご連絡ください。
※天候・海況、島内祭事の際は、催行中止や変更となる場合がございます。
※取消料はご利用の10日前より発生いたします。

※設定除外日：9/2

■ご案内
※天候の状況により、内容が変更・中止になる場合がございます。
※お茶以外のお飲み物は各自ご用意ください。
※ホテルより送迎が可能です（一部ホテル除く）。詳細は運営会社にお問い
合わせください。

4～10月
（右記除く）

大人
こども
（3～11歳）

5/2～5、
8/10～15

￥7,000

￥6,500

￥5,000

￥4,500

※10月以降（  ）内は15分早発

は　てる　ま

現在休止中

現在休止中

現在休止中 現在休止中

現在休止中

現在休止中

現在休止中
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