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1。 期日

平成30年6月 22日 (金 )

～6月27日 (水 )

3。 日程

※返還祭実施場所 【母島】脇浜なぎさ公園

5。 お取消料
お取り消しの場合、下記のキャンセル料をいただきます。

※上記日程が天候等の理由により実施できない場合中止となります。

2。 申込人数
300名

4。 運 簾 � 八丈島/父島間 片道運賃、消費税含む)

※1固室貸切料金 (片道 )

※特1等室3名 利用割引料金 (片道 )

特1等室 15,000円 引き(3人目の旅客運賃割引)

① 船内の食事・宿)白代 。バス代等は含まれません。
② 幼児(6歳未満)は大人1人につき1人無料。

1人をこえる場合は1人につき小学生運員を
いただきます。ただし乳児(1歳未満)は無料です。

③ 障害者害」引は全等級対象(運賃の50%害」引)です。

月 日 曜 日 行 程

6/22 金

10:00
17:30

竹芝桟橋 出港

東海汽船底土港船客待合所
出発式

八丈島底土港着 乗船後出港18:OO頃

6/23 土

9:30
10:40

船上にて青龍丸戦没者追悼式

父島二見港着
自由行動

母島にて返還祭 (前夜祭)予定1 9iOO′ ノヽ

6/24 自由行動

18:00～ 母島にて返還祭予定

6/25 月 18:OO
自由行動

歓迎交流会 (二見港船客待含所)

※小笠原村主催の交流会です

6/26 火
14:30
15:30

父島二見港集合

父島二見港出港

6/27 水 8iOO頃  ノヽ丈島底上港着、着後解散

大人 学生 小学生

特等 50,450円 45,330円 25,230円

特1等 45,710円 40,590円 22,860円

1等 35,450円 30,330円 17,730円

特2等 25,600円 20,480円 12,800円

2等
寝 台

19,300円 15,440円 9,650円

2等
和室

16,930円 13,550円 8,470円

特等室 特1等室 1等室

1固室1名

利用時
18,000円 18,000円 6,000円

出帆14日 前まで 13日 ～2日 前まで 前日～出発日の出帆時まで 出帆後

1,OOO円
2,000ま たは10%
いずれか高い方

30% 100%
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6。 お申込み
① 申込期間 :平成30年4月 23日 (月 )～6月 12日 (火 )

② 申込場所 :八丈マリンサービス(底土事務所)

▼ 所定の『申込用紙(コ ピー可)』 |こ 必要事項を記入し、現金を添えて直接お申込み<ださい。
※お電話での受付はいたしません。

▼ 受付時間 :月～金曜日  10:30～ 15:30
土 。日・祝日 10i30～ 11:30

▼ 『申込用紙 。現金』と引き換えに『乗船券』をお渡しいたします。
※出発日に必要となり故すので大切に保管して<ださい。

八丈マリンサービス 8:04996-2-1211

7。 母島への渡島
母島へ渡島される方は下記の通り父島より連絡しております。

月 日 父島発 母島着 母島発 父島着 備考

6/23 12:00 1 4iOO 母島泊

6/24 14:00 16:OO

6/25 了:30 9:30 14:00 16:00

6/26 7:30 9:30 12:00 14:00 おがさわら丸
|こ 接続

8。 その他
① 八丈島は底土港接岸を原則とし、同港使用不可能の際は寄港取り止めとなる場合がございます。

② 復航時、ノヽ丈島底土港接岸不可能の際は東京港へ直航となります。この場合、旅費の追加・払戻しは
行いません。ただし東京―八丈島間の交通費及び宿)白料金は各自でのご負担となります。

③ 小笠原でのご宿泊は民宿等を各自お手配ください。※ホテルシップはございません。
④ 手小荷物については右記をご覧<ださい(貨物輸送は行いません)。  ※手小荷物料金
⑤ 船内でのお食事はレストランやラウンジをぜひご利用<ださい。
⑥ 父島・母島の宿)白・観光についてのお問い合わせ先

◆父島◆ ′」ヽ笠原村観光協会  図:04998-2-2587
◆母島◆ ′」ヽ笠原母島観光協会 図i04998-3-2300

～ははじま丸(453ト ン)～

▼所要時間 :2時間

▼運等 4,350円 (片道)

現地にて購入ください。

普 通 冷 凍

八丈島/父島間 880円 1,140円

八丈島栂 島間 1,660円 2,150円
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～2等和室～ ～2等寝台～ ～ 1等室～

八丈町

小笠原海運株式会社
小笠原村

お問い合わせ先 ノヽ丈マリンサービスな :04996-2-1211
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