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伊豆大島 
波浮･差木地の一棟貸に泊まる旅 

大人お 1人様（小学生以下は 5,500円引き） 

24,800 円～50,800 円 
■２０２２年７月２９日迄の毎日出発 ■最少催行人員：２名様 ■添乗員：なし 

■現地ガイド：なし ■利用ホテル：料金表参照 ■食事回数：日程表参照 

■利用船舶会社：東海汽船ジェットフォイル 

202２年７月限定 

世界的にも珍しい地層大切断面（イメージ） 

ノスタルジックな波浮の街なみ（イメージ） 

代々大切に引
き継がれてき
た築１００年の
古民家をリノベ
ーションした一
棟貸 

はぶの家（はぶのいえ）  

波浮の網元の
母屋だった築
130 年の古民
家をリノベーシ
ョンした懐かし
の宿 

島京梵天（とうきょうぼんてん）  

風情ある波浮

の街並みの中

に建つ大正ロ

マンに満ちたく

つろぎの一棟

貸の宿 

露 伴（ろはん）  

個性豊かな一棟貸に泊まる 

大島１周道路に
面した一軒家。
２階からは美し
い海を眺める
ことがで大人
数でも宿泊で
きる宿。 

Horizon（ホライズン）  

もっとＴｏｋｙｏ対象商品 

東京と大島を僅か２時間で結ぶ 

高速ジェットフォイル（イメージ） 



 アイラスの旅 旅行条件書（抜粋） 
5. 募集型企画旅行契約 

この旅行は 株式会社アイラス（以下「当社」といいます）
が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加され
るお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」と
いいます。）を締結することになります。旅行契約の内容・
条件は、ホームページ・パンフレット等、本旅行条件書、出発
前にお渡しする最終旅行日程表、及び、本旅行条件書に定
めのない事項は、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の
部（以下「当社約款」といいます。）によります。 

6. 旅行のお申し込みと契約の成立時期 

当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託営業所
（以下「当社ら」という）にて必要事項をお申し出のうえ、下
記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅
行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として
取扱います。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承
諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。 

旅行代金の額 申込金（おひとり） 

20,000円未満 5,000円 

20,000円以上 50,000円未満 10,000円 

50,000円以上 100,000円未満 20,000円 

100,000円以上 旅行代金の 20％ 

 
 

2. お申し込み条件 

①２０才未満の方は親権者の同意書が必要です。１５歳未
満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行
を条件とさせていただきます。 

② ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者
の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件
に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。 

③ お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であ
ると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。 

3. 旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行開始日の前日から起算して遡って１３日
目にあたる日より前にお支払いいただきます。１３日目以
降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定す
る期日までにお支払いいただきます。 

4. 取消料 

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しにな
る場合には下記の取消料を、ご参加のお客様からは１室ごとの
利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 
旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日

の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料
と同額の違約料をいただきます。 

 

区分 取消料 

旅行開始日の前

日から起算して

さかのぼって 

２１日前まで 無料 

２０日前～８日前 旅行代金の２０％ 

７日前～２日前 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％ 

旅行開始後の解除・無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

1. 個人情報の取扱い 

当社らは、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお
客様の個人情報を取得いたします。取得した個人情報について
は、お客様との連絡のために利用させていただくほか、旅行サ
ービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに
必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担
保する保険の手続き上必要な範囲内で運送機関・宿泊機関、保
険会社等に対し、電子的方法等で送付することにより提供いた
します。 
 
 

お申し込みの際には詳しい旅行条件書（全文）をお渡しします
ので、事前にご確認の上お申し込みください。 

お申し込み・お問い合わせは・・・ 

03-6264-9837 または travel@ilas.co.jp まで 

■旅行代金（お一人様） 

●７月１日～７月２０日の出発

ベーシックプラン
＜素泊まり２泊＋往復JF＞

レンタカープラン
＜素泊まり２泊＋48hレンタカー＋往復JF＞

２食付きプラン
＜２泊夕朝食付＋往復JF＞

ホライズン はぶの家 露伴 島京梵天 近 ホライズン はぶの家 露伴 島京梵天 近 ホライズン はぶの家 露伴 島京梵天 近

2名利用 ¥25,800 ¥31,800 ¥31,800 ¥45,800 ¥31,800 ¥37,800 ¥37,800 ¥54,800 ¥41,800

3名利用 ¥24,800 ¥29,800 ¥29,800 ¥36,800 ¥27,800 ¥33,800 ¥33,800 ¥39,800 ¥39,800

4名利用 ¥24,800 ¥27,800 ¥29,800 ¥32,800 ¥26,800 ¥30,800 ¥33,800 ¥35,800 ¥37,800

5名利用 ¥24,800 ¥26,800 ¥28,800 ¥29,800 ¥26,800 ¥29,800 ¥31,800 ¥32,800 ¥35,800

●７月２１日～７月２９日の出発

ベーシックプラン
＜素泊まり２泊＋往復JF＞

レンタカープラン
＜素泊まり２泊＋48hレンタカー＋往復JF＞

２食付きプラン
＜２泊夕朝食付＋往復JF＞

ホライズン はぶの家 露伴 島京梵天 近 ホライズン はぶの家 露伴 島京梵天 近 ホライズン はぶの家 露伴 島京梵天 近

2名利用 ¥34,800 ¥40,800 ¥40,800 ¥54,800 ¥40,800 ¥46,800 ¥46,800 ¥63,800 ¥50,800

3名利用 ¥33,800 ¥38,800 ¥38,800 ¥45,800 ¥36,800 ¥42,800 ¥42,800 ¥48,800 ¥48,800

4名利用 ¥33,800 ¥36,800 ¥38,800 ¥41,800 ¥35,800 ¥39,800 ¥42,800 ¥44,800 ¥46,800

5名利用 ¥33,800 ¥35,800 ¥37,800 ¥38,800 ¥35,800 ¥38,800 ¥40,800 ¥41,800 ¥44,800

お一人様
（税サ込）

お問い
合わせ
下さい

お問い
合わせ
下さい

お問い
合わせ
下さい

お問い合わせ下さい

もっとTokyo 割引対象コース（先着50名様）

→もっとTokyo 割引適用の場合、下記料金から▲10,000円引（18歳未満は▲12,000円引）となります。

お一人様
（税サ込）

お問い
合わせ
下さい

お問い
合わせ
下さい

お問い
合わせ
下さい

お問い合わせ下さい

 

■日程表 

日時 食事 日時 食事 日時 食事

伊豆大島　→→→→→　東京竹芝
朝：○
昼：×
夕：×

午前または午後発のジェットフォイ
ルで伊豆大島へ。着後、自由行動。

午前発のジェットフォイルで東京竹
芝へ。着後、解散。

行程 行程 行程

1

東京竹芝　→→→→→　伊豆大島
朝：×
昼：×
夕：○

2 （終日自由行動）
朝：○
昼：×
夕：○

3

 
※お食事は２食付プランのみとなり、ベーシックプラン、レンタカープランにはお食事は付きません。 

■注意事項 

＜全プラン共通＞ 
『露伴』は館内に独立した２つの部屋（洋室２名定員、和室３名定員）があるため、１部屋を１～２名でご利用の場合は、お申し込み時にご希望の部屋をお知らせく

ださい。３名の場合は和室利用となります。なお、もう片方の部屋は、別のお客様がお泊まりになる場合があり、書斎、キッチン、トイレ（２カ所）、お風呂、洗濯機

等は共用スペースとなりますので、あらかじめご了承ください。 

＜ベーシンクプランおよび２食付プランについて＞ 
宿⇔港 送迎依頼することができます。 

＜レンタカープランについて＞ 
レンタカーは軽クラスまたはマーチクラスとなります。レンタカーは出帆港での受け渡しとなります。 

チャイルドシートは利用期間に関係なくご契約毎 500円で貸出可能です。 

当プランのレンタカーは、裏砂漠および月と砂漠ラインへの乗り入れはできません。ご希望の場合は別途専用車両の手配が必要となります。 

当プランのレンタカーは、釣り道具の積込みを禁止しております。釣りをされるお客様は、別途専用車両の手配が必要となります。 

当プランのレンタカーは、免許取得後 1年を経過していないお客様へのお車のお貸出は行っておりませんので予めご了承下さい。 

mailto:travel@ilas.co.jp

