
 

  

伊豆大島 
波浮港滞在と三原山周遊ハイキング 

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 

大人お 1人様（小人は 4,600円引き） 

37,800 円～57,800 円 
■２０２１年９月３０日までの毎日出発 ■最少催行人員：１名様 ■添乗員：なし 

■現地ガイド：同行 ■利用ホテル：日程表参照 ■食事回数：朝１回/昼１回/夕１回 

■利用船舶会社：東海汽船（往路：さるびあ丸特２等船室、復路：ジェットフォイル） 

2021 年４月▶９月出発 

旅行企画・実施 
観光庁長官登録旅行業 第１５１１号   （一社）日本旅行業協会正会員 
東京都中央区日本橋箱崎町２０－１４ 日本橋巴ビル１階 ☎03-６２６４-9837 
総合旅行業務取扱管理者 千田 治彦 

【ここがポイント！】 
⚫ フリープランではなく、ガイド同行の現地ツアーもセットされたパッケージ

なので、観光地の下調べ等無しで、気軽にご参加いただけます。 

⚫ 島内の移動手段も含まれている※1 ので、バスの時間やレンタカーでの道
順などで悩まずに、効率的に島の見どころを巡れます。 

⚫ プライベートツアー※2&一棟貸の宿泊※3 で、ソーシャルディスタンスを気
にしない安心・安全の旅 

⚫ 記憶に残る旅を演出するジオガイドが同行。満足度の高いツアーです。 

※１ 到着後、御神火温泉でご休憩される場合はお客様ご自身での移動となります。 

※２ 場合によって、少人数の他のグループのお客様とご一緒となる場合があります。 

※3 「露伴」は、少人数でお泊まりの場合、他のお客様が別の部屋にお泊りになる可能性があります。 

←世界的にも珍しい地層大切断面 

ノスタルジックな雰囲気の波浮の街なみ→ 



■旅行代金（お一人様お支払実額） 

人数 露伴 はぶの家 島京梵天 

１名利用 57,800円 57,800円 （要問合せ） 

２名利用 43,800円 43,800円 48,800円 

３名利用 41,800円 41,800円 44,800円 

４名利用 40,800円 39,800円 40,800円 

５名利用 37,800円 37,800円 37,800円 

※ 『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。 

※ 往路、夜行船は特２等のご利用となりますが、オプショナルで船室のアップ

グレードが可能です（ただし空きがある場合に限る）。 

 

 

 

■日程表 
 地名 時刻 内容／宿泊地 

1 

東京／竹芝 

（金・土曜発は
横浜経由） 

22:00発 
  

出発の１時間前に竹芝桟橋に集合。夜行船（さ

るびあ丸）にて伊豆大島へ（特２等船室利用。
空席があれば、オプションで他の等級船室に
変更可）。船は、竹芝桟橋出港後、レインボー

ブリッジをくぐり羽田空港沖や京浜工業地帯
の沖合を航行します。さながら東京湾ナイトク
ルーズのような船旅もお楽しみください。 

（食事 朝× 昼× 夕×） 
 ［船中／特２等船室 泊］ 

2 

岡田又は元町 
 
三原山山頂口 

 
御神火温泉 
 

波浮 

06:00着 
08:30発 
09:00着 

 
16:00着 
17:00発 

17:30着 

早朝、船は伊豆大島の港（元町または岡田）に

入港します。着後、客船ターミナルまたは御神
火温泉などで休憩。御神火温泉で休憩される
場合、船旅の疲れをいやす早朝入浴もお楽し

みいただけます（別途、要現地支払※１）。 
その後ガイドの出迎えを受け、専用車にて三
原山周遊ハイキング（約６時間）へ。島民から

「御神火さま」と畏敬の念をもって崇められ、
今でも活発な火山活動を見せる三原山のお
鉢巡り、見渡す限り黒い砂の大地が広がる

奇観裏砂漠、独特の植相の広がる樹海など、
カルデラ内の見どころをガイドの解説ともに
ゆっくりと巡ります。 

昼食は各自でご用意ください。現地到着後
に売店等にご案内する事も可能です。 

観光後、再び御神火温泉または浜の湯へ（別
途、要現地支払※2）。温泉でハイキングの疲
れを癒していただきます。 

その後、波浮の一棟貸の宿へ。夕食は、三密
を回避して安心してお召し上がりいただくた
め、お泊まりの宿にてゆっくりとお召しあが

りください。島の幸をふんだんに使った波浮
在住の女将さん手作りの島料理をお届けに
上がります。 

（食事 朝× 昼× 夕○） 
［波浮／露伴、はぶの家、又は島京梵天 泊］ 

3 

波浮 

元町又は岡田 
 
（久里浜経由） 

東京／竹芝 

09:00発 

14:00着 
15:30発 

 

17:35着 

お泊まりの宿にてご朝食。 
午前中、波浮の街の散策をお楽しみいただ

きます。かつて多くの文人墨客がこよなく愛
した波浮の街の散策をお楽しみください。そ
の後、元町港または岡田港へ。途中、バーム

クーヘンという愛称で呼ばれる地層大切断
面（下車観光）や、近年人気のパワースポット
泉津の切通し（下車観光）などもご覧いただ

きます。午後の船にて帰路につきます。 
（食事 朝○ 昼○ 夕×） 

※１ 御神火温泉で休憩される場合、施設使用料はお客様ご負担となります（大人１名に
つき 710 円、小人 300 円）。また御神火温泉までは、お客様ご自身でご移動いた

だきます（岡田港から接続バス 370円。下船後すぐの出発となりますので乗り遅れ

のないようご注意ください）。 

※２ 天候により、浜の湯（要現地支払。大人300円、小人 150円）または御神火温泉（要

現地支払。大人 710 円、小人 300 円）のどちらかお好きなほうへご案内させてい

ただきます。なお、浜の湯は海を望むことができる絶景の露天風呂ですが、水着で入

る男女混浴の温泉ですので、水着をご用意ください。内湯はありませんが湯上がり

用に更衣室にシャワーが備え付けてあります（シャンプー、石鹸等はご持参くださ

い）。なお、御神火温泉には露天風呂なく内湯のみとなります。 

 

往路船室アップグレード追加料金（お一人様あたり） 

特等：5,000円、特１等：3,500円、１等：2,000円 

東京と大島を僅か２時間で 
結ぶ高速ジェットフォイル 

２０２０年６月に就航したばかりの快適な新造船 
三代目さるびあ丸 

インスタ映えスポットとしても人気が高い泉津の切り通し 

アイラスの旅 旅行条件書（抜粋） 

1. 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。 

2. 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％ 

 

3. 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。 

4. 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。 

5. 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％ 

6. 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 

mailto:travel@ilas.co.jp

