
この度は、㈱ナショナルランドにお申込みいただき、誠にありがとうございます。 

小笠原の旅を有意義にお楽しみいただくためのアクティビティのお申込み方法、日程のイメージ、各ショップについてご

案内いたします。 

また、各ショップの定員は多くありませんので、混雑期はお早めにお申込みください。 

 

お申込方法 
 

① 当社に手配をご依頼される場合 

・手配料はかかりませんが、クーポン割引の適用はできません。 

・ツアー代金は事前のお支払いとなります。 

② お客様自身で手配をされる場合 

・クーポンの割引特典が適用できます。 

・お申込みの際に、「ナショナルランドクーポン」を利用する旨をお伝えください。 

・ツアー代金は直接ショップへお支払いとなります。 

・クーポンは東京出発日に竹芝のナショナルランド受付カウンターにてお渡しいたします。 

 

アクティビティスケジュールイメージ 
 

日程 時間 ツアー内容 ツアー時間 (目安) 

2日目 
11：00 

午後 

父島到着 

午後半日ツアー参加可能 

午後半日ツアー 

ナイトツアー 

13：00～16：00頃 

19：30～21：00頃 

3日目 終日 1日ツアー参加可能 
1日ツアー 

ナイトツアー 

08：30～16：00頃 

19：30～21：00頃 

4日目 終日 1日ツアー参加可能 
1日ツアー 

ナイトツアー 

08：30～16：00頃 

19：30～21：00頃 

5日目 
午前中 

15：00 

午前半日ツアー参加可能 

父島出発 
午前半日ツアー 08：30～12：00頃 

 

■ツアーは他のお客様とご一緒(相乗り)になる可能性がございます。 

■ツアールートは当日の天候・季節・お客様の体力を考慮して決定いたします。 

■ツアー時間はショップや時期などにより異なりますので、あくまで目安としてお考えください。 

■半日コースはおがさわら丸の父島の入港日または出港日のみの設定です。 

■繁忙期(年末年始・GW・夏期多客期)は父島出港時間が 15：30 となります。 

 

 

 



アクティビティ 

ドルフィンスイム(ウォッチング)＆海の観光 通年実施 半日コース / 1日コース 

小笠原の代表的な海のツアーで、非常に高い確率でイルカたちに会えます。泳ぎに自信のある方は、スノーケリ

ングでイルカと一緒に泳いでみましょう。もちろん船上からイルカウォッチングだけでも十分お楽しみいただけま

す。 

また海況が良ければイルカと泳ぐだけではなく無人島【南島(みなみじま)】にも上陸予定です。 

他にも天然の水族館を思わせるようなカラフルな魚たちが群れているところで泳いだりもします。 

スノーケルに慣れていないお客様にはスノーケルレッスン(別途料金)もございます。 

お子様だけを船に残して、保護者の方だけ海に泳ぎに行く事はできません。 

またお子様が海を泳いでいる最中も、常にお子様の側に付いて、目を離さぬようお願いいたします。 

 

《季節の見どころ》 

●ザトウクジラウォッチング 12月下旬～GWまで(ベストシーズンは 2～4月頃) 

小笠原の春を知らせるザトウクジラ。出産・子育てのために毎春小笠原近海へ訪れます。 

体長 13m 以上もあるザトウクジラがブリーチングをしたり、尾びれや胸びれを海に打ちつける音は、かなりの迫

力です。 

大海原でみるザトウクジラは感動そのもの！ 

●マッコウクジラ 9月下旬～11月実施(海の 1日コースのみ対応) 

メスと子供の繁殖育児群が観察できます。オスは体長 17ｍに達する一番大きな歯クジラで、小笠原周辺の

1000ｍ以上の深海でイカ等を捕ると言われています。 

ザトウクジラのような派手な行動はあまりありませんが、黒い巨体が群れを成して水面をプカプカ浮かんでいる

光景に癒されます。 

※ウォッチングポイントが遠い為、マッコウクジラウォッチングに行くショップは限られますのでご注意ください。 

 

   レンタルについて(有料の場合あり) 

スノーケルセット等その他のレンタルについてはご予約時にお問い合わせください。 

各ショップによりレンタル料等は異なります。 

小さいショップなどは、レンタル品数に限りがある場合がありますので、ご予約時にご確認ください。 

 

   南島について 

南島は自主ルートを定めて上陸人数を制限し、観光活用と自然保護を両立させている東京都版エコツーリズム

選定地帯です。植生回復の為、毎年 2～3 ヶ月程、上陸禁止期間があります。詳細は小笠原観光協会 HP をご

確認ください。 

南島の上陸方法はショップによって「①船から直接上陸」「②船から泳いで上陸」の違いがございますので、ご予

約時にお問い合わせください。 

①鮫池に船をつけ直接上陸する場合は、険しい地形を歩きます。上陸の際、足場の悪い所を登りながら上陸す

る為、お子様をおんぶや抱っこした状態での上陸はできません。 

また自力で歩くことがまだ困難なお子様連れのお客様、足腰に自信がないお客様も上陸をご遠慮していただく

場合がございます。(他の方が上陸している間は、船に残ってお待ちいただく事になります。) 

※足場が濡れている場合がございますので、濡れても大丈夫な滑りにくく歩きやすい履物が必要です。 

②扇池から海を泳いで上陸する場合、波が高い時は上陸をご遠慮いただく場合がございます。 



スノーケルレッスン 通年実施 半日コースのみ 

イルカと泳ぐ前にスノーケリング講習で器材の使い方や泳ぎ方を正しく学んでみましょう。いきなり大海原で泳ぐ

のがちょっと不安という方は、この講習で不安解消です。父島入港日の午後に実施しています。 

スキンダイビングツアーではイルカのようなきれいな泳ぎ方を身につけましょう。イルカと一緒に泳ぐのも楽しい

けれど、イルカのように泳げると楽しさ倍増です。 

 

シーカヤック・アウトリガーカヌー 通年実施 半日コース / 1日コース 

小笠原の静かな海岸線を人力だけで音も無く進むシーカヤックは自然環境に一番優しい乗り物。ボートでは潜ら

ないようなところでスノーケルができるのも魅力です。海況が良ければジョンビーチ・ジニービーチにも上陸可能

です。 

 

   レンタルについて 

スノーケルセット等その他のレンタルについてはご予約時にお問い合わせください。 

各ショップによりレンタル料等は異なります。 

 

ボートダイビング(ライセンスカードをお持ちのお客様) 

/ 体験ダイビング(ライセンスカードは持ってないお客様) 
通年実施 半日コース / 1日コース 

世界屈指の透明度を誇る小笠原の海。魚の種類や沈船など、ポイントの多様性から「ダイバーの聖地」と謳われ

るほどです。 

2～4月のホエールウォッチングシーズンには、海の中でクジラの歌が聞こえてくることも…。 

父島でのダイビングは、ドリフトダイビングがメインとなります。経験本数 30本以上が目安です。 

※ボートダイビングが基本となります。また 1日コースは基本的に夕方まで港へ戻りません。 

※体験ダイビングは繁忙期には行っていない可能性がございます。 

 

山歩き （比較的ハード） 通年実施 
1日コースのみ 

（代表コース：ハートロック（千尋岩）など） 

小笠原の山を知り尽くしたフィールドガイドが小笠原固有種の草木や花を詳しくご紹介します。 

山歩きツアーでは、森の中を抜けて海や緑が広がる絶景ポイントへ、ベテランガイドと一緒に歩きます。 

比較的ハードで片道 3～4時間歩きます。小笠原の山をじっくりたっぷり歩きたい方にお勧めです。 

お客様の体力やツアー当日の気象状況により、ベストな見学地へご案内いたします。 

 

森歩き （比較的ソフト） 通年実施 
半日コース / 1日コースのみ 

（代表コース：中央山など） 

小笠原の森を知り尽くしたフィールドガイドが小笠原固有種の草木や花を詳しくご紹介します。 

森歩きツアーでは、森の中や絶景の展望台をベテランガイドが一緒に散策しながら解説いたします。 

比較的ソフトで数ヶ所の遊歩道、展望台、山頂等を歩いたり、自然解説しながら歩いて小笠原の植生の概略を

掴んでいただく、ソフトに歩きたい方のツアーです。(展望台などは階段あり。) 

お客様の体力やツアー当日の気象状況により、ベストな見学地へご案内いたします。 

 

 



戦跡ツアー 通年実施 半日コース / 1日コースのみ 

太平洋戦争時の洞窟陣地や火砲、探照灯、アメリカ軍戦闘機の残骸など、数多くの戦争の爪跡が未だ残ってい

る小笠原。この島の戦跡の特徴は、ほとんどその当時のまま残されているところにあります。 

美しい島の自然の中で戦争をしなくてはならなかった当時の人々に思いを馳せると、平和であることの尊さを改

めて強く実感することでしょう。 

小笠原諸島最大の激戦地・硫黄島の話も交えながら亜熱帯のジャングルを巡ります。 

 

ナイトツアー ・ スターウォッチング 通年実施 夜 

亜熱帯の島・小笠原は夜も神秘に包まれています。翼を広げると 1ｍにもなる天然記念物のオガサワラオオコウ

モリやオカヤドカリ、闇夜に光るキノコ「グリーンペペ(5～10月見頃)」などを探しに行きましょう。 

季節ごとに変わる星空は、本土では見られない美しさです。煌く星空に壮大な宇宙を感じ、日々の生活の悩みな

ど吹き飛んでしまいそうです。尚、小笠原諸島は環境省主催の夏の星空観察の調査で 3度もの星空日本一にも

なっております。 

 

 

  



アクティビティショップ一覧 

・●印のショップは当社クーポン利用可能です。 

・詳しいご料金や内容につきましては【小笠原村観光協会ホームページ】や【各ショップホームページ】をご確認くださ

い。下記料金はあくまで目安としてお考えください。 

2021年 3月現在 

スノーケルレッスン 

ショップ名 連絡先 料金 (目安) 定員 

●たびんちゅ 090-7275-7576 7,000円/半日、12,000円/日 1～8名 

●竹ネイチャーアカデミー 04998-2-3305 6,000円/半日 9名 

●ブルーレース 
04998-2-3660 

090-2568-0411 
7,000円/半日 1～6名 

●語りべマスオ 
04998-2-3427 

090-7810-3983 
5,000円/半日、9,000円/日 1～7名 

 

カヤック ・ アウトリガーカヌー 

ショップ名 連絡先 
料金 

(大人 1日コースの目安) 
カヤックタイプ レンタル 定員 

●自然体験ガイドソルマル 04998-2-3773 12,000円 クローズデッキ 無料 9名 

●シャンティボビーズ 04998-2-7266 8,500円 オープンデッキ 無料 20名 

スタンドアップパドルボート（SUP） 

●O.O.C.C.サップツアーズ 080-1237-3369 8,000円/半日、14,000円/日  問  

 

海のツアー 

ショップ名 連絡先 

料金 

(大人 1日コースの目

安) 

南島 
レンタル 

（3点セット） 

船内 

トイレ 
定員 

●小笠原観光(有) 04998-2-3311 13,000円 船 無料 ○ 24名 

●C-TRIP 
04998-2-2569 

090-2499-4413 
11,500円 船 無料 〇 9名 

●ブルーレース 

※ツアー中にカヤック体験可 

04998-2-3660 

090-2568-0411 
12,500円 船 有料 ○ 6名 

●竹ネイチャーアカデミー 04998-2-3305 13,000円 船 有料 ○ 12名 

●ピンクドルフィン 080-8849-7307 13,000円 船 無料 ○ 30名 

https://www.tabinchu55.com/
http://www.take-na.com/academy/
http://bluelace08.web.fc2.com/
https://masuo-san.jimdofree.com/
http://ogasawara-solmar.com/
http://shantibungalow.com/
https://oocc.jp/
https://oocc.jp/
http://www.ogasawarakanko.com/
http://www.ogasawarakanko.com/
https://www.ogasawaramura.com/play/ctrip/
http://bluelace08.web.fc2.com/
http://www.take-na.com/academy/
https://chichijimadolphin.com/


●Come・クルーズ 
04998-2-3833 

090-5195-3994 
12,000円 船 有料 ○ 12名 

●小笠原自然探検隊 ONE 04998-2-7057 13,000円 船 有料 〇 10名 

 

ダイビング・体験ダイビング 

ショップ名 連絡先 
2ボードダイビング料金 

 (大人 1日コースの目安) 
定員 

●KAIZIN 04998-2-2797 父島 15,000円～ 33名 

●パパスダイビングスタジオ 04998-2-2373 父島 14,580円～ 40名 

●ウラシマン 04998-2-7072 父島 14,580円～ 22名 

ディープブルー 04998-2-7280 父島 14,580円～ 22名 

●小笠原ダイビングセンター 04998-2-2021 父島 14,410円～ 37名 

FISH EYE 04998-2-3421 父島 16,200円～ 30名 

●BONIN WAVE 04998-2-2178 父島 14,500円～ 8名 

●Native Color 04998-2-3707 父島 14,000円～ 5名 

 

 

 

 

陸のツアー 

ショップ名 連絡先 

料金 (大人 1日コースの目安) 

定員 

山歩き 森歩き 
ナイト 

ツアー 
戦跡 

フローラジャングル 

 トレッキングガイド 

現在休業中 

(04998-2-3123) 
  ― ―    

●マルベリー 04998-2-3423 9,000円 9,000円 4,000円 9,000円 9名 

●ボニンブルーシマ 
04998-2-2181 

090-4968-1258 
9,000円 9,000円 4,000円 9,000円 9名 

戦跡ガイド 佐九 080-2010-3917 ― ― ― 9,000円 7名 

●竹ネイチャーアカデミー 04998-2-3305 9,500円 9,500円 4,000円 9,500円 18名 

●自然体験ガイドソルマル 04998-2-3773 9,000円 9,000円 ― ― 9名 

https://www.come-cruise.com/
https://www.come-cruise.com/
http://ogasawara-one.com/play/
http://ogasawara-one.com/play/
http://www.kaizin.com/
https://papasds.com/diving/
http://urashiman.com/
http://www.d-blue.info/
http://ogasawara-dc.com/index.html
https://www.fisheye1997.com/
http://www.boninwave.com/
http://nativecolor.u-me.jp/
https://ogasawara-mulberry.net/
https://boninblue.com/
https://www.ogasawaramura.com/play/saku/
http://www.take-na.com/academy/
http://ogasawara-solmar.com/


●シャンティボビーズ 04998-2-7266 7,500円 7,500円 3,500円 ― 20名 

●ブルーレース 
04998-2-3660 

090-2568-0411 
9,000円 9,000円 4,000円 ― 8名 

小笠原ブルーム 090-4728-3168 8,500円 8,500円 3,500円 8,500円 1名～ 

板長 
04998-2-2795 

090-7796-1807 
― ― ― 8,000円 16名 

●たびんちゅ 090-7275-7576 9,000円 9,000円 ― ― 10名 

●パパスダイビングスタジオ 04998-2-2373 9,000円 9,000円 4,000円 ― 1名～ 

●トミーGワールド 090-5431-4159 8,500円 8,500円 3,500円 ― 6名 

●パットインツアー 04998-2-3711 8,000円 8,000円 3,500円 ― 8名 

●小笠原自然探検隊 ONE 04998-2-7057 10,000円 10,000円 4,000円 ― 9名 

●父島ガイド SAN 04998-2-3509 9,000円 9,000円 4,000円    ― 13名 

●語りべマスオ 
04998-2-3427 

090-7810-3983 
8,500円 8,500円 3,500円 8,500円 7名 

●Milphinあい landGuid 

(ミルフィンアイランドガイド) 
080-7849-7004 8,900円 8,900円    

●Huu Rin Sanpo 

（ふうりんさんぽ） 
090-4671-3203 9,000円 9,000円 4,000円 ―  

 

 

 

 

スターウォッチング 

ショップ名 連絡先 
料金 

(大人 1日コースの目安) 
定員 

●たびんちゅ 090-7275-7576 5,000円 10名 

●竹ネイチャーアカデミー 04998-2-3305 4,500円 9名 

●マッチの星空屋さん 090-2531-5799 4,000円 4名 

 

 

 

 

 

http://shantibungalow.com/
http://bluelace08.web.fc2.com/
https://boninbroome.wordpress.com/
http://hakara-me.com/
https://www.tabinchu55.com/
https://papasds.com/diving/
http://tommygworld.com/
https://patinn.com/free/patinntour
http://ogasawara-one.com/play/
http://ogasawara-one.com/play/
https://chichijimaguidesan.web.fc2.com/
https://chichijimaguidesan.web.fc2.com/
https://masuo-san.jimdofree.com/
http://ogasawara-milphin.com/
http://ogasawara-milphin.com/
https://www.huurinsanpo.com/
https://www.huurinsanpo.com/
https://www.tabinchu55.com/
http://www.take-na.com/academy/
https://hoshizorayasan.com/


釣りツアー 

ショップ名 連絡先 
料金 

(大人 1日コースの目安) 
定員 

フィッシングボード山ちゃん 
04998-2-3015 

090-3315-7767 
13,000円 4名 

JIGGER 04998-2-3615 11,000円 4名 

 

母島アクティビティ 

ショップ名 連絡先 

料金 

(大人 1日コースの目安) 
定員 

山歩き・森歩き 

●茂木永楽園 
04998-3-2337 

090-8038-9256 
7,000円～15,000円 4名 

●uli hahajima 

（ウリハハジマ） 
04998-3-2288 7,000円～12,000円  

●パーソナルツアーPoCo 
04998-3-2525 

080-3704-0322 
  

●Irie Isle 

(アイリ―アイル) 

Mail: 

irieisle.hahajima@gmail.com 
7,500円～12,000円  

茂木永楽園 

備考：当日、ツアーにご参加いただく方が 1名様となった場合、ツアー料金が割増になる可能性がございます。 

予めご了承ください。 

※ご参加いただくツアーの目的地によっては有償運送となります。 

 

 

http://fishingyamada.web.fc2.com/
http://pension-jigger.com/
https://www.mogi-eirakuen.com/
https://hahajima.com/guides/ginfo/?postid=182
https://hahajima.com/guides/ginfo/?postid=182
https://hahajima.com/guides/ginfo/?postid=184
https://hahajima.com/guides/ginfo/?postid=184
https://hahajima.com/guides/ginfo/?postid=833
https://hahajima.com/guides/ginfo/?postid=833

