～西表島の大自然をアクティビティで体感！

＜約8時間〜＞

Ｅ-１ 西表島半日アクティビティ＆竹富島観光（昼食付）

１

小学 年生
以上対象

竹富島でレンタサイクル 大人￥13,500 小人￥10,000

５００円でご案内

（石垣～大原、大原～竹富間）
※プレミアムドリームの運航状況は日によって変わります。詳しくはお問合せ下さい。

選べる

!!
ョイスプラン

体験してみたい
コースを選んでね♪

チ

スーパードリーム（195名）

Ｅ-２Ｓ

全長29.4ｍ、全幅8.5ｍ
総トン数141ｔ、最高速度30ノット

Ｅ-２Ｈ

マングローブＳＵＰクルーズ
ドリームスタッフがおすすめ！

亜熱帯の森で
森林浴ハイキング

旅行契約の解除日
① 旅行開始日の当日出発時刻前までに解除する場合
② 旅行開始後に解除または無連絡不参加の場合

西表島でのアクティビティを下記の中からチョイス！

Ｅ-１Ｔ

キャニオニング（または滝トレッキング）
【ツアー予定】 5～9月：キャニオニング、10～4月：滝トレッキング

キャニオニングって？
川や渓流の流れとともに、渓谷をくだる
アクティビティです。ゆったりとした流れ
ですので、初めての方でも安心して楽し
めます。
※キャニオニングまたは滝トレッキングは当日の天候状況により決定致します。

Ｅ-１Ｃ

カヌーだけではなく、途中
で川に浸かったり水遊び
も楽しめますよ！

大人￥3,000 小人￥2,500 幼児￥1,000
料金に含む：カヌー体験代

カヌー発着場～ストレッチ～安全講習・カヌー講習～マングローブ
カヌー体験（川の自然観察）～カヌー発着場

石垣島ドリーム観光

駐車場

市立図書館

亜熱帯の森で森林浴ハイキング 片道2.2ｋｍ、アップダウン
のある道のりを、ガイドと
ハイキングって？ 一緒に楽しみます！
ジャングルに覆われた西表島の大自然の
中を、ハイキングで楽しみながら森林浴♪
折り返し地点となる展望台からは仲間川の
絶景が望めます。

午後からの竹富島でもお好きな観光を選べます♪

730交差点
バスターミナル
東運輸

大人・小人（3歳以上）￥5,000

料金に含む：乗船、ワンドリンク、
ガイド代

現地集合・受付（20：15）～クルーズ船発着場（20：30発）～
ティンガーラクルーズ～クルーズ船発着場（21：30頃着）

E
D

R

A

M

キーホルダー
ステッカー
３００円
１００円
オリジナルタオル
カウンターで販売しています！
５００円

ドリームスタッフ

石垣合同庁舎
ホテルピースアイランド
石垣イン八島

～満天の星空に会いにいこう！星空観賞ナイトクルーズ～
＜約1時間＞ ★ティンガーラ（天の川）

ホテルイースト
チャイナシー

南の美ら花 ホテルミヤヒラ

公園

Ａ-７ ティンガーラクルーズ

ホテルグランビュー石垣

●検察庁

ホテルピースランド
石垣島

●裁判所

※潮位の関係によりツアーの開始時間は毎日異なります。また、市街地より
無料送迎もございます。詳しくはお問合せください。

オリジナルタオル＆ステッカー
＆ドリカンくんキーホルダー

好 販 中
評 売

ユーグレナ石垣港
離島ターミナル

(竹富島でバス観光)

R-2S 西表・由布・竹富３島めぐり
(竹富島で水牛車&バス観光)

竹富島･小浜島
西表島･由布島

R-2G 西表・由布・竹富３島めぐり

(竹富島でグラスボート&バス観光)

R-2M 西表・由布・竹富３島めぐり

(竹富島で水牛車＆ｸﾞﾗｽﾎﾞｰﾄ)

R-2A 西表・由布・竹富３島めぐり
(竹富島で水牛車観光～フリータイム)

り
R-2C 西表・由布・竹富３島めぐ
(竹富島でレンタサイクル)
R-3

西表・由布・小浜３島めぐり

N-0

早回りｄｅ西表仲間川・由布コース

ドリームバス
標準運行時刻表

癒しの亜熱帯
水牛車・マングローブ・珊瑚礁…
不思議な体験
ホテル ⇒ 石垣港離島ターミナル （西ルート）
離島
フサキビーチ
グランヴィリオリゾート石垣島
石垣島
ホテルロイヤル アートホテル ターミナル
リゾートホテル ビーチホテル グランヴィリオ
石垣島
ヴィラガーデン
マリンパレス
到着時刻
＆ヴィラズ
ガーデン
サンシャイン

◎石垣市役所

飲 食 街

スタンドアップパドルボード
マングローブＳＵＰクルーズ
＝略してＳＵＰと呼びます♪
ＳＵＰ（サップ）って？
サーフボードよりも少し大きめのボードに乗
ってパドルを漕いで進みます。立って乗る
のはもちろん、座って乗れば安定感もある
ので初めての方でも安全に楽しめます。

＜約1時間30分＞

○竹富町役場

ドリームスタッフがおすすめ！

Ｅ-１Ｈ

～石垣島で気軽にカヌー体験～

Ａ-６ 石垣島・宮良川マングローブカヌー
マングローブカヌーツアー
カヌーって？

パドル講習を受けてツアー出発！マング
ローブの中をのんびり漕いで上流へ。
初めての方でも十分に楽しめます。

Ｅ-１Ｓ

【ツアー予定】 5～9月：キャニオニング、10～4月：滝トレッキング
※キャニオニングまたは滝トレッキングは
当日の天候状況により決定致します。詳細はお問い合わせください。

西表・由布・小浜・竹富４島めぐり

R-1S 西表・由布・小浜・竹富４島めぐり
(竹富島で水牛車観光)

取消料
代金の50％
代金の100％

７．【最少催行人員】
原則として全コース1名様より催行致します。
８．【添乗員】
添乗員は、全コース同行致しません。現地のドライバーまたは案内人がガイドを兼ねてご案内致します。
９．【当社の責任】
①当社は、旅行契約の履行にあたって故意または過失によりお客様に損害を与えた場合、その損害を
賠償する責に任じます。
ドリーム１（90名）
ドリーム２（90名）
②当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関等のサービス提供の中止、官公庁の命令その他当社が
関与し得ない自由によりお客様が損害を被ったものについては賠償の責任を負うものではありません。
③当社は、お客様が所持されている現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、破損しやすい
物品等については賠償の責任を負うものではありません。
10．【旅行者の責任】
①当社は、旅行者の故意または過失により損害を被った場合はお客様から損害賠償を申し受けます。
ドリーム３（64名）
ドリーム５（64名）
②旅行者は、旅行者の権利業務、契約の内容について理解するよう努めなくてはなりません。
③旅行者は、旅行開始後に契約内容と異なるサービスが提供されたと認識した場合は旅行地において
直ちにその旨を当社に申し出なければなりません。
11．【旅行代金・旅行条件の基準】
この旅行は2019年4月1日現在の有効な運賃・規則を基に算出、作成しております。
ドリーム７（80名）
サンセットクルーズ 12．【個人情報の取扱について】
当社は、旅行申込みの際提出された個人情報については、お客様との連絡及びお申込み頂いた旅行
において提供するサービスの手配、手続きに必要な範囲内、または当社の旅行契約上の責任、事故に
船のチャーター運航やサンセットクルーズなど、
対する保険の手続き上必要な範囲で利用させていただくことがあります。
お客様のご要望に合わせた手配も承ります！
● 国内旅行業務取扱管理者とは、取扱販売店における取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
詳細などお気軽にお問合せください！
担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく取扱い管理者にお尋ねください。
● 利用バス会社 西表島：いりおもて観光または西表島交通、竹富島：竹富島交通または友利観光、
※船舶の運航状況は、日によって変わります。詳しくはお問合せ下さい。
小浜島：コハマ交通

ホテルパティーナ
石垣島

国土交通省認可 旅客不定期航路
石垣～竹富・小浜・黒島・西表・鳩間・波照間・西表船浮ほか
沖縄県知事登録国内旅行業 第2種259号 国内旅行業務取扱管理者 富本 公臣

07:40
08:35

07:25
08:40

07:27
08:42

07:30
08:45

ホテル ⇒ 石垣港離島ターミナル （東ルート）
ＡＮＡインター
沖縄エグゼス コンチネンタル
石垣島
石垣リゾート

07:20
08:40

アパホテル
石垣島
ホテルチューリップ
石垣島

07:15
08:30

07:35
08:55

07:40
08:55

07:55
09:10

石垣港離島ターミナル
⇒ 各ホテル

ホテル
ベストイン
石垣島

離島ターミナル
到着時刻

離島ターミナル
出発時刻

07:37
08:57

07:50
09:10

14:30
16:20
17:20

※無料送迎バスは弊社ツアーをご利用のお客様への
送迎バスです。
※ホテル発は全ての時間において、前日までの
予約制となります。

ご案内 ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
お荷物の無料預かりサービス

営業時間 ０７：００～１８：００（年中無休）
レンタサイクル でフリータイム

水牛車観光 ～フリータイム

予約受付は前日12時まで

※GW、お盆期間（8/10～8/15）はお一人様あたり2,000円（税込）プラスと
なります。

ツアーにご参加されるお客様のお荷物は無料でお預かりします！
ホテルチェックアウトの日でも、手ぶらでらくらく観光♪
※日帰りでのお預かりのみとさせていただきます。

石垣港離島ターミナル駐車場

皆様のご来島をお待ちしております。

食

ィ
アクティビテ

R-1

グラス
ボート

マングローブカヌーツアー

コース名

No.

レンタ
サイクル

プレミアムドリーム（245名）

離島めぐりツアーおススメ一覧表
（表中にないコースもあります）

水牛車

全コース、前日正午までの予約制となります。
旅行代金
申込金
２．【旅行代金のお支払】
1万円以上
2,000円
旅行代金全額は、当社が指定する期日までにお支払いただきます。
1万円未満
1,000円
３．【旅行代金の適用】
中学生以上の方は大人料金、小学生の方は小人料金の適用となります。なお、未就学の同伴幼児は
大人1名につき1名まで無料ですが、昼食等手配を必要とする場合、別途実費必要料金を申し受けます。
４．【旅行代金に含まれるもの】
旅行日程に明示された運送機関の運賃、食事代、入場・拝観料及び旅行取扱料金、消費税となります。
５．【旅行日程・旅行代金の変更】
①天災地変、運送機関のスケジュール、交通事情、気象状況その他やむを得ない事由により旅行日程
を変更する場合があります。
②上記の事由で日程が変更された結果、当初代金を超えた場合は差額分をお支払頂く場合があります。
③お客様の申し出により旅行内容を変更する場合は、別途取扱手数料を申し受けます。
④当社は、運送機関の適用する運賃・料金が、著しい経済情勢の変化により、通常想定される限度を
大幅に超えて増額または減額される場合、旅行代金を変更する場合があります。
６．【お客様による旅行契約の解除】
お客様の都合で旅行契約を解除される場合は、下記規定に基づく取消料をお支払いただきます。

石垣島ドリーム観光

昼

石垣島ドリーム観光の高速船 （）内は旅客定員
全長29.9ｍ、全幅8.5ｍ
総トン数167ｔ、最高速度30ノット

Ｅ-２Ｃ

キャニオニング
（または滝トレッキング）

１区間

離島めぐり

バス観光

竹富発 16：00、17：00

料金に含む：往復乗船、昼食、
半日アクティビティ

石垣港（08：15発）～大原港～ ※下記のアクティビティより選択
（ Ｅ-２Ｔ 、Ｅ-２Ｃ 、Ｅ-２Ｓ 、Ｅ-２Ｈ ）～昼食～大原港～
＜竹富島経由＞～石垣港（14：15着）

Ｅ-２Ｔ

１．【旅行のお申し込み方法及び
契約方法】
①Ａ．石垣島ドリーム観光㈱及び
Ｂ．受託販売店（以下Ａ、Ｂを合わせて
「当社」という）において、ご来店、電話、
郵便、ファクシミリ、メール等の方法に
よりお申込みまたはご予約を承ります。
②所定の申し込み手続きとともに下記
に定める所定の申込金をお支払頂き、
当社が契約の締結を承諾した時点で、
契約が成立したものとします。

小学 年生
以上対象

由布島

※竹富島からお帰りの船便は右記の中から、
自由にお選びいただけます。

大人￥12,300 小人￥9,200

＜6時間＞

ドリームで行く

2019年4月1日発行

当パンフレットの日帰り旅行は
下記の条件に基づきます。

仲間川

石垣港（08：15発）～大原港～ ※下記のアクティビティより選択
（ Ｅ-１Ｔ 、Ｅ-１Ｃ 、Ｅ-１Ｓ 、Ｅ-１Ｈ ）～昼食～大原港～竹富港
（14：00着）～ レンタサイクル または 水牛車観光 ～竹富港～
石垣港

Ｅ-２ 西表島半日アクティビティ（昼食付）

１

≪旅行条件のご案内≫

優雅なシートで壮大な景色を

竹富島

料金に含む：往復乗船、半日アクティビティ、昼食、竹富島内観光

～癒しの亜熱帯・西表島の大自然を半日で満喫～

り
ゆった
＆
良い
眺めの

小 浜 島 バス観光

竹富島で水牛車 大人￥13,800 小人￥10,000

プレミアムドリーム２階席

西表島

ドリームスタッフがおすすめ！

西表島 亜熱帯の森を体感しよう!!
Let’s カヌー・キャニオニング・滝トレッキング・ＳＵＰ・ハイキング

建物正面と右側の駐車場で約250台の駐車が可能です。
1時間100円、20時～翌朝8時は1時間50円。

