
1）21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては11日目）

2）20日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては
　　10日目）（3～6を除く）

3）7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）

4）旅行開始日の前日の解除

5）旅行開始日当日の解除（6を除く）

6）旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行契約の解除日
無料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

取消料（お一人様）

旅行開始
日の前日
から起算
してさかの
ぼって

8. お客様による旅行契約の解除
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様お1人様につき
次に定める取消料をいただきます。なお、下記記載の日付等は、旅行のお申込をされた販売店
及び当社の営業時間によるものとします。

9. 最少催行人員
1名様（ただし、2名様の記載がある場合は2名様となります）

10. 添乗員
添乗員は同行致しません。

11. 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。
（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

社が関与し得ない事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。

12. 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。
（2）旅行者は、旅行開始後において万が一、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販売店及び当社に申し出なければなりません。
13. 旅行代金・旅行条件の基準

この旅行条件は2020年8月27日を基準としています。又、旅行代金は2020年8月27日現
在の有効な運賃・規則を基に算出、作成しております。

14. 個人情報の取扱について
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間
の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・
入場施設に提供するサービスの手配及び手続きに必要な範囲内、又は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利用させていただくことが
あります。

平田観光株式会社／ご旅行条件書（要約）

1. 募集型企画旅行契約
この旅行は、平田観光株式会社（以下「当社」という）が企画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を締結することとなります。契約の内容・条
件は、パンフレット、本旅行条件書のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称する確定書面（以
下「旅程表」といいます）及び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. 旅行のお申込み及び契約成立
（1）所定の旅行申込書（以下「申込書」といいます）に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金

を添えてお申込みいただきます。当
社がその双方を受領した時点で契
約の締結を承諾し、成立したものと
します。申込金は、旅行代金又は取
消料若しくは違約金のそれぞれ一部
又は全部として取り扱います。

（2）当社は、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この
場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約を承諾した日の翌日か
ら起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます（受付は当社の営業時間内
とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となりま
す）。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り
扱います。

3. 申込み条件
ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他
の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。また、
健康を害している方、妊娠中の方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加
にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。

4. 旅行代金のお支払い
旅行代金全額は、旅行開始日（ご利用日）の前日からさかのぼって11日目にあたる日より前に
お支払い頂きます。旅行開始日（ご利用日）の前日からさかのぼって11日目にあたる日以降に
お申込の場合は、当社が指定する期日までにお支払頂きます。

5. 旅行代金の適用
ご参加のお客様のうち、満 12才以上のかたは大人料金、満 12才未満のかたは小人料金の適
用となります。なお、満 6才未満の同伴幼児は原則として無料ですが、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。

6. 旅行代金に含まれるもの
当社パンフレット、ホームページ、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。

7. 旅行日程・旅行代金の変更
（1）当社は、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えない事由

により旅行日程を変更する場合があります。上記の事由により定められた日程が変更された
結果、お客様が受けることが出来なかった内容についてはその代金を返金し、逆に当初の代
金を超えた場合はその差額分をお支払頂く場合があります。

（2）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。

この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び
同法第12条の5の定めるところの契約書面の一部となります。

お申し込みの際には詳しい旅行条件書（全文）と個人情報の取扱を説明したご案内を
お渡し致しますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。

1万円未満

1万円以上2万円未満

2万円以上

旅行代金（お一人様）
2,000円

4,000円

旅行代金の20％

お申込金（お一人様）

大人（12～60歳）14,600円（税込）　小人（6～11歳）11,300円（税込）
大人気！滝の裏に入って遊べちゃう、とっても珍しい「サンガラの滝」まで
カヌーとトレッキングで行ってみよう！

西表島カヌー＆トレッキング
「サンガラの滝」コース
西表島カヌー＆トレッキング
「サンガラの滝」コース

所要時間／約7時間（10月）、約8時間（11月～3月）

行　程

【10月行程】
石垣港発（8:30） ～ 西表島（上原港着） 
= ベースキャンプ ～ カヌー＆トレッキ
ング ･･サンガラの滝（昼食･フリータイ
ム） ･･トレッキング＆カヌー ～ベース
キャンプ（シャワー･着替え） ＝西表島
（上原港発） ～ 石垣港着（15:15 頃）

【11月～ 3月行程】
石垣港発（8:30） ～ 西表島（大原港着） 
= ベースキャンプ ～ カヌー＆トレッキ
ング ･･サンガラの滝（昼食･フリータイ
ム） ･･トレッキング＆カヌー ～ベース
キャンプ（シャワー･着替え） ＝西表島
（大原港発） ～ 石垣港着（16:10 頃）

人気の「サンガラの滝」へのトレッキングツアーに、白いサンゴの島
「バラス島」付近でのシュノーケリングをプラス！

西表島「サンガラの滝」と
バラス島シュノーケリングコース
西表島「サンガラの滝」と
バラス島シュノーケリングコース

所要時間／約10時間

行　程 
石垣港発（8:30）～ 西表島（上原港着） ＝ ベースキャンプ～カヌー&トレッ
キング ･･ サンガラの滝（昼食・フリータイム） ･･ トレッキング & カヌー 
～ ベースキャンプ（休憩･準備） ＝ 上原港または船浦港発 ～ バラス島付近
でシュノーケル（約 40 分） ～ 上原港または船浦港着 ＝ ベースキャンプ
（シャワー･着替え） ＝ 西表島（上原港発）（16:45）～ 石垣港着（17:30頃）

バラス島付近でのシュノーケル！ ランチは鳩間島で楽しいBBQです♪

バラス島と鳩間島
シュノーケリングコース
バラス島と鳩間島
シュノーケリングコース

所要時間／約10時間

行　程

石垣港発（8:30）～ 西表島（上原港着） 
･･ 現地事務所（準備） ＝ 上原港または
船浦港発 ～ バラス島付近でシュノー
ケル（1ポイント約30分） ～ 鳩間島上
陸（昼食BBQ/フリータイム） ～ シュ
ノーケル（2ポイント約60分）～ 上原港
または船浦港着 ･･ 事務所（シャワー・
着替え） ･･ 西表島（上原港発）（16:45）
～石垣港着（17:30頃）

大人（12歳以上）9,900円（税込）　小人（6～11歳）7,500円（税込）
うっそうと茂るマングローブ林を自力で進む、
西表の自然を満喫できるツアーです。

所要時間／約４時間30分

行　程

西表島マングローブカヌー
半日コース
西表島マングローブカヌー
半日コース

5,300円（税込）　

サトウキビ畑が広がるのどかな沖縄らしい光景と、
ラグジュアリーなリゾートホテルが同居する、
魅力がギュッと詰まった小さな島をのんび～りサイクリング♪

小浜島サイクリングコース小浜島サイクリングコース

所要時間／フリータイム

所要時間／2時間

大人3,900円（税込）　小人2,000円（税込）
 文化や自然溢れる小浜島を、ガイド兼運転手さんの
楽しいお話を聞きながら、島のバス観光へ出発！

小浜島バス観光コース小浜島バス観光コース

大人4,800円（税込）　小人2,800円（税込）
人気観光地として、年々来島者が増え続けている竹富島。美しい島を
バス観光で周ったり、透き通った海の中をグラスボートで遊覧できます！

竹富島グラスボート
バス観光コース
竹富島グラスボート
バス観光コース

所要時間／2時間30分

行　程
石垣港発 ～ 竹富港着 ･･ グラスボート遊覧（約25分） ＝ 島内バス観光（カ
イジ浜 [ 星砂の浜 ] 下車観光、コンドイビーチ [ 車窓 ]） ＝ 竹富港発 ～ 石
垣港着

大人（12～69才）7,800円（税込）　小人（3～11才）5,000円（税込）
抜群のロケーションの幻の島とサンゴ礁でシュノーケルが楽しめる
お得なパックコース!

幻の島上陸＋
シュノーケリングツアー
幻の島上陸＋
シュノーケリングツアー

所要時間／3時間

大人3,400円（税込）　小人2,300円（税込）
人よりも牛が多い！？　ハートの形をした「ハートアイランド」黒島を
のんびりサイクリング♪

黒島サイクリングコース黒島サイクリングコース

所要時間／フリータイム

大人2,400円（税込）　小人1,600円（税込）
赤瓦の民家が立ち並ぶ箱庭風景が訪れる人の心を癒します。
時間を忘れてのんびり島散歩しませんか？

ふらっと竹富島コースふらっと竹富島コース

大人3,300円（税込）　小人1,700円（税込）
店頭売り上げNO.１！人気の水牛車プラン♪美しい竹富島を満喫☆

竹富島水牛車コース竹富島水牛車コース

所要時間／2時間～フリータイム

行　程
石垣港発 ～ 竹富港着 ＝ 水牛車観光（集落内約 30分）
･･ フリータイム ＝ 竹富港発 ～ 石垣港着

行　程
石垣港発 ～ 黒島港着 ･･ サイクリング（フリータイム）
･･ 黒島港発  ～ 石垣港着

行　程

石垣港発 ～ 小浜港着 ･･ サイクリング（フリータイム）
･･ 小浜港発 ～ 石垣港着

行　程
石垣港発～小浜港＝島内バス
観光（ちゅらさんロケ地巡り）
＝小浜港発～石垣港着

大人（中学生以上）3,800円（税込）　
小人（小学生）2,500円（税込）

日本最南端の星空特等席！星空ガイドのお話を
聞きながら、まったり星空観察しましょう♪

石垣島星空浴ツアー
「石垣島星空ファーム」
石垣島星空浴ツアー
「石垣島星空ファーム」

所要時間／1時間

八重山の島々は、新たな感動でいっぱい！八重山の島々は、新たな感動でいっぱい！

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、昼食代（お弁当/お茶付き）、カヌーツアー代（ガ
イド料含む）、レンタル用品代（カヌー、ライフジャケット、サワーシューズ、防水バッグ）

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、昼食代（BBQ）、シュノーケリングツアー代
（ガイド料含む）、レンタル用品代（マスク・シュノーケル・フィン、ライフジャケット、
ウエットスーツ）
■最少催行人員：2名（他に参加者がいる場合、1名様でもご参加頂けます。お問い合わせ下さい。） 旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、レンタサイクル料（※電動自転車、ギア付

自転車、普通自転車から選択）

旅行代金に含まれるもの／シュノーケリングツアー代（ガイド代含む）、必要機材一式、傷害保険料
ツアー対象年齢／3～69歳まで（0～2歳・70歳以上は同伴も含め、参加不可）
参加条件/妊娠中の方、酒気帯の方、健康を害している方はご参加いただけません。
キャンセルポリシー／前日17時以降　100%
■最少催行人員：2名（他に参加者がいる場合、1名様でもご参加頂けます。お問い合わせ下さい。） 

旅行代金に含まれるもの／ガイド料、保険料、リクライニングチェアのレンタル代
キャンセルポリシー／ご連絡なしの当日不参加の場合のみ100%

大人１名につき幼児１名無料

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、水牛車観光代
追加オプションでグラスボートも参加可能　大人1,300円（税込）　小人600円（税込）

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、レンタサイクル料

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、バス観光代

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、バス観光代、グラスボート代

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、昼食代（お弁当/お茶付き）、カヌー＆シュノー
ケリングツアー代（ガイド料含む）、レンタル用品代（ライフジャケット・サワーシューズ・
防水バック、マスク・シュノーケル・フィン、ウエットスーツ）

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、カヌーツアー代（ガイド料含む）、レンタル用品代
（カヌー、ライフジャケット）

■最少催行人員：2名（他に参加者がいる場合、1名様でもご参加頂けます。お問い合わせ下さい。）

●電動自転車
4,300円（税込）　●ギア付き自転車

4,000円（税込）　●普通自転車

～船　･･徒歩　＝送迎車

～船　･･徒歩　＝送迎車

～船　･･徒歩　＝送迎車

～船　･･徒歩　＝バス

～船　･･徒歩　＝送迎車

利用バス会社 竹富島交通

出発時間 石垣発 08：30
　　　 09：30
　　　 13：00
　　　 14：00

行　程
浜崎マリーナ出港 ～ 幻の島（滞在約
30 分） ～ 当日のベストポイントで
シュノーケリング（40～ 60 分） ～ 
浜崎マリーナ帰港

～船　＝送迎車

運営会社
ラッキークローバー
出発時間

09：00 、14：00 / 3～10月
09：00 、13：00/2月

行　程

現地集合「石垣島星空ファーム」（20：50）
･･ 石垣島星空浴ツアー（１時間） ･･ 現地解
散（22：00）
※別途有料にてバス送迎あり（お問い合わせ下さい）

･･徒歩

運営会社 星空ツーリズム

出発時間 21:00 ～

所要時間／フリータイム

行　程
石垣港発 ～ 竹富港着 ＝ 送迎バスで移動（往路）･･ フリー散策 ＝ 送迎バ
スで移動（復路） ＝ 竹富港発～石垣港着
※所要時間はフリーですので復路便はお好きな便利用可能（但し最終便のみ利用不可）

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、バス送迎代（竹富港～コンドイビーチ又は
集落内のバス停までの一往復分）

～船　･･徒歩　＝バス

～船　･･徒歩　＝バス

～船　･･徒歩

～船　･･徒歩～船　･･徒歩　＝送迎車

利用バス会社 竹富島交通

出発時間
利用バス会社

出発時間

出発時間

石垣発の時間は 8:30 ～
15:00（定期便に準ずる）
からお好きな時間を選んで
ください。

石垣発　08：30、09：30、10：30、
13：00、14：00

出発時間 08：00、10：00

手配
旅行

手配
旅行

2020年10月1日～　　
2021年3月31日
2020年10月1日～　　
2021年3月31日

石垣島石垣島
西表島西表島
由布島由布島
竹富島竹富島
小浜島小浜島
黒　島黒　島
鳩間島鳩間島
波照間島波照間島

B

E

I

【参加条件】
★服装
当日は濡れても良い服の下に予め水着を着用の上、ご集合ください。
★必ずご用意いただくもの
タオル・着替えは必ずご持参ください。
※お帰りの際、濡れた着衣のままでは高速船へ乗船できません。

★任意でご用意いただくもの
帽子・日焼け止め・雨ガッパ・予備の飲み物など

【確認事項】
・お客様のご都合により当日キャンセルされる場合にはキャンセル料をお支払いいただきます。
・サンガラの滝コースは上原港の欠航時には大原港を利用いたします。大原港欠航時はツアーは
　催行中止となります。
・西表島現地参加や解散が出来ます。ご予約時にスタッフまでご相談ください。
・ライフジャケットを着用いただけないお客様はツアーにご参加いただけません。
・トレッキングは舗装されていない山道でアップダウンが続きます。難易度は中級レベルです。
・シュノーケリングの含まれるツアーは、泳げない方やシュノーケリング経験のない方はご参加
　いただけません。
・妊娠中の方、酒気帯びの方、健康を害している方はご参加いただけません。
・「サンガラの滝とバラス島シュノーケリング」と「バラス島と鳩間島シュノーケリング」は10月
　のみの催行です。

昼食付き

昼食付き 昼食付き

石垣港発（8:30）～ 西表島（大原
港着） ＝ 事務所（準備） ･･ 仲間川
カヌー ･･ 事務所（シャワー･着替
え） ＝ 大原港発（12:30） ～ 石垣
港着（13:10頃）

10月
のみ

10月
のみ

大人（12～60歳）17,500円（税込）　小人（6～11歳）14,200円（税込）

西表島・鳩間島・バラス島のマリンアクティビティにご参加のお客様

大人（12～60歳）17,500円（税込）　小人（6～11歳）14,200円（税込）

コハマ交通

12月・1月
催行なし

※妊娠中の方、酒気帯の方、健康を害している方はご遠慮下さい。

08：40 / 10：30  
12：50 / 15：00

  11月・12月
    1 月
  催行なし

出発時間 08：40、10：30発から選択
参加条件 大人（12歳以上）

※11歳以下のお子様は同伴頂けません
※妊娠中の方、酒気帯の方、健康を害している方はご遠慮下さい。



星野リゾート西表島ホテル

マリユドゥの滝

とのしろ

旅行条件のご案内

大人13,900円(税込)　小人9,100円(税込)
一日で3つの島めぐり。
すべて楽しみたい方にぴったり。

半日でまわれる！！
西表島のジャングルクルーズと水牛車で渡る由布島。

西表島・由布島・竹富島３島周遊コース西表島・由布島・竹富島３島周遊コース (竹富島フリータイム）(竹富島フリータイム）

所要時間／約8時間～

行　程

石垣港発 (8:30) ～ 西表島 ( 大原港着 ) ･･ 仲間川 ( マングローブクルー
ズ ) ＝ 美原 ― 水牛車で移動 ― 由布島 ( 入園・昼食 ) ― 水牛車で移動 
― 美原 ＝ 西表島 ( 大原港発 ) ～竹富港着
竹富島観光 ( 追加オプション )～ 石垣港着
※潮の干満、天候によりコースの一部が変更となる場合があります。

行　程
石垣港発 (8:30) ～ 西表島 ( 大原港着 ) ･･ 仲間川 ( マングローブクルーズ ) 
＝ 美原 ― 水牛車で移動 ― 由布島 ( 入園・昼食 ) ― 水牛車で移動 ― 美
原 ＝ 西表島 ( 大原港発 ) ～ 石垣港着 (15:00 頃 )
※潮の干満、天候によりコースの一部が変更となる場合があります。

大人11,400円(税込)　小人7,000円(税込)

所要時間／約4時間30分

行　程

石垣港発 (8:30) ～ 西表島 (大
原港着 ) ･･ 仲間川 ( マング
ローブクルーズ ) ＝ 美原 ― 
水牛車で移動 ― 由布島 ( 入
園 ) ― 水牛車で移動 ― 美原 
＝ 西表島 (大原港発 ) ～ 石垣
港着 (13:10 頃 )
※潮の干満、天候によりコースの
一部が変更となる場合があります。

大人13,300円(税込)　小人8,800円(税込)
仲間川ジャングルクルーズの後、
のんびり水牛車にゆられ由布島へ。

西表島・由布島
２島周遊コース
西表島・由布島
２島周遊コース

所要時間／約7時間

大人8,200円(税込)　
石垣島の壮大な大自然が残るバンナ公園を、
セグウェイで駆け抜ける！

セグウェイツアー
 in 石垣島 バンナの森
セグウェイツアー
 in 石垣島 バンナの森

所要時間／約2時間

1日でたくさんの島巡り1日でたくさんの島巡り

西表島・由布島
半日観光コース
西表島・由布島
半日観光コース

●手配旅行契約
このマーク付の商品にお申込されるお客様は、平田観光㈱ (以下、当社と言う）と手配旅
行契約を締結することになります。

また、旅行条件は下記によるほか、別途お渡しする取引条件書（全文）及び旅行業約款手配旅行
契約の部によります。
このご案内に記載のないことは、当社に提示している旅行業約款手配旅行の部をご覧くださ
い。
●旅行のお申込及び契約成立時期
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、旅行代金の２０％相当額のお申込金を添えてお申込く

ださい。お申込金は、旅行代金、取消料等、お客様がお支払いいただく金銭の一部としてお
取り扱いいたします。

（２)手配旅行契約は、お申込の旅行会社が契約の締結を承認し、申込金を受領したときに成立
するものとします。

●取消料
（１）取消
お申込を取り消された場合は、運送機関所定の取消料又は違約料、お申込の各旅行社所定の取
消手続料金を申し受けます。乗車券類をお持ちの場合、代金、料金から当該料金を引いた残額
を、当該券類等と引き換えに払い戻しいたします。なお、払戻しは、発行日又はご利用日より１ヶ
月以内に限って、お申込の各旅行会社にてお取扱いいたします。運送機関所定の取消料又は違
約料は当該運送機関によって異なります。詳細は係員におたずね下さい。

手配
旅行

沖縄県石垣市美崎町1番地(石垣港離島ターミナル内)

●（社)全国旅行業協会会員　旅行業務取扱管理者：松川雅明
●沖縄県知事登録旅行業第2-367号

【旅行企画・実施】

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う販売店での取引に関する責任者です。
　この旅行契約に関しご不明な点があれば、取扱管理者にお尋ねください。

【お問い合わせ・お申し込みは】
〈受託販売〉

ＴＥＬ.0980-82-6711/ＦＡＸ.0980-83-2511

L

S D

旅行代金に含まれるもの
行程内の高速船代、仲間川遊覧船代、由布島入園料（水牛車代含
む）、昼食代、西表島バス観光代

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、仲間川遊覧船代、由布島入園料（水牛車代含む）、
昼食代、西表島バス観光代

旅行代金に含まれるもの／セグウェイツアー代（ガイド料金含む）

旅行代金に含まれるもの／行程内の高速船代、仲間川遊覧船代、由布島入園料（水牛車代含む）、
バス観光又はタクシー観光代

西表島･由布島･竹富島３島周遊コース
竹富島追加代金(おひとり様) ●バス観光／大人1,300円　小人650円

●グラスボート／大人1,300円　小人600円

SEGWAYSEGWAY

＊運動に適した服装や履物での
　ご参加をお願い致します。
＊妊娠中の方、酒気帯びの方は
　ご遠慮いただいております。
＊天候不良により中止となる
　場合があります。

１回目／10:00～　　２回目／15:00～

～船　･･徒歩　＝バス　―水牛車

～船　･･徒歩　＝バス　―水牛車

行　程

バンナ公園北口（乗車講習／約 30 分） － バンナ公園 Cゾーン
をセグウェイツアー（約 90分 ） ～船　･･徒歩　＝バス　―水牛車

ファミリーマート
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ANAインターコンチネンタル石垣
EXES石垣島 方面
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波照間島　竹富島　鳩間島
西表島（大原・上原）　小浜島　黒島

パンフレット掲載コース以外にも多数取り扱いあり。お気軽にご相談ください。

石垣島をはじめ、各島々での
観光手配もおまかせ！！

貸切バス 貸切タクシー レンタカー

全コース共通：利用バス会社 西表島（西表島交通） 竹富島（竹富島交通）

L

石垣市登野城 2241-1（バンナ公園北口）

16 歳～70歳

集合時間

現地集合場所

開始時間

ご参加条件

■年齢制限

45kg～117kg
(45kg 未満の方はご相談下さい )

■体重制限

動きやすい服装で、運転に適するくつ
（スカート不可）

■服装

雨風などの天候不良により急遽ツ
アーが中止になる場合がございます。

■天候

午前　9：45 午後　14：45

※繁忙期等は臨時の開始時間を設定することがございます。お問い合わせ下さい。

昼食付き

昼食付き

追加代金にて2つまで選択できます。　
追加オプションは、ご予約時にご選択ください。※出発後のプラン変更はできません。

石垣空港よりタクシーで約30分　

▲

▲

観音崎

御願崎 川平湾 米原

平久保崎　

玉取崎展望台

於茂登岳

石垣空港

バンナ岳

宮良湾

●鳩間島

乗船券乗船券

セグウェイとは…

アクセルやブレーキ操作なしに体重の重心移動によって、速度・方向転換などの制御
ができる近未来のモビリティー、電動の立ち乗り二輪車です。セグウェイは安全な乗
り物です。必要な操作方法を覚えれば、だれでも簡単に乗れます。近未来の乗り物
「セグウェイ」でバンナの森の中を現地ガイドと一緒に爽快に走ってみませんか？
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