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　さあ、いよいよ定期船おがさわら
丸に乗って小笠原諸島へ出発です。
でも、到着までに要する時間は25時
間半。「きっと退屈しちゃうだろう
な…」と不安に思っている方も多い
のでは？ そこで本紙では、船内での
過ごし方についてモデルプランをご
紹介。東京湾観光や到着後のプラン
ニング、日没・星空観賞などなど、
船の中でやらなくちゃいけないこと
はたくさんあります。あまり休んで
いる時間はないですよ！（天候・海
況により、このモデルプランどおり
にできないことがあります）

【1日目】10時　出港
　自分の船室に荷物を置いたら、
さっそく外部デッキに出てみましょ
う。港の作業員が手を振ってみなさ
んをお見送りしています。
【1日目】10時15分　東京湾観光とア
クティビティの検討・予約
　おがさわら丸は転回を完了してい
よいよ南へ。ここから3時間弱の間は
東京湾内を航行します。右のマップ
にあるとおり、右舷、左舷に代わる
代わるみどころが登場。双眼鏡やオ
ペラグラスを持っている方は忘れず
に持って外部デッキへ。ふだんなか
なか見ることがない大型タンカーや
自衛隊・米軍の艦船、場合によって
は潜水艦を見ることもあります。
　また、島で楽しむアクティビティ
の予約をしていない方は、この時間
を使って予約することをおすすめし
ます。島に到着してからでは、場合
によっては満席になっていることも
あるためです。Cデッキ船内レストラ
ンの出口付近に各ガイド業者の紹介
があるので、参考にするとよいで
しょう。予約は携帯電話から。湾内
航行中は外部デッキや窓際にいれば
電波が届きます。湾外ではテレホン
カード専用の衛星公衆電話（Cデッ
キ）を。カードは売店で買えます。
　なお、船酔いが心配な方は、湾内
にいる間に酔い止めを服用しておく
と安心です。
【1日目】13時　昼食
　湾外へ出たのを合図にランチタイ
ム。Cデッキ船内レストランは14時ま
での営業。なお、船内には無料の給
湯器があり、売店や自販機で買った
カップ麺を食べることもできます。
【1日目】13時50分　大島通過
　右舷側に椿で有名な伊豆大島が見
えてきます。電波状況がよければ携
帯電話が通じます。
【1日目】14時　読書 or 昼寝
　遠方からのお客さまは、昼食でお
腹も膨れそろそろ眠くなってきたの
では？横になって軽くひと眠り…。
【1日目】15時25分　三宅島通過と
ティータイム
　右舷側。ここでも携帯電話が通じ
ることがあります。通過後は、Aデッ
キ展望スナックコーナーで名物の
アップルパイでティータイムを。
【1日目】夕方　日没
　船上から見る夕焼けは、陸上から

見るそれとは一味もふた味も違いま
す。なにしろ、船の周りは360度広が
る水平線。西の空だけでなく、北も
南も東も、そして天頂も、とても美
しいグラデーションが時間を追うご
とに広がっていきます。そして一番
星を見つけるのも楽しみです。日没
時間はCデッキ案内所付近のボードに
記入されているので要チェック。
【1日目】18時　八丈島通過
　右舷側。季節によっては日没前に
通過することになり、島影をはっき
り捉えることができます。ここでも
携帯電話が通じることがあります。
【1日目】18時15分　夕食
　お酒と共にゆっくり夕食を。飲み
足りない方は、Aデッキ展望スナック
コーナーでカクテルをどうぞ。
【1日目】20時　星空観察
　すでに東京から350キロ付近を航行
中、当然まわりは真っ暗です。上部
デッキに出れば空には見たこともな
いほどの満天の星空。知っている星
座、いくつ見つけられるかな。
【1日目】21時　シャワー、歯磨き
　さあ、そろそろ寝仕度を。無料の
温水シャワーは24時間使えます。
【1日目】22時　就寝
　2等船室は22時に消灯します。
【2日目】7時　起床
　いつもよりちょっと朝寝坊。歯磨
きなど身支度を整えましょう。早起
きして日の出を見るのもおすすめ。
【2日目】7時30分　朝の散歩
　Aデッキから外部へ。冬であれば、
まず気温に驚くはず。そして、海を
見てその美しさにまた感動…。ひと
晩の間に、東京とはすっかり違った
場所にやって来たことを感じられる
はず。Aデッキ外部甲板はぐるりと歩
けるので、そんな海風を感じながら2
～3周、朝の散歩を楽しみましょう。
【2日目】8時　朝食
　散歩でお腹がすいたら朝ごはん。C
デッキ船内レストランでは、船内で
焼いたパンが人気です。
【2日目】8時30分　昼食場所の検討
　朝食の直後ですが、ここで昼食に
ついて検討しておきましょう（裏面
参照）。到着直後のお店は混雑しが
ちなので効率的な動きが重要です。
【2日目】9時　聟島列島通過
　小笠原諸島最北端に到達。1月～4
月中旬ごろならザトウクジラが見ら
れるかもしれません。また、1年を通
してイルカとの遭遇も楽しみ。トビ
ウオが飛んでいることもあります。
【2日目】10時　荷物整理
　さあ、そろそろ下船準備。午後の
観光をスムーズに始めるために財布
やデジカメ、タオルなど、必要なも
のを仕分けておきましょう。
【2日目】11時　父島・二見湾へ
　いよいよ船は父島へ。出迎えの船
が出てきているかもしれません。
【2日目】11時30分　到着、下船
　到着です。意外と忙しい船旅だっ
たのでは？ 港には宿が看板を持って
迎えに来ているのでご自分の宿のと
ころに集合してください。

Cデッキ船内レストラン
ランチ／10時～14時
夕食／18時～22時
朝食／7時～10時
麺類600円～セット1,200
円程度。酒類もあり。

Aデッキ展望スナック
1日目／10時～21時
2日目／7時～11時
各種アルコール、ソフト
ドリンク、軽食。

Cデッキ売店
1日目／10時～21時
2日目／7時～11時
カップ麺など食品、タオ
ル・石鹸など日用品、雑
誌・書籍、酔い止め薬

■往路便の船内各店の営業時間

※海況等により変更することがあります。船内放送にご注意ください。

行きの船内で読みたい情報満載 !

航海を楽しむ→船中で調べる→現地を満喫、25時間半を無駄にしない情報紙航海を楽しむ→船中で調べる→現地を満喫。25時間半を無駄にしない情報紙
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1853（嘉永6）年のペリー艦隊の来航に
危機感を持った幕府が築造した海上砲台。
レインボーブリッジの開通やフジテレビの
進出などにより、注目度が高まりました。
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東京国際コンテナターミナル
日本を代表するコンテナターミナルで、全7バースに
20基のクレーンが建ち並ぶ景観は圧巻。川崎汽船、
商船三井、ワンハイラインズ（台湾）、日本郵船が
使用していて、主として北米・欧州方面とを結ぶ
大型船が入港しています。
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羽田空港
年間33万回以上の発着便と
6,000万人以上の利用客を誇る
国内最大の空港。海側に面し
ているのは第2ターミナルビル
（ANA）。沖合いに突き出して
いるのは、2010年に供用が開
始されたD滑走路。天候が良
ければ空港の向こうに富士山
が姿を見せてくれます。
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アクアトンネルのほぼ中間にある換気塔で、
ヨットの帆を象ったデザインが特徴です。
火災・事故時には避難所の役目も果たします。
あまり間近で見る機会はないので、
本船が近くを航行するのをお楽しみに。
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19世紀後半から20世紀前半までに、首都防衛のために
築かれた洋上要塞です。第一海堡は第二次世界大戦の
終戦まで使用されていましたが、現在は灯台が設置され
ています。第二海堡は、現在、船での火災を想定した消
防訓練施設として利用されています。第三海堡は浦賀水
道航路に接しており、海上交通の障害となることから2007
年に撤去されました。本船は第二海堡と第三海堡跡の間
（浦賀水道航路）を南下して東京湾外へ向かいます。
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旧海軍の施設を引き続き使っており、第7艦隊所
属の航空母艦『ジョージ・ワシントン』などが拠点と
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鋸山
鋸（のこぎり）の歯状に見える山は、千葉県鋸南町
と富津市の境にそびえる鋸山。良質な石材を産す
るため盛んに採石され、このような姿になりました。
横須賀や横浜の港湾施設にもこの山の石材が使
われています。
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三浦半島（神奈川県久里浜港）と房
総半島（千葉県金谷港）を結ぶカー
フェリー。おがさわら丸からも、航行
中の「かなや丸」「しらはま丸」をご覧
になれるかもしれません。
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到着するまでに
しておこう

　島に到着してからの手配では、ご
希望のアクティビティがすでに満席
になっていることがあります。ま
た、特に父島到着日午後の父島の各
アクティビティは、到着から各アク
ティビティの出発までに昼食を取る
必要があるなど時間に余裕がないの
で、あらかじめ予約しておくことを
おすすめします。
[ガイドの情報]上記のガイドマップに
観光協会所属ガイドの電話番号など
が掲載されています。また、Cデッキ
船内レストラン出口には各ガイドの
コース内容や料金などが掲出されて
いるので、ぜひご覧ください。
[予約方法]ご自身で各ガイドにご予約
ください。東京湾内航行中（13時ご
ろまで）は外部デッキであれば携帯
電話が通じます。またCデッキ案内所
前にある船舶電話（テレホンカード
専用、カードはCデッキ売店で購入可
能）なら湾外でも通話できます。

●アクティビティの予約

●昼食場所の検討

便利な父島ガイドマップ・母島ガイドマップ

各島の宿・ガイド・飲食店・商店・公共施設などを網羅したガイドマップがあると便
利です。部数が少ないので1グループにつき1部でご協力をお願いいたします。

●配布場所／小笠原観光案内カウンター（竹芝客船ターミナル内、出港日のみ）、
おがさわら丸船内、二見港船客待合所（父島、入出港日のみ）、小笠原村観光協会
（父島・B-しっぷ内）、小笠原母島観光協会（母島・沖港船客待合所内）

1グループにつき1部でお願いいたします

メモ＆スタンプ欄 小笠原に到着したら、ぜひ旅の記念に ！ 船客待合所や観光協会窓口などで「小笠原オリジナルスタンプ」を押しましょう。

　父島に到着した日の午後、各種ア
クティビティにご参加のお客さま
は、各種アクティビティの出発時間
までにご昼食をお済ませください。
おがさわら丸が到着する父島・二見
港の周辺（大村地区）に和食、洋
食、ラーメン店などがあるほか、お
弁当店もあります。
[飲食店の情報]上記のガイドマップ
に各飲食店の場所や営業時間が掲載
されています。

到着したら
こうしよう

　父島・二見港では、各宿が宿名を
書いた看板を持ってみなさまをお迎
えに来ております。ご自分の宿の看
板のもとへご集合ください。なお、
旅行会社を通じて申し込んだお客さ
まで、別途、到着時のご案内がある
場合は、その指示に従ってください
（添乗員のもとに集合、など）。

●各宿泊施設の看板のもとへ

ははじま丸
にお乗り継ぎのお客さまへ

　父島到着後、接続している「はは
じま丸」は12時30分発（GW・夏休み期
間は出航時刻が変わります。詳しく
はCデッキ案内所でご確認ください）
となります。のりばは、おがさわら
丸下船タラップを降りた右手側徒歩1
分ほどのところです。出航15分前
（混雑時は30分前）ごろまでに乗船
手続きを終える必要がありますの
で、父島到着後のご昼食をお急ぎく
ださい。混雑時は港周辺でお弁当を
購入し船内で召し上がることをおす
すめします（詳しくは左下「昼食場
所の検討」をご参照ください）。

　小笠原諸島は、他の大陸と一度も
地続きになっていない海洋島で、
風・海流・鳥などによって運ばれて
きた動植物は、他からの影響を受け
ることなく独自の進化を遂げてきま
した。一方、海洋島は捕食者や競争
相手が少ない環境を生み出し、小笠
原固有の生態系は外来種（人によっ
て持ち込まれた本土などの動植物）
の侵入に対して驚くほど脆弱です。
　そこで、小笠原諸島にお越しのお
客さまには、船の乗下船時や森の入
口などで、マットや粘着テープ（通
称コロコロ）による外来種侵入防止
対策をお願いしております。これ
は、靴底や服、ザック等に付いてい
るかもしれない種子や小さな虫を除
去するためです。小笠原の貴重な生
態系を後世に伝えていくため、みな
さまのご協力をお願いいたします。

●ご昼食はお早めに

　乗船手続きは11時30分から、乗船開
始はおおむね12時15分ごろからとなり
ます。おがさわら丸乗船時と同様、
人名票へのご記入が必要ですので、
お時間には余裕を持って「ははじま
丸船客待合所」にお越しください。

●ははじま丸の乗船

ワンポイントワンポイントワンポイント

　到着後すぐに父島のアクティビティ
や自由散策をご予定のお客さまは、
到着までに、下船後すぐに使うもの
（貴重品やカメラ、水着など）と使わな
いものに分けておくと、昼食やアク
ティビティへの移動がスムーズです。
宿によっては、父島・二見港で使わな
い荷物のみ預かり、チェックインはア
クティビティやご昼食の終了後にして
くれるところもあります。

小笠原諸島に
お越しのお客さまへ
お願い

▲乗下船時の靴底洗浄の様子（写真：東京都）

小笠原村観光局ファンページ
http://www.facebook.com/visitogasawara

小笠原村観光局公式アカウント
@theovtb

南島への観光を予定されている方へ

　南島には、自然保護のため人工の桟橋
を設けておらず、岩場を登って上陸します。
また、鋭く尖った石灰岩が露出している箇
所がありますので、サンダルではなく、踵を
固定できる靴などでお出かけください。

　南島の湾（鮫池）の入口は狭く岩礁もあ
るため、波や風などの影響が大きい場合
は湾内に入れず、上陸できないことがあり
ます。また、お足元に不安があったり体調
の悪いお客さまには、安全上の観点よりガ
イド判断で上陸をお控えいただくことがあ
ります。あらかじめご了承ください。 ▲南島上陸の様子

計画時でも
現地でも便利な
無料アプリ

世界自然遺産 小笠原諸島ガイドアプリ

【監修】小笠原村観光局
【企画・開発】グレック株式会社

iPhone・iPad版は
App Storeで

android版は
Google Playで

「小笠原諸島」で検索

近日
公開

歩きやすい靴でお出かけください

上陸できないことがあります

【平成25年4月1日版】
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