小笠原の

往きの船内で読みたい情報満載 !

おがさわら丸の
24時間をEnjoy
してね！
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発 行：

航海を楽しむ→船中で調べる→現地を満喫。24時間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

24時間の過ごし方
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24時
間。「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・星空観望などなど、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！

=========1日目==========
【11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。
【11時15分】 東京湾観光
おがさわら丸はレインボーブリッ
ジをくぐっていよいよ南へ。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。双眼鏡やカメラを持っている
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、と
きには潜水艦が現れることだってあ
ります。
【11時30分】 観光案内
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。※１4デッキ観光情報コーナー
では13時まで解説員が丁寧に教えて
くれますよ。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100円
硬貨専用の衛星公衆電話（4デッキ）
を。両替は船内で行えます。なお、
船酔いが心配な方は、湾内にいる間
に酔い止め（船内では販売していな
いので、乗船前に購入してくださ
い。)を服用しておくと安心です。
【13時】 昼食
湾外へ出る前にランチタイム。4
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。
【14時30分】 船内レクチャー※１
レストランにて島の解説員が島の
観光情報をお伝えします。島で何を
したら良いか教えてもらいましょ
う。
【15時15分】 読書 or 昼寝
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…。
【16時10分】 三宅島通過とティータ
イム
右舷側。通過後は、7デッキ展望ラ
ウンジで名物のアップルパイで
ティータイムを。
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竹芝桟橋
本船はバックで出港し、
晴海ふ頭の沖合いで
前進に転じます。

【夕方】 日没
船上から見る夕焼けは、陸上から
見るそれとはひと味もふた味も違い
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4デッキ案内所付近のボード
で要チェック。
【18時50分】 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。
【19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、7デッキ展望ラウンジ
でカクテルをどうぞ。
【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。
【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。
【22時】 就寝
2等船室は22時に消灯します。外部
デッキも閉鎖されます。
==========2日目==========
【朝】 起床
早起きして日の出を見るのもおす
すめ。
【7時30分】 朝の散歩
7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。8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。
【8時】 朝食
散歩でお腹がすいたらレストランや
ラウンジで海を眺めながら朝ごはん。
【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。
※１外部デッキでは解説員が島の名前
や生物の解説をしてくれます。
【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。
【11時】 到着、下船
到着です。意外と忙しい船旅だっ
たのでは？港には島の人々が看板を
持って皆様をお待ちですよ。到着後
の詳細は裏面をご覧ください。

Tel.03-5776-2422

お台場
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。

11：00

レインボーブリッジ
1993年竣工の吊り橋。
橋げたの高さは52m。

東京国際コンテナターミナル(大井埠頭)
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。

東京都

羽田空港
国内最大乗客数の空港。
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。

川崎人工島
（風の塔）
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。

11：40

東京

湾ア

クア

神奈川県

ライ

千葉県

ン

海ほたる
川崎と木更津を結ぶ東京湾アクア
ライン上にあるパーキングエリア。
（跡）
第一〜三海堡
（跡)
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。

みなとみらい
横浜ランドマークタワー
（70階建て、高さ296.33m）
やヨットの帆を模した「ヨコハマ
グランドインターコンチネンタル
ホテル」などを遠望できます。
三
浦
半
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第一海堡
第二海堡

海上自衛隊横須賀基地
米国海軍横須賀基地

東京・竹芝桟橋
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※東京湾内
は14時頃ま
で電波が入
ります。
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14：50

ははじま丸
2時間

母島

金谷港
▲鋸山

16：10
18：50
※大島沖、三宅島
沖、八丈島沖は微
弱ですが携帯の
電波が入る場合
があります。

※父島入港約1時間
前から電波が入り
始めます。

11：00

通過時間＆
電波MAP
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出港から３時間は
東京湾観光を

■ 往路便の船内各店の営業時間 (カッコ内はラストオーダー)

※1 解説員による説明は父島折り返し便では実施されません。
注意：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。

東京湾フェリー
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。

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。

1：20

＜携帯電話の電波に関して＞
●船室内は電波が入りにくいた
め、外部デッキや窓際でご利用く
ださい。●航行中は電波状態は不
安定です。通話の際はご注意くだ
さい。●このマップに記載されて
いる時間や電波状況は目安です。

父島

米国海軍横須賀基地
在日米海軍司令部が設置されている基地です。
旧海軍の施設を引き続き使っています。

久里浜港

須美寿島

鳥島

海上自衛隊横須賀基地
護衛艦隊司令部や潜水艦隊司令部などを含む自
衛艦隊司令部や横須賀地方総監部などが設置さ
れている海上自衛隊の基地です。なお、本船が東
京湾内を航行中、護衛艦や潜水艦を見かけること
が少なからずあります。

富津岬

※営業時間は変更することがあります。
船内放送をご確認ください。

4デッキ船内レストラン
Chichi-jima

7デッキ展望ラウンジ喫茶･軽食
Haha-jima

ランチ／11:15～14:00(13:30)
夕食／17:30～21:00(20:30)
朝食／7:00～10:00(9:30)

1日目／12:00～21:00(20:30)
2日目／7:00～10:00(9:30)

1日目／11:00～21:30
2日目／7:00～9:30

各種アルコール、ソフトドリンク
軽食など

カップ麺、お菓子、日用品、
書籍、挽きたてコーヒー
おがさわら丸オリジナルグッズなど

ラーメン、定食、丼、カレー、生ビ
ールなど

6デッキ売店
ショップドルフィン

お支払いにはSuicaが利用できます。（船内ではチャージ不可。父島営業所でチャージ可。）

母島に渡航する方は、父島到着後の
ご昼食をお急ぎください。ははじま丸
の出航まで1時間しかありません。（
定刻の場合）母島では到着後、ランチ
営業をしていない場合があるので、父
島のレストランで急いで昼食をとるか
お弁当を購入して乗船することもでき
ます。
ははじま丸への乗り継ぎのお客様を
優先対象とした弁当屋「桟橋べんとう
屋」がおがさわら丸の到着日限定で出
店しています。出店場所は、ははじま
丸船客待合所付近、又はおがさわら丸
船客待合所内のどちらかで出店してお
ります。

小笠原のクチコミや読み物が充実

父島の宿やツアー情報は

母島の宿やツアー情報は

小笠原村観光局

小笠原村観光協会

小笠原母島観光協会

TEL：03-5776-2422

TEL：04998-2-2587

TEL：04998-3-2300

@ogajiro1968

