
川平湾グラスボート 

毎日催行 10:15～12:10 / 13:15～15:10 最小催行人数 ２名様  

大人2,500円  小人1,900円 (4-11歳) 

名勝地で日本百景にも選ばれている絶景スポットです。 

グラスボートで遊覧しながらカラフルなお魚に出会えたり 

約1時間のフリータイムでは展望台からの景色を楽しんだり黒真珠の 

お買い物などもでき2時間のツアーでチェックアウトの後でもご参加できます。 

 

【ツアー代金に含まれるもの】往復の送迎代、グラスボート乗船券 

•八重山諸島での心に残る旅をお手伝いいたします。 

石垣牛 焼肉レストラン 
ランチ / ディナー  

自然豊かな石垣島で育った石垣牛をご堪能いただけます。 

人数やお買い物プランの追加に応じてお肉のセットを 

数種類ご用意しております。 

その他、竹富島ツアー、川平周辺巡りなどのツアーと組み合わせても 

お楽しみ頂けます。 
 

*お値段の確認はツアーデスクまでよろしくお願い致します* 
 

【料金込み】 交通費, レストランでのお食事セットに限ります 

石垣焼窯元 陶芸体験 
09:30～12:00 / 13:30～16:00            最小催行人数 2名様 

1名様 7,200円 
 

石垣島のエメラルドグリーンの海をイメージした石垣焼。 

伝統技術を使ったオリジナル陶芸作品を作ることができます。 

さまざまな陶芸作品を見学できお買い物も楽しめます。 

 
【ツアー代金に含まれるもの】往復の送迎代、陶芸体験代、土1kg 
*作品の送料は後日着払いで負担となります。 
⋆作品の出来上がりまでは約8ヶ月かかります。 
 

 

石垣島内主なスポットへの所要時間 

A） クラブメッド石垣島 

B） 石垣港離島ターミナル（市街地）35分     

C） 石垣島空港                40分 

D） 平久保崎灯台                   55分  

E） 玉取崎                  45分 

F） 石垣島鍾乳洞             30分 

2.旅行の申し込みと契約の成立 
（1）当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の金
額を添えて申し込みいただきます。申込金は旅行代金・取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いま
す。 
（2）電話又はファクシミリその他の通信手段による申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は
成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申し込み書と申込金を提
出いただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、お申し込みはなかったものとして取り扱います。 
（3）申込金（お一人様につき） 
   申込金（旅行代金）1,000円（10,000円未満）、2,000円（10,000円以上） 
（4）募集型企画旅行の契約は、契約の締結を承諾し申込金を受理した時に成立するものとします。 
（5）通信契約による旅行契約は、お申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、e-mail等の
電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到着した時に成立するものとします。 
        

3.旅行代金の支払い 
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただけます。旅
行開始日の前日からさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定
する期日までにお支払いいただきます。 
 
4.旅行代金について 
参加されるお客様のうち、満12歳以上の方は大人代金、満4歳以上12歳未満の方は、子供代金となります。 

5.旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの 
 
（1）旅行日程に明示した運送機関の運賃、食事代、入場料、旅行取扱料金及び消費税等の費用が含ま
れます。 
（2）その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。 
（3）旅行日程に記載のない交通費等の諸経費及び個人的性質の諸経費は含まれません。 
（4）添乗員は同行しません。現地のドライバー兼ガイド等が案内します。 

6.お客様からの旅行契約の解除（取消料） 
 
（1）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただくことにより旅行契約を解除す
ることができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い
戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。 
（2）お客様のご都合でコース等変更される場合も次に定める取消料が適用されます。 
（3）取消日とは、お客様が当社の営業日・営業時間に解除する旨を申し出いただいた日とします。 
   1）旅行開始日の前日に解除               旅行代金の40％ 
   2）旅行開始当日の解除                   旅行代金の50％ 
   3）旅行開始後の解除又は無連絡不参加      旅行代金の100％ 
 

7.個人情報の取扱について 
（1）当社は申し込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡及びそれらのサービス受領の
為に必要な範囲で利用させて頂きます。 
（2）旅行契約上の責任、事故時の費用を担保する保険手続き上必要な範囲内で利用させていただく場合が
あります。 

 
 

 

 

 

旅行企画・実施 株式会社クラブメッド  
観光庁登録旅行業第536号東京都港区南麻布3-20-1 
石垣島営業所 石垣市川平石崎1番地  クラブメッド石垣島カビラ内 
TEL 0980-84-4600/4610 内線：3374 
09:00-12:00, 16:00-19:00  
総合旅行業務取扱管理者 沼田和夫 

㈱クラブメッド国内旅行条件（要約/オプショナルツアー） 
 
1.募集型企画旅行契約 
（1）この旅行は、株式会社クラブメッド（以下【当社】といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅
行契約に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下【旅行契約】といいます。）を締結する
事になります。 
（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件の他、ご旅行のお申し込み
時にお渡する旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行
の部によります。  

 

世界探検

ツアーデスクプログラム

観光タクシープラン 
 

石垣島の観光地への送迎や平久保崎、玉取崎、石垣島鍾乳洞、 
お土産やショッピングで市街地などへのおでかけの際でもお手伝い致します
観光地への周遊コースもアレンジ可能。 
ご希望にあわせてモデルコースをご案内します。 
 

*お値段の確認はツアーデスクまでよろしくお願い致します* 

 

* オプショナルツアーデスクオープン時間*  

 9:00-12:00, 16:00-19:00 



SEARCHING FOR EMOTIONS   
A LA CARTE  

CONNECTING WITH CULTURE                              

NATURE LARGER THAN LIFE               

竹富島・石垣島フリータイム(半日） 
08:30～14:00           最少催行人員：6名様（大人） 

大人 9,800円 小人 7,800円(4-11歳)  

石垣島から一番近い離島。フェリーでたった15分で竹富島へ。 
県内で初めて『重要伝統的建造物群保存地区』に指定された美しい集落が残る竹富島。 
竹富名物水牛車でのんびり揺られながら赤瓦の民家やさまざまな種類のシーサーを 
楽しみながら集落めぐりをした後に星砂を探しにカイジ浜へ。 
その後はコンドイビーチへも立ち寄ります。 
石垣島に戻ってからはお土産屋さんがたくさん並んでいます、ゆうぐれなモールなどで 
フリータイムをお楽しみください。 
 

【旅行代金に含まれるもの】往復の送迎代、往復の船代、バス観光代、水牛車観光代 
 

西表島カヌー・トレッキングアドベンチャー 

07:30～17:00               最少催行人員：2名様                              

20,500円 小人 15,000円 (6-11歳)      

四季を問わず1年中島が緑に覆われている亜熱帯の島。 
神秘の島、西表島。マングローブが群生する穏やかな川をカヌーで探検後、滝を目指す 
ジャングルトレッキングではさまざまな生き物に出会えるかも。滝に到着後は疲れた体を滝壷で 
癒したり泳いだりと。また滝に打たれる天然シャワーを浴びて西表島ならではの大自然を体験 
できるのは間違いなし。 
 

【旅行代金に含まれるもの】往復の送迎代、往復の船代、トレッキングシューズ、ライフジャケット、
昼食代、現地ガイド代  

 

西表島・由布島観光 

08:30～17:00           最少催行人員：6名様（大人） 

大人 20,500円 小人 15,000円(4-11歳)  

島の90％が原生林に覆われ、世界的にも珍しい植物・動物が生息している西表島。マング
ローブの生い茂る仲間川を遊覧船にてボートクルーズ。また、由布島へはのんびりと水牛車で 
渡り、昼食は沖縄郷土料理をご用意。  
まだまだ大自然が残るアドベンチャーな西表島へ上陸してみてはいかがでしょうか。 
 

【旅行代金に含まれるもの】往復の送迎代、往復の船代、バス観光代、仲間川ボート代、由
布島入園料（水牛車代含む）、昼食代 
 

川平湾周辺巡り 

09:00～12:45          最少催行人員：6名様（大人）                 

大人 6,800円 小人 4,500円 (4-11歳)                                        

ミシュランガイドにも選ばれた日本百景の一つ川平湾へご案内。グラスボート遊覧後、黒蝶真

珠養殖ギャラリー、フリータイムでは沖縄の地酒･泡盛酒造所を訪れることもできます。また石垣

焼窯元を訪ねます。八重山諸島の文化を集めた「やいま村」にて三板体験、リスザル達とのふ

れあいをお楽しみ下さい。 

 

【旅行代金に含まれるもの】 バス観光代、グラスボート代、やいま村入園料 
 

釣り船 

08:00～11:30 / 14:00～17:30                    

10,500円 / 1名様 最少催行2名様 1名12,000円  

経験がなくてもスタッフが道具の使い方なども教えてくれます。 

釣れた瞬間の感覚はクセになるかも。 

■釣り船体験（半日）08:00～11:30 14:00～17:30                                                                                        
*竿レンタル・餌代として現地で別途2,000円必要となります。 

 
【旅行代金に含まれるもの】往復の送迎代、釣り船代金、ライフジャケット 

スキューバダイビング 
 

石垣島は海中もパラダイスです。海に潜って別の角度からターコイ
ズブルーを満喫しに海中散歩へ。初心者コースもございます。 
 

■体験ダイビング  

■ファンダイビング 1 本              

■ファンダイビング 2 本 

■オープンウォーターライセンス取得コース 
 

 *お値段の確認はツアーデスクまでよろしくお願い致します* 

*ダイビングのご予約の際は、健康問診票のご記入をお願いいたします。病状により、コース
の参加をお断りする場合がございます。予めご了承下さい。  

*10歳以上参加可能。  

ミンサー織り体験 
 

*Ａコース 1,500円  コースター       約20～30分                              
*Ｂコース 2,500円  テーブルセンター小  約40～50分                                   
*Ｃコース 3,500円  テーブルセンター大  約60～90分                             
*材料費、消費税が含まれます。また、作品は後日発送 

 
 

かびらホタルツアー *季節限定* 

19：30～21：30                 最少催行人員 2名様 

大人5,500円 小人4,000円(4-11歳)   

ホタルの光で幻想的な雰囲気に包まれます。 

ばったりと夜行性の生物にも遭遇するかも。 

4月から6月の期間限定ツアーです。 

 

【旅行代金に含まれるもの】往復の送迎代、現地ガイド代、長靴レンタル代 
 

申し込み条件・取消料等はメニューにより異なります。 
実施内容は予告なく変更となる場合があります。悪天候
等により出発・到着時間の変更、遅延及び催行中止と
なる場合がございます。予めご了承下さい。ツアーの内容
等はエクスカーションデスクまでお問い合わせください。  

 

ナイトサファリ  *季節限定* 

19：30～21：30                 最少催行人員 2名様 

大人 5,800円 小人4,200円(4-11歳)   

石垣島の夜の自然を散策してみませんか。 

昼間は活動していない夜行性のめずらしい生物に出会えるかも。 

装備がなくても普段の服装でお気軽に参加できます。  
 

【旅行代金に含まれるもの】 往復の送迎代、現地ガイド代、長靴レンタル代 

シュノーケリング   

08：40～12：00  /  12:40 ～ 16:00               

08：00～12：30  /  12:30 ～ 17:00                

大人12,500円 小人8,300円(4-11歳)   

Marine ecology in Ishigaki Island, rich in coral resources and 

diverse fish stocks.  
 

【旅行代金に含まれるもの】往復の送迎代、シュノーケル3点セット、ライフジャケット 


