
 　 記載の料金は2021年1月現在のものです。最新の料金はご予約時にご確認ください。

＊母島 山のツアー＊

乳房山ツアー

ガイド名 連絡先
（TEL/メール）

料金
（）内はお一人様料金

時間 定員

田澤誠治 04998-3-2371 \8,000 5～6時間 2名～

茂木永楽園
04998-3-2337
090-8038-9256

ogasawara-chre@m2.dion.ne.jp

\8,000
(\10,000)

約5時間 1名～

フィールドエスコート
hilolo

04998-3-2300(観光協会）

guide@hahajima-hilolo.com

2～4名\10,000
5名以上\8,000

(\15,000)
約5時間 1名～

uli-hahajima
（ウリハハジマ）

04998-3-2288
info@uli-hahajima.com

\8,000
(\10,000)

約6時間 1名～

人と自然のまなびや
（児嶋翼）

04998-3-2300(観光協会）

t_kojima_s59@yahoo.co.jp
\8,000
(\9,000)

約6時間 1名～

irie isle（アイリーアイル） 04998-3-2300(観光協会）
irieisle.hahajima@gmail.com

西ルート\8,000(\10,000)
東ルート\6,000（\7,500）

西ルート約5時間
東ルート約4時間 1名～

南崎・小富士ツアー

ガイド名 連絡先
（TEL/メール）

料金
（）内はお一人様料金

時間 定員

田澤誠治 04998-3-2371 \7,000 ４～5時間 2名～

茂木永楽園
04998-3-2337
090-8038-9256

ogasawara-chre@m2.dion.ne.jp

\7,000
(\9,000)

約5時間 1名～

フィールドエスコート
hilolo

04998-3-2300(観光協会）

guide@hahajima-hilolo.com
\8,000

(\12,000)
約5時間 1名～

坂入千之 04998-3-2300(観光協会）
\7,000
(\8,000)

約4時間 1名～

uli-hahajima
（ウリハハジマ）

04998-3-2288
info@uli-hahajima.com

\7,000
(\9,000)

約5時間 1名～

人と自然のまなびや
（児嶋翼）

04998-3-2300(観光協会）

t_kojima_s59@yahoo.co.jp
\7,000
(\8,000)

約5時間 1名～

irie isle（アイリーアイル） 04998-3-2300(観光協会）
irieisle.hahajima@gmail.com

\8,000
(\10,000)

約5時間 1名～

母島アクティビティ一覧

※現在一部ルートが通行止めとなっており周回できません。西ルートより山頂までは通行可能です。

＊各ツアーの出発時間はお客様とご相談し決定します。山のツアーにはトレッキングシューズ(登山靴）、雨具をご用意ください。お
弁当が必要かどうかは事前にガイドに確認してください。
日中はガイドツアー中のため電話がつながりにくいことがあります。ご了承ください。

国有植物の観察をしながら、標高463ｍ（父・母島列島最高峰）の乳房山を楽しみましょう。
山頂からは島全体が見渡せ、晴れた日には父島も見られます。[健脚向き]

比較的起伏の少ない歩きやすいコースです。タコノキやビロウなど、亜熱帯特有の林を抜けてサンゴのきれいな南崎へ。小富士山
頂からの景色は抜群です。[やや健脚向き]



石門ツアー（3月～9月）　 ※3月は一部ルート（尾根ルート）のみ

ガイド名 連絡先
（TEL/メール）

料金
（）内はお一人様料金

時間 定員

茂木永楽園
04998-3-2337
090-8038-9256

ogasawara-chre@m2.dion.ne.jp

\10,000
(\15,000)

約7時間 1～5名

フィールドエスコート
hilolo

04998-3-2300(観光協会）

guide@hahajima-hilolo.com
\10,000
(\15,000)

約7時間 1～5名

uli-hahajima
（ウリハハジマ）

04998-3-2288
info@uli-hahajima.com

\10,000
(\12,000)

約7時間 1～5名

irie isle（アイリーアイル） 04998-3-2300(観光協会）
irieisle.hahajima@gmail.com

\10,000
(\15,000)

約7時間 1～5名

堺ヶ岳

ガイド名 連絡先
（TEL/メール）

料金
（）内はお一人様料金

時間 定員

田澤誠治 04998-3-2371 \6,000 3.5～4時間 2名～

茂木永楽園
04998-3-2337
090-8038-9256

ogasawara-chre@m2.dion.ne.jp

\7,000
(\8,000)

約4時間 1名～

坂入千之 04998-3-2300(観光協会）
\6,000
(\8,000)

約3時間 1名～

uli-hahajima
（ウリハハジマ）

04998-3-2288
info@uli-hahajima.com

\6,000
(\8,000)

約3.5時間 1名～

人と自然のまなびや
（児嶋翼）

04998-3-2300(観光協会）

t_kojima_s59@yahoo.co.jp
\6,000
(\7,000)

約4時間 1名～

irie isle（アイリーアイル） 04998-3-2300(観光協会）
irieisle.hahajima@gmail.com

\6,000
(\7,500)

約4時間 1名～

＊母島１日ツアー＊

ガイド名 連絡先
（TEL/メール）

料金
（）内はお一人様料金

時間 定員

フィールドエスコート
hilolo

04998-3-2300(観光協会）

guide@hahajima-hilolo.com
\13,000
(\15,000)

約7時間
(南崎＋島内観光）

1名～

irie isle（アイリーアイル） 04998-3-2300(観光協会）
irieisle.hahajima@gmail.com

\11,000～
(\12,500～)

約7時間
(南崎または堺ヶ岳+島内

観光）
1名～

半日のトレッキングで山歩き気分を味わい、島内観光で母島の歴史を探訪するコースです。

石門の森は固有種の宝庫です。母島の深い森で、貴重な植物や陸生貝類に会いに行きませんか？ 森の中には針の岩と言われる石
灰岩でできたラピエもあります。入林には東京都認定ガイドの同行が必要です。石門コースは所要時間が長く、歩道として整備され
ていないルートを歩行しますので、靴などの装備や服装には十分な注意が必要です。[健脚向き]
また、石門ルートでは自主ルールにより携帯トイレをご使用いただいております。携帯トイレは母島観光協会窓口にてご用意しており
ます(有料)。

木漏れ日を浴びながら、亜熱帯特有の木性シダの森の中で、森林浴を楽しみませんか？
入林には東京都認定ガイドの同行が必要です。[健脚向き]



＊島内観光ツアー＊

★のついている業者は有償運送(乗合タクシー）も実施しています（有償運送については4ページ右下を参照）。

ガイド名 連絡先
（TEL/メール）

料金
（）内はお一人様料金

所要時間 定員

田澤誠治 ★ 04998-3-2371 \5,000 2.5～3時間 2名～

早川保 04998-3-2052
\5,000
(\7,500)

2.5～3時間 1名～

坂入千之 ★ 04998-3-2300(観光協会） \5,000 2.5時間 1名～

Canopus Hahajima
(カノープス母島) ★

090-8773-1835
canopushahajima@docomo.ne.jp

\5,000 2.5時間 1名～

パーソナルツアーPoCo★
(ポコ・小西稔紀）

04998-3-2525
080-3704-0322

poco.hahajima@gmail.com

\5,000
貸切料金：+¥2,000
PayPay、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ可

2.5～3時間 1名～

人と自然のまなびや
（児嶋翼）

04998-3-2300(観光協会）

t_kojima_s59@yahoo.co.jp
\5,000 2.5時間 1名～

irie isle（アイリーアイル）★ 04998-3-2300(観光協会）
irieisle.hahajima@gmail.com

\5,000 2.5時間 1名～

マミー・シャーク 080-9576-1037 \5,000 2.5～3時間 1名～

季節に応じて、アオウミガメ、グリーンペペ、オカヤドカリなどの観察、星空を鑑賞します。

ガイド名 連絡先
（TEL/メール）

料金 時間 定員

Canopus Hahajima
(カノープス母島)

090-8773-1835
canopushahajima@docomo.ne.jp

¥4,000 2時間 1名～

人と自然のまなびや
（児嶋翼）

04998-3-2300(観光協会）

t_kojima_s59@yahoo.co.jp
¥4,000

2時間
※夜間活動する生物中心

に解説
1名～

マミー・シャーク 080-9576-1037 ¥4,000 2時間
※6～9月のみ

1名～

戦後放置されて来た戦争遺跡を探索します。

ガイド名 連絡先
（TEL/メール）

料金
（）内はお一人様料金

時間 定員

Canopus Hahajima
(カノープス母島)

090-8773-1835
canopushahajima@docomo.ne.jp

\5,000～ 2.5時間～ 1名～

パーソナルツアーPoCo
(ポコ・小西稔紀）

04998-3-2525
080-3704-0322

poco.hahajima@gmail.com

\4,000～
（\6,000）

PayPay、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ可

2時間～ 1名～

＊戦跡ツアー＊

＊ナイトツアー＊

運転手のガイドによる母島縦断コースです。小学生以下は半額、お席を使用しない幼児は無料です。
日中はガイドツアー中のため電話がつながりにくいことがあります。ご了承ください。
父島からの日帰り便(父島発7：30 母島発14：00)で参加できるツアーは通常「島内観光ツアー」だけです。



＊その他、オーダーメイドツアー＊

ガイド名 連絡先
（TEL/メール）

定員

パーソナルツアーPoCo
(ポコ・小西稔紀）

04998-3-2525
080-3704-0322

poco.hahajima@gmail.com
1名～

＊海のツアー＊
予約内容(予約先） 連絡先

（TEL/メール）
料金 時間 定員

スクーバダイビング
(ダイブリゾート母島)

04998-3-2442
hahajimamarine@gmail.com

1ボートダイブ
\12,000～

約2時間 1名～

ドルフィンスイム/ホエールウォッチング

(ダイブリゾート母島)
04998-3-2442

hahajimamarine@gmail.com
¥5,000 約2時間 2名～

クルーズ各種
(ダイブリゾート母島)

04998-3-2442
hahajimamarine@gmail.com

\3,000～ 約1時間 2名～

¥43,200 半日

\64,800～\86,400 1日

＊島内移動手段＊
予約内容(予約先） 連絡先

（TEL/メール）

レンタカー
（小笠原サービスレンタカー）

04998-3-7030

レンタルバイク
（アンナビーチ母島ユースホステル）

04998-3-2468

レンタルバイク
（ダイブリゾート母島）

04998-3-2442
hahajimamarine@gmail.com

レンタサイクル
（ダイブリゾート母島）

04998-3-2442
hahajimamarine@gmail.com

有償運送

有償運送（乗合タクシー）とは・・・
バスやタクシーの代わりにご希望の

場所まで送迎いたします。

料金は乗車距離・ご利用人数に

よって異なります。

表はお1人様あたりの料金です。

～1ｈ\2,000(\3,000) ～2h\4,000(\6,000)
～3h\5,000(\7,000) ～4h\6,000(\8,000)

PayPay、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ可

\3,000(4時間）   \6,000(24時間）
一航海パック\15,000 （一航海パックは予約可）

漁船チャーター
（海徳丸）

 080-1022-0326
20名
まで

(おがさわら丸父島出港日が土・日・祝日の場合、出港日の午後は休業となります)

料金

\5,500(5時間）   \6,600(10時間)
\7,700(24時間） ※以後1日 \6,600

\2,500(8時間）   \3,000(24時間)
\5,000(48時間） （事前予約不可）

休日／おがさわら丸父島出港中の土・日・祝日

Tel 04998-3-2300 / Fax 04998-3-2200

〒100-2211    東京都小笠原村母島字元地

母島の観光についてのお問い合わせは母島観光協会へ！

小笠原母島観光協会(沖港船客待合所内)

営業時間／8：00～12：00、13：00～17：00

info@hahajima.com   https://hahajima.com/

\2,000(4時間）   \5,000(24時間）
一航海パック\10,000 （一航海パックは予約可）

アイランドリゾート母島ナンプー(04998-3-2462)または、P3「島内観光ツアー」★のつい
ている事業者、母島観光協会（04998-3-2300）へご予約ください。
料金は下記の表を参照してください。

＜こに散歩＞文化歴史探訪・集落散策・農園見学・島内観光・戦跡ツアー・ウクレレ体験など、お時間とご要望にあわせて島内を
ご案内するプライペートツアーです。

時間、料金
（）内はお一人様料金



母島のガイドの紹介 記載の情報は2021年1月現在のものです

母島で活躍されるガイドの一覧です。
日中はガイドツアー中のため電話がつながりにくいことがあります。ご了承ください。
ご予約は母島観光協会（04998-3-2300）でも承っております。

事業者名・ガイド名 コメント 催行ツアー

田澤誠治

ＴＥＬ：04998-3-2371

ビラこぶの木/星善男

ＴＥＬ：04998-3-2155

茂木永楽園

ＴＥＬ：04998-3-2337
メール:ogasawara-chre@m2.dion.ne.jp

早川保

ＴＥＬ：04998-3-2052

フィールドエスコート
hilolo

ＴＥＬ：04998-3-2300（母島観光協会）
メール:guide@hahajima-hilolo.com

坂入千之

ようこそ母島へ！写真好きガイドが、母島の森を歩きながら
絶景ポイントや観察ポイントをご案内します。

ＴＥＬ：04998-3-2300（母島観光協会）

uli-hahajima
(ウリハハジマ）

ＴＥＬ：04998-3-2288
メール:info@uli-hahajima.com

南崎
乳房山
堺ヶ岳
島内観光
有償運送

南崎
堺ヶ岳
島内観光
有償運送

母島の陸のガイドは、おまかせください。野鳥・植物・戦跡ツ
アーetc..アンナビーチ母島ユースホステルのご主人でもあ
ります。（ご予約は2名様以上から承ります）

母島の山の知識は豊富です。料金は直接お問い合わせくだ
さい。

豊かな自然の静かな森でのんびり自然観察。少人数制のツ
アーで、母島の森歩きを楽しみましょう。

直接問い合わせ

本業は観葉植物の生産を中心とした農業です。その他母島
の植物回復事業にも係わり、1年のほとんどを山で過ごして
います。
また母島の消防団で30年以上の経験があり、それをガイド
の際、お客様の安全管理に生かしています。

南崎
乳房山
石門
堺ヶ岳

平成5年より林野庁自然保護管理員としてメグロ他野鳥調
査・研究、オガサワラグワ他固有植物の育苗・植栽に従事し
ました。行政機関にも多々施策提言実現化したことが、世界
自然遺産登録に繋がりました。母島の山々を詩情豊かにご
案内いたします。
※当方農園水場にてメグロ撮りご案内致します。（雨天中
止）

島内観光

南崎
乳房山
石門
母島1日コース(南
崎＋島内観光）

uli-hahajimaは母島の山（深い緑）、海（濃い青）を皆さんと一
緒に楽しむガイドを目指します。メールでも受け付けており
ますので、気軽にお問合わせ下さい。

南崎
乳房山
石門
堺ヶ岳



母島のガイドの紹介 記載の情報は2021年1月現在のものです

母島で活躍されるガイドの一覧です。
日中はガイドツアー中のため電話がつながりにくいことがあります。ご了承ください。
ご予約は母島観光協会（04998-3-2300）でも承っております。

事業者名・ガイド名 コメント 催行ツアー

人と自然のまなびや
（児嶋翼）

ＴＥＬ：04998-3-2300（母島観光協会）
メール:t_kojima_s59@yahoo.co.jp

パーソナルツアーPoCo
(ポコ・小西稔紀)

ＴＥＬ：04998-3-2525 / 080-3704-0322
メール:poco.hahajima@gmail.com

CanopusHahajima
(カノープス母島）

ＴＥＬ：090-8773-1835
メール:canopushahajima@docomo.ne.jp

irie isle
（アイリーアイル）

ＴＥＬ：04998-3-2300（母島観光協会）
メール:irieisle.hahajima@gmail.com

マミー・シャーク

ＴＥＬ：080-9576-1037

ダイブリゾート母島

ＴＥＬ：04998-3-2442
メール:hahajimamarine@gmail.com

海徳丸（かいとくまる）

ＴＥＬ：080-1022-0326

本土での自然ガイドを経て、母島にやってきました。世界自
然遺産の自然とは何か？壮大な自然と景色を見ながら、本
土との自然の「違い」を観察しませんか。また、母島で環境
行政の仕事を行ってゆく中で自然保護活動なども専門とし
ていますのでご案内も致します。

南崎
乳房山
堺ヶ岳
ナイトツアー

＜こに散歩＞お客様のご希望にあわせたオーダーメイドツ
アーをご提供。東京都自然ガイドで小笠原ホエールウォッチ
ング協会解説者の小西が母島をご案内します。戦後放置さ
れて来た戦争遺跡や集落跡について一緒に探索しません
か？（雨の日や空き時間についてもお気軽にご相談くださ
い）※PayPay、クレジットカードもご利用いただけます。

島内観光
戦跡ツアー
こに散歩(文化歴
史・集落散策・農園
見学・島内観光・戦
跡探索・ウクレレ体
験など）
有償運送

お宿の夕食後、お迎え、その夜1番の星空へとご案内いたし
ます。ナイトツアーは、季節により内容が異なります。島内観
光のコースはお客様のご要望にお応えします。お気軽にお
問合せ下さい。

irie【アイリー】：いい感じの、気持ちいい、楽しい
isle【アイル】：小さな島
忘れられない旅の思い出作りを全力でお手伝いします！五
感をフルに使って世界自然遺産の母島を楽しみましょう！２
名様以上の場合追加料金なしで貸し切り可能です。また
コースや時間設定などのアレンジも可能です。ご相談くださ
い。

20名まで可。チャーターのみ。船釣り、磯渡し、遊覧、シュノー
ケリング、イルカ・クジラ・海鳥ウォッチング等、
船での遊びや調査は何でもご相談に応じます。

釣り・磯渡し
遊覧
ｲﾙｶ・ｸｼﾞﾗｳｫｯﾁﾝｸﾞ
シュノーケリング

島内観光
ナイトツアー

東京都で一番南のPADIダイブショップ
海の遊びはお任せを！（事前予約制）

ダイビング
ドルフィンスイム
ﾎｴｰﾙｳｫｯﾁﾝｸﾞ
ボートクルーズ

島内観光
ナイトツアー
戦跡ツアー
有償運送

南崎
乳房山
石門
堺ヶ岳
島内観光
母島1日コース(南
崎または堺ヶ岳＋島
内観光）
有償運送

「あれが見たい！」「ここへ行きたい！」等ご要望にお応え
いたします。アオウミガメ産卵事業にも携わっているのでウ
ミガメの話は大得意です！
自然のことはもちろん、島民の生活などの生きた話も盛り
込み一緒に楽しめるツアーにできたらと思っています。女性
の方でも安心してご参加下さいね。(男性ガイドに抵抗があ
る方は嫁付きガイドも可能です。笑)


