陸のアクティビティ

おがさわら丸船内
・飲み物全品 100円引き

おがさわら丸船内

船 7デッキ展望ラウンジ

（酒類含む）
※おひとり様片道1回のみ有効

主催ショップ

クーポン特典

Irie Isle (ｱｲﾘｰｱｲﾙ）
MAIL： irieisle.hahajima ・1日ツアー 500円OFF

飲食店
店名

@gmail.com

クーポン特典

uli-hahajima（ｳﾘﾊﾊｼﾞﾏ）
℡ :04998-3-2288

うわべ家
℡ :04998-2-3131

・お会計から 10％OFF

・お食事（ディナーのみ）
℡ :04998-2-2136 5％OFF

オーベルジュSATO

チャラ日和
℡ :04998-2-3101

洋風居酒屋CHARA
℡ :04998-2-3051

・1000円以上のご利用でお会
計から 5％OFF

・全ツアー 5％OFF

母 パーソナルツアーPoCo
・全ツアー 10％OFF
島
℡ :04998-3-2525
※現金、カード、QR決済可
:080-3704-0322

茂木永楽園
℡ :04998-3-2337
・500円相当のプレゼント付き
℡ :090-8038-9256

・お会計から 10％OFF

父 ハートロックカフェ
・ハンバーガー類 10％OFF
℡ :04998-2-3317
島

母島観光協会
℡ :04998-3-2300

・窓口で絵はがきプレゼント

・1回のお食事

PATINN（ﾊﾟｯﾄｲﾝ）
℡ :04998-2-3711

(ランチ・ディナーのみ)

につき 10％OFF
・ランチご利用のお客様に
オリジナルドリンク（S）
パパスHALE CAFE
1杯サービス
℡ :04998-2-2265
※注文時クーポン提示に
限り有効

ボーノホライズン
℡ :04998-2-2022

・ドリンク1杯100円引き

主催ショップ
小笠原観光
℡ :04998-2-3311

商店

小笠原自然探検隊ONE

クーポン特典

店名

※一部除外品あり

ギフトショップ
ハートロック

海と陸のアクティビティ

・オリジナルTシャツ
5％OFF

℡ :04998-2-7057

クーポン特典
・海の観光ツアー(入港中のみ)
乗合島内観光 10％OFF

・全ツアー 500円OFF

語りべマスオ
℡ :04998-2-3427 ・全ツアー 10％OFF
℡ :090-7810-3983

℡ :04998-2-3317

・お土産品 5％OFF
・1000円以上のお買い上げで
℡ :04998-2-3366
絵葉書1枚プレゼント

バンガロウル

父
島

フリーショップ
まるひ

・お土産品5％OFF

℡ :04998-2-2042

まーる
℡ :04998-2-7150

※現金払いに限り割引適用

・お土産品10％OFF

シャンティボビーズ
℡ :04998-2-7266

自然体験ガイドソルマル
℡ :04998-2-3773

父
島 竹ネイチャーアカデミー
℡ :04998-2-3305

トミーGワールド
℡ :090-5431-4159

レンタル
店名

父 小笠原観光
℡ :04998-2-3311
島

・シーカヤック、森歩き、山歩き
1日コース大人のみ300円OFF
※ハーフ＆ハーフコース除く

・シーカヤック、森歩きツアー
500円OFF
・全ツアー5％OFF
※カード払いは3％OFF

・1日ツアー 500円OFF
・半日ツアー 300円OFF
※カード・PayPay払いは
現金割引の半額OFF

クーポン特典
・各種レンタル(ウェットスーツ、
スノーケル3点セット、バイク、
自転車)すべて 10％OFF

・2ボート及び体験ダイビング、
ホエールウォッチング（2月～
3月）、トレッキング、ナイト
℡ :04998-2-2373 ツアー全て 5％OFF

パパス
ダイビングスタジオ

※他のサービス・割引との併用不可
※各種レンタル品は数に限りがある
為、貸出中の場合はご容赦くださ
い。

マッチの星空屋さん
℡ :090-2531-5799

・全ツアー 10％OFF
※現金支払いのみ割引可

海のアクティビティ

陸のアクティビティ
主催ショップ

クーポン特典

・ハートロックコース又は森
歩き1日コースのみペット
℡ :090-7275-7576
ボトル飲料1本プレゼント

たびんちゅ

・島内周遊観光ツアー
1日コース 500円OFF
℡ :04998-2-3509 半日コース 300円OFF

父島ガイドSAN

主催ショップ

クーポン特典

・体験ダイビング参加者に
水中記念撮影＆次回割引券
プレゼント
℡ :04998-2-7072
・2ボートダイブ 500円OFF

ウラシマン
ダイビングサービス

ST TOUR
（エスティーツアー）

・全コース1000円OFF

℡ :090-6933-6858

※正月、GW、お盆便は除く

パットインツアー
℡ :04998-2-3711

父
島

小笠原
ダイビングセンター

・全ツアー 10％OFF

・ダイビング、体験ダイビング
500円OFF

℡ :04998-2-2021

・1日コース、ハートロックコース
大人500円
小人(12歳以下)300円OFF
・半日コース
Huu Rin Sanpo
大人300円
(ﾌｳﾘﾝｻﾝﾎﾟ)
小人 (12歳以下) 200円OFF
℡ :090-4671-3203
・ジャングルナイトツアー
大人200円
小人(12歳以下) 100円OFF

・ダイビング、体験ダイビング
（毎日）1000円OFF
・体験ダイビングの参加者に
℡ :04998-2-2178
写真＆動画プレゼント

小笠原海遊び
ボニンウェーブ

父 O.O.C.Cサップツアーズ
・SUP半日体験コース10％OFF
島
℡ :080-1237-3369
・海の観光ツアー
1日コース 10％OFF
℡ :04998-2-3833
半日コース 5％OFF

Come･クルーズ

・全ツアー5％OFF

※現金払いに限り割引適用

ダイビングサービスKAIZIN
ブルーレース
℡ :04998-2-3660

ボニンブルーシマ
℡ :04998-2-2181

※タオルプレゼント付き

℡ :04998-2-2797 ・商品 10％OFF（一部除外品有）

・戦跡、森歩き 300円OFF
・全ツアー 10％OFF
・オリジナルポストカード or
写真を1枚プレゼント

※現金払いに限り割引適用

・水中記念撮影プレゼント

ネイティブカラー

℡ :04998-2-3707 （体験ダイビングのみ）
℡ :080-2241-4652 ・ツアー 2000円OFF

※現金払いに限り割引適用
※他のサービス・割引との併用不可

マルベリー
℡ :04998-2-3423

Milphin あい land Guide
（ﾐﾙﾌｨﾝｱｲﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ）
℡ :080-7849-7004

※他のサービス・割引との併用不可

ピンクドルフィン

・全ツアー 500円OFF
※カード払いは300円OFF

℡ :080-8849-7307

・海の観光ツアー
1日コース 1000円OFF
半日コース 500円OFF
※母島とケータ列島のツアーは除く

・全ツアー 500円OFF
(プレゼント付き)
※カード・PayPay払いは
現金割引の半額OFF

@Ogasawara_nationalland

@national_04998

@Ogasawara04998

＼#ナショナルランドで思い出を更新／

小笠原諸島の商品を中心に
伊豆諸島の商品も
取り揃えてます！

