
総合旅⾏業務取扱管理者とは、お客様の旅⾏を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅⾏の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく標記の総合旅⾏業務取扱管理者にご質問ください。

株式会社JTB姫路⽀店
家島しまたびデスク

TEL 079-289-2120 FAX 079-281-5545
MAIL︓himeji_desk@jtb.com 受付時間︓⽉~⾦ 9:30〜17:30（⼟･⽇･祝⽇休業）

総合旅⾏業務取扱管理者︓坂東 潤之介兵庫県姫路市南駅前町100 パラシオ2 2階

企画協⼒ （⼀社）グローバル⼈材育成推進機構、家島諸島都市漁村交流推進協議会

WEBでお申し込みの⽅はこちら➡

お問い合わせ／お申込み

JTB法⼈サービス姫路 検索

【Ⓐ1泊2⽇コース】帆船みらいへ体験航海と家島諸島・⻄島アクティビティ・坊勢漁業⾒学

http://www.miraie.org/
総トン数 230トン 全⻑×幅 52.16m × 8.60m
マスト⾼さ 約30m 航海速⼒ 6.5ノット

⽇本で唯⼀の⺠間帆船でクルージング体験︕
帆船「みらいへ」は、⽇本で唯⼀、⼀般の⽅が⾃由に乗ることができる帆
船です。旅客船の設備も備えており、安全・快適にセイリングを体験する
ことができます。展帆・畳帆などのセイルハンドリングはもちろん、実際
に舵を操作して操船したり、マストやバウスプリットに登ったり、また
デッキでの帆船らしいゲームなど、初めての⽅やお⼀⼈で参加される⽅も
楽しめる体験プログラムが充実しています。

帆船『みらいへ』（イメージ）

バウスプリット渡り

【Ⓑ⽇帰りコース】帆船みらいへ体験航海と家島諸島・⻄島アクティビティ

ご集合時間 7時50分 ご集合場所 神⼾港中突堤中央ターミナル「かもめりあ」③番乗り場
神⼾港・・〇帆船みらいへ体験航海・（明⽯海峡）・・⻄島沖・◎いえしま⾃然体験センター ⻄島（泊）
8:00 15:30セット・テイクインセイル（展畳帆）、操舵体験、

バウスプリット渡り、環境学習などの船上体験（※1）
船内昼⾷

凡例 船 ・・・・ 徒歩 ・・ 〇船上観光 ◎⼊場観光

朝:〇 昼:〇 ⼣:－⾷事

漁業⾒学船から坊勢島の漁業（※4）を⾒学後、
坊勢漁協のとれとれ市場でお買い物も︕

※1 セイルハンドリング（展畳帆）は、⼀部の帆のみとなります。
また、⻄島での帆船みらいへの乗下船は、⻄島沖に停泊による通船（ボート）での乗下船となります。

※2 いえしま⾃然体験センターでのバーベキューは、野外炊飯場にてお客様ご⾃⾝で調理していただく⾷材セットの提供となります。
※3 ⻄島でのカヌーやシーカヤックなどアクティビティー体験は、別途有料で現地での申込となります。
※4 坊勢島の漁業⾒学は、底引き網漁または定置網漁等を予定していますが、漁の状況により他の漁業に変更となる場合があります。Ⓑコースでご参加の場合は、事前にお申し込みください。

瀬戸内海国立公園

10⽉3⽇
（⼟）

10⽉4⽇
（⽇）

⻄島・・◎いえしま⾃然体験センター(昼⾷)・⻄島・・・〇坊勢漁業⾒学・・・妻⿅漁港・・・姫路駅
14:00 16:30〜17:00

坊勢漁業⾒学（イメージ）

朝:－ 昼:〇 ⼣:〇⾷事

朝:－ 昼:〇 ⼣:－⾷事

ご集合時間 8時00分 ご集合場所 姫路港旅客船ターミナル前

10⽉4⽇
（⽇）

【Ⓒ⽇帰りコース】家島諸島・⻄島アクティビティと帆船みらいへ体験航海

朝:－ 昼:〇 ⼣:－⾷事

ご集合時間 8時20分 ご集合場所 姫路港ポートセンタービル1階

家島の⾃然の中でカヌーやシーカヤック、ヨット
などの海あそびや島内散策で⾃由にお楽しみください。
（別途有料※3）

10⽉4⽇
（⽇）

姫路港・・・⻄島・◎いえしま⾃然体験センター(昼⾷)・⻄島沖・・〇帆船みらいへ体験航海・・・姫路港
8:30 9:10 14:00 17:00〜17:30

⾼速船

セット・テイクインセイル（展畳帆）、
操舵体験、バウスプリット渡りなどの船上体験（※1）

セット・テイクインセイル（展畳帆）、
操舵体験、バウスプリット渡りなどの船上体験（※1）

宿泊︓兵庫県⽴いえしま⾃然体験センター（コテージ）

出 発 ⽇

※⾬天決⾏となります。

最少催⾏⼈員 各コース15名
添 乗 員
申込締切

全⾏程同⾏します。
9⽉28⽇（⽉）

2020年10⽉３⽇（⼟）1泊2⽇、4⽇（⽇）⽇帰り

但し、定員になり次第締め切らせて頂きます。

旅⾏代⾦ おひとり

募集⼈員 各コース25名

カヌー体験（イメージ）

（⼤⼈⼩⼈同額）

環境省 令和２年度国⽴・国定公園への誘客の推進事業

家島諸島・西島と
『帆船みらいへ』体験航海

⼣⾷はグループ毎のバーベキュー（※2)

着後は、⾃由にお過ごしください。
天気次第では夜の海や星空観察もお楽しみください。

家島の⾃然の中でカヌーやシーカヤック、ヨットなどの
海あそびや島内散策で⾃由にお楽しみください。（別途有料※3）

Ⓐ
1泊2⽇
コース

ﾛｯｼﾞﾀｲﾌﾟ 利⽤⼈数 旅⾏代⾦ ﾛｯｼﾞﾀｲﾌﾟ 利⽤⼈数 旅⾏代⾦

ⒷⒸ
⽇帰り
コース

旅⾏代⾦

Ａロッジ
(10⼈定員)

8名利⽤ 8,200円

Bロッジ
(6⼈定員)

6名利⽤ 7,800円

2,400円
7名利⽤ 8,500円 5名利⽤ 8,200円
6名利⽤ 8,900円 4名利⽤ 8,700円
5名利⽤ 9,400円 3名利⽤ 9,600円
4名利⽤ 10,300円 2名利⽤ 11,300円
3名利⽤ 11,700円

⾼速船

姫路港・・〇帆船みらいへ体験航海・・⻄島沖・◎いえしま⾃然体験センター(昼⾷)・⻄島・・・・姫路港
8:10 11:30 17:00〜17:30昼⾷後、家島の⾃然の中でカヌーやシーカヤック、ヨットなどの

海あそびや島内散策で⾃由にお楽しみください。（別途有料※3）
OP:ご希望の⽅は、午後の⾏程を下記の坊勢漁業⾒学も可能です。(※4)

⻄島・・〇坊勢漁業⾒学・・・妻⿅漁港・・姫路駅（復路は姫路駅での解散となります。）
14:00 17:00

https://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/products/products.aspx?products=1059875
https://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/products/products.aspx?products=1059872
https://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/products/products.aspx?products=1059871
https://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/products/products.aspx?products=1059870
https://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/products/products.aspx?products=1059876


●募集型企画旅⾏契約
この旅⾏は、株式会社ＪＴＢ姫路⽀店（兵庫県姫路市南駅前町100 観光庁⻑官登録旅⾏業第64号。
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。）を締結することになります。また、旅⾏条
件は、下記によるほか、別途お渡しする旅⾏条件書（全⽂）、出発前にお渡しする最終⽇程表と称
する確定書⾯及び当社旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部によります。当社約款をご希望の⽅は、
当社にご請求ください。
●旅⾏のお申込み及び契約成⽴時期
所定の申込書に所定の事項を記⼊し、下記のお申込⾦を添えてお申し込みください。旅⾏契約は、
電話によるお申し込みの場合、当社からの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達し、申込⾦を当
社が受領したときに成⽴するものとします。また、郵便⼜はファクシミリその他の通信⼿段でお申
し込みの場合、申込⾦のお⽀払い後、当社からの旅⾏契約を締結する旨の通知がお客様に到達した
ときに成⽴いたします。
お申込⾦（おひとり）旅⾏代⾦全額
●取消料
旅⾏契約成⽴後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の⾦額を取消料として申し受けます。

●旅⾏代⾦に含まれるもの
旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃・料⾦（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、⾷事
代、及び消費税等諸税。これらの費⽤は、お客様の都合により⼀部利⽤されなくても原則として払
い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費⽤及び個⼈的費⽤は含みません。）
●特別補償
当社は、当社⼜は当社が⼿配を代⾏させた者の故意⼜は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅⾏
約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅⾏参加中に急激かつ偶然な外来の事故によ
り、その⾝体、⽣命⼜は⼿荷物上に被った⼀定の損害について、以下の⾦額の範囲において、補償
⾦⼜は⾒舞⾦を⽀払います。
・死亡補償⾦︓1,500万円 ・⼊院⾒舞⾦︓2〜20万円 ・通院⾒舞⾦︓1〜5万円
・携⾏品損害補償⾦︓お客様１名につき〜１５万円（但し、補償対象品１個または１対あたり

10万円を限度とします。）
●国内旅⾏保険への加⼊について
ご旅⾏中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、
加害者への損害賠償請求や賠償⾦の回収が⼤変困難である場合があります。これらを担保するため、
お客様ご⾃⾝で⼗分な額の国内旅⾏保険に加⼊されることをお勧めします。国内旅⾏保険について
は、お申込店の販売員にお問合せください。

ご旅行条件( 要約)

お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。

●事故等のお申出について
旅⾏中に、事故などが⽣じた場合は、直ちに同⾏の添乗員・現地係員、運送・宿泊機関等旅⾏
サービス提供会社、または、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場
合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個⼈情報の取扱いについて
当社及び販売店は、旅⾏申込の際に提出された申込書等に記載された個⼈情報について、お客
様との間の連絡のために利⽤させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅⾏におい
て運送・宿泊機関等の提供するサービスの⼿配及びそれらのサービスの受領のために⼿続に必
要な範囲内で利⽤させて
いただきます。
●旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準
この旅⾏条件は2020年9⽉1⽇を基準としております。⼜、旅⾏代⾦は2020年9⽉1⽇現在の
有効な運賃・規則を基準として算出しています。

【旅⾏企画・実施】

＜受託販売＞お申込み・お問い合わせは、下記の販売店もご利⽤ください。

契約解除の日 取消料（お1人様）

旅行開始日の
前日から起算し
てさかのぼって

１．21日目にあたる日以前の解除（日帰りにあっては11日目） 無料

２．20日目にあたる日以降の解除（日帰りにあっては10日目）（3～6を除く） 旅行代金の20％

３．7日目にあたる日以降の解除 （ 4～6を除く） 旅行代金の30％

４．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％

５．当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％

６．旅行開始後の解除又は 無連絡不参加 旅行代金の100％

観光庁⻑官登録旅⾏業第64号
⼀般社団法⼈⽇本旅⾏業協会正会員
兵庫県姫路市南駅前町100 〒670-0962

〇〇〇〇〇〇〇〇

お申込書 FAX： 079-281-5545

□ Ⓐ1泊2日コース □ Ⓑ日帰りコース □ Ⓒ日帰りコース

代表者 男・女 年齢 大人
男 名

小人
男 名

計 名
女 名 女 名

〒 － 自宅

携帯

▼代表者を除く参加者についてご記載ください。

氏名 男・女 年齢 氏名 男・女 年齢

氏名 男・女 年齢 氏名 男・女 年齢

氏

名

住

所

申
込
人
数

電

話

※お申し込みの⽅で、15歳以上20歳未満の未成年の⽅のみでのご参加、または親権者以外の⽅が同⾏される場合には、親権者の同意書提出が必要となります。
なお15歳未満の未成年の⽅は、保護者または親権者のご同⾏が必要です。

【新型コロナウィルス感染防⽌対策について】
※帆船みらいへでは、通常の定員60名の半分程度の⼈数での乗船、グループに分けて、主に外のデッキ上での船上体験となります。
※その他、⾏程では各施設との連携で三蜜防⽌措置や消毒の励⾏などを取りながら進めていきますので、ご理解ご協⼒をお願いいたします。
※ご参加にはマスクをご持参ください。デッキ上（屋外）では、熱中症予防の観点から、マスク着⽤を必ずしも求めません。
※本事業は、環境省令和２年度（補正予算）国⽴・国定公園への誘客の推進事業として実施いたします。

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

必ずお読みください

ご参加コースを✔を⼊れてください。

http://h-ieshima.jp/mhi/

⾯積7.00K㎡、周囲20.99㎞ 兵庫県の南⻄部、姫路市の沖合約18kmに
浮かぶ⼤⼩44の島々からなる家島諸島に属し、家島諸島の中で⾯積の最も
⼤きい島で、島全体が瀬⼾内海国⽴公園に含まれています。島の南側の絶
好の⾃然を活かした「いえしま⾃然体験センター」では、ヨットやカヌー
などのマリンスポーツやアスレチックなどのアウトドアを満喫しています。
また、島の頂上にある⾼さ約８ｍの⼤きな⽯は、コウナイの⽯とも呼ばれ、
国⽣み伝説の⼀説にも伝わるものともいわれています。

⻄島（家島諸島）

10⼈⽤ロッジ外観

宿泊施設 Ａロッジ Ｂロッジ
定員 10名定員 6名定員

広さ
約 37 ㎡
寝室２部屋、リビング１部屋の
⼀⼾建てタイプ

約 20 ㎡
エントランスと寝室に分かれた
⼀⼾建てタイプ

部屋のアメ
ニティ

洗⾯、お⼿洗いが各２つ設置
全室､冷蔵庫･流し･茶器セット・
電気ポットを完備｡

洗⾯､お⼿洗い設置
全室､冷蔵庫･流し･茶器セット・
電気ポットを完備

⻄島 いえしま⾃然体験センター

午後坊勢漁業⾒学コース希望 □有 □無□Ａロッジ □Ｂロッジ


