
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 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 

 Ⓐ家島しまたび 家島往復乗船券付き宿泊プラン【1泊2日】申込締切 出発日の5日前 

出 発 日 2020年11月1日(日)～2021年1月30日（土）の毎日 

                      
共通乗船券にて家島までお越しいただき、宿泊施設にチェックインください。 
チェックインは15：00～ 
 

※レンタサイクル、電動三輪車で 
 島内観光もお楽しください。 

凡例  船    徒歩    

   朝:－  昼:－  夕:〇  食事 

定期船 

※姫路港～家島（真浦港・宮港）の定期船時刻は、家島観光事業組合HPをご参照ください。http://h-ieshima.jp/liner.html 
※家島しまたびプログラム（別料金）は、裏面に記載のMY HOME ISLAND 家島 http://h-ieima.jp/mhi をご参照ください。 
【新型コロナウィルス感染防止対策について】 
※行程では各施設との連携で三密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。 
   

高福ライナー 

家島諸島 家島宿泊プラン 
       日帰り昼食プラン 

家島（真浦または宮港 姫路港                         

チェックアウト（10:00）後、家島ご出発まで 
各種しまたびプログラム（別料金）でご自由にお楽しみください。 

   朝:〇  昼:－  夕:－  食事 

行
程 

②
日
目 

定期船 

行
程 

①
日
目 

ｱｲﾗﾝﾄﾞﾊｳｽいえしま荘 

2名 最少催行人員 同行しません。 

宿泊施設（家島泊）                         

料理旅館おかべ 割烹旅館志みず 

 Ⓑ家島しまたび 家島往復乗船券付き昼食プラン【日帰り】申込締切 出発日の5日前 

出 発 日 2020年10月20日(火)～2021年1月31日（日）の毎日 2名 

添乗員 

同行しません。 添乗員 最少催行人員 

旅行代金  
おひとり 

大人 小人 

旅行代金 10,000 9,000 

GoTo給付金 3,500 3,100 

支払い実額 6,500 5,900 

地域共通ｸｰﾎﾟﾝ 2,000 1,000 

……昼食                    
共通乗船券にて家島までお越しください。  
到着後、各種しまたびプログラム（別料金）や家島散策で 
ご自由にお楽しみください。 

   朝:－  昼:〇  夕:－  食事 

定期船 

行 

程                     
定期船 

昼食は下記のいずれかよりお選びください。 

ｱｲﾗﾝﾄﾞﾊｳｽいえしま荘 
料理旅館おかべ   
割烹旅館志みず                

【いえしま御膳】 
【海の幸セット】 
【志み穴御膳】                   

GoToトラベル事業支援対象 

高速いえしま 

１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。 
２．旅行代金からGoToトラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。 
３．ご注意（給付金の受領について） 
      国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGoToトラベル事務局が、給付金を 
  お客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引 
  いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を 
  基準として所定の取消料を申し受けいします。お客様は、当社およびGotoトラベル事務局による   
  代理受領についてご了承のうえお申込みください。  

姫路港～家島（真浦・宮港）往復共通乗船券付き 

姫路港～家島の高速船(２社）の共通往復乗船券と家島しまたびプログラム割引特典をセット
にした宿泊及び昼食プランです。本プランで家島を満喫ください。 

しまたびプログラム 
１０％割引特典付き 

凡例  船    徒歩   

旅行代金 
おひとり 

アイランドﾊｳｽいえしま荘 料理旅館おかべ 割烹旅館志みず 

平日 休日・休前日 平日 休日・休前日 平・休日・休前日 

大人 小人 大人 小人 大人 小人 大人 小人 大人 小人 

和室 2名1室 
24,600 15,000 25,700 16,300 24,600 15,000 25,700 16,300 

25,400 15,800 

和室 3～5名1室 24,200 14,900 

旅行代金へ給付金 8,600 5,200 8,900 5,700 8,600 5,200 8,900 5,700 
8,800 5,500 

8,400 5,200 

お支払い実額 16,000 9,800 16,800 10,600 16,000 9,800 16,800 10,600 
16,600 10,300 

15,800 9,700 

地域共通クーポン 4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 
4,000 2,000 

4,000 2,000 



●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 観光庁長官登録旅行業第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10月1日を基準としております。又、旅行代金は2020年10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 

１．11日目にあたる日以前の解除 無料 

２．10日目にあたる日以降の解除  （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％ 

観光庁長官登録旅行業第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 

お申込書 FAX： 079-281-5545 

 ■出発日（  ／  ） 到着時間（   ：  ）  □Ⓐ乗船券付き宿泊プラン【1泊2日】   □Ⓑ乗船券付き昼食プラン【日帰り】 

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。 

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 

兵庫県の南西部、姫路市の沖合約18kmに浮かぶ家島諸島は、古くから国生みの島「オノ
ゴロ島」と伝えられてきました。大小44の島々からなり、人が住んでいるのは家島本島、
坊勢島、男鹿島、西島の4つ、約5000人が暮らしています。瀬戸内の海は豊かな幸を生
み、家島の漁獲高は全国でも有数。海運業は、島を支える伝統ある産業のひとつであり、
人々は海を中心とした生活を送っています。海とともに、のびやかな暮らしが営まれてゆ
く、海と人がつながる島、それが家島です 

家島諸島 

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

※ご参加コース及び宿泊・食事希望施設に✔を入れてください。 □ アイランドハウスいえしま荘  □ 料理旅館おかべ  □ 割烹旅館志みず                  

島チャリ 電動アシスト付き自転車 電気三輪自動車Like-T3  

島のアクセス 
電気三輪自動車や電動アシスト自転車潮風を感じながら海沿いを走るも 
よし。豊かな自然を前に、山道を走るもよし。楽しい島旅の相棒として、
ぜひ活用してください。 
お申し込みは （一社）家島観光事業組合へ TEL079ｰ325-8777 

AFH2001555 


