
この旅行条件書は、パンフレットとともに、旅行業法第 12条の 4で定める「取引条件説明書面」及び同法第 12条
の 5で定める「契約書面」の一部です。お申し込みの際には必ず事前にご確認のうえお申し込みください。

募集型企画旅行契約／（1）この旅行は、一般社団法人玉野コミュニティ・デザイン（以下「当社」といいます）が
旅行を企画して実施するものであり、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「契約」と
いいます）を締結することになります。（2）契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書のほか、出発前にお
渡しする「旅程表」と称する確定書面（以下「旅程表」といいます）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以
下「当社約款」といいます）によります。（3）当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の
提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます）の提供を受けることができ
るように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

旅行のお申し込み及び契約成立時期／（1）申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申し込みいただきます。
お申込金は、「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取扱います。（2）当社は電話、郵便、ファクシミ
リその他の通信手段（以下「電話等」という）による旅行契約の予約のお申し込みを受け付けます。この場合、当社
が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3日以内に申込書とお申込金を提出して
いただきます。この期間内に申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱いま
す。（3）旅行契約は、当社が予約の締結を承諾し、お申込金を受理したときに成立するものとします。
（4）申込金（お一人様）

旅行代金のお支払い／旅行代金は旅行開始日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（お申し込みが間際
の場合は当社が指定する期日までに）お支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、
（あらかじめご承諾頂いた上で）お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくこと
があります。この場合のカード利用日は、お客様からのお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

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、入場料、拝観料等及び消費税等諸税。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。）

取消料

各コースに適用取消料の明記がある場合は、その取消料を適用いたします。
※取消料のお申し出はご契約された店の営業時間内にお受けします。

●

●

●

●

●

「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件／当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」とい
います）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）
を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができな
い場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）契約成立は、当社が電話又
は郵便で旅行契約締結の承認通知を発信したとき（e-mail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に
到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

個人情報の取扱について／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きに必要な範囲内で利用させていただき
ます。

旅行条件・旅行代金の基準期日／この旅行条件は 2022 年 4 月 1 日を基準としております。
又、旅行代金は 2022 年 4 月 1 日時点で有効な運賃・規則を基準として算出しています。

国内旅行保険の加入について／より安心してご旅行いただけるためにも、ご旅行中の病気や事故に備えて、国内旅
行傷害保険に必ず加入されることをおすすめします。

●

●

●

●

一般社団法人　玉野コミュニティ・デザイン

国内募集型企画旅行条件書（要約）

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

□食事
朝1回、昼2回、夕1回

□旅行代金に含まれるもの
宿泊代・食事代（朝1回・昼2回・夕1回）、ヨットチャーター代（1日目）、、ボートチャーター代

（2日目）、ヨット・KUJIRA-JIMAの飲料代（ソフトドリンク・アルコール）、サンセットクルーズ、
施設入場代（瀬戸内温泉たまの湯）、KUJIRA-JIMAアクティビティ代
KUJIRA-JIMAアクティビティ：
カヤック、SUP、投げ釣り又は船釣り、バナナボート、テントサウナ、五右衛門風呂、キャンプファ
イヤー、天体観測（天体望遠鏡貸出）、コースターづくり体験、珈琲づくり体験、ミニ畳づくり
体験、燻製づくり体験
※アクティビティは、上記からご選択いただけます。

出発日カレンダーをご覧ください。
※出発日の2カ月前までにご予約ください

□旅行設定期間
瀬戸内温泉たまの湯　駐車場（岡山県玉野市築港1-1-11）
□集合

各出発日2～8名（※最少催行人員：2名）
□催行人員

2日間
□旅行日数

同行いたしません
□添乗員

□注意事項
・
・
・
・

最大８名様までの１組限定プランとなります。
瀬戸内温泉たまの湯の岩盤浴は中学生以上の方がご利用いただけます。
KUJIRA-JIMAおよびヨットでは、スニーカーなど動きやすい服装をお勧めいたします。
基本的に雨天でも催行可能ですが、風速や波の高さによっては安全確保の観点から催行を
中止する場合がありますので予めご了承ください。天候不順等が予測される場合は、催行日
の３～５日前に事前にお客様と催行について、ご相談させていただきます。尚、天候により催
行を中止する場合は旅行代金全額をご返金いたします。但し、その場合ご集合場所（宇野
港）までの交通費は負担いたしかねます。

・
・

□参加条件
参加者全員が17歳以下の場合は、ご利用いただけません。
島にスタッフは常駐しておりますが、病院への搬送は連絡から40分程度かかるため、健康
に不安がある方のご利用はお勧めいたしません。

□宿泊
瀬戸内 貸切 無人島 KUJIRA-JIMA
2～4名様の場合、コテージ（2室）
5～8名様の場合、コテージ（2室）+グランピングテント2張（2室）
※コテージ　…　洋室ツイン・バス・トイレ付
※グランピングテント　…　洋室仕様ツイン・バス・トイレ無し（別途シャワーブース有）

・
・

瀬戸内 Island and Blue― 商品コード：22-02-A-KJ

■旅行代金（お一人様） 単位：円

※大人料金:13歳以上、小人料金：6歳以上12歳まで、6歳未満は無料

□追加オプション

岡山空港－宇野港間（片道）  13,000円
 JR岡山駅－宇野港間（片道）  8,000円

岡山空港－宇野港間（片道）  17,300円
 JR岡山駅－宇野港間（片道）  10,000円

 ＜送迎タクシー＞

　　アルファード／グランエース
　　（最大５名様）

　　ジャンボタクシー
（最大8名様）

2名 3名 4名 5名 6名 7名 8名

大人 202,000 152,000 127,000 118,000 111,000 107,000 104,000

小人 181,000 130,000 104,000 92,000 84,000 78,000 73,000

大人 250,000 184,000 151,000 138,000 130,000 124,000 119,000

小人 231,000 163,000 129,000 113,000 102,000 94,000 88,000

8/4（木）・ 8/18（木）
8/22（月）・ 8/30（火）

9/3（土）・ 9/6（火）
9/209/10（土）・ （火）

7/6（水）
7/14（木）

出発日 申込人数

《時間帯の目安》午前8：00～12：00　午後12：00～16：00　夕方16：00～18：00　夜18：00～23：00

瀬戸内温泉
たまの湯

駐車場集合

１
日
目

２
日
目

KUJIRA-JIMA着
島内アクティビティ

（ｶﾔｯｸ・SUP・釣り等）

午　後

【朝食】
専属シェフ

洋朝食

＝

＝ ＝

＝
宇野港発

ヨットランチクルーズ
《約2～3時間》

10：00以降

島内自由時間

午　前

＝ ＝ 宇野港着

午　後

＝ 【昼食】
瀬戸内ﾚｽﾄﾗﾝBLUNO

または
旬彩旬魚 海廊

午　後

＝ 瀬戸内温泉たまの湯
温泉・岩盤浴
（個室有）

午　後

終了
解散

夕　方

＝
KUJIRA-JIMA発

サンセットクルーズ
《約1時間》

夕　方

【夕食】
専属シェフ

BBQ

夜

＝
島内

アクティビティ
（ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔ ・ー天体観測）

夜

＝

夜

KUJIRA-JIMA
コテージ＆

グランピングテント泊
＝

KUJIRA-JIMA発

12:00まで

食事

昼

朝

夕

食事

昼

朝

夕
一日一組限定

大小1000余りの島々が点在する雄大な瀬戸内海。
陽光が降り注ぐ穏やかな海、頬をくすぐる爽やかな潮風が、人 を々非日常へと誘います。

今回は、多島美と称されるこの美しい海を渡り、1日1組限定の無人島へ。
大切な仲間とのプライベートクルーズ、海と一体になれるアクティビティ、

島の自然に身をゆだねて寛ぐひと時は、まさに大人の休日にふさわしい格別な時間です。
その旅の締めくくりは、ぜひ天然温泉『たまの湯』へ。

瀬戸内海を一望できる露天風呂の心地よさに、心も体も満たされるはずです。

瀬戸内

2022年7月 ～ 9月発2022年7月 ～ 9月発

瀬戸内 貸切 無人島 KUJIRA-JIMA×ヨットクルーズ　2日間



KUJIRA-JIMAでのお食事は、専属シェフ付と
なっております。シェフが同行し、�日目の夕食

（BBQ）・�日目の朝食をご提供いたします。

夕食イメージ

海に面するグランピングテント。
ベッドとインテリアを設え、通常
のキャンプと違ったグラマラス
な空間で、波音を聴きながら穏
やかな時間をお楽しみいただ
けます。

シーカヤックやSUPなどのマリンアクティビティや、テントサウナ、五右衛門風呂等、
様々なアクティビティより、ご希望の体験をお選びいただけます。

開放的で贅沢なひとときをお過ごしいただけるコテージ。コテージ内には空調および薪ストーブを設置し、季節を問わず快適にお過ごしいただけます。
（コテージ宿泊は�名様まで）�名様以上ご利用の場合は、利用人数に合わせてグランピングテント（�名様につき�張）をご用意いたします。

朝食イメージ

1日1組限定の貸切無人島で過ごす、非日常の休日

�日目の昼食は、シェフ監修の
イタリアンコースです。
地産地消をテーマとした素材、
自家製のソース、盛り付けまで
細部にこだわった一品です。

夕方は、瀬戸内海の
クルージングを楽しみ
ながら、水平線や島々の
間に沈んでいく多島美
のサンセットの絶景が
ご覧いただけます。

昼食イメージ

瀬戸内海の絶景を間近に体感できる贅沢なプライベートヨットクルーズ

県下最大級の露天風呂や
厳選した良質の天然石を
使用した岩盤浴（中学生
以上の方のみ）、休憩室は
個室をご準備いたします
ので、ごゆっくりおくつろぎ
ください。

�日目の昼食は、「瀬戸内レストランBLUNO」のフレンチランチコース、
「旬彩旬魚 海廊」の和食御膳からお選びいただけます。

昼食イメージ 昼食イメージ

※温泉タイプ：天然温泉（加温・循環ろ過）

旅の締めくくりは、絶景温 泉にゆったり浸かって、疲れを癒す

瀬戸内を遊び、愉しむ   唯一無二の無人島ステイ瀬戸内を遊び、愉しむ   唯一無二の無人島ステイ




