
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、お客様は当社と募
集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。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Go To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たします。お客様は、当社およびGo To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。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年5月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

多島美の景勝として世界に名を知られる瀬戸内海。その瀬戸内で極上の旅を楽しむ
企画が実現しました。舞台は瀬戸大橋の東に浮かぶ無人島「KUJIRA‐JIMA」。シ
ルエットが鯨に見えることから地域の人たちに「くじら島」の愛称で親しまれてきた無
人島を、贅沢にも１島貸切。無人島のイメージを覆すラグジュアリーな体験を楽しめ
るグランピングとして2018年にオープンして以降、大変な人気を誇るこの島をワール
ド航空で貸切。無人島でシェフによる優雅なお食事と共に宿泊を楽しむプランをご用
意しました。島へのアプローチは双胴型の安定したチャーターヨットにて。近隣の島々
を間近に眺めながら優雅なヨットクルージングのひとときです。翌日はアートの島とし
て世界に知られる直島を訪問。安藤忠雄建築の「ベネッセハウスミュージアム」など、
見どころを巡ります。8名様までの特別な旅のご提案です。

無人島貸切グランピング「KUJIRA-JIMA」と
瀬戸内ヨットクルージング 3日間

ツアープランナーより

岡山

瀬戸大橋の東に浮かぶKUJIRA-JIMAの全景

海のチャーター

裏面もご覧ください

デッキに設えられたテーブルコーナー

倉敷

岡山

宇野

直島

岡山県

KUJIRA-JIMA

�◯瀬戸大橋のたもとに浮かぶラグジュアリーグランピ
ング「KUJIRA‐JIMA」に宿泊。

��◯瀬戸内を貸切のカタマランヨットでクルージング。
島々を間近に眺めながら優雅なひとときを。

��◯直島にてベネッセアートサイトの観光を楽しみます。

ここにご注目  旅のポイント

「KUJIRA‐JIMA」までのアプローチは
優雅なヨットのチャータークルーズで

「KUJIRA‐JIMA」 へは岡山の南、玉野
市にある宇野港より船でアクセスしま
す。今回は、往路の移動を優雅なカタマ
ランヨット（双胴型ヨット）をチャーター
してご案内する行程といたしました。双
胴のヨットは安定性もよく、キャビンに
は10人が悠々滞在できる広さ。デッキ
にはテーブルが設えられており、穏やか
な風を感じながら、ドリンクを片手に美
しい瀬戸内の絶景を独占する贅沢なひと
ときをお楽しみいただけます。 双胴のヨットを優雅にチャーター

【最大8名様限定】 プライベートヨットとラグジュアリーグランピングで楽しむ究極の瀬戸内旅へ
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■最少催行人員:6名様　■食事:朝食2回、昼食3回、夕食2回　
■添乗員:岡山駅ご出発から岡山駅ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：
くじら島／瀬戸内 貸切 無人島 KUJIRA-JIMA（トイレ・シャワー共同）
※コテージ棟はツインベッド客室2室が1棟にまとまっており、寝室以外は共有
となります。
※グランピング棟はベッドタイプですが、テントのため設備は簡素となります。
予めご了承ください。
※タオル、シャンプー、リンス、ドライヤーなど基本的なアメニティは現地に用
意されています。
宇野／ UNO HOTEL（トイレ・シャワー付洋室　隣接する温泉施設を無料でご
利用いただけます)　

1島貸切のラグジュアリーグランピング

瀬戸内 貸切 無人島 「KUJIRA‐JIMA」こだわりの
島

大小700を超える島が穏やかな内海に点在する瀬戸内の海。その美しさは、古くか
ら国内外に「世界有数の多島美」として賞賛されてきました。と当時に、その島々
は海を渡る商人たちの拠点として、人々の生業の地となったのです。しかし、時
の流れによって人々が暮らさなくなった「無人島」も各地に存在します。今回ご紹
介する「瀬戸内 貸切 無人島 KUJIRA‐JIMA」はそんな無人島のひとつをラグジュ
アリーなグランピングリゾートに仕立てて1日1組（グループ）貸切の島として2018
年に開業。予約の困難な人気の「無人島リゾート」です。

瀬戸内アートの中心地、直島を歩く
瀬戸内の自然と共生する「南瓜」、椅子に腰を掛け
て雑誌を読むカラフルな「腰掛」、点在していた空
き家などを改修し、人が住んでいた頃の時間と記憶
を織り込みながら、空間そのものをアーティストが作
品化した「家プロジェクト」。直島に一歩足を踏み
入れると、まるで島中が美術館のよう。わくわくする
ような瀬戸内アートの楽園が広がります。いたるとこ
ろに展示されるアート作品の数々が島の日常に溶け
込む風景を、町歩きのようにお楽しみください。また、

「自然・建築・アートの共生」をコンセプトとしたベ
ネッセハウスミュージアム、地中に埋設された地中美
術館も見学いたします。

専属シェフによるディナー、レストランにいるかのような優雅なディナーをお楽しみください（イメージ）

1

岡山駅11：30集合K宇野港13：30発Fカタマランヨッ
トFくじら島15：00着　せとうちに浮かぶグランピング
「くじら島」を貸切。島内アクティビティをお楽しみくださ
い。夕食は専属シェフが提供する島食ディナーをご用意し
ました。夜はキャンプファイヤーや星空観測でお楽しみくだ
さい。（天候によります。）
� （瀬戸内KUJIRA-JIMA泊）shy

2

出発まで島内でごゆっくりお過ごしください。くじら島
10：00発F直島10：30着（●ベネッセハウスミュー
ジアム、「家プロジェクト」の点在する○本村）K宇野港
15：30着KUNO HOTEL　夕食はホテル併設の温泉施
設「玉の湯」内の「海廊」にて。瀬戸内を見渡す露天風呂
が特徴の「たまの湯」もお楽しみください。
� （宇野泊）ahy

3 宇野09：00発K倉敷（○倉敷美観地区、●大原美術館）
K岡山駅14：00頃着� ahs

集合・日数・出発日 旅行代金

【岡山駅集合・3日間】 
9月1日（木）, 27日（火） ¥238,000

コテージ棟（2室）は1室追加料金￥20,000にて承ります（各室2名利用のみ）。
（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥35,000にて承ります）

ウッドデッキからは瀬戸内を一望（イメージ）

■往路交通手段のご案内
東京方面から :  東京駅08:09発D名古屋駅09:47発D
　　　　　　　 新大阪駅10:38発D岡山駅11:22着
博多から ： 博多駅09:39発D岡山駅11:22着

ベネッセハウス ミュージアム　
写真:大林直治

本村風景　写真：鈴木研一

無人島でお食事は？と思われるかもしれませんが、今回は「KUJIRA‐JIMA」専属
シェフが同行し、皆様の夕食を目の前でご用意する8名様限定のプランです。無人
島に居ながらにして楽しめる一流レストランの如き優雅なディナー。暮れゆく瀬
戸内の絶景とともにお楽しみください。

グランピング（イメージ） 天候によりますが無人島ならではの星空も楽しめます


