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（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による取引条件説明書面及び同法第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

●取消料について　※「旅行代金」とは「お支払対象旅行代金」のことをいいます。
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日目に当たる日以降～8日目に当た
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
目に当たる日以降～前々日に当たる日まで……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％　
■旅行開始後又は無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件とご注意　■宿泊施設は特に明記してあるものを除きバスタブ・トイレ付きのお部屋です（大浴場などの施設がある場合、シャワーのみ、あるいはバスタブ・シャワーなしのお部屋となる場合があります）。　■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。　■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、離団はお受けすることが出来ませんので、なるべく
早めにお申し出ください。　■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。　■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

ご旅行条件は、2022年9月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

島のラグジュアリー

ホテルのご紹介は裏面をご覧ください

香 川

瀬戸内海に浮かぶ小さな島、小豆島。映画「二十四の瞳」や「八日目の蝉」など様々
な映画の舞台にもなった風光明媚な島です。自然景観だけでなく、瀬戸内の素朴
な島であるからこそ残った古い街並みや風景も残り、多くの見どころに溢れていま
す。古い街並みが今も残る醤（ひしお）の郷や土庄本町迷路の町の散策、緩やか
な丘にたくさんのオリーブの木々が並ぶオリーブ公園、奇岩と絶壁からなる日本三
大渓谷美に選ばれた寒霞渓など、小豆島の自然と文化を余すところなくお楽しみい
ただきます。宿泊は小豆島を代表するスモールラグジュアリーホテル「島宿真里」
と、2019年に別邸として誕生した「海音真里」です。全6部屋のため、最大でも
12名様の少人数の旅としてご提案いたします。

ツアープランナーより

島のラグジュアリー
小豆島の贅沢空間　島宿真里・海音真里の旅 4日間
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福田港

姫路港

島宿真里（1泊）

姫路（1泊）

海音真里（1泊）

12名様限定

どこか懐かしい美しい街並みと優美な自然景観
この島の魅力は昔ながらのどこか懐かしい
街並みや温暖な気候を活かして行われた稲
作や醤油づくりから生まれた伝統を残す風
景、そして変化に富んだ表情を見せてくれ
る美しい自然景観でしょう。昔ながらの素
朴な風景や瀬戸内海を背景にした穏やかな
自然景観から「八日目の蝉」や「実写版・魔女
の宅急便」など様々な映画の撮影地にも選
ばれました。見どころが点在する小豆島に
2連泊でゆったりと巡ります。 土庄本町「迷路のまち」

小豆島オリーブ公園
干潮の時にだけ姿を見せるエンジェルロード
©(一社)小豆島観光協会

客室はすべてオーシャンビュー。時を忘れる滞在を

海に面した全 6室の静かな宿　海音真里

醤の里、苗羽の集落に溶け込む上質な宿　島宿真里

小豆島特産の醤油を楽しむ醤油会席（イメージ）島宿真里 海音真里
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■最少催行人員：8名様　■食事：朝食3回、昼食3回、夕食3回
■添乗員：姫路駅ご出発から岡山駅ご到着まで随行いたします。
■ホテル：姫路／ホテル日航姫路（洋室）全6室のみのニッコーツイン姫路城
ビューの客室です。、小豆島／（ 2日目 ）島宿真里（洋室 )、（ 3日目 ）海音真里 

（洋室)　■利用予定バス会社：小豆島交通バスまたは同等クラス

小豆島の醤（ひしお）の里に
溶け込む名宿

小豆島の南東部、近代以前の醤油蔵建築が日本で最も集積する「醤油蔵通り」周辺には、
文字通り醤油蔵が並び、独特の景観が楽しめます。その周辺は「醤（ひしお）の郷」と呼
ばれ、落ちついた街並みの散策が楽しめる小豆島の人気エリアです。その中に佇むの
が創業20年、文化財の古民家を改装した「島宿真里」です。醤油蔵の裏手に伸びるの
どかな苗羽集落ある「島宿真里」の客室は、それぞれに趣の異なる、温泉付きの8室。
島の暮らしに溶け込むような滞在をお楽しみいただけます。夕食は築90年の文化財
の古民家をリノベーションしたお食事処「母屋」にて。厳選した瀬戸内のうまいもんと
採れたての畑野菜を、醤の香りで味わっていただく「醤油会席」です。「ひしおでもてな
す」という心を大切に、特産の杉樽仕込醤油や諸味を基にした自家製調味料など、小
豆島の食材を様々な趣向で味わうことが出来ます。

こだわりの宿

1
姫路駅　午後、姫路駅に集合。 その後ホテルに荷物を置
き、W世界遺産●姫路城をガイドと共に巡ります。宿泊は
ホテル日航姫路の6室しかない姫路城ビューのニッコーツイン
です。 �(姫路 ： ホテル日航姫路ニッコーツイン泊）ssy

2

姫路K姫路港09：45発F福田港11：25着B○オリー
ブ公園B島宿真里14：00着　チェックイン後、宿近く
の●マルキン醤油記念館にご案内します。夕食は島宿真里
にて「醤油会席」をお召し上がりください。
� (小豆島：島宿真里泊） ahy 

3

午前、チェックアウトまでごゆっくりお過ごしください。島
宿真里10：00発B小豆島を一望する展望台、○寒霞
渓へロープウェイにて向かいますB●岬の分教場、●
二十四の瞳映画村Bオリーブ公園B海音真里15：00
着　夕食は海音真里にて「オリーブ会席」をお召し上がりく
ださい。 � (小豆島 ： 海音真里泊） ahy

4
海音真里10：00発B土庄本町（○迷路のまち、○エンジェ
ルロード）B土庄港14：00発F新岡山港15：10着K
岡山駅16：00着 解散。
ご自宅までお荷物を託送します。� ahs

楽楽
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島宿真里

醤の里、苗羽の集落に溶け込む上質な宿　島宿真里 くつろぎの客室（イメージ）

わずか6室。全室オーシャンビュー海音真里

島宿真里の別邸として2019年にグランドオープンした「海音真里」は、全6室全てが
オーシャンビューのスモールラグジュアリーホテルです。「二十四の瞳」のモデルと
なった「岬の分教場」にもほど近い岬の海沿い集落の一角に位置し、名の通り海の音を
聴きながらのんびりとした時を過ごすことができます。夕食は醤油と並び小豆島の名
産であるオリーブを使った「オリーブ会席」です。約40種類も揃う小豆島産のオリー
ブオイルからその日の瀬戸内の旬魚、島の野菜にあわせて5～ 6種類をセレクトして
提供。地の食材と調味料とのマリアージュをお楽しみいただけます。

海に面した全6室の静かな宿　海音真里 小豆島の特産オリーブオイルを駆使したオリーブ会席

郷愁漂う「二十四の瞳映画村」、「岬の分教場」
小豆島を一躍有名にした日本映画の名作『二十四の瞳』。今回は撮影地となった田浦地区に
ある「二十四の瞳映画村」や映画の中で田浦分校として登場した「岬の分教場」も訪れます。
昔ながらの日本らしいノスタルジックな雰囲気に浸ってみてはいかがでしょうか。

1902年（明治35年）に建設された岬の分教場

日本三大渓谷美・寒霞渓
海から標高800ｍにわたって大渓谷が展開し、その
上に立てば小豆島の迫力のある地形と瀬戸内海の美
しさに引き込まれるような絶景が広がります。また、
寒霞渓は奇岩奇勝が多いことでも有名です。風雨に
より浸食された様々な形の岩が立ち並び、それらが
渓谷のスケールを引き立てています。

集合・日数・出発日 旅行代金

【姫路駅集合・4日間】 
1月25日（水）, 2月15日（水） ¥238,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥60,000にて承ります。
島宿真里特別室、海音真里離れ追加代金：1名様あたり￥20,000にて承ります。

〈2室まで。2名利用のみ〉）

寒霞渓から望む瀬戸内の景色

懐かしき「二十四の瞳映画村」を訪ね映画の世界に心酔

奇岩奇勝を望む寒霞渓展望台にはロープウェイにてご案内


