
期間
選べるプラン  フェリー日帰り往復乗船券+マイカー1台(乗用車)

A
B

オーキド特製弁当“彩味海”or チャギントン弁当
こまめ食堂
セトノウチ「島メシ家」

オーキドホテル
おにぎりセット(ドリンク付) or ハンバーガーセット(ドリンク付)

オリーブ黒毛和牛のローストビーフちらし寿司C

+小豆島の人気のお弁当(A・B・Cからチョイス)

小豆島へフェリーでらくらくドライブ

日生 大部 60～70分
ご利用フェリーのご案内 日生発 大部着 大部発 日生着

7：30 8：30
10：05 11：10

18：20
20：4019：40

17：10

1日限定

（2名以上）

事前予約制

10組
※幼児(就学・大人おひとり様につき)：無料

小豆島・大部(おおべ)港 ～ エンジェルロード ～ オーキドホテル(お弁当)
～ 小豆島オリーブ園 ～ なかぶ庵 ～ 小豆島・大部(おおべ)港

小豆島・大部(おおべ)港 ～ エンジェルロード ～ セトノウチ「島メシ家」(お弁当)
～ 道の駅 小豆島オリーブ公園 ～ 金両醤油 ～ 小豆島・大部(おおべ)港

小豆島・大部(おおべ)港 ～ 奥之院笠ヶ瀧寺 ～ 宝生院 ～ オーキドホテル(お弁当)
～ 小瀬の重岩 ～ 樹齢千年のオリーヴ大樹 ～ 小豆島・大部(おおべ)港

小豆島・大部(おおべ)港 ～ 道の駅大坂城残石記念公園 ～ こまめ食堂(お弁当)
～ 二十四の瞳映画村 ～ 醤の郷(ひしおのさと) ～ 寒霞渓 ～ 小豆島・大部(おおべ)港

子育てファミリーコース

女子旅コース

スピリチュアルコース

大人旅・シニアコース

1
2
3
4

6,000円
5,000円

小豆島島内モデルコース

岡山日生(ひなせ)港 ～【フェリー】～ 小豆島・大部(おおべ)港 ～ 昼食(お弁当：A～Cからお選び下さい)
～ 小豆島・大部(おおべ)港 ～【フェリー】～ 岡山日生(ひなせ)港

道の駅
大阪城残石記念公園

大部港大部港
福田港

天狗岩

森國酒造
マルキン醤油記念館

京宝亭

草壁港

坂手港

池田港

土庄港

小豆島大観音

中山の千枚田

中山農村歌舞伎舞台

エンジェルロード

千年のオリーブ大樹

道の駅
小豆島オリーブ公園

小豆島オリーブ園

道の駅・海の駅
小豆島ふるさと村 オリーブ

ビーチ

二十四の瞳
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寒霞渓山頂
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金両醤油

小豆島MAP

こまめ食堂

セトノウチ「島メシ家」オーキドホテル
なかぶ庵

笠ヶ滝
宝生院

重岩

醤の郷

山陽自
動車道

小豆島

小豆島までの
アクセス

赤穂IC

20岡山市街

60
※岡山ブルー
　ライン経由
岡山日生港(瀬戸内観光汽船株式会社) 〒701-3202 岡山県備前市日生町寒河2570-26

旅行代金 お支払い実績(2～3名様利用)(おひとり様) (2～3名様利用)(おひとり様)

お支払い実績(4～6名様利用)(おひとり様)旅行代金(4～6名様利用)(おひとり様)

2020年10月1日(木)～2021年1月31日(日)

お得にご利用
できます！

●この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。ただし、東京都在住の方はご利用対象外です(2020年
　7月31日現在)
●支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に
　代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い
　実額」をお支払いいただきます。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
　受けます。お客様は、当社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。
●10月1日以降の出発に関しては、別途旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
●支援金および地域共通クーポンの適応枠には予算の限りがあります。詳しくは弊社へお問合せ下さい。

3,900円3,900円
3,250円3,250円

ご旅行内容ご旅行内容

GoToトラベル
キャンペーン
支援金運用後

岡山日生港発着
ひなせ 期間限定期間限定 ご出発の3日前までお申し込みOK！

小豆島人気店のおいしいお弁当付小豆島人気店のおいしいお弁当付

岡山日生港からマイカーで行く岡山日生港からマイカーで行く
ひなせひなせ

日帰り小豆島

GoToトラベル
事業支援対象
GoToトラベル
事業支援対象



選べる
お弁当

B

A

小豆島の真ん中の千枚田にある棚田カフェ。
・おにぎりセット…おにぎりは、棚田で手間暇かけて育てたお米を、ふっくら炊きあげ、
昔ながらの方法で一つ一つ結んでいます。おかずは、全て小豆島の旬な食材にこだわ
り、新鮮素材の旨みをそのまま活かした季節毎に日替わりです。
・ハンバーガーセット…自家製バンズのオリーブ牛を使った自慢のハンバーガーです。

・本プランのご利用は2名様以上となります。
・他プラン・割引との併用はできません。
・フェリーは先着順でのご乗船となります。お時間に余裕を持ってお越し下さい。
・旅行代金は、お申込み旅行社に直接お支払い下さい。
・添乗員は同行しません。

・事前に乗船日をご予約ください。(出発の3日前まで)
・フェリー券は、岡山日生(ひなせ)港　小豆島・大部(おおべ)港航路
　当日のみご利用いただけます。
・往復のフェリー代(車+人)が含まれています。
・車輌は普通乗用車(3ｍ以上～6ｍ未満)のみとなります。

● フェリー乗船券往復とお弁当の引換券は、ご利用当日に岡山日生(ひなせ)港切符売り場でお渡しします。
● 利用店舗に引換券をお渡しください。
【注意事項】

※写真はイメージです。

オーキド特製弁当“彩味海” or チャギントンお子様ランチボックスオーキドホテル

こまめ食堂 おにぎりセット(ドリンク付) or ハンバーガーセット(ドリンク付)

Cセトノウチ「島メシ家」オリーブ黒毛和牛のローストビーフちらし寿司
小豆島・迷路のまちにあるオリーブ牛専門レストラン。

「オリーブ牛」のうまみをギュッと閉じ込めたローストビーフのちらし寿司弁当です。コク
がありさっぱりしていて柔らかくヘルシーなお肉には、オリーブに含まれるオレイン酸の
抗酸化成分がたくさん含まれていて女性にも大人気です。

オーキド特製弁当“彩味海” チャギントンお子様ランチボックス
弁当受け取り時間/11：00～13:00 ホテルフロント受け取り　休業日/なし
〒761-4102 香川県小豆郡土庄町甲5165-216　TEL/0879-62-5001

小豆島の人気お弁当をテイクアウト！！小豆島の人気お弁当をテイクアウト！！

弁当受け取り時間/11:00～14:00　休業日/火曜日
〒761-4303 香川県小豆郡小豆島町中山1512-2　TEL/080-2984-9391

おにぎりセット ハンバーガーセット

オリーブ黒毛和牛のローストビーフちらし寿司 オリーヴオイルジェラート

https://ryobi-shodoshima.jp/

3)旅行代金に含まれるもの　旅行代金には、コース毎に記載された、交通費、食事費、消費税等の諸
税、サービス料金及び特に明示したその他の費用等が含まれます。
4)旅行代金に含まれないもの　コースに含まれない交通費等の諸費用、別途料金のオプショナルツ
アー、超過手荷物料金及び個人的性質の諸費用(電話代・飲食代等)などは旅行代金に含まれません。
5)添乗業務　当旅行商品に添乗員はど同行いたしません。
6)取消料等　お申込み後、お客様のご都合により旅行をお取消しになる場合又は所定の期日までに旅
行代金の入金が無く、当社がお申込みをお断りした場合は、お一人につき次の料率で取消料(あるいは
違約料)をお支払いいただきます。

7)基準日　この旅行条件は、2020年9月1日を基準日としています。又、旅行代金は、2020年9月1日
現在の有効な運賃・基準として算出しています。

1)募集型企画旅行契約　(1)この旅行は、瀬戸内観光汽船株式会社(以下「当社」という)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を締結するこ
とになります。(2)募集型企画旅行契約の詳しい内容・条件は別途お渡しする旅行条件書、出発前にお
渡しする最終旅行日程表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。

岡山県知事登録旅行業第2-401号 〒701-3202 岡山県備前市日生町寒河2570-26

取消日
取消料

旅行開始日の2日前まで 旅行開始日の前日 旅行開始日当日 旅行開始後または無連絡不参加
無料 旅行代金の50％ 旅行代金の100％ 旅行代金の100％

旅行条件(要旨) お申し込みの際は、別途交付する詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください。

2)旅行の申し込み　当社又は当社の受託販売会社(以下「当社ら」といいます)にて所定の旅行申込書
に所定事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込下さい。また当社らは、電話・郵便・ファクシミリ
その他の通信手段による旅行契約の予約を受付けております。この場合、予約の時点では契約は成立
しておらず、当社らが予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内にお申込書の提出とお申込金の支
払いをしていただきます。この期間内にお申込書の提出とお申込金の支払いがなされない場合は、当社
らは予約がなかったものとして取り扱う場合があります。

旅行企画・実施

ツアーのお申し込み・お問い合わせは旅行代金
申込金

10,000円以上10,000円未満
2,000円1,000円

小豆島土庄港隣接のハーバービューホテル。
・オーキド特製弁当“彩味海”…オーキドホテル料理長監修の幕の内お弁当をご用意。瀬戸内海の山海の
幸を取り入れた内容で仕上げており島旅のお供にピッタリです。是非、貴方のお気に入りの景色の中で楽
しいランチタイムをお過ごしください。
・チャギントンお子様ランチボックス…ウィルソン・ブルースターから選べるお弁当箱で好評です。献立も
お子様に人気のハンバーグ、エビフライ唐揚げ、ウインナーなど内容も豊富です。もちろん、食べ終えた
キャラクターお弁当箱はお土産にお持ち帰りできますので、小豆島旅行の思い出がいつまでも残ります。

弁当受け取り時間/11:00～14:00　休業日/水・木曜日
〒761-4101 香川県小豆郡土庄町甲398　TEL/0879-62-8500

※こちらはツアー代金には含まれておりません

500円
(税込)

・オリーブ黒毛和牛のローストビーフちらし寿司…黒毛和牛最高A5ランクのブランド牛

事前予約制。ご予約の際に、お弁当の種類・個数、受け取り時間をお申し出ください。お弁当は各施設での受け取りになります。
（お弁当は参加者全員分を同一施設への手配となります。)

小豆島人気店のおいしいお弁当付小豆島人気店のおいしいお弁当付

岡山日生港からマイカーで行く岡山日生港からマイカーで行く
ひなせひなせ

日帰り小豆島


