
この『姫島とアートとジオツアー』は、

中山晃子氏によるアート公演の観賞、

地元ガイドが案内するジオツアー、季節

の車えびしゃぶしゃぶや地域住民が調理

する郷土料理によるバスツアーです。

※ご注意

中山氏のアート公演は当日観賞可能です

が、終演後の伊美港行きフェリーはござ

いません。

旅行企画・実施／お申込み、お問い合わせ

株式会社近畿日本ツーリスト九州　大分支店

〒870-0034　大分市都町１-1-23　ＴＫフロンティアビル12F
姫島とアートとジオツアー　係

TEL 097-537-3155

１．募集型企画旅行約款
①この旅行は（株）近畿日本ツーリスト九州（以下「当社」という）が企画・募集し実施す
る企画旅行であり、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」という）を締結することになります。この条件書に定めのない事項は当社
募集型企画旅行業約款によります。当社募集型企画旅行業約款をご希望の方は、当社
にご請求下さい。この書面は旅行業法第12条の４による旅行取引条件書です。また、
旅行契約が成立した場合は、旅行業法12条の5により交付する契約書面の一部になり
ます。
②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」という）の提供を受けるこ
とができるよう手配し、旅程を管理することを引き受けます。
２．旅行のお申し込み／当杜所定の旅行申込書に所定の事項を記入してお申し込みく
ださい。確認書・請求書をお送りしますので、指定期日までにお振込みください。旅行
契約は当杜が入金を確認できた時に成立するものとします。
３．最少催行人員／各コースに掲載しています。最少催行人員に満たない場合は旅行
を中止する場合がありますが、この場合は出発14日前（日帰り旅行は4日前）までにご
連絡いたします。
４．含まれるもの「旅行日程に明示された、運送機関の運賃料金・宿泊代金・食事代金・
観光料金・サービス料・消費税」
５．上記4のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。／旅行日程に記
載のない食事、飲物代、クリーニング代、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴

う税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費、旅行条件に定めた宿泊施設の部屋定
員以下の部屋利用にかかる追加代金など
６．取消料／お申込の後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対
してお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。またお客様のご都合により、
途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
７．旅行内容･旅行代金の変更／天災地変、運送、宿泊機関のサービスの提供の中止な
ど当社の関与し得ない事由で、また運送機関の運賃・料金の大幅な改定により旅行内
容・旅行代金を変更する場合があります。尚お客様のお申し出により旅行内容の変更
がある場合は別途所要経費をいただきます。また運送・宿泊機関の利用人員により旅
行代金が異なる場合、お客様の都合で利用人員が変更になったときは旅行代金を変更
することがあります。
８．特別補償／国内募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところにより、お客
様が企画旅行参加中に急激かつ外来の事故により、生命、身体又は荷物に被られた一
定の損害については予め定める額の補償金及び見舞金を支払います。
９．当社の責任／当社は故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠
償します。ただし、損害発生日から2年以内に当社に対して通知があった場合に限りま
す。手荷物について生じた損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生日から
15日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1人15万円を限度(当社に
故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。(注：天変地異、戦乱、暴
動、運送・宿泊機関の事故・火災による旅行日程の変更・中止、運送機関の遅延、欠航、ス
ケジュール変更、食中毒、自由行動中の事故、盗難、官公署の命令又は伝染病による隔
離は該当しません。）
10．お客様の責任／お客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為に
より当社が損害を被った時にはお客様へ損害の賠償を申し受けます。
11．旅程保証／当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は旅行代金に

一定の率を乗じた変更補償金を支払います。
12．確定書面の交付／当社は旅行開始日の7日前までに最終日程表（確定書面）を交付
致します。
13．その他
①当社はいかなる場合でも旅行の再実施は致しません。
②この旅行条件は、2020年2月1日現在を基準としております。
14.個人情報の取扱について
①当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込
みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送･宿泊機関等
の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等
を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。ま
た、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前および搭乗され
る航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。
お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客さまに同意いただく
ものとします。
②当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活
動、お客さまへのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と共同利用
させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下
のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
③上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭また
はホームページでご確認ください。

管理番号：3815-20-02-005
取消日 20日～8日前
取消料率
（宿泊付旅行）

旅行開始日の前日から起算して
7日～前々日

旅行代金の
20％

旅行代金の
30％

旅行代金の
40％

旅行代金の
50％

旅行開始日の当日
（旅行開始前）

旅行開始日の
前日

旅行代金の
100％

旅行開始後の取消
又は無連絡参加

FAX.097-538-3168
営業時間／9:00～17:45（土・日・祝日は休業）
※休業日と営業時間外の取消・変更のお申し出には対応ができませんので、
　翌営業日の受付となります。

ご旅行条件書（抜粋） 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申込み下さい。

観光庁長官登録旅行業第1886号　　　一般社団法人日本旅行業協会正会員　　　旅行業公正取引協議会会員　　総合旅行業務取扱管理者／中村 裕
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を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て担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者におたずね下さい。

ツアーについてのご相談もお気軽にお問合せください。

ご予約方法 ツアーのお申し込み方法については、FAX又はEメールから
お申し込みください
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その他ご要望がございましたらご記入ください。

※大人・子どもともに
　同額です。

https://www.kntk.co.jp/privacy/

姫島と

アートと

ジオツアー

 

神秘の島・姫島で体験する
アートとジオと食の２日間

2020年3月21日 [土 ]  ～  22日 [日 ]

※お申し込みが最少催行人数に満たない場合は中止とする場合がありますが、その際はご出発の 14日前にご連絡いたします。
※期日までにお振り込みがない場合は、予約が取消になる場合があります。

申し込み完了後３営業日以内に、株式会社近畿日本ツーリスト九州大分支店よりFAX又は
Eメールにてお申し込み内容および合計金額を記載した『予約受付書面』をお送りいたします。
「予約受付書面」到着の翌日より３日以内に銀行振込またはクレジット決済にて代金のお支払い
をお願いいたします。お支払いの完了をもってご予約完了となります。

ご出発の10日前までに『出発当日のご案内』(集合時間・集合場所)を郵送にてご案内いたします。

FAX：097-538-3168    以下の内容をご記載のうえ、左記の FAX 番号からお申し込みください。

E メール：oita@or.kntk.co.jp

申込締切日 
3月10日迄

上記 FAXと同項目の内容をご記載のうえ、左記の E メールアドレスからお申し込みください。
  件名『姫島とアートとジオツアー申し込み』

旅行企画・実施　近畿日本ツーリスト九州大分支店　　　　　　イベント　主催：大分県　企画・運営：NPO法人  B E P P U  P R O J E C T　協力：姫島村

 〈1泊２日〉
　姫島泊

QRWebサイト：
http://www.beppuproject.com/news/2817
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古事記によると、伊邪那岐命、伊邪那美命の神が「国生み」にさいし、大島を生み、次に女島 

(姫島。またの名を天一根) を生むとあります。また、日本書紀によると、意富加羅国の王子、

都怒我阿羅斯等が白い石から生まれたお姫様と結婚しようとし、お姫様がこの島に逃れ比売語曽

の神となったとあり、姫島の名の由来とされています。

中山晃子 ｜AKIKO NAKAYAMA

姫島村とは？

『Alive painting』Photo by Haruka Akagi

1

2：ジオパーク

3：食
姫島ならではの食

4

姫島近海は、絶好の漁場で
多くの魚介類が水揚げされ
ています。塩田跡地で養殖
される姫島車えびや、周防
灘の潮流と豊かな漁業が育
んだ姫島かれい、年に２日
間のみ獲れる姫島ひじきな
どが有名です。

アート公演についてのお問合せ先：NPO法人 BEPPU PROJECT
〒874-0933 大分県別府市野口元町2-35 菅建材ビル2階 営業時間：月～金 9:00-18:00
TEL : 0977-22-3560　FAX : 0977-75-7012　MAIL：info@beppuproject.com

ツアーについてのお申込は、裏面をご覧ください

姫島の七不思議

大晦日の夜、債鬼に追われた善人を千
人かくまうことができるといういわ
れから、千人堂といわれています。

❷ 千人堂 せんにんどう

この鳥居は、高潮や大しけの時でも決
して海水につかることがないという
いわれから、浮洲といわれています。

❶ 浮洲 うきす

別名『おはぐろ石』とも言い、お姫様がおは
ぐろをつける時、猪口と筆をおいたとこ
ろ、その跡ができたといういわれから、か
ねつけ石といわれています。

❹ かねつけ石 

池に棲んでいた大蛇を誤って埋めてし
まったため、大蛇の怒りで田が揺れるとい
ういわれから、浮田といわれています。

❼ 浮田 うきた
海水につかることがない、海食洞窟内
の牡蠣は、阿弥陀三尊の形に似ている
ことから阿弥陀牡蠣といわれています。

❸ 阿弥陀牡蠣 あみだがき

お姫様が、使った柳の楊枝を土中に逆さま
に挿したところ、芽を出したといういわれ
から、逆柳といわれています。

❻ 逆柳 さかさやなぎ

口をゆすごうとしたお姫様が、手拍子を
打ったところ、水が湧出したといういわれ
から、拍子水といわれています。

❺ 拍子水 ひょうしみず

明治37年、島の東端の断崖の
上に建てられた花崗岩造の
姫島灯台。昭和45年より無
人。

台風により倒木したオオシ
マザクラを伐採したところ、
「ハートの切り株」が現れま
した。

地震による液状化で地層中
に唐草瓦のような模様が連
なった大変珍しい構造。

約550坪、一部２階建ての寄
棟造りで延建坪は129坪あ
ります。天保13年に完成。

500mにも及ぶ弓状に弧を
描く海水浴場。

姫島のシンボル。ここの山頂
からは、国東半島、四国、中国
地方、瀬戸内海が望めます。

ハートの切り株

大海の
コンボリュートラミナ

姫島灯台

姫島庄屋古庄家
ひめしましょうやこしょうけ やはずだけ

ひめこそしゃ

矢筈岳姫島海水浴場

『姫島の盆踊』

フェリー

渡りをする蝶アサギマダラ
は、スナビキソウ、フジバカ
マの蜜を求めて、年に２度飛
来します。

アサギマダラ休息地3

高さ40m、幅120mの断崖に
黒曜石が露天する全国的に
珍しい景勝地。

姫島の黒曜石産地1

観音崎の断崖の上には千人
堂があり、ここから見る周防
灘に沈む夕日は絶景です。

観音崎の千人堂2

4

7

8

9

10

日本書紀に記述され
ているお姫様を祀っ
た神社です。

比売語曽社5

6

いざなぎのみこと

あまのひとつね

つぬがあらしと ひめこそ

おほからのくに

いざなみのみこと めしま

国選択無形民俗文化財
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姫島MAP

❶

❷
❸

❹

❻
❼❺

ジオパーク (geo park)：「地球・大地（ジオ：Geo）」と「公園（パーク：Park）」とを組み合わせた言葉で、「大地の公園」を意味し、地球（ジオ）を学び、丸ごと楽しむことができる場所をいいます。(引用元：特定非営利活動法人日本ジオパークネットワークの公式HP)

2020年3月21日 [土]  
～ 22日 [日] 〈1泊２日〉

姫島車えび
しゃぶしゃぶ

宿泊する各民宿・旅館にて夕食
〈姫島車えびしゃぶしゃぶ〉

19,800〈税込〉
旅行代金 募集人数

40 名
◉和室 (バスなし・トイレなし)2名様１室利用の場合 (大人・子ども同額) 
◉洋室 (バスなし・トイレ付)2名様１室利用の場合 (大人・子ども同額)

1日目
14:45
大分駅 別府駅 大分空港 伊美港 姫島港

15:15 16:10

大分空港 別府駅
14:20 15:10

大分駅
15:40

17:25 17:45

姫島港
13:00

2日目

離島
センター

8:40各宿泊
旅館

白寿苑(昼食)
11:30

アート公演
18:30～ (開場18：00～)

～～

伊美港
13:20～～

：ツアー行程

　　　　 

姫島バスツアー
8:40 ～ 11：30

■食事／朝食１回、昼食１回、夕食１回　■宿泊旅館／安西旅館、だるま旅館、八千代館、ロッジ姫島　　■最小催行人数／20名　■添乗員は同行致しません

(和室・洋室2名様１室の場合)

￥

・西村記念公園・天一根・鷹の巣
・大海のコンボリュートラミナ
・姫島灯台・浮田・拍子水
・金溶岩・観音崎

〈鯛めん、かんころもち、いもきり〉

■バス会社／大分交通　
■フェリー会社／姫島村営フェリー 

※写真は全てイメージです

ITアイランド構想：IT企業の誘致やIT人材を呼び込むことで「離島×IT」の可能性を広げる大分県と姫島村のプロジェクト

露天する黒曜石や複雑な地層を有し、古
事記の国生み神話に登場するなど、地質・

歴史的に固有の背景を持つ姫島。姫島盆踊り
の故郷としても知られています。

本プロジェクトは、まるで水の中に絵画を描くような
パフォーマンスで知られるアーティスト・中山晃子が、

この神秘の島と出会ったことから始まりました。『ITアイ
ランド構想※』を推進する姫島における、一晩限りの特別な

公演をお見逃しなく。

『国生み神話』や姫島の風土と出会い表現する

一夜限りの公演
場　　所：姫島村立姫島中学校 体育館

大分県東国東郡姫島村2108-4

開催日時：2020年3月21日 (土)  18:30～ (開場18:00～)　 

入場無料

中山氏のアート公演は当日観賞可能ですが、終演後の
伊美港行きフェリーはございません。

※ご注意

Artist：

 (国指定天然記念物) 

14日15日両日は、フェリー
夜間臨時便が運行されます。

鎌倉時代の念仏踊り
から派生したといわれ、
キツネ踊り、アヤ踊り、銭
太鼓、猿丸太夫からなる
伝統踊りと創作踊りが
あります。
毎年８月14日～16日
の３日間に開催されます。

※１名様のお申し込みの場合は、必ず男女別の相部屋になります。
※姫島村には大型宿泊施設がない為、下記の宿のいずれかに宿泊いただきます。旅館、お部屋のタイプは選択できません。　

画家。液体から固体までさまざまな材料を相互に反応させて絵を描く「Al ive  Pa in t ing」
というパフォーマンスをおこなう。あらゆる現象や現れる色彩を、生物や関係性のメタファー
として作品の中に生き生きと描く。
様々なメディウムや色彩が渾然となり変化していく作品は、即興的な詩のようでもある。
近年では 『MUTEK Mont rea l』等にも出演。 ht tp : / /ak iko.co. jp


