WAJ（ワーケーション自治体協議会）官民参加型

地域課題解決アイデアソンin岡山

（イメージ）

（イメージ）

※提供「岡山県」

（イメージ）

観光型MaaS・ストック（古民家）活用
ワーケーションしながら考える
地方の未来の拓き方

（イメージ）

（イメージ）

開催日時：2021年11月16日（火）～19日（金）3泊4日を基本とします。
※短縮での御参加も応相談！
開催場所：岡山市、笠岡市、矢掛町を中心に県内各地
募集人数：1４名程度
旅行概要：ワークショップ等の団体行動以外は、「setowa」を中心にご自由に
お過ごし頂くオーダーメイドツアーです。詳細は裏面をご覧ください。
申込〆切：2021年11月2日（火）
テ ーマ： JR西日本が展開する観光型MaaS（setowa）とストック（古民家
等）を活用した地域づくり～アートや観光、暮らしや仕事の拠点等
としての活用～
「７DAYS LIVING! OKAYAMA」を打ち出している岡山県。地域課題である
「モビリティ」と「ストック活用」について、官民／地域の内外での交流で、解決に向
けた考察をしてみませんか？
IT・ストック活用・交通・アート・地域づくり・不動産・地方創生等の分野に興味あ
る、岡山県でのワーケーション・暮らしに興味ある方の御参加をお待ちしています。

●御協力企業・自治体
setowa
（JR西日本）

ストック活用
ワークショップ

受入自治体
（笠岡市）

ストック活用
受入地域

矢掛屋様

お問合せ
お申込み先

岡山県県民生活部 中山間・地域振興課 移住促進班
〒700‐8570 岡山市北区内山下二丁目４番6号
TEL：086‐226‐7862 E-mail: uij＠pref.okayama.lg.jp
株式会社日本旅行 岡山支店 森田 寿典
〒700-0023 岡山市北区駅前町2丁目1番7号
TEL：086-225-2040 E-mail：hisanori_morita@nta.co.jp

申し込み
はこちら

せとうち観光アプリ「setowa」とは。。。
せとうちエリアの話題のスポットの紹介や旅のスケジュール作成、新幹線やレンタカー、レンタサイクル、
ホテルなどの予約、旅で使えるおトクなチケットの購入、そして旅ナカでのナビゲーション機能など、
旅の計画から終わりまでをサポートするせとうち旅行には欠かせないたいへん便利でおトクな
「観光ナビ」です！

Setowa: https://www.jr-odekake.net/navi/setowa/

「setowa」を使ってワーケーションを実体験してみよう！
POINT１: せとうちエリアの魅力・楽しみ方を豊富に紹介
POINT２: 経路検索からスケジュール作成。ホテル、移動手段も！
POINT３: 旅ナカでは周辺にある観光地をご紹介！

※基本的にはsetowaをご体感いただく個人ツアーですが、2日目・3日目を中心に団体行動となります。
※2日目の昼食、宿（1泊2食）、3日目の昼食代につきましては、株式会社日本旅行で一括して手続き
をいたします。
※その他の移動、宿泊、観光に関しては、個人旅行（お客様個人のお手配お支払い）となります。
【スケジュール】 ※赤字は団体行動。

日時

時間

11/16
(火）

PM

11/17
（水）

AM
PM

スケジュール
岡山駅新幹線改札口集合
〇オリエンテーション
〇自由行動

11/18
（木）

JR笠岡駅集合・笠岡市紹介
〇白石島ワークショップ～島の課題からポテンシャルを考える～
古民家を改修したカフェ、島の観光スポット等を見学
カ 〇浜辺にて懇親会・アウトプット
セ 白石島泊（中西屋旅館）
朝食ー昼食〇夕食〇
ッ
AM ト 白石島発（各自）笠岡港へ
プ 〇海の校舎ワークショップ～廃校、アート、拠点づくり～
ラ 〇庄屋屋敷とくら見学～カフェ、ゲストハウス、暮らしの拠点～
PM ン 矢掛町へ出発
〇矢掛町ワーケーション施設見学
（日本初のアルベルゴ・ディフーゾ）
朝食〇昼食〇夕食―
〇自由行動

11/19
（金）

AM
PM

特別講演

イメージ写真

〇自由行動
〇セミナー及び各グループによるプレゼンテーション開催
（岡山国際交流センター）
・特別講演（本田 勝之助氏）
・setowaの使用感・課題・ポテンシャル等
・ストック（古民家）活用ワークショップ成果等共有・発表等
解散

（一社）dialogue専務理事 本田勝之助 氏
文化庁：日本遺産統括プロデューサー
内閣府：クールジャパン地域プロデューサー
伝統産業や農業・食、観光、lot活用による地域多領域の
振興、都市ブランド戦略等自らプレイヤーとして実践し
つつプロデューサーとして多くの地域支援を行っている。

お申込み方法
■「WAJ官民参加型地域課題解決アイデアソンin岡山」への
ご参加は、㈱日本旅行岡山支店へお申込み願います。
(WEB申込のみとなります。電話、FAXでのお申込みはお受け
できませんのでご注意願います。）

お申込み先：https://va.apollon.nta.co.jp/wajokayama/
■お申込み期間：2021年9月28日（火）～11月2日（火）
■移動・宿泊手配は、せとうち観光アプリ「setowa」をご利用いただき各自お手配ください。
（2日目宿泊、２日目・3日目昼食は除く）。ご精算は 「setowa」から各自クレジット精算
願います。領収書は、購入手続完了メールに添付のPDF領収書を各自発行願います。
■2日目宿泊及び３日目昼食は「setowa」をご利用いただけないため、㈱日本旅行岡山支
店へお申込み願います。この部分のご予約・精算は上記URL（予約受付システム）から、
「WAJ官民参加型地域課題解決アイデアソンin岡山」参加申込に引き続き、ご予約ご精算
をお願いいたします（参加お申込者様必須となります）。領収書は、予約受付システムから
各自発行願います。

団体行動箇所カセットプランご案内
●上記URL（予約受付システム：https://va.apollon.nta.co.jp/wajokayama/）か
ら、 「WAJ官民参加型地域課題解決アイデアソンin岡山」参加申込に引き続き、ご予約ご精
算をお願いいたします（参加お申込者様必須となります）。ご精算は、オンラインクレジット精
算のみご利用いただけます。領収書は、予約受付システムから各自発行願います。
セットプラン申込URL： https://va.apollon.nta.co.jp/wajokayama/
（同上）
11月17日（水）

昼食代・宿泊代（中西屋旅館）／笠岡市白石島

11月18日（木）

昼食代（矢掛屋ＩＮＮ＆SUITES)／矢掛町

●出発日： 2021年11月17日（水）
●募集人員：14名
●最少催行人員：5名
●添乗員：なし
●旅行代金：20,000円（税サービス料含む）／お1人様あたり
●食事条件：朝1回・昼2回・夜１回
●お申込金：ご旅行代金全額となります。
●お申込み期間：2021年9月28日（火）～11月2日（火）
●旅行代金のお支払い：先着順のため、募集定員になり次第締め切りとなります。
お早めにお申込みください。
●旅行代金お支払い期日：予約システムから、15日前（11月2日）までにお支払い下さい。
●旅行代金に含まれるもの：宿泊代（中西屋旅館／白石島）1泊２食税サービス料込
和室1名１室利用（バス無和室）・昼食代（採食茶屋Kua・矢掛屋INN＆SUITES）
税サービス料込

国内募集型企画旅行条件書（要約）
【このパンフレットは旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書面及び同法１２条の５に定める契約書面の一部となります。】
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。
尚、「国内募集型企画旅行条件書」は当社ホームページ httpｓ://www.nta.co.jpからもご覧いただけます。

この旅行は、㈱日本旅行岡山支店（以下「当社」といいます）が
企画･実施する旅行であり、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を締結していただくことになります。

＜宿泊プラン＞

１、お申込み方法と契約の成立
（１）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一
人様につき下記の申込金又は旅行代金の全額を添えて
お申込み下さい。お申込金は、旅行代金、取消料、または
違約料の一部または全部として取り扱います。

（２）契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に
成立いたします。
（３）団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締
結及び解除に関する取引を行います。
（４）旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14
日前までにお支払いいただきます。
（５）通信契約による旅行契約は、当社らがお申し込みを承諾する
通知を発し、当該通知がお客様に到着した時に成立します。
２、旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満た
ない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場
合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる
日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額
をお返しします。
３、旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
(1)パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、
食事代、
入場料、消費税等の諸税及び、添乗員同行費用が含まれます。
(2)旅行日程に記載のない交通費、空港施設使用料等の諸費用
及び個人的
性質の諸費用は含まれません。
４、取消料
お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解
除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、
営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。

申込方法

（１）お客様の都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人員等を
変更される場合は、旅行代金全額に対して取消料が適用さ
れます。
５、当社の免責事項
お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社
は責任を負いかねます。ただし、当社又は、当社の手配代行
者の故意又は、過失が証明されたときはこの限りではありませ
ん。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日
程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故もし
くは火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス
提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしく
は旅行の中止④官公署の命令によって生じる旅行日程の変
更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運
送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又
は、これらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞
在時間の短縮
６、特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の
事故により生命・身体または手荷物に被られた一定の損害に
ついて、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金、入
院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる損害補償金を支払
います。
《国内旅行傷害保険加入のおすすめ》
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をお
かけになることをおすすめいたします。
７、旅程管理
この旅行では約款に定める旅程管理は行いません。旅行
サービスの提供を受けるために必要なクーポン券類をお渡し
いたしますので、サービスの提供を受ける手続きはお客様自
身で行っていただきます。

日本旅行岡山支店 までWEBにて

https://va.apollon.nta.co.jp/wajokayama/

８、個人情報の取扱い
（１）株式会社日本旅行はご提供いただいた個人情報について、
①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機
関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続の
ため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等
を担保する保険手続のため、⑤当社及び当社と提携する企業
の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する
情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いの
ため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のた
め、⑨統計資料作成のため、に利用させていただきます。
（２）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、
電話番号、搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店に提供
する事があります。なお、土産物店への個人情報の提供の停
止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅
行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出ください。
（３）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただい
た個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等
の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のた
めに、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情
報は、当社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理し
ます。なお当社グループ会社の名称は当社のホームページ
（https://www.nta.co.jp）をご参照下さい。
（４）当社は個人情報の取扱を委託することがあります。
（５）お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂
正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問い合わせ
窓口は訂正のみ販売店、それ以外はお客様相談室でお受け
いたします。
（６）一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入
の項目な関連するサービスについては、適切に提供できないこ
とがあります。
個人情報保護管理者（お客様相談室長） 問い合わせ先窓
口：本社お客様相談室
電話：０３-６８９５-７８８３ ＦＡＸ：０３-６８９５-７８３３
E-Mail：sodan_shitsu@nta.co.jp
営業時間： 平日 ０９：４５～１７：４５（土・日曜・祝日、年末年
始休業）
９、旅行条件の基準
このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、２０２１年
7月31日現在を基準としています。
●詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事
前にご確認のうえ、お申込みください。
●このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件
の説明書面及び同法12条に定める契約書面の一部となります。
●お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていな
い特別な配慮、措置が必要になる可能性がございます。特別
な配慮や措置が必要となる可能性のある方は、相談させてい
ただきますので、係員に必ずお申し出ください。

《旅行企画・実施》 観光庁長官登録旅行業第2号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員

株式会社 日本旅行 岡山支店
〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町2-1-7

TEL： 086(225)2040
FAX： 086(223)2259
月～金 9：30～17：30 （土・日・祝祭日休業）

担当者：森田寿典・松浦勇介
総合旅行業務取扱管理者 森田 寿典
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関しご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

【西日本21-133】

※お申し込みいただいた方を対象として11月10日（水）に事前のツアー説明会
（オンライン）を開催予定です。詳細は別途お知らせいたします。

