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ミュージッククルーズ
参 加 者 募 集 中！
www.setouchi2018.com

瀬 戸 内 海の素 晴らしい多 島 美 、夕日が 魅 せる美しいサンセットを背 景に、国 内 外で 活 躍するアーティストの
音 楽を楽しむことができるミュージッククルーズ 。皆さまの思い出のひとときとなるように、この夏も開 催いたします。

Music 素 晴 ら し い 音 楽 を 瀬 戸 内 の 夕 べ と と も に 。
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グレース・マーヤ＋多田誠司DUO
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チェレステ･Ｆ･メルクルズ

赤木・伊藤・吉見・服部グループ

藤原清登 Koﬀee Crush

関西の大人気
ボーカリストが瀬戸内へ

全国で大人気のグループが
瀬戸内でスウィング！

素晴らしい2人の音色が
瀬戸内海に響きます

楽しさ抜群のあの5人組の
歌声が瀬戸内へ！

ハイブリッドワールドミュージックで
会場を感動の渦に！

高松出身の藤原清登率いるトリオに
名ボーカリスト、河西那都が参加

関西圏をベースに国際的にも
活 躍するv o 小 柳 淳 子のスペ
シャルユニット。
歌唱力の素晴ら
しさと抜群のスキャットを軸に
エモーショナルなステージを繰り
広げます。乞うご期待！！

1990年結成。
福島、
黒川を中心
にライブを行い、
生の音楽にこだ
わった活動を続ける。
フェス
「勝手
にウッドストック」
主催。
福岡では
ライブスペースLIV LABOも運営。
この楽しさ、
あなたも虜に！

高 松 出 身のベテランサックス
奏者、
多田誠司と、
弾き語りを最も
得意とするバイリンガル、
グレース・
マーヤのコラボレーション！2人
の個性のぶつかり合いがどんな
相乗効果をもたらすのか！！

大阪を中心に活動するヴォーカル
グループ。様々なジャンルを歌い
上げる魅力あるステージはあら
ゆる聞き手を惹き付け、
特に、
オリ
ジナルアレンジで歌うア・カペラ
演奏には定評がある。

カリビアンフルート赤木りえ、
スパ
ニッシュギター伊藤芳輝、
インドの
タブラ吉見征樹、
パーカッション
服部恵の凄腕4人が勢揃い、
このイベントのために結成された
スペシャルユニット。

モダンベーシスト藤原が活動拠点
をNew Yorkから日本に移して
結成したトリオ。力強くグルーブ
する藤原のベースを中心にヴィー
ナス、異邦人などファンキーで
ダンサブルなナンバーを演奏。

音楽制作｜一般社団法人 街角に音楽を@香川

Drink & Light meal

おいしい飲み物と軽食を楽しみながら。
全日程「melobar（メロバー）」がプロデュース！

※瀬戸内海夕焼けのイメージ

出 発 日 ｜7/21(土)・7/22(日)・7/28(土)・7/29(日)・8/4(土)・8/5(日) 6回開催 17：05出港〜19：25着予定
旅 行 代 金 ｜お一人様：4,000円(大人・中学生以上)・3,350円(小学生以下) 2ドリンク＋軽食付き
（税込）
募 集 人 員 ｜50名/日(最少催行人員20名)
行
程 ｜高松港発〜船内にて瀬戸内の風景を楽しみながら音楽鑑賞と飲食〜高松港着
※使用する船は、四国急行フェリーが運航する高松-宇野の定期航路便となります。※悪天候が予想される場合、中止になる可能性があります。

旅行企画・実施｜JTB 高松支店
イベント主催｜香川ウォーターフロントフェスティバル実行委員会（香川県観光振興課）

お申し込み
お問い合わせ

JTB 高松支店
TEL.087-851-3055 営業時間：9:30〜17:30
（平日）

出発日
2018年7/21(土)・7/22(日)・7/28(土)・7/29(日)・8/4(土)・8/5(日)日帰り
旅行代金
お一人様：4,000円(大人・中学生以上)・3,350円(小学生以下)

※使用する船は、
四国急行フェリーが運航する高松-宇野の定期航路便となります。
※旅行代金に含まれるもの/乗船代金・飲み物と軽食代金・消費税等諸税

イベント主催
香川ウォーターフロントフェスティバル実行委員会
旅行企画・実施
JTB 高松支店

募集人員
50名(最少催行人員：20名)

集合
16：25 サンポートフェリー乗り場(高松市サンポート8-22 TEL. 087-802-6611)
添乗員
同行しません。現地係員がご案内します。

ミュージッククルーズ

高松港出発
(17:05)

宇野港到着(18:10)
出発(18:20)

飲食
2ドリンク＋軽食付き

高松港到着
(19：25)

※高松港を出港後、音楽演奏とドリンク・軽食がございます。
※サンポート高松では、7/21(土)〜8/5(日)17：00〜21：00まで「Strange Fruit」のショー、音楽演奏、大道芸パフォーマンスが
行われるほか、地元人気店が出店した食ブースで多彩なメニューをご用意しております。ぜひお越しください。

※ドリンク3杯目以降（ソフトドリンクの場合は4杯目
以降）
は有料となります。
※会場内への飲食物の持込はご遠慮ねがいます。

募集締切日
7/21(土)・7/22(日)出発…7/11(水)
7/28(土)・7/29(日)出発…7/18(水)
8/4(土)・8/5(日)出発…7/25(水)
※気象庁予報にて悪天候が予想される場合は、
止むを得ずツアーを中止します。
その際、
前日の１５時頃までに代表者様にご連絡いたします。※少雨決行ですが、当日の航路
事情・気象条件等により予定時間・内容が変更になる場合がございます。※音楽の
演奏時、
エンジン音なども聞こえます。
またクルーズ途中の降雨の場合一部演奏を変更・
中止する場合がございます。
ご理解ください。※イベント費用は香川ウォーターフロント
フェスティバル実行委員会が負担しています。※ご飲食場所は船内2Fデッキに設置して
いるイス席となります。※最終のご案内につきましては出発の1週間前に書面にて通知
いたします。※15歳未満の方のみでの参加はできません。
また、15歳以上20歳未満の
未成年の方のみでのご参加、
または親権者以外の方が同行される場合には、
親権者の
方の同意が必要となります。
同意書については、
TEL087-851-3055
（JTB 高松支店）
に
お問い合せください。

ご旅行条件（要約）
※お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）
をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上、お申込みください。
●募集型企画旅行契約／この旅行は
（株）
ＪＴＢ 高松支店（香川県高松市鍛冶屋町7-6 観光庁長官登録
●特別補償／当社は、
当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、
募集型企画旅行
旅行業第64号。
以下
「当社」
という）
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
約款別紙特別補償規程に基づき、
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、
その身
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。
また、旅行条件は、下記によるほか、別途
体、
生命又は手荷物上に被った一定の損害について、
以下の金額の範囲において、
補償金又は見舞金を支払います。
お渡しする旅行条件書
（全文）
、
出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型 ・死亡補償金：1,500万円 ・入院見舞金：2〜20万円 ・通院見舞金：1〜5万円
企画旅行契約の部によります。
・携行品損害補償金：お客様1名につき〜15万円
（但し、
補償対象品1個あたり10万円を限度とします。
）
●旅行のお申し込み及び契約成立時期／
（1）
所定の申込書に所定の事項を記入し、
下記のお申込金を添えて
●
「通信契約」
を希望されるお客様との旅行条件／当社提携クレジットカード会社のカード会員
（以下
「会員」
といいます。
）
お申し込みください。
お申込金は、
旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。
（2）
電話、
郵便、
ファクシ
より
「会員の署名なくして旅行代金や取消料の支払いを受ける」
こと
（以下
「通信契約」
といいます。
）
を条件にお申し込みを
ミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に
受けた場合、
通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。
申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
（3）
旅行契約は、
当社が契約の締結を承諾し、
申込金を受領
また、
取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。
）
したときに成立するものとします。
（4）
申込金：旅行代金全額
（1）
契約成立は、
当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき
（e-mail等電子承諾通知を利用
●旅行代金のお支払い／旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し
する場合は、
その通知がお客様に到達したとき）
とします。
また申込時には
「会員番号・カード有効期限」
等を通知して
込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）
にお支払いください。
また、
お客様が当社提携カード会社の
いただきます。
（2）
与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、
当社は通信
カード会員である場合、
お客様の署名なくして旅行代金、
取消料、
追加諸費用などをお支払いただくことがあり
契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。
ただし、当社が別途指定する期日までに現金による
ます。
この場合のカード利用日は、
お客様からお申し出がない限り、
お客様の承諾日といたします。
旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
●取消料／旅行契約成立後、
お客様の都合で契約を解除されるときは、
次の金額を取消料として申し受けます。 ●国内旅行保険への加入について／旅行先において、
病気、
けがをした場合、
多額の治療費、
移送費等がかかることが
あります。
また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。
これらの
（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって）
治療費、
移送費、
また、
死亡・後遺障害等を担保するため、
お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することを
お勧めします。
詳細については、
販売店の係員にお問い合わせください。
旅行契約の 旅行開始日の
旅行開始日の
旅行開始日の
旅行開始日の 旅行開始日の 旅行開始後及び
●事故等のお申し出について／旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊
解除日
11日前まで 10日前〜8日前まで 7日前〜2日前まで
前日
当日
無連絡不参加
機関等旅行サービス提供機関、
又は、
お申込店にご通知ください。
（もし、
通知できない事情がある場合は、
その事情が
なくなり次第ご通知ください。
）
旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の 旅行代金の
●個人情報の取扱について／当社及び販売店は、
旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報に
取消料
無料
20％
30％
40％
50％
100％
ついて、
お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、
お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・
宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続きに必要な範囲内で利用させて
●旅行代金に含まれるもの／旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金
（注釈のないかぎりエコノミークラス）
、 いただきます。
食事代、
及び消費税等諸税。
これらの費用は、
お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻し
●旅行条件・旅行代金の基準／この旅行条件は2018年6月1日を基準としています。
又、
旅行代金は2018年6月1日
いたしません。
（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。
）
現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

集合場所のご案内

お申し込み・お問い合わせ

集合時間(各出発日16：25)までにサンポートフェリー乗り場(高松市サンポート8-22)まで
お越しください。
また、参加者専用の駐車場はご用意しておりませんので、公共交通機関を
ご利用いただきお越しください。

噴水

Strange Fruit
（ストレンジフルーツ）

真夏の夜の夢

ご集合場所

船

サンポート
フェリー乗り場

JTB 高松支店
1

WEB

2

TEL

3

FAX

4

大型テント
広場

高松コリドー

地下駐車場入口
（有料）
多目的広場

高松港

高松シンボルタワー

バスターミナル
JR高松駅

ミュージッククルーズ たびーと

087-851-3055
087-821-2177

検索

募集ツアーダイヤル
平日9:30〜17:30

hojin̲takamatsu@jtb.com

営業時間/9:30〜17:30

※③④に関しては、
お申込
代表者のお名前、
ご連絡
先、
希望出発日、
参加される
方の全てのお名前を明記
の上、
お送りください。折り
返しご連絡を差し上げます。
※ご来店の際は２Ｆ高松
支店にお越しください。
(〒760-0028 高松市鍛冶
屋町7番6号)

休業日/土日祝日 総合旅行業務取扱管理者/斎藤 寛

総合旅行業務取扱管理者とは、
お客様の旅行を取り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、
担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

連絡通路

合同庁舎

e-mail

〒760-0028
高松市鍛冶屋町7-6 JTB高松ビル2階

JRホテル
クレメント高松

旅行企画･
実施
玉藻公園
ことでん
高松築港駅

JTB 高松支店

観光庁長官登録旅行業第64号
日 本 旅 行 業 協 会 正 会 員
高 松 市 鍛 冶 屋 町 7 - 6
承
○W1805056

