
海岸美化活動を通して、持ち込みゴミと
海洋ゴミの循環等を学びます。

ビーチクリーン体験 防災セミナー 星空鑑賞会
専門ガイドが解説！

体験プログラムに参加可能！

ビーチアクティビティもご用意！

2022年

BBQ 2名分

〈ご注意〉田中浜の砂浜ではBBQはできません。田中浜からほど近い田中浜体験四阿（あずまや）駐車場にて行えます。BBQを行う際、バーベキューグリル等をご使用ください。直火、たき火、花火等は禁止となります。使用した炭などは現地に捨てないようお願いいたします。

●別途5,000円でBBQセット〈2名分〉の追加が可能です。〈要事前申し込み〉●各セットには数に限りがございます。ご希望のセットはお早めにご予約くださいますようお願いします。

自分の身を守るための浜辺での
「防災知識」を共有します。

田中浜（イメージ）

ビーチキャンプ（イメージ）ビーチキャンプ（イメージ）

田中浜〈イメージ〉 ※イメージ

※イメージ

※イメージ

※テントを貼る砂浜ではBBQはできません。
選べるBBQ1セット付！！

田中浜体験四阿（あずまや）
駐車場にてツアー

ポイント

参加費用に含まれる

1

ツアー
ポイント

参加費用に含まれる

2

満喫！
ほど近い
田中浜から

1

バラエティー浜焼きBBQセット
ごーるどすまいる

2021年12月にオープンし
た体験型のバーベキューハ
ウスが提供する魚介類・肉な
どの浜焼きセットです。

2

気仙沼ホルモン等肉BBQセット
亀山精肉店 3 グリーンアイランド おおしま

人気の名物・気仙沼ホ
ルモンをはじめカルビ、
せせりなども入った特
別焼き肉セットです。

気仙沼大島の新鮮
な海産物がいっぱ
い のオリジナ ル
BBQセットです。

SUP体験スタンドアップ
パドルボード

宿泊プラン

場所／気仙沼大島 田中浜

開催日1本

一般社団法人 気仙沼市観光協会協力  ： SDGsアドベンチャーツーリズム気仙沼 ツアー・ウェーブは気仙沼地域のサスティナブルツーリズムを応援しています。

ビーチクリーン〈イメージ〉

参加 別料金／事前申込・事前払い
  ※詳細は裏面をご覧ください

ビーチクリーン体験と防災セミナーには必ずご
参加いただきます。（星空鑑賞会、サンセットヨ
ガは希望者のみの参加となります）

写真はイメージです 写真はイメージですごーるどすまいる〈イメージ〉 写真はイメージです グリーンアイランド おおしま〈イメージ〉グリーンアイランド おおしま〈イメージ〉

サンセットYOGA＆
マインドフルネス瞑想会

アイランド
ビーチキャンプ

海鮮BBQセット

1 2 3下記　　　　　の3つのセットよりお好みの1セットをご選択いただけます

7,500円
1区画 2名様利用
お1人様 参加代金

※1区画を2名様で利用する場合のお1人様参加代金です

キャンプ
スペース

お1人様5,000円にて1区画に追加で参加可能！
〈BBQ1人前／体験イベント参加代 含む〉

10 15 16土 日

ブルーツーリズムとは
沿海部エリアに滞在し、

魅力的で充実した
マリンライフの体験を通じ、
心と体をリフレッシュさせる

余暇活動の総称です。

月 日 ～

1泊2日 〈参加費用は同額となります〉

※ご希望の方は15日〈土〉のみの
　デイキャンプも可能です
　

※区画のみのレンタルとなります。テントなどのキャンプ
　用具は各自ご持参ください。

天候などによる中止の場合は、フードロスを無くす観点より、BBQセットは皆様のご自宅までお送りいたします。
参加費用からBBQ代+送料を差し引いた金額をご返金させていただきます。予めご了承の上お申込みください。

天候などによる中止の場合のご注意

〈食中毒を防ぐため、お客様自身が持ち込んだ食材については必ずご購入商品のレシートをご持参ください。受付時に確認させていただきます〉

日本屈指の美しさを誇る気仙沼大島の
星空。星座などを分かりやすく解説して
くれる星空鑑賞会を開催いたします。

マリンライフを楽しむ

～必ずお読み下さい～

海の音を聞きながら最高にリラックスできる環境で
思いっきり体を伸ばします。

天候により、星空が見えない場合があります。その場合、
ご返金等はございませんので、予めご了承ください。

小瓶をお渡しいたしますので、お好きな貝殻
を集めてお持ち帰りいただけます！



旅行企画・実施

仙台営業所

観光庁長官 登録旅行業 第1665号 〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目5番1号 オーク仙台ビルディング2F
一般社団法人 日本旅行業協会 正会員 

TEL 022-212-1919 FAX 022-212-1920

旅行条件〈要約〉お申込みの際には、必ず国内募集型企画旅行条件書（全文）を下記販売店にてお渡しいたしますので、内容をご確認の上、お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。
【募集型企画旅行契約】

ご参加の皆様へ

この旅行は、株式会社ツアー・ウェーブ〔観光庁長官登録旅行業第1665号〕（以下
「当社」といいます）が企画・募集・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（以下「旅行契約」といいます）を締結することになりま
す。契約の内容・条件は、別途お渡しする「旅行条件書」及び、ご出発前にお渡しする
「最終旅行日程表」によります。

【旅行契約の成立時期】

【旅行代金のお支払い】

【取消料〈お1人様〉】

●旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時
に成立するものといたします。●郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、
旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出した
ときに成立いたします。 

【お客様の責任】 【ご旅行条件・旅行代金の基準日】
●当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について
理解するよう務めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後においてパンフレット等に記載された旅行サービスについて、記載
内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配
会社、当該旅行サービス提供機関等いずれかにその旨を申出なければなりません

●本旅行条件は、2022年9月1日を基準として作成しております。また、旅行代
金は、2022年9月1日を現在有効なものと公示されている航空運賃、適用規則
を基準として算出しています。

旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日
より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また21日目にあたる日以降にお申込みの場
合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 

【旅行のお申込み】

【お申込金〈お1人様〉】

（1）当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託旅行会社（以下「当社ら」とい
います）にて所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込
みください。（2）当社らは電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信
手段による旅行契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込
みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日か
ら起算して3日以内に、申込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内
に申込金のお支払いがない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いする
場合があります。（ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお
断りさせていただく場合があります）       

●旅行代金が 2万円未満 ・・・・・・・  5,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が 5万円未満 ・・・・・・・ 10,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・ 20,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円以上 ・・・・  旅行代金の20%以上旅行代金まで 

■お申し込み・お問い合わせ（受託販売）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がご
ざいましたら遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行契約の解除日 
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取消料 個人包括運賃を利用す

る場合の取消料（注3） 

旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く)  無料 旅行契約解除時の航空
券取消料等の額 

20日前～8日前以前 旅行代金の20% 
左記または旅行契約解
除時の航空券取消料等
とのいずれか大きい額 

7日前以降～2日前以前 旅行代金の30% 
旅行開始日の前日 旅行代金の40% 
当日の旅行開始前 旅行代金の50% 

 %001の金代行旅 加参不絡連無は又)4注(後始開行旅

パンフレット番号：SDJ22BBC

旅行傷害保険加入のお勧め 病気、けがをした場合には多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償
金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、

お客さまご自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。海外旅行傷害保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合せください。

選べるBBQセットで各自 お召し上がりください

〈ご希望の方は追加代金にて参加可能〉①ビーチアクティビティ SUP体験 10：00～ ※詳細は下記参照 

〈ご希望の方は追加代金にて参加可能〉②ビーチアクティビティ SUP体験 13：00～ ※詳細は下記参照 

10：00頃 キャンプ終了
ビーチクリーン体験

※10：00からのSUP体験に参加ご希望の方は09：20までの受付となります。

ご希望の方はご参加ください

ビーチクリーン体験 ※必ずビーチクリーンをお済ませいただいた後にキャンプを始めていただきます。

※テントを貼る砂浜ではBBQはできません。
田中浜体験四阿（あずまや）駐車場にて

場所／気仙沼大島 田中浜 1泊2日

2022年 開催日1本

防災セミナー 必ずご参加いただきます●

星空鑑賞会●

キャンプ滞在中の避難経路など自分の身を守るための
浜辺の防災知識を学びます。12：30～

15：00～ BBQセットを配布いたします

19：00～ ※天候により、星空が見えない場合があります。その場合
　はご返金等はございませんので、予めご了承ください。

サンセットYOGA＆マインドフルネス瞑想会● ご希望の方はご参加ください16：00～ 

日次

1

2

スケジュール

［田中浜 泊］

09：00  気仙沼大島 田中浜へ集合（受付は09：00～12：00までにお済ませください）

※必ずビーチクリーンをお済ませいただいた後、お帰りください。〈自由解散〉

天候などによる
中止の場合のご注意

天候などによる中止の場合は、
フードロスを無くす観点より、
BBQセットは皆様のご自宅まで
お送りいたします。参加費用から
BBQ代+送料を差し引いた金額
をご返金させていただきます。予
めご了承の上お申込みください。

トングとビニール袋をお渡ししますので、各自利用の区画スペースなどを清掃いただき、お帰りください。

受付にてトングとビニール袋をお渡ししますので、各自利用の区画スペースを清掃いただき、その後にテント張りなど、
ビーチキャンプをスタートしてください。

お客様がキャンプ中に飲食等で発生させたゴミはご自身でお持ち帰りいただきますようお願いいたします。

お帰りの際は必ずビーチクリーンをお済ませいただいた後、お帰りください
※下記の2日目の行程記載のビーチクリーン体験をご参照下さい。「SDGsアドベンチャーツーリズム気仙沼」特製缶バッヂとミッション
　コンプリートは、大島ウェルカム・ターミナル〈営業時間9:00～17:00〉が営業終了の場合は受け取れません〉

砂浜での設営において、特に注意をしたいのは、砂、風、日差しの3つ。整備されたオートキャンプ場でない場合は、専用ペグか、別の方法での
設営が必要となります。また、海という立地のため、防風林や日陰となる木々が少ない中での、風と暑さ対策が求められます。ビーチキャンプでの対策

ペグ打ち方法が異なる以外に、注意したいのは風によ
る砂の舞い上がり。風向きを考慮してテントの入り口

を決めないと、風が吹いたとき中に砂が入ってしまうので要注
意。テントに入る前は足についた砂もしっかり払いましょう。

砂 タープの強敵は風。風にあおられて飛ばされてしまうほか、
強風でポールが曲がってしまうこともあります。昼は海側か

ら、夜は山側から風が吹くことが多いので、海に対して直角にター
プを張ると、タープ内を風が通りやすくなります。

風 ビーチキャンプでは熱射病をはじめとする、熱中症対
策が欠かせません。ダイレクトな日差しと、砂浜の照

り返しによって、体温の上昇や体の水分が奪われてしまいます。帽子
の着用のほか、こまめな水分補給は欠かせません。

日差し

ビーチ アクティビティ追加プランで
気仙沼大島の大自然をお楽しみください！

参加 別料金／事前申込・事前払い
お申し込み時に、ご希望の時間を事前にお伝えください。参加枠に空きがない場合、ご参加いただけない場合がございます。
また、参加枠に空きがある場合、現地でのお申込みも可能ですので、その際はお問い合わせください。

10 15 16土 日月 日

スタンドアップ  パドルボードSUP体験初心者でも安心！！

初めての方でも大丈夫！ ボードに立ち、カヌー
に使うオールよりも長めのパドルで漕ぐ新し
いウォータースポーツです。美しい景観を楽し
みながら、大人からお子様までSUPの楽しさ
を余すところなくお伝えします。

3,000円
〈90分コース〉

〈料金に含まれるもの〉
SUP一式レンタル、保険料、指導料込

お1人様 追加代金

1日2回 〈1名催行〉
①10：00～　②13：00～

～

7,500円
15,000円

6,667円
6,250円
6,000円

キャンプスペース

「選べるBBQセット（2名分）」のご希望のセットはお申し込み時にお伝えください。
●別途5,000円でBBQセット〈2名分〉の追加が可能です。〈要事前申し込み〉

1区画に追加でご参加される場合、
お1人様につき5,000円が別途かかります。

1区画 利用人数

1区画 2名利用
1区画 1名利用

1区画 3名利用
1区画 4名利用
1区画 5名利用

※区画のみのレンタルとなります。
　テントなどのキャンプ用具は各自でご持参ください。

●ご希望の区画数・
　人数でお申し込み
　 ください。
●区画位置は
　指定できません。

〈BBQ1人前／体験イベント参加代 含む〉

7,500円1区画 2名様利用 お1人様
参加代金

※1区画を2名様で利用する場合のお1人様参加代金です

お1人様 参加代金

1区画 利用人数別 参加料金の一例

小瓶をお渡しいたしますので、お好きな貝殻を集めてお持ち帰りいただけます！
終了後、回収したごみ袋を大島ウェルカム・ターミナルまでお持ちいただくと
回収と引き換えに「SDGsアドベンチャーツーリズム気仙沼」特製缶バッヂ
とミッションコンプリートを差し上げます。 特製缶バッヂ

〈イメージ〉

※ご希望の方は15日〈土〉のみのデイキャンプも可能です〈参加費用は同額となります〉

参加に際しての注意事項
～必ずお読みください～

●BBQを行う際、直火は禁止です。バーベキューグリルをご使用ください。また、たき火、花火は禁止となります。使用した炭などは浜に捨てないようお願いいたします。
●食中毒を防ぐため、お客様自身が持ち込んだ食材については必ずご購入商品のレシートをご持参ください。受付時に確認させていただきます。●ビーチクリーンで収
拾したゴミはエコステーションまでお持ちいただきますが、お客様がキャンプ中に飲食等で発生させたゴミはご自身でお持ち帰りいただきますようお願いいたします。

※大島ウェルカム・ターミナルまでの送迎等はございません。
　お客様ご自身でお持ち下さい。

※ご希望の方は、宿泊せずに15日〈土〉のみのデイキャンプも可能です。※参加費用は同額となります

気仙沼大島
アイランド
ビーチキャンプ

Island Beach Camp


