スマートフォン
アプリで乗換検索！

1

乗換検索

広島のフォトロゲイニングは、
「歩く」
楽しさだけじゃない！ なんと！
「JR」
「路面電車」
「路線バス」
「アストラムライン」
「船舶」
に乗って、
広範囲に地域の魅力を発見できる企画です！
スマートフォンで乗換検索すれば、
目的地までのナビゲートは完璧！乗換検索を駆使して、
数多くのポイントをゲットしよう！

2

アイコンにあるアプリ名で検索し、
インストールして起動しよう！

株式会社ナビタイムジャパン

NAVITIME
iPhone・Android共通
※１、※２、※３

ジョルダン株式会社

バス NAVITIME
乗換案内
iPhone・Android共通
iPhone・Android共通
※１、※２、※３、※4
※１、※３

※NAVITIME・バス NAVITIME について、
au の方は au スマートパスから、
docomo の方は、スゴ得コンテンツから、
softbank の方は、AppPass からも ご利用可能です。

出発地や到着地を
入力し、検索しよう！

3

検索結果を閲覧しょう！
到着地までナビゲート！

株式会社ヴァル研究所

行き方案内
iPhone・Android共通 iPhone・Android共通
※１、※３
※１、※３

iPhone・Android共通
※１、※4

※1. 別途通信料が必要です。
※2. バスの経路検索には有料会員登録が必要です。
※3. 一部、有料会員登録が必要な機能があります。
※4. バスに特化した乗換検索サービスです。

2017/09/10（ 日）

※「駅すぱあと ®」は株式会社ヴァル研究所、
「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。iPhone©
（2017 Apple inc. All right reserved）は米国及び他の国々で登録された Apple Inc、Android は Google Inc. の商標ま
たは登録商標です。その他、記載の商品名等は各社の商標または登録商標です。

競技情報
【ク ラ ス】 5 時間半コース：たっぷり楽しみたいチームにお勧め
3 時 間 コ ー ス：小さいお子様連れのチームにお勧め
【参
加】 団体（2 〜 5 名）
【参加資格】 スマートフォン等をお持ちの方（※乗換検索ができる端末と、デジカメまたは
カメラ機能付き携帯電話など、その場で撮影画像を確認できるものがあれば参加可能です。
）

【通過記録】 写真撮影
【チェックポイント数】 約 40〜50 ヶ所
【使用地図】 縮尺１：40000、等高線間隔 50ｍ、（予定）
Ａ２用紙サイズ、国土地理院地形図を加筆修正
【コンパスレンタル】あり（チームに 1 つ、要事前申し込み。先着 100 チーム）
・ご用意しているコンパスの数が 100 個のため、レンタルは
100 チーム先着になります。
【持 参 品】 スマートフォン等、筆記用具、撮影用のデジタルカメラ（スマートフォンで兼用でも可）
※バッテリー切れにご注意ください。予備のバッテリーの持参をおすすめします。

【そ の 他】 ・公共交通機関の利用を許可
（路面電車・路線バス・アストラムライン・JR・船舶）。
※移動は実費となりますが、広島ピースパスを当日の会場にて販売いたします。
事前購入も可能で、当日スタート地点までの移動に利用できます。
その他、アストラムライン 1 日乗車券等、利用される事をお勧めします。

タイムスケジュール
8:00〜
8:30
9:00
12:00
13:00 頃
14:30

受付開始
競技説明（地図を配布、作戦タイム、乗換検索の利用方法を確認）
スタート
3 時間コースフィニッシュ
3 時間コース表彰
5 時間半コースフィニッシュ

★ゴール後は、ひろしまバスまつりをお楽しみください。（ひろしまバスまつり開催時間 9:30〜15:30)

15:15 頃
15:30

5 時間半コース表彰
終了

申込方法
インターネットよりｗｅｂエントリーシステム「ＪＴＢスポーツステーション」より
お申込みください。大会当日のお申し込みはできません。定員になり次第締め切ります。
※エントリーは、参加費用に加えて別途手数料（200 円）がかかります。

【広島ピースパス】とは
広島電鉄電車全線 ( 市内線・宮島線 )、券面記載の範囲内の路線バス 6 社 ( 広島電鉄、
広島バス、広島交通、芸陽バス、中国 JR バス〈市内循環バスめいぷる〜ぷ〉、HD 西広
島〈ボン・バス〉) の全ての路線バス ( 下記、対象外路線を除く ) に、1 日に限り自由に
乗り降り出来る乗車券です。市内の観光や周遊にぜひご利用ください。
※対象外路線／深夜バス・高速バス・広島空港リムジンバス・コミュニティバス・
イベント輸送バス・定期観光バス
★詳しくはこちら http://www.bus-kyo.or.jp/peace-pass

注意事項
１．１組に１台は緊急連絡手段として携帯電話を携行してください。
２．競技中、自動車が通行する道を通ることがありますので十分に注意してください。
３．行楽シーズンで競技者以外の方も大勢訪れています。追い越す時には声をかけ道
を譲り合ってください。
４．耕作地（田んぼや畑）、民家の敷地等には絶対に入らないでください。
５．傷害保険には主催者側で加入していますが、各自で十分な備えをお願いします。
６．大会への参加は自分の健康状態を把握した上、無理をしないでください。
７．参加者が自己または第三者に与えた損害に対し主催者側は一切責任を負いません。
８．この要項に記載されている事項に変更がある場合は JTB 中国四国広島支店ホー
ムページにて公開します。
９．荒天の場合等、主催者側の判断で開催を中止することがあります。
10．乗換検索の利用時は、別途通信料等が必要です。

競技ルール
１．ロゲイニング（写真撮影によるフォトロゲイニング）です。
２．競技エリアに異なる得点の多数のチェックポイントが設けられています。チェッ
クポイントを回る順番は自由で制限時間以内（3時間または5時間半）にどれだ
けの得点を得ることが出来るかを競います。
３．チェックポイントの位置と得点を記載した地図を競技開始の15分前に配布します。
４．移動は実費となりますが、広島ピースパスを当日販売いたします ( ピースパス
の詳細は上記に記載 )。また、ピースパスご利用の場合でも、ピースパス範囲
内から範囲外へ移動する際、範囲内の末端のバス停から範囲外のバス停までの
運賃を現金または IC カード (PASPY、ICOCA) でお支払い願います。
５．競技時間を超過すると減点になります。減点量は当日発表します。
６．チーム参加者は 30ｍ以内で行動し全員でチェックポイントを回ってください。
７．不正行為が発覚した場合は失格とします。

大会規約
１．主催者側は、傷害保険に加入しますが、疾病や紛失、その他の事故に際し、一切の責任を負
いません。

２．健康診断を受ける等体調の管理はご自身で行い、体調には万全を期して臨んでください。

JTB スポーツステーション大会申込：

https://jtbsports.jp/events/
events-detail.php?id=5937

web エントリーをご利用いただけない方は、問い合わせ先までお問い合わせください。

★参加お申し込み後のお取り消しにつきましてはご返金できかねますのでご了承お願いいたします。

参加者へのプログラムの発表・発送
大会の詳細を記載したプログラムは 4 日前までに郵送にて発送いたします。

問い合わせ先

ＪＴＢ中国四国広島支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町 2-2-2

☎ 082-542-2711

市内中心部のチェックポイントへの移動の際は、
広島ピースパスのご購入をお勧めします。

FAX 082-542-2738
担当／其原（そのはら）

なお、体調不良のままの方は無理な参加をしないようにお願いします。

３．いかなる場合でも参加代金の返金は致しません。ただし、地震・風水害・降雪・事件・事故
等による中止の場合の参加代金の返金については主催者側が判断し、決定します。

４．大会出場中の映像・写真・記事・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載
権は主催者側に属します。

５．お申し込みいただいたお客様の個人情報は主催者側にて適切に管理し、お申込み内容の確
認、連絡、傷害保険加入ならびに大会資料や事後アンケートの送付のために利用させてい
ただきます。
また、個人を特定できない統計情報を作成し、よりよいサービスを提供するため事業に活
用することもあります。
６．貴重品は各自の責任で保管してください。主催者側は盗難・紛失の責任を負いません。
７．走路周辺通行時または公共交通利用時は、一般の利用者の皆様もいらっしゃいますので、
十分注意してください。主催者側の指示、誘導に従っていただき競技にご参加ください。
８．未成年の方がご参加される場合、保護者の同意が必要になります。web エントリーシステ
ムでお申し込みの際に、保護者氏名欄に名前の記入が無い場合はご参加できません。
また、小学生以下の方が参加される場合は、保護者の同伴をお願いいたします。
９．主催者側は、上記の大会規約に則って開催します。

船舶

路線バス 路面電車 アストラムライン

JR

公共交通に乗って、
時間内にチェックポイントを回り、得点を集めよう！
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スマートフォンで
アプリを駆使して

広島
ひろしまバスまつり会場で使える

500円分クーポン付 !!
豪華参加賞あり !!

特別賞あり!
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★500 円分クーポン、
参加賞は 3 歳以上の
参加者の方にお渡しとなります。

10

9：00 14：30

主催：広島県公共交通移動活発化検討会

アストラムライン

路面電車

スタート
会場

日

広島県庁正面駐車場
広島県広島市中区基町 10 番 52 号

ゴール ひろしまバスまつり会場
会場 （広島市中小企業会館）

広島市西区商工センター 1-14-1

受付 8:00
〈小雨決行〉

監修：TREKNAO

船舶

定員

600 名まで
１組 2〜5 名でエントリー

締切

9 月 5 日（火）

そのはら

イベント管理・問い合わせ先 ＪＴＢ中国四国広島支店（担当／其原）
〒730-0031 広島市中区紙屋町 2-2-2 ☎ 082-542-2711 FAX 082-542-2738

JR

参加費

5 時間半コース
一
般
小学生以下

1,500 円（1 名当り）
500 円（3 歳未満無料）

3 時間コース
一
般
小学生以下

1,000 円（1 名当り）
500 円（3 歳未満無料）

※参加費に公共交通の運賃は含まれていません。
別途、運賃等が必要になります。

申込方法は下記で検索！
フォトロゲ広島

検索

