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参加選手の皆さまへ 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

ひめじ家島オープンウォータースイミング２０２１にご応募いただきありがとうございます。 

安全に、楽しく競技を行うため、「競技ルール」「競技コース」「スケジュール」を確認し、当日の

流れをしっかりと理解しておいてください。 

また、今回は、コロナ禍での開催となりますので、来場されるすべての方に、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止に関する健康チェックシートの提出を義務化しています。 

この要項をよくお読みになり、不明な点がありましたら気軽にお問い合わせください。 

大会に向け、体調を整え、当日笑顔で会えることをスタッフ一同楽しみにしています。 

 

健康管理・自己管理・健康管理・自己管理・健康管理・自己管理・健康管理・自己管理・安全確保安全確保安全確保安全確保    

大会開催にあたり、ボランティアや役員が「選手の安全を守るため」最善を尽くしています。そ

れでも、コース全域、全選手のすべての行動を守ることはできません。事故を防ぐために以下の

点についてご協力いただきますようお願いします。 

（１）会場内は、一般の施設利用者が利用しています。社会のルールを守り、他の利用者の迷

惑とならない行動を心掛けてください。 

（２）あなた自身の安全のために、健康チェックシート及び誓約書の提出を必須としております。

健康チェックシートの設問には正直に答え、健康チェックシート及び誓約書を当日受付に提

出するようお願いします。また、体調を把握し、当日、不安なことがあれば会場にいる医師や

看護師に相談しましょう。 

（３）水分補給を十分に行う。 

（４）砂浜に入られる際は裸足の場合、けがをする恐れがございます。必ずサンダルなどの履物

を履いてください。 

（５）兵庫県新型コロナ追跡システム利用のお願い（QR コードは次ページに掲載しております） 

（６）海上では、監視及び救助用の船舶を配備し、ライフセーバーによる救助体制をとります。ま

た、医師及び看護師が大会会場に常駐します。 

（７）安全を最優先とし、審判員または医師・看護師・救護スタッフがレース続行不可能と判断し

た場合は、競技者に対して競技を中止させることがありますので、指示・誘導に従ってくださ

い。 

 

新型コロナウイルス感染対策（協力：ウシオ電機株式会社）新型コロナウイルス感染対策（協力：ウシオ電機株式会社）新型コロナウイルス感染対策（協力：ウシオ電機株式会社）新型コロナウイルス感染対策（協力：ウシオ電機株式会社）    

 本大会では、ウシオ電機株式会社の協力をいただき、同社が開発した抗ウイルス・除菌用紫

外線照射装置「Care２２２i シリーズ」を参加者が使用する更衣室に設置いたします。 

Care222®とは、波⻑ 222nm をピークに持つエキシマランプに特殊な光学フィルタを組み合わせることで、ヒトに悪影響
を及ぼす 230nm 以上の波⻑をカットした、抗ウイルス・除菌技術です。技術に関する詳細は HP をご覧ください。  

https://clean.ushio.com/jp/tech/care222/ 

 

体温が３７．５度以上ある人は来場できません体温が３７．５度以上ある人は来場できません体温が３７．５度以上ある人は来場できません体温が３７．５度以上ある人は来場できません    
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兵庫県新型コロナ追跡システム兵庫県新型コロナ追跡システム兵庫県新型コロナ追跡システム兵庫県新型コロナ追跡システム    

この QR コードを読み取り、登録していただいた方には、このイベント会場で新型コロナウイル

スの感染が確認されたときに、県が感染拡大の恐れを判断して、メールまたは LINE により注意

喚起情報をお送りします。 

登録をお願いします。 
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ひめじ家島オープンウォータースイミングひめじ家島オープンウォータースイミングひめじ家島オープンウォータースイミングひめじ家島オープンウォータースイミング 2021202120212021    実施要項実施要項実施要項実施要項    

開 催 日   令和３年(2021 年)８月２９日(日) 

 

開 催 場 所  兵庫県立いえしま自然体験センター中央地区（姫路市家島町西島） 

 

主  催   姫路市水泳協会 

 

後  援   姫路市 公益財団法人日本水泳連盟 一般社団法人兵庫県水泳連盟 

 

競 技 種 目  オープンウォータースイミング（ＯＷＳ）競技 

 

種 目 

１km ３km ５㎞ 

小中学生 

(４年生以上) 

一般 一般 一般 

日本選手権 

トライアル 

定 員 30 名 40 名 50 名 30 名 50 名 

参加料金 5,000 円 8,000 円 10,000 円 11,000 円 11,000 円 

申し込み状況により定員の内訳を調整することがあります。 

別途、支払決済手数料（総支払額の５％）がかかります。 

競 技 方 法 

（公財）日本水泳連盟オープンウォータースイミング競技規則に則り、必要に応じて本大会ローカ

ルルールを適用する。 

１周１ｋｍまたは５００ｍのコースを周回し、下記の制限時間を設ける。 

５㎞／９０分  ３km／９０分  １km／２５分 

表 彰 区 分 

各区分の総合及び年代別の男女１位から３位に賞状を授与する。 

【区分】５㎞トライアル、５㎞一般、３km 一般、１km 一般、１km 中学生、１km小学生 

【年代】小学生、中学生、15～29 歳、30歳代、40 歳代、50 歳代、60 歳代、70 歳以上 

※年齢は 2021 年 12 月 31 日の時点を基準とする 

※総合１位から３位入賞者は、年代別順位から除外する 

※５㎞トライアルの部は年代別表彰をしない 

参 加 条 件 

(1)定期的に水泳練習をしており、参加種目の距離を制限時間以内で泳げる泳力がある人 

(2)日本選手権トライアルの部については、14歳以上（本年 12 月 31 日の時点）で日本水泳連盟競技

者登録（競泳または OWS）をしていること 

(3)一般の部は高校生以上とし、小学生は４年生以上とする 

(4)既往症（内臓疾患・心臓疾患・呼吸器疾患等）のある人の出場は不可 

(5)主催者が実施する新型コロナウイルス感染症対策の実施に協力していただける方 

(6)その他大会主催者が不適当と認める人の出場は不可 

開催要項 
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日本選手権トライアルの部について 

男女各３位までの選手には、２０２２年度日本選手権水泳競技大会ＯＷＳ競技の出場権を付与。 

（上位３位以内には既に権利取得済みの選手も含むものとし辞退による繰り上げは行わない） 

日本水泳連盟の「国内競技会での競泳水着の取り扱いについて」に準じた水着、または FINA 承認の

ＯＷＳ用水着を着用すること。 

申 込 方 法 

２０２１年５月２０日（木）から６月３０日（水）までにインターネット専用サイトにより申し込

み。 https://ieshima-ows.com       ※定員となり次第締切 

注 意 事 項 

(1)申し込みに際しては、誓約事項及び注意事項を十分に理解し承諾したうえで申し込むこと 

(2)１人１種目の申し込みとする 

(3)日本選手権トライアルの部を除き、ウェットスーツ着用可とする 

(4)中止の場合でも延期開催はしない 

(5)参加料支払後の自己都合による返金はしない。中止の場合も原則として返金はしないが、早期に

中止が決定され必要経費精算後に余剰金が認められる場合に限り参加料の一部を払い戻すことが

ある 

安 全 対 策 

監視及び救助用の船舶を配備し、ライフセーバーによる救助体制をとる。 

また、医師及び看護師が常駐する。 

スケジュール 

 

８月２９日（日） 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

8:00～8:30 姫路港乗船                 

8:30   姫路港出港                 

9:00   開催会場到着                 

9:00～10:00 参加者受付                 

9:00～10:30 準備・練習                 

10:30～11:00 １km 競技                 

11:00～12:30 ３km・５km 競技                 

12:40～13:00 集団泳                 

13:30～14:00 終了・乗船                 

14:00～14:30 姫路港到着                 

  ※運営の都合により変更することがあります。 

２００ｍ集団泳 

競技終了後、ＯＷＳ初心者を対象に、親水イベントとして２００ｍの集団泳を実施します。 

（１００ｍの直線を往復） 

対象者：本大会参加者及び応援、引率の方で小学１年生以上。 

参加方法：当日、大会本部にて申込書を提出。参加無料。スイムキャップを持参。 
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開催会場へのアクセス 

・今大会では、特別に姫路港からいえしま自然体験センターの会場へ臨時直行便（姫路港～開催会

場）の船舶を用意します。参加者は無料で乗船できます。 

・通常のいえしま自然体験センターを利用する場合の定期船もありますが、センターへの事前申し

込みが必要です。 

・いえしま自然体験センター又は家島本島、坊勢島で前後泊される場合などで大会側が用意する臨

時直行便に乗られない場合は、開催当日現地清算に限って乗船料（片道、大人 1,500 円・小中学生

750 円）を払い戻しします。 

・他の島（家島本島・坊勢島）に前後泊して現地へ往来する場合は、別の送迎船舶（家島本島～坊勢

島～開催地）を利用いただけます。（無料） 

弁当について 

事前予約でお弁当の注文を承ります。 1 個 850 円（お茶付き） 

希望される方は、競技の申し込み時にオプション選択してください。 

参加者以外の引率・応援等の方へ 

開催会場の施設への上陸には事前に許可が必要であるため、参加者以外の方が来場される場合も、

必ず本大会サイトから事前申し込みしてください。 

姫路港から開催会場への乗船料と施設利用料がかかります。お弁当につきましても参加者同様にオ

プションで承ります。 

【必須】乗船料：大人 3,000 円、中学生以下 1,500 円（片道だけの方は半額） 

【必須】施設使用料：200 円 

【希望者のみ】弁当：850 円（お茶付き） 

上記の料金については、当日現地にてお支払いいただきます。 

そ の 他 

・本大会からの案内の他、開催会場の兵庫県立いえしま自然体験センターの利用規約等も順守して

くださるようお願いします。http://www.shizen-ieshima.com 

・参加決定者の方へは、後日、書面による二次要項をお送りします。 

・参加料には次の料金も含みます。 

 （姫路港から開催会場までの往復乗船料、施設使用料、参加記念Ｔシャツ、傷害保険料） 

 

 

 

【大会事務局】〒672-0101 兵庫県姫路市家島町真浦 1732-73 

姫路市家島Ｂ＆Ｇ海洋センター内 

ひめじ家島オープンウォータースイミング事務局 

電話 079-325-1000 FAX 079-325-1632 

             ows@city.himeji.lg.jp 
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競技規則及び大会規程 

本大会は（公財）日本水泳連盟オープンウォータースイミング競技規則に準じ、一部本競技規

則を適用します。 

（１） 競技者は必ず当日配布された計測用発信機（タグ）を両手首に巻き付けておくこと。スタートま

でに棄権をする場合や、競技終了後には、大会本部へ返却すること。 

紛失した場合は弁償いただきます。（一組４，０００円） 

（２）両肩にボディナンバーを書く（縦書き）こと。両肩がウェットスーツなどで肌が露出していない場

合は、両手の甲（横書き）に書くこと。主催者が販売するボディナンバーシールも可とする。 

（３）水泳に適した水着を着用すること。機能性または公衆の面前において相応しくないと判断

される水着の着用は認めない。 

ウェットスーツ・ラッシュガードの使用は可とする。 

日本選手権トライアルの部においては、日本水泳連盟の「国内競技会での競泳水着の取り扱

いについて」に準じた水着、または FINA承認の OWS用水着を着用すること。 

（４）競技者は、主催者が用意するスイミングキャップを着用することとする。 

（５）他の競技者を妨害もしくは意図的に接触し、「スポーツマン精神に違反した行為」と判断された

場合は、失格になるものとする。 

（６）競技中に海底に立っても、競技者は失格にならない。また、競技運営に関わる監視船やその

他のボートにつかまっても失格にならない。ただし、それらによる推進力を得てはならない。 

（７）５㎞及び３kmは１周１kmのコースを周回し、１kmは１周 500mのコースを周回する。 

競技時間は、1㎞の部：25分、3㎞の部：90分、5㎞の部：90分とし、競技時間を超えた場合は

失格とする。また、スタートからの時間が、1㎞の部：15分、3㎞の部：70分、5㎞の部：80分を

経過した時点で最終周回に入っていない場合、次の周回に入ることはできないものとし、その

場で失格とする。 

（８）周回ラップ時及びゴール時には、FINISH/LAPゲートのタッチ板に必ずタッチすること。 

（９）エマージェンシーフロート（バッグ型救命補助器具）の使用は可とする。 

 

保険について 

本大会開催にあたり、下記内容の傷害保険及び賠償責任保険を付保します。 

 （１） 傷害保険 選手、役員及びボランティアスタッフの方が大会会場において、急激かつ偶然

な外来の事故によって、ケガや死亡した場合に対象となります。 

     （心臓麻痺や溺れるなどの事故については対象外です。） 

     保険金額 死亡・後遺障害 800万円 

            入院（日額）    5,000円  通院(日額) 3,000円 

 （２） 賠償責任保険 大会の観客またはその他の第三者の身体や物に損害を与え、主催者側

が法律上の責任を負った場合に対象となります。 

     保険金額 対人 1名につき 1億円まで 1事故につき 5億円まで 

            対物 1事故につき 1,000万円まで 
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大会催行の判断基準 

１．大会中止の決定およびその基準 

◆大会運営上の基本方針 

大会主催者は、大会運営にあたり、「競技者・大会関係者および観客、一般海水浴客、地域住民・周辺

航行船舶などへの安全」を最優先に配慮することを確認する。 

 

◆大会中止に関する主催者権限 

 大会主催者は、大会運営にあたり下記の権限を保有する。なお、その権限は、大会会長

．．．．

が大会主催者を

代表して執行する。 

（１）大会当日、自然災害などにより競技環境の悪化・十分な安全を確保することが見込めないと判断し

た場合には、競技が開催される以前あるいは競技中においても競技の内容の変更または中止を決

定する権限 

（２）競技規則に違反した競技者に対して、失格・競技の中止を命令する権限 

（３）競技技術の未熟さ・過度の疲労・競技中の事故等の理由で競技続行に支障があると判断した競技者

に対して競技の中止を命令する権限 

 

◆競技中止の判断について 

大会主催者は、天候悪化・事故等により大会の安全確保ができないと判断した場合は、競技開始以前あ

るいは競技中に競技を中止することができる。競技者は大会主催者の指示に従い行動しなければならい。 

なお、大会中止に関する判断は、大会当日の午前７時

．．．．．．．．．

に、以下の判断基準

．．．．

と、大会当日早朝（

．．．．．．．

6

．

時）の

．．．

気象予報

．．．．

を参考に、大会当日の状況を熟慮し、

．．．．．．．．．．．．

大会会長

．．．．

が競技の「実施」および「中止」を決定する。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 

 

◆大会の中止決定に関する判断基準 

以下の諸条件を競技中止に関する判断基準とする。 

項 目 内           容 

波高 競技者が目標物を視認できる限界範囲を基準 

ライフセーバーが競技者を視認できる限界範囲を基準 

風力 風力３程度を基準。 

（風力３：3.4～5.4ｍ/S 波頭が砕ける。白波が現れはじめる。） 

水温 ２２℃未満 

気象警報 地震、津波、台風、雷等の自然災害が発生もしくはそれに準ずる気象警報が発令

された場合。 

視界 競技者が目標物を視認できる限界範囲を基準 

ライフセーバーが競技者を視認できる限界範囲を基準 

危険生物 サメ、毒性の強い生物（エイ、クラゲ）が出現した場合。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止措置にかかる施設の使用制限がある場合は、これに従うものとし、そ

の他、大会役員で協議し、定義する。 
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２． 大会中止時の対応 

（１） 競技の中止について 

 本大会における競技の中止は、「大会中止の判断基準」に基づき、大会会長が執行する。 

 

（２）競技中止時の対処方法 

 ①台風等により、前日から早朝にかけて中止が決定した場合 

主催者側から参加者に電子メール及びホームページで中止の旨を伝える。 

 

②選手受付時間帯からスタート前までに中止が決定した場合 

   各担当部門の責任者は、大会本部からの大会中止の決定連絡を受けたら、参加者やスタッフに対し

て、中止の判断理由などを明確に説明する。 

   同時に、各スタッフは、冷静沈着に、「参加者の誘導」「荷物の返却」「会場設営物の撤収」などを

検討し、速やかに実行する。当然の事ながら、撤収にあたっての判断は、人命の安全を第一とする。 

   

③競技中に中止が決定した場合 

大会本部より中止の無線連絡を受けた海上スタッフは、拡声器等で選手及びライフセーバーに中止

を告げ、フィニッシュ地点に誘導する。 

 

（３）代替レースの開催について 

期日延期による代替レースは一切行わないこととする。 

 

 

本イベントは、多くの参加者・スタッフが集まり、海という自然の中で実施される。いつまでも安全に

続けていくには、絶対に事故があってはならない。悪天候では想定しない危険が多く考えられ、参加者は

もとよりスタッフにも十分に安全に配慮する必要があり、想定していない危険性が発生した状況では実

施することはできない。 
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POL
スタンプ

POL
スタンプ



会場案内図

津波避難経路津波避難経路津波避難経路津波避難経路
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１km（500m×２周）

３km（１km×３周）

５km（１km×５周）

フィニッシュ／周回ゲート

コース全体図

周回、フィニッシュは

必ず頭上のタッチ板

をタッチして通過する

スタート／フィニッシュ

エリア拡大図

大会本部
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注意事項 

 

持っていく物持っていく物持っていく物持っていく物    

【選 手】 

□ 十分な量の飲み物 

□ マスク 

□ 健康チェックシート・誓約書 

□ ゴーグル、水着、タオル、サンダルなど 

□ 必要に応じて食べ物 

                        

【応援・引率の方】 

□ 十分な量の飲み物 

□ マスク 

□ 健康チェックシート 

□ 必要に応じて食べ物 

 

（集団泳に参加の方は、） 

□ 健康チェックシート・誓約書 

□ スイムキャップ、ゴーグル、水着、タオ

ル、サンダルなど 

（会場では、いえしま自然体験センター管理棟にて飲料を販売しておりますが、数に限りがござ

います。） 

 

当日の受付について当日の受付について当日の受付について当日の受付について    

姫路港での乗船前の受付はありません。 

大会会場に到着後すぐに参加受付をおこない、 

次の順序で行動してください。 

① 健康チェックシート・誓約書を提出 

② 配布物を受け取る 

③ 選手控え場所に移動 

④ ボディナンバー記入、計測タグバンド装着 

⑤ レース準備 

 

当日の配布物当日の配布物当日の配布物当日の配布物    

□ 参加記念Ｔシャツ 

□ スイムキャップ 

□ 計測タグバンド２本 

□ 名札（サンダル用、ドリンク用） 

□ スポーツドリンク（500mｌ １本） 

□ 使い捨てマスク 

□ 弁当引換券（事前予約の方） 

□ ボディナンバーシール（事前予約の方） 

□ 乗船証（帰りの乗船時に必要です） 

   （家島・坊勢にお帰りの方は不要です） 

 

 

健康チェックシート・誓約書イメージ 
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当日の荷物預かりについて当日の荷物預かりについて当日の荷物預かりについて当日の荷物預かりについて    

競技参加者に限り、大会本部にて、A4 サイズ封筒 1 つ分の荷物を預かります。封筒には、ボ

ディナンバーとお名前をご記入いただき、預けてください。競技終了後、ボディナンバーとお名前

を確認後返却いたします。 

その他の荷物の管理は各個人・団体で責任をもって行ってください。紛失等について、主催者

は一切の責任を負いません。 

 

マスクの着用についてマスクの着用についてマスクの着用についてマスクの着用について    

競技参加者及び応援・引率で来場される皆さまには、会場内では必ずマスクの着用をお願い

します。 

また、ウォーミングアップ、オープンウォータースイミング各種目及び集団泳に参加される際

は、入水の直前に回収・廃棄いたしますので、必ず使い捨てのものを着用するようにしてくださ

い。なお、回収・廃棄するマスクの替えについては主催者側で用意いたします。 

 

入水前のお願いについて入水前のお願いについて入水前のお願いについて入水前のお願いについて    

ウォーミングアップ、オープンウォータース

イミング各種目及び集団泳に参加される際は

スタートの直前までサンダル・マスクを着用の

うえ、飲料を持って集合してください。受付時

にお渡しする名札をサンダル、飲料にご自身

のものであることが分かるように付けて所定

の場所に置いてください。 

 

応援・引率の方へ応援・引率の方へ応援・引率の方へ応援・引率の方へ    

選手同様に姫路港での乗船前の受付はありません。 

開催会場に到着後に受付をおこなってください。 

応援・引率の方は到着後、受付デスクにて健康チェックシートを提出し、乗船料と施設使用料

をお支払いください。この時に帰りの「乗船証」をお渡しします。 

乗船料＋施設使用料乗船料＋施設使用料乗船料＋施設使用料乗船料＋施設使用料        〔〔〔〔大人〕・・・・・・片道大人〕・・・・・・片道大人〕・・・・・・片道大人〕・・・・・・片道 1,5001,5001,5001,500 円×往復＋施設使用料円×往復＋施設使用料円×往復＋施設使用料円×往復＋施設使用料 200200200200 円＝円＝円＝円＝3,2003,2003,2003,200 円円円円    

〔中学生以下〕・・・片道〔中学生以下〕・・・片道〔中学生以下〕・・・片道〔中学生以下〕・・・片道 750750750750 円×往復＋施設使用料円×往復＋施設使用料円×往復＋施設使用料円×往復＋施設使用料 200200200200 円＝円＝円＝円＝1,7001,7001,7001,700 円円円円 

 ※姫路港～開催会場間の臨時直行便に乗らない場合は、その分を差し引きます。 

弁当を予約注文されている方は、同時にお支払いください。    １個１個１個１個 850850850850 円円円円（お茶付き） 

※お支払いについては混雑が予想されますので、グループの代表者が行い、お釣りがないよ

うご協力ください。 
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チャレンジスイム（集団泳）の参加について 

・競技終了後、ＯＷＳ初心者を対象に、親水イベントとして２００mの集団泳を実施します。 

・対象は本大会の参加者及び応援・引率の方で小学１年生以上。参加料は無料です。 

・参加方法は、当日 10時から 11時までの間に、大会本部にて申込書を提出。その際、ボディナ

ンバーを書き、名札（サンダル用・飲物用）を受け取ってください。 

・スイムキャップは各自でご用意ください。 

・集合時間 １２時３０分 

 

エマージェンシーフロートの貸し出し 

 安全安心のため、エマージェンシーフロート（バッグ型救

命補助器具）の使用を可としています。当日、大会本部に

て貸し出しいたしますのでご利用ください。 

（1個 1,000円） 

 

弁当の受け渡しについて 

 エントリー時に予約注文された方は、受付時に弁当引換券をお渡しします。 

 弁当の受け渡しは、当日の１１：００から１３：００までの間に食堂でお渡しします。 

 ※弁当の当日販売はありません。 

 

その他 

・当日に来られなかった方には、参加記念品等を後日郵送で送付いたします。 

・大会会場は、携帯電話の電波が不安定なため、使用が困難となっております。 

・大会会場は禁煙です。喫煙はいえしま自然体験センター指定の喫煙所をご利用ください。 

・他の泳者にけがをさせる可能性があるため、下記事項は禁止します。 

 〇長い爪での参加 

 〇固いネイルアートをしての参加 

 〇腕時計や腕時計型計測機器の着用 

・ごみのお持ち帰りにご協力をお願いします。 

・忘れ物は９月５日(日)まで大会事務局にて保管し、連絡のないものについては処分いたしま

す。 

 

大会前日から当日の大会本部専用電話 ０８０－６１９４－５８４２ 
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開催会場へのアクセスについて 

姫路港から開催会場までの船舶について姫路港から開催会場までの船舶について姫路港から開催会場までの船舶について姫路港から開催会場までの船舶について    

 

開催会場である、いえしま自然体験センタ

ーまでは、姫路港からは ①臨時直行便 を、

家島本島・坊勢島からは ②送迎船舶 を用

意します。（大会当日限定） 

 

姫路港から行かれる方 

① 臨時直行便 

『姫路港』から４隻が順次出港 

第１便 ８：００ 

第２便 ８：１０ 

第３便 ８：２０ 

第４便 ８：３０ 

（乗船時間約４０分間） 

 

家島本島・坊勢島から行かれる方 

② 送迎船舶 

『家島本島（網手（アデ）港）』８：４０出港 

『坊勢島（奈座（ナザ）港）』８:５０出港 

 

 

 

 

姫路港～開催会場間の臨時直行便に乗られない方 

選手の方が家島諸島内で宿泊されるなどで、①臨時直行便に乗られない場合は、片道 1,500

円（小中 750 円）をエントリー料から払い戻しします。 

ただし、大会当日朝の受付時間帯の対応に限ります。 
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JR 姫路駅からバス・タクシーを使い、姫路港まで来られる方へ 

姫路駅北口バス停 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姫路駅北口の①番より姫路港行のバスが発車します。料金は大人一人 280 円、所要時間は 20

分程度です。 

 

時刻表〔8 月 29 日（日）〕 

姫路駅（北口）出発 姫路港到着 

７：１０ ７：３０ 

７：４０ ８：００ 

８：００ ８：２０ 

 

姫路駅周辺から姫路港までのタクシー料金は 2,000 円から 2,500 円程度で、所要時間は約 20

分となります。 

姫路港行バス停 姫路駅 
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バス停は、姫路ポートセンタービル前です。

姫路バイパス　中地インターまたは姫路南インターから南へ車で約１０分

中地インター中地インター中地インター中地インター

姫路南インター姫路南インター姫路南インター姫路南インター

姫路バイパス

家島行船舶乗り場家島行船舶乗り場家島行船舶乗り場家島行船舶乗り場

姫路港周辺地図

イオンイオンイオンイオン

エディオンエディオンエディオンエディオン
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姫路港汽船乗り場＆駐車場案内

乗り場まで

駐車場A駐車場A駐車場A駐車場A 徒歩8分

駐車場B駐車場B駐車場B駐車場B 徒歩０分

駐車場C駐車場C駐車場C駐車場C 徒歩1分

駐車場D駐車場D駐車場D駐車場D 徒歩5分

バス停は、姫路港終点です。（姫路ポートセンタービル前）

5:00～21:00　500円/1回　・　21:00～6:00　500円/１回

6:00～24:00　100円/30分　・　0:00～6:00　50円/1時間（１日最高1,800円）

6:00～24:00　100円/30分　・　0:00～6:00　50円/1時間（１日最高1,800円）

料　　　　　　　金

１日500円（0:00を過ぎると翌日分加算）

その他

料金等について改め

て必要な場合は管理

者へ各自ご確認下さ

い。

姫路ポートセンタービル姫路ポートセンタービル姫路ポートセンタービル姫路ポートセンタービル

公園公園公園公園

駐車場駐車場駐車場駐車場DDDD

駐車場駐車場駐車場駐車場CCCC

駐車場駐車場駐車場駐車場BBBB

駐車場駐車場駐車場駐車場AAAA

汽汽汽汽

船船船船

乗乗乗乗

りりりり

場場場場

旅客船ターミナル旅客船ターミナル旅客船ターミナル旅客船ターミナル
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