
第２項：注意事項 
◇ペットルームご利用の場合 
 １） 船内におけるペットの取り扱いについては、事務長並びに本船乗組員の指示に従ってください。 
 ２） 乗下船時及びドッグランへ移動する際は、必ずお客様ご持参の「全身が入る」ケージ等へ入れ、フタを閉めてください。 
   （スリング等フタの閉められないバッグ類はご使用になれません。） 
 ３） 次のペットはご乗船・ご利用いただけません。 
   (ア) 予防接種（狂犬病・各種ワクチンなど）を１年以内に受けていないペット 
     (証明書のご提示がなき場合、ご乗船いただけません) 
   (イ) 生後６ヶ月未満のペット 
   (ウ) 無駄吠えやほかのお客様へ迷惑及び恐怖心を与えるペット、飼い主の指示に従わないペット 
   (エ) 発情中及び妊娠状態のペット 
   (オ) 伝染性の病気、下痢など体調のすぐれないペット 
   (カ) ケージに入らないペット 
 ４） ペットに対しては、弊社乗用車航送責任賠償保険並びに弊社船客賠償責任保険は適用されません。航海中の保険につき 
    ましては、ご利用のお客様各位でご加入ください。弊社では保険加入は致しておりません。 
 ５） 乗船後下船までの間のペットの疾病・死亡・失踪・その他障害を受けても、弊社は一切の責任を負いかねます。 
 ６） 非常時には、人命救助を最優先させて頂きます。 
 ７） 万一、ペットに起因する事故・怪我・トラブル（負傷・死亡・盗難・噛み付きや、他のお客様および本船乗組員のけが 
    など）および、港の設備、本船の船体、家具、什器、備品、その他の破損・損傷が生じた場合、飼主様が全責任を負う 
    こととなり、弊社は一切の責任を負いかねます。 
 ８） 乗下船時及び航海中の移動は、他のお客様のご迷惑とならぬよう、ご配慮をお願い致します。（アレルギー症等をお待 
    ちのお客様がご乗船されている場合もございます。）また、外部デッキでのお散歩は安全上禁止致します。 
 ９） ペットの管理（食物、飲料、臭気・排泄物処理）は、マナーを守って、お客様の責任において行ってください。 
 １０） ペットルームご利用のお客様は、ペットを必ず本船備え付けのケージに入れ、(ドッグランを除く)その他船室へ連れ 
     出さないようお願い致します。 
 １１） ペット同士の相性が悪い場合は、ペットルーム内でケージの移動をお願いする場合がございます。 
 １２） ペットルーム内の本船備え付けのケージの排泄物処理及び清掃は、マナーを守って、お客様が行ってください。 
 １３） ペットルームの入口扉は、夜間は保安上ドアを施錠致します。 
 
◇ウィズペットルームをご利用の場合（さんふらわあ ごーるど ・ ぱーる ・ さつま ・ きりしま） 
 １. 上記第２項１０）～１３）項を除く１）～９）項を順守願います。 
 ２. 多種多様のペットが利用する為、アレルギーをお持ちのお客様につきましては、予めご理解願います。 
 ３. ペットのシャワー室利用及び船室内でのブラッシングは厳禁です。 
 ４. 必ずご使用いただいた船室の清掃をお願い致します。（マナー向上にご協力ください） 
 ５. 船室内にペットのみを残される場合は、必ずケージにお入れになるか、リードを付け固定してください。 
    万が一、船室内の設備、シーツ、枕、毛布等を破損及び汚損させた場合、飼主様が全責任を負うこととなります。 
    （修理・交換費用をご請求させて頂きます。） 
 ６. 別紙「ウィズペットルームご利用上のお願い」をご精読いただき、順守ください。 
 
◇ ドッグランをご利用の場合（さんふらわあ さつま ・ きりしま） 
 １. 上記第２項１０）～１２）項を除く１）～９）、１３）項を順守願います。 
 ２. ドッグラン内への、ペット、人間用の飲食物のお持ち込み、喫煙はご遠慮ください。 
 ３. ドッグラン内の排泄物処理は、マナーを守って、お客様が行ってください。 
 ４. 天候等の事情により、ドッグランを閉鎖する場合がございます。 
 ５. 万が一ペット同士のトラブルが発生した場合は、即座にリードを繋ぎ、トラブルの鎮静化にご協力ください。 
 ６. ドッグラン内におけるお客様同士のトラブルに関しましては、飼主様が全責任を負うこととなり、弊社では一切の責任 
      を負いかねます。 

ペット同伴のご乗船に関する誓約書 
＜（ペットルーム ・ ウィズペットルーム・ドッグラン）ご利用のお客様用＞ *（ ）該当に〇印 

（本 船 控）  

 本日、私は、下記第１項の動物を株式会社フェリーさんふらわあ（以下弊社という）運航船に乗船させるに際し、乗下船及
び本船航海中について下記第２項の注意事項を遵守し、貴社に対し、一切の異議申し立てをしないことを誓約致します。 

記 

第１項：持ち込みするペットの内容 

  年   月   日 

氏 名： 

宛：株式会社フェリーさんふらわあ殿 

乗　船　日 　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

乗　船　地 下　船　地

大阪・神戸・別府・大分・志布志 大阪・神戸・別府・大分・志布志

船名(該当に○印) さんふらわあ　あいぼり・こばると・ごーるど・ぱーる・さつま・きりしま

予約番号
ペット 同伴ペット１ 同伴ペット２ 同伴ペット３ 同伴ペット４

種類
体重 kg kg kg kg

乗　船　便
(該当に○印)



ペット同伴のご乗船に関する誓約書 
（発行店控）  

＜（ペットルーム ・ ウィズペットルーム・ドッグラン）ご利用のお客様用＞ *（ ）該当に〇印 

第２項：注意事項 
◇ペットルームご利用の場合 
 １） 船内におけるペットの取り扱いについては、事務長並びに本船乗組員の指示に従ってください。 
 ２） 乗下船時及びドッグランへ移動する際は、必ずお客様ご持参の「全身が入る」ケージ等へ入れ、フタを閉めてください。 
   （スリング等フタの閉められないバッグ類はご使用になれません。） 
 ３） 次のペットはご乗船・ご利用いただけません。 
   (ア) 予防接種（狂犬病・各種ワクチンなど）を１年以内に受けていないペット 
     (証明書のご提示がなき場合、ご乗船いただけません) 
   (イ) 生後６ヶ月未満のペット 
   (ウ) 無駄吠えやほかのお客様へ迷惑及び恐怖心を与えるペット、飼い主の指示に従わないペット 
   (エ) 発情中及び妊娠状態のペット 
   (オ) 伝染性の病気、下痢など体調のすぐれないペット 
   (カ) ケージに入らないペット 
 ４） ペットに対しては、弊社乗用車航送責任賠償保険並びに弊社船客賠償責任保険は適用されません。航海中の保険につき 
    ましては、ご利用のお客様各位でご加入ください。弊社では保険加入は致しておりません。 
 ５） 乗船後下船までの間のペットの疾病・死亡・失踪・その他障害を受けても、弊社は一切の責任を負いかねます。 
 ６） 非常時には、人命救助を最優先させて頂きます。 
 ７） 万一、ペットに起因する事故・怪我・トラブル（負傷・死亡・盗難・噛み付きや、他のお客様および本船乗組員のけが 
    など）および、港の設備、本船の船体、家具、什器、備品、その他の破損・損傷が生じた場合、飼主様が全責任を負う 
    こととなり、弊社は一切の責任を負いかねます。 
 ８） 乗下船時及び航海中の移動は、他のお客様のご迷惑とならぬよう、ご配慮をお願い致します。（アレルギー症等をお待 
    ちのお客様がご乗船されている場合もございます。）また、外部デッキでのお散歩は安全上禁止致します。 
 ９） ペットの管理（食物、飲料、臭気・排泄物処理）は、マナーを守って、お客様の責任において行ってください。 
 １０） ペットルームご利用のお客様は、ペットを必ず本船備え付けのケージに入れ、(ドッグランを除く)その他船室へ連れ 
     出さないようお願い致します。 
 １１） ペット同士の相性が悪い場合は、ペットルーム内でケージの移動をお願いする場合がございます。 
 １２） ペットルーム内の本船備え付けのケージの排泄物処理及び清掃は、マナーを守って、お客様が行ってください。 
 １３） ペットルームの入口扉は、夜間は保安上ドアを施錠致します。 
 
◇ウィズペットルームをご利用の場合（さんふらわあ ごーるど ・ ぱーる ・ さつま ・ きりしま） 
 １. 上記第２項１０）～１３）項を除く１）～９）項を順守願います。 
 ２. 多種多様のペットが利用する為、アレルギーをお持ちのお客様につきましては、予めご理解願います。 
 ３. ペットのシャワー室利用及び船室内でのブラッシングは厳禁です。 
 ４. 必ずご使用いただいた船室の清掃をお願い致します。（マナー向上にご協力ください） 
 ５. 船室内にペットのみを残される場合は、必ずケージにお入れになるか、リードを付け固定してください。 
    万が一、船室内の設備、シーツ、枕、毛布等を破損及び汚損させた場合、飼主様が全責任を負うこととなります。 
    （修理・交換費用をご請求させて頂きます。） 
 ６. 別紙「ウィズペットルームご利用上のお願い」をご精読いただき、順守ください。 
 
◇ ドッグランをご利用の場合（さんふらわあ さつま ・ きりしま） 
 １. 上記第２項１０）～１２）項を除く１）～９）、１３）項を順守願います。 
 ２. ドッグラン内への、ペット、人間用の飲食物のお持ち込み、喫煙はご遠慮ください。 
 ３. ドッグラン内の排泄物処理は、マナーを守って、お客様が行ってください。 
 ４. 天候等の事情により、ドッグランを閉鎖する場合がございます。 
 ５. 万が一ペット同士のトラブルが発生した場合は、即座にリードを繋ぎ、トラブルの鎮静化にご協力ください。 
 ６. ドッグラン内におけるお客様同士のトラブルに関しましては、飼主様が全責任を負うこととなり、弊社では一切の責任 
      を負いかねます。 

 本日、私は、下記第１項の動物を株式会社フェリーさんふらわあ（以下弊社という）運航船に乗船させるに際し、乗下船及
び本船航海中について下記第２項の注意事項を遵守し、貴社に対し、一切の異議申し立てをしないことを誓約致します。 

記 

第１項：持ち込みするペットの内容 

  年   月   日 

氏 名： 

宛：株式会社フェリーさんふらわあ殿 

乗　船　日 　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

乗　船　地 下　船　地

大阪・神戸・別府・大分・志布志 大阪・神戸・別府・大分・志布志

船名(該当に○印) さんふらわあ　あいぼり・こばると・ごーるど・ぱーる・さつま・きりしま

予約番号
ペット 同伴ペット１ 同伴ペット２ 同伴ペット３ 同伴ペット４

種類
体重 kg kg kg kg

乗　船　便
(該当に○印)



ペット同伴のご乗船に関する誓約書 
（お客様控）  

＜（ペットルーム ・ ウィズペットルーム・ドッグラン）ご利用のお客様用＞ *（ ）該当に〇印 

第２項：注意事項 
◇ペットルームご利用の場合 
 １） 船内におけるペットの取り扱いについては、事務長並びに本船乗組員の指示に従ってください。 
 ２） 乗下船時及びドッグランへ移動する際は、必ずお客様ご持参の「全身が入る」ケージ等へ入れ、フタを閉めてください。 
   （スリング等フタの閉められないバッグ類はご使用になれません。） 
 ３） 次のペットはご乗船・ご利用いただけません。 
   (ア) 予防接種（狂犬病・各種ワクチンなど）を１年以内に受けていないペット 
     (証明書のご提示がなき場合、ご乗船いただけません) 
   (イ) 生後６ヶ月未満のペット 
   (ウ) 無駄吠えやほかのお客様へ迷惑及び恐怖心を与えるペット、飼い主の指示に従わないペット 
   (エ) 発情中及び妊娠状態のペット 
   (オ) 伝染性の病気、下痢など体調のすぐれないペット 
   (カ) ケージに入らないペット 
 ４） ペットに対しては、弊社乗用車航送責任賠償保険並びに弊社船客賠償責任保険は適用されません。航海中の保険につき 
    ましては、ご利用のお客様各位でご加入ください。弊社では保険加入は致しておりません。 
 ５） 乗船後下船までの間のペットの疾病・死亡・失踪・その他障害を受けても、弊社は一切の責任を負いかねます。 
 ６） 非常時には、人命救助を最優先させて頂きます。 
 ７） 万一、ペットに起因する事故・怪我・トラブル（負傷・死亡・盗難・噛み付きや、他のお客様および本船乗組員のけが 
    など）および、港の設備、本船の船体、家具、什器、備品、その他の破損・損傷が生じた場合、飼主様が全責任を負う 
    こととなり、弊社は一切の責任を負いかねます。 
 ８） 乗下船時及び航海中の移動は、他のお客様のご迷惑とならぬよう、ご配慮をお願い致します。（アレルギー症等をお待 
    ちのお客様がご乗船されている場合もございます。）また、外部デッキでのお散歩は安全上禁止致します。 
 ９） ペットの管理（食物、飲料、臭気・排泄物処理）は、マナーを守って、お客様の責任において行ってください。 
 １０） ペットルームご利用のお客様は、ペットを必ず本船備え付けのケージに入れ、(ドッグランを除く)その他船室へ連れ 
     出さないようお願い致します。 
 １１） ペット同士の相性が悪い場合は、ペットルーム内でケージの移動をお願いする場合がございます。 
 １２） ペットルーム内の本船備え付けのケージの排泄物処理及び清掃は、マナーを守って、お客様が行ってください。 
 １３） ペットルームの入口扉は、夜間は保安上ドアを施錠致します。 
 
◇ウィズペットルームをご利用の場合（さんふらわあ ごーるど ・ ぱーる ・ さつま ・ きりしま） 
 １. 上記第２項１０）～１３）項を除く１）～９）項を順守願います。 
 ２. 多種多様のペットが利用する為、アレルギーをお持ちのお客様につきましては、予めご理解願います。 
 ３. ペットのシャワー室利用及び船室内でのブラッシングは厳禁です。 
 ４. 必ずご使用いただいた船室の清掃をお願い致します。（マナー向上にご協力ください） 
 ５. 船室内にペットのみを残される場合は、必ずケージにお入れになるか、リードを付け固定してください。 
    万が一、船室内の設備、シーツ、枕、毛布等を破損及び汚損させた場合、飼主様が全責任を負うこととなります。 
    （修理・交換費用をご請求させて頂きます。） 
 ６. 別紙「ウィズペットルームご利用上のお願い」をご精読いただき、順守ください。 
 
◇ ドッグランをご利用の場合（さんふらわあ さつま ・ きりしま） 
 １. 上記第２項１０）～１２）項を除く１）～９）、１３）項を順守願います。 
 ２. ドッグラン内への、ペット、人間用の飲食物のお持ち込み、喫煙はご遠慮ください。 
 ３. ドッグラン内の排泄物処理は、マナーを守って、お客様が行ってください。 
 ４. 天候等の事情により、ドッグランを閉鎖する場合がございます。 
 ５. 万が一ペット同士のトラブルが発生した場合は、即座にリードを繋ぎ、トラブルの鎮静化にご協力ください。 
 ６. ドッグラン内におけるお客様同士のトラブルに関しましては、飼主様が全責任を負うこととなり、弊社では一切の責任 
      を負いかねます。 

 本日、私は、下記第１項の動物を株式会社フェリーさんふらわあ（以下弊社という）運航船に乗船させるに際し、乗下船及
び本船航海中について下記第２項の注意事項を遵守し、貴社に対し、一切の異議申し立てをしないことを誓約致します。 

記 

第１項：持ち込みするペットの内容 

  年   月   日 

氏 名： 

宛：株式会社フェリーさんふらわあ殿 

乗　船　日 　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

乗　船　地 下　船　地

大阪・神戸・別府・大分・志布志 大阪・神戸・別府・大分・志布志

船名(該当に○印) さんふらわあ　あいぼり・こばると・ごーるど・ぱーる・さつま・きりしま

予約番号
ペット 同伴ペット１ 同伴ペット２ 同伴ペット３ 同伴ペット４

種類
体重 kg kg kg kg

乗　船　便
(該当に○印)


