
2012年11月1日 

2013年度 よみがえる昼の瀬戸内航路 
「昼の瀬戸内感動クルーズ」運航決定のお知らせ 

 株式会社フェリーさんふらわあ（代表取締役社長：興村明仁）は、本年、阪神・別府航路開設100周年を迎えました。
その記念事業の一環として、100年前の就航時と同様に、彩なす昼の瀬戸内の島々をご堪能頂く「よみがえる昼の 
瀬戸内海航路」を企画し、本年、5回運航を実施。関西、九州の方々のみならず全国のお客様に乗船いただき、ご好
評をいただきました。 
 そこで、より多くのお客様に、このクルーズで感動を味わっていただきたく、2013年度も、よみがえる昼の瀬戸内航
路「昼の瀬戸内感動クルーズ」を実施することを決定いたしましたので、以下の通りご案内申し上げます。 

○実施日時： 2013年4月21日（日）、6月2日（日）、10月13日（日）、11月3日（日）  計4回 
          
         2013年4月21日（日）、11月3日（日） 
         10：40 神戸六甲アイランド港発 ⇒ 22：00 大分港着（運航時間 11時間20分） 
          
         2013年6月2日（日）、10月13日（日） 
         10：00 大阪南港コスモフェリーターミナル発 ⇒22：00 別府観光港着（運航時間 12時間） 

運航概要 

ご予約の受付は、2012年11月15日（木）、10：00より、予約センターにて開始いたします。 
（4月21日、6月2日運航便のみとなります。以降の運航便のご予約に関しては、後日HP上にて発表いたします。） 

ご予約受付に関して 

ウィズペットスタンダードルーム 
（イメージ） 

○運航船：  さんふらわあ ごーるど（2013年4月21日、11月3日） 
         さんふらわあ こばると（2013年6月2日） 
         さんふらわあ あいぼり（2013年10月13日） 

○船内のご案内： お得な料金の「ツーリストルーム」から最上級個室の 
            「デラックスルーム」までいろいろなお部屋をご用意し 
            ております。 
            また、ペットを連れてクルーズを楽しむことができるお 
            部屋（ウィズペットスタンダードルーム）もご用意してお 
            ります。 
            （ペットと同室で過ごせる専用部屋でクルーズを楽し 
             むことができます。また、展望デッキを時間限定に 
             てペットにも開放いたします。） 
            ※但し、神戸/大分航路限定となります。 

○船内イベント： さんふらわあライブ、カメラ教室等各種イベントを計画して 
           おります。詳細決定後、ホームページ上にて発表いたします。 

○昼食のご案内： 特別弁当をご用意いたします。 
            （予定。昼食料金は、運賃に含まれています。） 

○ホテルシップ： オプションにて、各港到着後、翌日の朝まで船内にてご 
           宿泊が可能 となっております。（有料） 

Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

○予約センター   TEL:06-6614-1013  【平日】9：00～18：00 【土日祝】9：00～17：00  

出港時の紙テープ投げ（イメージ） 



「昼の瀬戸内感動クルーズ」の楽しみ方 

○瀬戸内の島々をご案内 
船内放送にて、通過する瀬戸内の島をご案内いたしま
す。また、瀬戸内三架橋を仰ぎ、行き交う船や水平線
に沈む夕日など、普段の航海では見ることのできない
景色に、必ずや感動していただけます。 

○さんふらわあライブ  
船内にて、音楽ライブを開催いたします。 

○歴代船舶の紹介と懐かしのレトロポスター展 

阪神・別府航路100年の歴史で活躍した船舶、当時の 
ポスターを展示紹介いたします。 

○操舵室見学 （人数制限あり） 

○お食事のご案内 （予定） 

普段入ることのできない操舵室を見学することができます。 

過去の運航便にて、多くのお客様からご好評いただきま 
したこのイベント。運航当日、大分港、別府港より出港し 
た姉妹船のすれ違いを見る事ができます。 

○姉妹船とのすれ違い 

船旅の楽しみの1つとして食事が上げられます。運航当日は特別メニューをご用意いたします。 

①昼食のご案内  （乗船運賃に含まれています。） 

昼食は、運航日限定の特別弁当をご用意いたします。 

②夕食のご案内  （有料） 

夕食は、レストランにて、九州各地の食材を使ったバイキング 
料理をご用意いたします。 

※その他、各種イベントを開催予定しております。 
  但し、本イベントは、予告なく時間・場所や内容の変更、中止となる場合がございます。また、船上からの景色 
  につきましては、天候により大きく変化いたしますので、予めご了承願います。 

瀬戸内の風景（イメージ） 

姉妹船すれ違いの様子（イメージ） 

特別弁当（イメージ） 

レストラン（イメージ） 夕食（イメージ） 

○ルーレットゲーム 
ルーレットゲームもお楽しみ下さい。 

懐かしのレトロポスター展 
（イメージ） 

さんふらわあライブ（イメージ） 

操舵室見学（イメージ） ルーレットゲーム（イメージ） 

○プロカメラマンによる写真講座 

船内にてプロカメラマンによる写真講座を開催いたし
ます。同時にフォトコンテストも開催予定です。 



○適用便： 2013年   4月21日（日）   運航船：さんふらわあ ごーるど 
                11月  3日（日）         さんふらわあ ごーるど                     

神戸六甲アイランド港 10：40発 ～ 大分港 22：00着便 

○運賃： お一人様あたり、昼食代金を含んだ運賃となります。   

運賃 

註3）スタンダードルーム1名（ＥＸ）とは、スタンダードルーム1名部屋に入室する2人目に対して、プルマ 
   ンベット（補助ベット）使用する2人目の料金となります。 

註1）デラックスルームを同一グループにて3～4名でのご利用の際は、3人目、4人目に対 し1人あたり 
         デラックスルーム運賃の50％となります。 

註2）スタンダードルーム、ウィズペットスタンダードルーム4名部屋を同一グループにて2名～3名での貸 
   切利用の際は、1人あたりの運賃は、4名でのご利用運賃と同額となります。 

註4）ウィズペットスタンダードルームとは、乗船中ペットを持ち込み、一緒に過ごせる専用のお部屋です。 
   ご利用の際、利用料金として、1部屋あたり別途8,000円必要となります。   

種別

旅
客

15,900円

12,300円

16,300円

16,100円

8,000円

個室（窓なし）

相部屋

個室（窓あり）

個室（窓あり）

17,800円

17,800円

16,800円

16,100円

4名

2名使用時

2名

2名

1名使用時

個室（窓あり）

個室（窓あり）

個室（窓あり）

個室（窓なし）

個室（窓あり）

ウィズペットスタンダードルーム4名

ウィズペットスタンダードルーム2名

ウィズペットスタンダードルーム
1室使用料

ウィズペットスタンダードルーム4名

2名

4名

2名使用時

16,800円

16,300円

スタンダードルーム1名（ＥＸ）

ツーリストルーム

個室（窓なし）1名

2名

14～18名

個室（窓あり） 16,300円

スタンダードルーム1名

等級 部屋定員 部屋タイプ 運賃

デラックスルーム 2名～4名 個室（窓あり） 31,100円

スタンダードルーム4名

スタンダードルーム4名（貸切）

スタンダードルーム2名

スタンダードルーム2名

スタンダードルーム2名（貸切）

①神戸六甲アイランド港発、大分港着運航便 



②大阪南港コスモフェリーターミナル発、別府観光港着運航便 

○適用便： 2013年   6月  2日（日）   運航船：さんふらわあ こばると 
                10月  13日（日）          さんふらわあ あいぼり                     

大阪南港コスモフェリーターミナル 10：00発 ～ 別府観光港 22：00着便 

○運賃： お一人様あたり、昼食代金を含んだ運賃となります。   

種別

旅
客

11,300円相部屋

31,100円

17,800円

15,800円

16,300円

ツーリストルーム

相部屋8名・12名

26～54名

個室（窓あり）

個室（窓あり）

個室（窓なし）

個室（窓なし）

個室（窓なし）

1名

4名

2名

1名

4名

ツーリストベッドルーム8名・12名

等級 部屋定員 部屋タイプ 運賃

デラックスルーム2名 2名 個室（窓あり） 31,100円

デラックスルーム1名

ファーストルーム

スタンダードルーム2名

スタンダードルーム1名

ツーリストベッドルーム4名 13,300円

12,300円

乗用車、特殊手荷物 （両便共通） 

註7）乗用車運賃には、運転手のツーリストルーム運賃（昼食代込）が含まれております。 

註8）各種営業割引は、下記の割引とJAF割引を除き、適用除外期間となります。 

乗用車　3M未満 22,400円

31,800円

39,000円

2,500円

4,500円

自動二輪車750CC以上

車種 運賃

乗用車　4M未満 27,100円

乗用車　5M未満

乗用車　6M未満

自転車

自動二輪車125CC未満

自動二輪車750CC未満 6,000円

7,000円

註5）ファーストルーム、ツーリストベッドルーム4名は、1名様でのご予約・相部屋利用はできません。同室 
   は2名様以上でのご利用となり、貸切利用の場合、ルームチャージ料金（定員不足分人数×運賃の 
   50％）が必要となります。 

註6）ツーリストベッドルーム8名・12名を貸切ご希望の場合、8人部屋は4～8名、12人部屋は6～12名での 
   利用が可能です。その場合、ルームチャージ料金（定員不足分人数×運賃の50％）が必要となります。 



＜ご利用可能な割引＞ 

本件に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。 
株式会社フェリーさんふらわあ 旅客営業部営業企画室 芦村 和男 
TEL：078－857－5470  FAX：078－857－5474  E-mail:kazuo.ashimura@ferry-sunflower.co.jp  

※往復フェリーの乗船セットプラン、マイカープランなどお得なプランの販売を予定しております。 
  プランの詳細につきましては発売日前にホームページ上にて発表いたします。 

○宿泊料：お一人様あたり、朝食付き。 

ホテルシップについて 

※ホテルシップとは 
  ご乗船いただいた船内にて、入港後、そのまま翌日の朝までご宿泊頂けるサービスです。 
  なお、ご宿泊いただいたお客様は、大浴場もご利用いただけます。 

ツーリストルーム

4,000円

3,000円

等級 料金

デラックスルーム 6,000円

スタンダードルーム

神戸六甲アイランド港発、大分港着運航便 

大阪南港コスモフェリーターミナル発、別府観光港着運航便 

ツーリストルーム

4,000円

3,000円

等級 料金

デラックスルーム 6,000円

スタンダードルーム

ツーリストベッドルーム8名・12名

ツーリストベッドルーム4名 4,000円

3,000円

ファーストルーム 4,000円

割引名称 適用等級 割引率

身体障害者割引（第1種）

知的障害者割引（第A種） 全等級

JAF割引 全等級 10％割引

50％割引

50％割引

精神障害者割引（第1級）

身体障害者割引（第2種）

知的障害者割引（第B種）

精神障害者割引（第2級）

スタンダードルーム
ツーリストベッドルーム

ツーリストルーム

ファーストルーム 
（イメージ） 

デラックスルーム（イメージ） 


