
2013年4月24日

さんふらわあ船内に「くまモンと夢見る船旅ルーム」オープン
～くまモンと一緒にのんびりフェリーで癒し旅はいかが～

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、船室の一部を熊本県の営業部長兼PRキャラクターである
「くまモン」のキャラクタールームとしてリニューアルし、6月1日（土）より提供を開始いたします。 本ルームの名前を「くまモン

と夢見る船旅ルーム」と命名し、くまモンのデザインをベースに、お子様から大人まで幅広い年齢層の方に楽しんでいただ
ける内容を予定しております。
「くまモンと夢見る船旅ルーム」により、関西と熊本県を相互に訪れる観光客の増加に寄与したいと考えております。
フェリーさんふらわあは、今後もお客様に喜ばれるサービスの提供に努めてまいります。
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くまモンと夢見る船旅ルーム概要

○提供期間： 2013年6月1日（土）～2014年5月31日（土） 【予定】

○設置航路： 大阪/別府航路、神戸/大分航路、大阪/鹿児島（志布志）航路

○設置船舶、船室： さんふらわあ あいぼり、こばると（大阪/別府航路） ファーストルーム
ごーるど、ぱーる（神戸/大分航路） スタンダード4名部屋
さつま、きりしま（大阪/鹿児島（志布志）航路） ファーストルーム

○船室名称： くまモンと夢見る船旅ルーム

○予約開始日： 2013年4月1日（月）より
※ご予約に関しては、乗船日の2ヶ月前から、電話での受付が可能です
（「くまモンと夢見る船旅ルーム」はインターネットでのご予約はお受けしておりません。）

さんふらわあ予約センター ：大阪/別府航路、神戸/大分航路 0120-56-3268
大阪/鹿児島（志布志）航路 0120-3268-56
受付時間 【平日】 9：00～20：00 【土日祝】 9：00～17：00

○設置船室数： 各船、１部屋限定で設置致します。

大阪/別府航路、大阪/鹿児島（志布志）航路では、
ファーストルームを「くまモンと夢見る船旅ルーム」と
してリニューアルする予定です。

スタンダードルーム4名部屋
（神戸/大分航路）

※現状の船室装飾（カーテン、ベットシーツ、掛け布団

カバー、枕カバー、座布団カバー、テーブル、コップ）を
くまモンデザインのものへ変更。また、別途ぬいぐるみ、
クッションを設置いたします。

ご利用のお客様には、さんふらわあオリジナルくま
モンの防水巾着袋をプレゼントいたします。（予定）

○リニューアル予定の船室（イメージ）

○船室料金（税込）：4名様ご利用時の1名様料金
プライベートプラン 弾丸クルーズプラン

大阪/別府航路 ファーストルーム 往復 24,850円 （片道 12,675円） 往復 20,000円

神戸/大分航路 スタンダードルーム4名部屋 往復 24,100円 （片道 12,300円） 往復 19,250円

※上記金額は、2013年6月1日～6月30日までの料金となります。
別紙にて、お得な乗船プラン「船に泊まろう。」プラン料金を記載しております。

大阪/鹿児島（志布志）航路 ファーストルーム 往復 23,475円 （片道 12,900円） 往復 19,000円

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 室長 芦村 和男
TEL：078－857－5470 FAX：078－857－5474 Email:kazuo.ashimura@ferry-sunflower.co.jp

くまモン
Ⓒ2010熊本県くまモン#8237



お得な乗船プラン、「船に泊まろう。」プランも販売いたします。
●プライベートプラン（人のみのご乗船）

大阪/別府航路 神戸/大分航路

●マイカープラン（車1台に対して）

大阪/別府航路 神戸/大分航路

●バイクプラン（バイク1台に対して）

大阪/別府航路 神戸/大分航路

●舟遊（しゅうゆう）プラン

大阪/鹿児島（志布志）航路+大阪/別府航路
プライベートプラン（人のみのご乗船）

マイカープラン（車1台に対して）

バイクプラン（バイク1台に対して）

大阪/鹿児島（志布志）航路+大阪/別府航路

大阪/鹿児島（志布志）航路+大阪/別府航路

大阪/鹿児島（志布志）航路+神戸/大分航路

大阪/鹿児島（志布志）航路+神戸/大分航路

※舟遊（しゅうゆう）プランとは、大阪/鹿児島（志布志）航路と大阪/
別府航路、または神戸/大分航路にて、往路と復路、異なる航路
を乗船いただく為のお得なプラン。九州縦断旅行には最適です。

別紙

大阪/鹿児島（志布志）航路

ご利用人数 片道 往復

ファースト
ルーム

2名 ¥30,800 ¥60,600

3名 ¥45,700 ¥89,900

4名 ¥50,700 ¥99,400

ご利用人数 片道 往復

スタンダード
ルーム
4名部屋

2名 ¥26,400 ¥51,800

3名 ¥38,100 ¥74,700

4名 ¥49,200 ¥96,400

ご利用人数 片道 往復

ファースト
ルーム

2名 ¥31,700 ¥62,400

3名 ¥47,700 ¥93,900

4名 ¥51,600 ¥93,900

5名 ¥52,600 ¥93,900

ご利用人数 片道 往復

ファースト
ルーム

2名 ¥44,900 ¥85,800

3名 ¥51,100 ¥96,200

4名 ¥54,700 ¥101,400

ご利用人数 片道 往復

スタンダード
ルーム
4名部屋

2名 ¥40,500 ¥77,000

3名 ¥50,500 ¥95,000

4名 ¥53,000 ¥99,000

大阪/鹿児島（志布志）航路

大阪/鹿児島（志布志）航路

ご利用人数 片道 往復

ファースト
ルーム

2名 ¥44,700 ¥87,400

3名 ¥60,800 ¥118,600

4名 ¥69,000 ¥134,000

5名 ¥74,400 ¥143,800

ご利用人数 片道 往復

ファースト
ルーム

2名 ¥41,200 ¥80,400

3名 ¥58,400 ¥113,800

4名 ¥73,100 ¥142,200

ご利用人数 片道 往復

スタンダード
ルーム
4名部屋

2名 ¥36,800 ¥71,600

3名 ¥52,100 ¥101,200

4名 ¥65,200 ¥126,400

ご利用人数 片道 往復

ファースト
ルーム

2名 ¥40,500 ¥79,000

3名 ¥56,800 ¥110,600

4名 ¥70,900 ¥137,800

5名 ¥83,200 ¥161,400

ご利用人数 料金

ファースト
ルーム

2名 ¥51,900

3名 ¥69,600

4名 ¥78,900

ご利用人数 料金

ファースト
ルーム

2名 ¥58,000

3名 ¥66,200

4名 ¥73,400

ご利用人数 料金

ファーストルーム +
スタンダード4名部屋

2名 ¥58,000

3名 ¥66,400

4名 ¥73,600

ご利用人数 料金

ファースト
ルーム

2名 ¥73,700

3名 ¥98,800

4名 ¥119,300

ご利用人数 料金

ファーストルーム +
スタンダード4名部屋

2名 ¥69,100

3名 ¥93,100

4名 ¥112,800


