
2014年10月10日 

2015年度 よみがえる昼の瀬戸内航路 
「限定航海：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、2015年も「限定航海：昼の瀬戸内感動クルーズ」
を実施致します。2011年10月、阪神-別府航路開設100周年記念として、36年ぶりに復活いたしました昼の瀬戸内海
航路ですが、4年間で計13回の運航を実施し、関西、九州の方々のみならず、全国のお客様にご乗船いただき、大
変ご好評を頂いております。 
 また2014年2月には瀬戸内ブランド推進連合により瀬戸内ブランド商品として認定も受けることとなりました。 

 既にご利用されたお客様はもとより、多くの皆様に当クルーズの感動を味わっていただきたく、来年度も各回、
様々なテーマ、イベントをご用意しておりますので、瀬戸内海航路の最大の魅力である「多島美」の美しい風景と共
に、ぜひご期待ください。 

○実施日時： 2015年4月26日（日）、6月7日（日）、10月18日（日）、11月15日（日）  計4回 
          
         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）            

ご予約の受付は、2014年10月20日（月）、10：00より、予約センターにて開始いたします。 
（お取扱いは4月27日、6月7日運航便のみとなります。以降の運航便のご予約は2015年2月10日受付開始予定。） 

元タカラジェンヌによる船上レビュー
ショー（イメージ） 

○運航船：  さんふらわあ ぱーる   （4月26日、6月7日）  
          さんふらわあ ごーるど  （10月18日、11月15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」まで様々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。※当航海のご予約は小型犬のみの承りと 
            なります。（また、当航海限定にて、展望デッキを時間 
            限定でのペットお散歩タイムも設けております。） 

○船内イベント： 4月26日は元タカラジェンヌによる船上レビューショー、（公財） 
           アルゲリッチ芸術振興財団によるクラシックコンサート、また 
           6月7日は瀬戸内海をテーマに各種イベントを予定しており 
           ます。詳細は決定後、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。 
            （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、大分港到着後、翌日の朝まで船内にて 
             ご宿泊が可能 となっております。（朝食バイキング付き） 

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  

出港時のテープセレモニー（イメージ） 

運航概要 

ご予約受付に関して 



「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。 

○4月26日運航便限定 

○操舵室見学・写真教室・ルーレットコーナー・船長と記念撮影・船長服撮影コーナー、その他、各種イベント 
  を開催予定しております。 
 

○お食事のご案内 （予定） 

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。 

  なお、各イベントは、天候等の諸事情により一部内容の変更や中止となる場合がございますので 

  予めご了承下さいますようお願い致します。  

瀬戸内の風景（イメージ） 

特別弁当（イメージ） 

レストラン 夕食（イメージ） 

○6月7日運航便は瀬戸内海をテーマに各種イベントを開催予定 

・麻園みき（あさぞの・みき）：元宝塚歌劇団星組。現在は歌やショー、   
  舞台等を中心に活躍。 
・美苑えりか（みその・えりか）：元宝塚歌劇団花組。現在はミュージ 
  カルや芝居指導、ショー出演などで活躍。 
＊出演者は変更となる場合もございます。 
 

■運航日限定イベント 

■共通実施のイベント 

・元タカラジェンヌによる船上レビューショー（宝塚ローズ倶楽部） 

・（公財）アルゲリッチ芸術振興財団によるクラシックコンサート 

・朝来桂一(あさき けいいち)／ヴァイオリン 
  大分市出身。東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校,同大学    
 音楽学部器楽科ヴァイオリン専攻卒業。 
・朝来泰生(あさき やすお)／バリトン 
 大分市出身。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。 
 ＊出演者は変更となる場合もございます。 



○適用便： 2015年  4月26日（日）、 6月7日（日）、 10月18日（日）、 11月15日（日） 

神戸六甲アイランド港 10：40発 ～ 大分港 22：00着 

運賃 

註1）上記運賃は昼便昼食代金を含んだ運賃となります。 

註4）各プランには上記以外の各船室もご用意致しております。また、マイカー以外にバイクでご利用 
   いただけるプランもございますので詳しくはホームページにてご確認ください。 

註2）スタンダード2名部屋(昼便のみ窓あり)往復は、昼便は窓あり、もう一方の夜便は窓なしとなります。 

註3）プライベートプラン、マイカープランには別途、片道別府便ご利用のプランもございます。 

  片道 往復 

プライベートプラン（人のみ） 人数 区分 昼便 
昼便+通常便   

（大分便） 

デラックス(専用バルコニーあり) 2名 貸切 68,600 105,000 

スタンダード 4名部屋(窓あり) 
2名 貸切 43,800 67,200 

3名 貸切 59,700 94,400 

スタンダード 2名部屋            
(昼便のみ窓あり) 

1名 貸切 20,500 32,100 

2名 貸切 39,000 62,100 

スタンダード 2名部屋(窓なし) 2名 貸切 37,000 60,100 

スタンダード 1名部屋(窓なし) 
1名 貸切 19,500 31,100 

2名 貸切 37,000 60,100 

ウィズペットスタンダード        
4名部屋(窓あり) 

2名 貸切 52,300 84,200 

3名 貸切 68,200 111,400 

4名 貸切 88,100 141,600 

ツーリスト 
1名 相部屋 14,400 20,600 

2名 相部屋 28,800 41,100 

  片道 往復 

マイカープラン（乗用車+人） 人数 乗用車 区分 昼便 
昼便+通常便

（大分便） 

デラックス(専用バルコニーあり) 2名 1台 貸切 70,600 119,700 

スタンダード 4名部屋(窓あり) 2名 1台 貸切 45,800 81,900 

スタンダード 2名部屋            
(昼便のみ窓あり) 

2名 1台 貸切 41,000 76,800 

スタンダード 1名部屋(窓なし) 1名 1台 貸切 21,500 45,800 

ウィズペットスタンダード4名部屋(窓あり) 2名 1台 貸切 54,300 98,900 

マイカー舟遊プラン（乗用車+人）   往復 

（鹿児島/大阪航路との組合せ） 人数 乗用車 区分 昼便+通常便 
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デラックス 2名 1台 貸切 134,800 

スタンダード（4名） ファースト 2名 1台 貸切 80,300 

スタンダード（1名） 
ファーストシング

ル 
1名 1台 貸切 59,700 



＜通常料金＞ 

※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。 

○宿泊料：お一人様あたり、朝食付き。 

ホテルシップについて 

ツーリストルーム

5,000円

3,000円

等級 料金

デラックスルーム 7,000円

スタンダードルーム4名

スタンダードルーム2名 4,000円

スタンダードルーム4名 

デラックスルーム 

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 安藤 美和子  
TEL：078－857－5470  FAX：078－857－9535  Email:miwako.ando@ferry-sunflower.co.jp   

種別

旅
客

17,500円

14,400円

19,900円

18,500円

8,500円

個室（窓なし）

相部屋

個室（窓あり）

個室（窓あり）

19,900円

21,900円

19,500円

18,500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

20,500円

19,500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） 21,900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） 34,300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）

註1）身体障害者（1種）、知的障害者（A種）、精神障害者（1級）の方は窓口にて各種障害者手帳を提示の上、 
   全等級が50％割引になります。 

註2）身体障害者（2種）、知的障害者（B種）、精神障害者（2級）の方は窓口にて各種障害者手帳を提示の上、 
   スタンダードルーム、ツーリストルームが50％割引になります。 

註3）ＪＡＦ会員の方は窓口にて会員証を提示の上、全等級が10％割引になります。 

各種障害者割引やＪＡＦ会員割引をご利用の方は以下の料金表をご参照ください。 

※お一人様あたり、昼食代金を含んだ運賃となります。   


