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14,700円～
大人1名様（税込・片道）

※等級により異なります。

出発日

運  賃

  5/24　・6/14
10/18　・11/8

10：40発

2020年

22：00着神戸 大分

日

日 日

日



「昼の瀬戸内」だから見える景色
太陽、島、波、潮風――。普段の航海では見られない昼間～夕方の移ろいや、
季節により変わる瀬戸内海の表情を存分に味わえる年に4度の特別運航便。

別府航路創設100年を記念して作られた本便は、
これまでのご愛顧を還元するべく、10年にわたり実施して参りました。

2020年、「昼の瀬戸内感動クルーズ」は未来を目指して生まれ変わります。
昨年に建造を発表した、大阪⇔別府航路の新造船「さんふらわあ くれない・むらさき」は、
当社が目指す「さんふらわあのカジュアルクルーズ」を体現する船。
その就航に先立って、お客様により一層「カジュアルクルーズ」を楽しんでいただきたい。
そんな思いから、新たな試みを取り入れ、
「昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ」と名前も新たにみなさまをお出迎えします。

ユニークな島々、巨大な架橋、見晴るかす名峰。
彼ら瀬戸内海の「名優」たちが演じる一大絵巻を船上からじっくり堪能してはいかがでしょうか。
かつて文豪・司馬遼太郎が讃岐の山並みから遠き日の空海に想いを馳せたように‥。

やさしい瀬戸内の潮風に癒されるひととき。

�
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「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」。瀬戸
内航路は古くより九州と関西を結ぶ基幹交
通として、多くの皆様の人生と夢を運んだ路
線でした。その後、昼の運航はなくなりました
が、100周年記念として再開したところ、「人
生を後押ししてくれたあの船旅が蘇った」
「非日常の1日を楽しめた」と大好評、年4回
の特別航路として現在に至ります。古来から
人々に愛され日本の歴史と繁栄を見つめて
きた船旅をお楽しみください。

昼の瀬戸内海カジュアルクルーズの魅力

やさしい瀬戸内の潮風に癒されるひととき。
大分港

神戸六甲港
来島海峡大橋

瀬戸大橋

明石海峡大橋
11：40頃航路図

ライブ演奏や操舵室見学、星空教室など、充実のイベントは船上ならではの
お楽しみ。旬の食材を使用したオリジナル料理や九州の郷土料理など、船上
の食事も大きな魅力の一つ
です。イベントを楽しみ尽くす
もよし、景色や食事を堪能し
たり、家族やグループで談笑
したりと、気取らずのびのびと
クルーズ体験ができるのは昼
の瀬戸内海カジュアルクルー
ズだからこそ。

��

ゆったり流れる時間と共に、
非日常なクルーズ体験を

昼の瀬戸内航路は「癒し」の航路。船上のイベントのみならず船外に流れていく
1日の移ろい、四季の瀬戸内風情が日頃のストレスからあなたを優しく癒してく
れることでしょう。出航と共に、離れていく神戸の街並み、下から見上げる大きな
明石海峡大橋、それぞれにドラマがある瀬戸内の島々…。そして約11時間の航海
を終え、あたたかな大分の街灯りに出迎えられた時、きっと「優しい瀬戸内の癒し」
をあなたは実感することでしょう。

日頃の忙しさから解放され、船の旅行を楽しみました。
心の余裕と、自分を振り返る時間が十分あり、早さや
効率だけの旅では味わえないクルーズでした。

世界に類のない文化と風光と（鏡のような）湖の
ような海路を楽しめて最高だった。外国の人にも
経験してほしいもの。 

懐かしの航路を
もう一度…

刻一刻と変わる景色に心癒されてゆく…

［ 新潟県 | 男性 ］ ［ 大阪府 | 男性 ］

お客様の声

15：08頃

17：30頃

�



武蔵野美術大学卒。フォトグラ

ファー。写真集『奇界遺産』『奇界

遺産２』（エクスナレッジ）をはじめ

『世界不思議地図』『THE ISLAND 

‒軍艦島』、『SATELLITE』（朝日新聞

出版）、『世界の廃墟』（飛鳥新社）、

『奇界紀行』（角川）など著作多数。

近年は雑誌で活動が特集されるほか、

ラジオやテレビにも活動の幅を広げ

ている。

5月 

大阪産業大学工学部交通機械工学科卒業（落研

卒）。笑福亭鶴三（かくざ）に入門し、笑福亭笑三

（しょうざ）で初舞台。以降、平成18年「第34回

上方お笑い大賞」優秀技能賞ほか受賞歴多数。

平成20年より大阪産業大学客員講師も務める。

平成29年10月より笑福亭松喬襲名。テレビや

ラジオにも活動を広げる。

|  落語家 | 七代目 笑福亭 松喬

平成１７年６月笑福亭三喬に入門。師匠三喬より

「笑福亭喬介」と命名。平成１８年1月中井神社に

て初舞台以降、第1回繁昌亭ドリームジャンボコン

テスト小枝杯５Rチャンピオンほか受賞歴多数。

特に平成28年には、なにわ芸術祭新人賞を受賞。

上方落語若手噺家グランプリやNHK新人落語

大賞にも上位入賞の実力派。

|  落語家 | 笑福亭 喬介

6月

Special Event

Special Event

トークショー

船上落語

世界各地の“奇妙なもの”を対象に、

博物学的・美学的視点から撮影・執筆する写真家「佐藤健寿」。

異例のベストセラーとなった写真集『奇界遺産』『奇界遺産２』（エクスナレッジ）をはじめ、

その独特の感性が放つ作品群が注目されています。

奇妙なもう一つの世界旅行をお楽しみください。

今回、昼の瀬戸内海カジュアルクルーズのオリジナル企画として「船上落語」を企画いたしました。

落語家には当代新進気鋭の噺家 七代目 笑福亭松喬氏と笑福亭 喬介氏を招き、

一流の話芸をお楽しみいただきます。

是非、海の上での落語をご堪能ください。

E V E N T

昼の瀬戸内海カジュアルクルーズでは、さまざまなイベントを開催しております。
月別に開催するスペシャルイベントの他、
どの日程でもお楽しみ頂ける大人気のイベントをご紹介します。

昼の瀬戸内海カジュアルクルーズでは、さまざまなイベントを開催しております。
月別に開催するスペシャルイベントの他、
どの日程でもお楽しみ頂ける大人気のイベントをご紹介します。

しょうふくてい       しょきょう

|  写真家 | 佐藤健寿 
さとう     けんじ

しょうふくてい      きょうすけ

ウェルカムワイン

紙テープ投げ

笑福亭 松喬 笑福亭 喬介
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20年を超えるキャリアで活動する

気鋭のマジシャン。またマジックを

追求しマジックをつくるクリエイター

としても活動する。各種メディアでも

活躍し、テレビ出演も多数。

|  マジシャン | 将魔 

10月 
Special Event

大分県出身。桐朋女子高等学校音楽科（男女

共学）を経て同大学音楽学部卒業。東京音楽大学

大学院伴奏科修了。現在、九州・東京での演奏活

動に加え後進の指導にもあたっている。ピアノを本渡

絵里子、野口誠二、山本実樹子、楠本隆一、村上

弦一郎に、室内楽を石井克典、三輪郁の各氏に師事。

第16、20回記念別府アルゲリッチ音楽祭に出演。

桐朋女子高等学校音楽科、同大学音楽学部卒業。

2011年にブレッド国際音楽コンクールで第２位

（最高位）を受賞するなど、国内外で様々な賞を受賞。

また作曲・編曲家としても活動。クラシックだけでなく

ロックやヘヴィメタル等のジャンルでも音楽ユニットを

自ら立ち上げ数々のコンサートを開催・出演、国内外

の音楽誌等でも度々取り上げられている。第20回

記念別府アルゲリッチ音楽祭に出演。

マジックショー

11月 
コンサート

日本を代表するマジシャンのひとり「将魔」。

スピード、キレのある高レベルのイリュージョンショーは唯一無二で誰もが驚愕します。

また驚き連発の大型イリュージョンショーから、

感動のイリュージョン、クローズアップマジックまで演技の幅も広く、

実に見応えのあるパフォーマンスを展開します。

世界有数のピアニストであるマルタ・アルゲリッチが

総裁を務める（公財）アルゲリッチ芸術振興財団協力により、

ヴァイオリニストとピアニストのコンビをお招きし、船上コンサートを開催致します。

瀬戸内海の風景をゆったりと眺めながら、優雅なクラシック音楽をお楽しみください。

しょうま

|  ピアニスト | 古庄 明日香
こしょう　        あすか

|  ヴァイオリニスト | 中里 舞砂
なかざと　     まいさ

カジノゲーム（ルーレット）

星空教室

操舵室見学
Special Event

各
回
、共
通
イ
ベ
ン
ト
も

　
　
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。
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昼の
瀬戸
内海カ

ジュア
ルクルーズ

お部屋タイプ・運賃

お部屋タイプ 人数

2名

3名

4名

2名

3名

4名

2名

3名

4名

2名

3名

4名

79,600
99,500
119,400
49,000
73,500
98,000

53,080
79,620
106,160
51,040
76,560
102,080

21,200
42,400

20,200

38,200

40,000

貸切
1名

2名

2名

1名

2名

デラックス
（窓側・専用バルコニーあり）

スタンダード4名様部屋（窓側）

スタンダード4名様部屋（窓側）
ハローキティルーム

スタンダード4名様部屋（窓側）
くまもんと夢見る船旅ルーム

スタンダード2名様部屋（窓側）

スタンダード1～2名様部屋（内側）

スタンダード1名様部屋（内側）

片道運賃（徒歩）
（単位：円） （単位：円）

お部屋タイプ 人数

2名

3名

4名

2名

1名

1名

57,760
82,260
106,760

19,000

14,700

48,760

貸切

貸切

相部屋

スタンダード
ウィズペットルーム
4名様部屋（窓側）※1 ※2

スタンダード
ウィズペットルーム
2名様部屋（窓側）※1 ※2

プライベートベッド

ツーリストルーム

片道運賃（徒歩）

※1 ウィズペットルーム使用料8,760円が含まれています。
※2 本クルーズでは、ウィズペットルームのご利用は小型犬のみとさせていただきます。

※組み合わせ人数ごとの合計運賃（税込）であり、人数分の昼食代金を含んでおります。
註1）身体障がい者(1種）、知的障がい者(A種）、精神障がい者(1級）の方は窓口にて各種障がい者手帳を
提示の上、 全等級が50%割引になります。 

註2） 身体障がい者(2種）、知的障がい者(B種）、精神障がい者(2級）の方は窓口にて各種障がい者手帳を
提示の上、 スタンダードルーム、プライベートベッド、ツーリストルームが50%割引になります。 

註3）JAF会員割引のお取り扱いはございません。ご注意ください。 

○車輌積込みのお客様は、別途下記運賃が必要となります。 

○宿泊料:お一人様あたり、朝食付き。  

クルーズの余韻のままに、船内で1泊。

乗りなれたマイカーと共に、クルーズ後の九州旅を楽しみませんか？

乗用車 4m未満
乗用車 5m未満~6m未満 
自転車
原付自転車(125cc未満） 
自動二輪

+2,010円
+2,240円
+1,020円
+1,530円
+2,040円

車
　
輌

予約番号発行から乗船指定日の7日前まで
乗船指定日の6日前から2日前まで
乗船指定日の前日から出航時刻まで
出航後

200円
券面記載金額の10％
券面記載金額の30％
券面記載金額の100％

等　級 
デラックスルーム 
スタンダードルーム4名様 
スタンダードルーム1名様、2名様 
プライベートベッド 
ツーリスト

8,000円/1名 
6,000円/1名 
5,000円/1名 
4,500円/1名 
4,000円/1名 

料　金 ▶ ホテルシップとは 
船内にて、大分入港後、
そのまま翌日の朝までご
宿泊いただけるサービス
です。ご宿泊いただくお
客様は、翌朝 大浴場も
ご利用いただけます。 

ホテルシップについて 

キャンセル料について

船に泊まろう。往復セットプラン がおすすめ！

※上記は一例です。
※スタンダード（4名様）のご利用
は2名様より承ります。
※復路で別府⇒大阪航路をご利
用頂くことも可能です。

1名様

1名様

2名様

23,240円
39,870円
79,740円

ツーリスト（相部屋）

スタンダード（4名様）

+大
　
分

神
　
戸

翌夕方発のさんふらわあで大分から神戸へ

昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ

帰り

家族みんなでクルーズ体験！ウィズペットルーム

小さなお子様に好評のキャラクタールーム

+
昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ

新造船に乗って志布志から大阪へ志布志
（鹿児島）

大阪
（南港）

大 分 神 戸

往復 86,180円（2名様+マイカー５ｍ未満ご利用の場合）

運賃例（マイカー舟遊®プラン往復）

舟遊®プラン往復セットプラン

+ +
５ｍ未満

往復 121,480円（2名様+マイカー５ｍ未満ご利用の場合）

+ +
５ｍ未満

例）神戸⇔大分航路の往復運賃（徒歩の場合）

九州縦断の旅が可能に！

新造船に乗って
カジュアルクルーズを2度楽しめる！

舟遊®プランは、異なる航路を組み合わせる往復
限定のプラン。大分～志布志（鹿児島）までのエ
リアには九州の有名観光スポットが点在してい
るため、九州を縦断して温泉やお食事、大自然を
満喫したい方におすすめです。

お帰りの志布志（鹿児島）からは、2018年に就航
した「さんふらわあさつま・きりしま」にご乗船。
最新設備を備え、シップ・オブ・ザ・イヤー 2018
大型客船部門賞を受賞した「さつま・きりしま」
でカジュアルクルーズをご堪能ください。

ポイント
1

ポイント
2

大阪南港

神戸六甲港

志布志港（鹿児島）

展望大浴場 3層吹き抜けのアトリウム

さんふらわあ 
さつま・きりしま新造船 

大分港

大分県/宇佐神宮

鹿児島県/桜島

宮崎県/都井岬

宮崎県/高千穂峡

大分県/くじゅう花公園大分県/由布院

往路：神戸発⇒大分行 復路：志布志発⇒大阪行 往路：神戸発⇒大分行 復路：志布志発⇒大阪行

往復共に
さんふらわあ
ご利用なら

行き

行き

帰り

デラックス（洋室）デラックス（洋室）スタンダード（4名様） スイート

下船後の観光をご検討の方には、お得なマイカー付き
乗船がおすすめ。昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ
運賃に+2,240円で乗用車積込みが可能です。
（５ｍ未満～６ｍ未満の場合）

※上記は一例です。舟遊®プランは16,850円～（1名様＋ツーリスト（大部屋）利用、徒歩の場合）、様々な等級に合わせた往復プランをご用意しております。詳しくはホームページをご確認ください。

�

○取消手数料
ご予約のお取り消しは、予約番号1件につき右記の取消手数料を申し受けます。
※乗船日は含みません。　※出航後の払い戻しは致しません。
コンビニエンスストア・銀行／郵貯ATM・ネットバンキング支払いの場合、払い戻し事務手数料 800円
（税別）が別途必要となります。



この旅行は2020年2月1日を基準としています。又旅行代金は2020年2月1日現在の
有効な運賃・規則を基準として算出しています。

当社・並びに販売店は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報に
ついて、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みい
ただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサー
ビスの受領のために必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を
担保する保険の手続き上必要な範囲で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、あ
らかじめ電子的方法で送付することによって提供いたします。この他①当社及び当社
との提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供
②お客様が旅行参加後のご意見やご感想のお願い③アンケートのお願い④特典サー
ビス提供⑤統計資料作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 

旅行日程に掲げる重要な変更が生じた場合、募集型企画旅行約款の規定により、変更補償
金を支払います。（お客様の同意を得て同等価格以上の品物又はサービスの提供とするこ
とがあります）変更保証金の額はお客様１名につき旅行代金の15％を限度とし、1,000円
未満の場合は支払いません。

当社は前第9項（1）の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款により、お
客様がご旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定
の損害につきましては補償金及び見舞金を又、手荷物に対する損害につきましては、損害補
償をお支払いいたします。

（1）当社は旅行の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、
お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して２年以内
に当社に対して通知があったときに限ります。

（2）旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命
令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、
当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

（3）手荷物について生じた本項（1）の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌
日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、１人15万円を限度とし
て賠償いたします。

添乗員同行プラン：添乗員は大分港出発から大阪南港帰着まで同行いたします。
個人プラン：添乗員は同行いたしません。

http://www.ferry-sunflower.co.jp/travel/

お問い合わせ・お申し込みは 0570-00-3268

［大阪本社］

現地ホテル・旅館のみのご手配をお受け致しますので、ご希望のお客様は、さんふらわあトラベルまでお問合せください

翌日のオプショナルツアー

添乗員同行プラン

設定期間：5/25［月］・6/15［月］・10/19［月］・11/9［月］出発

【共通のご案内】各コース最少催行人員：おとな20名様　添乗員：同行いたします　お申し込み：出発日の5営業日まで（船室に限りがございます。お早めにお申し込みください）
※天候・交通事情によりコースが変更になる場合がございます。　※なお、追加飲料及びこれに伴う諸税等については各施設にてお支払いください。　※無賃幼児（3歳以上）はバス席料金3,000円が必要となります。2歳以下はお問い合わせください。

■フェリー船室アップグレード（おひとり様／おとな・こども同額）
添乗員同行プラン・杉乃井ホテルプラン 愛犬とお家からず～っと一緒プラン

プライベート
ベッド

スタンダード
〈1名様定員〉
〈2名様定員〉
〈3～4名様定員〉　

1,800円
1,200円
2,200円

〈2～4名様定員〉　
2名利用
3名利用※
4名利用※

10,000円
8,000円
6,000円

デラックス スタンダードウィズ
ペットルーム
〈2名様定員、4名様定員〉

パワースポット 天岩戸神社＆高千穂峡の旅 2日間

■旅行代金（おひとり様／おとな・こども同額）

■旅行日程表

5月・6月 15,800円 10月・11月 16,800円

●貸切バス代　●通行料　●食事(昼食1回）
●フェリー運賃(大分⇒神戸：プライベートベッド(相部屋）
●添乗員経費　●バスガイド経費　●サービス料、諸税
■利用バス会社：大分交通

旅行代金に含まれるもの

相部屋 個室 個室 個室

日程 宿泊行　程

1日目 船中泊

2日目

大分港(7：45出発 予定）＝＝＝原尻の滝(休憩）＝＝＝天岩戸
神社(参拝）＝＝＝ホテル高千穂(昼食）＝＝＝高千穂峡(散策）＝
＝＝かまえインターパーク(買い物）＝＝＝大分港(19：15発）

フェリーさんふらわあにて神戸へ～～

個人旅行プラン

神戸港(六甲アイランド） 6：35着 解散

宇佐神宮参拝＆由布院散策の旅 2日間

■旅行代金（おひとり様／おとな・こども同額）

■旅行日程表

5月・6月 15,000円 10月・11月 16,000円

●貸切バス代　●通行料　●食事(昼食1回）　●入浴料
●フェリー運賃(大分⇒神戸：プライベートベッド(相部屋）
●添乗員経費　●バスガイド経費　●サービス料、諸税
■利用バス会社：大分交通

旅行代金に含まれるもの

日程 宿泊行　程

1日目 船中泊

2日目

大分港(7：45出発 予定）＝＝＝＝＝宇佐神宮(参拝）＝＝＝＝＝
ゆふいん山水館(昼食＆入浴）＝＝＝湯の坪街道(自由散策）
＝＝＝明礬 湯の里(見学・買い物）＝＝＝大分港(19：15発）

フェリーさんふらわあにて神戸へ～～
神戸港(六甲アイランド） 6：35着 解散

別府温泉 杉乃井ホテルプラン ３日間

■旅行代金(おひとり様）

■旅行日程表

●杉乃井ホテル宿泊代(本館：山側/洋室2名、和洋室3～4名）
●フェリー運賃(大分⇒神戸：プライベートベッド(相部屋）
●食事(ホテル：夕食1回、朝食1回）
■復路乗船日は初日より7日目まで延長が可能
■最少催行人員：おとな2名様　■添乗員：同行いたしません

旅行代金に含まれるもの

日程 宿泊行　程
1日目

2日目 船中泊

ホテル泊

3日目

大分港・・・(終日フリータイムとなります）・・・各自にて杉乃井ホテルへ
チェックアウト後・・・(乗船までフリータイムとなります）・・・
大分港(19：15発）

フェリーさんふらわあにて神戸へ～～
神戸港(六甲アイランド） 6：35着 解散

日程 宿泊行　程
1日目

2日目 船中泊

ホテル泊大分港・・・(終日フリータイムとなります）・・・各自にて湯布院ガーデンホテルへ
チェックアウト後・・・(乗船までフリータイムとなります）・・・
大分港(19：15発）

フェリーさんふらわあにて神戸へ～～

愛犬とお家からず～っと一緒プラン ３日間
■旅行日程表

●湯布院ガーデンホテル宿泊代(本館：和室）
●フェリー運賃(大分⇒神戸：スタンダードウィズペットルーム(個室）
●乗用車6m未満航送料(片道1台）　●食事(ホテル：夕食1回、朝食1回）
■復路乗船日は初日より7日目まで延長が可能
■最少催行人員：おとな2名様　■添乗員：同行いたしません

旅行代金に含まれるもの

5月・6月
20,900円
15,700円
7,700円

おとな
こども

幼児(3歳～未就学児）

23,800円
17,700円
9,000円

10月・11月

■旅行代金(おひとり様）
5月・6月

4名1室
3名1室
2名1室
こども

30,800円
37,300円
38,300円
19,900円

10月・11月

3日目 神戸港(六甲アイランド） 6：35着 解散

29,300円
35,800円
36,800円
18,900円

※1日目のみご参加（大分港離団）の場合は5,000円引き ※1日目のみご参加（大分港離団）の場合は5,000円引き

高千穂峡 宇佐神宮

湯の坪街道天岩戸神社

杉乃井ホテル 棚湯

湯布院ガーデンホテルホテル 外観

ドッグラン

杉乃井ホテル 客室一例

宿泊可能な大きさ

小型犬

※1 ワンちゃんの施設使用料は現地でお支払いとなります。

※1

※4名様定員客室を2名様でご利用の場合は別途ルームチャージが必要となります。※3人目、4人目の方はプルマンベッドになります。

基本船室
基本船室

�



⇒大阪梅田至 神戸三宮

⇐ 三ノ宮・　 新神戸方面

⇐ 姫路・摩耶方面

至 神戸三宮

⇒大阪・新大阪・
京都・東海・
首都圏方面
⇒大阪梅田

⇒名神・阪神高速環状線

●当日08：30より受付を開始いたします。（待合所は08：00頃よりご利用頂けます）
●ターミナルに到着されましたら、代表者様は受付カウンターにてご乗船手続きを
お済ませください。ご乗船手続き後は、乗船開始の案内があるまで、2階または1階
奥にある待合スペースにてお待ちください。マイカーをフェリーに積み込まれる
お客様は、10：00までにお車にお戻りください。乗船開始は10：15頃を予定して
おります。
●本便では「整理券」が必要なイベントがございます。（操舵室見学、星空教室etc）
整理券は上記、「受付見取り図」内記載の場所で先着順にて配布しておりますので、
参加ご希望の方はこちらで整理券をお受け取りください。

●大分港での下船後のバスご案内
　大分港からは下船にあわせて大分駅行きのバスが1回のみ運行しております。
（170円／1回･予約不要）

●阪神電車御影駅から（35分）、阪急電車御影駅から（28分）、JR住吉駅から（20分）、
六甲ライナーアイランド北口駅から（5分）を経由して、フェリー乗り場まで、直通
フェリー連絡バス【無料】が便利です。 

●OCAT（JR難波駅）より無料のシャトルバス（要予約）を運行予定です。 
　※運行時間に関しては、ホームページまたは予約センターにてご確認ください。

●大阪方面から⇒阪神高速5号湾岸線・六甲アイランド北I.C.を出てすぐ。
●姫路方面から⇒阪神高速3号神戸線・摩耶I.C.を出て⇒国道43号線 （東明交差点）・
六甲大橋を渡る約20分。
●名古屋方面から⇒名神自動車道・西宮JCT⇒阪神高速3号神戸線 魚崎I.Cを出て
⇒国道43号線（東御影交差点）・六甲大橋を渡る約15分

大分港入港後
すぐ下船のお客様

22：15発または
満席になり次第発車

ホテルシップご利用の上、
翌朝下船のお客様

07：45発または
満席になり次第発車

受付カウンター

受付見取り図　神戸港（1階）

集合場所：神戸港（六甲アイランド）

Ⓐ … 一般のお客さま
Ⓑ … お車を港に停め置きされるお客さま　
Ⓒ … JAFメディアワークス受付カウンター

⇒2階待合スペース

JAFメディアワークス受付カウンター

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

WC

ターミナル入口

フェリーさんふらわあ予約センター

［ 平日 ］ 9：00～18：00　［ 土日祝 ］ 9：00～17：00
https://www.ferry-sunflower.co.jp/

TEL:06-6614-1013お問い合わせ
お申込 み先

神戸港（六甲アイランド）フェリーターミナルのご案内

かつて湯布院が湖だった名残の
池。秋は湖面を紅葉が彩ります。

金鱗湖 
お土産屋さんや食事処が多数軒
を連ね、観光客で賑わっています。

湯の坪街道 

全国でも高い知名度と人気を誇る温泉地。900を超える源泉（全国第2位）
から、毎分49klも湧出し、豊富な湯量と周辺の美しい自然を兼ね備えて
いることから、国民保養温泉地にも指定。美術館や工房なども人気です。

由布院温泉 

別府温泉 

源泉の噴気や熱湯が
地上に勢いよく噴出
する７つの地獄を一
巡する地獄めぐりが
人気です。

別府地獄めぐり 

古園石仏大日如来像に代表
される磨崖仏は、平安時代後
期から鎌倉時代にかけて彫
刻されたと言われ、日本を代
表する石仏群であり九州で初
めて国宝に指定されました。

国宝臼杵石仏 

高崎山

フェリー連絡バスをご利用の場合

お車をご利用の場合 

阪神御影駅
フェリーバス
のりば

阪急御影駅
フェリーバス
のりば

JR住吉駅
フェリーバス
のりば 

アイランド北口駅
フェリーバス
のりば 

無料

1便
2便
3便
4便

8:20発
8:45発
9:10 発
9:35発

1便
2便
3便
4便

1便
2便
3便
4便

1便
2便
3便
4便

8:35発
9:00発
9:25発
9:50発

8:27発
8:52発
9:17 発
9:42発

8:50発
9:15発
9:40発
10:05発

源泉数、湧出量共に日本一。世界
有数の温泉地であり、温泉王国
大分県の中でも一際存在感を
誇ります。総称して「別府八湯」と
呼ばれる代表的な８つの温泉が、
市内全域に点在しています。

別府市

別府市

臼杵市

くじゅう連山を背景
に、ラベンダー、コスモ
スなど、季節毎に約
500種類の花々が咲
き誇ります。

くじゅう花公園  
竹田市

名勝耶馬渓では、江戸時
代の僧・禅海がノミと槌だ
けを使い30年もの歳月を
経て貫通させた青の洞門
も必見です。

耶馬溪・青の洞門
中津市

大分市

由布市

由布市 由布市野生の猿に餌付けしている
自然動物園。サルたちとの距
離が近いことが人気です。

昼の瀬戸内海カジュアルクルーズの後は…
クルーズのゴールは、「日本一のおんせん県」。
下船後は、大分から始まるもう一つの旅をお楽しみください。

中津市

別府市
由布市 大分市

竹田市
臼杵市
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マイカーで、さらに遠くへ。（昼の瀬戸内海カジュアルクルーズ運賃に追加2,240円で車輌積込みが可能です。（※乗用車５ｍ～６ｍ未満の場合））

さんふらわあ 検 索 WEBなら24時間受付中
（AM3:00 ～ 5:00を除く）

イベント整理券
配布場所（先着）
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