
ペット同伴のご乗船に関する誓約書
（お 客 様 控）

第２項：注意事項
◇ペットケージ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、船長、事務長並びに本船乗組員の指示に従ってください。
２） 乗下船の時間・方法ついては、港発券所(発行店)職員、船長、事務長並びに本船乗組員の指示に従い行動ください。
３） 本誓約書は港発券所(発行店)並びに、本船案内所へ必ずご提出ください。
４） 乗下船時及びドッグランへご移動する際は、必ずお客さまご持参の「全身が入る」ペットケージ等へ入れ、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。）
５） 以下に該当するペット及び動物は、ご乗船できません。
（ア）猛禽、猛獣、爬虫類、毒保有の昆虫類。
（イ）予防接種(狂犬病・各種ワクチン)を1年以内に受けていない犬。(証明書のご提示がなき場合、ご乗船いただけません)
（ウ）生後6か月未満のペット。
（エ）人に危害を加えるおそれのある特定8犬種(※1)及び弊社が指定した犬種、並びにそれに準じる雑種。
（オ）弊社が定めるペットケージ等(※2)を持参されない、また持参されてもそのペットケージ等に入らないペット。
（カ）お客さまご自身で、ペットケージ等へ入れ持ち運び、ご移動が出来ないペット。
（キ）無駄吠えや他のお客さまへの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。
（ク）発情中及び妊娠状態のペット、伝染性の病気、下痢など体調のすぐれないペット。
（ケ）その他弊社がご予約時、乗船手続時を含め随時、特に指定するペット。

(※1)秋田犬、紀州犬、土佐犬、ジャーマン・シェパード、ドーベルマン、グレートデン、セントバーナード、アメリカン・スタッフォード
シャー・テリア(アメリカン・ピット・ブル・テリア)

(※2)ペットケージ等の大きさは、航路毎に下記に定める制限を設けます。
【大阪/別府航路】幅30cm以内、全長60cm以内 【神戸/大分航路・大阪/志布志航路】幅60cm以内、全長120cm以内

６） 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、ご利用のお客さ
ま各位でご加入ください。弊社では保険加入はいたしておりません。

７） 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。
８） 非常時には、人命救助を最優先させていただきます。
９） 万一、ペットに起因する事故・怪我・トラブル(負傷・死亡・盗難・噛み付きや騒音、他のお客さまおよび本船乗組員のけがなど)及び、港の設備、

本船の船体、船室、家具、什器、備品、その他の破損・汚損・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。(ペットに起因する事故・怪我・トラブルが生じた場合、原状復帰にかかる費用及び弊社や他のお客さま、乗組員が被った損害の一切をお
客さまにご負担いただきます)

１０） 乗下船時及び航海中のご移動は、他のお客さまのご迷惑とならないよう、ご配慮をお願いいたします (アレルギー症等をお待ちのお客さまが、
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いたします。なお、ペットケージ等をご利用の場合でも、ペッ
ト同伴でのご移動は、乗下船時及びドッグランへのご移動を除き禁止いたし、船内公共設備のご利用もいただけません。

１１） 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、お客さまの責任において行ってください。
１２） 船内でのブラッシング・トリミングは、固くお断り申し上げます。
１３） ペットケージルームご利用のお客さまは、ペットを必ず本船備え付けのケージに入れ、(大阪/志布志航路ドッグランを除く)その他船室へ連れ出

さないようお願いいたします。
１４） ペット同士の相性が悪い場合は、ペットケージ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。
１５） ペットケージ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、お客さまが行ってください。
１６） ペットケージルームの入口扉は、夜間は保安上ドアを施錠いたします。(大阪/志布志航路では24時間開放)また、天候等の事情により、弊社又は

乗組員の判断により、ドアを施錠する場合がございます。
１７） ペットケージルームのご利用は1ケージあたり1匹といたします。

◇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１３）～１７）項を除く１）～１２）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さまにつきましては、予めご理解願います。
３. ペットのシャワー室利用は禁止いたします。また、ウィズペットルーム内のベッド及びソファーにペットをのせないよう、ご注意ください。
４. 必ずご使用いただいた船室の清掃をお願いいたします。(マナー向上にご協力ください)
５. ウィズペットルーム内にペットのみを残される場合は、必ずペットを、ペットケージ等にお入れになり、フタを閉めていただくか、リードを付け固

定してください。
６. ウィズペットルームのご利用は1室あたり2匹までといたします。
７. 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. ドッグランのご利用は、ペットケージルームまたは、ウィズペットルームご利用のお客さまに限り、それぞれ上記規定順守願います。
２．ドッグランへのご移動は、お客さまご持参のフタを閉めたペットケージ等に入れて移動してください。リードの有無を問わず、船内を歩行させるこ

とは固くお断りいたします。
３. ドッグラン内への、ペット・人間用の飲食物、おもちゃ(ボール等)のお持ち込み、喫煙はご遠慮ください。
４. ドッグラン内の排泄物処理は、マナーを守ってお客さまが行ってください。
５．小学生以下のお子さまだけでのご利用はいただけません。また、ペットだけをドッグラン内に放置する行為も禁止いたします。
６. 天候等の事情により、弊社又は乗組員の判断によりドッグランを閉鎖する場合がございます。
７. 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。
８. ドッグラン内におけるお客さま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。

＜（ペットケージルーム ・ ウィズペットルーム・ドッグラン）ご利用のお客さま用＞ *（ ）該当に〇印

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いたし、また、これに反した場合は既に締結した運送契約の解除に同
意いたします。

記

第１項：持ち込みするペットの内容(申告に誤りがあるとご乗船頂けない場合がございますので、ご注意ください)

年 月 日
氏 名：

宛：株式会社フェリーさんふらわあ殿

連絡先： ( )

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 船室番号
ペット
種類

ペットケージ・カートサイズ

乗　船　便
(該当に○印)

(幅)　  　　　　　　　　　 　　  　cm×(全長)　 　　　　 　 　　　　　　  　cm×(高さ)　　　　　　　　　　　　     　cm

同伴ペット2

(幅)　  　　　　　　　　　 　　  　cm×(全長)　 　　　　 　 　　　　　　  　cm×(高さ)　　　　　　　　　　　　     　cm

同伴ペット1



（本 船 控）

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

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いたし、また、これに反した場合は既に締結した運送契約の解除に同
意いたします。

記

第１項：持ち込みするペットの内容(申告に誤りがあるとご乗船頂けない場合がございますので、ご注意ください)

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 船室番号
ペット
種類

ペットケージ・カートサイズ

乗　船　便
(該当に○印)

(幅)　  　　　　　　　　　 　　  　cm×(全長)　 　　　　 　 　　　　　　  　cm×(高さ)　　　　　　　　　　　　     　cm

同伴ペット2

(幅)　  　　　　　　　　　 　　  　cm×(全長)　 　　　　 　 　　　　　　  　cm×(高さ)　　　　　　　　　　　　     　cm

同伴ペット1

第２項：注意事項
◇ペットケージ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、船長、事務長並びに本船乗組員の指示に従ってください。
２） 乗下船の時間・方法ついては、港発券所(発行店)職員、船長、事務長並びに本船乗組員の指示に従い行動ください。
３） 本誓約書は港発券所(発行店)並びに、本船案内所へ必ずご提出ください。
４） 乗下船時及びドッグランへご移動する際は、必ずお客さまご持参の「全身が入る」ペットケージ等へ入れ、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。）
５） 以下に該当するペット及び動物は、ご乗船できません。
（ア）猛禽、猛獣、爬虫類、毒保有の昆虫類。
（イ）予防接種(狂犬病・各種ワクチン)を1年以内に受けていない犬。(証明書のご提示がなき場合、ご乗船いただけません)
（ウ）生後6か月未満のペット。
（エ）人に危害を加えるおそれのある特定8犬種(※1)及び弊社が指定した犬種、並びにそれに準じる雑種。
（オ）弊社が定めるペットケージ等(※2)を持参されない、また持参されてもそのペットケージ等に入らないペット。
（カ）お客さまご自身で、ペットケージ等へ入れ持ち運び、ご移動が出来ないペット。
（キ）無駄吠えや他のお客さまへの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。
（ク）発情中及び妊娠状態のペット、伝染性の病気、下痢など体調のすぐれないペット。
（ケ）その他弊社がご予約時、乗船手続時を含め随時、特に指定するペット。

(※1)秋田犬、紀州犬、土佐犬、ジャーマン・シェパード、ドーベルマン、グレートデン、セントバーナード、アメリカン・スタッフォード
シャー・テリア(アメリカン・ピット・ブル・テリア)

(※2)ペットケージ等の大きさは、航路毎に下記に定める制限を設けます。
【大阪/別府航路】幅30cm以内、全長60cm以内 【神戸/大分航路・大阪/志布志航路】幅60cm以内、全長120cm以内

６） 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、ご利用のお客さ
ま各位でご加入ください。弊社では保険加入はいたしておりません。

７） 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。
８） 非常時には、人命救助を最優先させていただきます。
９） 万一、ペットに起因する事故・怪我・トラブル(負傷・死亡・盗難・噛み付きや騒音、他のお客さまおよび本船乗組員のけがなど)及び、港の設備、

本船の船体、船室、家具、什器、備品、その他の破損・汚損・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。(ペットに起因する事故・怪我・トラブルが生じた場合、原状復帰にかかる費用及び弊社や他のお客さま、乗組員が被った損害の一切をお
客さまにご負担いただきます)

１０） 乗下船時及び航海中のご移動は、他のお客さまのご迷惑とならないよう、ご配慮をお願いいたします (アレルギー症等をお待ちのお客さまが、
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いたします。なお、ペットケージ等をご利用の場合でも、ペッ
ト同伴でのご移動は、乗下船時及びドッグランへのご移動を除き禁止いたし、船内公共設備のご利用もいただけません。

１１） 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、お客さまの責任において行ってください。
１２） 船内でのブラッシング・トリミングは、固くお断り申し上げます。
１３） ペットケージルームご利用のお客さまは、ペットを必ず本船備え付けのケージに入れ、(大阪/志布志航路ドッグランを除く)その他船室へ連れ出

さないようお願いいたします。
１４） ペット同士の相性が悪い場合は、ペットケージ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。
１５） ペットケージ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、お客さまが行ってください。
１６） ペットケージルームの入口扉は、夜間は保安上ドアを施錠いたします。(大阪/志布志航路では24時間開放)また、天候等の事情により、弊社又は

乗組員の判断により、ドアを施錠する場合がございます。
１７） ペットケージルームのご利用は1ケージあたり1匹といたします。

◇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１３）～１７）項を除く１）～１２）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さまにつきましては、予めご理解願います。
３. ペットのシャワー室利用は禁止いたします。また、ウィズペットルーム内のベッド及びソファーにペットをのせないよう、ご注意ください。
４. 必ずご使用いただいた船室の清掃をお願いいたします。(マナー向上にご協力ください)
５. ウィズペットルーム内にペットのみを残される場合は、必ずペットを、ペットケージ等にお入れになり、フタを閉めていただくか、リードを付け固

定してください。
６. ウィズペットルームのご利用は1室あたり2匹までといたします。
７. 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. ドッグランのご利用は、ペットケージルームまたは、ウィズペットルームご利用のお客さまに限り、それぞれ上記規定順守願います。
２．ドッグランへのご移動は、お客さまご持参のフタを閉めたペットケージ等に入れて移動してください。リードの有無を問わず、船内を歩行させるこ

とは固くお断りいたします。
３. ドッグラン内への、ペット・人間用の飲食物、おもちゃ(ボール等)のお持ち込み、喫煙はご遠慮ください。
４. ドッグラン内の排泄物処理は、マナーを守ってお客さまが行ってください。
５．小学生以下のお子さまだけでのご利用はいただけません。また、ペットだけをドッグラン内に放置する行為も禁止いたします。
６. 天候等の事情により、弊社又は乗組員の判断によりドッグランを閉鎖する場合がございます。
７. 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。
８. ドッグラン内におけるお客さま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。

年 月 日
氏 名：

宛：株式会社フェリーさんふらわあ殿

連絡先： ( )



（案 内 所 控）

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

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いたし、また、これに反した場合は既に締結した運送契約の解除に同
意いたします。

記

第１項：持ち込みするペットの内容(申告に誤りがあるとご乗船頂けない場合がございますので、ご注意ください)

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 船室番号
ペット
種類

ペットケージ・カートサイズ

乗　船　便
(該当に○印)

(幅)　  　　　　　　　　　 　　  　cm×(全長)　 　　　　 　 　　　　　　  　cm×(高さ)　　　　　　　　　　　　     　cm

同伴ペット2

(幅)　  　　　　　　　　　 　　  　cm×(全長)　 　　　　 　 　　　　　　  　cm×(高さ)　　　　　　　　　　　　     　cm

同伴ペット1

第２項：注意事項
◇ペットケージ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、船長、事務長並びに本船乗組員の指示に従ってください。
２） 乗下船の時間・方法ついては、港発券所(発行店)職員、船長、事務長並びに本船乗組員の指示に従い行動ください。
３） 本誓約書は港発券所(発行店)並びに、本船案内所へ必ずご提出ください。
４） 乗下船時及びドッグランへご移動する際は、必ずお客さまご持参の「全身が入る」ペットケージ等へ入れ、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。）
５） 以下に該当するペット及び動物は、ご乗船できません。
（ア）猛禽、猛獣、爬虫類、毒保有の昆虫類。
（イ）予防接種(狂犬病・各種ワクチン)を1年以内に受けていない犬。(証明書のご提示がなき場合、ご乗船いただけません)
（ウ）生後6か月未満のペット。
（エ）人に危害を加えるおそれのある特定8犬種(※1)及び弊社が指定した犬種、並びにそれに準じる雑種。
（オ）弊社が定めるペットケージ等(※2)を持参されない、また持参されてもそのペットケージ等に入らないペット。
（カ）お客さまご自身で、ペットケージ等へ入れ持ち運び、ご移動が出来ないペット。
（キ）無駄吠えや他のお客さまへの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。
（ク）発情中及び妊娠状態のペット、伝染性の病気、下痢など体調のすぐれないペット。
（ケ）その他弊社がご予約時、乗船手続時を含め随時、特に指定するペット。

(※1)秋田犬、紀州犬、土佐犬、ジャーマン・シェパード、ドーベルマン、グレートデン、セントバーナード、アメリカン・スタッフォード
シャー・テリア(アメリカン・ピット・ブル・テリア)

(※2)ペットケージ等の大きさは、航路毎に下記に定める制限を設けます。
【大阪/別府航路】幅30cm以内、全長60cm以内 【神戸/大分航路・大阪/志布志航路】幅60cm以内、全長120cm以内

６） 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、ご利用のお客さ
ま各位でご加入ください。弊社では保険加入はいたしておりません。

７） 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。
８） 非常時には、人命救助を最優先させていただきます。
９） 万一、ペットに起因する事故・怪我・トラブル(負傷・死亡・盗難・噛み付きや騒音、他のお客さまおよび本船乗組員のけがなど)及び、港の設備、

本船の船体、船室、家具、什器、備品、その他の破損・汚損・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。(ペットに起因する事故・怪我・トラブルが生じた場合、原状復帰にかかる費用及び弊社や他のお客さま、乗組員が被った損害の一切をお
客さまにご負担いただきます)

１０） 乗下船時及び航海中のご移動は、他のお客さまのご迷惑とならないよう、ご配慮をお願いいたします (アレルギー症等をお待ちのお客さまが、
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いたします。なお、ペットケージ等をご利用の場合でも、ペッ
ト同伴でのご移動は、乗下船時及びドッグランへのご移動を除き禁止いたし、船内公共設備のご利用もいただけません。

１１） 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、お客さまの責任において行ってください。
１２） 船内でのブラッシング・トリミングは、固くお断り申し上げます。
１３） ペットケージルームご利用のお客さまは、ペットを必ず本船備え付けのケージに入れ、(大阪/志布志航路ドッグランを除く)その他船室へ連れ出

さないようお願いいたします。
１４） ペット同士の相性が悪い場合は、ペットケージ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。
１５） ペットケージ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、お客さまが行ってください。
１６） ペットケージルームの入口扉は、夜間は保安上ドアを施錠いたします。(大阪/志布志航路では24時間開放)また、天候等の事情により、弊社又は

乗組員の判断により、ドアを施錠する場合がございます。
１７） ペットケージルームのご利用は1ケージあたり1匹といたします。

◇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１３）～１７）項を除く１）～１２）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さまにつきましては、予めご理解願います。
３. ペットのシャワー室利用は禁止いたします。また、ウィズペットルーム内のベッド及びソファーにペットをのせないよう、ご注意ください。
４. 必ずご使用いただいた船室の清掃をお願いいたします。(マナー向上にご協力ください)
５. ウィズペットルーム内にペットのみを残される場合は、必ずペットを、ペットケージ等にお入れになり、フタを閉めていただくか、リードを付け固

定してください。
６. ウィズペットルームのご利用は1室あたり2匹までといたします。
７. 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. ドッグランのご利用は、ペットケージルームまたは、ウィズペットルームご利用のお客さまに限り、それぞれ上記規定順守願います。
２．ドッグランへのご移動は、お客さまご持参のフタを閉めたペットケージ等に入れて移動してください。リードの有無を問わず、船内を歩行させるこ

とは固くお断りいたします。
３. ドッグラン内への、ペット・人間用の飲食物、おもちゃ(ボール等)のお持ち込み、喫煙はご遠慮ください。
４. ドッグラン内の排泄物処理は、マナーを守ってお客さまが行ってください。
５．小学生以下のお子さまだけでのご利用はいただけません。また、ペットだけをドッグラン内に放置する行為も禁止いたします。
６. 天候等の事情により、弊社又は乗組員の判断によりドッグランを閉鎖する場合がございます。
７. 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。
８. ドッグラン内におけるお客さま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。

年 月 日
氏 名：

宛：株式会社フェリーさんふらわあ殿

連絡先： ( )


