
電話予約          2019年3月8日（金）10：00～（5月・6月運航便） 
インターネット予約 2019年3月12日（火）9：00～（5月運航便） 
              2019年4月2日（火）9：00～（6月運航便） 
※10月・11月運航便の予約受付開始日は、決定次第お知らせいたします。 

2019年2月27日 

2019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 

 

～【フェリーさんふらわあ設立10周年記念】 5月は新造船で運航 ～ 

 株式会社フェリーさんふらわあ（代表取締役社長：井垣 篤司）は、2019年も限定航海「昼の瀬戸内感動クルーズ」を4回
実施いたします。2011年10月、阪神-別府航路開設100周年記念事業の一環で、100年前の就航時と同じ昼間の瀬戸内
海を航行する企画として、36年ぶりに復活した昼の瀬戸内海航路。7年間で計29回の運航を実施してまいりましたが、
2019年1回目の運航となる5月便は、（株）フェリーさんふらわあ設立10周年を記念し、昨年大阪～志布志航路に25年ぶり
に就航した新造船「さんふらわあ きりしま」で、初めて運航いたします。 

 本クルーズは、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、毎回ご好評をいただいております。
2019年も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、「昼の瀬戸内感動クルーズ」にて非日常の世
界をご堪能ください。 

○実施日時 ： 2019年5月12日（日）、6月2日（日）、10月20日（日）、11月10日（日） 
 5月のみ        大阪南港 12：00  発  ⇒  志布志港  翌朝6:30  着（瀬戸内海を航行します） 

 6月・10月・11月  神戸六甲アイランド港 10：40  発 ⇒  大分港  22：00  着         

○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 

予約受付開始日 

夕食バイキング（イメージ） 

瀬戸大橋 

○運航船 ：  5月12日        さんふらわあ きりしま（新造船・2018年9月15日就航） 
         6月2日、10月20日 さんふらわあ ぱーる  
         11月10日        さんふらわあ ごーるど 
 

○船内イベント ： 5月は「大阪・鹿児島」、6月は「瀬戸内」、10月「神戸」、11月「大分」 
                                  と各回でテーマを設定し、イベントを開催予定です。 
             5月は奄美島唄、鹿児島焼酎試飲会、二胡演奏、6月は淡路人形浄 
             瑠璃などを実施いたします。他に、各回共通のイベントとして操舵室 
                                  見学や船長との記念撮影会など、盛りだくさんのイベントを予定して 
                                  おります。 
             他運航時のイベントについては決定後、ホームページ上にて発表い 
             たします。（天候その他事情により変更される場合がございます） 
 

○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 
                                  可能でございます。（朝食バイキング付き） 
            ※5月便は運航時間の都合により、乗船される方全員船内でご宿 
                                      泊いただきます。 
 

○お食事 ：  船旅の楽しみの一つである「お食事」については、昼食・夕食ともに「昼 
         の瀬戸内感動クルーズ」特別メニューをご用意いたします。 



デラックスルーム スイートルーム 

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ご提示いただきますと、ご本人様と介護人 
    1名様の旅客運賃（全等級）・乗用車航送代が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・3級）の方は、 
   窓口にて各種障害者手帳をご提示いただきますと、ご本人様の旅客運 
   賃（ツーリスト・プライベートベッドのみ）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ご提示いただきますと、旅客運賃（全 
   等級）・乗用車航送代が10％割引になります。バイクでご乗船の場合、 
   ご本人様の旅客運賃（全等級）・バイク航送代が10％割引になります。 

運賃 

○適用便： 2019年5月12日（日） 

大阪南港 12：00発 ～ 志布志港 翌朝6：30着 

※昼食弁当は別途2,000円（税込・お茶付）で販売いたします。完全予約制、電話予約で承ります。 
※スイートルームの3人目、デラックスルーム（洋室）の3～4人目、スーペリアの2人目はエキストラベッドを使用します。 
※スイートルームご利用のお客様には、さんふらわあワインを1本プレゼントいたします。 
※ウィズペットルームは部屋使用料として、1室あたり別途8,600円（税込）が必要です。 
※ご乗船のお客様には、朝食バイキングをサービスいたします。 

○車輌積込のお客様は、別途下記運賃が必要です。   

○下船後のご案内   
  志布志港→鹿児島市内までの無料シャトルバス（要予約）をご用意しております。ご利用されるお客様は、ご予約の際に「鹿児島 
  市内までのシャトルバス利用」とお伝えください。所要時間は約2時間です。 
 
○往復さんふらわあをご利用のお客様へ 
  復路 志布志→大阪のさんふらわあをご利用の方に便利な観光タクシープランや、宿泊セットプランもご用意しております！ 
  詳しくはさんふらわあトラベル（株）（Tel：06-6344-8521）までお問い合わせいただくか、HPをご確認ください。 

プライベートベッドルーム 

復路 志布志→大阪のさんふらわ

あをご利用の方に便利な観光タク
シープランや、宿泊セットプランな
どもご用意しております！詳しくは
さんふらわあトラベルへお問合せ
頂くか、さんふらわあトラベルのHP

をご確認ください。 

乗用車　4m未満 + 2,000円

乗用車　4m～6m未満 + 2,200円

自転車 + 1,000円

原付自転車（125cc未満） + 1,500円

自動二輪車 + 2,000円

車
輌

種別 等級 部屋定員 部屋タイプ

3人目

22,000円

3人目・4人目

15,000円

デラックスルーム（和室） 2～4名 個室（窓あり）

2人目

12,200円

スタンダードシングル 1名 個室（窓あり）

プライベートベッドグループ 3～4名 個室（窓なし）

プライベートシングル 7名・9名 相部屋（窓なし）

プライベードベッドルーム 16名 相部屋（窓なし）

ツーリストルーム 14名・18名 相部屋（窓なし）

3人目・4人目

15,000円

旅
客

個室（窓あり）デラックスウィズペットルーム（洋室） 2～4名 32,100円

運賃

スイートルーム 2～3名 個室（窓あり） 45,900円

20,400円

19,200円

15,400円

デラックスルーム（洋室） 2～4名 個室（窓あり） 32,100円

22,700円

21,600円

スーペリアルーム 1～2名 個室（窓なし） 26,500円

33,200円



※ホテルシップとは 
   入港後、翌日の朝まで船内で ご宿泊いただけるサービスです。 
   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 

運賃 

○適用便： 2019年6月2日（日）、10月20日（日）、11月10日（日） 

神戸六甲アイランド港 10：40発 ～ 大分港 22：00着 

※デラックスルームを3～4名で利用される場合はプルマンベッド1～2台を使用します。 
※デラックスルームご利用のお客様にはさんふらわあワインを1本プレゼントいたします。 
※ウィズペットルームは、部屋使用料として1室あたり別途8,600円が必要です。 
※ご乗船のお客様には、昼食弁当をサービスいたします。 

○車輌積込のお客様は、別途下記運賃が必要です。   

復路 志布志→大阪のさんふらわ

あをご利用の方に便利な観光タク
シープランや、宿泊セットプランな
どもご用意しております！詳しくは
さんふらわあトラベルへお問合せ
頂くか、さんふらわあトラベルのHP

をご確認ください。 

乗用車　4m未満 + 2,000円

乗用車　4m～6m未満 + 2,200円

自転車 + 1,000円

原付自転車（125cc未満） + 1,500円

自動二輪車 + 2,000円

車
輌

等級 料金

デラックス 7,000円

スタンダード4名 5,000円

スタンダード1名・2名 4,000円

プライベードベッド 3,500円

ツーリスト 3,000円

○下船後のご案内  
     大分港→JR西大分駅  徒歩10分 
   大分港→JR大分駅   路線バス（大分交通） 12分／160円 
 

○往復さんふらわあをご利用のお客様へ 
   復路 大分→神戸のさんふらわあをご利用の方に便利な観光タクシープランや、宿泊セットプランもご用意しております！ 
   詳しくはさんふらわあトラベル（株）（Tel：06-6344-8521）までお問い合わせいただくか、HPをご確認ください。 

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ご提示いただきますと、ご本人様と介護人 
    1名様の旅客運賃（全等級）・乗用車航送代が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・3級）の方は 
   窓口にて各種障害者手帳をご提示いただきますと、ご本人様の旅客運 
   賃（ツーリスト・プライベートベッドのみ）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ご提示いただきますと、旅客運賃（全 
   等級）・乗用車航送代が10％割引になります。バイクでご乗船の場合、 
   ご本人様の旅客運賃（全等級）・バイク航送代が10％割引になります。 

スタンダードルーム4名 デラックスルーム 

種別 等級 部屋定員 部屋タイプ

3人目・4人目

19,500円

スタンダードルーム4名 3～4名 個室（窓あり）

スタンダードルーム4名（貸切） 2名利用時 個室（窓あり）

スタンダードルーム2名 2名 個室（窓あり）

スタンダードルーム2名 2名 個室（窓なし）

スタンダードルーム1名 1名 個室（窓なし）

2人目

17,600円

プライベードベッドルーム 10名 相部屋（窓なし）

ツーリストルーム 16名・18名 相部屋（窓あり）

ウィズペットスタンダードルーム4名 3～4名 個室（窓あり）

ウィズペットスタンダードルーム4名（貸切） 2名利用時 個室（窓あり）

ウィズペットスタンダード2名 2名 個室（窓あり）

旅
客

22,000円

24,000円

19,800円

18,600円

18,600円

14,400円

22,000円

デラックスルーム 2～4名 個室（窓あり） 39,000円

19,800円

24,000円

18,600円

スタンダードルーム1名+EXベッド 2名 個室（窓なし）

運賃

19,800円


