
瀬戸内海 海の旅瀬戸内海 海の旅呉港
発着
呉港
発着 船で行く船で行く

トラベルサービス 呉営業所

TEL.0823-21-5112TEL.0823-21-5112

瀬戸内海の自然を感じながら、ゆったりと流れるくつろぎの時間と、思い思いに過ごせるリラックス空間。
まるで海上に浮かぶ公園でくつろいでいるかのような時間の体感を目指しました。

■最少催行人員：2名　■添乗員：同行いたしません　■食事：昼1回 ■旅行代金には乗船料、リムジンバス代、昼食代、入浴代、食べ歩きク
ーポン代、税金が含まれます※復路クルーズフェリーは出港時間によりSEA PASEOにご乗船頂けない場合がございます また、復路
スーパージェットに変更の場合は呉港/大人お一人様2,000円にて変更可能です（事前申し込みに限ります）

呉港～（クルーズフェリー『SEA PASEO』）～松山観光港=（各自リムジンバスにて）=道後温泉       [茶玻留]人気のランチビュッフェと入浴 又は [ふなや]自慢の和会席料理と入浴…（徒歩）…道後温泉街食べ歩き=（各自リムジンバスにて）=松山観光港～（クルーズフェリー）～呉港
16：10～22：057：30 10：339：25/9：50

昼食 昼食
道後温泉でうれしい食べ歩きクーポン3枚付！お好みの道後グルメをご賞味ください

そよ風のパティオそよ風のパティオ パノラマソファパノラマソファ リラックスシートリラックスシート

❶ 新造船SEA PASEOに乗船！
❷ 瀬戸内海の美しい島々を船上よりお楽しみください
❸ ご昼食は道後温泉 茶玻留にて人気のランチビュッフェ
　 または創業390年道後温泉ふなやで頂く
 　自慢の和会席料理をお選びいただけます
❹ もちろん茶玻留、ふなやともに温泉入浴付！
❺ 道後グルメ食べ歩きクーポン3枚付！
❻ 復路のクルーズフェリーはお好きなお時間をお選びください
❼ 道後温泉駅～松山観光港までの
　 往復1,560円分のリムジンバスチケット付

昼食＆入浴と
道後グルメ食べ歩き！

昼食＆入浴と
道後グルメ食べ歩き！選べる選べる
選べる選べる

往路

■11月奇数日 ■12月奇数日 ■1月偶数日 ■2月奇数日 ■3月偶数日 

■11月偶数日 ■12月偶数日 ■1月奇数日 ■2月偶数日 ■3月奇数日 

呉港 7:30発/13:10発 松山観光港 9:35発/15:20発

呉港12:05発/18:00発 松山観光港8:25発/14:15発/20:10発

❶今年8月就航の瀬戸内海汽船「SEA PASEO」、
　10月就航の石崎汽船「旭洋丸」の新造船での船旅

❸
1日目は船内でうどんセットの昼食付

❹2日目はポエムと井関農機の工場見学の観光
❺
❻小用港発着は特別料金にてご案内
道後温泉宿はお好きな旅館をお選びいただけます

❷
松山観光港から道後温泉までは安心の送迎付

道後温泉への船旅はここがおすすめです！

露天風呂
道後プリンスホテル道後プリンスホテル
「十六趣のお風呂物語」で湯三昧。

■チェックイン 15：00 ■チェックアウト10：00
【夕食】
【朝食】

会席料理（レストラン）
ビュッフェ（レストラン）または和定食（選択不可）

昼食
夕食13：10

12：158：15 14：10

15：05

朝食

呉港～（クルーズフェリー『SEA PASEO』）～松山観光港＝（タクシー又は貸切バス）=道後温泉（泊）

道後温泉＝（貸切バス）=ポエムスイーツパーク=井関松山製造所=松山観光港～（『旭洋丸』）～呉港

１日目

2日目■最少催行人員：大人15名 ■添乗員：同行あり ■食事：朝1回 昼1回 夕1回 ■旅行代金には乗船料（フェリー往復代）、宿泊代（1泊2食付き）、
松山観光港→道後温泉往路送迎、1日目船内軽食代、2日目貸切バス代、税金が含まれます ■こども、幼児の料金についてはお問い合わせください
■最少催行人員：大人15名 ■添乗員：同行あり ■食事：朝1回 昼1回 夕1回 ■旅行代金には乗船料（フェリー往復代）、宿泊代（1泊2食付き）、
松山観光港→道後温泉往路送迎、1日目船内軽食代、2日目貸切バス代、税金が含まれます ■こども、幼児の料金についてはお問い合わせください

道後温泉再発見道後温泉再発見 ポエムスイーツパークポエムスイーツパーク
農業機械のISEKI工場見学農業機械のISEKI工場見学

露天風呂

P駐車場
1泊1台
500円

【夕食】和会席（お食事処）
【朝食】和洋バイキング（お食事処）
＊和定食になる場合もございます。

ホテル ルナパークホテル ルナパーク
道後温泉・道後商店街へも徒歩1分と観光に最適な立地です。

※設定除外日：12/28～1/4、1/11～12、
 　     　　　 2/10、3/20～31

2019年

冬版

新造船就航記念
とと新造船で行く新造船で行く

瀬戸内海汽船
シ　ー　　 パ　セ　オ

「市内電車1Dayチケット」で
観光・ショッピングをお楽しみください。

夕食

朝食
夕食

朝食

呉港～松山観光港＝道後温泉（泊）

道後温泉＝松山観光港～呉港

１日目

２日目

3日目

■最少催行人員/2名 ■添乗員/同行いたしません。
■旅行代金には乗船料（フェリー往復代）、宿泊代
（2泊4食付き）、飛鳥乃湯泉1階入浴券、税金が含ま
れます。■乗船時間はお好きな便をお選びください。
■送迎は松山観光港⇄各ホテル間です。※送迎希
望のお客様は、各ホテルの指定時間でのご利用と
なる場合があります。※2/5～3/16の期間フェリー
がドッグダイヤとなりますが、送迎時間の変更はでき
ませんので予めご了承ください。

※貸切など予約状況によりご予約不可の場合もございます。
予めご了承ください。
※お申込みは前日12：00迄にお願いいたします。（当日予約
不可）※1階または2階フロアのお席になります。
■最少催行人員/2名 ■添乗員/■添乗員は同行いたしませんが船内・港で
は係員がご案内致します。■旅行代金には銀河ランチクルーズ代・呉港-広
島港間 往復フェリー乗船料・税金・サービス料が含まれます。

フェリー

フェリー

お迎え

お送り

終日自由行動

のんびり道後温泉湯治旅のんびり道後温泉湯治旅のんびり道後温泉湯治旅のんびり道後温泉湯治旅

呉港～（クルーズフェリー『SEA PASEO』）～～広島港～～銀河ランチクルーズ      ～～宮島港～～～銀河～～～広島港～～（クルーズフェリー『旭洋丸』）～～呉港
14：30/15：1010：20 11：05/12：00 13：25/13：30 15：55

昼食 昼食

SEA PASEOSEA PASEO
呉港から新造船でつなぐ呉港から新造船でつなぐ

温泉好きにはたまらない 温泉三昧！ 今年も大人気！

料理イメージ料理イメージ

■チェックイン 15：00 ■チェックアウト10：00露天風呂

P駐車場
1泊1台
500円

【夕食】会席料理（お食事処）
【朝食】和定食（お食事処）
＊グループでのお申し込みの場合、お部屋は定員利用で
  お願いすることもございますので予めご了承ください。

送迎付 送迎付お迎え：松山観光港（到着時間に合わせて）
お送り:ホテル（出発時間に合わせて）道後グラン ドホテル道後グラン ドホテル

お手頃価格で本格会席が味わえる宿。
※送迎の有無・時間は予約時にお申し出ください。
予約後の変更はいたしかねます。

※設定除外日：12/28～1/4、1/11～12、
 　     　　　2/10、3/20～31

12/1～2/29

3/1～3/30

大人お一人様料金 平日［単位:円］ 休前日

4～5名1室

3名1室

2名1室

4～5名1室

3名1室

2名1室

24,500
25,600
29,000

28,500
30,800
35,300

26,200
27,400
32,000

28,500
30,800
35,300

12/1～2/29

3/1～3/30

大人お一人様料金 平日［単位:円］ 休前日

4～5名1室

3名1室

2名1室

4～5名1室

3名1室

2名1室

24,800

27,100

32,500

34,800

料理イメージ料理イメージ

■チェックイン 15：00 ■チェックアウト10：00

2泊3日
プラン

2019年11月～2020年3月の日曜～木曜出発設定
期間

2019年11月奇数日・12月奇数日
2020年1月偶数日・2月奇数日・3月偶数日出発

設定除外日：12月29日～12月31日設定
期間

設定除外日がございますのでご注意ください。(各ホテル枠内に記載)

2019年11月偶数日 12月偶数日設定
期間 設定除外日：12月21日（土）～12月31日（火）/運休日：11月…毎週火曜日、12月…毎週月・火曜日

2019年8月1日就航
～呉から広島港経由で優雅に銀河ランチ～

復路 旭洋丸旭洋丸
2019年10月10日就航

+ + +往復フェリー代
ホテル宿泊
（2泊4食）

松山観光港～各旅館

送迎付き
各ホテル指定の時間でのご利用

「飛鳥乃湯泉1階入浴券」付き
呉港発着

お肉コースイメージお肉コースイメージ

（お子様メニュー）

9,000円

8,000円 4,300円 3,300円

こども（小学生）幼児（3歳～）大　人
お肉コース
お魚コース
メモリアルコース

旅行代金

期間中の水曜～日曜日運航 

Hiroshima Bay Cruise 銀河Hiroshima Bay Cruise 銀河

シ　ー　　  パ　セ　オ瀬戸内海汽船
新造船

石崎汽船
新造船 旭洋丸

【呉港発着】旅行代金（おひとり様）

ふなや 露天風呂イメージふなや 露天風呂イメージ

ふなや 和会席料理

創業390年余　多くの俳人
　　　　　　　　文化人が愛した老舗旅館

茶玻留 ランチビュッフェイメージ茶玻留 ランチビュッフェイメージ

茶玻留 露天風呂イメージ茶玻留 露天風呂イメージ

旬の野菜や食材を使った
人気のランチビュッフェ
旬の野菜や食材を使った
人気のランチビュッフェ茶玻瑠 ランチブッフェ

11,500円大人

9,500円小学生
（会席料理）

7,500円小学生
（お子様用和ランチ）

全　日

8,500円大人

6,400円

8,700円
6,500円

小学生

大人
小学生

1,540円幼児
（4歳～未就学）

1,650円幼児
（4歳～未就学）

平　日

■お食事時間　11:30～13:00（事前予約制）
■大浴場ご利用時間　11:30～15:00まで（無料貸出しタオル有）

【呉港発着】旅行代金（おひとり様）

■お食事時間　11:30～13:00（事前予約制）
■大浴場ご利用時間　11:30～16:00まで（無料貸出しタオル有）

※水・木曜日出発は、大浴場定期点検の為、入浴不可となります。
　代替で「飛鳥乃湯泉」1階浴室入浴チケットをお渡しいたします。
※幼児料金は現地払いになります。

日帰り

土・日・祝日

なんと3か月で400名を
超えるお客様がお申し込み！！

魅力のポイント 山田屋まんじゅう山田屋まんじゅう 揚げたてじゃこ天揚げたてじゃこ天

ゆずドリンク＋タルトゆずドリンク＋タルト ビーフコロッケビーフコロッケ 白鷺堂 坊ちゃん団子白鷺堂 坊ちゃん団子

クーポン2枚 クーポン2枚

クーポン1枚 クーポン1枚 クーポン1枚

グルメクーポン
3枚分を自由に選べます！
チケットを使って

道後グルメ食べ歩き！

グルメクーポン
3枚分を自由に選べます！
チケットを使って

道後グルメ食べ歩き！

SEA PASEO
（シーパセオ） 

運航時間

■11月奇数日 ■12月奇数日 ■1月偶数日 ■2月奇数日 ■3月偶数日 

■11月偶数日 ■12月偶数日 ■1月奇数日 ■2月偶数日 ■3月奇数日 

呉港 9:00発/14:40発/20:30発 松山観光港11:05発/16:50発

呉港10:05発/15:55発 松山観光港12:15発/18:05発

旭洋丸
（きょくようまる） 

運航時間

2020年　 14日・22日・28日/    13日・19日・25日/    2日・4日・12日
火 水 火 火木 木水 水月設定

期間

1泊2日
プラン

+ + +1日目船内軽食
（うどん+おむすび）

ホテル宿泊
（1泊2食）

松山観光港
→ホテル 送迎

2日目は貸切バスで
ポエム・井関農機工場見学往復フェリー代

呉港発着 +
（工場見学とお買い物） （工場見学）

「旭洋丸」
きょく 　 よう 　 ま るきょく 　 よう 　 ま る

※上記便で運航予定ですが急遽運航便が変更になる場合がございます。 ※上記便で運航予定ですが急遽運航便が変更になる場合がございます。

ふなや 料理イメージふなや 料理イメージ

＋
日帰り

に乗船！！に乗船！！
銀河ランチクルーズ銀河ランチクルーズ

 
お肉コー

ス

前菜 / スープ
メインディッシュ(肉)
デザート / パン / コーヒー

お魚コースイメージお魚コースイメージ

 
お魚コー

ス

前菜 / スープ
メインディッシュ(魚)
デザート / パン / コーヒー

メモリアルコースイメージメモリアルコースイメージ

 
メモリア

ルコース

前菜 / スープ
メインディッシュ(肉) / (魚)
デザート / パン / コーヒー

2019年8月1日就航

石崎汽船
2019年10月10日就航

2019年度グッドデザイン・ベスト100を受賞しました。

（お子様メニュー）

ラッピングアートイメージラッピングアートイメージ

1月

2月

3月

大人お一人様料金 ［単位:円］
4名1室 3名1室 2名1室

17,800

18,900

20,500

17,800

20,000

21,600

20,000

22,200

23,900

料理イメージ料理イメージ

外観外観露天風呂露天風呂

露天風呂
ホテル 椿 舘ホテル 椿 舘
開放感溢れる露天風呂とバイキングが好評。

■チェックイン 15：00 ■チェックアウト10：00
【夕食】
【朝食】

ビュッフェ（レストラン）
ビュッフェ（レストラン）

1月

2月

3月

大人お一人様料金 ［単位:円］
4名1室 3名1室 2名1室

18,300

19,400

20,500

19,400

20,500

21,600

21,600

22,800

23,900

料理イメージ料理イメージ

外観外観露天風呂露天風呂

【夕食】
【朝食】

和会席（レストラン）
和洋バイキング（レストラン）

露天風呂
ホテル ルナパークホテル ルナパーク
道後温泉・道後商店街へも徒歩1分と観光に最適な立地です。

■チェックイン 15：00 ■チェックアウト10：00

1月

2月

3月

大人お一人様料金 ［単位:円］
4名1室 3名1室 2名1室

15,900

15,900

17,000

15,900

15,900

17,000

16,900

16,900

18,400

料理イメージ料理イメージ

外観外観露天風呂露天風呂

露天風呂
道 　 後 　 舘道 　 後 　 舘
古き良き時代の温もりを現代に伝える、黒川紀章氏設計の宿。

■チェックイン 15：00 ■チェックアウト10：00

1月

～

3月

大人お一人様料金 ［単位:円］
4名1室 3名1室 2名1室

25,300 27,000 29,700 料理イメージ料理イメージ

外観外観大浴場大浴場

【夕食】
【朝食】

和会席（レストラン）
和食（レストラン）

広島・呉　松山クルーズフェリー新造船就航

和定食になる場合もございます。

「檜の湯」または「御影の湯」にて大小2つの湯船で
温泉やサウナ・露天風呂をお楽しみいただけます。

お迎え：呉港13：10発⇨松山観光港15：05着
フェリー便ご乗船のお客様のみ
お送り:ホテル14：00発

道後温泉本館は、現在保存修理工事中です。休憩室がある２階
以上は休館していますが、1階神の湯でご入浴いただけます。

1月 2月 3月

※1日目と2日目の見学場所が変更になる場合があります
※気象状況により急遽ご利用便が変更になる場合がございます

道後温泉食べ歩きクーポン３枚付 到着後2階フリードリンクコーナーで飲み放題付

道後温泉食べ歩きクーポン３枚付 飛鳥乃湯泉入浴券付



約3ｋｍ（約40分）の海岸沿いを爽快ウォーク！

2,000円 3,800円
1,900円1,000円

10:40
14:20

11:25
15:05

11:30
15:10

12:15
15:55

1
2

料金［お一人様］ 運航ダイヤ

呉 (着)呉 (発)片道 往復 宮島(発)宮島(着)

昼食（あなご飯と牡蠣の競演）イメージ昼食（あなご飯と牡蠣の競演）イメージ

4,800円
4,100円
2,300円

3,200円
2,500円
1,500円

往　復
大　人
中学生
小学生

片　道

※平日のランチクルーズは往復広島港経由となりますので料金はお問い合わせください

スナメリこどもイメージスナメリこどもイメージ

2019年
土土11月2日  11月30日

大 人

こども
お肉コースイメージお肉コースイメージ

（お子様メニュー）

銀河ランチクルーズと　  宮島

旅行代金

10,500円

9,500円 4,500円
（お子様メニュー）
2,200円

こども（小学生）幼児（3歳～）大　人
お肉コース
お魚コース
メモリアルコース

旅行代金

5,990円
4,590円

4,500円
3,840円

往　復
大　人
こども

片　道旅行代金

※往復券は当日・翌日の２日間有効です。
※ご予約は前日の16：00までとなります。
※定員は90名。 ご予約のお客様優先で、当日は先着順となります。

※中学生以上は大人料金です。
　小学生は小人料金です。
　幼児は大人１名に付き１名無賃です。

幼児はお席・お食事なし（無料）■添乗員は同行致しません。■旅行代金には
乗船料、お食事代（昼食1回）、サービス料、税金が含まれます。※片道利用
の場合は昼食後、解散となります ※昼食時間について／繁忙期にはご希望
の予約をお取りできない場合もございます 予めご了承ください 

呉港～（高速船）～宮島港…（徒歩）…宮島錦水館まめたぬき（昼食）
…………（徒歩）………………宮島港～～～～（高速船）～～～～呉港
10：40 11：25

昼食

食事

運航日

期間中の土・日・祝日のみ運航 

期間中の土・日・祝日のみ運航 

世界文化
遺産の島 宮島であなご飯と牡蠣の競演昼食

呉港～（高速船）～宮島港…（徒歩）…宮島水族館………（徒歩）……
…………（徒歩）…………宮島港～～～～（高速船）～～～～～～呉港
10：40 11：25

なし

食事

みやじマリンパック

■最少催行人員／大人1名　■添乗員／同行いたしませんが船内・港では
係員がご案内いたします ■食事／昼1回　■旅行代金には乗船料（フェリー
代、銀河乗船代、高速船乗船代）、昼食代、税金・サービス料が含まれます

呉港～（フェリー）～広島港～（銀河ランチクルーズ）～宮島港…（徒歩）
……… （宮島島内自由散策）（徒歩）…宮島港～～（高速船）～～呉港
10：20 11：05/12：00

15：00/15：10 15：10 15：1015：55 15：5515：55

13：30

昼食

食事

呉港から広島港経由で
優雅にクルージング呉～宮島間を

最速45分で結ぶ！
呉～宮島間を
最速45分で結ぶ！

前日12:00まで
ご予約可能！ 当日予約不可

呉港発着 2019年11月2日  11月30日設定期間 土土 呉港発着 2019年11月2日  11月30日設定期間 土土 呉港発着 2019年11月2日  11月30日設定期間 土土

期間中の土・日・祝日のみ運航 期間中の土・日・祝日のみ運航 

1 2
復路 宮島・呉復路 宮島・呉広島港経由 銀河広島港経由 銀河+ 高速船　　  と宮島水族館入館券がセットになったお得なパック高速船　　  と宮島水族館入館券がセットになったお得なパック往 復

呉港から宮島港へ直行！ 宮島水族館の
入館は引換なしでそのまま入館できます

出発日当日でも購入可能！
片道利用もできます。 3 呉港より宮島港へ直行！ 

宮島で名物のあなご飯を堪能
3日前までご予約可能！
片道利用もできます。呉港発のみ 呉港発のみ

高速船　　  と食事がセットになったお得なパック高速船　　  と食事がセットになったお得なパック往 復

幼児（4歳以上）は400円（入館料のみ）■添乗員は同行致しません
■旅行代金には乗船料、宮島水族館入館料、サービス料、税金が含ま
れます ※片道利用の場合は宮島水族館見学後、解散となります

呉港発着 の日帰りせとうち満喫旅船でめぐる　 ～年末年末年始年始  「はやしお」 「はやしお」
【定員】88名【速度】23ノット（時速約45km）
※同クラスの船に変更する場合もございます。

■最少催行人員：25名 ■添乗員：同行いたします ■食事：昼食1回
■記念品の内容が変更になる場合があります ■旅行代金には乗船料、バス代、
昼食代、税金が含まれます  ■利用バス会社:本四バス開発または同等予定

出発日
2020年

旅行代金
お一人様

1月4日　　・5日
大人 こども

（3歳以上）

土 日

昼食

呉港発着

C

しまなみ海道」には七つの福を授か
るという七福神さんをお祀りしてい
る古社寺があります。新たな年の始
まりに瀬戸内海の島々を渡り、七つ
の幸せを集
めましょう。

呉港～（高速船）～○音戸の瀬戸～○安芸灘大橋～因島重井西港=（バス）= 大山神社（大黒・恵比須）=
　　　=対潮院（弁財天）=生口橋=光明坊（毘沙門天）=瀬戸田・昼食=多々羅大橋=向雲寺（福禄寿）=
　　　　　　　　　=大三島橋=観音寺（寿老人）=伯方・大島大橋=高龍寺（布袋）=下田水港～（高速船）～呉港

8：30

16:30 18:00

B

しまなみ海道の島めぐりで七つの幸せ。
せとうち七福神めぐりせとうち七福神めぐり

2020年

新春
2020年

新春
と　　がセットと　　がセット七福神めぐり　昼食七福神めぐり　昼食

12,500円 10,500円

こども
（小学生）11,300円

旅行代金
お一人様 大人

こども
（小学生）9,500円 6,000円 幼児

（3歳～）3,000円 旅行代金
お一人様 大人

こども
（小学生）8,500円 5,500円 幼児

（3歳～）3,000円

向島

因島

大島

生口島

大三島
伯方島

因島大橋

生口橋

多々羅大橋

　伯方・大島大橋

来島第一大橋
来島第二大橋

来島第三大橋

大三島橋

呉港発着

呉港から広島港乗り継ぎで宮島へ直行！渋滞なしでらくらく初詣呉港から広島港乗り継ぎで宮島へ直行！渋滞なしでらくらく初詣
宮島初詣　

■募集人員:100名（最少催行人員／30名）■食事:昼1回（銀河ランチ）  ■添乗員:同行致しませんが船内・港では係員がご案内いたします  
■乗船代（フェリー+銀河）、昼食代、税金が含まれます  ■幼児はお子様用セットメニューになります  ■3階席希望の方は1,000円追加（大人・こども同額）

設定期間設定期間 1月1日～1月19日水 日祝
※月・火曜は運休させていただきます。
※1月13日（月/祝）は運航いたします。

季節のサラダ
冬野菜のクリームスープ

牛ロース ステーキ和風ソース
プティデザート/パン/コーヒー
メニューは変更する場合がございます。

Ｐｈｏｔｏ:イメージ

2020年

8:20発 9:05/9:25 10:20/13:30 15:55着14:45/15:10

16:45/17:15

16:31/17:15

［船内ランチ］

呉港～（フェリー）～広島港～（銀河）～〈宮島大鳥居沖〉～宮島港（厳島神社等自由参拝）～（銀河）～広島港～（フェリー）～呉港

❶ぜんざいサービス
❷餅つき大会
❸樽酒サービス

❹福引大会
❺紅白餅お持ち帰り

※1月6日(月)･7日(火)･14日(火)は運休　※1月13日(月･祝)は運航いたします

全日
催行決定

銀河宝船クルーズ

ステーキランチメニュー
宝船クルーズ

10:20発 11:05/11:25

10:20発 11:05/12:00

12:40/15:50 18:00着［船内ランチ］

呉港～（フェリー）～広島港～（銀河）～〈宮島大鳥居沖〉～宮島港（厳島神社等自由参拝）～（銀河）～広島港～（フェリー）～呉港

13:30/16:00 18:00着［船内ランチ］
呉港～（フェリー）～広島港～（銀河）～〈宮島大鳥居沖〉～宮島港（厳島神社等自由参拝）～（高速船）～広島港～（フェリー）～呉港

1月1日～4日水 土祝 1便

1月1日～5日水 日祝 2便

1月8日～19日水 日 1便

1月5日(日)～19日(日)

:

毎年大人気の新春恒例運航便 銀河 宝船クルーズ毎年大人気の新春恒例運航便 銀河 宝船クルーズ

1月1日(水･祝)～4日(土) ※魚料理への変更は500円追加　※3階席希望は1,000円追加 ※魚料理への変更は500円追加　※3階席希望は1,000円追加

❶宮島口の混雑を避けスムーズに
　宮島まで行けます
❷正月気分で優雅にステーキランチを
　お召し上がりいただきます
❸毎年恒例の船内イベントもお楽しみ
❹宮島では約3時間の滞在時間（　　）1/1～

1/5出発

※1/8以降は振る舞い酒となります

おすすめのポイント 船内イベント
1/1～1/5

1/1～1/4

1/1～1/4

全日

1/1～1/5

Ｐｈｏｔｏ:イメージ

※大人･小人ともに同じ
　料理メニューになります。
※幼児のお子様の旅行
　代金はお問合せください。

■最少催行人員：20名 ■添乗員：同行いたします  ■食事：昼食1回［昼食場所］
民宿 大岩　■旅行代金には乗船料、バス代、昼食代、夕食代（船内軽食）、税金
が含まれます　■利用予定バス会社：いずみ観光バス　 佐田岬灯台イメージ佐田岬灯台イメージ 残酷焼きイメージ残酷焼きイメージ佐田岬イメージ佐田岬イメージ

呉港発着

■最少催行人員：30名 ■添乗員：同行いたします
■食事：夕食1回　■旅行代金には乗船料、夕食代、税金が含まれます

出発日
2019年

旅行代金
お一人様

12月31日
大人8,500円 こども

（3歳以上）7,500円

14：30 15：00 15：25

19：40 20：05 20：35

呉港～（高速船）～広島港～（高速船）～宮島港…（徒歩）…夕食まで各自自由…… 宮島島内夕食……

　　　………宮島・鎮火祭見学 ……（徒歩）…宮島港～～（高速船）～～広島港～～（高速船）～～呉港

宮島・鎮火祭

❶貸切高速船で乗換なしでらくらく宮島へ ❷夕食はあなご飯と牡蠣フライ
❸一度は見てみたい豪快で迫力ある火避けの祭事

Ｐｈｏｔｏ:イメージ

Ｐｈｏｔｏ:イメージ

（名物あなご飯と牡蠣フライ）

（18:00頃から約1時間祭り見物）

火

江戸時代から続く火避けの神事江戸時代から続く火避けの神事

夕食7：30

22：05

呉港～（クルーズフェリー『SEA PASEO』）～松山観光港＝（貸切バス）＝佐田岬メロディーライン＝民宿 大岩・昼食　　　

　　　　　＝佐田岬遊覧＝＝佐田岬しらすパーク工場見学＝八幡浜みなっと＝松山観光港～～～～（フェリー）～～～～呉港
昼食

1日限定 ▼

催行決定

▼ 催行
決定

貸切高速船利用

呉港発/呉駅着

D 4年に1度のうるう年限定企画4年に1度のうるう年限定企画

（海の幸残酷焼き料理をお召し上がり）

（四国最西端の佐田岬沖を船で遊覧） （地元名産品のショッピング）

出発日
2019年

旅行代金
お一人様

11月9日　  30日土 土

12,800円

催行
決定
催行
決定

こども
（小学生）10,880円

■最少催行人員：25名　■食事：昼食1回（弁当）　■添乗員：同行いたします
■旅行代金に含まれるもの：バス代+昼食代+往路クルーズフェリー代  ■運行バ
ス会社：富士交通※先達は同行いたしません 納経帳などのご朱印は各自のお手
続きとなります 花の見頃は気象状況により前後します 予めご了承ください 

7：30

20：30

呉港～（クルーズフェリー『SEA PASEO』）～松山観光港＝（貸切バス）＝大角海浜公園＝

　　　    ＝＝＝＝88番札所 大窪寺＝＝＝＝＝＝＝＝1番札所 霊山寺＝瀬戸大橋=広島駅=呉駅
昼食
（弁当）

（早咲きの桜として有名な河津桜観賞）

（八十八ヶ所結願の霊場参拝）（八十八ヶ所第一番札所参拝）

出発日
2020年

旅行代金
お一人様

2月29日
大人

土

11,880円

魅力のポイント
❷ 日本一長い半島 佐田岬を横断 ❸ 昼食は豪快 残酷焼き料理
❹ 四国最西端の佐田岬を船で遊覧❺ 復路フェリー船内では軽食をご用意

❶ 新造船『SEA PASEO』にご乗船！

愛媛県最北端「大角海浜公園」
春の訪れを感じる早咲きの河津桜
愛媛県最北端「大角海浜公園」
春の訪れを感じる早咲きの河津桜

春の訪れを感じる早咲きの大角海浜公園・河津桜春の訪れを感じる早咲きの大角海浜公園・河津桜
八十八番札所
大窪寺
八十八番札所
大窪寺

一番札所
霊山寺
一番札所
霊山寺

一番札所から八十八番札所までを反時計回りにま
わること「逆打ち」を呼び、厳しい道のりであること
から順打ち三回分のご利益があるいわれています。

四国最西端 佐田岬へ日本一
長細い半島 日帰り

日帰り
日帰り

魅力のポイント大晦日厳島神社の御笠浜で行われる
「火難避けの祭り」

鎮火祭の
見どころ

20～30人でかつぐ大松明から、50cm程度の小松明ま
で様々な大きさの松明を作り、御神火を点けた大松明は、
「たいまつ、ヨイヨイ。たいまつ、ヨイヨイ。」の掛け声をか
けながら威勢良く御笠浜を練り歩きます。御神火を点け消
火した小松明は家に持ち帰り、神棚にお供えして1年間の
火難避けの護符にします。

お試し逆打ち四国八十八ヶ所霊場めぐり
1番札所 霊山寺 と 88番札所 大窪寺1番札所 霊山寺 と 88番札所 大窪寺

 クルーズ専用高速船 新造船クルーズフェリー

 「SEA PASEO」 「SEA PASEO」
シ　ー パ　セ　オ

大好評につき追加設定大好評につき追加設定
貸切バス
+

SEA PASEO

貸切バス
+

SEA PASEO

呉港発着
貸切バス
+

貸切高速船

日帰りA

大人

Ｐｈｏｔｏ:イメージＰｈｏｔｏ:イメージ

〒737-0029　広島県呉市宝町4-45呉中央桟橋

呉営業所 TEL.0823(21)5112
営業時間／9:00～18:00（土曜日は17:00）　定休日／日曜日・祝日
総合旅行業務取扱管理者　光岡 仁史 

■ご旅行条件（要約）※詳しい旅行条件を説明した書面をご用意しております。ご確認のうえお申し込みください。
この旅行は瀬戸内海クルーズ（株）（広島市南区宇品海岸1丁目13 番13号広島県知事登録旅行業
第 2-176 号。以下「当社」という）が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と
募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。又、契約内容・条件は、各コー
スごとに記載されている条件のほか、下記条件、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡
しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申し込み及び契約成立
（1）お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は、「旅行
　　代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取扱います。
（2）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段（以下「電話等」という）による旅行契約の
　　予約のお申込みを受付けることがあります。その場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾
　　の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出いただきます。この期間内
　　にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。

（3）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
（4）お申込金（おひとり様）

●取消料

●この旅行条件は2019年 11月1日を基準としております。又、旅行代金は2019年 11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。
●個人情報のお取り扱い
瀬戸内海クルーズ（株）（以下「当社」といいます。）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、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関など（主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表に記載されています。）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の手続き（以下「手配等」といいます。）に必要な範囲内で利用させていただきます。※このほか、当社では、将来、
よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、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。

●旅行代金のお支払い
 旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日より前にお支払い
いただきます。
●旅行代金に含まれるもの　
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない場合エコノミークラス）、宿泊費、食事代、
旅行取扱料金及び消費税等諸税。（コースに含まれない交通費等の諸費及び個人的費用は含み
ません。） 

旅行代金 1万円未満
2,000 円 4,000 円 6,000 円 8,000 円 10,000 円

2万円未満 3万円未満 4万円未満 5万円未満
お申込金

取消料率

取消日

無　料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

旅行開始の前日から起算してさかのぼって
a)21日前まで b)20日～8日前まで ｃ)7日～2日前まで

d) 旅行開始日
前日

e) 旅行開始日
当日（fを除く）

f) 旅行開始後 又は
無連絡不参加

a)日帰りにあっては11日目…無料　　ｂ）日帰りにあっては10日目（c～fを除く）

瀬戸内海クルーズ（株） 瀬戸内海汽船トラベルサービス


