
1.船内には抗ウイルス、除菌、消臭等の効果があるオゾン発生機を設置し活
用しております。

2.船内各所にアルコール消毒液を設置しております。
3.船員、スタッフはマスク着用にて業務しております。
4.船内各所（手すり・ドアノブ・椅子・テーブル・トイレ等）の消毒液使用と清
掃の徹底に努めています。

5.船員、スタッフの健康管理や感染防止に努めています。

6.松山観光港⇔道後温泉ホテル間は送迎付をご用意しております。
※フェリー便指定をしております。指定便以外は送迎は付いていません。

7.ホテル、旅館にはアルコール消毒液を設置しております。
8.ホテル従業員はマスク着用にて業務しております。
9.お食事は他のお客様との間隔をとったテーブル・座席の配置となっております。
10.入浴時混雑する場合は入場制限をかけてのご入浴となります。
11.食事、入浴時以外はマスクの着用にご協力お願いします。

新型コロナウイルス感染防止対策に関して

瀬戸内海汽船道後温泉へのおもてなし

行程 宿泊コース共通
1日目 広島港～（クルーズフェリー）～呉中央桟橋～松山観光港＝(送迎車又はタクシー) ＝道後温泉（泊）

11:20 12:05 14:00 14:30

■最少催行人員/大人2名

■添乗員/同行しません

■食事/朝食1回、夕食1回

■旅行代金には含まれるもの

往復フェ リー乗船料、松山観光港

⇔道後温泉間送迎、宿泊代、消費税

2日目 道後温泉＝ (送迎車又はタクシー)＝松山観光港～(クルーズフェリー)～呉中央桟橋～広島港

13:00 13:30/14:15 16:10 16:55

湯ったりのんびり で過ごす 2日間

設定期間 2020年6月5日（金）～2020年7月31日（金）

こんな時だからこそ温泉に浸かって免疫力アップとストレス発散！

道後舘♨

ふなや♨

古いものと新しいものの調和、共生をテーマとした建築家黒川紀章設計の名旅館！
料理長が自信をもってお薦めの創作和会席に舌鼓！

5,000円 4,000円

マイカー航走料追加料金（片道/1台/4ｍ～6ｍ未満）

広島～松山 呉～松山

ご予約に際しましてのご案内

■送迎希望の場合出発時間、到着時間は指定となります。

■送迎が不要の場合はお好きな便にご乗船できます。

■各追加料金は出発前に限ります。当日は上記料金で変更できません。

■ご旅行代金には乗船料、宿泊代、送迎代、所費税が含まれています。

■クルーズフェリーは4隻運航で毎日就航便は変更になります。

■ご旅行代金は事前支払いとなります。

■お支払は銀行振込、クレジットカード（来店）、PayPay（来店）、現金

■新型コロナ感染の影響で急遽催行中止となる場合がございます。

※呉港発着大人1,000円引
■お部屋食に変更する場合はお一

人様3,300円増■5歳～未就学児

のお子様は夕食3,000円別、朝食

1,500円別、施設使用料3,000円

別/現地支払

創業390年！道後一の老舗旅館！
ふなや自慢の日本庭園には自然の川が流れ四季折々の風景がお楽しみいただけます

※呉港発着大人1,000円引
■未就学児/3歳～6歳のお子様は

夕食3,450円別、朝食1,725円別、

施設使用料1,500円別/現地支払

広島港・呉港発着 クルーズフェリー＋宿泊＋送迎がセットになったお得なパック

料理/イメージ

料理/イメージ

露天風呂/イメージ

露天風呂/イメージ

チェックイン

チェックアウト

夕食 レストラン 会席料理

朝食 レストラン 和定食

サウナ

露天風呂

駐車料

喫茶券

道後舘ご案内

15:00

10:00

入浴時間

当面の間使用できません

12:00~24:00

5:00～9:30

12:00~24:00

1泊/1台/500円

大人のみ付

チェックイン

チェックアウト

夕食 お部屋 会席料理

朝食 レストラン 和定食

サウナ

露天風呂

駐車料

喫茶券

入浴時間
5:30～9:30

11:30~24:00

10:00

1泊/1台/550円

当面の間使用できません

大人のみ付

11:30~24:00

ふなやご案内

15:00

2名1室 3名1室 4-5名1室

平日 29,500 26,700 25,000

休前日 35,000 31,600 29,300

7/23-24 全日 35,000 31,600 29,300

広島港発着

6月・7月

大人お一人様

旅行代金

2名1室 3名1室 4-5名1室

平日 31,200 27,300 24,700

休前日 35,100 32,200 29,600

7/20-22、7/26-31 全日 37,100 34,200 31,500

7/23-25 全日 48,900 44,700 42,000

大人お一人様

6月・7月

広島港発着

旅行代金

大人：2,500円 小人：1,250円 大人：2,000円 小人：1,000円

広島～松山 呉～松山

スーパージェット変更追加料金（片道/お一人様/1階席）

■新型コロナウイルス感染拡大の影響で急遽催行中止となる場合がございますので予めご了承ください。



広島港・呉港発着

おすすめのポイント

1.「SEA PASEOⅡ」一番便にご乗船！
2.朝食（おむすび）、昼食（会席料理）、夕食軽食

（船内うどん）三食付！
3.就航記念オリジナルグッズをプレゼント

4.松山観光港ーホテル間は安心の送迎付

行程表 ■昼食開始時間は11:30～13:30スタート ■入浴時間/12:00～16:00

広島港(5:45～8:15)～（クルーズフェリー）～呉中央桟橋～～松山観光港＝(送迎車又は

タクシー) ＝道後温泉（昼食、入浴、出発時間まで自由行動）＝ (送迎車又はタクシー)＝松

山観光港～(クルーズフェリー) ～呉中央桟橋～広島港(18:00～22:50 )

※5:45発は呉港には寄港しません ※22:50着は宇品発路面電車は運行していません

■最少催行人員/2名■添乗員/同行しません■食事/昼食1回■旅行代金には含まれるもの

往復フェ リー乗船料、松山観光港⇔道後温泉間送迎、昼食代、入浴料、消費税

クルーズフェリー＋昼食＋送迎がセットになったお得なパック

設定期間 2020年6月5日（金）～2020年7月31日（金）

広島港発着

大人お一人様旅行代金

呉港発着

大人お一人様旅行代金 ■出発時間、帰着時間は予

約時にお申し出ください。

■タオルは無料貸出ししています。

広島港発着大人お一人様旅行代金

※最少催行人員/15名※添乗員同行※食事/朝1回(おむすび)昼1回(会席)夕1回(うどん)※小人、幼児はお子様ランチとなります※小人(小学生)7,000円引※幼児3,000円(３歳～未就学児)

行程表 ■昼食開始時間は11:30～スタート ■入浴時間/12:00～

広島港(6:45)～（クルーズフェリー）～呉中央桟橋(7:30) ～～松山観光港＝(送迎車又は

貸切バス) ＝道後温泉（昼食、入浴、出発時間まで自由行動）＝ (送迎車又は貸切バス)＝

松山観光港～(クルーズフェリー) ～呉中央桟橋(17:15)～広島港(18:00)

出発日 2020年8月1日（土）

道後舘・ふなやで選べる道後温泉 日帰り

道後舘料理/イメージ ふなや料理/イメージ

2019年度グッドデザイン ベスト100を受賞した「 」と同型の新造船がこの夏就航！

しお風のガゼボ
3階デッキから瀬戸内海の

ロケーションと心地よい海

風をあびながらクルーズを

お楽しみください

OZASEKIエリア
靴を脱いでくつろぐ開放感。

座敷に上がる感覚でくつろ

げるリラックスお座席

ひき波のHANARE
靴を脱いで上がる展望リビ

ング。後方に描く引き波の

景色を家族やグループで

楽しむことができる、後方

のハナレ

□旅行条件（要約） 旅行企画・実施
　 この旅行は瀬戸内海クルーズ㈱（広島市南区宇品海岸一丁目１３番１３号広島県知 ●旅行代金に含まれるもの 広島県知事登録旅行業第２-１７６号　全国旅行業協会正会員

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 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 広島市南区宇品海岸１丁目１３番１３号

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 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

ととなります。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 費用及び個人的費用は含みません。）

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 ●取消料（日帰り旅行）

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いただきます。お申込

金は、「旅行代金」又は「取消料」の一部として取扱います。 ●この旅行条件は、2020年6月1日を基準としております。又、旅行代金は、2020年6月 営業時間/９：００～１８：００　定休日/日曜日・祝祭日

（２）当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の送信手段（以下「電話等」という）による 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。 総合旅行業務取扱管理者　鉄田　勝大

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 ●個人情報の取り扱い

込金を提出していただきます。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない  　瀬戸内海クルーズ㈱（以下「当社」といいます。）は、旅行申込みの際に提出された

場合は、当社は予約がなかったとして取り扱います。 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

（３）旅行契約は当社が契約の締結を承認し、お申込金を受領したときに成立したもの 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・宿泊機関など（主要な

とします。 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 総合旅行業務取扱管理者　狩野　佳子

（４）お申込金（おひとり様） 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

【日帰り旅行の場合】 す。）に必要な範囲内で利用させていただきます。

●旅行代金のお支払い 　 ※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、

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日前にあたる日より前にお 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 営業時間/９：００～１８：００（土/１７：００）　定休日/日曜日・祝祭日

支払いいただきます。 させていただくことがあります。 総合旅行業務取扱管理者　光岡　仁史

お問い合わせ・お申し込みは

〒７３４-８５１５　広島市南区宇品海岸１-１３-１３

営業時間/９：００～１８：００ ＊日・祝営業、年中無休

〒７３７-００２９　呉市宝町４-４５（呉中央桟橋）

旅行開始日の 開始後

不参加

100%40% 50%

前日 当日７日前～２日前

30%

旅行開始の前日から起算してさかのぼって

取消料率

１１日目

無料

取消日
１０日前～８日前

20%

旅行代金

お申込金

１万円未満 ２万円未満 ３万円未満

２,０００円 ４,０００円 ６,０００円

瀬戸内海クルーズ㈱

瀬戸内海汽船トラベルサービス

本社営業所

呉営業所

グランドプリンス

ホテル広島内

TEL ０８２-２５３-５５０１

営業所

TEL ０８２-５５５-５５０１

TEL ０８２３-２１-５１１２

〒734-8543 広島県広島市南区元宇品町23-1

14,500円
呉港発着大人お一人様旅行代金

13,500円

安心の朝・昼・夕3食付

一度は乗ってみたい！

到着・出発時間に合わせて

松山観光港⇔道後温泉送迎

※道後舘、ふなや同料金

※詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので事前にご確認の上お申込ください。


