2021年臨時夏号！夏休み避密の船旅・開放的な瀬戸内海で離島体験と四国の夏体験！人気の特選1６コース
SETOUCHI SHIMATABI LINE

2020年約6,000人が乗船した「SEASPICA」で瀬戸内海のクルーズ

シースピカ
三原港
広島港

プリンスホテル

大久野島（イメージ）

契島（イメージ）

新型コロナウイルス感染防止対策

1.SEA SPICA船内は抗菌、抗ウイルス、防カビ、消臭にセルフィールを噴霧しております。
2.船員、乗務員は毎朝検温、健康管理をチェックし感染防止に努めています。
3.ツアー参加時は検温、アルコール消毒の徹底、マスク着用にご協力お願いします。
4.船内にはアルコール消毒液を設置しております。
5.お客様下船時、観光時に乗務員が船内消毒、清掃を徹底しております。
6.船内換気は停泊中、お客様下船時行っております。

バスで広島港から広島駅
間がより便利に！
シースピカの利用便
広島宇品港行
広島新幹線口発 7：50
広島宇品港着
8：18
広島駅新幹線口行
広島宇品港発
18：30
広島新幹線口着 19：22
片道大人330円/こども170円

大久野島
安芸灘大橋（イメージ）

海上自衛隊呉基地（イメージ）

耕三寺（イメージ）

エトセトラ

7/22(木祝)・7/23(金祝)・8/1(日)・
9/18(土)・9/23(木祝)

広島駅発
旅行代金
（おひとり様）

御手洗（イメージ）

※ご希望日の7日前までにお申し込みください。
※お申し込みの際に満員、貸切運航の場合もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

日帰り
全出発日
催行決定

大 人 15,000円
小学生 14,000円

※呉駅発/呉港着は大人・小学生500円引
瀬戸の小箱/和又は洋をお選びください
■最少催行人員/15名■添乗員/同行します
■料金に含まれるもの/広島駅から三原駅までの電車代、乗船料、昼食弁当、瀬戸の小箱代、御手洗
ガイド代が含まれます。■0歳～未就学児のお子様は大人1名様につき１名無料(食事なし・座席なし)

広島駅
（etSETOra）
呉駅
三原駅
9:32
10:23
12:17
…(徒歩)…三原港～(SEASPICA)～瀬戸田～大久野島(約600羽の
13:25
13:50
14:05/14:35
うさぎがお出迎え)～大崎下島御手洗港(日本遺産で江戸時代の街並み
15:20/16:20
が残る)～(安芸灘大橋・音戸の瀬戸・音戸大橋・第二音戸大橋)～～
（艦船クルーズ）～～呉港～プリンスホテル桟橋～広島港
17:25 17:52
18:00

広島駅発着・呉港発/呉駅着
西向き
コース
新幹線
利用

★島たびクルーズのポイント★

1名様
参加歓迎

12,000円
小学生 11,000円

大

人

1.人気の特別航路にて瀬戸内海を横断
2.船上より海上自衛隊艦船見学
3.大久野島、下蒲刈島･松濤園の入場
も含まれています。
4.船内ではマリンガイドが島の歴史や文
化をご案内
5.2階デッキからの景色もお楽しみ♪
※ご希望日の7日前までにお申し込みください。

■最少催行人員/大人1名■添乗員/同行いたしません■料金に含まれるもの/三原駅から広島駅までの新
幹線代、乗船料、昼食弁当、松濤園入園料、めいぷるーぷバス代が含まれます。■0歳～未就学児のお
子様は大人1名様につき１名無料(食事なし)

広島駅＝(めいぷるーぷ)＝広島港～(SEA SPICA)～プリンスホテル桟橋～～呉港～（海上自衛隊
7:50
8:30
8:38
9:05
呉基地艦船クルーズ・第二音戸大橋・音戸大橋・音戸の瀬戸・安芸灘大橋) ～下蒲刈島丸谷港…
9:55
（徒歩約10分）…「松濤園」(世界の記憶に登録されている資料展示) …（徒歩）…丸谷港…
11:05
（徒歩)～大久野島(約600羽のうさぎがお出迎え)～瀬戸田港（到着後、各自自由散策）…(徒
12:05/12:35
12:50
歩)…瀬戸田港～(約28分)～三原港…（徒歩）…三原駅
（新幹線）
広島駅
※瀬戸田港出発:14:00、15:05、16:20、17:40 三原駅出発:15:09、16:09、17:09、
19:01

B:西向きコース

島たびクルーズ“列車”と“船”と癒しの旅

日帰り

■最少催行人員/大人1名■添乗員/同行しません■めいぷるー
ぷバス代、三原駅から広島駅までの電車代、乗船料、昼食代、松
濤園入場料が含まれています■その他の入場料は含まれません。
■0歳～未就学児のお子様は大人1名様につき１名無料(食事
お食事処ちどり昼食（イメージ） なし・座席なし)■すでに満席の運航日もございますので予めご了
承ください。
1名様
旅行代金（おひとり様）
参加歓迎

大 人 12,800円

小学生 11,000円

広島駅新幹線口＝(めいぷるーぷバス)＝広島港～～(SEA SPICA)～プリンスホテル前
7:50
8:15/8:30
8:38
桟橋～～呉港～(戦艦クルーズ・第二音戸大橋・音戸大橋・音戸の瀬戸・安芸灘大橋)
9:05
～【下蒲刈島/丸谷港 】…(徒歩10分)… 「松濤園」世界の記憶に登録されている資料
9:55
を展示……(徒歩)…丸谷港～～【大久野島】約600羽のウサギがお出迎え～～瀬戸田港
11:05
12:05/12:35
…(徒歩)…【お食事処ちどり】西の日光耕三寺、平山郁夫美術館等自由散策…(徒歩)…
※13:05から昼食
瀬戸田港～(定期航路)～三原港…（徒歩）…三原駅
(在来線)
広島駅
※呉線利用可

西向きコース 島たびクルーズ“列車”と“船”と名物料理の旅
三原名物「たこ会席」・大久野島
江戸時代の町並み「御手洗」 日帰り
■最少催行人員/大人1名■添乗員/同行しません■めい
ぷるーぷバス代、広島駅から三原駅までの電車代、乗船料、
昼食代、御手洗ガイド代が含まれます。■0歳～未就学児の
お子様は大人1名様につき１名無料(食事なし・座席なし)
■すでの満席の運航日もございますので予めご了承ください。
登喜将昼食（イメージ）

旅行代金（おひとり様）

大人

13,000円

小学生 11,500円

宮島口港・広島港・呉港発着
地元テレビでも紹介された

★島たびクルーズのポイント★

12,000円
11,000円

1.人気の特別航路にて瀬戸内海を横断
2.御手洗では町並み保存地区を現地ガ
イドによるご案内
3.船上より海上自衛隊艦船見学
4.船内ではマリンガイドが島の歴史や文
化をご案内
5.2階デッキからの景色もお楽しみ♪

1名様
参加歓迎

広島駅
（在来線）
三原駅…（徒歩5分）…【登喜将】三原名物たこ会席
9:50
11:05/11:10
11:50/12:40
…（徒歩3分）…三原港～ (SEA SPICA) ～瀬戸田～～【大久野島】約600羽のウサギ
12:45/13:25
14:05/14:35
がお出迎え ～～【大崎下島御手洗港】日本遺産、町並み保存地区をガイド付きでご案内
15:20/16:20
～(安芸灘大橋･音戸の瀬戸音戸大橋･第二音戸大橋)～（戦艦クルーズ）～～呉港～～プリ
17:25
ンスホテル前桟橋～広島港＝＝（めいぷるーぷバス）＝紙屋町＝＝原爆ドーム前＝＝平和
17:50
18:00/18:30
18:57
18:58
公園前＝＝並木通り入口＝＝広島駅新幹線口
･
19:02
19:06
19:22

1名様
参加歓迎

1名様
参加歓迎

広島駅発 大 人
旅行代金
小学生
（おひとり様）

A:東向きコース

在来線で広島駅⇔三原駅間最寄の駅で下車可能、呉線利用もできます！

大久野島・瀬戸田散策
A 瀬戸田たこ会席
の昼食とうさ
ぎの楽園大久野島

東向き
コース
新幹線
利用

大崎下島
御手洗港

瀬戸田たこ会席と下蒲刈島「松濤園」

シースピカ

せとうち島たびクルーズ

広島駅発
旅行代金
（おひとり様）

下蒲刈島
丸谷港

人気の観光列車と観光高速船で瀬戸内海周遊

etSETOraとSEA SPICA
出
発
日

呉港

音戸大橋（イメージ）

東向きコース
1名様
参加歓迎

生口島
瀬戸田港

契島

レモンポーク丼
SEASPICA乗船区間：広島→瀬戸田

はやしお乗船区間
宮島口⇔広島→呉 瀬戸田→呉

SEAPASEO乗船区間：呉→広島

※ご希望日の7日前までにお申し込みください。

■最少催行人員/大人1名■添乗員/同行しません■料金に含まれるもの/広島駅から三原駅までの新幹
線代、乗船料、昼食弁当、めいぷるーぷバス代、御手洗ガイド代が含まれます。■0歳～未就学児の
お子様は大人1名様につき１名無料(食事なし)

広島駅
（新幹線）
三原駅…（徒歩）…三原港～(高速船約28分)～瀬戸田港
※広島駅出発：7:42、8:55、10:03、11:03 三原港出発：8:45、9:45、11:30
（瀬戸田港到着後、SEASPICA出発まで自由散策）～大久野島(約600羽のうさぎがお出迎え)
13:25出航
14:05/14:35
～大崎下島御手洗港(日本遺産で江戸時代の街並みが残る)～(安芸灘大橋・音戸の瀬戸・音戸
15:20/16:20
大橋・第二音戸大橋・海上自衛隊呉基地艦船クルーズ）～呉港～プリンスホテル桟橋～広島港
17:25 17:52
18:00/18:30
＝(めいぷるーぷバス)＝紙屋町＝原爆ドーム前＝平和公園前＝並木通入口＝広島駅
19:22

旅行代金（おひとり様）

大 人 11,500円
小学生 10,000円

※3歳～未就学児 5,000円(昼食付・座席付)
■最少催行人員/大人15名■添乗員/同行しま
せん■乗船料、昼食代、松濤園入場料が含まれて
います■松濤園以外の有料施設は各自支払
■SEASPICA,はやしおは指定席となります。座席
指定はできません。■0歳～3歳未満のお子様は大
人1名様につき１名無料(食事なし・座席なし)

★ツアーのポイント★
1.1日で人気の３隻の船に乗船！
2.海上自衛隊呉基地艦船クルーズ
3.昼食は人気の「レモンポーク丼」
4.SEASPICA、はやしお船内はマリン

ガイドの案内付
5.生口島瀬戸田滞在2時間30分

宮島口港～(はやしお)～広島港～(SEA SPICA)～呉港～ (SEA SPICA) ～
7:45
8:10/8:30
9:05
（海上自衛隊艦船クルーズ・第二音戸大橋・音戸大橋・音戸の瀬戸・安芸灘大橋)～下蒲刈
島丸谷港…（徒歩約10分）…「松濤園」(世界の記憶に登録されている資料を展示) …
9:55/11:05
（徒歩）…丸谷港～大久野島(約600羽のうさぎがお出迎え)～(約15分)～瀬戸田港（名物
12:05/12:35
12:50/15:20
レモンポーク丼の昼食、昼食後出発時間まで各自自由散策）～（はやしお）～～呉港～
17:00/17:15
（SEAPASEO）～広島港～(はやしお) ～宮島口港～～呉港
18:00/18:10
18:25
19:05

宮島口港 宮島港 広島港 プリンスホテル前桟橋 呉港発着 日帰り

夏休み親子で楽しむ島めぐり

「

「大久野島」
伯方島「ドルフィンファームしまなみ」
来島海峡大潮の潮流「来島潮流体験」

日帰り

銀河クルーズ
コロナウイルス
感染予防対策

せとうちおさんぽクルーズ

」
「大久野島」

広島港・呉港発着

うさぎの楽園
大崎上島

「

出発日

14,500円 ３歳～未就学児
12,500円 5,000円

２．船内各所(手すり・ドアノブ・椅子・テーブル・トイレ等)のアルコール消毒液使用と清掃の徹底。
①座席はゆったりした配席でご準備。
３．お客様の健康と安全ならびに公衆衛生を考慮しサービススタッフはマスクを着用しております。
②フレンチの本格的コース料理をご提供。
③小グループ（10名様以上）でフロア貸切。 ４．スタッフの健康管理や感染防止に努め、安心・安全・清潔に取り組んでおります。

」

人

設定期間

2021年7月１日(木)～2021年8月29日(日)

※設定除外日：毎週月曜日・火曜日ブルーライン利用は土日祝

7/24(土)・7/25(日)・8/8(日)

旅行代金 大
（お一人様）

１．船内各所にアルコール消毒液を設置しております。

ソーシャルディスタンスのおもてなし

船上の避密の場所！瀬戸内海を眺めのながらランチクルーズ
日帰り

ホテル清風館でいただく瀬戸内会席＆絶景露天風呂

7/24(土)・7/25(日)・8/8(日)

旅行代金 大 人
（お一人様）小学生

貸切高速船とバスで行く！

せとうちおさんぽクルーズ

うさぎの楽園

出発日

宮島口港 宮島港 広島港 プリンスホテル前桟橋 呉港発着

大人お一人様
旅行代金

13,500円 ３歳～未就学児
11,500

広島港発着
呉 港発着

■最少催行人員/2名 ■添乗員/同行しません ■食事/昼食1回（ランチクルーズ）
■旅行代金に含まれるもの/呉港⇔広島港間往復乗船料、銀河クルーズ代、宮港→広島港間高速船代、税金

※宮島島内有料施設はお客様各自負担です。
6,800円 ※小人料金はお問い合わせください。
※復路宮島･呉ブルーラインプランは大人500円増、
9,000円 小学生250円増です。

呉港～(SEAPASEO)～広島港～（銀河ランチクルーズ・宮島大鳥居沖）～～～宮島港…（徒歩）…各自出発時間まで自由散策…（徒歩）…宮島港～～
■最少催行人員/25名■添乗員/同行します■料金には乗船料、バス代、昼食1回、入場料、
10:20
11:05/12:00
13:30
小学生
円 5,000円
税金が含まれます■0歳～2歳のお子様は無料(座席・食事なし)■小学生、幼児の食事は
（高速船）～～プリンスホテル桟橋～～広島港～～（江田島小用港経由）～～呉港
宮島港発15:00、16:00又は17:00(最終)の便をご利用ください。
写真はすべてイメージ
■最少催行人員/18名■添乗員/同行します■料金には乗船料、バス代、昼食1回、入場料、
お子様メニューとなります■利用バス会社/本四バス開発
17:23/17:40
18:02
ステーキランチイメージ
税金が含まれます■0歳～2歳のお子様は無料(座席・食事なし)■小学生、幼児の食事は
★【土日祝日出発】復路宮島･呉ブルーラインプランのお客様は、宮島港15:10発→呉港15:55着になります。
宮島口港～(高速船)～宮島港～広島港～プリンスホテル前桟橋～呉港～～(船上より戦艦
※メニューは変更になる場合がございます。
写真はすべてイメージ
お子様メニューとなります■利用バス会社/スマイルバス
7:25
7:30 7:55
8:05
8:30
宮島口港～(高速船)～宮島港～広島港～プリンスホテル前桟橋～呉港～～(船上より戦艦
大和建造ドック跡・自衛隊呉基地・音戸の瀬戸)～～うさぎの楽園【大久野島】～～
設定期間
2021年7月1日(木)～2021年8月29日(日)
広島・呉・江田島地区発着
7:25
7:30 7:55
8:05
8:30
瀬戸田港＝【お食事処ちどり】名物たこ料理＝【ドルフィンファームしまなみ】イルカ
大和建造ドック跡・自衛隊呉基地・音戸の瀬戸)～～うさぎの楽園【大久野島】～～
★美しい夜景とともに本格的なフレンチコースで特別な時間をお過ごしください
を間近で見学＝【来島海峡急流観潮船】日本三大急流として有名な来島海峡を体験！＝
沖浦港＝【ホテル清風館】昼食/入浴＝【文田しいたけ工場見学】うれしいお土産付♪
日帰り
約45分の潮流体験
＝【神峯園ブルーベリー狩り体験】瀬戸内海に浮かぶ島で満喫＝＝沖浦港～～
■最少催行人員/2名 ■添乗員/同行しません ■食事/夕食1回
今治港～～呉港～～プリンスホテル前桟橋～広島港～～宮島港～宮島口港
【呉・江田島発着】大人お一人様
10,500円
～呉港～～プリンスホテル前桟橋～広島港～～宮島港～宮島口港
■旅行代金には含まれるもの/呉港・小用港・中町港・高田港各港⇔広島港
17:20
17:45
17:55
18:30 18:35
17:20
17:45
17:55
18:30 18:35
往復乗船料、銀河クルーズ代、夕食代、税金
【広島港発着】
大人お一人様
9,500円
※小人（小学生）お一人様4,500円引 料理はお子様プレートとなります

宮島口港 宮島港 広島港 プリンスホテル前桟橋 呉港発着 日帰り

貸切高速船で行く！瀬戸内海の人気の離島

の休日

【大久野島での過ごし方】
①海水浴場
②屋外プール(旅行代金込)
③レンタサイクル(2時間600円)
④釣り(レンタルは630円)
⑤ウオーキング(島周囲3.3km)

日帰り

■最少催行人員/大人25名■添乗員/同行します
旅行代金 大 人 7,500円
■乗船料、昼食代、プール代が含まれています
（お一様様）
小学生 6,000円 ■有料施設、有料レンタルは各自支払
3歳～未就学 5,000円 ■船の座席は指定席となります。
■0歳～2歳未満のお子様は大人1名様につき１名無料(食事なし・座席なし)
写真はすべてイメージ
宮島口港～（貸切高速船）～宮島（嚴島）港～（高速船）～広島港～プリンスホテル桟
7:45
8:10
8:15 8:20
橋～呉港～（戦艦大和建造ドック跡・海上自衛隊呉基地・音戸の瀬戸）～うさぎの楽園・大
8:45
10:05/15:45
久野島（約600羽のうさぎがお出迎え大久野島休暇村で「海水浴」・「プール」・「釣り」等出発時
間までお過ごしください、昼食は各自クーポン券にてお召し上がりください）～～呉港～～プリンス
17:05 17:30
ホテル桟橋～広島港～宮島（嚴島）港～～～宮島口港
17:35/18:10
18:35
【オプショナルツアー】【能島潮流体験】 【旅行代金お一人様】大人3,000円 小人1,500円
■最少催行人員/2名■添乗員は同行します■食事/なし■7日前までに予約要
大久野島～能島潮流体験（急流のように激しく流れる潮流を体験)～大久野島
13:00
13:40/14:40
15:20

宮島口港 宮島港 広島港 プリンスホテル前桟橋 呉港発着日帰り

せとうちおさんぽクルーズ

瀬戸内のハワイ周防大島

「サンシャインサザンセトリゾートホテルの休日」
選べる昼食！ビーチで海水浴！屋内・屋外プール！
出発日

たっぷり5時間フリータイム

呉港・小用港・中町港・高田港各港～～(フェリーまたは高速船)～～広島港～～
【平日出発】 17:15～18:06発
18:00～18:27着/18:50発
【土日祝日出発】16:10～17:20発
16:46～17:20着/17:50発
～ 銀河ディナークルーズ～広島港～～(高速船)～～高田港・中町港・小用港・呉港各港
21:00着/21:19～22:00発
21:41～22:27着
サンセットクルーズ 20:00着/20:20～21:00発
20:41～21:27着

ディナーコース（ イメージ）

※平日の復路便は最終便の為、変更不可です。※幼児料金はお問合せください。

7/22(木・祝)・23(金・祝)・31日(土)
8/1(日)・14(土)・15日(日)

宮島・呉ブルーライン

呉港発着

写真はすべてイメージ

旅行代金 大
（お一人様）

人 12,500円 ３歳～未就学児
小学生 11,500円 5,000円

設定 2021年 7月1日(金)～１1月28日(日)
期間 設定除外日：毎週月曜日・火曜日

■最少催行人員/25名■添乗員/同行します■料金には乗船料、バス代、昼食1回、プール
利用料、入浴料、税金が含まれます■0歳～2歳のお子様は無料(座席・食事なし)
■幼児の食事はお子様メニューとなります■利用バス会社/サザンセト交通
宮島口港～(高速船)～宮島港～～広島港～プリンスホテル前桟橋～～呉港～～周防大島
8:00
8:15
8:45
8:50
9:15
伊保田港＝＝【サンシャインサザンセト】約５時間のフリータイム■選べる昼食プラン
（大人と小学生はSummer Lunch又は海鮮天刺御膳、幼児のお子様はkids Lunch）
■ビーチで海水浴、屋内・屋外プール、マリンスポーツ(別途料金)■温泉大浴場、露天

出発日

佐田岬

・爽快な波しぶき

日帰り

往復フェリーで行く

高知の爽やか清涼スポットでリフレッシュ！

奇跡の清流 仁淀ブルーを体感！
日帰り
出発日 8月7日(土)・22日(日)・28(土)
■料理写真/イメージ

出発日

■佐田岬/遊覧船からのイメージ

★ツアーのポイント★
1.2019年GOODデザイン賞BEST100

旅行代金 大 人 16,800円
を受賞したSEAPASEOに乗船
広島発
お一様様 小学生 15,800円
2.四国最西端佐田岬で豪快伊勢海
※呉港発は大人1,000円引・小学生500円引
老料理の昼食
■最少催行人員/大人15名■添乗員/同行します
■乗船料、昼食代1回、遊覧船代が含まれています 3.太平洋の波しぶきを受けながら佐田
■船の座席は自由席となります■バスは座席指定
岬遊覧

広島港～（クルーズフェリー「SEA PASEO」）～呉港～～松山観光港
6:45
7:30
9:25/9:40
＝＝松山IC＝＝大洲IC＝＝佐田岬メロディーライン＝＝民宿大岩
12:25/13:15
【昼食】伊勢海老料理をお召し上がり・・・四国最西端の佐田岬遊覧
13:20/14:05
＝＝松山観光港～(スーパージェット)～呉港～～広島港
17:40/18:00
18:55
19:47

旅行代金 大
人
広島港発着
お一人様 小学生

14,000円
13,000円
大 人 13,000円
小学生 12,000円

中津渓谷(イメージ)
中津渓谷(イメージ)

期間中の土・日・祝日のみ
高速船(往復)と
宮島水族館入館券が
セットになったお手軽パック！
船の利用で渋滞の心配なし！
宮島水族館にはチケット引換え
なしでそのまま入館できます。

中型バス利用
各出発日
15名様限定

★ツアーのポイント★
1. 全国水質ランキング1位になった
仁淀川の代表スポット中津渓谷でマイ
■最少催行人員/13名
ナスイオンを浴びながら渓谷美を体感。
■食事/昼食（１回） ■添乗員/同行します
■料金には往復フェリー乗船代、貸切バス代、 2.ドラマのロケ地 浅尾沈下橋へご案内。
3.地元名産のお茶スイーツをご賞味♪
昼食代、スイーツ代、税金が含まれます
呉港発着
お一人様

■利用バス会社/いずみ観光バス
広島港～～(クルーズフェリー/SEA PASEO)～～呉港～～松山観光港 ＝＝(中型バス)＝＝
6:45
7:30
9:25
中津渓谷・ゆの森【昼食】・・・【渓谷散策】 (抜群の透明度を誇る仁淀ブルーと渓谷美・迫力ある
11:40/12:20 12:25/13:20
雨竜の滝を間近で体感)＝＝浅尾沈下橋＝＝池川茶園スイーツ工房【茶畑プリンとお茶をご賞味】
13:50/14:05
14:30/14:55
＝＝道の駅天空の郷さんさん＝＝松山観光港～～(フェリー)～～呉港～～広島港
17:30/18:05
20:00 20:45

旅行代金

広島港発着

呉港発着

(お一人様)

全 日

全 日

小学生(お子様セット) 3,500円 4,000円

幼児(お子様セット) 2,500円 2,500円

呉港～～(クルーズフェリー/シーパセオ ～～広島港～～ 銀河ランチクルーズ ～～宮島港～～～
10:20
11:05/12:00
13:25
～～～～広島港～～(クルーズフェリー～～呉港
14:30/15:10
15:55
宮島港下船後広島港、プリンス行利用の場合15:00、16:00、17:00発追加代金大人1,400円増
★【土日祝日出発】 復路宮島･呉ブルーラインご利用の場合は、
宮島港15:10発～～ 宮島・呉ブルーライン ～～呉港15:55着になります。追加代金大人1,000円増

□旅行条件（要約） ※詳しい旅行条件を説明した書面を用意しております。ご確認のうえお申込みください。
この旅行は瀬戸内海クルーズ㈱（広島市南区宇品海岸1丁目13番13号広島県知

広島県知事登録旅行業第２-１７６号 全国旅行業協会正会員

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

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

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。
●旅行の申し込み及び契約成立

日帰り

（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。
（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
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
場合は、当社は予約がなかったとして取り扱います。

１１日目１０日前～８日前

７日前～２日前

前日

当日

開始後
不参加

取消料率 無料
20%
30%
40%
50% 100%
●この旅行条件は、2021年6月1日を基準としております。又、旅行代金は、2021年6月

2,000円

4,000円

6,000円

お問い合わせ・お申し込みは

瀬戸内海汽船トラベルサービス
本社営業所

〒724-8515 広島市南区宇品海岸1-13-13

TEL 082-253-5501
営業時間/9:00～18:00 定休日/日曜日・祝祭日
総合旅行業務取扱管理者 鉄田 勝大

●個人情報の取り扱い
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
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
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

１万円未満 ２万円未満 ３万円未満

広島市南区宇品海岸１丁目１３番１３号

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。

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
とします。
（４）お申込金（おひとり様） 旅行代金
【日帰り旅行の場合】
お申込金
●旅行代金のお支払い

費用及び個人的費用は含みません。）
●取消料 旅行開始日の前日から起算して
2日間以上 21日前 20日前～8日前

瀬戸内海クルーズ㈱

旅行企画・実施

●旅行代金に含まれるもの

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
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

■最少催行人員/2名 メモリアルコース
(イメージ)
■添乗員/同行しません
■食事/昼食1回
■旅行代金に含まれるもの/銀河ランチ
クルーズ代、復路宮島港→広島港
高速船代、税金 ※呉港発着プラン
には、呉港⇔広島港間フェリー往復
乗船料、 (土・日・祝日のみ/復路
宮島港→呉港高速船代)が含まれま
す。 ■宮島島内の有料施設は各
自ご負担となります。

メモリアルコース 8,500円 9,500円

■最少催行人員/1名 ■添乗員/同行しません ■食事なし
■旅行代金に含まれるもの/呉港～宮島港往復乗船代、
宮島水族館入館料、サービス料、税金
※幼児(4歳以上)のお子様は400円(宮島水族館入館料のみ)
※片道利用は呉港発のみです。宮島水族館見学後の解散となります。
※コロナ感染拡大の影響により、イベントやショーが変更または中止になる場合がございます。
呉港～(高速船)～宮島港･･･(徒歩)･･･宮島水族館･･･宮島港～(高速船)～呉港
10:40
11:25
15:10
15:55

日帰り

銀河ランチクルーズと宮島観光後の高速船がセットになった安心パック
！呉港発着は呉港⇔広島港間往復フェリー付。
土日祝日は、復路宮島港→呉港直行便高速船ご利用可能！

2021年 7月3日(土)～１1月28日(日)

風呂等出発までごゆっくりお過ごしください＝＝伊保田港～～～宮島港～宮島口港～～
15:30/15:45
17:20
広島港～プリンスホテル前桟橋～呉港
17:45
17:50
18:30

広島港・呉港発着

呉港発着/呉港-広島港間往復フェリー付 広島港乗換え

広島港発着

日帰り

広島港・呉港発着

SEA PASEOとスーパージェット！ 四国最西端の日本一長い半島

呉・江田島地区の各港
から出発！往復乗船料が
セットになったお得なプ
ラン！
ご家族、大切な方との
記念日にもおすすめ★

グランドプリンス
ホテル広島内
営業所

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、

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

支払いいただきます。

させていただくことがあります。

呉営業所

〒734-8543 広島県広島市南区元宇品町23-1

TEL 082-555-5501
営業時間/9:00～18:00 ＊日・祝営業、年中無休
総合旅行業務取扱管理者 狩野 佳子
〒737-0029 呉市宝町4-45（呉中央桟橋）

TEL 0823-21-5112

営業時間/9:00～18:00（土/17:00） 定休日/日曜日・祝祭日
総合旅行業務取扱管理者 光岡 仁史

