
旅行企画　実施

日本の客船、フェリーで航く

国内クルーズの旅
～観光列車・京都・沖縄の旅もご紹介～

2022年4月～11月

2022年5月22日（日）出発 神戸港発新大阪駅着 名古屋駅発着

日次 旅行日程 食事 宿泊

1 5/22
(日)

（名古屋駅発着の場合）
JR名古屋駅 (08：47～11：47)より新幹線のぞみ号普通車指定席にて
新神戸駅へ
神戸港周辺の陸上施設にて、PCR検査を実施
検査結果確認後、乗船受付を経て乗船
神戸出港（17：00） 船ー ー

船
内
泊

2 5/23
(月)

終日クルーズ
 船船 船

3 5/24
(火)

横浜入港(09：00）
送迎車にて、東京都内へ
●東京スカイツリー  ◎浅草観音と仲見世（自由散策）
●迎賓館赤坂離宮（本館、庭園）*1

ホテルニューオータニ東京へ、チェックイン
国賓に振舞われた「令和の歴史的晩餐」メニュー再現のご夕食 *2 夕船 ー

ホ
テ
ル
泊

4 5/25
(水)

ホテルにて厳選食材のみを使用した「新・最強の朝食」をお召し上がりく
ださい
鎌倉観光へ  ◎鶴岡八幡宮  ●鎌倉殿の13人 大河ドラマ館  ●宝物殿

（昼食は、フリータイム中にお召し上がりください）
◎鎌倉大仏
新横浜駅（16：00～17：00）より新幹線のぞみ号普通車指定席にて
名古屋駅、新大阪駅へ

（名古屋駅発着の場合）名古屋駅着後（17：22～18：22）、解散
（新大阪駅着の場合）新大阪駅着後（18：12～19：12）、解散 ー朝 ー

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
*1  迎賓館赤坂離宮は、国公賓などの接遇その他迎賓館の運営上の都合によって公開が中止となる場

合がございます。
*2 時期により、メニュー・料理内容が変更になる場合がございます。写真はすべてイメージです。

旅行条件
■食事：朝1回、夕1回、船5回（朝2回、昼1回、夕2回）　■添乗員：3日目横浜港から4日目新横浜駅まで
同行します（3日目ホテルには宿泊いたしません）　■最少催行人員：8名様（最大募集人員：16名様）
■利用予定ホテル：【3泊目】ホテルニューオータニ東京・ザ・メイン 新江戸ルーム
■利用予定バス会社：東京ヤサカ観光バス

■旅行代金（大人お1人様／２名様１室利用） （　）内は１人部屋追加代金 （単位：円）

K：ステート E：バルコニー D：バルコニー C：スイート A：アスカスイート
神戸港発
新大阪駅着*1

243,000
(80,000）

275,000
(70,000）

280,000
(40,000）

358,000
(160,000）

395,000
(180,000）

名古屋駅発着 248,000
(80,000）

280,000
(70,000）

285,000
(40,000）

363,000
(160,000）

400,000
(180,000）

*1 JR京都駅、新神戸駅での下車も可能です。料金はお問い合わせください。

迎賓館赤坂離宮・朝日の間
出典：迎賓館赤坂離宮・公式サイト

世界の国賓等を
接遇する赤坂迎賓館

飛鳥Ⅱ

撮影：中村庸夫

約４万㎡の広大な日本庭園に囲まれた、「御三家ホテル」の１つ、ホテルニューオータニ東京へ宿泊

ホテルニューオータニ東京 新江戸ルーム浴室（一例）

和洋前菜祝い盛り（イメージ） スープ（イメージ）

いくらの醤油漬け（イメージ）

迎賓館赤坂離宮

飛鳥Ⅱ 初夏の神戸・横浜クルーズと
ホテルニューオータニ東京「令和の歴史的晩餐」再現メニューを食す 
 東京・鎌倉探訪の旅4日間

添乗員 嶋田亜希子が横浜港から同行

ご宿泊は、「新江戸ルーム」を利用：ヒノキのお風呂、日本酒とおつまみをお部屋にご用意 厳選食材使用「新・最強の朝食」

ホテルのご夕食は「令和の歴史的晩餐」再現メニューをご用意

日本初“9つ星”ホテル 
（「フォーブス・トラベルガイド」2021年度格付け評価ホテル部門） 



太平洋フェリー（いしかり、きそ）特等で行く

JRタワーホテル日航札幌に泊まる！ 
札幌駅直結のシティリゾート 札幌フリー７日間

名古屋

秋保温泉
仙台太平洋フェリー（いしかり、きそ）特等で行く

伝承千年の宿「佐勘」に連泊！
仙台の奥座敷・秋保温泉５日間

佐勘外観

河原の湯（露天風呂）

ロビー

1階男性大浴場(露天風呂）

特等客室（一例） いしかり

名古屋港発着2名様から催行 2022年４月～9月

伊達政宗公の湯浴み御殿として栄えた名旅館

「佐勘の湯巡り」を愉しむ

名古屋

仙台

苫小牧

太平洋フェリー

旅行条件
■食事：朝２回、夕２回、船６回（朝２回、昼２回、夕２回）＊船内食事はバイキング形式となります。
■添乗員：同行いたしません　■最少催行人員：2名様
■利用予定ホテル：【2・3泊目】(秋保温泉)伝承千年の宿 佐勘 花月館又は山翠館 ※客室指定不可
■利用予定タクシー会社：帝産キャブ・稲荷タクシー・仙台タクシー・宮城交通

■旅行代金（大人お1人様／２名様１室利用） （単位：円）

出発日 A期間 B期間 C期間
旅行代金 106,800 114,800 119,800

※車両航送オプション：全長5ｍ未満 1台32,000円／税込 ＊ご旅行予約時に併せてお申込ください。

ホテル外観 朝食ビュッフェ（イメージ）

モデレートツイン（一例） モデレートシングル（一例）

ホテル客室は、眺望の良い23階以上に位置しています 

旅行条件
■食事：朝２回、船10回（朝4回、昼２回、夕4回）＊船内食事はバイキング形式となります。　■添乗員：
同行いたしません　■最少催行人員：1名様　■利用予定ホテル：【3・4泊目】(札幌駅地区)JRタワー
ホテル日航札幌（23～30階） モデレートツイン（２名１室） モデレートシングル（１名１室）

■旅行代金（大人お1人様／２名様１室利用） （　）内は１人部屋追加代金 （単位：円）

出発日 A期間 B期間 C期間 D期間 E期間

旅行代金 104,800
（10,000）

109,800
（10,000）

119,800
（10,000）

124,800
（10,000）

129,800
（10,000）

※車両航送オプション：全長5ｍ未満 1台45,000円／税込  ＊ご旅行予約時に併せてお申込ください。

日次 旅行日程 食事 宿泊

1 名古屋港フェリーターミナル集合（18：00までにお越しください）
太平洋フェリー乗船手続き　名古屋出港(19：00) 船ー ー

船
内
泊

2 太平洋クルーズをお楽しみください（14：30頃、姉妹船とすれ違う予定です）
仙台港フェリーターミナル入港(16：40／19：40) 一時上陸が可能です 船船 船

船
内
泊

3

苫小牧西港フェリーターミナル入港(11：00)
お客様ご自身で札幌まで移動*1 《参考》高速バス 苫小牧港11：46発→札幌駅
前ターミナル13：38着 片道1,450円 往復2,740円*2

到着後、フリータイム　＊ホテルチェックインは15：00以降となります ー船 ー

ホ
テ
ル
泊

4 終日フリータイム ー朝 ー

5

出発までフリータイム（ホテルチェックアウトは10：00までにお済ませください）
お客様ご自身で苫小牧西港フェリーターミナルへ（18：00までにお越しくださ
い）*1 《参考》高速バス 札幌駅前ターミナル(13番のりば)16：00発→苫小牧
港17：54着*2

太平洋フェリー乗船手続き　苫小牧西港フェリーターミナル出港(19：00） 船朝 ー

船
内
泊

6 仙台港フェリーターミナル（10：00／12：50） 一時上陸が可能です
太平洋クルーズをお楽しみください（14：30頃、姉妹船とすれ違う予定です） 船船 船

船
内
泊

7 名古屋入港(10：30)　下船後、解散 ー船 ー

*1 苫小牧港⇔ホテルの送迎は含まれておりません。お客様ご自身にて移動となります。
*2 苫小牧港⇔札幌駅前ターミナルの路線バス時刻・運賃は、2022年3月現在の情報です。

4月出発日 10（日）、12（火）、14（木）、18（月）

5月出発日 8（日）、10（火）、12（木）、14（土）、16（月）、18(水）、20（金）、22（日）、24（火）、
26（木）、28（土）、30（月）

6月出発日 1(水）、3（金）、5（日）、7（火）、9（木）、11(土）、13（月）、15（水）、17（金）、19（日）、
21（火）、23（木）、25(土）、27（月）、29（水）

7月出発日 1（金）、3（日）、5（火）、7（木）、9（土）、11(月）、13（水）、15（金）、17（日）
8月出発日 22(月）、24（水）、26（金）、28（日）、30（火）

9月出発日 1（木）、3（土）、5（月）、7（水）、9（金）、11(日）、13（火）、15（木）、17（土）、19（月）、
21（水）、23(金）、25（日）、27（火）

日次 旅行日程 食事 宿泊

1 名古屋港フェリーターミナル集合（18：00までにお越しください）
太平洋フェリー乗船手続き　名古屋出港(19：00) 船ー ー

船
内
泊

2
太平洋クルーズをお楽しみください（14：30頃、姉妹船とすれ違う予定です）
仙台港フェリーターミナル入港(16：40)
下船後、タクシーにて秋保温泉へ 夕船 船

ホ
テ
ル
泊

3 終日フリータイム
オプショナル：仙台近郊タクシー観光プランもございます。 夕朝 ー

4
ホテルチェックアウト後、タクシーにて青葉城址下車観光後、仙台港へ
太平洋フェリー乗船手続き　仙台出港(12：50)
太平洋クルーズをお楽しみください（14：30頃、姉妹船とすれ違う予定です） 船朝 船

船
内
泊

5 名古屋入港(10：30)　下船後、解散 ー船 ー

4月出発日 10（日）、12（火）、14（木）、16（土）、18（月）、20（水）、22（金）

5月出発日 8（日）、10（火）、12（木）、14（土）、16（月）、18(水）、20（金）、22（日）、24（火）、
26（木）、28（土）、30（月）

6月出発日 1(水）、3（金）、5（日）、7（火）、9（木）、11(土）、13（月）、15（水）、17（金）、19（日）、
21（火）、23（木）、25(土）、27（月）、29（水）

7月出発日 1（金）、3（日）、5（火）、7（木）、9（土）、11(月）、13（水）、15（金）、17（日）
8月出発日 22(月）、28（日）、30（火）

9月出発日 1（木）、3（土）、5（月）、7（水）、9（金）、11(日）、13（火）、15（木）、17（土）、19（月）、
21（水）、23(金）、25（日）、27（火）、29（木）

船内食事付

太平洋フェリー
（いしかり・きそ）

第1位

名古屋港発着1名様から催行 2022年４月～9月 船内食事付

「いしかり」・「きそ」の乗り比べができるコース

2 ※写真はすべてイメージです。



大阪

伊丹空港
羽田空港へ

鹿児島
空港

志布志

2022年5月11日（水）、6月14日（火）、7月13日（水）、9月14日（水）、10月5日（水）出発

東京駅発羽田空港着 大阪発伊丹空港着 大阪から添乗員同行

界 霧島 薩摩の伝統工芸と食文化

薩摩シラス大地の間
地域の文化に触れられるご当地部屋

「薩摩シラス大地の間」。鹿児島県
の特徴的な地質で、吸湿性や空気
浄化作用に優れる“シラス”を職人の
技で壁画に仕上げた、デザイン性と
爽やかさを感じる客室です。

露天風呂
湯浴み小屋は、客室棟からスロープ
カーで向かった広大なすすき野原の
中にあります。露天風呂からは広大な
草原パノラマビューを堪能でき、霧島
山の懐から湧出する豊かな温泉を楽
しめます。

桷志田（かくいだ）
良質な玄米と麹、湧水、そ
して伝統製法によって造ら
れた玄米黒酢“桷志田”。
黒酢の元祖「壷作り黒酢」
があるのは鹿児島の福山
町だけです。

美山陶遊館
薩摩焼のろくろ体験であなただけの一品を作りましょう。
※薩摩焼の陶工による指導　※エプロン貸与
※約1ヶ月後、焼き上がった作品をご自宅まで発送いたします。

ご当地楽「天孫降臨ENBU」
星野リゾートの温泉旅館「界」では、日本各
地の個性的な文化を満喫できる特別なおも
てなし「ご当地楽（ごとうちがく）」をご用意し
ています。
霧島は、日本建国神話のはじまり「天孫降臨
神話」にゆかりが深い地です。界 霧島では、
天孫降臨の物語を表現した躍動感のある
演舞をお楽しみいただけます。

2日目
ご宿泊

「フェリーさんふらわあ最高ランク客室」と
星野リゾートの温泉旅館「界」に泊まる琥珀の旅

「界 霧島」に泊まる
霧島・薩摩の伝統工芸と食文化に触れる旅3日間

旅行条件
■食事：朝2回、昼2回、夕2回　■添乗
員：同行(1日目新大阪駅から3日目鹿児
島空港まで)　■最少催行人員：10名
様　■利用予定客船：フェリーさんふら
わあ　■利用予定ホテル：界 霧島

旅行企画・実施
大阪府知事登録旅行業 2-2396号

さんふらわあトラベル株式会社
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルＯ’s(オズ)棟北館6階605
一般社団法人日本旅行業協会正会員

■旅行代金（大人お1人様／２名様１室利用） （　）内は１人部屋追加代金 （単位：円）

出発地 大阪発着 東京発着

全出発日
同一

160,000
(35,000）

185,000
(35,000）

●入場観光　◎下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
*1 ハイアットリージェンシー大阪へ直接ご集合いただくことも可能です。
*2 焼酎はお買い求めいただけません。
*3 客室風呂はシャワーブースのみとなります。温泉入浴は大浴場をご利用ください。

日次 旅行日程 食事 宿泊

1

東京駅発、新幹線グリーン車にて新大阪駅へ
新大阪駅到着後、送迎車にてハイアットリージェンシー大阪*1へ
移動後、出発式
さんふらわあターミナル(大阪)第2ターミナルへご移動
到着後、フェリーさんふらわあご乗船
大阪出港(17：00～17：55) 夕ー ー

船
内
泊

2

志布志入港(08：55)　観光へ
●黒酢本舗 桷志田（工房見学・鹿児島産黒毛和牛ステーキの 
ご昼食）  ●森伊蔵酒造アンテナショップ*2  ◎塩浸温泉龍馬公
園(龍馬ハネムーンの地)
界 霧島*3 チェックイン 夕朝 昼

ホ
テ
ル
泊

3

ホテルにてご朝食後、観光へ
◎霧島神宮（御祈願）、ホテル京セラ（鹿児島御膳のご昼食）
●沈壽官窯（見学）  ●美山陶遊館
鹿児島空港（18：45～19：00発）よりANA3176便にて 伊丹空
港へ(19：55～20：10着）
鹿児島空港（19：20～19：30発）よりANA630便にて 羽田空港
へ（21：00～21：15着）
羽田空港・伊丹空港到着後、解散 ー朝 昼

さんふらわあ（さつま または きりしま）

船内プロムナード 船内展望大浴場

スイートルーム

沈壽官（ちんじゅかん）
伝統的な白薩摩・黒薩摩を制作
し、日用品から茶道具まで幅広く
展開しています。

2日目の昼食は黒酢レストラン・黒酢
本舗「桷志田」で黒毛和牛ステー
キをお召し上がりいただきます。

3日目の昼食は、鹿児島の季節の
食材を用いた料理の数 を々、心ゆ
くまで堪能いただけます。

3※写真はすべてイメージです。



松山

広島（宇品）
因島生口島

大三島

大阪から

東予港

大島

2022年7月27日(水)出発 東京駅／名古屋駅／大阪南港発着 安心の添乗員同行

オレンジフェリーとSEA PASEOで結ぶ
瀬戸内海クルーズと
名湯「道後温泉」連泊の旅4日間 バスの座席は

お1人様あたり2席
ご利用いただけます 

ホテルオークラ京都 岡崎別邸に２連泊
初夏の新緑溢れる京都3日間

東京駅発着 名古屋駅発着1名様から催行 2022年５月8日（日）～6月28日（火）出発

日次 旅行日程 食事 宿泊

1

東京・名古屋駅発新幹線のぞみ号グリーン車にて京都へ
着後(12：30～13：00)、専用車にて京都半日観光へ*1

【5月】●上賀茂神社　【6月】●三室戸寺
ホテルオークラ京都 岡崎別邸へ
ホテルにてフランス料理のご夕食をお召し上がりください 夕ー ー

ホ
テ
ル
泊

2 フリータイムをお楽しみください*2 ー朝 ー

3

ホテルにてご朝食後、チェックアウト*2

フリータイムの後、各自で京都駅へ
京都駅より新幹線のぞみ号グリーン車にて東京・名古屋へ*3

着後、解散 ー朝 ー

●：入場観光
*1  京都駅にて専用車ドライバーがお待ちしております。ご参加グループごとの専用車にて京

都観光をお楽しみください。※専用車は最大4時間利用可能です。
*2  ご希望によりドライバー付の専用車のご用意が可能です。ご希望の際はご予約時にお申し

出ください。※別途料金要。
*3  ご希望のお時間帯の新幹線のお手配が可能です。ご予約時にご希望時間帯をお知らせく

ださい。
※ 日程表内に記載のない観光地またはフリータイム中に、必要となった費用（駐車場、入場料、

お食事等）はお客様各自でのご負担となります。

ホテルオークラ京都 岡崎別邸 スーペリアルーム（一例）ヌーヴェル・エポック コースディナー（イメージ）

2022年1月開業。「ホテルオークラ」ブランド、初のスモールラグジュアリーホテル

ホテルオークラ京都 岡崎別邸
銀閣寺・南禅寺・平安神宮・京都国立近代美術館など歴史的観光名所や美術館が集まった文
化的エリア、京都岡崎に2022年1月オープン。客室は、約40㎡。部屋の窓から日本庭園を望むこ
とができる、ガーデンルームも選択可能です。レストラン「ヌーヴェル・エポック」では、１日目コー
スディナーをご用意。京都の食文化とオークラフレンチが融合した新しい一皿をお届けします。

旅行条件
■食事：朝2回、夕1回　■添乗員：同行いたしません　■最少催行人員：1名様
■利用予定ホテル：ホテルオークラ京都 岡崎別邸

■旅行代金（大人お1人様／２名様１室利用） （　）内は１人部屋追加代金 （単位：円）

スーペリアルーム ガーデンルーム スーペリアルーム ガーデンルーム
日曜日〜水曜日 木曜日〜土曜日

東京駅
発着 189,000(80,000） 209,000(110,000） 194,000(80,000） 214,000(110,000）

名古屋駅
発着 159,000(80,000） 179,000(110,000） 164,000(80,000） 184,000(110,000）

オレンジフェリー クルーズフェリー  シーパセオ

おれんじ おおさか SEA PASEO個室・洋室、約16.8㎡（一例）

1日目は観光後、ホテルまで
専用車で（イメージ）

ひき波のはなれ

日次 旅行日程 食事 宿泊

1 7/27
(水)

東京・名古屋駅発、新幹線のぞみ号普通車指定席にて新大阪へ*1

新大阪駅着後(12：30～18：00)、各自で大阪南港へ
19：30 大阪南港フェリーターミナル集合
大阪南港出港(22：00) ーー ー

船
内
泊

2 7/28
(木)

東予港入港(06：00) 今治国際ホテルにてご朝食
しまなみ海道観光へ（◎亀老山展望公園  ◎大山祇神社）
道後温泉・ホテル道後館へチェックイン
チェックイン後、道後温泉街散策へご案内
ホテルにてご夕食 夕朝 ー

ホ
テ
ル
泊

3 7/29
(金)

ホテルにてご朝食後、松山終日観光へ　●松山城  ●石手寺
●坂の上の雲ミュージアム   (ご昼食は、鯛めしをご用意）
ホテルにてご夕食 夕朝 昼

ホ
テ
ル
泊

4 7/30
(土)

ホテルにてご朝食後、松山観光港へ
「SEA PASEO」乗船・松山観光港出港(09：35) 
瀬戸内海クルーズ（音戸の瀬戸、呉湾を航行します）
広島（宇品）入港(12：15) 路面電車にてJR広島駅へ
JR広島駅より新幹線のぞみ号普通車指定席にて東京・名古屋・
新大阪駅へ*1

東京・名古屋・新大阪駅着後、解散 ー朝 ー

●：入場観光　◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
*1 ご希望のお時間にて新幹線を確保します。ご予約時に、お知らせください。

ホテル道後館

大浴場 ご夕食（イメージ）

瀬戸内の旬の味を楽しむ

旅行条件
■食事：朝3回、昼1回、夕2回　■添乗員：同行(1日目大阪南港から4日目JR広島駅まで)　■最少催行人員：8名様
■利用予定客船：オレンジフェリー　■利用予定ホテル：ホテル道後館

■旅行代金（大人お1人様／２名様１室利用） （　）内は１人部屋追加代金 （単位：円）

出発日 東京駅発着 名古屋駅発着 大阪南港発新大阪駅着

7月27日（水） 198,000(30,000） 185,000(30,000） 175,000(30,000）

４日目：ホテル道後館⇒ご自宅まで、片道宅配便サービス付（お１人様につき、お荷物１つ）

4 ※写真はすべてイメージです。



日次 曜日 旅行日程 食事 宿泊

1 日

羽田空港発（09：40）、ANA247便にて福岡へ
福岡空港着（11：30）ご参加グループごとの専用車にて、福岡にてフリー
タイム。専用車をご利用いただき、お客様のお好きなところへご案内しま
す（約5時間半）
夕刻、「都ホテル博多」へチェックイン
夕食にはミシュラン1つ星レストランのシェフ監修のコース料理をご堪能
ください 夕ー ー

ホ
テ
ル
泊

2 月

ホテルにてご朝食後、チェックアウトし、お客様ご自身にて博多駅へ（徒歩約5分）
博多駅出発（10：51）「36ぷらす3」列車に乗車し、長崎まで車窓の旅をお
楽しみください（5時間弱）
九州を味わえるお弁当のご昼食をどうぞ
佐賀駅 12：07着／12：20発、肥前浜駅 13：04着（おもてなし）／
13：58発　長崎駅 15：38着
各自で「ヒルトン長崎」へ移動し、チェックイン
長崎卓袱浜勝にて卓袱料理のご夕食をご用意（ホテルからレストランま
で車で約10分）
ご夕食後、専用車にて、稲佐山展望台へご案内
世界三大夜景にも数えられる長崎の夜景を観賞。その後ホテルへお送り
します 夕朝 昼

ホ
テ
ル
泊

3 火

ホテルでご朝食後、チェックアウト。長崎にてフリータイム。ご参加グルー
プごとの専用車にて、お客様のお好きなところへご案内いたします（約７
時間半）
18：00頃 長崎空港着
長崎空港発（19：05）、 ANA670便にて羽田空港へ
着後（20：50）、解散 ー朝 ー

※ 専用車観光に際して必要な実費（入場料、駐車場代等）は含みません。現地にてお支払いください。
また休館等の場合も旅程保証・返金対象外となります。

旅行条件
■食事：朝２回、昼１回、夕２回　■添乗員：同行いたしません　■最少催行人員：1名様
■利用予定ホテル：【1泊目】都ホテル博多 【2泊目】ヒルトン長崎　■利用予定航空会社：ANA
■利用予定タクシー会社：福岡エムケイタクシー、長崎ラッキー自動車

■旅行代金（大人お1人様／２名様１室利用） （　）内は１人部屋追加代金 （単位：円）

出発日 列車座席 羽田空港発着 現地発着

5月8日（日） グリーン個室 164,800(94,000） 134,800(94,000）
5月8日（日） グリーン席 159,800(89,000） 129,800(89,000）
7月17日（日） グリーン個室 204,800(94,000） 174,800(94,000）
7月17日（日） グリーン席 199,800(89,000） 169,800(89,000）

九州のすべてが、ぎゅーっと詰まった“走る九州”
〈博多～長崎間を走る列車〉 専用車で福岡・長崎訪問
「36ぷらす3」列車に乗車 福岡・長崎3日間

観光列車「四国まんなか千年ものがたり」 
こんぴら参り・祖谷渓・高松3日間

羽田空港発着 現地発着

羽田空港発着 現地発着

1名様から催行

8名様から催行

2022年5月8日（日）、7月17日（日）出発

2022年6月10日（金）、7月22日（金）、9月23日（金）出発

日次 曜日 旅行日程 食事 宿泊

1 金

羽田空港発（09：40）、ANA533便にて高松へ
高松空港着（11：00） 送迎車（混乗）にて◎善通寺へ
◎金刀比羅宮 石段500段目まで、送迎車でご案内
各自で参拝後、祖谷渓へ
夕刻、「祖谷渓温泉ホテル 秘境の湯」へチェックイン
ホテルにて、祖谷の滋味を楽しめる郷土料理のご夕食をお召し上が
りください 夕ー ー

ホ
テ
ル
泊

2 土

ホテルにてご朝食後、チェックアウトし、専用車にて祖谷渓観光へ
（専用車はご希望にあわせてホテルを出発し最大5時間まで利用可能
です）14時までには大歩危駅にご集合
四国まんなか千年ものがたり「しあわせの郷紀行」乗車
14：21頃 大歩危駅発（列車内にて、千年ものがたりオリジナル版と
して製作した三段の重箱に、地元食材にこだわった料理や甘味が詰
まったご昼食をお楽しみください）
多度津駅 17：14着
送迎車（混乗）にて「ロイヤルパークホテル高松」へ移動し、チェックイン
フリータイム ー朝 昼

ホ
テ
ル
泊

3 日

ホテルにてご朝食後、チェックアウトし、専用車にて高松観光へ
（専用車はご希望にあわせてホテルを出発し最大7時間まで利用可能
です）
16：30頃 高松空港着
高松空港発（17：40）、 ANA538便にて羽田空港へ
着後（19：00）、解散 ー朝 ー

旅行条件
■食事：朝２回、昼１回、夕1回　■添乗員：同行いたしません　■最少催行人員：8名様（最大募集人員：14名様）
■利用予定ホテル：【1泊目】祖谷渓温泉ホテル 秘境の湯 【2泊目】ロイヤルパークホテル高松　■利用予定航空
会社：ANA　■利用予定タクシー会社：【1・3日目】西讃観光バス株式会社 【2日目】徳島第一交通株式会社、西
讃観光バス株式会社

■旅行代金（大人お1人様／２名様１室利用）  （単位：円）

出発日 羽田空港発着 現地（高松空港）発着
6月10日（金） 169,000 139,000
7月22日（金） 179,000 149,000
9月23日（金） 179,000 149,000

非日常を楽しむ「おとなの遊山」へ

◎：下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
※ 専用車観光に際して必要な実費（入場料、駐車場代等）は含みません。現地にてお支払いくだ

さい。
※ 列車の号車、座席のご指定は承れません。また、本ツアーへの最終的なご参加人数および混

雑状況などにより、4名様用のボックスシートを弊社のお客様同士でご相席いただく場合が
あります。

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第 1896号

株式会社クオリタ
〒105-6905 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー4階

四国まんなか千年ものがたり

車内お食事（イメージ）

列車車内（イメージ）

祖谷のかずら橋

世界で36番目に大きい島、九州を巡る観光列車の旅

グリーン個室（イメージ）グリーン席（イメージ）

2日目夕食：卓袱料理（イメージ）36ぷらす3

5※写真はすべてイメージです。



せとうちの海に浮かぶ、ちいさな宿。

クルーズプラネットでは、「ガンツウ」のクルーズのみの取り扱いを開始しました。
「テラススイート」以外の客室タイプの設定、他の出発日の設定もございます。料金や空室状況は、お問い合わせください。

クルーズのみの販売
取扱開始

出発日：2022年8月19日（金）、8月31日（水）、9月30日（金）、10月19日（水）

宮島沖・伯方島沖錨泊3日間
西回り航路  悠久の歴史と文化にせとうちを知る

西のせとうちを楽しむ3日間の航路をもうひとつご紹介いたします。ベラビスタマリーナを出港後、西は宮島まで足を延ばし、初日は宮島沖に錨を下ろします。2日目は安芸灘とびし
ま海道を通過し、情緒溢れる町並みが残る広島県竹原市方面へ。多島美に酔いしれながら、千年もの歴史を繋ぐせとうちに流れる悠久の時を体感できる旅です。

竹原

呉

倉橋島

大崎上島 大三島

大島

来島海峡

今治

音戸の瀬戸

因島
生口島

尾道

厳島（宮島）

芸予諸島

忽那諸島
新居浜

西条

錨泊 ベラビスタ
マリーナ

錨泊

日次 旅行日程 食事

1 ベラビスタマリーナ出港 （16：30頃）→［尾道水道］→［三原瀬戸］→［契島］→［安芸灘大橋］
→［音戸の瀬戸］→宮島沖錨泊 夕ー ー

2  船外 →宮島沖出航→［呉港］→［安芸灘大橋］→［大崎上島］→ 船外 →［大久野島］→
［多々羅大橋］→伯方島沖にて錨泊 夕朝 昼

3 伯方島沖出航→［伯方瀬戸］→［備後灘］→［横島］→ベラビスタマリーナ帰港 （11：00頃） ー朝 ー

 船外  船外体験に参加（任意）　　［　］通過ポイント
※船外体験は乗船日ごとに異なりますので、ご乗船後にご案内します。
※7月～9月の船外体験につきましては、猛暑が予想される場合は実施を見送る場合がございます。

■旅行代金（テラススイート、大人お１人様） （単位：円）

出発日 2022年8月31日 8月19日、9月30日、10月19日
2名1室利用 525,000 550,000
1名1室利用 950,000 1,000,000 ※気象・海象状況により当日の航路が予告なく変更となる場合がございます。

出発日：2022年7月22日（金）、8月9日（火）、9月2日（金）、9月11日（日）、9月28日（水）、10月4日（火）

宮島沖・大三島沖錨泊3日間
西回り航路  せとうちの海の道を辿り、古を愛でる

広島県尾道市を起点に、「瀬戸内海」の由来といわれる本州と四国の陸が接近し、海が狭くなっている「狭門（瀬戸）」を通り抜けながら、広島県の宮島沖へと向かいます。 
2日目は愛媛県松山市方面まで南下し、大小さまざまな島が点在する忽那諸島を抜けて行きます。島の信仰や歴史に触れつつ、「瀬戸」を実感できる多島美をご覧ください。

竹原

呉

倉橋島

大崎上島 大三島

大島

来島海峡

今治

音戸の瀬戸

因島
生口島

尾道
厳島（宮島）

芸予諸島

忽那諸島
新居浜

西条

錨泊

錨泊

ベラビスタ
マリーナ

弓削島

日次 旅行日程 食事

1 ベラビスタマリーナ出港 （16：30頃）→［尾道水道］→［三原瀬戸］→［契島］→［安芸灘大橋］
→［音戸の瀬戸］→宮島沖錨泊 夕ー ー

2  船外 →宮島沖出航→［大黒神島］→［柱島水道］→［津和地瀬戸］→［二神島］→［釣島水道］→
［斎灘］→大三島沖にて錨泊 夕朝 昼

3 大三島沖出航→［鼻栗瀬戸］→［弓削瀬戸］→［百島］→ベラビスタマリーナ帰港（11：00頃） ー朝 ー

 船外  船外体験に参加（任意）　　［　］通過ポイント
※船外体験は乗船日ごとに異なりますので、ご乗船後にご案内します。
※7月～9月の船外体験につきましては、猛暑が予想される場合は実施を見送る場合がございます。

■旅行代金（テラススイート、大人お１人様） （単位：円）

出発日 2022年8月9日、9月11日、9月28日 7月22日、9月2日、10月4日
2名1室利用 525,000 550,000
1名1室利用 950,000 1,000,000 ※気象・海象状況により当日の航路が予告なく変更となる場合がございます。

ガンツウ・テラススイート（約50㎡）

ガ
ン
ツ
ウ
の
客
室
は
︑全
室
︑

瀬
戸
内
海
を一
望
で
き
る

テ
ラ
ス
付
き
の
ス
イ
ー
ト
。

海
側
に
配
さ
れ
た

ガ
ラ
ス
張
り
の
浴
室
で
は
、

天
候
や
時
間
帯
に
左
右
さ
れ
ず
、

海
と
一
体
と
な
る
感
覚
で

バス
タ
イ
ム
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

テラススイート浴室

ガンツウ（イメージ）

画像提供：株式会社せとうちクルーズ

6 ※写真はすべてイメージです。



旅行企画・実施　＊株式会社せとうちクルーズの旅行条件書をご確認の上、お申込みください。

株式会社せとうちクルーズ （広島県知事登録旅行業第2-445号）　〒720-0551 広島県尾道市浦崎町1364-6　一般社団法人日本旅行業協会正会員

出発日：2022年7月8日（金）、7月20日（水）、10月11日（火）、11月25日（金）

大三島沖・鞆の浦沖錨泊3日間
中央航路  海賊の名跡と古き海路を巡る

しまなみ海道周辺は芸予諸島と呼ばれ、島 が々密集している複雑な地形のため、古くから瀬戸内海の難所として知られています。航海の安全を保障し、交易や流通の秩序を
守る役割を担った村上海賊にまつわる歴史を紐解きながら、村上海賊ゆかりの海域を周遊する3日間です。

竹原

大崎上島 大三島

大島

来島海峡
今治

因島
生口島

弓削島

尾道

錨泊

錨泊

ベラビスタマリーナ日次 旅行日程 食事

1 ベラビスタマリーナ出港 （16：30頃）→［尾道水道］→［三原瀬戸］→［大久野島］→
大三島沖錨泊 夕ー ー

2  船外 →［大下瀬戸］→［鼻栗瀬戸］→［多々羅大橋］→［因島大橋］→［弓削瀬戸］→
［伯方瀬戸］→ 船外 →［宮ノ窪瀬戸］→［備後灘］→鞆の浦沖錨泊 夕朝 昼

3 鞆の浦沖出航→［阿伏兎観音］→［百島］→ベラビスタマリーナ帰港 （11：00頃） ー朝 ー

 船外  船外体験に参加（任意）　　［　］通過ポイント
※船外体験は乗船日ごとに異なりますので、ご乗船後にご案内します。
※7月～9月の船外体験につきましては、猛暑が予想される場合は実施を見送る場合がございます。

■旅行代金（テラススイート、大人お１人様） （単位：円）

出発日 2022年7月20日 7月8日、10月11日 11月25日
2名1室利用 525,000 550,000 575,000
1名1室利用 950,000 1,000,000 1,050,000 ※気象・海象状況により当日の航路が予告なく変更となる場合がございます。

出発日：2022年6月29日（水）、7月12日（火）、9月9日（金）、10月25日（火）、11月6日（日）、11月18日（金）

大三島沖・詫間湾錨泊3日間
中央航路  海をたゆたい、せとうちの絶景を訪ねる

西は愛媛県の大三島、東は香川県の塩飽諸島まで、尾道を中心に西と東の瀬戸内海の自然が織りなす絶景を同時に楽しめる航路です。

日次 旅行日程 食事

1 ベラビスタマリーナ出港 （16：30頃）→［阿伏兎観音］→［因島大橋］→［三原瀬戸］→
大三島沖錨泊 夕ー ー

2  船外 →大三島沖出航→［鼻栗瀬戸］→［弓削瀬戸］→［燧灘］→［仁尾］→ 船外 →［荘内半島］
→詫間湾にて錨泊 夕朝 昼

3 詫間湾出航→［笠岡諸島］→［鞆の浦］→［阿伏兎観音］→［百島］→ベラビスタマリーナ帰港 
（11：00頃） ー朝 ー

 船外  船外体験に参加（任意）　　［　］通過ポイント
※船外体験は乗船日ごとに異なりますので、ご乗船後にご案内します。
※7月～9月の船外体験につきましては、猛暑が予想される場合は実施を見送る場合がございます。

■旅行代金（テラススイート、大人お１人様） （単位：円）

出発日 2022年6月29日 7月12日 9月9日、10月25日、11月6日 11月18日
2名1室利用 500,000 525,000 550,000 575,000
1名1室利用 900,000 950,000 1,000,000 1,050,000

竹原

大崎上島
大三島

大島

来島海峡

今治

因島
生口島

弓削島

尾道

錨泊

錨泊

ベラビスタ
マリーナ

※気象・海象状況により当日の航路が予告なく変更となる場合がございます。

出発日：2022年7月1日（金）、7月6日（水）、9月17日（土）、11月12日（土）

玉野沖・詫間湾錨泊3日間
東回り航路  自然美と島の恵みに出合う

ベラビスタマリーナを出港し、尾道水道を通過した後、初日は岡山県玉野沖まで向かいます。2日目は豊富な産業で発展し続ける小豆島を中心に、備讃諸島や瀬戸大橋な
ど、大自然と迫力のある景色をお楽しみいただけます。

日次 旅行日程 食事

1 ベラビスタマリーナ出港 （16：30頃）→［尾道水道］→［因島大橋］→
［水島コンビナート夜景］→［瀬戸大橋］→［直島水道］→玉野沖錨泊 夕ー ー

2 玉野沖出航→［豊島］→［小豆島］→ 船外 →［備讃瀬戸］→［瀬戸大橋］→［塩飽諸島］→
詫間湾にて錨泊 夕朝 昼

3 詫間湾出航→［笠岡諸島］→［鞆の浦］→［阿伏兎観音］→［百島］→ベラビスタマリーナ帰港 
（11：00頃） ー朝 ー

 船外  船外体験に参加（任意）　　［　］通過ポイント
※船外体験は乗船日ごとに異なりますので、ご乗船後にご案内します。
※7月～9月の船外体験につきましては、猛暑が予想される場合は実施を見送る場合がございます。

■旅行代金（テラススイート、大人お１人様） （単位：円）

出発日 2022年7月6日 7月1日 11月12日 9月17日
2名1室利用 525,000 550,000 575,000 600,000
1名1室利用 950,000 1,000,000 1,050,000 1,110,000

因島

尾道

ベラビスタ
マリーナ

錨泊

錨泊

鞆の浦

笠岡 下津井
水島

笠岡諸島
本島

直島

塩飽諸島

小豆島

坂出

丸亀
高松

豊島

弓削島

※気象・海象状況により当日の航路が予告なく変更となる場合がございます。
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06-4798-8001
大阪本店

〒530-0001 大阪市北区梅田1-8-17
大阪第一生命ビル12階
総合旅行業務取扱管理者　大野 義恵

045-224-8050
横浜支店

〒220-6002 横浜市西区みなとみらい 2-3-1
クイーンズタワーA2階
総合旅行業務取扱管理者　飯田 悦弘
＊3月は全日休業

03-6685-8020
コールセンター

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-10-5 
澤田麹町ビル4階
総合旅行業務取扱管理者　北野 博文
＊3月は全日休業

052-687-6877
名古屋支店

〒460-0008 名古屋市中区栄3-7-12
サカエ東栄ビル7階
総合旅行業務取扱管理者　福田 大雅

クルーズ旅行なら、安心の専門店へ。 https://www.cruiseplanet.co.jp
HIS
グループ

03-6865-9600
有楽町本店

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館ビル6階
総合旅行業務取扱管理者　小川 誠

観光庁長官登録旅行業第1739号

クルーズプラネット 検索

取消料のご案内 旅行開始日の前日から
起算して21日前

旅行開始日の前日から
起算して20日前～8日前

旅行開始日の前日から
起算して7日前～2日前 旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 旅行開始後の解除または

無連絡不参加
無料 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％

（各コース共通）※詳しい旅行条件を説明した書面をご用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

やんばる
国立公園

オクマ プライベートビーチ＆
リゾート

古宇利島
美ら海水族館

那覇
首里城公園

ワクチン2回接種済（またはPCR検査陰性の方）限定ツアー新型コロナ
ウイルス

2022年4月19日（火）、5月11日（水）、5月20日（金）、6月11日（土）出発

羽田空港発着 中部空港発着（現地合流） 安心の添乗員同行

2021年世界自然遺産登録の

やんばるの森（沖縄北部）と美ら海水族館
沖縄 楽園の休日4日間

バスの座席は
お1人様あたり2席
ご利用いただけます 

2021年世界自然遺産登録の「やんばるの森」

■旅行代金（大人お1人様／２名様１室利用） （　）内は１人部屋追加代金 （単位：円）

出発日 羽田空港発着 中部空港発着（現地合流）
4月19日（火） 145,000(35,000） 140,000(35,000）
5月11日（水） 146,000(35,000） 141,000(35,000）
5月20日（金） 155,000(35,000） 150,000(35,000）
6月11日（土） 150,000(35,000） 145,000(35,000）

3名1室旅行代金（2名1室利用代金との差額）　4/19、5/11、5/20： -5,000円　6/11： -4,000円
4名1室旅行代金（2名1室利用代金との差額）　4/19、5/11、5/20： -7,000円　6/11： -6,000円

旅行条件
■食事：朝3回、昼3回、夕3回　■添乗員：同行　※中部発着参加の場合、1日目ホテルから4日目那覇空港まで
■最少催行人員：10名様　■最大募集人員：20名様　■利用予定航空会社：スカイマーク、ANA、JAL、JTA
■利用予定バス会社：中央交通、新報トラスト、琉球バス、豊見観光　■利用予定ホテル：【１・２日目】オクマ 
プライベートビーチ&リゾート（指定） 【３日目】沖縄ナハナ・ホテル&スパ（指定）

画像提供：やんばる学びの森

眼前に白砂の
天然ビーチが広がる
オクマ プライベートビーチ＆
リゾート

日次 旅行日程 食事 宿泊

1

羽田空港発(08：20～10：55)国内線にて那覇へ*1

那覇空港着（11：10～13：50） ホテルへ
★世界遺産のやんばるの森と天然白砂ビーチに囲まれたリゾート
オクマ プライベートビーチ＆リゾート メインコテージに2連泊
ホテルにてご夕食 夕ー ー

ホ
テ
ル
泊

2

ホテルにてご朝食後、バスにて出発
終日、世界自然遺産「やんばる」地域をじっくり観光*2 *3

◎やんばる学びの森（固有動物が生息する自然散策路）の散策へ
ご昼食は、やんばる学びの森レストランにてご用意
●安田くいなふれあい公園（クイナの森）（国の天然記念物ヤンバルクイ
ナをご覧いただけます）へご案内後、やんばるの大自然を体感する
◎大石林山ハイキングをお楽しみください
ホテルにてご夕食 夕朝 昼

ホ
テ
ル
泊

3

ホテルにてご朝食後、バスにて出発
本島から絶景の古宇利大橋でつながる古宇利島へ向かいます
海と空の青を堪能できる展望塔 ●古宇利オーシャンタワーへ
ご昼食は、沖縄そばをご用意
午後、世界最大の魚ジンベエザメが観察できる●美ら海水族館へ
観光後、バスにて那覇へ
ご夕食は琉球舞踊を鑑賞しながら、沖縄県産あぐー豚しゃぶしゃぶをお
召し上がりください
★お泊まりは、那覇市内ホテルにて 夕朝 昼

ホ
テ
ル
泊

4

ホテルにてご朝食。出発までゆっくりとお過ごしください
11：00 バスにて出発、崖の上にたたずむ神社 ◎波上宮へ
ご昼食は、ステーキハウス88にてご用意
午後、琉球王国・国王の居城 ●世界遺産首里城を訪れます
那覇空港発(16：40～20：30）、国内線にて羽田空港へ
着後(19：10～22：55）、解散*1 ー朝 昼

●入場観光　◎下車・外観観光（施設等へ入場はしません）
*1  中部発着（現地合流） 1日目 中部空港（8：30～8：45）発、那覇空港（10：50～11：15）着。 

4日目 那覇空港(17：50～20：10)発、中部空港(19：55～22：10）着 
※他の空港から出発のお客様と混乗となるため、空港にてお待ちいただくことがございます。

*2 野生動物のため、ご覧いただけない場合がございます。
*3 歩きやすい運動靴やスニーカーでご参加ください。
＊交通状況、荒天によりツアー行程順序・内容が変更になる場合がございます。
＊各観光地の混雑状況により入場に時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※写真はすべてイメージです。

メインコテージ（イメージ）
室内：48㎡   ラナイ：13㎡～

ジンベイザメの泳ぐ世界最大級の大水槽～沖縄美ら海水族館～

ノグチゲラ ホントウアカヒゲ

ガイドツアーキノボリトカゲ

オキちゃん劇場
国営沖縄記念公園（海洋博公園）：
沖縄美ら海水族館

黒潮の海
国営沖縄記念公園（海洋博公園）：沖縄美ら海水族館

ヤンバルクイナ


