
スタンダードウィズペットルーム(2名・4名定員）

神戸↔大分航
路

ずっ
と一緒で

うれしいね！

愛犬と一
緒に

船旅へG
O！！
の旅を
満喫♪九州

愛犬と一
緒に

入室でき
る

ウィズペッ
トルーム

を

ご用意

していま
す！

デラックスウィズペット
ルーム(2～4名定員)

大阪↔志布志航路

大阪⇔志布志航路
さつま・きりしま ウィズペットルーム限定

神戸⇔大分航路
ごーるど・ぱーる ウィズペットルーム限定

設定期間 水2023年3月29日 出発（3月31日　 復路乗船まで）金2022年4月1日 金 ～
乗船不可日

※その他貸切日と定期点検のためドックに入る場合がございます。その場合は乗船不可となります。

船旅

4/28～5/8、8/5～15、12/23～1/4

愛犬とお家からず～っと一緒



※野外デッキについて･･･レストラン側でなければ
　ワンちゃんも入れます。

2022年1月1日の情報です。 ※写真はすべてイメージです。
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くじゅう花公園くじゅう花公園2

神戸

楽しそうだ
ワン♪

1

体験型ハーブ園 大神ファーム1

くじゅう花公園
●住所/大分県竹田市久住町大字久住4050
●営業時間/8:30～17:30　
●休業日/12月～2月
●利用料金/大人（1名）1,300円、 
　　　　　　小人（1名）500円

2 ガンジー牧場
●住所/大分県竹田市久住町大字久住4004-56
●営業時間/9:00～17:00
●休業日/年中無休

●利用料金/無料

3

あそ望の郷 くぎの
●住所/熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字久石2807
●営業時間/10:00～17:00
●休業日/無休※臨時休館日あり
●利用料金/無料

4

阿蘇カドリー・ドミニオン
●住所/熊本県阿蘇市黒川2163
●営業時間/（冬期）10:00～16:30
　　　　　  （夏期）9:30～17:00
　　　　　  （土日祝は17:30まで）
●休業日/12月～2月の水曜日（冬休み、祝日を除く）
●利用料金/大人（高校生以上）2,400円　
　　　　　  子供（小・中学生）1,300円
 　　　　　  幼児（３歳以上） 700円

ドッグラン利用の場合は、1頭につき500円

5

●住所/大分県速見郡日出町大神6025-1
●営業時間/9:00～17:00
●休業日/火曜日（火曜日が祝日の場合は営業）
●利用料金/大人（1名）650円　小中学生（1名）300円
　　　　　  ※季節により変動あり

ワンちゃん入園料

※立ち入りお断りエリアがございます。
【入園をご遠慮頂くワンちゃん】
・5種類以上の予防注射を行っていないワンちゃん
・飼い主さんが制御できないワンちゃん
・発情中のワンちゃん

ワンちゃん入園料

ワンちゃん入園料 無料

ワンちゃん入園料 無料 ワンちゃん入園料 無料

大　分 熊　本

ペットと一緒
の

お部屋で泊
まれる

素敵なお宿

ご用意!!
全 軒を

お泊まりは
…

20
（2021年12月1日現在）

無料

2022年1月1日現在の情報です。

人気のデラックス
ウィズペットルーム登場!
人気のデラックス
ウィズペットルーム登場!

船内にドッグランがあり、
ストレスを軽減できます。

大阪⇔志布志航路

※季節により営業内容の変更あり

筑後川温泉 ふくせんか

九州ホテル&
お立ち寄りマップ

航路マップ
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近日公開

近日公開
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出発地

旅行日数
最少催行人員

添乗員

旅行代金に含まれるもの

神戸港(六甲アイランド)
さんふらわあターミナル(大阪)第2ターミナル
船中2泊ホテル1泊/4日間～15日間
おとな2名+愛犬

～～ フェリー  … 各自

ご注意：ペットシート2枚と食事容器(大・小各1個)をご用意しております。船内スペースには、補助犬(盲
導犬・聴導犬・介護犬)を除いては、ご同行いただくことができません。船室以外では、ケージに入れてご
移動ください。※復路乗船日は出発日より14日目まで延長が可能です。 

※宿泊日は旅行期間内であればご自由にお選びいただけます。

ツアー内容
神戸⇔大分航路 大阪⇔志布志（鹿児島）航路

スケジュール日程
宿泊

船中泊1日目

15日目

1日目

2日目

3日目

4日目

船中泊

各ホテル
泊

4日間 延長
プラン

・・・・到着後、愛犬と一緒に九州の旅をお楽しみください。・・・・各ホテルへ
・・・・チェックアウト後・・・・愛犬と一緒に九州の旅をお楽しみください。・・・・各港へ

★神戸港(六甲アイランド)
【日～木】 19：00発～～～
【金・土】 19：50発～～～

★さんふらわあターミナル(大阪)
　第2ターミナル
【月～金】 17：55発～～～
【土】 17：55発～～～
【日】 17：00発～～～

★大分港
～～【月～金】 6：20着
～～【土・日】 7：20着

★志布志港
～～【火～土】 8：55着
～～【日】 9：40着
～～【月】 8：55着

★大分港
【日～木】 19：15発～～～
【金・土】 19：30発～～～

★志布志港
【月～木】 17：55発～～～
【金】 17：55発～～～
【土】 18：30発～～～
【日】 17：00発～～～

★神戸港(六甲アイランド)
【月～金】 6：35着
【土・日】 7：55着

★さんふらわあターミナル(大阪)
　第2ターミナル発着
～～【火～金】 7：40着
～～【土】 7：50着
～～【日】 8：50着
～～【月】 7：40着

2日目

14日目
〜

スタンダード
ウィズペットルーム

2名・4名定員

■船室のご案内

神
戸 

　
大
分

⇔

デラックス
ウィズペットルーム

2～4名定員

⇔

大
阪
　
志
布
志(

鹿
児
島)設備：洗面台・テレビ・空気清浄機

備品：ナイトウェア・タオル・歯ブラシ・エサ皿・水皿・ペットシート
設備：シャワー・トイレ・洗面台・テレビ・空気清浄機
備品：冷蔵庫・ドライヤー・ナイトウェア・エサ皿・水皿・トイレマット

基本船室

10,000円追加
片  道（おひとり様）

2022年1月1日現在の情報です。

※上記のペットに関する利用規約をご覧ください。

※ペットのお食事は、お客様でご用意をお願いいたします。 

●往復フェリーさんふらわあ乗船代(ウィズペットルーム) 

●ウィズペットルーム使用料
●現地宿泊夕・朝食付き又は朝食付き又は素泊まり

●サービス・諸税込

●往復乗用車（6m未満）1台航送料金

1室につき
ペットは2匹までの
ご利用でお願いします

1室につき
ペットは2匹までの
ご利用でお願いします

神戸/大分便

大阪/志布志便

大分港

神戸港
（六甲アイランド）

大阪港

志布志港

航路マップ

こちらで乗船手続をお
願いします。フェリー
ターミナルにはワンちゃ
んは入れませんので、代
表者様が手続きをお願
いします。

神戸港
（六甲アイランド）
で手続き

ペット

「ペット」の紙をフロントガラスに固定し
て、ワンちゃんがいることを係員にお伝
えください。船内駐車場では係員の誘
導に従い、お車を停めていただきます。

マイカー利用の方は
係員の誘導で船内の駐車場へ

船はココを
とおるよ！

船内で気持ちよくお過ごし頂くためのお願い
ご乗船に際してのお願い

❶ 乗船手続きの際にペット乗船の旨をお申し出いただき、「ペットのご乗船に
関する誓約書」をご記入ください。

❷ ペットを、お手持ちの全身が入るペットケージ等に入れてご乗船ください。
❸ 船内案内所に誓約書をご提出ください。船内のペットルームの場所は、
係員がご案内いたします。

❹ 下船の際も、ペットをお手持ちのペットケージ等に入れてくださいますよう
お願いいたします。

※ペットケージ等をご持参できないお客様は、ご乗船できません。
　また、リード歩行での乗下船は、固くお断りいたします。
ご持参いただくペットケージは、幅60cm以内、全長120cm以内に限ります。

船内での過ごし方
お部屋の中でゆっくり過ごせる ウィズペットルーム

大阪↔志布志（鹿児島）

神戸↔大分

神戸↔大分

乗船時 お部屋までペットケージ等に入れて乗船していただきます。

乗船中 お部屋の中ではペットケージ等から出してくつろいでいただけます。
ベッド及びソファーの上にはペットを乗せないようにお願いします。

下船時 お部屋からは全身が入るペットケージ等に入れて下船していただきます。

※2 低床車、キャンピングカー、ルーフキャリアー付き等で、車高2.2M以上となるものは、
　　 90分前に到着しても車輌甲板積み込み部分の構造上、人道橋からの乗船となる場合が
　　 ございます。
※ペットケージ等の運搬用に台車をご用意しております。数に限りがありますので、
　ご予約時にお問い合せください。

ペットに関する利用規約（一部抜粋）
●8犬種（「秋田犬」「紀州犬」「土佐犬」「ジャーマン・シェパード」「ドーベルマン」「グレートデン」「セントバー
ナード」「アメリカン・スタッフォードシャー・テリア（アメリカン・ピット・ブル・テリア）」ならびに当社が指定
した犬種およびそれに準ずる雑種）はご乗船いただけません。

●生後6ヶ月未満のペットは、ご利用いただけません。
●ペットの全身が入るペットケージ等をお持ちいただき、乗下船時および船内でのドッグランへの移
動時（志布志航路のみ）は必ずペットケージ等にお入れください。

●ペットによる事故・ケガ・トラブルのないように、ご配慮ください。
●ペットの管理（食事、排泄物処理等）は、マナーを守って、お客様の責任において行ってください。
●トラブルにより発生した損害はお客様にご負担いただきます。
●ご乗船時には、港で「ペットのご乗船に関する誓約書」をご提出いただきます。誓約書はホームページ
に掲載しておりますので、あらかじめご確認ください（専用用紙がございますので、港でご記入ください）。

●船内におけるペットの取り扱いについては、乗組員の指示に従ってください。

ウィズペットルームについて

さんふらわあ
ごーるど・ぱーるの
お部屋の一例です。

幅
全長

・ペットケージ等はご持参ください（全航路共通）。
・神戸↔大分航路、大阪↔志布志（鹿児島）航路の場合：港への到着時間は、出港90分前厳守です。※2

必ず全身の入る
ペットケージ等をご持参ください リード歩行は固くお断りします

大阪↔志布志（鹿児島）

さんふらわあ
さつま・きりしまの
お部屋の一例です。

※ドッグランは大阪↔志布志（鹿児島）航路のみ設置がございます。ウィズペットルームをご利用のお客様はどなたでもご利用
いただけます。

ドッグラン

また、予防接種（狂犬病・各種ワクチンなど）の証明書（1年以内のもの）を港の窓口でご提示ください。
狂犬病予防接種と混合ワクチンの接種が必須条件となります。

●ルームチャージ
(おひとり様あたり/片道)
2名定員 2名利用 －

－
－

10,000円

4名利用
3名利用
2名利用

4名定員

同行いたしません。 
※旅行サービスを受けるための手続きはお客様自身でお願いします。

※お申し込みの際に愛犬のお名前・種類・体重・匹数をお知らせください。

※フェリー船内は全室禁煙です(電子タバコ含む)。喫煙の際は船内指定の喫煙所をご利用ください。
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■宿泊加減代金（おひとり様）

1
大分県/由布院温泉

由布岳を遠望する自然あふれるロケーション！ 
大分県内最大級の屋外ドッグランがございます。

夕食一例夕食一例

客室一例客室一例

ドッグランドッグラン

1泊夕・朝食付き

大分港から車で約50分
(有料道路使用)

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：0歳～2歳 無料

◆客室：26室
■客室タイプ：本館（和室/2～4名）、
　　　　　　 コテージ（和洋室/2～4名）
■夕食：和洋中バイキング（レストラン）
■朝食：和洋バイキング（レストラン）
■ペットの設備：ドッグラン/リードフック/洗い場

●館内でのワンちゃんご移動の際は、必ず
リードをつけるか移動用ケージをご利用
ください。

●ワンちゃんのお食事はお客様にてご用意く
ださい。※ドッグカフェもございます(有料)

同伴ペットについて

（1泊1匹につき/現地払い）

（小型・中型） 2,200円
（大型） 3,300円

ワンちゃんの施設使用料

湯布院ガーデンホテル

2022年1月1日現在の情報です。2022年1月1日現在の情報です。

チェックイン 15:00
チェックアウト 10:00

宿泊可能な大きさ

小型犬 中型犬 大型犬

＝ご旅行代金

ご旅行代金計算方法

基本代金 ＋
往復基本船室+基本宿泊代金
+往復基本乗用車航送料

宿泊加減
代金 ※上記基本代金は4頁目「ペンションC-ドルフィン」を基準としています　※乗用車追加の場合、1台につき18,000円(往復)

現地3泊 現地4泊 現地5泊 現地6泊 現地7泊現地１泊 現地2泊
基本
代金

39,000 49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 
49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 109,000 
49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 109,000 
36,000 44,000 52,000 60,000 68,000 76,000 84,000 

１名様
あたり

4名以上
3名1室
2名1室
こども

（単位：円）

大阪⇔志布志 デラックスウィズペットルームご利用の場合 片道（おひとり様）10,000円追加

（横60㎝、奥行90㎝）

1,100円

コテージタイプ
客室追加ゲージ

◆客室：5室 
■客室タイプ：メゾネット（2～4名）
■夕食：和会席（食事処）選べるメイン料理（予約時選択）
　＊豊後牛と地鶏の炭火焼き　＊ステーキ
　＊豊後牛と黒豚しゃぶしゃぶ
　※夕食のみ部屋食可能です。
　　（3,300円別途有料/お一人様あたり）
■朝食：和食（食事処）　■ペットの設備：足洗い場など

宿泊可能な
大きさ

小型犬 中型犬

大分県/由布院温泉

湯布院の高台にたたずむ、全室離れ形式のお宿。
気兼ねなくワンちゃんもリラックスできます。

大分港から車で約50分(有料道路使用)

1泊夕・朝食付き ※17:30を過ぎる
　場合は要連絡チェックイン 15:00

チェックアウト 10:30

●しつけの出来ているワンちゃん(小型犬まで)
を同伴可とさせていただきます。

●ワンちゃんのお食事はお客様にてご用意ください。

同伴ペットについて

（1泊1匹につき/現地払い）

（小型） 2,200円～3,300円
（中型） 5,500円

ワンちゃんの施設使用料

※予約時に匹数をお伝えください。

■宿泊加減代金（おひとり様）

宿泊日

4名1室
2～3名1室
こども

幼児(3歳～未就学児)

4/2～26,5/6～8/5,8/16～12/22

平日・休日 休前日
20,200
20,700
13,800
16,400

18,000
18,500
12,200
15,300

夕食一例夕食一例 客室一例客室一例 温泉一例温泉一例

◆客室：2室 
■客室タイプ：梼（ゆず）の間 離れ和洋室(2～4名)
　　　  　　　椋（むく）の間 メゾネットタイプ(2～6名)
■夕食：椋…和会席（部屋食） 梼…和会席（ダイニング）
■朝食：椋…和定食（部屋食） 梼…和定食（ダイニング）
■ペットの設備：ドッグラン、ワンちゃん専用お風呂

宿泊可能な
大きさ 中型犬

※1部屋
　2匹まで小型犬

3
大分県/由布院温泉

全室離れのゆとりのある空間と露天風呂で
ワンランク上のひとときを愉しむ大人の宿。

1泊夕・朝食付き

●ワンちゃんのお食事はお客様にてご用意く
ださい。

同伴ペットについて

■宿泊加減代金（おひとり様）

楓の小舎（かえでのしょうじゃ）

（1泊1匹につき）ワンちゃんの施設使用料

4,400円
6,050円

3,300円
4,400円

事前
徴収

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：2歳～未就学児 4,400円

◆客室：5室 
■客室タイプ：メゾネット（2～4名）
■夕食：和会席（食事処）選べるメイン料理（予約時選択）
　＊豊後牛と地鶏の炭火焼き　＊ステーキ
　＊豊後牛と黒豚しゃぶしゃぶ
　※夕食のみ部屋食可能です。
　　（3,300円別途有料/お一人様あたり）
■朝食：和食（食事処）　■ペットの設備：足洗い場など

宿泊可能な
大きさ

小型犬 中型犬

大分県/由布院温泉

湯布院の高台にたたずむ、全室離れ形式のお宿。
気兼ねなくワンちゃんもリラックスできます。

大分港から車で約50分(有料道路使用)

1泊夕・朝食付き

無料

※17:30を過ぎる
　場合は要連絡チェックイン 15:00

チェックアウト 10:30

●しつけの出来ているワンちゃん(小型犬まで)
を同伴可とさせていただきます。

●ワンちゃんのお食事はお客様にてご用意ください。

同伴ペットについて

（1泊1匹につき/現地払い）

（小型） 2,200円～3,300円
（中型） 5,500円

ワンちゃんの施設使用料

※予約時に匹数をお伝えください。

■宿泊加減代金（おひとり様）

宿泊日

4名1室
2～3名1室
こども

幼児(3歳～未就学児)

4/2～26,5/6～8/5,8/16～12/22

平日・休日 休前日
20,200
20,700
13,800
16,400

18,000
18,500
12,200
15,300

夕食一例夕食一例 客室一例客室一例 温泉一例温泉一例

◆客室：2室　
■客室タイプ：椋 メゾネットタイプ・俦 離れ
■夕食：椋 和会席（部屋食）俦 和会席（ダイニング）
■朝食：椋 和会席（部屋食）俦 和会席（ダイニング）
■ペットの設備：ドッグラン、ワンちゃん専用お風呂

宿泊可能な
大きさ 小型犬 中型犬

※1部屋2匹まで

大分県/由布院温泉

全室離れのゆとりのある空間と露天風呂で
ワンランク上のひとときを愉しむ大人の宿。

1泊夕・朝食付き

無料

●ワンちゃんのお食事はお客様にてご用意くだ
さい。

同伴ペットについて

■宿泊加減代金（おひとり様）

チェックイン 16:00
チェックアウト 10:00

（1泊1匹につき）ワンちゃんの施設使用料
（～10kg） 　  4,400円
（10～18kg） 6,050円 事前徴収

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：2歳～未就学児 4,400円

大分港から
車で約45分

夕食一例夕食一例客室一例客室一例 露天風呂露天風呂外観一例外観一例

大分港から車で約45分(有料道路使用)

チェックイン 16:00 チェックアウト 10:00

（単位：円）

4  季の郷 山の湯
NEW

（単位：円）

無 料

2 湯布院山荘 吾亦紅（われもこう）

無 料源流し
泉かけ

1匹目 2匹目
（～9.9kg）
（10～18kg）

客室一例客室一例 露天風呂露天風呂外観一例外観一例

※大型犬はコ
テージタイプ
でのご宿泊と
なります。

（単位：円）

（単位：円）

宿泊日

4名1室
3名1室
2名1室
こども

3歳～未就学児

平日・休日 休前日 平日・休日 休前日 平日・休日 休前日 平日・休日 休前日
本館(和室) コテージ(和洋室) 本館(和室) コテージ(和洋室)

4/2～27,5/9～7/15,9/1～30,
12/1～22,1/5～2/28

7/16～8/4,8/16～31,
10/1～11/30,3/1～30

5,800 
6,900 
8,000 
3,400 
7,800 

8,000 
9,100 
10,200 
3,400 
7,800 

6,900 
8,000 
9,100 
4,500 
8,900 

9,100 
10,200 
11,300 
4,500 
8,900 

6,800 
7,900 
9,000 
4,400 
8,800 

9,000 
10,100 
11,200 
4,400 
8,800 

7,900 
9,000 
10,100 
5,500 
9,900 

10,100 
11,200 
12,300 
5,500 
9,900 

4/10～27,5/9～7/15,9/1～16,
9/20～22,9/25～10/7,10/11～29,
12/1～22,1/15～2/9,2/12～22,

2/26～3/17

4/2～4/9,7/19～8/4,
8/17～31,

10/30～11/2,11/6～30,
1/9～1/14,3/21～3/30

7/16～18,8/16，9/17～19,
9/23～24,10/8～10,

11/3～5,1/5～1/8,2/10～11,
2/23～25,3/18～20宿泊日

4～6名1室

2～3名1室

こども

平日・休日
椋の間梼の間 梼の間 梼の間 椋の間 椋の間

24,700 25,800

25,800 26,900

20,900 21,800

休前日 平日・休日 休前日

27,700 31,000 

28,800 32,100  

23,400 26,100 

全日 全日

29,900 31,000 

31,000 32,100 

25,200 26,100 

26,600 29,900 

27,700 31,000 

22,500 5,200 

34,300 35,400 

35,400 36,500 

28,700 29,600 

（単位：円）

6/1～7/19,
9/1～17,12/1～22,

1/10～21
9/21～22,
9/26～30宿泊日

4名1室

2～3名1室

こども

平日・休日 休前日 全日 全日 全日

4/2～26,5/6～31,
7/20,21、7/25～8/5,
8/16～31,10/1～8,

10/12～11/30,1/22～2/10,
2/14～3/18,3/21～30

7/22～24、,9/18～20,
9/23～25,10/9～11,
1/5～9,2/11～13,

3/19～20

24,700 25,800

25,800 26,900

20,900 21,800

24,700 25,800 31,300

25,800 26,900 32,400

20,900 21,800 26,200

5 梅園の里
NEW

近日公開

近日公開

近日公開

無 料源流し
泉かけ



4
2022年1月1日現在の情報です。2022年1月1日現在の情報です。

外観一例外観一例 夕食一例夕食一例客室一例客室一例

外観一例外観一例ペット温泉ペット温泉

ペット温
泉なん

て

ワンダ
フル

＝ご旅行代金

ご旅行代金計算方法

基本代金 ＋
往復基本船室+基本宿泊代金
+往復基本乗用車航送料

宿泊加減
代金 ※上記基本代金は4頁目「ペンションC-ドルフィン」を基準としています　※乗用車追加の場合、1台につき18,000円(往復)

現地3泊 現地4泊 現地5泊 現地6泊 現地7泊現地１泊 現地2泊
基本
代金

39,000 49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 
49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 109,000 
49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 109,000 
36,000 44,000 52,000 60,000 68,000 76,000 84,000 

１名様
あたり

4名以上
3名1室
2名1室
こども

（単位：円）

大阪⇔志布志 デラックスウィズペットルームご利用の場合 片道（おひとり様）10,000円追加

■宿泊加減代金（おひとり様）

6
熊本県/阿蘇温泉

全室離れ形式の天然温泉付きのお部屋で、
愛犬と楽しく安心してお泊りいただける本格温泉宿。

1泊夕・朝食付き

大分港から車で
約2時間

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：0歳～未就学児 無料

◆客室：15室 
■客室タイプ：洋室（2～３名）・和洋室（4名）
■夕食：和会席（お食事処）※期間限定で炭火焼き
■朝食：和定食（お食事処）
■ペットの設備：ドッグラン/ふれあいサロン＆ペットの温泉/
　足洗い場/ペット用水遊び場など

●お部屋以外は必ず抱っこをしていただくか、リードまたは
ケージ等をご使用くださいますようお願い致します。

●ワンちゃんのお食事はお客様にてご用意ください。※前日
までのご予約でワンちゃんのお食事対応可

●レストランの食事はワンちゃんと同伴可

同伴ペットについて

（1泊1匹につき/現地払い）
ワンちゃんの施設使用料

御宿 小笠原
チェックイン 15:00
チェックアウト 10:30

宿泊可能な大きさ

小型犬 中型犬 大型犬

◆客室：4室
■客室タイプ：ファミリータイプ和洋室（2～7名）
■朝食：和洋ビュッフェ（レストラン）
■ペットの設備：散歩コース

7
宮崎県/宮崎市

黒松林のなかに佇む、プライベートリゾート感覚のコ
テージで、愛犬と一緒に癒しの時間を。

1泊朝食付き

■宿泊加減代金（おひとり様）

◆客室：5室（和洋室1室、ツイン3室、トリプル1室）　
■客室タイプ：和洋室（3～4名）・洋室：（２～３名）※指定不可
■夕食：和洋中セットメニュー（レストラン）
■朝食：和洋中セットメニュー（レストラン）
　※天気が良ければ、バルコニーにてお食事可（ペット同伴可）
■ペットの設備：足洗い場（屋外）
　※お客様ご自身のナイトウェアはご持参ください。

8
宮崎県/宮崎市

丘の上のペンションは全室オーシャンビュー！お天気が
よければ水平線から昇る朝日を眺めることができます。

1泊夕・朝食付き

■宿泊加減代金（おひとり様）

ペンション C-ドルフィン
チェックイン 16:00
チェックアウト 10:00

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：3歳～未就学児 1,100円

志布志港から車で
約1時間30分

食事処食事処客室一例客室一例外観一例外観一例

1匹目  2,400円
2匹目以降は1匹につき 1,800円

コテージ・ヒムカフェニックス・
シーガイア・リゾート

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：4歳～未就学児 687円（朝食付）

（単位：円）

●ワンちゃんのお食事はお客様にて
ご用意ください。
●トイレや無駄吠え、噛み癖など、しつ
けが出来ていること。　
●狂犬病などの予防接種を受けてい
ること。

同伴ペットについて

（1泊1匹につき/現地払い）
ワンちゃんの施設使用料

3,300円外観一例外観一例

●ワンちゃんのお食事はお客様にてご用意く
ださい。

●トイレのしつけができている事、無駄吠え
をしないこと。

●宿泊前日に必ずシャンプーしてください。

同伴ペットについて

（1泊1匹につき/現地払い）
ワンちゃんの施設使用料

（小型） 1,100円 （中型） 2,200円
（大型） 3,300円

◆客室：5室
■客室タイプ：ヴィラ（2～5名）
■朝食：バイキング（レストラン）
■ペットの設備：ドッグクローク/
　フードボウル/タオル/ペットシーツ/リードフックなど

長崎県/佐世保

季節のイベントも盛りだくさんのハウステンボス。憧れのフォ
レストヴィラに泊まって、パーク内でもペットとずっと一緒！

大分港から車で約3時間10分(有料道路使用)

1泊朝食付き

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

■宿泊加減代金（おひとり様）

◆客室：1棟
■客室タイプ：コテージAタイプ（2～3名）
■朝食：和洋定食(レストラン)
■ペットの設備：屋内用ゲージ

長崎県／長崎市

目の前に大村湾の美しいパノラマが広がり、圧倒的な自然に包まれた極上の
コテージ。時を忘れ、ゆったり過ごす贅沢な時間と空間が広がるホテルです。

1泊朝食付き

■宿泊加減代金（おひとり様）

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：0歳～未就学児 無料※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：4歳～未就学児 1,550円（朝食付） ※2022年１０月以降の料金についてはお問い合わせください。

（単位：円）

●狂犬病・5種以上の混合ワクチンを
受けていること。

●室内犬限定とさせていただきます。

同伴ペットについて

ワンちゃんの施設使用料
無料

ハウステンボス
1DAYパスポート付き！
特典 翌日の再入場パスポート付き

20,400 
21,800 
25,800 
31,600 
23,100 

21,700 
23,100 
27,600 
34,600 
24,900 

21,700 
23,100 
27,600 
34,600 
24,900 

25,900 
27,300 
33,100 
44,600 
30,400 

29,200 
30,600 
37,500 
51,200 
34,800 

4/3～8,4/10～15,5/9～13,
6/1～7/15,7/18～20,8/28～16,

9/19～22,9/25～30

4/17～22,4/24～27,
5/15～20,5/22～27,
5/29～31,8/22～26

4/9,4/16,4/23,7/16,
7/21～29,7/31～8/4,
8/16～19,8/21,8/27

4/2～5/14,5/21,5/28,
7/17,7/30,8/20,
9/17～18,9/23～24

フォレストヴィラ内

●「宿泊同意書」の記入と、「ワクチン接種証
明書(5種以上、接種後2週間以上経過～1
年以内)」、「狂犬病予防接種証明書」のコ
ピーを事前にご提出ください

同伴ペットについて

（1泊につき/現地払い）
ワンちゃんの施設使用料

1匹目 無料 2匹目以降は1匹につき 2,000円

宿泊可能な大きさ

※1室に3匹まで
小型犬 中型犬 大型犬

大分港から車で約3時間30分
(有料道路使用)

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

無 料

9 ハウステンボス ドッグヴィラ

無 料

無 料

無 料

志布志港から車で約1時間50分
(有料道路使用)

チェックイン 15:00
チェックアウト 12:00

宿泊可能な
大きさ 小型犬 中型犬

宿泊可能な
大きさ 小型犬 中型犬 大型犬

客室一例客室一例外観一例外観一例イメージイメージ

宿泊可能な大きさ

小型犬 中型犬 大型犬

客室一例客室一例外観一例外観一例

宿泊日

5名1室
4名1室
3名1室
2名1室
こども

平日・休日 休前日 全日 全日 全日

無 料

宿泊日

2～4名1室
こども

4/2～27,5/9～7/15,9/1～30,
12/1～22,1/5～2/28

7/16～8/4,8/17～31,
10/1～11/30,3/1～30

8/16

全日 全日 全日
1,000
1,000

3,700 
3,200 

0
0

宿泊日

4～7名1室

3名1室

2名1室

こども

全日休前日平日・休日平日・休日 休前日

4/2～27,5/9～7/15,
9/1～16,9/19～22,
9/25～11/18,

11/21～12/22,1/7～31,3/1～30

7/16～8/4,8/16～31,
9/17～18,9/23～24,
11/19～20,2/1～3,
2/5～10,2/12～28

2/4,2/11

0
5,200
10,600
-2,300

1,700
9,300
16,500
-2,300

1,700
12,700
21,400
-2,300

4,400
16,500
27,000

0

8,800
18,600
30,000
2,100

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

宿泊日

4名1室
3名1室
2名1室
こども

4/2～27,5/9～7/15,
9/1～30,12/1～22,1/5～2/28

7/16～8/4,8/16～31,
10/1～11/30,3/1～30

平日・休日 休前日 平日・休日 休前日
13,800 16,200 14,800 17,200
12,600 15,000 13,600 16,000 
13,800 16,200 14,800 17,200 
8,300 10,000 9,300 11,000 

10 ホテルパサージュ琴海
NEW

休日･日～木 金･休前日 休日･日～木 金･休前日 全日

4/2～27,5/9～31,
10/1～6,10/10～11/30

7/1～8/4,8/16～31,
1/5～2/28 10/7～9

3名1室

2名1室

こども

12,100 

13,200 

3,800 

14,300 

15,400 

4,900 

休日･日～木 金･休前日

6/1～30,9/1～30,
12/1～22,3/1～30

8,800 

9,900 

2,100 

11,000 

12,100 

3,200 

7,700 

8,800 

1,600 

9,900 

11,000 

2,700 

15,400 

16,500 

5,400 

宿泊日

源流し
泉かけ



5

客室（ルシアンルーム）一例客室（ルシアンルーム）一例

客室（ルシアンルーム）一例客室（ルシアンルーム）一例

外観一例外観一例

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：3歳～5歳 3,850円（朝食付）

2022年1月1日現在の情報です。2022年1月1日現在の情報です。

◆客室：4室
■客室タイプ：露天風呂付ツイン客室（2～3名）
■夕食：会席（部屋食）
■朝食：セットメニュー（部屋食）
■ペットの設備：ドッグランや足洗い場

◆客室タイプ：嬉水館:ワイドツイン(2～3名)
■夕食：黒豚しゃぶしゃぶ（お食事処）
■朝食：和定食(レストラン)
■ペットの設備：ペットケージ

12
鹿児島県/霧島市

温泉を心行くまで楽しむために、1室ずつ解放的な専
用の露天風呂と愛犬用の露天風呂を完備。

1泊夕・朝食付き

■宿泊加減代金（おひとり様）

■宿泊加減代金（おひとり様）

15
鹿児島県/指宿市

一日一組様限定の施設です。
ドッグランもあるのでワンちゃんと気兼ねなく過ごせます。

素泊まり

コットンズハウス

■宿泊加減代金（おひとり様）

16
鹿児島県/鹿児島温泉

閑静な神社前にある創業70年の老舗温泉宿。
繁華街へも徒歩約5分と観光にも便利です。

1泊夕・朝食付き

■宿泊加減代金（おひとり様）

ホテル 吹上荘

14
 鹿児島県／大崎町

大隅半島の中心地に位置するお宿。
愛犬とゆっくりお過ごしいただけます。

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：2歳～未就学児 2,200円

■宿泊加減代金（おひとり様）

志布志港から車で約1時間30分
（有料道路使用）

チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

チェックイン 16:00 チェックアウト 10:00

◆客室：19室
■客室タイプ：フォース（2～4名）
 　ツイン（2名）
■夕食：洋食コース（レストラン）
■朝食：和洋バイキング（レストラン）
■ペットの設備：ドッグラン

●最低限度のしつけができていること。
●狂犬病、ワクチン接種証明書のご提
示が必須です。

同伴ペットについて

ワンちゃんの施設使用料無料

宿泊可能な大きさ

小型犬 中型犬 大型犬
※犬種により宿泊をお断りさせていただく場合
がございます。（1部屋あたりの頭数はベッド数
に準じます。詳しくはお問合わせください）

4/2～27,5/9～8/2,
8/20～9/30,

12/1～22,1/5～3/17
8/3～4,8/16～19,

10/1～11/30,3/18～30

平日・休日 休前日 平日・休日 休前日

フォース

17,800 
20,000 
22,200 
13,500 
14,500 
16,600 

22,200 
24,400 
26,600 
16,600 
17,800 
19,900 

20,000 
22,200 
24,400 
15,100 
17,800 
19,900 

24,400 
26,600 
28,800 
18,100 
22,200 
23,200 

宿泊日

4名1室

3名1室

2名1室

こども

2名1室

こども
ツイン

霧島観光ホテル内 D＋KIRISHIMA

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：0歳～未就学児 1,100円

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：0歳～未就学児 無料

●狂犬病、予防接種証明書の提出
が必須です。
●トイレや無駄吠え、噛み癖などし
つけができていること。

同伴ペットについて

ワンちゃんの施設使用料
（1泊1匹につき/現地払い）

1匹目 無料  2匹目 2,200円

※愛犬用のお食事も承ります（事前予約/有料）

宿泊日

3名1室

2名1室

こども

7/18～31,8/29～
9/16,9/19～22,9/25～30,

10/1～7,10/10～31,12/1～22
4/2～27,5/9～7/15
1/5～6,1/9～2/28

8/1～4,8/16～28,
11/1～30,3/1～30

休前日 休前日 平日・休日 休前日平日・休日 休前日 平日・休日

20,000 24,400 21,100 25,500 22,200 26,600 

22,200 26,600 23,300 27,700 24,400 28,800 

15,100 18,100 15,800 18,900 16,600 19,700 

11
鹿児島県/霧島市

ペット同伴専用のエントランスやロビーもあり快適に過ごせま
す。充実の設備で快適なリゾートステイをお楽しみください。

1泊夕・朝食付き

客室一例客室一例 夕食一例夕食一例

イメージイメージ 露天風呂一例露天風呂一例

◆客室：1棟　
■客室タイプ：一戸建て2LDK（2～4名）
■食事条件：素泊まり
■ペットの設備：足洗い場/小型犬用ケージ/ドッグランなど

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：0歳～未就学児 無料

志布志港から車で約3時間(有料道路使用)

●ペット同伴を可能にするために、施設内は禁煙です。
●室内にて飼われている愛犬のみとなります。

同伴ペットについて

ワンちゃんの施設使用料
（1泊1匹につき/現地払い）
1匹目 1,000円
2匹目以降は1匹につき

（中型犬）1,500円（大型犬）2,000円客室一例客室一例外観一例外観一例

客室一例客室一例ロビー一例ロビー一例

チェックイン 15:00
チェックアウト 10:00

志布志港から車で約1時間
40分(有料道路使用)

◆客室：2室
■客室タイプ：和室（2～4名）
■夕食：和食会席（レストラン）
■朝食：和定食（レストラン）

宿泊可能な大きさ

超小型犬

●必ずバスケットをご持参ください。
　※パブリックスペース（ロビーなど、レスト
ランは不可）の愛犬の移動はバスケットで
お願いします。

　※施設内でマーキング等があった場合は、
飼い主に損害を請求させていただきます。

同伴ペットについて

ワンちゃんの施設使用料
（1泊1匹につき/現地払い）

※1部屋1匹まで
　(2kg未満)

(2kg未満)外観一例外観一例 2,200円

●1年以内に狂犬病および伝染病の予防接
種を受けている室内犬でお願いいたします。

同伴ペットについて

ワンちゃんの施設使用料
（1泊1匹につき/現地払い） 1,100円
1部屋につき、小型犬は
2匹まで中型犬･大型犬は1匹までとなります

4/2～27,5/9～7/15,9/1～30,
12/1～22,1/5～2/28

7/16～8/4,8/16～31,
10/1～11/30,3/1～30

全日
宿泊日

平日・休日 休前日 平日・休日 休前日

-2,300 -2,200 -1,300 -1,200
-200 -100 800 900

2～4名1室

こども

宿泊日

4名1室
3名1室
2名1室
こども

3,500 
4,000 
4,600 
2,300 

4,600 
5,100 
5,700 
3,100 

4,600 
5,100 
5,700 
3,100 

5,700 
6,200 
6,800 
3,900 

6/1～7/15,9/1～30,
12/1～22,1/5～2/28

4/2～27,5/9～31,7/16～8/4,
8/16～31,10/1～11/30,3/1～30

平日･休日 平日･休日休前日 休前日

ラビスタ霧島ヒルズ 志布志港から車で
約1時間30分（有料道路使用）

近日公開

＝ご旅行代金

ご旅行代金計算方法

基本代金 ＋
往復基本船室+基本宿泊代金
+往復基本乗用車航送料

宿泊加減
代金 ※上記基本代金は4頁目「ペンションC-ドルフィン」を基準としています　※乗用車追加の場合、1台につき18,000円(往復)

現地3泊 現地4泊 現地5泊 現地6泊 現地7泊現地１泊 現地2泊
基本
代金

39,000 49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 
49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 109,000 
49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 109,000 
36,000 44,000 52,000 60,000 68,000 76,000 84,000 

１名様
あたり

4名以上
3名1室
2名1室
こども

（単位：円）

大阪⇔志布志 デラックスウィズペットルームご利用の場合 片道（おひとり様）10,000円追加

無 料

無 料露付客室
天風呂

源流し
泉かけ

無 料露付客室
天風呂

無 料

宿泊可能な
大きさ

※お一人様
　につき
　2匹まで

宿泊可能な大きさ

※1室につき2匹まで
小型犬 中型犬 大型犬

小型犬 中型犬 大型犬

チェックイン 15:00 チェックアウト 10:00
志布志港から車で約25分

宿泊可能な
大きさ 小型犬 中型犬 大型犬

5,500
‒5,000

6,500
‒4,000

7,500
‒3,000

8,500
‒2,000

2～3名1室

こども

宿泊日
休日･平日 休前日 休日･平日 休前日

4/2～27,5/9～7/15,
9/1～30,12/1～22,1/5～2/28

7/16～8/4,8/16～31,
10/1～11/30,3/1～30

1泊夕・朝食付き

夕食一例夕食一例外観一例外観一例

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

13 こしかの温泉グランピング セントロ大隅

NEW

ホテルオオサキ
NEW



6
2022年1月1日現在の情報です。2022年1月1日現在の情報です。

◆客室：5室
■客室タイプ：ヴィラ
■朝食：バイキング（レストラン）
■ペットの設備：ドッグクローク/
　フードボウル/タオル/ペットシーツ/
　リードフックなど

宿泊
可能な
大きさ 小型犬 中型犬 大型犬

長崎県/佐世保

季節のイベントも盛りだくさんのハウステンボス。憧れのフォ
レストヴィラに泊まって、パーク内でもペットとずっと一緒！

大分港から車で約3時間10分
(有料道路使用)

1泊朝食付き

無料

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

■宿泊加減代金（おひとり様）

◆客室：5室（和洋室1室、ツイン3室、トリプル1室）　
■客室タイプ：和洋室（3～4名）・洋室：（２～３名）
■夕食：和洋中セットメニュー（レストラン）
■朝食：和洋中セットメニュー（レストラン）
　※天気が良ければ、バルコニーにてお食事可（ペット同伴可）
■ペットの設備：足洗い場（屋外）
※お客様ご自身のナイトウェアはご持参ください。

宮崎県/宮崎市

丘の上のペンションは全室オーシャンビュー！お天気が
よければ水平線から昇る朝日を眺めることができます。

1泊夕・朝食付き

無料

■宿泊加減代金（おひとり様）

チェックイン 16:00
チェックアウト 10:00

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：3歳～未就学児 1,100円

志布志港から車で
約1時間30分

食事処食事処客室一例客室一例 テラステラス外観一例外観一例

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：4歳～未就学児 1,540円（朝食付） ※2022年１０月以降の料金についてはお問い合わせください。

（単位：円）

客室一例客室一例

宿泊可能な大きさ

小型犬 中型犬 大型犬

●ワンちゃんのお食事はお客様にてご用意ください。
●トイレのしつけができている事、無駄吠えを
しないこと。

●宿泊前日に必ずシャンプーしてください。

同伴ペットについて

（1泊1匹につき/現地払い）
ワンちゃんの施設使用料

（小型） 1,100円 （中型） 2,200円
（大型） 3,300円

ハウステンボス
1DAYパスポート付き！
特典 翌日の再入場パスポート付き

宿泊日

5名1室

4名1室

3名1室

2名1室

こども

平日・休日 休前日 全日 全日 全日 全日

4/4～9,4/11～16,
5/6～7,6/1～7/16,

7/18～20,8/29～9/17,
9/20～30

4/18～23,4/25～26,
5/9～14,5/16～21,
5/23～28,
5/30～31,
8/22～28

4/2,4/10,4/17,
4/24,7/17,

7/21,7/25～30,
8/1～5,

8/16～20、9/19

5/8,5/15,
5/22,5/29,
7/22～24、
7/31、8/21

4/3

13,900 16,700 16,700 20,200 23,800 25,200
15,200 18,200 18,200 21,500 25,100 29,400
18,200 23,200 23,200 27,600 32,500 37,600
27,400 29,700 29,700 40,000 47,200 55,100
17,900 22,900 22,900 27,300 32,200 37,300

フォレストヴィラ内

●狂犬病、予防接種証明書の提出が必須と
なります。（事前に）

●ワンちゃんとの外出時には必ずリードをご
利用ください。

●ワンちゃんのお食事はお客様にてご用意
ください。

同伴ペットについて

（1泊につき/現地払い）
ワンちゃんの施設使用料

1匹目 無料 2匹目以降は1匹につき 2,000円

＝ご旅行代金

ご旅行代金計算方法

基本代金 ＋
往復基本船室+基本宿泊代金
+往復基本乗用車航送料

宿泊加減
代金 ※上記基本代金は4頁目「ペンションC-ドルフィン」を基準としています　※乗用車追加の場合、1台につき18,000円(往復)

現地3泊 現地4泊 現地5泊 現地6泊 現地7泊現地１泊 現地2泊
基本
代金

39,000 49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 
49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 109,000 
49,000 59,000 69,000 79,000 89,000 99,000 109,000 
36,000 44,000 52,000 60,000 68,000 76,000 84,000 

１名様
あたり

4名以上
3名1室
2名1室
こども

（単位：円）

大阪⇔志布志 デラックスウィズペットルームご利用の場合 片道（おひとり様）10,000円追加

◆客室：客室：5棟
■客室タイプ：トレーラーハウス（2～4名）
■夕食：バーベキュー(部屋食）
■朝食：テイクアウト方式(部屋食)
■ペットの設備：ドッグラン・お散歩コース

■宿泊加減代金（おひとり様）

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：0歳～未就学児 無料 ※2022年6月以降の料金についてはお問い合わせください。

（単位：円）

●1年以内に狂犬病および伝染病の予防
接種を受けている室内犬に限ります。

同伴ペットについて

ワンちゃんの施設使用料
（1泊1匹につき
/現地払い） 1匹目 2,200円

2匹名以降 1匹につき1,000円

宿泊日

4名1室
3名1室
2名1室
こども

月～木 金･日 土
4/6～27,5/9～31

2,900 
4,000 
6,200 
0 

4,600 
5,700 
7,900 
600 

6,200 
7,300 
9,500 
1,500 

宿泊可能な大きさ

小型犬 中型犬 大型犬

無 料

※添い寝幼児施設使用料（現地払い）：0歳～2歳 2,200円外観一例外観一例 夕食一例夕食一例大浴場一例大浴場一例

外観一例外観一例客室一例客室一例

客室一例客室一例テラステラス

ドッグランドッグラン外観一例外観一例

■宿泊加減代金（おひとり様）

大分港から車で
約2時間20分

◆客室：2室
■客室タイプ：洋室（2名1室）
■夕食：会席料理（食事処）
■朝食：和食（食事処）
　※食事処は、ペット同伴不可（ワンちゃんは、
　お客様ご持参のケージにてお留守番ください）
■ペットの設備：お庭あり。
　リードを付けてお散歩を楽しめます！

●ワンちゃんのお食事、トイレなど必要
なものはお客様にてご用意ください。
●お庭での散歩はリードをつけてくだ
さい。

同伴ペットについて

（1泊1匹につき/現地払い）
ワンちゃんの施設使用料

18
福岡県/宗像市

約2,600坪の広大な敷地に緑が生い茂る静かなお宿。離れ風の客室は
プライベート空間が確保され、気兼ねなく過ごすことができます。

1泊夕・朝食付き

御宿 はなわらび

17
鹿児島県/いちき串木野市

九州では珍しいトレーラーハウスのお部屋。開放感溢れる空間で、
愛犬と心ゆくまでグランピングをお楽しみください。

1泊夕・朝食付き

吹上浜フィールドホテル

チェックイン 16:00
チェックアウト 10:00

大分港から車で
約2時間10分
(有料道路使用)

チェックイン 15:00
チェックアウト 11:00

宿泊可能な大きさ

小型犬 中型犬 大型犬

5kg未満 2,200円
5kg以上 3,300円

宿泊日

2名1室

こども

幼児(3歳～未就学児)

日～木 金 祝日･休前日 日～木 金 祝日･休前日

4/2～27,5/9～7/15,
9/1～30,

12/1～22,1/5～2/28

7/16～8/4,8/16～31,
10/1～11/30,3/1～30

9,900 
6,400 
14,100 

11,000 
7,200 
14,900 

16,500 
11,100 
18,800 

10,900 
7,400 
15,100 

12,000 
8,200 
15,900 

17,500 
12,100 
19,800 

無 料

（単位：円）

NEW 食事アップ

プレミアムコース
2,200円増 1,100円増おとな こども

宿泊日

4名1室
3名1室
2名1室
こども

4/2～26,5/6～7/16,9/1～30,
12/1～22,1/5～2/28

7/17～8/5,8/16～31,
10/1～11/30,3/1～30

全日 全日
1,000
1,000
1,000
1,000

0
0
0
0

（単位：円）

NEW

19 JR九州ステーションホテル小倉 20 筑後川温泉 ふくせんか
NEW

近日公開 近日公開



〈受託販売〉 お申し込み・お問い合わせは

［大阪本社］
〒530-0001　大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号（大阪駅前第2ビル12階28-1号）

https://www.ferry-sunflower.co.jp/travel/

旅行企画・実施

大阪府知事登録旅行業 第2種・2396号　（一社）日本旅行業協会正会員（JATA正会員）

総合(国内)旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく取扱管理者におたずねください。

[移転先]　3月7日（予定）
〒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

1.募集型企面旅行契約約款
この旅行は、さんふらわあトラベル株式会社(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に関する契約(以
下｢旅行契約｣という)を締結することになります。又、契約の内容・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、出発前にお渡しする確定書面(以
下「最終旅行日程表」という)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。
2.旅行のお申込み及び契約成立
(1)募集型企画旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに
成立するものとします。

(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。この場合当社が電話
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していただきます。この期間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)集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時
に申し出てください。当社は可能な範囲でこれに応じます。

(4)前項の申し出に基づき当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用
は、旅行者の負担とします。

3.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。
4.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、宿泊費、食事代、これら上記旅行費用
はお客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。(コースに
含まれない交通費の諸費用及び個人的費用は含みません。)
5.旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送、宿泊機関等
のサービスの提供の中止、当初の運航計画によらない運送サービスの提供、官公
署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日

程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れ
が極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速
やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由が当社の関
与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行
サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし緊急
の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由を説明します。
6.旅行代金の変更
(1)当社は利用する運輸機関の適用運賃・料金が、著しい経済事情の変化等によ
り、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行
代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始の前日からさかのぼっ
て起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。

(2)当社は、前号の規定に基づく契約内容の変更により旅行実施に要する費用(当
該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取
消料、違約料金その他既に支払い又これから支払わなければならない費用を含
みます)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該
旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部
屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます)には当該契約
内容の変更の際にその範囲内において旅行の額を変更することがあります。

7.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に
対しておひとり様につき下記の取消料を頂きます。又、利用人数により旅行代金
の異なる旅行を取消された場合には他のお客様から旅行代金の差額を頂きま
す。

(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱上の事由に基づき、お取消になる場合
も下記取消料をお支払い頂きます。

(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお
客様が旅行契約を解除したものとし、下記の利率で違約料を頂きます。

8.添乗員等
添乗員は同行いたしません。

9.当社の責任及び免資事項
(1)当社は旅行の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与え
たときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日か
ら起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、
官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により
損害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負
うものではありません。

(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損
害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、
1人15万円を限度として賠償いたします。

10.特別補償
　当社は前第9項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款
により、お客様がご旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、
身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を又、手荷物に対
する損害につきましては、損害補償をお支払いいたします。
11.旅程保証
　旅行日程に掲げる重要な変更が生じた場合、募集型企画旅行約款の規定によ
り、変更補償金を支払います。(お客様の同意を得て同等価格以上の品物又は
サービスの提供とすることがあります)変更保証金の額はお客様1名につき旅行
代金の15%を限度とし、1,000円未満の場合は支払いません。
12.旅行条件・旅行代金の基準
　この旅行は2022年1月1日を基準としています。又旅行代金は2022年1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。
13.個人情報の取扱について
　当社・並びに販売店は、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
お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等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に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の
責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲で、それら運送・宿
泊機関、保険会社等に対し、あらかじめ電子的方法で送付することによって提供
いたします。この他①当社及び当社との提携する企業の商品やサービス、キャン
ペーン情報の提供、旅行に関する情報提供②お客様が旅行参加後のご意見やご
感想のお願い③アンケートのお願い④特典サービス提供⑤統計資料作成にお
客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

※ご旅行条件の詳細を記載した書面をお渡ししますので
　ご確認の上お申し込み下さい。ご案内(旅行条件・要約)

下記事項を必ずお読みください※当プランに記載のない項目も含まれますので、予めご了承ください。
■共通のご案内
●添乗員は同行しません。ご旅行に必要な最終日程表をお渡ししますので、旅
行中の手続きはお客様ご自身で行ってください。●最少催行人員：各プランに記
載の人員(おとな)が最少催行人員となります(最少受付人員：おとな1名以上を
含むお部屋のご利用人員となります。「幼児は人数に含まれません])。※お客様
都合による取消で最少受付人員未満となる場合は全員取消、又は権利放棄(最
少受付人員分は払戻しなし)でお受けできる場合もあります。販売店係員にお
問合せください。●旅行代金：出発日、ご利用人数、日程、食事条件により異なり
ます。●食事条件は旅行代金の中に含まれている食事を表示しています。●「休
前日=祝祭日の前日と土曜日」「休日=祝祭日と日曜日」「平日=休前日･休日以外
の月～金曜日」を意味します。●ご旅行中に、お客様の都合で使用されなかった
クーポン券類の払戻しは一切できませんので、予めご了承ください。●お申込締
切日について：ご出発日の5営業日前までお申込できます。

【こどもについて】
1．旅館は食事の内容によりこどもはおとなに準じた(数品少ない程度の)食事及
び寝具の使用。※食事内容がバイキングの場合、おとなと同じ食事内容となりま
す。※一部宿泊施設(ホテルタイプ等)で、おとな・こども同額もあります。※こど
もは厳選-特選料理、一品チョイス等の選択はありません。2．こども旅行代金適
用年齢についてこども旅行代金は小学生(旅行開始日当日基準)の方に適用とな
ります。※適用年齢が異なる場合、その旨を各宿泊施設欄に明記しています(宿
泊日基準の年齢)。

【幼児施設使用料について】
こども旅行代金を適用しない幼児で、寝具や食事を必要とされない場合、お客
様のご希望の有無に関わらず現地で施設使用料が必要となる宿泊施設があり
ます。その「幼児施設使用料」の対象年齢及び料金(税込)を各宿泊施設欄で表示
しています(金額は変更となる場合があります。現地にてご確認ください)。幼児
施設使用料に含まれているものは各宿泊施設により異なります。また、おとな
旅行代金に含まれる食事がバイキングの場合、現地で「バイキング会場入場料(タ
/朝)等、「幼児施設使用料」以外の幼児料金の支払いが必要となる宿泊施設があ
ります。現地にてご確認ください。※添い寝のお子様は、原則正ベッド1台につき
おひとりとなります。1室あたりの幼児利用可能人数は宿泊施設により異なりま
す。販売店係員にお問合せください。

【温泉(鉱泉含む)について】
●お客様が快適にご入浴いただけるように適切な温度・成分となるよう加水・加
温等をしている場合があります。●浴槽が多数ある宿泊施設の場合、ご入浴を

より楽しんでいただけるように、入浴剤を使用する場合があります(例:ワイン風
呂、酒風呂、薬湯等)。
●安心してご入浴いただけるように、殺菌消毒をしている宿泊施設もあります
(厚生労働省告知を遵守した消毒を行っており、加水・加温・循環ろ過・入浴剤使
用のいずれも行っていない場合は「源泉100%」の表示をしています)。

【宿泊税について】
「宿泊税」は旅行代金に含まれます。金額は、お客様おひとり1泊あたり目安として
100円～1,000円の範囲となります。各自治体ホームページ等でご確認ください。

【交通手段について】
●フェリー利用は特に記載のない限り指定席のご利用となります。但し、募集型
企画旅行用の運賃・料金を適用しているため、客室変更の制限等、ご利用に際し
て一部制限があります。●客室数に限りがありご希望に沿えない場合がありま
す。予めご了承ください。●ダイヤ改正により、便名・発着時間等が変更となる場
合があります。

【宿泊についてのご注意】
プランの選択について●客室・食事条件･食事内容等の選択は特に記載のない限
り、グループでの選択となります。おひとり毎の選択はできません。
客室について●特に記載のない限り、客室は風呂・トイレ付です。●宿泊施設の
客室が洋室の場合、ご利用人数によってはソファーベッド又はエキストラベッド
使用となる場合があります。販売店係員へお問合せください。スタジオツイン
は、シングルベッド+エキストラベッドのご利用となります。パンフレットに掲載
されている客室の写真は一例となり、実際とは異なる場合があります。●和洋
室の場合、特に記載のない限り1室に「正ベッド」は2台です。●ダブルベッドルー
ムの場合、ベッド2台をつなぎあわせてベッドメイキングする場合もあります。●
避暑地等、一部の宿泊施設ではお部屋に冷房設備がない場合があります。●客
室の眺望について：オーシャンフロント…海辺に位置し、正面に海を眺めること
ができる部屋。オーシャンビュー…お部屋(バルコニーを除く)から見える海が視
界のかなりの部分を占めている部屋。 パーシャルオーシャンビュー…お部屋の
中からは海が見えないがバルコニーから海が見える部屋。●禁煙・喫煙ルーム等
に関する記載について 禁煙・喫煙ルームの指定ができます。但し、ご希望に沿え
ない場合があります。●「露天風呂付」とは、外気に触れることができ、開放感の
ある屋外に露天風呂が付いているお部屋です。※但し、構造上、天井や側面に壁
がある場合があります。また、天候(厳冬期・荒天時)やお客様の希望により、密閉
することが可能な造りになっている場合があります。
食事について●連泊の場合、2泊目以降の食事内容はパンフレット記載内容と

異なる場合があります。●食事場所・内容は、1室の入室人員毎の対応について
記載しております。食事場所・内容が複数あり確定されていない場合は、特に記
載がない限り選択はできません。また、複数客室でご予約のグループは、人員及
び室数により記載の場所と異なる場合があります。●食物アレルギーに関しては
必ずお申込時に販売店係員にお申出ください。ご旅行中は、厳密な「アレルギー
物質除去食｣の提供はできません。アレルギー対応で追加代金が発生する場合、
現地払いとなります。
料理写真について●季節・仕入等の都合により料理内容・器が変更となる場合が
あります。
風呂の利用時間について●宿泊施設によっては大浴場・露天風呂等が清掃等に
より、チェックイン後、チェックアウト前でもご利用できない場合があります。
ご到着時間について●宿泊施設へのご到着予定時間を販売店係員にお申出く
ださい。
車椅子ご利用のお客様、身体障害者補助犬について●ご利用のお客様は必ずお
申込時に販売店係員にお申出ください。

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮・
措置が必要になる場合があります。詳細は、「旅行条件書」の「お申込み条
件」をご確認ください。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある場合は、
ご相談させていただきますので、必ずお申出ください。

【その他のご注意】
●各ページに掲載されている宿泊施設や入場施設の情報は、営業時間､食事場
所・内容・時間、入浴場所・時間、プール営業・時間等が予告なく変更となる場合
や、サービスの提供が中止となる場合があります。また、指定されたフェリー・便
の運休等により、フェリー便の変更や行程の変更が行われる場合があります。
●天候等の諸条件により、記載の観光内容がご覧いただけない場合がありま
す。●祭・花火・大規模スポーツ大会等のイベントが開催される際､現地にて公共
交通機関の運行が規制される場合があります。●「国内旅行傷害保険」をおすす
めします。販売店係員にお尋ねください(一部お取り扱いできない販売店があり
ます)。●写真はイメージです。

施設情報の
マークについて

源泉かけ流しの温泉があります
(加水･加温を行っている場合があります)源流し

泉かけ 露天風呂付客室です露付客室
天風呂

駐車場は無料です
(宿泊以外での利用は有料に
なる場合があります)無 料

温泉があります
(加水･加温･循環を行っている場合があります)
※すべての浴槽が温泉とは限りません

温泉はありません

取 消日 取 消 料
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%

1)21日目にあたる日以前に解除
2)20日目にあたる日以降の解除(3～6を除く)
3)7日目にあたる日以降の解除 (4～6 を除く)
4) 旅行開始日の前日の解除
5)当日の解除 (6 を除く)
6) 旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

旅行代金の額
20,000 円未満

20,000 円以上 50,000 円末満
50,000 円以上 100,000 円未満

100,000 円以上

申込金 ( おひとりさま )
5,000 円
10,000 円
20,000 円

旅行代金の 20%以上


