
添乗員同行 大阪・神戸・大分・別府発着

■旅行代金に含まれるもの　●往復フェリー運賃（基本船室 A・Bコースのみ）●貸切バス代 
●食事（昼食1回） ●入浴料（A・Bコースのみ）
●通行・駐車料 ●添乗員経費 ●サービス料・諸税

■旅行代金に含まれないもの　●無賃幼児(3歳以上)はバス席料金3,000円が必要と
 なります。2歳以下はお問い合わせください。
●追加飲食料及びこれに伴う諸税等については各施
設にお支払いください。

・最少催行人員：15名様（1名様より受付） ・添乗員：同行いたします。 ・天候、交通事情等により
  コースが変更となる場合がございます。 ・船室に限りがございますのでお早めにお申し込みくだ
  さい。 ・出発日の5営業前までにお申し込みください。

共
通
の
ご
案
内

■旅行日程表

■利用バス会社：大分交通バス （2022年7月1日現在）

＝＝ バス記号のご案内

行 程 宿泊 食事

× 昼

唐戸市場 ( イメージ )門司港レトロ ( イメージ )
三井倶楽部 ( イメージ ) 別府鉄輪温泉 ( イメージ )

進水式とは
船としての誕生を祝うとともに
航海の無事を祈る式典です。

数万tの大きな船が生まれて初めて
海に浮かぶ瞬間は感動的で、
五色のテープが舞う華やかな
演出もおこなわれます。

※フェリー基本船室利用時は無料となります。
船室をアップグレードした場合はその差額分の料金が必要となります。

※フェリー基本船室利用時は無料となります。
船室をアップグレードした場合はその差額分の料金が必要となります。

■ Aコース 旅行日程表

■利用バス会社：大分交通バス （2022年7月1日現在）

～～ フェリー　＝＝ バス   ・・・ 徒歩記号のご案内

8/29
(月)

8/30
（火）

8/31(水) ～～大阪南港（さんふらわあターミナル(大阪）第1ターミナル）6：35着

大阪南港（さんふらわあターミナル(大阪）第1ターミナル）19：05発
～～フェリーさんふらわあにて別府へ～～ 船中泊

行 程 宿泊 食事

船中泊 昼

～～別府観光港6：55着 ＝＝ 門司港レトロ(フリータイム散策)・・・和洋Restaurant
・三井倶楽部(昼食) ＝＝ 三菱重工業下関造船所（さんふらわあ進水式見学）    
 ＝ ＝＝ 別府鉄輪温泉 ひょうたん温泉（入浴） ＝ ＝＝ 別府観光港18：45発
～～フェリーさんふらわあにて大阪へ～～   

■ Bコース 旅行日程表

■利用バス会社：大分交通バス （2022年7月1日現在）

～～ フェリー　＝＝ バス   ・・・ 徒歩記号のご案内

8/29
(月)

8/30
（火）

8/31(水) ～～ 神戸港(六甲アイランド) 6：35着

神戸港(六甲アイランド)19：00発
～～フェリーさんふらわあにて大分へ～～ 船中泊

行 程 宿泊 食事

船中泊 昼

～～ 大分港6：20着 ＝＝ 門司港レトロ(フリータイム散策) ・・・ 和洋Restaurant
・三井倶楽部(昼食) ＝＝ 三菱重工業下関造船所（さんふらわあ進水式見学） 
 ＝＝ ＝ 別府鉄輪温泉 夢たまて筥（入浴） ＝ ＝＝ 大分港19：15発
～～フェリーさんふらわあにて神戸へ～～

8/30
(火)

JR大分駅前7：30集合 ＝＝ 別府観光港08：00集合 ＝＝ 門司港レトロ（フリータイム散策）＝＝
三菱重工業下関造船所（さんふらわあ進水式見学）＝＝ からと屋(昼食) ・カモンワーフ・唐戸市場
（フリータイム散策）＝＝＝ 別府観光港17：30解散  ＝＝＝ JR大分駅18：00解散 
    

旅行代金
おひとり様
（おとな・こども同額)

出発日

旅行代金
おひとり様
（おとな・こども同額)

さんふらわあ 進水式見学と
門司港レトロ

さんふらわあ 進水式見学と
門司港レトロ

さんふらわあ 進水式見学と
門司港レトロ

さんふらわあ 進水式見学と
門司港レトロ

さんふらわあ 進水式見学と
門司港レトロ

27,500円
2022年8月29日（月）発 2022年8月30日（火）発

14,500円

コースのポイント

大迫力の
「さんふらわあ進水式」を
見学！

ノスタルジックな
「門司港レトロ」を自由散策！

「からと屋」で地元の食材
を使ったランチを満喫！

関門の台所 「唐戸市場」
を自由散策！

出発日

大分・別府発着 Cコース
大迫力の
　「さんふらわあ進水式」を
　見学！

ノスタルジックな
　「門司港レトロ」を自由散策！

 人気の三井倶楽部の
　おしゃれランチを楽しむ！

名湯 「別府鉄輪温泉」
　入浴で温泉気分満喫！

大阪発着Aコース 神戸発着 Bコース
コースのポイント

大人1名につき小学生以下1名   無料

■進水式は立見席での見学となります。予めご了承ください。

特 別 キ ャ ン ペ ー ン

一
度
は
見
た
い

迫
力
の
進
水
式
！

感染症対策について
～3密を回避して安心な旅行を～

フェリー
さんふらわあ
公式サイト

観光庁公式サイト
「新しい旅の

　エチケット」



12.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行は2022年7月1日を基準としています。又旅行代金は2022年7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。

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。

8.添乗員等
添乗員は同行いたします。

9.当社の責任及び免責事項
（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。

7.取消料
（1）旅行契約の成立後、お客様の御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。

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、当初の運行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

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。）

1.募集型企画旅行契約約款
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）募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。

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。

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。

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。 

旅 行 代 金 の 額
20，000円未満 5，000円

10，000円
20，000円

旅行代金の20％以上

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

100，000円以上

申 込 金（ お ひとりさま ）

※船室アップグレード料金については、事前申し込みに限り有効な特別料金です。 (注)ご出発の14日前まで追加アップグレードが可能です。以降に関しては、当社でお取り扱いできません。ご出発の14日前以降に関しては、
当日の乗り場で空室がある場合に限り、フェリー乗船運賃の各等級差額を現地でお支払いの上、ご購入いただくことが可能です。当プランの差額とは異なりますので、事前にご検討ください。

明治の後半から国際貿易港として栄えた
門司港。今も当時の面影を色濃く残すレト
ロな建物が数多く立ち並んでいます。

門 司 港 レ ト ロ か ら と 屋
新鮮な魚介類の集まるカ
モンワーフ内にあるレストラ
ンでランチを堪能します。

旧 門 司 三 井 倶 楽 部
由緒ある国指定重要文
化財の中のレストランで
ランチを満喫します。

寝湯、箱蒸風呂、大露天の
岩風呂など多彩な温泉が
楽しめます。

夢たまて筥

美味しい昼食付
！

別 府 鉄 輪 温 泉
で旅の疲れを癒

やす！

Cコース

Aコース

Bコース

ミシュラン三ツ星を獲得
した源泉100%かけ流し
の日帰り温泉です。

ひょうたん温泉

各コースの観光・グルメ・温泉  ここが魅力！

ばこ
イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

A・Bコース

全コース

設備：コンセント  

備品：ハンガー

基本船室 船室アップグレード

大阪 ⇔ 別府 神戸 ⇔ 大分Aコース Bコース

船 室 定 員

1名様利用

2名様利用

2名様利用

3～4名様利用

1,800円

2,200円 1,100円
3,000円 3,000円
1,200円 1,200円

10,000円 10,000円
8,000円 4,000円
6,000円 3,000円

-
おとな（片道） こども（片道）

スタンダード（個室）
4名定員

デラックス（個室）
2～4名定員

1名定員
スタンダード（個室）

スタンダード（個室）

2名定員

船室アップグレード料金 （おひとり様／片道あたりの等級差額）

※4名様利用

※3名様利用

2名様利用

船 室 定 員
ツーリスト
ベッド(個室)

デラックス(個室) 2名定員

ファースト
(個室)

2名様利用

3～4名様利用

2名様利用

3～4名様利用

2名様利用

4名定員

4名定員

1,500円 1,500円
1,000円 500円
3,500円 3,500円
3,000円 1,500円
10,000円 10,000円

おとな（片道） こども（片道）

船室アップグレード料金 （おひとり様／片道あたりの等級差額）

設備 ： バス・トイレ（温水便座）・
　　    テレビ・ミネラルウォーター
備品 ： ハンガー・タオル・歯ブラ
          シ・シャンプー・ボディソ
           ープ・バスタオル・スリッ
          パ・浴衣

設備：テレビ・コンセント

備品：ハンガー・スリッパ

設備：洗面台・テレビ

備品：ハンガー・タオル・
　　　歯ブラシ・スリッパ・
　　　浴衣

デラックス洋室(個室)2名様定員

ファースト(個室)4名様定員ツーリストベッド(相部屋)

基本船室 船室アップグレード

スタンダード(個室)1・2名様定員 デラックス洋室(個室)2～4名様定員

スタンダード(個室)4名様定員

設備：テレビ・コンセント・
              荷物スペース
備品：ハンガー・タオル・
             歯ブラシ

設備 ： 洗面台・テレビ
備品 ： ハンガー・タオル・

 歯ブラシ・スリッパ・
 大人用ナイトウェア

設備 ： 洗面台・テレビ
備品 ： ハンガー・タオル・

 歯ブラシ・スリッパ・
 大人用ナイトウェア

設備：バス・温水洗浄付トイレ・
           テレビ・ミネラルウォーター
備品：ハンガー・タオル・歯ブラシ・
           シャンプー・ボディソープ・
           バスタオル・スリッパ・大人
           用ナイトウェア

プライベートベッド(相部屋)

※3人目、4人目の方はプルマンベッドになります
※3人目、4人目の方はプルマンベッドになりますツーリストベッド(個室)4名様定員

〈受託販売〉 お申し込み・お問い合わせは旅行企画・実施

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。

［大阪本社］
〒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

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