客室のご案内

ガンツウの客室は、全室瀬戸内海を一望出来るテラス付きのスイート

郵船トラベルオリジナル企画

“ガンツウ”で瀬 戸 内 海を漂うように過ごす、人 生 最 高の旅

■ テラススイート（50㎡）
思わず海図を広げたくなるようなソファルームと､ガラス張りの浴室を海側に配し､天候や時間帯に
左右されることなく､ご滞在中はいつでも海との一体感を感じながらお過ごしいただけます｡

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

道後温泉「別邸 朧月夜」
宿泊
せとうちの海の道を辿り、アートの島を満喫
2022 年 9月10日（土）～9月16日（金）6 泊 7日

お申込み時の注意事項とご案内
■旅行代金のご案内
●旅行代金は、消費税など諸税を含んでおります。
●ご予約変更による変更後の適用代金
取消料発生後に客室のご利用人数が減少した場合、取り消しされたお客様
には既定の取消料を、客室をお一人でご利用になられるお客様には1人部
屋利用旅行代金との差額が必要となります。
■客室番号のご希望について：客室番号のご希望は承っておりません。
■お申込みに際してのご案内
●15歳以上のお客様限定でございます。20歳未満の方は保護者の同行が
必要となります。
●3名様ご1室のご利用は承れません。
●妊娠中の方は事前にお申し出ください。
ご旅行前に船会社指定の診断書
および承諾書を提出頂きます。
●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に

障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊
娠の可能性のある方、
身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）
をお連
れの方その他特別の配慮を必要とする方は、
お申し込みの際に、参加にあた
り特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください
（旅行契約成立後にこれら
の状態になった場合も直ちにお申し出ください。）。
当社は可能な範囲でこれ
に応じます。尚、
お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特
別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
●電動車いすをご使用の場合、前項のほか使用の制限事項についての承諾
書が必要となります。
なお、電動カートはご使用になれません。
●健康上および体質上の理由で食べ物に制限をお持ちのお客様は、
ご旅行
前にお申し出頂き、船会社指定のお伺い書の提出をお願いいたします。
●医療器具をお持ち込みされる場合はお申し込みのクルーズセンターヘ予
めお申し出ください。
CPAPを含む呼吸器疾患用医療器具をご利用の方はご
乗船いただけません。

●テレビ・雑誌等の取材のため、報道関係者が予告なく乗船する場合がござ
います。
●記載されたスケジュールは天候、
その他の事情により変更する場合がござ
います。
●天候による運航中止やスケジュール変更をはじめとした船会社の旅客運
送約款内「運航の中止・変更等」
の規定による措置に伴う交通費や宿泊費、
宅配便等の費用はお客様負担となります。
●ご乗船日の約15日前にPCR検査を受検し、
ご乗船日に抗原検査を実施し
ます。
結果が
「低リスク」
であることがご乗船条件となります。
「高リスク」
と判定
された方はご乗船いただけません。
また医療機関の受診をお願いいたします。
ご自宅・医療機関までは行政当局の指示により公共交通手段はご利用いただ
けないため、
高額になる場合があります。
必要な移動手段は可能な限り紹介
に努めます。
その際の費用はすべてお客様負担となります。
なお、
乗船不可能
と判明した時点で募集型企画旅行契約を解除し旅行代金を返金いたします。

旅行条件（要約）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。
■募集型企画旅行契約
●この旅行は郵船トラベル株式会社（以下「当社」
といいます。）
が企画・実施
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契
約（以下「旅行契約」
といいます。）
を締結することになります。
また、旅行条件
は、下記によるほか、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。
■旅行のお申し込みと契約の成立時期
●当社にて、
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、
申込金とし
ての旅行代金の20％を添えてお申し込み頂きます。
申込金は旅行代金をお支
払い頂くときに、
その一部として取り扱います。
また、旅行契約は、
当社が契約
の締結を承諸し、
申込金を受領したときに成立するものとします。
●当社は、電話、郵便、
ファクシミリ及び電子メールその他の通信手段による
旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。
この場合、予約の時点で
は契約は成立しておらず、
当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起
算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをして頂きます。
この期間内
に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、
当社はお申し込みがな
かったものとして取り扱います。
●旅行契約は、電話によるお申込の場合には、申込金を当社が受領したとき
に、
また、郵便、
ファクシミリ又は電子メール等でお申し込みの場合には、
申込
金のお支払い後、
当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに
成立致します。
また、電話、郵便、
ファクシミリ、電子メールその他の通信手段
でお申し込みの場合であっても、
クレジットカード決済による旅行契約は、
当
社が旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立す
るものとします。
■旅行代金のお支払い
旅行代金（又は申込金を差し引いた残金）
は、旅行開姶日の前日から起算して
遡って21日目に当たる日より前にお支払い頂きます。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶•航空機・鉄道（新幹線・グリーン車）等の運送機関
の運賃・料金、専用車の料金、観光料金（入場料、
ガイド料金含む）、添乗員同
行費用、宅配便（一人一個往復）、
ホテル宿泊料金（税・サービス料金を含む）。
※お客様のご都合により、旅行代金に含まれるものを一部利用されなくても

払い戻しは致しません。
■旅行代金に含まれないもの
※旅行代金に含まれないものを以下に例示します。
個人的性質の諸費用（クリーニング代、電話料等）、傷害•疾病に関する医療
費、
自宅から集合•解散場所間の交通費や宿泊費等、希望者のみが参加する
オプショナルツアーの料金。
■取消料
お客様は下記に記載した取消料をお支払い頂くことにより、
いつでも旅行契
約を解除することが出来ます。但し、契約解除のお申し出は、
お申込みの郵船
トラベルクルーズセンター営業時間内にお受けします。
旅行契約の解除日
21日前まで
20日前から8日前まで
7日前から2日前まで
旅行開始日の前日
旅行開始当日
旅行開始後又は無連絡不参加

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

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 取消料の基準となる旅行代金とは、旅行代金に追加代金を加算し割引
代金を減じた合計金額です。
※2 旅行契約の成立後、
お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には
上記の表に記載の取消料を、
ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変
更に対する差額をそれぞれいただきます。
■お客様の交替
取消料が発生する日にち以降にお申し出いただき、当社が承諾した場合に限
り各部屋1名様まで交替が可能です。
その場合は交替手数料として所定の金
額を申し受けます。
なおオプショナルツアーなどその他手配がある場合は、交
替に伴い発生した費用の実費を別途、
申し受けます。
■当社の責任
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は
責任を負いません。
（ア）天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行
日程の変更もしくは旅行の中止（イ）運送・宿泊機関等の事故、火災により発
生する損害（ウ）運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために

生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止（エ）官公署の命令、外国の出入国
規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中
止（オ）
自由行動中の事故（力）食中毒（キ）盗難（ク）運送機関の運延・不通・ス
ケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的
地滞在時間の短縮
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022年6月1日を基準としています。
また旅行代金は2022
年6月1日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則を基準として算
出しています。

個人情報の取り扱い
当社は、旅行申し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、
お客様との連絡のために利用させて頂くほか、
お客様がお申し込
み頂いた旅行において運送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の手続に必要な範囲内、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内、並び
に旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内
で、
それら運送・宿泊機関、保険会社、土産物店等に対し、
お客様の氏名、
生年月日、住所等を、予め電磁的方法等で送付することによって提供しま
す。
このほか、
当社は、①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、
キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③
アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、
にお客様
の個人情報を利用させて頂くことがあります。

ガンツウ（イメージ）

〈ガンツウ〉建築家・堀部安嗣氏のデザインによる太陽や海の色を映し出すシルバー色の船体の中には、
わずか19室の全室テラス付きの客室のほか、「お好きなものを、お好きなだけ」をコンセプトとする
ダイニング、海の見える鮨カウンター、目の前で和菓子をおつくりするラウンジ、檜の浴槽とサウナの
ある浴場など、思いのままにお過ごしいただける空間が広がっています。

SHIP DATA
総トン数 3,013トン 全長 81.2メートル
全幅 13.75メートル
主機関 水冷式3相誘導 電動機2機
速度
（巡航速度）10ノット 旅客定員
（乗客数）38名

国内旅行保険ご加入について

ご旅行中にけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり
ます。
また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困
離なのが実情です。
これらの治療費、移送費、
また、死亡・後遺障害等を担
保するため、
お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお
勧めします。国内旅行保険についてはお申し込みのクルーズセンターにお
問い合わせください。

旅行企画・実施
日本郵船グループ

東 京

観光庁長官登録旅行業第 1267 号（JATA 正会員）
〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル
ホームページアドレス https://www.ytk.jp

お問い合わせ・お申込みは下記クルーズセンターへ

03-5213-9987

〒101-8422 東京都千代田区神田神保町2-2 ミレーネ神保町ビル7階
総合旅行業務取扱管理者：福田 麻由子 E-mail：cctweb@ytk.co.jp
上記各営業所の営業時間：月〜金曜 10：00〜17：00
（土・日・祝祭日 休業）

神 戸

078-251-6218

〒651-0085 神戸市中央区八幡通4-2-18 昭和住宅・福本ビル5階
総合旅行業務取扱管理者：谷 維人 E-mail：ccu@ytk.co.jp

（イメージ）
総合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り引き
の責任者です。
この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がござ
いましたら、
ご遠慮なく左記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

YTK-2022014

（イメージ）

（イメージ）

日付

1日目
昼食

（イメージ）

  TOBE オーベルジュリゾート

松山から一足延ばした自然豊かな山
里、砥部町に佇むTOBEオーベルジュ。
湖を眺めながらメインダイニングで、
オ
リジナルの砥部焼で料理が提供されま
す。地元の素材を食材が本来持ってい
る生命力を生かしたシェフこだわりの
滋味を感じる味をご堪能ください。

1

（イメージ）

2日目

9/10

午後

（土）

（イメージ）

1泊目

（イメージ）

時間帯

  道後温泉の隠れ宿
別邸 朧月夜に宿泊

16：00頃

歴史ある日本の名湯、道後温泉にひっそり
と佇む隠れ宿。わずか19室のお部屋全て
が露天風呂付。渡り廊下の先にある離れ
の趣ある岩風呂と檜丸太風呂もおすすめ
です。思う存分道後の湯をお楽しみくださ
い。瀬戸内の旬が膳に踊る美食の数々、至
福の時間をお過ごしくださいませ。

午前

昼

2

生口島観光

9/11

（日）

平山郁夫美術館

午後

15：30頃

瀬戸田で生まれた日本画家・平山
郁夫の感性を伝える、
幼少期からの
貴重な資料等が展示されています。

16：30

水島

航路図

福山

広島県
広島

厳島（宮島）

三原
竹原

錨泊
呉

岩国

尾道

音戸の瀬戸
倉橋島

大崎上島

生口島
大三島

錨泊

芸予諸島

鞆の浦

笠岡

（イメージ）

岡山県

下津井

笠岡諸島

弓削島

ベラビスタ
マリーナ

大島

錨泊

直島

豊島

小豆島

坂出
丸亀

香川県
（イメージ）

松山空港

11：00
昼
午後

4

9/13

（火）
15：30頃
16：30頃

4日目

神勝寺 禅と庭のミュージアム

新居浜

道後温泉
別邸 朧月夜
砥部
神勝寺うどん
（イメージ） （イメージ）

“ガンツウ”で瀬戸内海を漂うように過ごす、人生最高の旅

道後温泉「別邸 朧月夜」宿泊
せとうちの海の道を辿り、アートの島を満喫

8名様
限定

2022年9月10日
（土）～9月16日
（金）6泊7日 ホテル1泊 ガンツウ5泊

人気の西回り航路からアート航路へと連続で乗船し、一度に両方お楽しみいただける特別プランです。
前半の西回り航路では、
「 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、
宮島沖へと向かいます。翌日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いきます。
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。
後半のアート航路では、世界的に有名なアートの島々をたっぷり訪れます。直島の地中美術館や家プロジェクト、豊島の豊島美術館、
犬島の犬島精錬所美術館や犬島「家プロジエクト」などを巡りせとうちの芸術を満喫ください。
3年に一度、瀬戸内海の12の島と2つの港を舞台に開催される現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」が2022年春（4/14～5/18）、
夏（8/5～9/4）、秋（9/29～11/6）の３会期に分けて開催中です。

約7万坪ある敷地内に
は江戸時代の建造物
が移築され、趣向を凝
らした禅庭が配されて
います。禅の広大な世
界を五感でお楽しみく
ださい。神勝寺うどん
は修 行 僧の方々が食
べている形式と同じよ
うにいただきます。

5・6日目

■旅行代金

5

6

アート鑑賞   船外体験
1992年安藤忠雄設計の現代アートの複合
施設「ベネッセハウス」を皮切りに世界的な
アートの島へと変貌を遂げました。瀬戸内の
自然や歴史と融合したアートは各島々に点
在しています。テンダーボードを使い、直島
や豊島、犬島へアイランドホッピングし、2日
間でアートの島々を満喫していただきます。

ホテル出発、
専用バスにてしまなみ海道へ。
瀬戸田出身の実業家、耕三寺耕三が母の菩提を弔うた
めに建造した、日本の名だたる歴史的建築物原型とし
た
「耕三寺」
にご案内します。地中海を思わせる
「未来心
の丘」
から瀬戸内海の絶景をお楽しみください。
生口島を代表する老舗旅館
「住之江旅館」
にて瀬戸内海
の新鮮な海鮮料理をご賞味ください。
生口島出身の日本画家の巨匠、
「 平山郁夫美術館」に
ご案内します。鑑賞後、因島、向島を渡り、ベラビスタマ
リーナに向かいます(約1時間)。
ベラビスタマリーナにて
「ガンツウ」の乗船手続きを行
います。
出港、
〈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
ガンツウにて夕食
【ガンツウ泊】朝 昼 夕

大三島沖出港→〈鼻栗瀬戸〉→〈弓削瀬戸〉→〈百島〉→
ベラビスタマリーナ帰港

世界遺産、
日本三景の宮島。
シ
ンボルの厳島神社は随所に平
安朝の建築美、寝殿造りが生
かされ、
その素晴らしさは目を
みはるほどです。早朝の静寂
に包まれた厳島神社を参拝し
ます。

高松

今治

愛媛県

（イメージ）

宮島   船外体験

来島海峡

忽那諸島

9/12

（月）

3日目

本島

塩飽諸島

因島

錨泊

3

大阪の元実業家耕三寺耕三が慈
母への報恩感謝の思いを込めて建
立された浄土真宗本願寺派の寺
院で
「母の寺」
と呼ばれています。

耕三寺

素材を活かしたシェフこだわりの和風フレンチをご堪能
ください。
伝統産業である砥部焼の世界を学べる
「観光センター
炎の里」
を案内します。
映画監督や俳優など多彩な才能をもった伊丹十三の
ゆかりの品などを展示する
「伊丹十三記念館」
を案内し
ます。
道後温泉へ
名湯 道後温泉にひっそりとたたずむ隠れ宿「別邸 朧月
夜」
に宿泊
【別邸 朧月夜泊】― 昼 夕

ガンツウにて朝食、
昼食、
夕食
【船外】早朝、
テンダーボートで宮島へ上陸。散策をお楽
しみください。
宮島沖出港→〈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
【ガンツウ泊】朝 昼 夕

（イメージ）
（イメージ）

スケジュール

9：00～10：00 航空機にて羽田空港から松山へ
10：30～11：30 松山空港着後、
専用バスにて焼き物の里 砥部へ
昼
TOBEオーベルジュリゾート内のレストランにて地元の

ベネッセハウス
（イメージ）

大人お1人様代金(税込)

2名1室利用

1名1室利用

1,550,000円

2,730,000円

写真：山本糾

7

9/14

（水）

9/15

（木）

9/16

（金）

下船、専用バスにて
「神勝寺 禅と庭のミュージアム」へ
（約15分）
。
五観堂にて神勝寺うどんをご賞味ください。
美しい広大な敷地と白隠コレクションでも知られる神
勝寺、
「洸庭」
というインスタレーション作品をご体験い
ただけます。
鑑賞後、
ベラビスタマリーナに戻ります。
ベラビスタマリーナにて
「ガンツウ」の乗船手続きを行
います。
出港、
〈阿伏兎観音〉→〈鞆の浦〉→〈白石瀬戸〉→〈瀬戸
大橋〉
→
〈葛島水道〉
→玉野沖錨泊

【ガンツウ泊】朝 昼 夕
【船外】二日間、直島･犬島･
豊島などアートの島を訪れ
ます。
直 島：地中美 術 館 、家プロ
ジェクトなど
豊島：豊島美術館、
豊島横尾
館など
犬島：犬島精錬所美術館、
犬
島「家プロジェクト」
など
そのほか、男木島や女木島
など

※船外体験は乗船日ごとに異
なりますのでご乗船後ご案内
します。
※船外体験に参加される方は
船外にて昼食をご用意させて
いただく場合があります。

玉野沖出港→【アート鑑
賞】
→玉野沖にて錨泊


【ガンツウ泊】朝

昼 夕

玉野沖出港→【アート鑑
賞】→〈備讃瀬戸〉→〈瀬
戸大橋〉→〈塩飽諸島〉
→詫間湾にて錨泊


【ガンツウ泊】朝

昼 夕

詫間湾出港→〈笠岡諸島〉→〈鞆の浦〉→〈横島〉→〈百
島〉→ベラビスタマリーナ帰港
11：00頃
下船、
送迎車にてJR福山駅へ
12：00～13：30 新幹線
（グリーン車）
にて東京駅・品川駅・新横浜駅へ
朝 ―
15：30～17：00 東京駅・品川駅・新横浜駅着

―

〈
〉船上からお楽しみ頂きます。
＊気象、海象、道路状況により発着時や通行道路、
航路が変更となる場合があります。
※船外体験の内容は天候・海象条件等により予告なく変更・中止となる場合がございます。
※船外体験はご乗船後にご案内いたします。

●最少催行人員：6名様 ただしクルーズの乗客が14名に満たない場合は催行中止となります。 ●利用ホテル：別邸 朧月夜 ●利用客船：ガンツウ テラススイート 内風呂付 ●添乗員：羽田
空港から乗船まで、4日目下船から乗船、7日目下船後JR東京駅まで同行します。
ガンツウ内は船のクルーがお世話します。 ●食事：朝食6回、昼食6回、
夕食6回 ●利用航空会社：全日空また
は日本航空 ●利用バス会社：いずみ観光、
アシナトランジット

