
旅のご案内 冬春号
2022年12月3日出発 ー 2023年5月23日出発

せとうちの海に浮かぶ､ちいさな宿｡ ｢ガンツウ」
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出発日カレンダー(2022年12月～2023年5月出発)
記号の見方／ 2泊3日 3泊4日 おすすめ連続乗船航路

運航日程

◎ 3日 西回り 悠久のせとうち時間を旅する 3日間 P4

◎ 9日 東回り 恵豊かな自然と島の文化に触れる 3日間 P7

◎ 14日 西回り 恍惚の瀬戸を巡り､古を慈しむ 3日間 P5

◎ 16日 西回り 悠久のせとうち時間を旅する 3日間 P4

◎ 19日 東回り 恵豊かな自然と島の文化に触れる 3日間 P7

◇ 22日 体験 せとうちに息づく伝統を体験する 4日間 P7

◎ 25日 東回り 恵豊かな自然と島の文化に触れる 3日間 P7

2023年 2月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

空気が澄み渡り､船上から美しい景色に出合え

る冬の瀬戸内海｡旬を迎える食材が豊富に出揃

う季節の到来です｡フグ､サワラなど､身の締

まった白身魚は､搾りたての新酒とともに味わ

いたい奥深さ｡滋味深い味わいの海老芋煮や河

豚の雑炊など､旬の素材を活かした料理をご用

意いたします｡洋食の献立には､体の芯まで温

まる､濃厚な風味のビスクや伊勢海老カレーが

並びます｡船内の温もりを感じながらお好きな

ものをお好きなだけご堪能ください。
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食材(一例)

2023年 1月

月 火 水 木 金 土 日

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

運航日程

◎ 4日 東回り 恵豊かな自然と島の文化に触れる 3日間 P7

◇ 6日 西回り 多島美と島の古き良き風景に和む 4日間 P4

運航日程

◎ 7日 西回り 恍惚の瀬戸を巡り､古を慈しむ 3日間 P5

◎ 14日 西回り 悠久のせとうち時間を旅する 3日間 P4

◎ 17日 東回り 恵豊かな自然と島の文化に触れる 3日間 P7

◎ 21日 中央 村上海賊ゆかりの海路を辿る 3日間 P6

◇ 23日 西回り 多島美と島の古き良き風景に和む 4日間 P4

◎ 28日 西回り 悠久のせとうち時間を旅する 3日間 P4

冬の洋食煮物

瀬戸内の夕景
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運航日程

◎ 7日 西回り 恍惚の瀬戸を巡り､古を慈しむ 3日間 P5

◎ 14日 西回り 悠久のせとうち時間を旅する 3日間 P4

◇ 18日 東回り 歴史ある島々の新旧の魅力に浸る 4日間 P6

◇ 23日 体験 せとうちに息づく伝統を体験する 4日間 P7

◎ 28日 西回り 恍惚の瀬戸を巡り､古を慈しむ 3日間 P5

◇ 30日 中央 漂泊する旅を謳歌する 4日間 P5

2023年 5月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

2023年 3月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

2023年 4月

月 火 水 木 金 土 日

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

運航日程

◎ 4日 中央 村上海賊ゆかりの海路を辿る 3日間 P6

◇ 6日 中央 漂泊する旅を謳歌する 4日間 P5

◎ 12日 西回り 恍惚の瀬戸を巡り､古を慈しむ 3日間 P5

◎ 14日 東回り 恵豊かな自然と島の文化に触れる 3日間 P7

◎ 18日 中央 村上海賊ゆかりの海路を辿る 3日間 P6

◇ 20日 西回り 多島美と島の古き良き風景に和む 4日間 P4

◎ 25日 西回り 悠久のせとうち時間を旅する 3日間 P4

◇ 29日 東回り 歴史ある島々の新旧の魅力に浸る 4日間 P6

運航日程

◎ 3日 東回り 恵豊かな自然と島の文化に触れる 3日間 P7

◎ 5日 中央 村上海賊ゆかりの海路を辿る 3日間 P6

◎ 9日 西回り 悠久のせとうち時間を旅する 3日間 P4

◎ 17日 西回り 恍惚の瀬戸を巡り､古を慈しむ 3日間 P5

◎ 19日 東回り 恵豊かな自然と島の文化に触れる 3日間 P7

◇ 23日 西回り 多島美と島の古き良き風景に和む 4日間 P4

｢おすすめ連続乗船航路｣をお選びいただくと､1週間程度のご滞在も可能です｡
詳しくは8ページをご覧ください｡

･･････････････････････････････････････････････ガンツウの春･･････････････････････････････････････････････

※季節や仕入れ状況により､提供内容が異なります｡ ※写真は全てイメージです｡

霞の中に浮かぶ島々が､木々の芽吹きや桜の開

花と共に徐々に色づき始める季節｡海面の温度

も少しずつ上昇し､アイナメ､ハリイカ､タケノ

コなどが旬を迎えます｡ほろ苦い蕗の薹や菜の

花も､彩り美しい和食の旬皿としてお目見えし

ます｡洋食では､この時季ならではのホワイト

アスパラガスや春キャベツなどの瑞々しい旬

野菜のご馳走を｡春先からはオープンデッキや

縁側に出て､おぼろきらめく海や島々の景色を

楽しむのものガンツウの旅ならではです｡
縁側からの眺め 旬皿

春の洋食

季節により表情を変える瀬戸内海
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スケジュール 行程内マーク: [ ] 通過ポイント

1日目
ベラビスタマリーナ出港 午後4時30分頃 → [尾道水道] → [三原瀬戸] → [契島]

→ [安芸灘大橋] → [音戸の瀬戸] → 広島 宮島沖錨泊

食事

夕

2日目
宮島沖出航 → [呉港] → [安芸灘大橋] → [大崎上島] → [大久野島] → [多々羅大橋]

→ 伯方島沖錨泊

食事

朝･昼･夕

3日目 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 午前11時頃
食事

朝

広島県の尾道から山口県の上関まで､原風景の残るせとうちの西側を堪能する4日間の船旅です｡本航路では､尾道水道や音

戸の瀬戸をはじめとする､島と島の間を流れる狭い水道をいくつも通り抜けます｡古来より漁師や商人らは､瀬戸内海を往

来する船の安全を願い､様々な地で祈りを捧げました｡平安時代後期に平清盛が深く信仰したとされる世界遺産､嚴島神社

もそのひとつです｡石積みの練塀が続く祝島も､古くは航海の安全を守る神霊の鎮まり給う島として万葉集で詠まれていま

す｡瀬戸内海交易の要衝として賑わいをみせた柳井など､古来より流通の中心であった航路を辿りながら､島々が織りなす

多島美と､せとうちの古き良き風景を存分にお楽しみください｡

スケジュール 行程内マーク: [ ] 通過ポイント

1日目
ベラビスタマリーナ出港 午後4時30分頃 → [尾道水道] → [三原瀬戸] → [契島] → [安芸灘大橋] 

→ [音戸の瀬戸] → 広島 宮島沖錨泊

食事

夕

2日目
宮島沖出航 → [宮島瀬戸] → [阿多田島] → [大畠瀬戸] → [笠佐島] → [平郡水道] → [祝島]

→ 山口 上関湾錨泊

食事

朝･昼･夕

3日目
上関湾出航 → [上関海峡] → [周防大島] → [津和地島] → [中島] → [釣島] → [斎島] 

→ 愛媛 大三島沖にて錨泊

食事

朝･昼･夕

4日目 大三島沖出航 → [来島海峡] → [伯方島] → [弓削瀬戸] → [百島] → ベラビスタマリーナ帰港 午前11時頃
食事

朝

※2日目と3日目の船外体験はいずれも午前もしくは午後の1回を予定しています｡
※船外体験の内容は乗船日ごとに異なりますので､詳細は乗船後にご案内いたします｡

出発日

旅行代金

テラススイート テラススイート 露天風呂付き グランドスイート ザ ガンツウスイート

1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用

2023年5月23日 1,450,000円 800,000円 1,750,000円 950,000円 2,350,000円 1,250,000円 2,950,000円 1,550,000円

2023年1月6日/2月23日 1,500,000円 825,000円 1,800,000円 975,000円 2,400,000円 1,275,000円 3,000,000円 1,575,000円

2023年4月20日 1,600,000円 875,000円 1,900,000円 1,025,000円 2,500,000円 1,325,000円 3,100,000円 1,625,000円

※2名1室利用の箇所に記載されている料金は､2名1室利用時の“お一人様の料金”となります｡(税込)

航路図

西回り航路 多島美と島の古き良き風景に和む 4日間

出発日: 2023年1月6日/2月23日/4月20日/5月23日

船外体験
1回

船外体験
1回

※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｡

船外体験
(一例)

◎早朝の静寂に包まれた嚴島神社の参拝 (広島県廿日市市)
◎石積みの練塀などの独自の文化の残る祝島の散策 (山口県熊毛郡上関町)
◎海にまつわる数々の伝説が残る般若寺の参拝 (山口県熊毛郡平生町)
◎瀬戸内海交易の要衝として栄えた柳井の白壁の町散策 (山口県柳井市)

◎ 山･海･武門を守護する大三島の大山祇神社の参拝 (愛媛県今治市)
◎ 手積みの段々畑が美しい鹿島の散策 (広島県呉市)
◎ 来島海峡潮流体験 (愛媛県今治市)

広島県尾道市より西側の瀬戸内海を楽しむ3日間の航路です｡ベラビスタマリーナを出港後､1日目は尾道水道や音戸の瀬戸

などの挟水道を抜け､厳島方面まで足を延ばします｡2日目は安芸灘とびしま海道を通過し､広島県竹原市方面へ｡芸予諸島

の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験できる旅です｡

※2日目の船外体験はいずれも午前もしくは午後の1回を予定しています｡
※船外体験の内容は乗船日ごとに異なりますので､詳細は乗船後にご案内いたします｡

出発日

旅行代金

テラススイート テラススイート 露天風呂付き グランドスイート ザ ガンツウスイート

1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用

2023年2月14日/2月28日 950,000円 525,000円 1,150,000円 625,000円 1,550,000円 825,000円 1,950,000円 1,025,000円

2022年12月3日/12月16日
2023年3月14日/4月25日/5月9日

1,000,000円 550,000円 1,200,000円 650,000円 1,600,000円 850,000円 2,000,000円 1,050,000円

※2名1室利用の箇所に記載されている料金は､2名1室利用時の“お一人様の料金”となります｡(税込)

航路図

西回り航路 悠久のせとうち時間を旅する 3日間

出発日: 2022年12月3日/12月16日/2023年2月14日/2月28日/3月14日/4月25日/5月9日

船外体験
1回

※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｡

船外体験
(一例)

◎ 江戸時代の町人文化で栄えた竹原の散策 (広島県竹原市)
◎ 早朝の静寂に包まれた嚴島神社の参拝 (広島県廿日市市)
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全コースに福山駅/広島空港↔ベラビスタ
マリーナ間往復送迎と､ご自宅↔船内お荷
物配送(往復)サービスがついております｡

*往復送迎サービスは乗下船日当日のみのご対応となります｡

全コースに福山駅/広島空港↔ベラビスタ
マリーナ間往復送迎と､ご自宅↔船内お荷
物配送(往復)サービスがついております｡

*往復送迎サービスは乗下船日当日のみのご対応となります｡



スケジュール 行程内マーク: [ ] 通過ポイント

1日目 ベラビスタマリーナ出港 午後4時30分頃 → [尾道水道] → [因島大橋] → [豊島] → 広島 伯方島沖錨泊
食事

夕

2日目
伯方島沖出航 → [四阪島] → [比岐島] → [西条] → [新居大島] → [伊吹島] → [六島]

→  詫間湾錨泊

食事

朝･昼･夕

3日目
詫間湾出航 → [備讃瀬戸] → [瀬戸大橋] → [手島] → [真鍋島] → [高井神島] → [伯方瀬戸] 

→ [多々羅大橋] → [宮浦] → 愛媛 大三島沖にて錨泊

食事

朝･昼･夕

4日目 大三島沖出航 → [鼻栗瀬戸] → [弓削瀬戸] → [横島] → ベラビスタマリーナ帰港 午前11時頃
食事

朝

スケジュール 行程内マーク: [ ] 通過ポイント

1日目
ベラビスタマリーナ出港 午後4時30分頃 → [尾道水道] → [三原瀬戸] → [契島]

→ [安芸灘大橋] → [音戸の瀬戸] → 広島 宮島沖錨泊

食事

夕

2日目
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]

→ 大三島沖錨泊

食事

朝･昼･夕

3日目 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 午前11時頃
食事

朝

尾道を起点とし､西のせとうちを満喫するもう一つの船旅は､｢瀬戸内海｣の由来と言われる本州と四国の陸が接近した｢狭

門｣(瀬戸)をいくつも通り抜けます｡島の信仰や歴史に触れながら､神に斎く(いつく)島と人々の暮らしや､瀬戸を実感でき

る多島美をご覧ください｡

※2日目の船外体験は午前もしくは午後の1回を予定しています｡
※船外体験の内容は乗船日ごとに異なりますので､詳細は乗船後にご案内いたします｡

出発日

旅行代金

テラススイート テラススイート 露天風呂付き グランドスイート ザ ガンツウスイート

1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用

2022年12月14日/2023年2月7日 950,000円 525,000円 1,150,000円 625,000円 1,550,000円 825,000円 1,950,000円 1,025,000円

2023年3月7日/4月12日/5月17日 1,000,000円 550,000円 1,200,000円 650,000円 1,600,000円 850,000円 2,000,000円 1,050,000円

2023年3月28日 1,050,000円 575,000円 1,250,000円 675,000円 1,650,000円 875,000円 2,050,000円 1,075,000円

※2名1室利用の箇所に記載されている料金は､2名1室利用時の“お一人様の料金”となります｡(税込)

航路図

西回り航路 恍惚の瀬戸を巡り､古を慈しむ 3日間

出発日: 2022年12月14日/2023年2月7日/3月7日/3月28日/4月12日/5月17日

船外体験
1回

※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｡

船外体験
(一例)

◎ 早朝の静寂に包まれた嚴島神社の参拝 (広島県廿日市市)
◎ 二神島や輿居島など忽那諸島の散策 (愛媛県松山市)
◎ 山･海･武門を守護する大三島の大山祇神社の参拝 (愛媛県今治市)

ガンツウの旅のスタイル｢せとうち､漂泊｡｣を堪能していただく唯一無二の船旅です｡この航路は､複雑に入り組んだ島々の

間を抜け､雄大に広がる海原へと､変化に富んだ美しい風景の中を悠々と旅します｡他の航路とはやや異なり､船外体験をあ

えて事前には予定せず､その日その時だけの春を感じる情景へと誘います｡島々が山桜色に染まる春の季節に､ガンツウの

旅の醍醐味が凝縮された4日間をぜひご体験ください｡

※船外体験の内容は乗船日ごとに異なりますので､詳細は乗船後にご案内いたします｡

出発日

旅行代金

テラススイート テラススイート 露天風呂付き グランドスイート ザ ガンツウスイート

1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用

2023年4月6日 1,550,000円 850,000円 1,850,000円 1,000,000円 2,450,000円 1,300,000円 3,050,000円 1,600,000円

2023年3月30日 1,600,000円 875,000円 1,900,000円 1,025,000円 2,500,000円 1,325,000円 3,100,000円 1,625,000円

※2名1室利用の箇所に記載されている料金は､2名1室利用時の“お一人様の料金”となります｡(税込)

航路図

中央航路 漂泊する旅を謳歌する 4日間

出発日: 2023年4月6日/3月30日

※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｡

船外体験
(一例)

(事前に予定しておりません)
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全コースに福山駅/広島空港↔ベラビスタ
マリーナ間往復送迎と､ご自宅↔船内お荷
物配送(往復)サービスがついております｡

*往復送迎サービスは乗下船日当日のみのご対応となります｡

全コースに福山駅/広島空港↔ベラビスタ
マリーナ間往復送迎と､ご自宅↔船内お荷
物配送(往復)サービスがついております｡

*往復送迎サービスは乗下船日当日のみのご対応となります｡



スケジュール 行程内マーク: [ ] 通過ポイント

1日目 ベラビスタマリーナ出港 午後4時30分頃 → [尾道水道] → [因島大橋] → [白石瀬戸] →  北木島沖錨泊
食事

夕

2日目 北木島沖出航 → [塩飽諸島] → [瀬戸大橋] → [備讃瀬戸] → 小豆島沖錨泊
食事

朝･昼･夕

3日目 小豆島沖出航 → [屋島] → [女木島] → [塩飽諸島] → [笠岡諸島] → 鞆の浦沖錨泊
食事

朝･昼･夕

4日目 鞆の浦沖出航 → [阿伏兎観音] → [百島] → ベラビスタマリーナ帰港 午前11時頃
食事

朝

スケジュール 行程内マーク: [ ] 通過ポイント

1日目
ベラビスタマリーナ出港 午後4時30分頃 → [尾道水道] → [三原瀬戸] → [大久野島]

大三島沖錨泊

食事

夕

2日目
[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] 

→ [宮ノ窪瀬戸] → [備後灘] → 鞆の浦沖錨泊

食事

朝･昼･夕

3日目 鞆の浦沖出航 → [阿伏兎観音] → [百島] → ベラビスタマリーナ帰港 午前11時頃
食事

朝

しまなみ海道周辺は芸予諸島と呼ばれ､島々が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､日本最大の海賊と言われる｢村上海賊｣にまつわる海域

を周遊する3日間です｡

※2日目の船外体験は午前もしくは午後の1回を予定しています｡
※船外体験の内容は乗船日ごとに異なりますので､詳細は乗船後にご案内いたします｡

出発日

旅行代金

テラススイート テラススイート 露天風呂付き グランドスイート ザ ガンツウスイート

1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用

2023年2月21日 950,000円 525,000円 1,150,000円 625,000円 1,550,000円 825,000円 1,950,000円 1,025,000円

2023年4月4日/4月18日 1,000,000円 550,000円 1,200,000円 650,000円 1,600,000円 850,000円 2,000,000円 1,050,000円

2023年5月5日 1,100,000円 600,000円 1,300,000円 700,000円 1,700,000円 900,000円 2,100,000円 1,100,000円

※2名1室利用の箇所に記載されている料金は､2名1室利用時の“お一人様の料金”となります｡(税込)

航路図

中央航路 村上海賊ゆかりの海路を辿る 3日間

出発日: 2023年2月21日/2023年4月4日/4月18日/5月5日

船外体験
1回

※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｡

母港である尾道から小豆島まで､東のせとうちを満喫する4日間の旅です｡瀬戸内海が物流における中心的な交通路として

重要な役割を担っていた時代､その海路を伝って様々な産物が運ばれ､多くの産業が勃興しました｡銘石が産出される北木

島、数々の特産品で有名な小豆島など､島の歴史や伝統産業をご覧いただきながら､海の道を巡ります｡

※2日目と3日目のの船外体験はいずれも午前もしくは午後の1回を予定しています｡
※船外体験の内容は乗船日ごとに異なりますので､詳細は乗船後にご案内いたします｡

出発日

旅行代金

テラススイート テラススイート 露天風呂付き グランドスイート ザ ガンツウスイート

1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用

2023年3月18日 1,600,000円 875,000円 1,900,000円 1,025,000円 2,500,000円 1,325,000円 3,100,000円 1,625,000円

2023年4月29日 1,650,000円 900,000円 1,950,000円 1,050,000円 2,550,000円 1,350,000円 3,150,000円 1,650,000円

※2名1室利用の箇所に記載されている料金は､2名1室利用時の“お一人様の料金”となります｡(税込)

航路図

東回り航路 歴史ある島々の新旧の魅力に浸る 4日間

出発日: 2023年3月18日/4月29日

※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｡

船外体験
(一例)

◎｢石の島｣と呼ばれる北木島の散策(岡山県笠岡市)
◎霊場｢碁石山｣参詣(香川県小豆郡)
◎約150年続く老舗の醤油蔵見学(香川県小豆郡)

◎日本の原風景の残る中山千枚田散策(香川県小豆郡)
◎塩飽大工の街並みが残る本島の散策(香川県丸亀市)
◎せとうちアートを巡る(岡山県/香川県)

船外体験
(一例)

◎村上海賊の足跡を辿るミュージアムの見学(愛媛県今治市)
◎天然の要塞と言われた能島の潮流体験(愛媛県今治市)
◎瀬戸内最強の海賊たちの居城の散策(愛媛県今治市)
◎山･海･武門を守護する大三島の大山祇神社の参拝(愛媛県今治市)

船外体験
1回

船外体験
1回
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全コースに福山駅/広島空港↔ベラビスタ
マリーナ間往復送迎と､ご自宅↔船内お荷
物配送(往復)サービスがついております｡

*往復送迎サービスは乗下船日当日のみのご対応となります｡

全コースに福山駅/広島空港↔ベラビスタ
マリーナ間往復送迎と､ご自宅↔船内お荷
物配送(往復)サービスがついております｡

*往復送迎サービスは乗下船日当日のみのご対応となります｡



スケジュール 行程内マーク: [ ] 通過ポイント

1日目
ベラビスタマリーナ出港 午後4時30分頃 → [阿伏兎観音] → [水島コンビナート夜景] → [瀬戸大橋]

→ [葛島水道] →  岡山 玉野沖錨泊

食事

夕

2日目 玉野沖出航 → [豊島] → [高松港] →                                                          → [小豆島] → 岡山 日生沖錨泊
食事

朝･昼･夕

3日目
→日生沖出航 → [牛窓] →

→  [直島] → [瀬戸大橋] → [塩飽諸島] → 香川 詫間湾錨泊

食事

朝･昼･夕

4日目 詫間湾出航 → [笠岡諸島] → [鞆の浦] → [横島] → [百島] → ベラビスタマリーナ帰港 午前11時頃
食事

朝

スケジュール 行程内マーク: [ ] 通過ポイント

1日目
ベラビスタマリーナ出港 午後4時30分頃 → [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

食事

夕

2日目
玉野沖出航 → [豊島] → [小豆島] → [備讃瀬戸] → [瀬戸大橋] → [塩飽諸島] 

→ 詫間湾錨泊

食事

朝･昼･夕

3日目 詫間沖出航 → [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 午前11時頃
食事

朝

尾道より東側のせとうちを楽しむ3日間の船旅では､大迫力の瀬戸大橋をくぐり､初日は岡山県玉野沖まで向かい､翌日は豊

富な産業で発展し続ける小豆島を経由します｡古代からの海上交通の要衝を通りながら､100以上の島々から構成された備

讃諸島の大自然と奥深い文化を間近でご覧いただけます｡

※2日目の船外体験は午前もしくは午後の1回を予定しています｡
※船外体験の内容は乗船日ごとに異なりますので､詳細はご乗船後にご案内いたします｡

出発日

旅行代金

テラススイート テラススイート 露天風呂付き グランドスイート ザ ガンツウスイート

1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用

2022年12月19日/12月25日
2023年1月4日

950,000円 525,000円 1,150,000円 625,000円 1,550,000円 825,000円 1,950,000円 1,025,000円

2022年12月9日/2023年2月17日 1,000,000円 550,000円 1,200,000円 650,000円 1,600,000円 850,000円 2,000,000円 1,050,000円

2023年4月14日/5月19日 1,050,000円 575,000円 1,250,000円 675,000円 1,650,000円 875,000円 2,050,000円 1,075,000円

2023年5月3日 1,100,000円 600,000円 1,300,000円 700,000円 1,700,000円 900,000円 2,100,000円 1,100,000円

※2名1室利用の箇所に記載されている料金は､2名1室利用時の“お一人様の料金”となります｡(税込)

全コースに福山駅/広島空港↔ベラビスタ
マリーナ間往復送迎と､ご自宅↔船内お荷
物配送(往復)サービスがついております｡

*往復送迎サービスは乗下船日当日のみのご対応となります｡

航路図

東回り航路 恵豊かな自然と島の文化に触れる 3日間

出発日: 2022年12月9日/12月19日/12月25日
2023年1月4日/2月17日/4月14日/5月3日/5月19日

船外体験
1回

※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｡

せとうちの伝統文化と脈々と受け継がれる技術を2日間かけ体験していただきます｡ベラビスタマリーナ出港後、岡山県の

水島コンビナートの夜景を見ながら､岡山県の玉野沖へ向かいます｡2日目は､香川県高松市にて高松盆栽や香川漆器などの

伝統技術に触れ、3日目は、岡山県備前市の備前焼や鎌倉時代より日本刀の産地として栄えた長船(おさふね)などの技術を

体験。その後､夕日越しの瀬戸大橋を眺めながら､詫間湾へ向かい､最後の夜を過ごします｡高松は黒松の育成に適していた

ことから､江戸時代後期に盆栽文化が生まれ､現在では国内最大の黒松盆栽の産地となりました｡また､備前の伊部(いんべ)

地区は､備前焼の郷として､古い街並みとともに､今でも数多くの窯跡が残っています｡

※船外体験の内容は乗船日ごとに異なりますので､詳細はご乗船後にご案内いたします｡
※船外体験への参加は任意ですので､船内でお過ごしいただくこともできます｡

出発日

旅行代金

テラススイート テラススイート 露天風呂付き グランドスイート ザ ガンツウスイート

1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用

2023年12月22日 1,500,000円 825,000円 1,800,000円 975,000円 2,400,000円 1,275,000円 3,000,000円 1,575,000円

2023年3月23日 1,600,000円 875,000円 1,900,000円 1,025,000円 2,500,000円 1,325,000円 3,100,000円 1,625,000円

※2名1室利用の箇所に記載されている料金は､2名1室利用時の“お一人様の料金”となります｡(税込)

航路図

体験航路 せとうちに息づく伝統を体験する 4日間

出発日: 2022年12月22日/2022年3月23日

※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｡

船外体験
(一例)

◎代々続く手延べの製法を守る素麺の製麺所見学(香川県小豆郡)
◎最高品質のオリーブオイルを生産する農家訪問(香川県小豆郡)
◎約150年続く老舗の醤油蔵見学(香川県小豆郡)
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船外
香川･高松 伝統文化･技術体験
(高松盆栽､讃岐三技法など)

船外
岡山･備前 伝統文化技術体験
(備前焼体験)

船外
岡山･瀬戸内 伝統文化･技術体験
(備前長船刀工体験)

全コースに福山駅/広島空港↔ベラビスタ
マリーナ間往復送迎と､ご自宅↔船内お荷
物配送(往復)サービスがついております｡

*往復送迎サービスは乗下船日当日のみのご対応となります｡



各種選択コース 下記の3つのコースから1つお選びください。

神勝寺コース

◯ ベラビスタマリーナ ⇔ 神勝寺 往復送迎
◯ 神勝寺の拝観料
◯ 神勝寺での昼食(五観堂の神勝寺うどん又は含空院の湯豆腐)
※上記がツアー代金に含まれます｡

ハイヤー貸切
コース

◯ ハイヤー1台4時間貸切｡お好きな場所へお出かけいただけます｡
※上記がツアー代金に含まれます｡ただし､昼食代は含まれません｡

ベラビスタ
コース

◯ ベラビスタマリーナ ⇔ ベラビスタ スパ＆マリーナ尾道 往復送迎
◯ ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道でのエステ(フェイシャル60分又はボディ60分)
◯ ベラビスタ スパ＆マリーナ 尾道での昼食(メインダイニング｢エレテギア｣のランチコース)
※上記がツアー代金に含まれます｡ただし､飲料代は含まれません｡

ガンツウは1航路につき､3日間または4日間のコースとなります｡さらに長く､より深く､せとうちを旅したい方は､2つの航

路に連続してご乗船いただくことで､1週間程度のご滞在も可能です｡ガンツウの発着地であるベラビスタマリーナ周辺に

は､いくつものおすすめの場所が点在しています｡連続乗船をお選びいただくと､1回目と2回目の航海の間に､それらの場所

へお立ち寄りいただくこともできます｡うららかなせとうちの春をゆったりと旅する連続乗船プランをご提案させていた

だきます｡

航路図

連続乗船
プラン

西回り 恍惚の瀬戸を巡り､古を慈しむ &
東回り 恵豊かな自然と島の文化に触れる

出発日: 2023年4月12日/2023年5月17日

※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 コース

旅行代金

テラススイート テラススイート 露天風呂付き グランドスイート ザ ガンツウスイート

1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用 1名1室利用 2名1室利用

2023年4月12日
2023年5月17日

神勝寺 2,060,000円 1,135,000円 2,460,000円 1,335,000円 3,260,000円 1,735,000円 4,060,000円 2,135,000円

ハイヤー貸切 2,090,000円 1,145,000円 2,490,000円 1,345,000円 3,290,000円 1,745,000円 4,090,000円 2,145,000円

ベラビスタ 2,072,000円 1,147,000円 2,472,000円 1,347,000円 3,272,000円 1,747,000円 4,072,000円 2,147,000円

※2名1室利用の箇所に記載されている料金は､2名1室利用時の“お一人様の料金”となります｡(税込)

西回り 恍惚の瀬戸を巡り､古を慈しむ (5ページ)

東回り 恵豊かな自然と島の文化に触れる (7ページ)

メインダイニング エレテギア

神勝寺うどん

神勝寺 荘厳堂
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スケジュール 行程内マーク: [ ] 通過ポイント

1日目
ベラビスタマリーナ出港 午後4時30分頃 → [尾道水道] → [三原瀬戸] → [契島]

→ [安芸灘大橋] → [音戸の瀬戸] → 広島 宮島沖錨泊

食事

夕

2日目
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]

→ 大三島沖錨泊

食事

朝･昼･夕

3日目

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 午前11時頃

→  各種選択コース でご移動 → ベラビスタマリーナへ

ベラビスタマリーナ出港午後4時30分頃 → [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

食事

朝･夕

4日目 玉野沖出航 → [豊島] → [小豆島] → [備讃瀬戸] → [瀬戸大橋] → [塩飽諸島] → 詫間湾沖錨泊
食事

朝･昼･夕

5日目 詫間沖出航 → [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 午前11時頃
食事

朝

船外体験
1回

船外体験
1回

全コースに福山駅/広島空港↔ベラビスタ
マリーナ間往復送迎と､ご自宅↔船内お荷
物配送(往復)サービスがついております｡

*往復送迎サービスは乗下船日当日のみのご対応となります｡



広島･尾道､鞆の浦､瀬戸内を愛するコンセプト｢瀬戸内キロ

メートル･ゼロ｣とは”地産地消”をベースとしたベラビスタ･ク

オリティを確立するキーワードです｡広島､瀬戸内海の海の幸･

山の幸など地元の食材はもちろん､地元のデニムや絣､家具な

ど地域の食や産業､文化に根付いた､ここだから楽しめる最高

の味わいをご提供いたします｡

宿泊料金

テラスラグジュアリー / 定員1～3名 ハリウッドツイン ※50㎡･禁煙

客室タイプ･宿泊日によって料金が異なります｡
詳しくはお問い合わせください｡

施設情報 (客室:全45室8タイプ)

レストラン : メインダイニング エレテギア / 瀬戸内 双忘 / 鮨 双忘
SOFU PASTA & CAFÉ

その他施設 : ザ･ラウンジ / ザ･ダーク / ザ･ブティック / エステ / 中国整体 /

リボンチャペル / スパ / ジム / プール(夏期のみ) / 宴会場 /
会議室 / マリーナ

所在地 : 〒720-0551 広島県尾道市浦崎町大平木1344-2

TEL : 084-987-1122［予約受付時間 : 9:00～18:00］

アクセス : 広島空港より車で約60分､JR福山駅･尾道駅より車で40分

①お申し込み
弊社公式ホームページ https://www.ytk.jp/cruise/ ､メールまたはお電話にて承っております｡お支払い方法はクレジットカー

ド決済または銀行振込となります｡お振込手数料はお客様負担とさせて頂いております｡ご不明な点がございましたら､最終ペ

ージに記載のクルーズセンターにお問い合わせください｡

②お申し込み手続き
お申し込み後､参加申込書･ご請求書等の書類をお送りいたします｡内容をご確認頂き､代金のご入金と参加申込書のご返送をお

願いいたします｡ご旅行代金(お申込金)のご入金をもってご旅行の契約が成立となります｡

※ご出発の31日前までにご予約のお客様が14名に満たない場合は催行中止のご連絡をいたします｡

③最終日程表のご送付
ご出発の14日前までに最終日程表､乗船券､ガイドブック､お荷物配送用宅配伝票をお送りいたします｡なお､宅配サービスは国

内からの発送のみとさせていただき､お一人様につき1個お送りいただけます｡

※復路についてはガンツウ乗船後､ご案内いたします｡

④ご出発前のご連絡
ご出発の7日前までに､ガンツウ グラウンドサービスより最終確認のご連絡をさせていただきます｡送迎サービスのお時間､ス

パの施術､お食事などご希望がございましたら､お気軽にお尋ねください｡

⑤ご乗船当日
最終日程表に記載の集合場所に､受付時間内にお越しください｡

お申し込み～ご出発までのご案内

ベラビスタマリーナへの送迎(往復)

全航路､広島県尾道市にあるベラビスタマリーナの出港･帰港

となります｡JR福山駅または広島空港までの往復送迎サービス

は､乗下船日当日に限り､事前予約制にてご利用いただけます

(追加代金なし)｡

JR福山駅 / 広島空港まで

●JR福山駅をご利用の場合【おすすめの新幹線】

往路

復路

●広島空港をご利用の場合【おすすめのフライト】
※運休の可能性がありますので各社ホームページにてご確認ください｡

往路

復路

下り 東京 品川 新横浜 名古屋 京都 新大阪 新神戸 福山

のぞみ23 10:09 10:17 10:29 11:47 12:22 12:38 12:51 13:39

のぞみ27 11:09 11:17 11:29 12:47 13:22 13:38 13:51 14:39

上り 博多 小倉 広島 福山

さくら550 11:43 12:00 12:50 13:15

のぞみ30 12:39 12:55 13:42 14:05

上り 福山 新神戸 新大阪 京都 名古屋 新横浜 品川 東京

のぞみ26 13:06 13:54 14:07 14:22 14:58 16:16 16:28 16:36

下り 福山 広島 小倉 博多

のぞみ19 12:40 13:03 13:50 14:06

東京羽田 広島

ANA677 10:45 12:05

JAL259 11:10 12:30

広島 東京羽田

ANA680 15:35 17:00

JAL260 15:35 17:10

※JR･航空便ダイヤは､ダイヤ改正や欠航
等により変更になる場合がございます。

※往路おすすめ便より後続便でのご到着､
復路おすすめ便より前便でのご出発は､
渋滞や下船の遅延など止むを得ない事由
が発生した場合､乗船時間･お帰りの便に
間に合わない可能性もございますのでご
注意ください｡

ご乗船受付は15:00からでございます｡

前後泊プラン
郵船トラベルにて予約手配承ります

～空室状況を必ずご確認ください～
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ガンツウの新型コロナウイルス感染症対策に対し､ご理解とご協力いただくとともに､株式会社せとうちクルーズ(当社)および当社が指定するPCR検査会社へお客様の個人情報を提供す
ることにご同意いただくことがお申し込みの条件となります｡(内容は変更となる場合がございます｡)

〇対象年齢
15歳以上(ご出発時点)のお客様限定となります｡なお18歳未満の方は保護者の同行が必要となります｡

◯旅行代金について
･旅行代金には旅行日程に明示した全行程の船舶の運賃､食事代､アルコールを含む飲料代(一部有料の飲料を除く)､船外アクティビティ代､税金･サービス料が含まれております｡ただし､
出発地(ベラビスタマリーナ)まで､及び解散地からの交通費､電話料金､追加飲食代等個人性質の諸経費､およびそれに伴う税･サービス料は含まれません｡また､傷害･疾病に関する医療
費､超過手荷物料金(規定の重量･容量･個数を超える分)も含まれません｡

･各旅行代金はそれぞれ2名様､1名様で客室をご利用いただく場合の大人1名様分の代金を掲載しています｡

◯行程について
･天候､海象､入港時間､港湾管理などの諸事情により､ルート･所要時間は変更となる場合がございますので予めご了承ください｡
･天候等予期せぬ事由で花火大会やお祭りなどの催事が中止又延期となることがございますので予めご了承ください｡

◯取消･変更について
･ご旅行の取消およびご旅行内容の変更は､弊社営業時間内に限り､受け付けさせていただきます｡取消料につきましては､旅行条件書｢5.取消料｣をご確認ください｡
･取消料発生後にお申し込みコースを短縮される場合､客室タイプを変更され旅行代金が減額となった場合は､差額代金に対し規定の取消料を申し受けます｡
･お客様の交替:旅行条件書に記載する取消料が発生する日以降にお申し込みいただき､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10,000円を申
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｡

○特別なご配慮が必要な場合
健康を害している方､車いすなどの器具をご利用になっている方等､特別な配慮が必要な方は､お申し込みの際にその旨お申し出ください｡
･ガンツウは車いす対応の客室はございません。室内・館内に段差がございます。
･電動車いす及び電動カートはご使用になれません。
※当社は､可能かつ合理的な範囲内でご対応させていただきます｡※ご旅行の安全かつ円滑な実施のために､介助者や同伴者の動向､医師の診断書の提出をお願いさせていただく場合が

ございます｡※お申し出の時期によっては､所定の取消料が必要となる場合がございます｡※なお､お客様から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
用はお客様のご負担とさせていただきます｡

◯その他
･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｡
･せとうちラウンジ､船内､船外体験を含むガンツウご利用時は､非営利目的の個人利用に限り､写真撮影及び動画撮影が可能ですが､撮影の際は他のお客様へのご配慮をお願いいたしま
す｡他のお客様の肖像権及びプライバシー権の保護並びに快適な旅行の提供の観点から､事前に当社の許可を受けない①商用目的の取材･撮影②YouTube動画等の撮影及び投稿等は固
くお断りしております｡上記を確認した場合は､クルーより撮影等のご遠慮ひいては下船をお願いさせていただくことがございます｡

･船内は客室内のテラスを含め禁煙としております｡たばこ及び加熱式たばこ､電子たばこ類を吸われる際は､デッキ3(屋外の指定の場所)の喫煙スペースをご利用ください｡

1. 募集型企画旅行契約
この旅行は､株式会社せとうちクルーズ(以下｢当社｣といいます)(広島県尾道市浦崎町1364番地6広島県知事登録旅行業第2-445号)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｡

2. お申し込み条件
15歳以上(ご出発時点)のお客様限定となります｡なお20歳未満の方は保護者の同伴が必要となります｡
身体に障害のある方､健康を害している方､その他特別な配慮を必要とされる方はその旨お申し出ください｡(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ぐにお申し出くださ
い｡)当社は､可能かつ合理的な範囲内でご対応させていただきます｡ご旅行の安全かつ円滑な実施のために､介助者や同伴者の同行､医師の診断書の提出をお願いさせていただく場
合がございます｡
※お申し出の時期によっては､所定の取消料が必要となる場合がございます｡※なお､お客様から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
様の負担とさせていただきます｡

3. 旅行のお申し込みと契約の成立
旅行申込書に所定の事項を記入のうえ､下記に記載した申込金を添えてお申し込みいただきます｡申込金は旅行代金をお支払いいただくときに､その一部として繰り入れます｡ま
た､旅行契約は､当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします｡

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日より前の当社が定める日までにお支払いいただきます｡当社は電話､郵便及びファクシミリその他の通信
手段による旅行契約の予約お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､当社ら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いただきます｡この期間内に申込金の支払いがなされない場合､当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います｡

4. 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶の運賃･宿泊費･旅行日程に明示した食事･飲み物(一部有料メニューあり)､消費税･サービス料､船外体験参加費｡

5. 取消料(お客様による旅行契約の解除)
お申し込みの後､お客様のご都合により取消になる場合､及び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､取
消料と同額の違約料をいただきます｡

国内旅行(一般)

6. 添乗員同行の有無
同行しませんが､船内では船のクルーがお世話をいたします｡

7. 最少催行人員
14名｡これに満たない場合､旅行を中止する場合がございます｡その場合､旅行開始日の前日から起算して遡って30日目に当たる日より前に旅行を中止する旨を通知いたします｡

8. 旅行条件基準日
2022年6月1日現在の運賃･料金を基準としております｡

旅行条件(要約) 株式会社せとうちクルーズ

申込金(おひとり) 旅行代金の50%以上
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取消日 取消料

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって

21日前まで 無料

20日前から8日前まで 旅行代金の20％

7日前から2日前まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％

旅行開始日の当日 旅行代金の50％

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

国内旅行保険加入のおすすめ

安心して旅行していただくため､お客様ご自身で保険をかけられますよう､おすすめいたします｡ご希望のお客様には､保険加入手続のご便宜をおはかりします｡

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししておりますので､
事前にご確認の上､お申し込みください｡

ご利用にあたってのご注意とご案内 お申し込みの前に必ずお読みください｡



お食事

〇基本情報

種

船籍港

運航

建造所

設計･デザイン

経歴

起工

進水

竣工

就航

要目

総トン数

全長

全幅

主機関

速度 巡航速度

旅客定員 乗客数

船名由来

旅客船

尾道

せとうちクルーズ

常石造船

建築家 堀部安嗣

2016年10月28日

2017年 1月16日

2017年 9月15日

2017年10月17日

3,013トン

81.2メートル

13.75メートル

水冷式三相誘導電動機二機

10ノット

38名

備後地方でのイシガニの方言

■和食

和食の監修を務めるのは､東京｢重よし｣の佐藤憲三氏｡

シンプルで洗練された重よしの料理を基本とし､その日その季節の食材から､

お客さまお一人おひとりのお好みを大切にして献立をお作りいたします｡

■鮨

ダイニングの奥にあるのは､海を眺められる6席の鮨カウンター｡

淡路島｢亙｣の坂本亙生氏が監修しています｡

地元の海でとれた魚介を中心に､せとうちならではの鮨をご提供｡

とれる海域や季節によって異なる白身魚の繊細さ､奥深さをご堪能ください｡

■洋食

食材の選び方や調理法の基本は､和食と同じく｢素｣を大切に｡じっくりと時間をか

け､丁寧に煮込んで作り上げるビーフシチュー､ガンツウの旨味が詰まったカニク

リームコロッケなど｡どこか懐かしい定番のメニューをガンツウでしか味わうこと

のできない洋食に仕立てています｡

■カフェ&バー

船首側の景色を臨む半円状のバーカウンターでは､柑橘のフレッシュジュースや､ス

ペシャルティーコーヒーなどのソフトドリンクをご用意｡瀬戸内海の島々をイメー

ジして生まれたオリジナルのカクテルや地元の日本酒など､昼夜問わず､アルコール

もお楽しみいただけます｡

■縁側

日本家屋を思い起こさせる縁側からは､瀬戸内海の風景を一望できます｡過ぎゆく景

色に浸りながら､お茶を楽しんだり､お昼寝をしたり､一献傾けたりと､思い思いの時

間をお過ごしください｡昼はぜんざいなどの季節の甘味を､夜は料理長おすすめの肴

を｡その時季にぴったりの縁側のメニューをご用意しております｡

■ラウンジ

船尾に設けられたラウンジでは､奈良｢樫舎｣喜多誠一郎氏監修の季節の和菓子をお

客さまの目の前でお作りいたします｡和菓子に合わせた､煎茶､抹茶､珈琲のペアリン

グも特別な体験のひとつです｡ゆったりと流れゆく海景を目の前に､和のおもてなし

を存分に味わえるだけでなく､読書やひと休みにも最適な空間が広がっています｡

デッキプラン
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■ザ ガンツウスイート 1室 (90㎡)

船首の前方を独占するザ ガンツウスイート｡

客船のつくりとしては珍しく､

進行方向の景色を一望できるガンツウ唯一の客室です｡

左右2か所にテラスを配し､

それぞれに露天風呂とソファを設えています｡

前方から両サイドに向けて流れゆく景色を眺めながら､

穏やかなひと時をお過ごしいただける特別な空間です｡

■グランドスイート 2室 (80㎡)

4つの客室タイプのうち､

最も広いテラスを有するグランドスイート｡

客室全面に設えた窓からは温かな光が差し込み､

どこに居ても縁側で寛いでいるような気分で過ごせる､

清々しい客室です｡

■テラススイート 露天風呂付き 2室 (50㎡)

窓のすぐ側にベッドを配しており､

身体をゆっくりと休めながら､

海を最も間近に感じていただける客室です｡

室内には真っすぐに水平線を見渡せるソファ､

テラスには露天風呂をご用意｡

瀬戸内海の風景とともに､心地よい感覚に包まれます｡

※テレビはございません。

■テラススイート 14室 (50㎡)

海との距離が間近に感じられ､

思わず海図を広げたくなるような

ソファルームのあるテラススイート｡

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､

バスタイムをお楽しみいただけます｡

海と一体となる感覚でゆっくりとお寛ぎください｡

※テレビはございません。

客室 ガンツウの客室は全室､海面からの距離が近いテラス付きのスイートルームです｡

〇共通アメニティ

･バスタオル･フェイスタオル･ハンドタオル･バスローブ

･シャンプー･コンディショナー･ボディソープ･石鹸

･メイク落とし･化粧水･乳液･洗顔料･ボディ用乳液

･バランシングローションマスク･歯ブラシセット

･ヘアブラシ･シャワーキャップ&ヘアバンド･カミソリ

･綿棒&コットン･ソーイングセット･ドライヤー

･パジャマ･浴衣･室内用スリッパ･船内用雪駄サンダル

株式会社せとうちクルーズ
〒720-0551広島県尾道市浦崎町1364-6

広島県知事登録旅行業第2-445号

一般社団法人日本旅行業協会正会員

旅行企画・実施

〇客室の設備

･ハリウッドツインタイプのベッド(幅1.2m×長さ2m)･金庫(暗証番号式)･バスルーム(シャワー､バ

スタブ､シャワートイレ完備)･テレビ(ザ ガンツウスイート及びグランドスイートのみ)･Bluetooth

スピーカー･iPad(ガンツウの航路､現在位置､島々の情報や新聞の電子版をご覧いただけます)･電話

(レセプション直通)･室温調整･加湿器/空気清浄機･ミニバー(お飲み物はご自由にお召し上がりい

ただけます)･ワインセラー(ワインセラー内のアルコール飲料は無料となります)･湯沸かし器(コー

ヒー､紅茶､日本茶をご用意しております)･Wi-Fi(船内すべて無料で接続可能です)


