フェリーで行くマイカープラン！

［べっぷクリスマス Hanabi ファンタジア］開催日

冬の別府

4日間

出発日：2018年12月22日（土）限定

25,500円〜 34,900円

※大人２～４名様１室＋乗用車１台でご参加のお一人様旅行代金（諸税・サービス料込み）

11/1
（木）
10時

予約受付開始

フェリーは２航路から選択
● 大阪南港～別府観光港
● 神戸港～大分港

宿泊先は３軒から選択
● ホテル＆リゾーツ別府湾
● 別府パストラル
● ホテル風月 HAMMOND

Schedule

スケジュール
※画像はすべてイメージです。

ご予約時、どちらかの航路をご選択ください。
航路：大阪南港～別府観光港ご利用の場合
2018年12月22日（土）の出発／ 3泊4日
スケジュール

航路：神戸港～大分港ご利用の場合
2018年12月22日（土）の出発／ 3泊4日

宿 泊 地 食事

スケジュール

フェリー出港の２時間前に各自で乗船手続き

1 【出港時刻】さんふらわあ大阪第１ターミナル

フェリー出港の２時間前に各自で乗船手続き

1 【出港時刻】神戸港（六甲アイランド）

船中泊

＜ツーリストベッド＞ １９：５５

2

【到着時刻】別府観光港 ７：４５
フェリー下船後、ホテルチェックインまでフリード
ライブ
★九州の旅をお楽しみください。
★スパビーチにてべっぷクリスマス Hanabiファン
タジア開催

3

ホテルチェックアウト後、乗船手続きまでフリー
ドライブ
★九州の旅をお楽しみください。
フェリー出港の２時間前に各自で乗船手続き
【出港時刻】別府観光港
＜ツーリストベッド＞ １８：４５
【到着時刻】さんふらわあ大阪第１ターミナル

4 ６：３５

宿 泊 地 食事
船中泊

＜プライベートベッド＞ １９：５０

別府泊

2

【到着時刻】大分港 ７：２０
フェリー下船後、ホテルチェックインまでフリード
ライブ
★九州の旅をお楽しみください。
★スパビーチにてべっぷクリスマス Hanabiファン
タジア開催

3

ホテルチェックアウト後、乗船手続きまでフリー
ドライブ
★九州の旅をお楽しみください。
フェリー出港の２時間前に各自で乗船手続き
【出港時刻】大分港
＜プライベートベッド＞ １９：１５

朝

船中泊

別府泊

朝

船中泊

【到着時刻】神戸港（六甲アイランド）

4 ６：３５

フェリー下船後、解散

フェリー下船後、解散

※フェリー発着時刻は予告なく変更する場合があります。

※フェリー発着時刻は予告なく変更する場合があります。

べっぷクリスマス Hanabiファンタジア
当ツアーの宿泊日に開催される、別府の冬を彩る一大イベント！花火は２０時スタートですが、
会場周辺には数多くの屋台も出店します。冬の夜空に打ちあがる花火は空気が澄んでいて、
より綺麗に見えます♪ただ、冬なのでお出掛けの際は防寒を万全に。

※過去開催のイメージ画像です。

Ferry・Hotel

フェリー・ホテル
※船室・客室画像は一例です。

〈フェリー〉

ご選択した航路により、船舶・船室等が異なります。
大阪南港～別府観光港の場合

往復

フェリーさんふらわあ

さんふらわあ あいぼり／こばると
船室：ツーリストベッド（相部屋）
設備：電源コンセント
備品：スリッパ、救命胴衣

さんふらわあ あいぼり

ツーリストベッド

さんふらわあ ごーるど

プライベートベッド

神戸港～大分港の場合
フェリーさんふらわあ

さんふらわあ ごーるど／ぱーる
船室：プライベートベッド（相部屋）
設備：テレビ、電源コンセント、荷物スペース
備品： ハンガー、タオル、歯ブラシ、スリッパ、
イヤホン、救命胴衣

〈ホテル〉

ご予約時、以下３軒のホテルからご選択ください。

2

泊目

別府

① ホテル＆リゾーツ別府湾
館内の至るところから別府湾を一望できるリゾートホテル。
敷地内に源泉をもつ温泉で日々の疲れを癒しながら、のん
びりとお過ごしいただけます。
食事： 夕 なし

予約時、
お一人様＋ 2,500 円で、
レストランにて和食会席

朝 レストランにてバイキング
客室： 洋室または和室（指定不可）

外観

客室例

外観

客室例

外観

客室例

別府

② 別府パストラル
館内からは別府湾や湯煙の温泉街を望むことができます。
四季の風情が美しい庭園露天風呂をお楽しみいただけます。
スパビーチまでも徒歩圏内（約 1.5km）です。
食事： 夕 なし

予約時、
お一人様＋ 6,000 円で、
会場にて和食会席

朝 会場にてバイキング

客室： 和室

別府

③ ホテル風月 HAMMOND
日本一の湧出量を誇る別府温泉群の中でも、最も多くの温
泉源が集中する鉄輪に建つホテル。屋上露天風呂から見る
別府の街並み、別府湾の景色をお楽しみください。
食事： 夕 なし

予約時、
お一人様＋ 4,000 円で、
レストランにて和食会席

朝 レストランにてバイキング
客室： 洋室または和室（指定不可）

旅 行 代 金・募 集 条 件
大人２～４名様１室＋乗用車１台でご参加のお一人様旅行代金（諸税・サービス料込）／単位：円

2名1室

① ホテル＆リゾーツ別府湾

3名1室

大阪南港～別府観光港

神戸港～大分港

33,900
30,500

34,900
31,500

大阪南港～別府観光港

神戸港～大分港

31,900
28,000
25,500

32,900
29,000
26,500

大阪南港～別府観光港

神戸港～大分港

33,500
31,000
29,700

34,500
32,000
30,700

※４名様は要問い合わせ

2名1室

② 別府パストラル

3名1室
4名1室

2名1室

③ ホテル風月 HAMMOND

3名1室
4名1室

※小人（小学生）のご参加の場合は旅行代金が異なります。詳しくはお問い合わせください。

会場までの交通

べっぷクリスマス Hanabiファンタジア会場付近の駐車場・周辺道路は大変混雑することが予想されます。
お車はホテルにお留めいただき、会場までは公共交通機関を利用することをおすすめいたします。
●ホテル＆リゾーツ別府湾… …… 会場までは JR線を利用（1時間に1 ～ 3本）
●別府パストラル… ……………… 会場までは徒歩圏内（約1.5km）
●ホテル風月 HAMMOND… …… 会場まではバスを利用。

募集条件
●最少催行人員：１台２名（乗用車１台につき大人２名様以上のグループ）
●利用フェリー会社：フェリーさんふらわあ（往復：大阪南港～別府観光港または
神戸港～大分港）
●利用予定ホテル：別掲のホテル一覧から選択（同等クラスのホテルとなる場合

【旅行代金に含まれるもの】
往復のフェリー代金（往復：
［大阪南港～別府観光港の場合］ツーリストベッ
ドルーム・
［神戸港～大分港の場合］プライベートベッドルーム、乗用車航送
運賃：6m未満）
、宿泊代金、日程表に明示した食事代金、諸税・サービス料

があります）
●食事：朝１回、昼０回、夕０回（夕食オプション選択の場合は夕１回）

【旅行代金に含まれないもの（一例）
】

●添乗員：同行しません
※べっぷクリスマス Hanabiファンタジアは、天候その他やむを得ない事情によ
り、内容を一部変更、または中止となる場合があります。予めご了承ください。

燃料代、駐車料金、有料道路代、観光施設入場料、自宅から発着地までの
交通費・宿泊費、追加飲食代、電話代などの個人的性質の諸経費及びそれに
かかる諸税・サービス料

【ご注意とお願い】
（１）当ツアーは、お客様の運転でドライブを楽しんでいただきます。旅行を楽しむためにも、無理のないドライブプランと安全運転をお願いします。ご自分のペー
スで目的地までのドライブプランを計画してください。
（２）各ホテルのチェックイン及びチェックアウトはお客様のドライブプランに合わせた時間にご自身でお願いします。旅行
代金に含まれない飲食代等はチェックアウト時に精算してください。
（３）１グループ（車１台）大人２名様以上の参加を条件とします。２名様のお申し込みで１名の方が取り消しの
お申し出をされた場合には、そのグループのご参加は出来なくなります。この場合、２名様の所定の取消料を申し受けます。
（4）国内旅行傷害保険のご加入をお勧めします。

お申し込みの際には「国内募集型企画旅行条件書」を必ずお読みください。

※掲載の情報は変更となる場合がございます。

お 申 し込 み ・ お 問 い 合 わ せ
●旅行専用ダイヤル

【旅行企画実施】

0120-68-7070

営業時間 10：00 〜 17：30 土日祝及び年末年始は休み

●Waysツーリズムホームページ

http://ways-t.jp/

株式会社 JAFメディアワークス Waysツーリズム

〒105-0012 東京都港区芝大門1- 9 -9 野村不動産芝大門ビル10階
観光庁長官登録旅行業第2009号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
〈国内旅行業務取扱管理者 阿川 浩己〉
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、ご遠慮なく上記国内旅行業務取扱管理者にご質問ください。

