さんふらわあ新造船で行く

添乗員
明治維新 150 年
同行

西郷隆盛ゆかりの地と
薩摩の小京都 知覧
名湯指宿温泉 5
日間

旅行代金
【出発日】①2019年1月18日（金） ②2月22日（金）

99,800 101,800
円

円

大人2名様1室でご参加のお一人様旅行代金 （諸税・サービス料込）
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※画像はすべてイメージです。

2 仙巌園
1658 年、19 代光久によって築
かれた島津家の別邸で、敷地面
積は約 5 万㎡を誇ります。園内
からは、錦江湾・桜島を望むこ
とができ、雄大な景色も魅力の
ひとつです。

3 維新ふるさと館
平成 30 年 1 月 11日（木）にリ
ニューアルオープン。鹿児島の
歴史や先人たちの偉業をロボッ
トなどのハイテク技術の演出で
分かりやすく紹介しています。
ⓒ鹿児島市

6 知覧武家屋敷群
薩摩の「小京都」知覧を代表
する美しい町並みで、江戸の古
き良き風情が残っています。石
垣に守られた武家屋敷が建ち並
び、重要伝統的建造物群保存
地区に選定されています。

7 知覧特攻平和会館

写真提供：公益社団法人鹿児島県観光連盟

9 フラワーパークかごしま

写真提供：公益社団法人鹿児島県観光連盟

温暖な気候と天然の松林に囲ま
れた地形をいかした世界各地の
植物が楽しめる植物公園です。
開聞岳を背景にした花広場、錦
江湾を一望できる展望回廊、温
室では東南アジアや中南米原産
の熱帯植物が楽しめます。

知覧には、太平洋戦争末期に繰
り広げられた特攻作戦の基地が
ありました。館内は零戦の展示の
他、特攻作戦に関わる資料、遺
書等も展示しています。特攻で
亡くなった 1036 名のうち、半数
近くが知覧から飛び立ちました。

13 佐多岬
大パノラマを望むことができる
佐多岬。カジュマルの木があり、
南国情緒も楽しめます。天気が
良ければ、遠くに屋久島や種子
島を望むことができます。
写真提供：公益社団法人鹿児島県観光連盟

Schedule・Ferry・Hotel

スケジュール
フェリー・ホテル
※船室・客室画像は一例です。

往復乗船します！ 新造船さつま／きりしま
～城山ホテル鹿児島 & 指宿 白水館

行程：4泊5日 ①2019年1月18日（金）②2月22日（金）

現地 2 泊の贅沢プラン～

＝バス移動 ～フェリー

スケジュール

〈フェリー〉

宿泊地 / 食事

1

大阪南港（さんふらわあ第2ターミナル）17：55発＜プライベートベッ
ド＞～フェリーさんふらわあにて志布志港へ

船中泊

2

～志布志港8：55着＝仙巌園（見学 &昼食）＝維新ふるさと館（見学）
＝西郷南洲顕彰館（見学）＝鹿児島（宿泊）

鹿児島泊

3

鹿児島＝知覧武家屋敷庭園（見学）＝知覧特攻平和会館（見学）＝知
覧パラダイス（昼食）＝フラワーパークかごしま（見学）＝指宿（宿泊）

指宿泊

4

指宿＝山川港～＜フェリーなんきゅう＞～根占港＝佐多岬（見学）＝薩
英戦争台場跡・味の大砲（昼食）＝鹿屋航空基地史料館（見学）＝堤水
産（買い物）＝志布志港17：55発＜プライベートベッド＞～フェリー
さんふらわあにて大阪へ

5 ～大阪南港（さんふらわあ第2ターミナル）7：40着

さんふらわあ

往復

さつま／きりしま

昼 夕

朝 昼 夕

船中泊
プライベートベッド
朝 昼

船中泊

基本：プライベートベッド
相部屋ながらプライベートに配慮された階段式二段
ベッド船室です。各ベッドにテレビもございます。
設備品：テレビ（イヤホン付）
、コンセント、荷物スペー
ス、ハンガー、タオル、スリッパ等
船室グレードアップは下記ご参照ください。

※フェリー発着時刻は予告なく変更する場合があります。
※現地にて貸切バスを利用するツアーです。マイカーでのご参加はできません。

フェリー船室（個室）グレードアップはこちら！

★スーペリア（8.26㎡）
5,000円／片道

★デラックス（14.1㎡）
9,000円／片道

お一人様

★スイート（室内22.9㎡）

お一人様 12,000円／片道

お一人様

窓はありませんが、
プライベートな空間
が確保できる、シャ
ワー・トイレ付の個
室です。

窓がある海 側の船
室です。もちろん、
シャワー・トイレ付
で十分な広さが 確
保されています。

専 用バ ルコニー付
の最上級船室です。
バス・トイレ付でま
さに洋 上のホテル
のような空間です。

〈ホテル〉

2

泊目

鹿児島

城山ホテル鹿児島

城山の高台に建ち、鹿児島の市街地、錦江湾、桜島を一望することが
できる。展望露天風呂からの景色は絶景です。

食事： 夕 レストランにてバイキング
朝 レストランにてバイキング
客室：スタンダードツインまたは
モデレートツイン（眺望なし）

3

泊目

白水館

★桜島ビューツイン
お一人様 3,000円
お部屋の窓
から桜島を
望むことが
できます。

客室例

指宿

客室グレードアップ

客室例

敷地内の広大な庭園、江戸情緒を再現した 1,000 坪の元禄風呂など魅
力たっぷり、指宿を代表する名旅館です。

食事： 夕 食事処にて会席料理
朝 レストランまたは宴会場にて
バイキング
客室：1/18 発：花の棟（洋室）
2/22 発：薩摩客殿（和洋室）
1/18 発 客室例

2/22 発 客室例

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

① 2019 年1月18日（金）99,800 円

② 2019 年 2 月22日（金）101,800 円

募集条件
●最少催行人員：各日20名 2名様から受付
●添乗員：同行（出発港から到着港まで）
●利用フェリー会社：フェリーさんふらわあ（往復：大阪南港～志布志港）
※各船室 ･客室には限りがございます。定員になり次第、募集を締め切らせてい
ただきます。
※詳しい旅行条件を記載した書面をお送りします。事前にご確認のうえお申し込
みください。
※3名様以上でご参加の場合は旅行代金等が異なります。詳しくはお問い合わせ
ください。

【旅行代金に含まれるもの】
フェリー代〔往復：大阪南港～志布志港（プライベートベッド）
、山川港～根占
港（バス航送料含む）
〕
、食事（朝2回、昼3回、夕2回）
、貸切バス通行料・駐
車料及びガイド代、観光施設入場料、宿泊費、日程表に明示した食事代、添
乗員経費、諸税・サービス料
【旅行代金に含まれないもの（一例）
】
船室・客室グレードアップ代、日程表に明示していない食事・追加飲食代、ご自
宅から発着地までの交通費・宿泊費、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、任意の国内旅行保険

新造船さつま／きりしま
エントランス

船と入口となる、3フロア吹き抜け
の明るく開放感溢れるエントラン
スです。窓から眺める大海原がク
ルーズ気分を高めてくれます。

プロジェクションマッピング

国内の客船・フェリーとしては初
のプロジェクションマッピング！
エントランスホール内のアトリウ
ムでお楽しみいただけます。

船内のご案内

展望浴場

レストラン

旧船よりも面積が約1.7倍へ！大
海原を眺めながらご入浴いただ
くことができます。特に朝風呂が
おすすめです。

旧 船 よりも 面 積 が 約1.5倍 へ！
広々としたレストランでバイキ
ングをお楽しみいただけます。
（別途有料）

お申し込み前にお読みください。 ご旅行条件書（重要事項一部抜粋）
●お申し込み方法
・ご予約は必ずお電話にてお申し込みください（ご出発の20日前までを目安）
。
●旅行契約の成立
・当社が旅行契約の締結を承諾し、お客様が旅行代金の申込金または全額を当社にお支払いい
ただいた時点で契約は成立します。
●旅行代金のお支払い
・旅行代金はご旅行の申込後、当社が指定する期日までに当社指定口座にお支払いいただきます。
クレジットカードでのお支払いは受付しておりません。また、旅行代金はお客様のご都合によ
り、一部利用されない場合でも払い戻しはいたしません。
●取消料
【取消料】
・お申し込み後、お客様の都合で旅行を
21日前まで
無料
出発日の
取り消しされる場合は、おひとり様に
前日から
20日～
8日前まで
20％
つき右記の取消料を申し受けます。
起算して
・当社の営業日・営業時間内にお申し出い
7日～ 2日前まで
30％
ただいた時を基準とします。
出発日前日
40％
・旅行される方のご都合で旅行内容を変
当日の旅行開始前まで
50％
更された場合でも旅行代金の返金はで
旅行開始後または無連絡不参加 100％
きませんので、ご了承ください。

●免責事項
・天災地変、戦乱、暴動またはこれらの為生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
・運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらの為生じる旅行日程の変更もしくは旅
行の中止
・お客様の法令または公序良俗に反する行為によって生じた損害
・当社以外の責めによって生じた損害
●その他
・記載以外の事項については弊社によります。
・運輸機関の運賃変更や時刻改正により、旅程・費用が変わる場合があります。
・当スケジュールは、交通機関の都合及び現地事情により催事内容等が変更される場合もありま
すので予めご了承ください。
・交通状況等により帰着が大幅に遅れた場合でも、解散場所からご自宅までの交通費・宿泊費は
お客様負担とさせていただきますのでご了承ください。
※ご旅行条件の詳細を記載した「国内募集型企画旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前に
ご確認のうえお申し込みください。

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。

