貸切料金

貸切乗船のご案内

1泊 2日

2 泊 3日

3 泊 4日

1, 250万円

2 , 500万円

3 ,750万円

貸切料金に含まれるもの

貸切料金に含まれないもの

1. ガンツウに係る船舶等運賃料金

1. ベラビスタマリーナまでの交通費

2. ガンツウ貸切契約の運航期間内の宿泊料金及び
消費税、各種諸税、サービス料（全19室、38 名様迄）
3. ガンツウ貸切契約の運航期間内の飲食代及び

※ただし、ベラビスタマリーナと福山駅または広島空港間の送迎は貸切料金に
含まれます。

2. 特別なアレンジに係る費用

消費税、サービス料

3. 個人的性格の諸費用（追加飲食費、エステ・整体費用など）

※一部のアルコール飲料は別料金となります。

4 . 超過手荷物代金

4 . ガンツウ貸切契約の運航期間内の入場料

5. 任意の旅行傷害保険

5. 現地斡旋費用
※船内では「ガンツウ」のクルーが対応いたします。

6. 企画料金
※上記に係る消費税・諸費用を含みます。

お申込み手順について
取消料基準（以下については貸切金額全体にかかるものとします）

（ 1 ）お客様のご要望のヒアリング
（ 2 ）出発日、旅行日数、航路及び内容などの確定

取消日

（ 3 ）お申込み契約の締結

取消料

契約時から181日前まで

無料

180日前から91日前まで

貸切料金の25％

90日前から61日前まで

貸切料金の50％

60日前から31日前まで

貸切料金の75％

30日前から当日まで

貸切料金の100％

※本商品の取扱いに当たっては旅行業務提携契約を締結し、
貸切毎にお申込書（貸切契約書）を提出していただきます。

出航日の前日から

（ 4 ）お申込金のご入金

起算してさかのぼって

お申込みから7 営業日以内に貸切料金総額

50 %をお申込金としてご入金ください。
※ 30日前までに旅行代金残額をご入金ください。

貸切のご相談・お申し込み
株式会社せとうちクルーズ 東京営業所 ガンツウデスク
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

〒105 - 0012 東京都港区芝大門1-1- 33 三洋ビル3 階

電話：0120 - 489 - 321

メール：info@guntu.jp

営業時間：午前 10 時〜午後 6 時（日・祝、年末年始除く） 総合旅行業務取扱管理者：武井良太

https://guntu.jp/
パンフレット作成日：2021年11月1日

貸切乗船の魅力
貸切ならではのガンツウの旅

「せとうちの海に浮かぶ、ちいさな宿」を、そのままプライベート空間に。大切なご家族やご友人とともに過ごす時間は、唯一無二の
感動に満ちています。お好きなものをお好きなだけお楽しみいただける至福のダイニングから、カスタマイズされた航路や船外体験

ガンツウでは、お客様のご利用目的に応じた航路・企画をご提案しております。
・航路および船外体験のカスタマイズ

まで、七百もの島々が点在するせとうちの移ろいゆく多島美を背景に、誰にも邪魔されない特別な時間をお約束いたします。

※基本的に16 時 30 分出港、11時 00 分帰港とさせていただいております。

例：千本桜の咲く島でのお花見、お客様のための打ち上げ花火
・貸切利用時のみ対応可能なオプションの追加
・ダイニングでのオリジナルコース料理の提供

※オプションページを参照ください。
※席数の都合により、同時のお食事は、最大 22 名様とさせていただいております。

・記念日やお誕生日会など、プライベートイベントの特別演出
・コーポレート利用時の機密性の高い会議や商談におけるセキュリティとプライバシーの確保
・企業ブランドをお客様に発信する展示会または新商品発表会などの空間演出

– 旅程の一例（ 2 泊 3日、西回り航路）
1日目

2日目

16 時半頃
17 時頃
19 時頃
21時頃
22 時半頃
6 時半頃
9 時頃
12 時頃
15 時頃
19 時頃

ベラビスタマリーナを出港
広島・三原沖にて蛸の仕入れを見学
ダイニングエリアにてご夕食
カフェ＆バーにて季節の日本酒
広島・宮島沖錨泊
船外体験としてテンダーボートで宮島へ（早朝の厳島神社参拝など）
ダイニングエリアにてご朝食
鮨カウンターにてご昼食
船外体験として来島海峡遊覧 または 船内のラウンジにて和菓子の振舞い
ダイニングエリアにてご夕食
愛媛・大三島沖錨泊

3日目

8 時頃
11時頃

ダイニングエリアでご朝食 〜 しまなみ海道のクルージング
ベラビスタマリーナに戻り、下船

DECK 3

ENGINE ROOM

DECK 2

DECK 1

= 露天風呂付き

種
船籍港

旅客船
尾道

運用
建造
設計・デザイン

せとうちクルーズ
常石造船
堀部 安嗣

経歴
起工
進水
竣工
就航

2016 年10月28日
2017年1月16日
2017年9月15日
2017年10月17日

要目
総トン数
全長
全幅
主機関

3,013トン
81. 2メートル
13 .75メートル
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

お過ごしいただく船内空間

お食事

海の色を映し出すシルバーの船体と、日本家屋を思い起こさせる切妻屋根に象徴されるガンツウは、木材を巧みに扱う日本人

ガンツウのダイニングでは、和食、洋食、鮨をお召し上がりいただけます。ガンツウのお食事の基本は、
「 お好きなものを、お好きな

建築家・堀部安嗣氏によってデザインされています。選りすぐりの木材が美しく施された船内は木の香りに包まれ、まるで海に

だけ」。四季折々の瀬戸内の素材の良さを最大限に活かし、瀬戸内海を漂う宿だからこそ味わえるお食事やお飲み物をご提供いた

浮かぶゲストハウスのように居心地の良い空間に変わります。客室は、全室テラス付きのスイート19 室と、最大 38 名のお客様に

します。貸切ならではのアレンジも可能です。お客様のご希望に応じた、特別コースメニューやテーブルセッティングをご提案させて

ご乗船いただいた際にもお寛ぎいただけるパブリック・スペースをご用意しております。

いただきます。

– 客室について

※全客室定員２名

– 和食、洋食（ DECK 3ダイニングエリア：22 席）
ダイニングでは、東京「重よし」佐藤憲三氏監修の和食と、どこか懐かしい洋食をご用意しております。
食材の選び方や調理法の基本は、素材を大切に。ダイニングでは、最大 22 名同時にお食事いただけます。

ザ ガンツウスイート

グランドスイート

テラススイート 露天風呂付き

テラススイート

1室 (90㎡ )

2 室 (80㎡ )

2 室 (50㎡ )

14室 (50㎡ )

– パブリック・スペースについて
◯ オープンデッキ（DECK3 船首側）
船首側の景色を見渡せるオープンデッキには、椅子やソファが配置され、シャンパンや
カクテルを片手にゆっくりと歓談をお楽しみいただけます。
［ 和食コースの一例 ］

タコの柔か煮 / お浸し / 空豆ゼリー寄せ / 蒸し鮑 / 蒸し穴子豆腐 / 茶わん蒸し / 蛤スープ / 旬魚の刺身 三種 /
オコゼの唐揚げ / 鱧葛叩き / 旬野菜と魚の煮つけ / メイン：黒毛和牛のフィレまたはロースの炭火焼き / たこ飯 /

◯ カフェ＆バー（DECK3 船首側：8席）

蛤の赤出汁 / 香の物 / デザート

全 8 席の U 字 型カウンターでは、厳 選したスペシャリティコーヒーや瀬 戸内産のジンを
使ったジントニックなど、ガンツウオリジナルのお飲み物をお楽しみいただけます。

◯ 縁側（DECK3 左舷側）
客船では珍しい縁側では、季節を感じられる甘味や、お好みの日本酒に合う晩酌メニュー
とともに、枯山水のように見える移りゆく島々の風景に浸りながら、日本的な時間をお過
ごしいただけます。

◯ ラウンジ(DECK3 船尾側：全18席）
ラウンジでは、目の前で和菓子を一つ一つ心を込めて仕上げる奈良「樫舎」喜多 誠一郎氏
監修の和菓子の振る舞いを行っております（※各回4 名様まで）。

◯ スパエリア（ DECK 2 船尾側）
船尾に位置するスパエリアは、日替わりで男女入替制のミストサウナとドライサウナ付きの
大浴場、ジム、湯上り処を朝6時から夜11時までご利用いただけます。ガンツウのために生み
出された独自の整体「然体法」や「彫刻リンパ ®」専用のトリートメントルームもございます。

– 鮨（ DECK 3ダイニングエリア 鮨カウンター：6 席）
ダイニングの奥には、海を眺められるわずか６席だけの鮨カウンターがございます。
「淡路島 亙 (のぶ ) 」の坂本亙生氏監修による、地元の海でとれた白身魚や貝類を中心としたせとうちならではお鮨です。

ガンツウの旅するせとうちの海

オプション

ガンツウの航路は、主に西回り、東回り、中央の3つに分かれており、10以上の航路ごとにさまざまな船外体験をご用意しております。

ガンツウでは、貸切ならではのプライベート空間をいかした船内オプションや船外体験オプションもご用意しております。下記の

そのなかからお好みの航路をお選びいただいても、行きたい島、皆様で体験してみたいことにあわせて航路のカスタマイズをさせて

オプションのほか、お客様だけの特別な船内体験やイベントをご提案することも可能ですので、お気軽にお申し付けください。

いただくことも可能でございます。

– ３つの海域と島々について

200,000 円（税込）〜

◯ オープンデッキでのヨガセッション

清々しい空気漂う早朝や、夕日に染まる海を一望できるサンセットタイムの心地の良い

◯ 西回り航路の海域と島々について

オープンデッキにてヨガインストラクターによるプログラムをお楽しみいただけます。

しまなみ海道、とびしま海道から忽那諸島や上関まで、嚴島神社のある宮島、大山祇神社のある大三島など歴史のロマンスを
感じることのできる海域です。
「 瀬戸」を象徴する、島と島の距離の近い狭水道を縫うようにして進むため、瀬戸内海周辺の

船外体験一例

200,000 円（税込）〜

◯ 縁側での座禅体験

生活風景をより身近に感じられます。

臨済宗建仁寺派 天心山 神勝 寺の禅僧をガンツウにお招きし、座禅と瞑 想を体 験して

「世界遺産の島」宮島朝散歩、鹿島段々畑散歩、独特の建築美の残る祝島散歩、忽那諸島の漁師釣り体験、
「 神の島」

いただけます。東回り、中央航路限定のオプションです。

大三島大山祇神社参拝、来島海峡 潮流体験など

◯ 東回り航路の海域と島々について

200,000 円（税込）〜

◯ 漁師釣り体験

岡山県の笠岡諸島をぬけて瀬戸大橋の下をくぐり、直島や犬島などのアートの島から小豆島の海域まで、独特の産業文化を
育んできた島々を楽しめる海域です。西の海と比べ、開放的な海の中に瀬戸大橋などのダイナミックな建造物や、遠くに点在

瀬戸内海の地元漁師の漁船に乗り込み、釣りをお楽しみいただけます。

する島々や街並みを眺めることができます。

※航路、スケジュールなどにより、実施できない場合がございます。

船外体験一例

「石の島」北木島の採石の歴史散歩、塩飽大工による本島の伝統的町並み散歩、
「アートの島」直島・犬島などのアート
ツアー、粟島の海の文化散歩、小豆島の霊場・醤油蔵訪問、
「 潮待ちの港」鞆の浦散歩など

1,000,000 円（税込）〜

◯ 花火鑑賞

プライベートな時間をより一層盛り上げるため、皆様のために打ち上げ花火で夜空を彩る

◯ 中央航路の海域と島々について

ことも可能です。

6つの島が 7つの橋により結ばれてできた「しまなみ海道」、西の呉から５つの島がつながった「とびしま海道」、東の香川県

※時期や航路により、ご希望の日にお受けできない場合がございます。

詫間湾や塩飽諸島の海域を中央航路では旅します。西と東の航路のふたつの特性を持ち、繊細さと大胆さ、静と動、せとうち
の魅力が凝縮されています。
船外体験一例

伝統芸能などの演出・・・・・・・・・琴や琵琶など伝統芸能の演奏を船内でお楽しみいただけます。

要相談

大崎上島 醤油蔵訪問、
「 神の島」大三島大山祇 神社参 拝、上蒲刈島三之 瀬散歩、来島海峡 潮流 体 験、
「 潮待ちの港」

多言語ガイド手配・・・・・・・・・・・日本語、
線 英語以外の通訳案内士などの手配も承っております。
陽新幹

鞆の浦散歩、紫雲出山の絶景展望など
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