
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～専用クルーザーでめぐる～ 風光明媚な瀬戸内海・しまなみ海道 

旅情緒あふれる尾道と鞆の浦の旅 ３日間 

①  

■羽田空港集合・解散の場合 ◆旅行代金 116,000 円 ◆お支払実額 88,000 円 

■広島空港集合・解散の場合 ◆旅行代金  84,000 円 ◆お支払実額 56,000 円 
 ※上記の旅行代金、お支払い実額共に２名１室/お１人様代金 

 
  

  

④20 

20 年 11 月 16 日(月)～11 月 18 日(水)  3 日間 

◆旅行代金         １３８，０００円 

◆旅行代金への支援額  ２８，０００円 
◆お支払い実額       １１０，０００円 

（2 名 1 室利用の場合の大人 1 名様） 一人部屋追加代金：10,000 円 

◆地域共通クーポン付き    １２，０００円 
* 地域共通クーポンは、お食事やお買い物に利用できる特典です 

＊当社キャンペーン対象額の上限に達した時点で終了となります。お早目にお申込みください 

 

 

【瀬戸内しまなみ海道】 美しい個性豊かな島々をつなぐ橋が織り

なす海の道です。全長約 60 キロの道では、瀬戸内海に浮かぶ

島々の風景をお楽しみいただけます。尾道海の駅から専用クルー

ザーで出発して生口島、大三島、大久野島と 3 島で上陸します。

天候不良の場合は、専用バスで、生口島、大三島、大島の 3 島

を巡り観光します。 

【生口島】 アートの島、エーゲ海の島にいるかのような白亜の大理石が

有名。 国産レモンが生まれたとしてレモン島とも呼ばれる。 

【大三島】 日本総鎮守と呼ばれる「大山祇神社」があり、神の島と呼ば

れている。ランチは、BBQ を予定。 

【大久野島】 約９００羽の野生のうさぎが生息する癒しの島。 

CaribⅡ 
プライベートなチャータークルーザーで瀬戸内海の絶景 
「多島美」をご堪能ください。（エアコン・トイレ付） 
定員 12 名、全長 9.22m、全幅 2.97m 
http://takeharamarine.com/cruising/ （動画） 
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小グループにおすすめ！ 
6 名様～８名様限定 

Go To トラベル  
事業支援対象  

旅のポイント 

★6 名様から出発保証、添乗員も同行 

★チャータークルーザー（12 名乗り）でしまなみ海道の船旅 

★3 島（生口島・大三島・大久野島）に上陸してランチ、観光、散策 

★尾道はゴンドラからの絶景鑑賞、鞆の浦ではノスタルジックな 

街散策を堪能 

新しい旅 大人の休息 

神の島、大三島の大山祇神社
境内中央のご神木の大楠は樹
齢約 2600 年。瀬戸内海きっ
てのパワースポット 

アートの島、生口島の「未
来の丘」まるでギリシャにい
るかのような白亜の大理石
が印象的。頂上からは青い
海と瀬戸内の島々の絶景
が望める。 
 

※スケジュールは諸事情により変更となる場合もあります。 
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羽田発JL259便 11:10発→広島12:35着　　到着後

専用車で尾道観光 (自由昼食後観光）　　　　　　　　　　　ホテル泊　×××

尾道海の駅（10時頃）から専用クルーザーで生口島

(耕三寺）～多田羅大橋の下を抜け大三島（BBQﾗﾝﾁ)

大久野島（うさぎの島）～尾道海の駅（15時頃）

　　ホテル泊　朝昼×

ホテルをチェックアウト（10時）

3 専用車で鞆の浦観光（観光途中で自由昼食）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝××  朝××

広島発JL264便 17:50発→羽田着19:15着

1

2

🔶設定日・旅行期間🔶 

2020 月 11 月 16 日（月）～11 月 18 日（水） 
 2 名 1 室利用の場合の大人 1 名様） 一人部屋追加代金：10,000 円 
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●最少催行人数:６名様 ●添乗員：全行程同行します。 

●食事回数：朝食 2 回、昼食 1 回、夕食０回 

●利用航空会社：日本航空(確定) 

●宿泊先：尾道ロイヤルホテルデラックスツイン 

●利用バス会社：福山観光バス ●クルーザー会社：せとうちクルーザー 

※天候や現地事情により観光順序が変更される場合もございます。 

2 日目のクルーザー観光が不可の場合は、しまなみ海道をドライブ観光 

（詳細はお問合せください。） 

※６名様～８名様グループでお申込みの場合は他の設定日・旅行期間

設定も可能です。詳細はお問合せください 

【尾道】（尾道大橋を臨む) 

尾道水道と瀬戸の島々、昔

懐かしい風景が魅了するしま

なみ海道のはじまりの、情緒

ゆたかな海と坂道の街。レトロ

な風景をお楽しみください。 

【鞆の浦】(常夜燈と玉津島) 

瀬戸内海国立公園を代表す

る景勝地。万葉の時代から港

として栄えた街。「美しき日本

の歴史的風土 100 選」にも

選ばれています。 

１． この旅行は Go To トラベル事業の支援対象です。2.旅行代金 84,000 円～116,000 円から Go To トラベル事業による給付金を引いた金額 56,000 円～88,000 円

がお客様のお支払い実額となります。別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。３．給付金の受領について、国からの給付金はお客様に対して支給されま

す。当社は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。尚、お取

消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社及び Go To トラベルキャンペーン事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みくだ

さい。＊注意：新型コロナウイルス感染状況により、支援事業対象者の地域、内容が変更になる場合があります。また、お申込み後、適応地域などが変更になることがあり、

通常料金になる場合もございます。ご不明な点は担当者までお問合せください。 

旅行条件（要約） 

●お申込金：お 1 人様につきご旅行代金の 20％ 旅行のお申し込みは所定のお申込書にご記入のうえ、申込金額を添えてお申込み下さい。申込金は旅行代金または、取

消料もしくは、違約料の一部として充当します。●この旅行は株式会社クルーズバケーション（以下当社）が企画・募集し実施する企画旅行です。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を締結することになります。募集型企画旅行は当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金をいただいた時に成立します。●旅行代金に含

まれるもの：航空運賃,宿泊料金,クルーザーチャーター代金 クルーザー観光費用,専用車観光費用、食事代金（朝食２回 昼食１回 夕食０回）●旅行代金に含まれな

いもの:１日目・３日目の昼食代金・アルコール類、追加飲食など個人的性質の諸費用及び税金等諸費用 自宅から集合・解散場所までの交通費や宿泊費用●旅行取消

料金 ■ご出発の 2０日前～8 日前まで 旅行代金の 2０％■ご出発の 7 日前～2 日前 旅行代金の 3０％ ■ご出発の前日 旅行代金の 4０％  

■ご出発当日：旅行代金の 50％ ■無連絡不参加または旅行開始後 旅行代金の 100％    ●旅行条件基準日:2020 年 10 月 1 日    

＊お申込みの際に別途お渡しする詳細旅行条件書を十分にお読みください 

 
尾道ロイヤルホテル  デラックスツインルーム  
お部屋からは尾道水道が見下ろせます。 
2 日目のクルーザー旅はホテル前の尾道海の駅か
ら出航します。 

お一人様あたり１２，０００円の地域共通クーポンお渡しします。 
※地域共通クーポンは、お食事やお買物に利用できる特典です。 
※当社キャンペーン対象額の上限に達した時点で終了となります。お早目にお申込みください。 
 

 

※写真は全てイメージです 

 

 

」 

 

 

 

 

観光庁長官登録旅行業第１種第 2010 号 日本旅行業協会（JATA）会員 

旅行企画実施  株式会社クルーズバケーション 
   〒108-0022 東京都港区海岸 3-18-21 ブライトイースト芝浦１F 

       電話 03-6453-6681  

  総合旅行業務管理者：鶴川 武史      

   

 

羽田空港

１１６，０００円

  ▲２８，０００円

　   ８８，０００円

★広島空港集合・解散時間はお問合せください

広島空港

　 ８４，０００円

  ▲２８，０００円

　   ５６，０００円

★一人部屋追加代金：１０，０００円

集合・解散地

旅行代金

旅行代金への給付金

お支払い実額

2名１室利用お１人様あたり


