
せと うちの海に浮かぶ、 ちいさな宿 「ガンツウ 」

２０２２年６月１８日 (土)～６月２１日 (火) ４日間２０２２年６月１８日 (土)～６月２１日 (火) ４日間

ことひら温泉 琴平グランドホテル桜の抄宿泊　瀬戸内の島々 ガンツウの船旅ことひら温泉 琴平グランドホテル桜の抄宿泊　瀬戸内の島々 ガンツウの船旅

ガンツウ企画いずれも大好評！

ぜひこちらも合わせてご検討ください

第１０回 ２０２２年２月８日 ～ ２月１１日  ４日間

大好評につき第１３弾発表　ゆたか倶楽部オリジナルコース大好評につき第１３弾発表　ゆたか倶楽部オリジナルコース

Ａコース：羽田空港発 / 東京駅着　 B コース：高松空港集合 / 新大阪駅着　

リピーター割引設定

2020 年４月にオープンした別邸初音。室内
は和モダンの落ち着いた空間となっており、 
客室に露天風呂を備え、こんぴらさんの四
季を眺めることが出来ます。

ことひら温泉　露天風呂付和洋室ことひら温泉　露天風呂付和洋室

大小 700 もの島々が点在する風光明媚な瀬戸内海。島々が織りなす美しい風景を優美で
上質な｢ガンツウ｣で巡ります。繊細かつ心温まる船内で心ゆくまでお楽しみください。

海の色を映し出す船体と 19 の客室を持つ「せとうちの海に浮かぶ、ちいさな宿」ガンツウ。 世界に類を見ないデザインとサービスは、
米 TIME 誌 「世界で最も素晴らしい場所 100」 や米大手旅行専門誌コンデナストトラベラー 「2019 年最高のクルーズ船」 にランク
インするなど世界的な評価を得ています。 茶器、 タオル、 浴衣、 エントランスのしつらえなど細部までこだわりぬかれた空間です。

海の色を映し出す船体と 19 の客室を持つ「せとうちの海に浮かぶ、ちいさな宿」ガンツウ。 世界に類を見ないデザインとサービスは、
米 TIME 誌 「世界で最も素晴らしい場所 100」 や米大手旅行専門誌コンデナストトラベラー 「2019 年最高のクルーズ船」 にランク
インするなど世界的な評価を得ています。 茶器、 タオル、 浴衣、 エントランスのしつらえなど細部までこだわりぬかれた空間です。

第１１回 ２０２２年３月８日 ～ ３月１１日  ４日間

復路新幹線グリーン車

第１２回 ２０２２年５月１０日～５月１３日  ４日間



洋食について食材の選び方
や調理方法の基本は、和食と
同 じ く、｢素｣を 大 切 に。シ ン
プルかつ丁寧にお作りする
のがガンツウの洋食です。ど
こか懐かしい定番メニュー
をガンツウならではの洋食
に仕立てます。

お
食
事

和食の監修を務めるのは、東京の老舗割烹「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、季節の食材からメイン料理をお選びいた
だき、お客様のお好みに合わせて調理いたします。

ダイニングの
奥にあるのは、
海を眺められ
るわずか六席
だけの鮨カウ
ン タ ー。｢淡 路
島 亙｣の 坂 本
亙 生 氏 が

監修いたします。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いたします。

ただ、過ぎゆく時を愉しむ
木材を多用した船内では、木の香りに心地よく包まれ

ながら、風景と船内が一体となる感覚でお寛ぎ

ください。船そのものが、せとうちの優美な

風景に溶けこみ、穏やかな時間を

お過ごしいただけます。

①スパエリア　  スパエリアにはエステと整体
を行うトリートメントルームをご用意してお
ります。お客様のご気分と体調に向き合った
メニューをご用意しております。

②浴場　   航跡を眺めながら、のんびりとし
たバスタイムをぜひお過ごしください。左舷
と右舷側では趣が異なり、日替わりでお楽し
みいただけます。

③ラウンジ　　ラウンジでは和菓子職人が季節
の和菓子を一つひとつ丁寧にお作りいたしま
す。和菓子は奈良の「樫舎」喜多誠一郎氏が監
修しています。

※エステなどを除き、食事、飲み物 ( 一部を除く ) を含め   
　すべて旅行代金に含まれております。　

①スパエリア①スパエリア ②浴場②浴場

③ラウンジ③ラウンジ

客
室

建築家 堀部安嗣氏のデザインによる木の温もり溢れる空間

▲テラススイート( 露天風呂付き) 約 50 ㎡
真っすぐに水平線を見渡せるソファを設え、
テラスには露天風呂を備えております。ベッ
ドから海までの距離が客室まで最も近いた
め、身体をゆったり休めながら、海を間近に
感じられます。

▲グランドスイート( 露天風呂付き) 約 80 ㎡
四つの客室タイプのうち、最も広いテラス
を持ちます。客室全面に設えた窓からは温
かな光が差し込み、まるで縁側で寛いでい
る気分で過ごせます。

▲ザ ガンツウスイート( 露天風呂付き) 約 90 ㎡
客室のつくりとしては珍しく、進行方向の
景色を一望できる船首を独占するガンツ
ウ唯一の客室です。２つあるテラスには、
それぞれ露天風呂とソファを設えています。

▲テラススイート( 内風呂付き) 約 50 ㎡
海側にあるソファルームが、海との距離
を間近に感じさせる空間です。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。

目の前で作り上げられる繊細
な和菓子も美しい逸品です

ガンツウは、日本海事協会で作成された船舶における感染症対策の規格「バイオセーフティマネジメントシステム」の認証を受け、感染リスク低減の施策を日々
実践しております。詳しくはガンツウHPをご覧ください。https://guntu.jp/　またご乗船のお客様にはPCR検査、ご乗船当日には抗原検査を受けていただきます。

④縁側　　左舷 3 階にある縁側は思い思いの
時間を過ごす場所に最適です。ガンツウの象徴
ともいえる切妻屋根の軒下で、季節の甘味や肴
をお召し上がりください。

④縁側④縁側

瀬戸内沿岸地域の旬の素材
を中心に、一流の料理人が
丹念にお作りいたします。

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

映画「瀬戸内少年野球団」の舞台にもなり
懐かしい建物や風景が残ります。昭和 24
年に建造された真鍋中学校もあります。

伝統的な建物が作り出す町並みや、倉敷
川沿いのレトロモダンな風景が訪れる
人々を魅了します。

■（　　　）内は、お一人様でホテル、ガンツウ客室をご利用される場合の追加代金。   ■天候、海象状
況により航路、船外体験、出入港時間などが予告なく変更、中止になる場合がございます。    ■食事条件：
朝 3 回、昼 4 回、夕 3 回　■利用予定バス会社：琴平バス、福山観光バス　■最少催行人員：A･B コー
ス合計 6 名様（添乗員は、6/18 羽田空港から 6/19 ガンツウ乗船まで、6/21 ガンツウ下船から東京駅ま
で同行。ガンツウ２泊は同行いたしません )  ■利用航空会社：日本航空、全日空　■利用ホテル ( こと
ひら温泉 )：琴平グランドホテル桜の抄　別邸初音（初音プレミアム　露天風呂付和洋室）　■ガンツウ
は当社の貸切 ( チャーター）クルーズではありません。当社のお客様以外の方もご乗船されます。  ■ご
自宅からガンツウまでお一人様１個無料でお荷物宅配サービスがございます。  

■弊社主催ガンツウクルーズにご乗船歴のある方はリピーター割引を適用いたします。テラススイート内風呂・露天風呂付
のご予約にはお一人様 10,000 円、グランドスイート・ザ ガンツウスイートのご予約にはお一人様 20,000 円の割引です。こ
れは弊社独自のリピーター割引です。

▼夕食イメージ
▲初音プレミアム 露天風呂付和洋室

▼外観
▲女性露天風呂

※写真はすべてイメージです。
　写真提供：せとうちクルーズ、岡山県観光連盟、 香川県観光協会　

ことひら温泉郷に 2020 年 4月よりオープンした、和モダンのシッ
クな施設と美しい景観に定評のある「別邸初音」にご宿泊です。
客室は露天風呂付和洋室の「初音プレミアム」をご用意しました。

2022 年 6 月 18 日 ( 土 ) ～ 6 月 21 日 ( 火 ) 4 日間

ことひら温泉 琴平グランドホテル桜の抄 別邸初音  
　　　　初音プレミアム　露天風呂付和洋室

生きた楠の木の中に地蔵尊がある、全国
でも珍しい「生木地蔵尊」。大楠は樹齢
1200 年と言われています。

本島は塩飽水軍の本拠地でした。その城下
町とした栄えた笠島地区は、国の重要伝統
的建造物群保存地区に選定されています。

倉敷美観地区倉敷美観地区

宿泊
6/18

真鍋島真鍋島

生木地蔵尊生木地蔵尊

いききじぞうそん

本島 ・ 笠島地区本島 ・ 笠島地区

ほんじま ■旅行代金 (2 名 1室利用お一人様 )   　                   　        単位：円
客室タイプ 　　Ａ( 羽田発 /東京駅着 )        Ｂ( 高松空港集合 /新大阪駅着） リピーター割引

テラススイート　
約 50 ㎡  内風呂付

テラススイート    
約 50 ㎡  露天風呂付

グランドスイート
約 80 ㎡  露天風呂付

ザ ガンツウスイート  
約 90 ㎡  露天風呂付

７９８,０００                                         
(５００,０００)

１,１８８,０００                                         

９３８,０００                                         

１,４８８,０００                                         

(５００,０００)

１,１６３,０００                                         

９１３,０００                                         

１,４６３,０００                                         

７７３,０００                                         
▲10,000 円

▲10,000 円

▲20,000 円

▲20,000 円

Ａコース

ガ  

ン  

ツ  

ウ  

ク  

ル  

ー  

ズ

Ａコース

Ａコース

Ｂコース

Ｂコース

Ｂコース

琴平グランドホテル桜の抄宿泊
瀬戸内の島々 ガンツウの船旅  
琴平グランドホテル桜の抄宿泊
瀬戸内の島々 ガンツウの船旅  

月日　   地名         時間        　              　　スケジュール

6/18
( 土 )

6/19
( 日 )

6/20
( 月 )

6/21
( 火 )

　　　　空路　高松空港へ（普通席）
到着　　　　　　高松空港ご集合
　　　　　　　　合流後　丸亀へ
昼食の後　丸亀港へ
チャーター船で本島へ　本島･笠島地区見学　江戸か
ら大正の名残をとどめる笠島の町並み　塩飽大工の
技が息づいた築 100 年の吉田邸を見学
続いて真鍋島へ　映画｢瀬戸内少年野球団｣のロケ地
にもなった島　真鍋中学校を見学　丸亀港へ
丸亀港着　ことひら温泉へ
 　       【ことひら温泉 琴平グランドホテル桜の抄泊】
樹齢 1200 年の大楠の樹体内にある生木地蔵尊見学
瀬戸大橋をドライブし倉敷へ
倉敷美観地区を散策　倉敷にて昼食
ベラビスタマリーナへ
「ガンツウ」にご乗船、出航
美しい瀬戸内海の風景を楽しんだり、ダイニングで
旬の食材を活かした料理をご堪能ください
尾道水道や音戸の瀬戸などを航行し宮島沖に錨泊
　　　　　　　　　   　　　      【ガンツウ (宮島沖 )泊】

【船外体験】早朝の静寂に包まれた厳島神社の参拝（一例 )
宮島から南下し、大小さまざまな島が点在する忽那諸島
を抜け、大三島沖にて錨泊　
　　　　　　　  　　　　  　　   【ガンツウ (大三島沖 )泊】
ガンツウ下船
昼食はステーキと和牛寿司のコースをご用意いたします
新幹線（グリーン車）で新大阪、東京へ
新大阪駅着　　　　　解散
東京駅着　　　　　解散　　　　　　

羽田空港
高松空港

丸亀
本島

真鍋島
丸亀

ことひら温泉
観音寺

倉敷

ベラビスタマリーナ

ベラビスタマリーナ

福山駅
新大阪駅
東京駅

09:20 頃
10:40 頃

17:30 頃
09:00 頃

16:30

11:00

15:00 頃
16:00 頃
18:30 頃

■旅行日程
ガンツウ泊

ガンツウ泊

宮島

福山駅

広島県

ベラビスタマリーナ

呉

忽那諸島

大三島

岩城島

生口島
因島

弓削島

倉橋島

高松空港

ことひら温泉

丸亀港

本島

真鍋島

瀬戸大橋

観音寺

倉敷

香川県

岡山県

音戸の瀬戸

行 程 略 図

専用車での移動

チャーター船での移動

ガンツウでの移動



ラウンジ
レセプション

トイレ
ショップ 鮨

縁側 縁側

ダイニング
ルーム

カフェ＆バー オープンデッキ

浴場

サロン

ジム

トリートメント
　　ルーム

エントランス

デッキ

テラススイート テラススイート テラススイート テラススイート テラススイート

テラススイート テラススイート テラススイート グランドスイート

ザ ガンツウ
   スイート

テラススイート テラススイート テラススイート テラススイート テラススイート

テラススイート テラススイート テラススイート グランドスイート

浴場

エントランス

２Ｆ

１Ｆ
=露天風呂付き客室

ホームページはこちら→

公式 SNS FOLLOW US !               

TEL.(03)5294-6261 TEL.(045)227-8211

101-0044 東京都千代田区
鍛冶町 2-5-15 ゆたか倶楽部ビル

総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント　阿部賢一

231-0011 横浜市中区海岸通 1-1
横浜港大さん橋国際客船ターミナル 2F

総合旅行業務取扱管理者
クルーズコンサルタント　横山奈月

観光庁長官登録旅行業第 1294 号　　　          　　　　　　　　　　　　　　   一般社団法人 日本外航客船協会会員     一般社団法人　日本旅行業協会正会員

■募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社 （東京都千代田区鍛冶町 2-5-15 ゆたか倶
楽部ビル、 ツアー名：ゆたか倶楽部 / 観光庁長官登録旅行業第 1294 号、 以下当社という）
が企画 ・ 募集し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
旅行契約を締結することになります。 契約の内容 ・ 条件は、 募集パンフレット、 別途お渡し
する確定書面 （ご予約確認書） および当社旅行業約款によります。

■旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、 申込金をお支払い下さい。 申込金は
100,000 円を申し受けます。
●当社は電話 ・ 郵便 ・ ファックスなどによる募集型企画旅行の予約申込を受け付けることが
あります。 この場合、 電話などによる予約申込から起算して 10 日以内に申込書と申込金を
提出していただきます。 この期間内に申込書と申込金を提出されない場合、 申込みはなかっ
たものとして取り扱います。
●残金は、 旅行開始日の前日から起算して遡り、 21 日前までにお支払いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した航空券代、 船代、 食事代、 観光代、 ホテル代、 新幹線代など。

■旅行代金に含まれないもの
●前項の他は旅行代金に含まれません。 その一例として宅配代、通信費等個人的費用など。

■旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、 定められた変更補償金をお支払いいたします。
ただし､次の場合は変更補償金をお支払いいたしません。 天災地変､戦乱､暴動､官公署の命
令､運送 ・ 宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止､当初の運行計画によらない運送サー
ビスの提供､旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。 なお変更補償金

は旅行者 1 名に対し、 1 募集型企画につき旅行代金の 15％を限度とします。 また変更補
償金が千円未満である時は、 変更補償金はお支払いいたしません。

■取消料等 （取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、 お客様のご都合により取消になる場合、 および旅行代金が所定の期日ま
でに入金がなく、 当社が参加をお断りした場合、 旅行代金に対し下記の料率で取消料 （ま
たは違約料） を申し受けます。

　

 
 
 
 

■お客様の責任
●お客様の故意または過失、 法令、 公序良俗に反する行為、 もしくはお客様が当社の規定
を守らなかったことにより、 当社が損害を被った時はお客様に対し損害の賠償を申し受けます。

■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、 当社の故意又は過失によりお客様に損害
を与えた時は、 その損害を賠償する責を任じます。 なお、 お手荷物の場合にはお 1 人最高
15 万円を限度とします。 また、 お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、 賠償
の責を負いません。
（a） 天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは、旅行の中止。

（b） 運送 ・ 宿泊機関の事故もしくは火災又は、 これらのために生じる旅行日程の変更もしくは
旅行の中止。 （c） 官公署の命令又は伝染病による隔離。 （d） 自由行動中の事故。 （e）
食中毒。 （f） 盗難。 （g） 運送機関の遅延、 不通又はこれらによって生じる旅行日程の変
更もしくは、 目的地滞在の短縮。

■確定書面 （最終日程表）
●確定された最終日程表は、 旅行開始日の 14 日前までに交付いたします。

■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、 募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるとこ
ろにより、 お客様の旅行参加中にその生命、 身体又は手荷物の上に被られた一定の損害補
償について、 あらかじめ定める額の補償金及び見舞金をお支払いいたします。 ただし、 お客
様の故意、 酒酔い運転または危険な運動中の事故によるものであるときは、 上記の補償金 ・
見舞金はお支払いいたしません。

■募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、 観光庁認可の当社旅行業約款によります。 約款
をご希望の方はご請求ください。※車椅子でご参加希望の方はお問い合わせください。

■最少催行人員
●A ・ B コース合わせて 6 名様
■この旅行条件の基準日は 202１年 12 月 3 日です。
■個人情報の取り扱いについて
●個人データ第三者への提供当社は、 お申込みいただいた旅行の手配の為に、 運送 ・ 宿
泊機関等及び手配代行者に対し、 お客様の氏名、 年齢、 住所、 電話番号、 婚姻の有無、
旅行中の緊急連絡先、 及び生年月日等の個人情報を予め郵便、 電子的方法等で送付す
ることによって提供いたします。       

旅行条件 ( 要約 )　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

DECK  PLAN
SHIP DATA
船籍 / 日本 ( 尾道 )　全長 /81.2m　全幅 /13.75m
総トン数 /3,200 トン　客室数 /19 部屋　定員 /38 名
パブリックスペース
オープンデッキ、縁側、ダイニング、鮨カウンター
カフェ＆バー、ショップ、ラウンジ、ジム、サウナ
トリートメントルーム (エステ ※別途有料 ) など

客室
　　　テラススイート ( 内風呂付 )    50 ㎡  14 室
　　　テラススイート ( 露天風呂付 )  50 ㎡  2 室
　　　グランドスイート ( 露天風呂付 )   80 ㎡  2 室
　　　ザ ガンツウスイート ( 露天風呂付 )    90 ㎡ 1 室

トリートメントルームでエステを受
け、サロンでお寛ぎください。

檜の湯船につかりながら、ゆったり
とした時間をお過ごしください。

サロンサロン

 浴場 浴場

心地よい風を感じながら瀬戸
内海の景色をご覧ください。

瀬戸内海の新鮮な食材を活かしたお
料理をご堪能ください。

 ダイニング ダイニング

 オープンデッキ オープンデッキ

３Ｆ

取消日 (旅行開始日の前日から遡り）

21 日前まで

20 日前～ 8 日前まで

7日前 ～ 2 日前まで

旅行開始日の前日

旅行開始日当日

旅行開始後または無連絡不参加

取消料

無料

旅行代金の 20％

旅行代金の 30％

旅行代金の 40％

旅行代金の 50％

旅行代金の 100％

ガンツウの紹介動画↑
　こちらからご覧いた

だけます。


