
2018年2月21日 
大阪⇔志布志航路 

新造船 「さんふらわあさつま」就航日決定のお知らせ 

News   Release 

概    要 

新さんふらわあ 
さつま 

旧さんふらわあ  
さつま 

就航日 
2018年 
5月15日 

1993年 
3月 

総トン数 13,500トン 12,415トン 

全長 192m 186m 

全幅 27m 25.5m 

喫水 6.8m 6.6m 

航海速力 23ノット 22ノット 

主機関 
8,830kw 

×2基 
12,577kw 

×2基 

旅客定員 
709名 

（定員） 
782名 

（営業定員） 

積載 
車輛数 

大型トラック* 
 121台 

 *13m換算 

大型トラック* 
104台 

 *13m換算 

乗用車 140台 乗用車140台 

就航開始日：2018年5月15日（火）大阪→志布志（鹿児島）下り便から運航開始 
(営業開始) 同日の志布志（鹿児島）発上り便は現行船「さんふらわあきりしま」が運航します。 
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予約開始日：2018年3月15日（木）午前9時から      

TEL：0120ｰ3268ｰ56 
または、当社HPからご予約できます。 

【新造船】 【現行船】 

 株式会社フェリーさんふらわあ（代表取締役社長：井垣篤司）は、大阪⇔志布志航路に投入す
る新造船大型フェリー（計2隻）の1隻目「さんふらわあさつま」の就航日（営業開始日）を決定
しましたのでお知らせいたします。 
 新造船は大型化により、モーダルシフトや昨今のドライバー不足の受け皿として、国内物流に
おいてより一層の大きな役割を担うとともに、旅客サービスにおいても船内設備や各種船内エン
ターテイメントで様々な試みをご用意し、新しい船旅のかたち「初めての経験わくわくドキドキ
さんふらわあのカジュアルクルーズ」の創造を目指します。 
 フェリーさんふらわあは新造船投入により、関西～九州間の人流・物流の動脈として、人々の
生活を豊かにし地方創生に貢献し続けることにより、お客様に常にサポートいただけるフェリー
会社を目指し、皆様のご乗船を心よりお待ち申し上げております。 
 尚、2隻目の新造大型フェリー「さんふらわあきりしま」は、今夏の就航を目指しており、大
阪⇔志布志航路は新造船2隻体制となります。併せてご期待ください。 
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家族の一員であるペットも、一緒に旅行へ連れて行きたいもの。そこで、大分航路で好評のスタン 
ダードウィズペットルームに続き、より快適なデラックスルームをご用意。 

全客室117室のうち8割以上の94室を個室に。全室シャワー・トイレ・洗面台・冷蔵庫を設置し、 
エアコンも各部屋毎に温度調節が可能に。（プライベートベッドグループ用個室を除く） 

 3フロア吹き抜けのエントランスホール内にあるアトリウムでは、四季、海や宇宙のプロジェク 
 ションマッピングをお楽しみいただけます。 

 初めての経験わくわくドキドキ 
             さんふらわあのカジュアルクルーズ    

エントランスホールは現行船の2.5倍の広さで当社船最大に！ 

席数は、現行船比約2割増の206席、1.5倍の広さに！バイキングメニューもリニューアルし、九州 
の地元食材やさんふらわあカレーで船上での優雅なお食事をご提供。単品メニューもお目見え！ 

面積は現行船の1.7倍、24時間利用可能なシャワールームを設置。広々とした窓からは、大海原の 
絶景を眺めながらゆったりとご入浴が可能！ 

最上級客室となる「スイートルーム」を初めて設置。バスタブや専用バルコニーも備えたくつろ
ぎの環境で最高の船旅をご提供。 

デラックスウィズペットルームと併設し、当社初、関西～九州航路でも初となるドッグランを
設置。これでペットも飼い主様とご一緒に船旅を満喫！ 

①本邦初！船内プロジェクションマッピング   

⑥当社初！全個室にシャワー・トイレ・洗面台・冷蔵庫設置 

⑧当社初！大人気のウィズペットルームがデラックスルームとして誕生 

③当社最大！エントランスホールが現行船の2.5倍に 

④当社最大！レストランが現行船の1.5倍に 

⑤当社最大！展望大浴場が現行船の1.7倍に 

⑦当社初！スイートルーム設置 

⑨当社初！ドッグラン設置 

②当社初！船内エンターテイメントも大幅に充実 

操舵室上にブリッジカメラを設置し、入出港時や航海中の映像を船内ＴＶでご覧いただけます。 

コンセプト 

⑩当社初！ブリッジカメラを設置 

船内パブリックスペースにデジタルサイネージを設置し、タッチパネルで船内情報、現地観光情報
をご覧いただけます。また船内Wi-Fiを利用しお持ちのスマホ、タブレットでもご覧いただけます。 
また、最大100タイトル（就航開始時は約30タイトル）の映画をオンデマンドで視聴可能！ 



◆３フロア吹き抜けのエントランスホール内にあるアトリウムをはじめ、明るく開放的な 
 パブリックスペース。丸窓から眺める太平洋は絶景です。 

◆アトリウムでは美しい日本の四季や自然、伝統行事等を映像と音楽でお楽しみいただける 
 本邦初のプロジェクションマッピングでお客様を魅了いたします。 

【パブリックスペース】 
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◆展望風呂は現行船の1.7倍の広さでゆったり！24時間ご使用いただけるシャワールーム 
 も完備。レストランも現行船の1.5倍で広々。他にも赤ちゃん連れのお客様が安心して過 
 ごせるベビー休憩室、お子様にお楽しみいただけるキッズルームを設置いたします。 

◆パブリックスペースのイベント専用ステージでは音楽の生演奏など船内イベントを開催。 
 屋外デッキでは漆黒の太平洋上に広がる満天の星空を満喫でき、星空教室イベントも充実。
（イベント内容は季節により変動いたします） 

◆現行船でもご好評の「さんふらわあ船上バイキング」がリニューアル！大人気のさんふ 
 らわあカレーをはじめ、地元食材を取り入れた新メニューに生まれ変わり単品メニュー 
 もご用意いたします。（食材は、季節により変更いたします。）                     

イメージ画像 
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イメージ画像 
イメージ画像 



◆関西～九州航路で初となるドッグラン 
 を設置。 
 ワンちゃんもストレスなくさんふらわ 
 あのカジュアルクルーズを満喫！ 

※画像は商船三井フェリーの 
 大洗～苫小牧就航船のもの 

【客室】 

スイート 

当社初のスイートルームが誕生！ 
専用バルコニーから、太平洋の眺望を独
り占め。最上級の贅沢な船旅をお楽しみ
ください。 

スイート 洋室  
2～3名様定員（22.90㎡＋バルコニー8.6㎡）
×10室 
専用バルコニー・バス・トイレ・洗面台  
設備･･･テレビ・冷蔵庫・電気ポット 

快適な個室を大幅に増やしました（全９４室）。個室にはトイレ・シャワー・
冷蔵庫・洗面スペースを完備。エアコンは部屋ごとに温度調整ができ、快適に
お過ごしいただけます。         ※プライベートベッドグループ用個室を除きます 
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デラックス 

本邦初となるデラックス（ウィズペット）ルーム
を新設。 
併設のドッグランもあり、ご旅行中も日常と変わ
りなくペットとの触れ合いを満喫できます。 

デラックス   
2～４名様定員+小人１名様（14.10㎡）
×38室 
（5名様入室の場合は、小人1名様以上の入室が必須 

 となります。）  

シャワー・トイレ・洗面台  
設備･･･テレビ・冷蔵庫・電気ポット 

デラックス（ ウィズペット）  
2～4名様定員×10室（17.10㎡）  
シャワー・トイレ・洗面台  
設備･･･テレビ・冷蔵庫・電気ポット・空気
清浄機 

デラックス （和室）  
2～４名様定員+小人１名様（19.50㎡） 
×2室  
（5名様入室の場合は、小人1名様以上の入室が必須 

 となります。）  

シャワー・トイレ・洗面台  
設備･･･テレビ・冷蔵庫・電気ポット 

イラスト画像はデラックス 
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イメージ画像 

スイート（バリアフリー） 洋室  
2～4名様定員（30.00㎡）×2室  
バス・トイレ・洗面台  
設備･･･テレビ・冷蔵庫・電気ポット 

イラスト画像はデラックス（ウィズペット） 



スーペリア 

スーペリア  
1～2名様定員（8.26㎡）×32室  
シャワー・トイレ・洗面台  
設備･･･テレビ・冷蔵庫・電気ポット 
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プライベートベッド（グループ） 

プライベートベッド（グループ） 
４名様定員（37.15㎡）×４室 
設備･･･テレビ・洗面台  

デラックスルームには、洋室・和室・ウィズペットルームの他、レディース 
ルーム・ぐりぶーとさくらの仲良し船旅ルーム・くまモンと夢見る船旅ルーム 
もあります。 

２～４名様での個室利用となります。 

※イメージ画像 



ツーリスト 

ツーリスト  
14～18名様定員（28.50㎡～37.88㎡）
×4部屋 

枕元には携帯用コンセントを完備、間仕切に
よりプライバシーも確保されます。 
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プライベートベッド 

プライベートベッド  
16名様定員（31.43㎡）×11室 
設備･･･テレビ 

プライベートシングル 

プライベートシングル  
7名様定員（32.36㎡）×1室  
9名様定員（39.60㎡）×1室  
設備･･･テレビ 

ツーリスト（バリアフリー）  
14名様定員（31.06㎡）×2部屋  



トラック乗務員様専用スタンダードシングル 

スタンダードシングル 
1名様定員×70室 
設備･･･テレビ・洗面台 

トラック乗務員様専用展望浴場 

部屋ごとに温度調整が可能で、ＴＶ・洗
面スペース完備の個室をご用意いたしま
す。 

海の見える専用浴場にはジェット風呂。 
お仕事の疲れを癒していただけます。 
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【トラック乗務員様専用スペース】 



運航スケジュール 

  大阪発 志布志（鹿児島）行き
（下り） 

志布志（鹿児島）発 大阪行き 
（上り） 

月曜日～木曜日 17:55 発 翌朝 08:55 着 17:55 発 翌朝 07:40 着 

金曜日 17:55 発 翌朝 08:55 着 17:55 発 翌朝 07:50 着 

土曜日 17:55 発 翌朝 09:40 着 18:30 発 翌朝 08:50 着 

日曜日 17:00 発 翌朝 08:55 着 17:00 発 翌朝 07:40 着 

さんふらわあターミナル（大阪)第2ターミナル 

〒559-0034 
大阪府大阪市住之江区南港北3丁目1-15 

〒899-7103 
鹿児島県志布志市志布志町志布志3292 

志布志（鹿児島）港 

10 

乗り場アクセス 
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【さんふらわあターミナル（大阪) 】 

【志布志港】 

 南埠頭・鹿児島中央駅        ⇔           志布志港  
◆高速シャトルバス「さんふらわあライナー」が志布志港と鹿児島間を約120分で運行、徒歩 
 にてお越しのお客様も安心です。ご乗船いただいたお客様には無料乗車券進呈キャンペーン 
 開催中（要予約） 
◆志布志港内にオリックスレンタカーがあり、乗り場で貸出し出来ます（要予約） 
 九州全域乗り捨てＯＫ、空きがあれば予約なしでもＯＫ 

◆大阪駅から港までは、ＪＲ＋地下鉄・ニュートラムで約３０分 
◆新大阪駅から港までは、ＪＲ＋地下鉄・ニュートラムで約４０分 
◆乗用車ご利用の場合、阪神高速 天保山JCT から港まで約8分（約3.8㎞） 
◆関西国際空港から港までは、ハイアットリージェンシー大阪行きバスで約６０分、バス停 
 から徒歩約１０分 
◆大阪空港（伊丹）から港までは、モノレール+鉄道・ニュートラムで約６５分 

就航日決定のお知らせに関するお問い合わせは以下までお願いいたします。 
株式会社フェリーさんふらわあ   旅客営業部 営業企画室    
TEL：078－857－5470  FAX：078－857－5474   



通常運賃 
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区分 クラス 普通運賃

大人 おひとり様 ツーリスト 13,420円

（中学生以上） プライベートベッド 16,420円

プライベートシングル 17,420円

※小人は大人の半額となります。 プライベートベッド（グループ） 18,420円

スタンダードシングル (＊) 20,820円

スーペリア 24,220円

デラックス、デラックス（ウィズペット） 30,020円

デラックス（和室） 31,020円

スイート、スイート（バリアフリー） 33,220円

ウィズペットルーム使用料金

（デラックス１室あたりの追加料金）
8,600円

くまモンと夢見る船旅ルーム使用料金

（デラックス１名様あたりの追加料金）
1,000円

ぐりぶーとさくらの仲良し船旅ルーム使用料金

（デラックス１名様あたりの追加料金）
500円

～4m未満 34,440円

4ｍ以上～6m未満 39,040円

以後１ｍ増すごとに 4,100円

３ｍ未満 21,500円

４ｍ未満 26,850円

５ｍ未満 31,170円

６ｍ未満 35,280円

７ｍ未満 51,840円

８ｍ未満 58,010円

９ｍ未満 64,180円

１０ｍ未満 78,170円

１１ｍ未満 85,370円

１２ｍ未満 92,570円

以後１ｍ増すごとに 8,230円

ペットケージ（１ケージ） 2,000円

自転車 2,300円

原付自転車（125cc未満） 4,500円

自動二輪車 7,700円

 (＊)スタンダードシングル・・・トラック乗務員様専用客室

乗用車

ペット特殊手荷物

トラック・バス運賃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[単位：円]　　

ウィズペットルーム

キャラクタールーム

※上記運賃は燃料油価格変動調整金（2018年4月1日～6月30日、以降3ヶ月毎に改訂）を含みます。 
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お得な割引プラン（例） 

■弾丸フェリー®＆弾丸クルーズ® 

■船に泊まろう 格安プラン（片道） 
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新造船でも、弾丸フェリーなら、大阪⇔志布志（鹿児島）間 

    往復１０,０００円～！ 
      お子様は半額５,０００円～ でお楽しみいただけます。 

お部屋タイプ 

大人2名 

スーペリア（片道） デラックス（片道） スイート（片道） 

運賃 29,100円 39,800円 42,800円 

お部屋タイプ 

大人1名 

ツーリスト（片道） プライベートベッド（片道） プライベートシングル（片道） 

運賃 8,500円 9,900円 12,400円 

お部屋タイプ 
大人1名 

ツーリスト プライベートベッド プライベートシングル 

運賃 10,000円 13,140円 14,800円 

■舟遊プラン® 

お部屋タイプ 

大人1名 

ツーリスト+ツーリスト 
プライベートベッド+プライベート 
            ベッド 

プライベートシングル+プライベート 
             ベッド 

運賃 8,880円 12,500円 15,000円 

お部屋タイプ 

大人2名 

スーペリア+スタンダード デラックス+スタンダード スイート+デラックス 

運賃 31,300円 43,000円 48,200円 

※志布志航路+大分航路の場合 

お部屋タイプ 
大人2名 

スーペリア デラックス スイート 

運賃 33,600円 53,600円 59,600円 

【追加料金】バイク1台：5,260円 乗用車（4ｍ未満）１台：19,000円 
      乗用車（5～6ｍ未満）1台：25,000円 

【追加料金】バイク1台：10,400円 乗用車（4ｍ未満）1台：23,600円 
      乗用車（5～6ｍ未満）１台：29,600円 

【追加料金】バイク1台：3,700円 乗用車（4ｍ未満）1台：17,900円 
      乗用車（5～6ｍ未満）１台：20,900円 

※上記運賃は燃料油価格変動調整金（2018年4月1日～6月30日、以降3ヶ月毎に改訂）を含みます。 

運賃、お得な割引プランに関するお問い合わせは以下までお願いいたします。 
フェリーさんふらわあホームページ または、 
フェリーさんふらわあ 予約センター  TEL ： 0120－3268－56 （さんふらわあコール）   


