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新門司港（第1・2ターミナル）
福 岡 県 北 九 州 市 門 司 区 新 門 司 北 1‐1
TEL.093‐481‐6581
神戸六甲アイランド港
兵庫県神戸市東灘区向洋町東3丁目2‐1
TEL.078‐857‐1211
泉大津港
大阪府泉大津市小津島町1‐3
TEL.0725‐22‐7171
※上記の電話番号は乗用車・バイク・旅客等でご乗船の予
約・お問合せ先（新門司の予約センターに転送されます）

Webサイト
https://www.han9f.co.jp/
スマホサイト
https://www.han9f.co.jp/sp

植物油インキを使用しています

このパンフレットは
再生紙を使用しています 18.12.50,000AKM改

乗船手続きの流れ
乗船手続き

インターネット予約

電

話

予

ご乗船から下船までの流れ
チケット受け取り後、お時間まで待合室や売店をご利用ください。
ご乗船開始は受付窓口やアナウンスでご案内しています。

約

乗船
旅

phone

車
バイク

客

申込書

のりばで

のりばで

受付窓口にて予約番号を伝えます
（申込書不要）カード決済した場合は
予約返信メールを印刷、
または携帯
画面を表示して下さい。
自動車航送
がある場合は 車検証 が必要です。

乗船申込書を記入後、
受付窓口へ。
自動車航送がある場合は、車検証 が
必要です。

旅行代理店のクーポン券（予約券）をお持ち
のお客様は乗船券へ引き換えになります。

ターミナル乗船レーンへ
ご本人様の運転でお願いします。
（係員が誘導しますので初めての
方でも安心です）車でのご乗船は
運転手の方のみです。

予約番号
0-000 です。

予約番号
0-000 です。

搭乗

チケット受取り
旅

ターミナル乗・下船口へ
★ マ ー ク（ 次 頁 タ ー ミ ナ ル 案 内
図）の階が乗・下船口です。
階段、エスカレーター、
エレベーターでご移動
ください。

客

ターミナル乗・下船口へ。
車椅子・ベビーカーをご利用
の方も安全です。

車・バイク

ペット

ターミナル乗船
レーンへ。
ご本人様の運転で船内駐車場
へ。車でのご乗船は運転手の
方のみです。

ターミナル、車のどちらからでも
ご一緒に乗船できます。
リードをつけるかケージに入
れて乗船してください。
（チ
ケットが必要です）ご乗船後
は案内所にて受付後ペット
ルームへお願いします。

新門司→ 神 戸 下 船 8：00
新門司→ 泉大津下船 7：30
神

戸→ 新門司下船 8：00

泉大津→ 新門司下船 7：30

旅客受付

車・バイク受付

●当日受付窓口・船内案内所にて予
約受付中。

●当日受付窓口にてご乗船前に予
約が必要です。

●最寄りの駅まで送迎いたします。

● 下 船 の 際 は 、お 連 れ 様 も お 車 で
一緒に下船できます。

泉大津港→南海電鉄泉大津駅
神戸港→六甲ライナーアイランド北口駅

お部屋へ

※受付時間、
台数に限りがございます。

（ゆっくりステイ時のみ）

●ご乗船後の船内での受付は行って
おりません。

※安全上、指定のお時間までは下船できません。※気象状況によっては、ご利用できない場合がございます。

出港後、車両甲板は施錠いたし
ます。貴重品及び必要なお荷物
は 、お 手 元 に お 願
いします。

船内案内所（フロント）にてご案内しております。
大きな荷物をお持ちのお客様はエレベーターをご利用ください。

乗船後の車両受付は不可

※翌朝到着が早すぎる方へ、船内でゆっくりおくつろ
ぎいただける無料サービスです。
※お部屋でお時間までお休みいただけます。
※レストラン、売店、展望浴室もご利用いただけます。
※当日各港で受付いたします。前もっての電話予約は
できません。
※週末（金〜日）の新門司〜神戸航路は対象外となり
ます。

船内駐車場へ

乗船口スタッフにチケットをお渡
しください。ターミナルと本船を
繋ぐ通路の先が船
内です。

当日各港で受付!

ゆっくりステイ

新門司港→JR門司駅

船内へ

下船
旅

車
バイク

客

船内乗・下船口へ

船内駐車場へ

本船とターミナルを繋ぐ通路を
お通りください。

ご本人様の運転でお願いします。
車での下船は運転手の方のみ
です。

連絡バスのりばへ

お連れ様との合流

ターミナル1階の出入口前にバス
が待っています。みなさんが乗車
したのを確認してから
出発いたします。

ターミナル前の
駐車場で合流
してください。

乗船から下船

I n te r n e t

ターミナル案内図
新門司港
第1ターミナル

神戸六甲アイランド港

神戸行き
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2F

1F

4F
新門司港
第2ターミナル

泉 大 津 港

1F

泉大津行き

1F
2F

4F
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ターミナル

ターミナル

3F

いずみ

Guest Room

ひびき

ロイヤル（洋室２名）

デラックス和洋室（３〜４名） デラックス和室（３名）

デラックス洋室（４名）

デラックス洋室（１名）
テレビ・洗面台
茶器セット・電気ケトル
浴衣・アメニティ・スリッパ

バス・トイレ・テレビ・冷蔵庫・空気清浄器
茶器セット・電気ケトル・バスタオル・浴衣・リラックスウエア・アメニティ・シャンプー
コンディショナー・ボディソープ･コンセント・ドライヤー・自動ロック式カードキー

※備え付けスリッパは、
デラックス洋室
（1、
4名）
のみ

コンセント・自動ロック式カードキー

デラックス洋室（2名）

バリアフリー

スイート（洋室２名）
バス・トイレ・テレビ・冷蔵庫･空気清浄器･茶器セット・電気ケトル・バスタオル・浴衣・アメニティ
リンスinシャンプー･ボディソープ・コンセント・ドライヤー･自動ロック式カードキー

ドライバーズルーム（１名）
テレビ・コンセント

（ビニールポーチ入）
、
ハブラシ、
ティッシュ
デラックス洋
（1人）タオル
デラックス洋
（4人）タオル
（ビニールポーチ入）
、
ハブラシ
客室・パブリック（ロビー・レストラン等）は、スリッパでお過ごしいただけます。
展望デッキ（外部デッキ）等は、滑りやすいのでお控えください。

レディースルームあり
階段式2段ベッド
100円リターン式コインロッカー
各自コンセント
自動ロック式カードキー
※レディースルームのみ

アメニティ
ロイヤル / スイート / デラックス和洋・和・洋（2 人）
タオル
（ビニールポーチ入）
、
使い捨てスリッパ、
ハブラシ、
ヒゲソリ、
石鹸、
レディースセット、
ヘアブラシ、
ティッシュ

スタンダード洋室（１6名）

スタンダード和室（8〜14名）
敷きパット・掛け布団・枕
100円リターン式コインロッカー
各自コンセント
更衣室

お部屋の等級ランクアップご希望の
お客様は、空室がございましたら変
更可能です。船内案内所までどうぞ。

いずみ ひびき

いずみ ひびき

窓付き浴室・寝室
プライベートデッキ付き

いずみ

Public space

ひびき

露天風呂

展望ルーム

今までにないパノラマ感！船首部
分に設置され、船長と同じ目線で
船旅が味わえます。

瀬戸内海の満天の星空やライトアップ
された橋、早朝の大海原と様々な景色
を楽しめます。

大浴場

シャワールーム
・ボディソープ、リンスinシャンプー、ドライヤー
・ベビーシート（おむつ交換用）をご用意しております。
・バスタオルは売店にて販売しております。

・ボディソープ、リンスinシャンプー
・全室個室、24時間いつでもOK！
・大浴場に併設

案内所・売店

プロムナード（展望通路）

・スタンダードのお客様も安心し
・女性用化粧室とは別に鏡や化粧 ・車椅子の方も安心です。
台を備えたパウダールームを完備。 ・ベビーシート（おむつ交換 用） てお世話できます。
があります。
・女性に優しいフェリーとなります。

・阪九フェリーオリジナルグッズを販売しています。
・便利な旅グッズも販売中!
・人気のパイシュー、アップルケーキ、HOTスナック
（ポテトやフランクフルト等）を販売しています。

・海を眺めながらゆっくりとしたひとときを♪

リラックスルーム

キッズルーム

ゲームコーナー

喫煙ルーム

・7分 100円
・ご自由にご利用ください。

・みんなで仲良く遊びましょう！ ・24時00分までご利用可能です。
・ケガをしないように気をつけ ・使用料3,000円
てね！

・コインゲーム
・24時間営業

・客室、パブリックは禁煙です。 ・消灯時間までお世話が出来ます。
各階の喫煙ルームをご利用くだ ・お世話はお客様でお願いします。
さい。

パウダールーム

多目的トイレ

授乳室

カラオケルーム

ペットルーム

いずみ ひびき

いずみ ひびき

レストラン
・カレー、お寿司、鉄板焼メニュー
等々…メニューも豊富
・朝食は焼き立てパン、朝がゆ
セット、朝カレーセット等、ご
用意しております。

やまと

Guest Room

つくし

特等室（２名）

1等洋室（２名）

バス・トイレ・テレビ・冷蔵庫・茶器セット・バスタオル・浴衣・リラックスウエア
アメニティ・リンスinシャンプー・ボディソープ･ドライヤー

テレビ・洗面台･茶器セット・
浴衣・アメニティ

テレビ・浴衣・スリッパ

2等指定B室 洋室（4名）

1等和室（３名）

レディースルームあり

テレビ・洗面台･茶器セット
浴衣・アメニティ

テレビ・浴衣・スリッパ

お部屋の等級ランクアップご希望のお客様は、
空室がございましたら変更
可能です。船内案内所までどうぞ。

アメニティ
2等指定B室 洋室（１名）
浴衣・スリッパ

2等室
レディースルームあり
敷きパット・掛け布団・枕

特等 /1 等
タオル（ビニールポーチ入）、使い捨てスリッパ、ハブラシ、ヒゲソリ、
石鹸、レディースセット、ヘアブラシ
客室・パブリック
（ロビー・レストラン等）
は、
スリッパでお過ごしいただけます。
展望デッキ
（外部デッキ）
等は、
滑りやすいのでお控えください。

やまと つくし

やまと つくし

2等指定A室 洋室（１名）

やまと

Public space

つくし

展望浴室

レストラン

・ボディソープ、リンスinシャンプー、ドライヤー
・ベビーベットをご用意しております。・バスタオルは売店にて販売しております。

・カレー、お寿司、鉄板焼メニュー等々…メニューも豊富
・朝食は焼き立てパン、朝がゆセット、朝カレーセット等、ご用意しております。

売店
プロムナード（展望通路）

やまと つくし
シャワールーム

多目的トイレ

・ボディソープ、リンスinシャンプーあります。
・全室個室、24時間いつでもOK！

・車椅子の方も安心です。
・ベビーシート（おむつ交換用）があります。

キッズルーム

給湯室

・みんなで仲良く遊びましょう！
・ケガをしないように気をつけてね！

・冷水、熱湯それぞれあります。・紙コップも常備しています。
・赤ちゃんのミルクもここで作れます。

喫煙コーナー

ペットルーム

・客室、パブリックスペースは禁煙です。
・喫煙コーナーをご利用ください。

・消灯時間までお世話が出来ます。
・お世話はお客様でお願いします。

カラオケルーム

ゲームコーナー

・24時00分までご利用可能です。 ・コインゲーム
・使用料3,000円
・24時間営業

リラックスルーム
・7分 100円
・ご自由にご利用ください。

やまと つくし

・阪九フェリーオリジナルグッズを販売して
います。
・便利な旅グッズも販売中!
・人気のパイシュー、アップルケーキ、HOT
スナック（ポテトやフランクフルト等）を
販売しています。

・海を眺めながらゆっくりとした
ひとときを♪

安全安心についてのご案内
航海中の緊急連絡方法
夜間、急病など緊急を要する場合は、
５階案内所すぐ横に設置している緊急呼び
出し電話で係員を呼び出してください。
※夜間のゲーム機の故障は、
翌朝売店でお申し付けください。

AEDについて
AEDは、５階案内所に設置しています。
夜間は、緊急呼び出し電話にて、係員へご連
絡ください。

初心者ポイント
レストラン
・お好きなメニューをトレイにお取りいただいて会計し、
お席へ着いていただくカフェテリア方式です。
・お一人様もOK。
カウンター席がございます。

各客室、パブリックスペースに充分な数の救
命胴衣を常備していますので、緊急時は係員
の指示に従って着用をお願い致します。
※小児用は案内所に常備しています。
緊急時は係員が誘導いたします。
緊急時以外は、
手を触れないでください。

禁煙場所での喫煙について
船内全客室・パブリックスペースは禁煙です。
禁煙場所での喫煙は、火災事故に繋がる大変危険な行為
です。
航海の安全と秩序維持のため、各階に設置している喫煙
ルームをご利用ください。

ペットをお連れの方へ
・ペットは、ペットルーム以外使用できません。必ずペッ
トルームをご予約ください。乗下船の際は、ゲージをご
利用いただくか、首輪・口輪・引綱（リード）を装着の上、
乗下船お願い致します。ペットのお世話（食事・飲物等）
は、ペットルームでお願い致します。
※消灯から明朝の案内所営業時間まで施錠しますので、
案内所営業時間をご確認ください。

船内コインロッカー・貴重品お預りサービス

売店

ターミナル内コインロッカー
（有料）
・日帰りの方に便利。旅行中の不要なお荷物は、ターミナル
コインロッカーに預けて、手ぶらでお出かけできます。

お車でお越しの方へ
・出港後は安全のため車両駐車スペースを施錠いたしま
す。必要なお荷物、貴重品はお手元にお願いします。

初心者ポイント

初心者ポイント

・お仕事帰りに乗船してもOK。
・ボディソープ、リンスinシャンプーがあります。
・タオルは常備しておりませんのでご持参下さい。
・大浴場にはコインロッカーがあります。
100円返却式
※やまと・つくしは、
・シャワールームはいつでも御利用いただけます。

全

全

シャワールーム

・航海中の不要なお荷物はコインロッカーへ。
（有料100円）
いずみ・ひびき
・船内案内所横に設置しているセーフティボックスをご
利用ください。
（無料）
やまと・つくし
（無料）
・船内案内所にて貴重品お預りサービスがございます。

安

安

・九州、関西のおみやげをはじめ、飲料・おつまみ・便利な
旅グッズも販売中。
・焼きたてパンやHOTスナックも販売してます。
・薬の販売や医療設備はございません。

大浴場

救命胴衣について

