
新日本海フェリー

個室利用舞鶴・敦賀港発

外観ステートルームB（個室）

ステートルームA（個室）

舞鶴航路 敦賀航路

両航路共通
ご朝食希望の方は、おひとり様２,５５０円(税込)必要となります。

（現地でお申し込みください）

ご宿泊・ご夕食時 駐車料金無料

ツインルーム

ご旅行代金に含まれるもの 写真は全てイメージです

デラックスA（個室）

2022年８月２２日(月)出発～１１月３０日(水)帰着

設定日･ご旅行代金
※フェリー運行日など詳しい日程は裏面をご確認ください。

※料金は大人・小人同額

※全て税込価格

最大20日間まで延長可能！
(道内2日目以降お客様手配/精算となります)

行程は

ステートＡ/Ｂ利用

デラックスＡ利用

おふたり様で

※使用船舶は、気象状況などにより変更になる場合がございます。

※11月は配船変更予定です。

舞鶴航路 ステート（シャワー・トイレ・冷蔵庫付）/デラックス設定なし ・敦賀航路 ステートＢ（トイレ・冷蔵庫なし）

お品書き

オーセントホテル小樽

※小樽･苫小牧到着の翌日以降にオーセントホテル小樽でご用意致します

※夕食時間は基本「17：30」開始「19：30」開始の２交代制となります

北海道小林牧場手作りカマンベール 黒松内産ブルーチーズ

苫小牧王子スモークサーモンのサラダ仕立て

小樽産平目の薄造り 薬味 ポン酢

・小樽産秋鮭と真狩村ゆり根のかぶら蒸し鮭イクラ庵 ・秋鮭南蛮漬け

・北海道産鱈白子と舞茸の天麩羅 ・落葉茸菊花和え ・鰊甘露煮 ・南京松風

北海道産ドナルドサーモンのゴーダチーズクルート焼き鱒イクラ添え

じゃが芋の中札内村産ラクレットチーズ掛け

蘭越産中山さんのななつぼし特別栽培米の土鍋ごはん

北海道産いくら醤油漬けと秋鮭のあら汁

北海道産チーズケーキ 他２点の盛り合わせ

イメージ

～４種の北海道ナチュラルチーズと共に～

道産いくらとサーモンのハーモニー



朝 昼 夕

①

②

③

休日／土・日曜・祝日

取消料
旅行企画

実　　施

お申込み下さい｡申込金は旅行代金･取消料等に充当されます。 損害を補償します。条件・金額については旅行条件書にてご確認下さい。

旅行契約は、当社がお申し込み金を受理した時点で成立するものとします。 観光庁長官登録旅行業第１１０１号 ＪＡＴＡ会員

お申し込み後、お客様の御都合で取消をされる場合、所定の取消料を申し

受けます。取消料は、旅行開始日からさかのぼって、２１日前まで無料

所定の申込書に所定事項をご記入のうえ､申込金を添えて 旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、一定の損害について

♦ご人数追加プラン ※税込価格 ※大人･小人同額

　※ホテル客室は、３名様の場合：トリプルルーム（ツイン＋エキストラベッド）/４名様の場合：ツインルーム２室 となります。

旅行のお申し込み ★ 特別補償について（当社約款特別補償規定による）

　＊旅行行程は最大２０日間まで延長可能です。（乗船日を１日目とし、２０日目に本州港到着が最大延長となります。）　

　＊ご参加可能なお車は車長が５m未満で船会社の乗用車運賃となるお車です。　＊８ナンバー・６ｍ未満の乗用車はお問い合わせください。

〇旅行商品のご案内

　＊最少催行人員/２名様（２名様以上でお申込みください）　　＊添乗員/なし　　＊食事/夕食１回　＊ご出発の１０日前までにお申し込み下さい。（満席になり次第終了）

　＊ホテル客室は全室禁煙となります。　＊ホテルの宿泊日は旅行期間内にいずれかでお申し出ください。

　＊オーセントホテル小樽・レストランでの夕食は「１７：３０開始」と「１９：３０開始」の２回転となります。

　＊新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、一時的に停止または催行中止となることがあります。　＊「新型コロナウイルス感染予防」については別紙にてご案内いたします。

　＊気象状況(積雪等)により、道内の目的地によっては「スタッドレスタイヤ」、「タイヤチェーン」のご準備をおすすめします。

＜４＞ 　～③舞鶴港（２１：１５入港）または④敦賀港（２０：３０入港） × × ×

～フェリー（新日本海フェリー）　　＝マイカー　

　＊最低地上高が９ｃｍ以下の車両はお申込み（乗船）できません。お車を必ずご確認ください。　＊ガスボンベ等の危険物は持ち込みできません。

　＊旅行期間中にお客様のご都合でご使用されなかったサービス（乗船・宿泊・夕食）の払い戻しはできません。

旅行条件（要約）　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申込み願います。

  ＊ペットの同行の場合、お客様自身で現地ペット専用ホテルをご手配下さい。(ホテル施設内はペットの受け入れはできません)

　　 フェリーのペットゲージについては別手配(現地精算)で手配いたします。お申し込みの際、お申し出ください。＊ペットは旅行代金に含まれます「特別補償」の対象外となります。　

　＊例)「往路：舞鶴港⇒小樽港、復路：苫小牧東港⇒敦賀港」または「往路：敦賀港⇒苫小牧東港、復路：小樽港⇒舞鶴港」のご利用も可能です。　

　＊手配後の乗船日・乗船便・宿泊日・夕食日の変更はできません。　＊大人１名様につき添い寝の場合、幼児（未就学）１名様の乗船は無料です。 

×

＜３＞

　ホテル＝北海道をフリードライブ＝オーセントホテル小樽・夕食 ＝

× × 〇

　＝③小樽港（２３：３０出港）または④苫小牧東港（２３：３０出港）～【船中泊】

＜２＞ 　～①小樽港（２０：４５入港）または②苫小牧東港（２０：３０入港）＝オーセントホテル小樽　【ホテル泊】 × ×

＜１＞ 　①舞鶴港（２３：５０出港）または②敦賀港（２３：５５出港）～【船中泊】 × × ×

フェリー運航日とダイヤのご案内 ※ドック･気象状況等により時刻・船型が変更となる場合がございます。11月の船型はお問い合わせください。

日 行程
食事

毎日運航（但し、10/9･16･30･31、11/1･3･4･13･20･23は運休）　　③小樽港 23:30発 ⇒ 舞鶴港 翌日21:15

　　④苫小牧東港 23:30発 ⇒ 敦賀港 翌日20:30 毎日運航（但し、10/10･23･30、11/6･27は運休）

　　①舞鶴港 23:50発 ⇒ 小樽港 翌日20:45 毎日運航（但し、10/9･16･31、11/２･3･13･20･23は運休）

　　②敦賀港 23:55発 ⇒ 苫小牧東港 翌日20:30 毎日運航（但し、10/10･23･30、11/６･27は運休）

旅行条件・旅行代金は２０２２年８月１日を基準としております。

その他
ＴＥＬ ０６-４７９５-１００１

旅行開始日の前日は４０％。開始日当日は５０％。開始後及び無連絡

不参加１００％となります。

旅行開始日の２０日前より８日前まで２０%。７日前より２日前まで３０％ 総合旅行業務取扱管理者　井手達也

〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4-B100　大阪駅前第４ビルB1F

営業時間 月～金曜日 ０９：００～１８：００

往
路

復
路

船室
ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ

ﾌﾟﾗﾝ

スイート往復利用 ※大人･小人同額 ※税込価格(船内全食事付)

【おふたり様】 【おひとり様追加】２４０,０００円 １００,０００円

５０,０００円【ステートＡ/Ｂ利用】

【デラックスＡ利用】
おひとり様あたり

６０,０００円



ＱＲコードにて各施設ホームページご覧いただけます！

新潟港発着

外観

ご朝食希望の方は、おひとり様２,５５０円(税込)必要となります。

（現地でお申し込みください）

ご宿泊・ご夕食時 駐車料金無料

ツインルーム

ご旅行代金に含まれるもの

※使用船舶は、気象状況などにより変更になる場合がございます。

写真は全てイメージです

新潟～小樽航路 新潟～苫小牧東航路

両航路共通

ステートルームA（個室）

ステートルームＢ（個室）

デラックスA（個室）

デラックスＢ（個室）

※苫小牧航路のみ

新日本海フェリー

個室利用

2022年８月２２日(月)出発～１１月３０日(水)帰着

設定日･ご旅行代金

※フェリー運行日など詳しい日程は裏面をご確認ください。

※料金は大人・小人同額

※全て税込価格

最大20日間まで延長可能！
(道内2日目以降お客様手配/精算となります)

行程は

ステートＡ/Ｂ利用

デラックスＡ/Ｂ利用

おふたり様で

※設定除外日 往路/新潟⇒小樽 9月17日･18日 復路/小樽⇒新潟 9月17日･24日 苫小牧東⇒新潟 9月24日

お品書き

※夕食時間は基本「17：30」開始「19：30」開始の２交代制となります

北海道小林牧場手作りカマンベール 黒松内産ブルーチーズ

苫小牧王子スモークサーモンのサラダ仕立て

小樽産平目の薄造り 薬味 ポン酢

・小樽産秋鮭と真狩村ゆり根のかぶら蒸し鮭イクラ庵 ・秋鮭南蛮漬け

・北海道産鱈白子と舞茸の天麩羅 ・落葉茸菊花和え ・鰊甘露煮 ・南京松風

北海道産ドナルドサーモンのゴーダチーズクルート焼き鱒イクラ添え

じゃが芋の中札内村産ラクレットチーズ掛け

蘭越産中山さんのななつぼし特別栽培米の土鍋ごはん

北海道産いくら醤油漬けと秋鮭のあら汁

北海道産チーズケーキ 他２点の盛り合わせ

イメージ

オーセントホテル小樽
～４種の北海道ナチュラルチーズと共に～

道産いくらとサーモンのハーモニー



朝 昼 夕

①

②

③

〇

　～①小樽港（０４：３０入港）　＝　　北海道をフリードライブ＝　オーセントホテル小樽　【ホテル泊】

　～②苫小牧東港（１６：４５入港）　＝　オーセントホテル小樽　【ホテル泊】

日 行程
食事

＜１＞ 　新潟港（①１２：００出港または②２２：３０出港）　～　【船中泊】　 × × ×

　＊新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、一時的に停止または催行中止となることがあります。　＊「新型コロナウイルス感染予防」については別紙にてご案内いたします。

  ＊ペットの同行の場合、お客様自身で現地ペット専用ホテルをご手配下さい。(ホテル施設内はペットの受け入れはできません)

　　 フェリーのペットゲージについては別手配(現地精算)で手配いたします。お申し込みの際、お申し出ください。＊ペットは旅行代金に含まれます「特別補償」の対象外となります。　

＜２＞ × ×

その他
ＴＥＬ ０６-４７９５-１００１旅行条件・旅行代金は２０２２年８月１日を基準としております。

不参加１００％となります。 営業時間 月～金曜日 ０９：００～１８：００ 休日／土・日曜・祝日

　＊旅行期間中にお客様のご都合でご使用されなかったサービス（乗船・宿泊・夕食）の払い戻しはできません。

旅行条件（要約）　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申込み願います。

旅行のお申し込み

旅行開始日の２０日前より８日前まで２０%。７日前より２日前まで３０％ 総合旅行業務取扱管理者　井手達也

旅行開始日の前日は４０％。開始日当日は５０％。開始後及び無連絡 〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4-B100　大阪駅前第４ビルB1F

★ 特別補償について（当社約款特別補償規定による）

所定の申込書に所定事項をご記入のうえ､申込金を添えて 旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、一定の損害について

取消料
旅行企画

実　　施
お申し込み後、お客様の御都合で取消をされる場合、所定の取消料を申し

受けます。取消料は、旅行開始日からさかのぼって、２１日前まで無料

旅行契約は、当社がお申し込み金を受理した時点で成立するものとします。

お申込み下さい｡申込金は旅行代金･取消料等に充当されます。 損害を補償します。条件・金額については旅行条件書にてご確認下さい。

観光庁長官登録旅行業第１１０１号 ＪＡＴＡ会員

　＊旅行行程は最大２０日間まで延長可能です。（乗船日を１日目とし、２０日目に本州港到着が最大延長となります。）　

　＊ご参加可能なお車は車長が５m未満で船会社の乗用車運賃となるお車です。　＊８ナンバー・６ｍ未満の乗用車はお問い合わせください。

　＊最低地上高が９ｃｍ以下の車両はお申込み（乗船）できません。お車を必ずご確認ください。　＊ガスボンベ等の危険物は持ち込みできません。

　＊気象状況(積雪等)により、道内の目的地によっては「スタッドレスタイヤ」、「タイヤチェーン」のご準備をおすすめします。

～フェリー（新日本海フェリー）　　＝マイカー　

♦ご人数追加プラン　※税込価格　※大人･小人同額

　※ホテル客室は、３名様の場合：トリプルルーム（ツイン＋エキストラベッド）/４名様の場合：ツインルーム２室 となります。

〇旅行商品のご案内

　＊新潟港⇔小樽港の「ステートＡ和洋室」の２名様利用及び、「ステートＡウィズペット」は当プランではお申込できません。

　＊例）「往路：新潟港⇒小樽港、復路：苫小牧東港⇒新潟港」または「往路：新潟港⇒苫小牧東港、復路：小樽港⇒新潟港」のご利用も可能です。　

　＊手配後の乗船日・乗船便・宿泊日・夕食日の変更はできません。　＊大人１名様につき添い寝の場合、幼児（未就学）１名様の乗船は無料です。 

　＊最少催行人員/２名様（２名様以上でお申込みください）　　＊添乗員/なし　　＊食事/夕食１回　＊ご出発の１０日前までにお申し込み下さい。（満席になり次第終了）

　＊ホテル客室は全室禁煙となります。　＊ホテルの宿泊日は旅行期間内にいずれかでお申し出ください。

　＊オーセントホテル小樽・レストランでの夕食は「１７：３０開始」と「１９：３０開始」の２回転となります。

×

＜３＞ × × ×　ホテル＝北海道をフリードライブ＝③小樽港（１７：００出港）／④苫小牧東港（１９：３０出港）　～　【船中泊】

＜４＞ 　～新潟港（③０９：１５入港　④１５：３０入港） × ×

　　④苫小牧東港 19:30発 ⇒ 新潟港 翌日15:30着 月～土曜運航

フェリー運航日とダイヤのご案内　※ドッグ・気象状況などにより時刻・配船が変更となる場合がございます。

　　①新潟港 12:00発 ⇒ 小樽港 翌日04:30着 火～日曜運航

　　②新潟港 22:30発 ⇒ 苫小牧東港 翌日16:45着 月～土曜運航

　　③小樽港 17:00発 ⇒ 新潟港 翌日09:15着 月～土曜運航 

往
路

復
路

船室
ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ

ﾌﾟﾗﾝ

スイート往復利用 ※大人･小人同額 ※税込価格(船内全食事付)

往
路

復
路

【おふたり様】 【おひとり様追加】１８０,０００円 ８０,０００円

４０,０００円【ステートＡ/Ｂ利用】

【デラックスＡ/Ｂ利用】
おひとり様あたり

５０,０００円



ＱＲコードにて各施設ホームページご覧いただけます！

秋田港発着

外観

ご朝食希望の方は、おひとり様２,５５０円(税込)必要となります。

（現地でお申し込みください）

ご宿泊・ご夕食時 駐車料金無料

ツインルーム

ご旅行代金に含まれるもの 写真は全てイメージです

新日本海フェリー

個室利用

ステートルームＢ（個室）

デラックスA（個室）

デラックスＢ（個室）

秋田県民

割引適用

最大20日間まで延長可能！
(道内2日目以降お客様手配/精算となります)

行程は

秋田県民割引は秋田県環日本海交流振興協賛会により1組様あたり１０,０００円の助成を受けた旅行代金となります。

他県の方は対象外となります。

ご旅行代金(おふたり様で)
※料金は大人・小人同額 ※全て税込価格

設定日/2022年９月１日(木)出発2～１１月３０日(水)帰着
※フェリー運行日など詳しい日程は裏面をご確認ください。

ステートＢ利用

デラックスＡ/Ｂ利用

基本代金
秋田県民
割引後代金

お品書き
北海道小林牧場手作りカマンベール 黒松内産ブルーチーズ

苫小牧王子スモークサーモンのサラダ仕立て

小樽産平目の薄造り 薬味 ポン酢

・小樽産秋鮭と真狩村ゆり根のかぶら蒸し鮭イクラ庵 ・秋鮭南蛮漬け

・北海道産鱈白子と舞茸の天麩羅 ・落葉茸菊花和え ・鰊甘露煮 ・南京松風

北海道産ドナルドサーモンのゴーダチーズクルート焼き鱒イクラ添え

じゃが芋の中札内村産ラクレットチーズ掛け

蘭越産中山さんのななつぼし特別栽培米の土鍋ごはん

北海道産いくら醤油漬けと秋鮭のあら汁

北海道産チーズケーキ 他２点の盛り合わせ

イメージ

オーセントホテル小樽
～４種の北海道ナチュラルチーズと共に～

道産いくらとサーモンのハーモニー



朝 昼 夕

①

②

③

フェリー運航日とダイヤのご案内　※ドッグ・気象状況などにより時刻・配船が変更となる場合がございます。

♦ご人数追加プラン　※税込価格　※大人･小人同額

　※ホテル客室は、３名様の場合：トリプルルーム（ツイン＋エキストラベッド）/４名様の場合：ツインルーム２室 となります。

〇旅行商品のご案内

＜往路＞　秋田港 06:15発 ⇒ 苫小牧東港 同日16:45着 　火～日曜運航

＜復路＞　苫小牧東港 19:30発 ⇒ 秋田港 翌日07:35着　 月～土曜運航 ※設定除外日 9月17日･24日

日 行程
食事

× × ×

～フェリー（新日本海フェリー）　　＝マイカー　　

〇

＜２＞ 　ホテル　＝　北海道をフリードライブ　＝　苫小牧東港（１９：３０出港）　～　【船中泊】

　＊手配後の乗船日・乗船便・宿泊日・夕食日の変更はできません。　＊大人１名様につき添い寝の場合、幼児（未就学）１名様の乗船は無料です。 

　＊旅行行程は最大２０日間まで延長可能です。（乗船日を１日目とし、２０日目に本州港到着が最大延長となります。）　

　＊ご参加可能なお車は車長が５m未満で船会社の乗用車運賃となるお車です。　＊８ナンバー・６ｍ未満の乗用車はお問い合わせください。

　＊最低地上高が９ｃｍ以下の車両はお申込み（乗船）できません。お車を必ずご確認ください。　＊ガスボンベ等の危険物は持ち込みできません。

　＊気象状況(積雪等)により、道内の目的地によっては「スタッドレスタイヤ」、「タイヤチェーン」のご準備をおすすめします。

　＊ホテル客室は全室禁煙となります。　＊ホテルの宿泊日は旅行期間内にいずれかでお申し出ください。

　＊オーセントホテル小樽・レストランでの夕食は「１７：３０開始」と「１９：３０開始」の２回転となります。

　＊新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、一時的に停止または催行中止となることがあります。　＊「新型コロナウイルス感染予防」については別紙にてご案内いたします。

  ＊ペットの同行の場合、お客様自身で現地ペット専用ホテルをご手配下さい。(ホテル施設内はペットの受け入れはできません)

　　 フェリーのペットゲージについては別手配(現地精算)で手配いたします。お申し込みの際、お申し出ください。＊ペットは旅行代金に含まれます「特別補償」の対象外となります。　

所定の申込書に所定事項をご記入のうえ､申込金を添えて 旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、一定の損害について

お申込み下さい｡申込金は旅行代金･取消料等に充当されます。 損害を補償します。条件・金額については旅行条件書にてご確認下さい。

旅行契約は、当社がお申し込み金を受理した時点で成立するものとします。 ＪＡＴＡ会員

取消料
旅行企画

実　　施
お申し込み後、お客様の御都合で取消をされる場合、所定の取消料を申し

受けます。取消料は、旅行開始日からさかのぼって、２１日前まで無料

旅行開始日の２０日前より８日前まで２０%。７日前より２日前まで３０％ 総合旅行業務取扱管理者　井手達也

旅行開始日の前日は４０％。開始日当日は５０％。開始後及び無連絡 〒530-0001 大阪市北区梅田1-11-4-B100　大阪駅前第４ビルB1F

＜１＞ 　秋田港（０６：１５出港）　～　苫小牧東港（１６：４５入港）　＝　オーセントホテル小樽　【ホテル泊】 × ×

＜３＞ 　　～秋田港（０７：３５入港）

× × ×

その他
ＴＥＬ ０６-４７９５-１００１旅行条件・旅行代金は２０２２年８月１日を基準としております。

不参加１００％となります。 営業時間 月～金曜日 ０９：００～１８：００ 休日／土・日曜・祝日

観光庁長官登録旅行業第１１０１号

旅行条件（要約）　詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申込み願います。

旅行のお申し込み ★ 特別補償について（当社約款特別補償規定による）

　＊旅行期間中にお客様のご都合でご使用されなかったサービス（乗船・宿泊・夕食）の払い戻しはできません。

　＊最少催行人員/２名様（２名様以上でお申込みください）　　＊添乗員/なし　　＊食事/夕食１回　＊ご出発の１０日前までにお申し込み下さい。（満席になり次第終了）

スイート往復利用 ※大人･小人同額 ※税込価格(船内全食事付)

３５,０００円【ステートＢ利用】

【デラックスＡ/Ｂ利用】
おひとり様あたり

４０,０００円

基本代金 【おふたり様】
【おひとり様追加】

１４０,０００円
６０,０００円

船室
ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ

ﾌﾟﾗﾝ

【おふたり様】１３０,０００円秋田県民
割引後代金


