行程は最大１０日間まで延長可能！

敦賀港発着

(道内2泊目以降お客様手配･精算となります)

新日本海フェリー

往復平日乗船がお得!!

写真/ニセコ
蝦夷富士『羊蹄山』

♦設定日
※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。

2022年9月1日(木)出発
～11月30日(水)帰着
♦ご旅行代金

オーセントホテル小樽夕食付

特典

小樽寿司御膳

おふたり様で
（大人・小人同額） ※全て税込価格

※往路または復路いずれかが、平日の場合も土日祝日の料金となります。

お品書き
小鉢･珍味･茶碗蒸し･天麩羅･握り寿司10貫･汁物･水菓
※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

♦ご旅行代金に含まれるもの

※写真は全てイメージです

ＳＳＳＳ

新日本海フェリー ツーリストＡ(寝台)往復

下段と上段が互い違いの入口になっており､プライベート空間も確保されてます。
※11月は配船が異なります。
下段

オーセントホテル小樽
ダブルまたはセミダブルルーム
１泊利用･夕食付
外観
ダブルルーム

上段

５ｍ未満乗用車
１台往復

※ツインルームご希望のお客様
当日空室の場合のみ、追加精算でご利用頂けます。
チェックイン時お申し出ください。

※朝食ご希望のお客様
おひとり様２,５５０円(税込)追加精算でご利用頂けます。
チェックイン時お申し出ください。

ご宿泊時

駐車料金無料♪

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。

往路

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）

復路

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）

日

食事

行程

朝

昼

夕

＜１＞

敦賀港（２３：５５出港）～【船中泊】

×

×

×

＜２＞

～苫小牧東港（２０：３０入港）＝オーセントホテル小樽 【ホテル泊】

×

×

×

＜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 ＝苫小牧東港（２３：３０出港）～【船中泊】

×

×

〇

＜４＞

～敦賀港（２０：３０入港）

×

×

×

～フェリー（新日本海フェリー）

＝マイカー

♦ご人数追加プラン おひとり様あたり(大人･小人同額)/税込価格

ツーリストＡ利用

ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
ﾌﾟﾗﾝ

ステートＡ/Ｂ利用 デラックスＡ利用

※ホテル客室/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：ダブルルーム２室 ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝのみツインルーム２室
※船室はグループ同一となります。追加の方のみの等級変更は出来かねますので予めご了承ください。

ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
ﾌﾟﾗﾝ

船室往復個室＋ホテルツインルーム利用

(大人・小人同額）
全て税込価格

※11月は配船が異なります。

ステートＡ/Ｂ利用

おふたり様で

デラックスＡ利用

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）

＊舞鶴航路はご利用頂けません。
＊1グループにつき同一等級でお申し込みください。 ＊グレードアッププランは往復利用のみとなります。片道は利用不可です。
＊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」となります。

＊新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、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は別手配(現地精算)で手配いたしますので、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。
＊旅行行程は最大１０日間まで延長可能です。（乗船日を１日目とし、１０日目に本州港到着が最大延長となります。）
＊車長５m未満で船会社の乗用車運賃のお車はお申込可能。 ＊８ナンバー・６ｍ未満のお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。 ＊ガスボンベ等の危険物は持ち込み不可です。
＊天候(積雪等)により、目的地によっては「スタッドレスタイヤ」、「タイヤチェーン」のご準備ください。
＊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。
① 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）

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。

② 取消料
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％
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。

③ その他
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。

観光庁長官登録旅行業第１１０１号

ＪＡＴＡ会員

旅行企画
実 施
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
休日／土・日曜・祝日

ＴＥＬ

０６-４７９５-１００１

行程は最大１０日間まで延長可能！

新潟港発着

(道内2泊目以降お客様手配･精算となります)

新日本海フェリー

往復平日乗船がお得!!

写真/ニセコ
蝦夷富士『羊蹄山』

♦設定日

2022年9月1日(木)出発
～11月30日(水)帰着

オーセントホテル小樽夕食付

特典

小樽寿司御膳

※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。

※設定除外日 往路/新潟⇒小樽 9/16･17
復路/小樽⇒新潟 9/17･23･24
苫小牧東⇒新潟 9/24

♦ご旅行代金 おふたり様で

(大人・小人同額)
※全て税込価格

※往路または復路いずれかが、平日の場合も土日祝日の料金となります。

お品書き
小鉢･珍味･茶碗蒸し･天麩羅･握り寿司10貫･汁物･水菓

♦ご旅行代金に含まれるもの

※写真は全てイメージです

ＳＳＳＳ

新日本海フェリー ツーリストＡ(寝台)往復

下段と上段が互い違いの入口になっており､プライベート空間も確保されてます。

オーセントホテル小樽
ダブルまたはセミダブルルーム
１泊利用･夕食付
外観

ダブルルーム

下段

上段

苫小牧東航路 9名以上の２段ベッド/大部屋タイプ
小樽航路 22名以上の2段ベッド/大部屋タイプ
おひとり様１ベッド
コンセント・荷物棚・枕元照明・ロールカーテンあり

５ｍ未満乗用車
１台往復

※ツインルームご希望のお客様
当日空室の場合のみ、追加精算でご利用頂けます。
チェックイン時お申し出ください。

※朝食ご希望のお客様
おひとり様２,５５０円(税込)追加精算でご利用頂けます。
チェックイン時お申し出ください。

ご宿泊時

駐車料金無料♪

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
②新潟港 22:30発 ⇒ 苫小牧東港 翌日16:45着
復 ③小樽港 17:00発 ⇒ 新潟港 翌日09:15着
路 ④苫小牧東港 19:30発 ⇒ 新潟港 翌日15:30着

火～日曜運航
月～土曜運航
月～土曜運航
月～土曜運航

往
路

日
＜１＞

食事

行程
新潟港（①１２：００出港または②２２：３０出港） ～ 【船中泊】
～①小樽港（０４：３０入港） ＝

朝

昼

夕

×

×

×

×

×

〇

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＞
～②苫小牧東港（１６：４５入港） ＝ オーセントホテル小樽 【ホテル泊】
＜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）

×

×

×

～フェリー（新日本海フェリー）

＝マイカー

♦ご人数追加プラン おひとり様あたり(大人･小人同額)/税込価格

ツーリストＡ利用

ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
ﾌﾟﾗﾝ

ステートＡ/Ｂ利用 デラックスＡ/Ｂ利用

※ホテル客室/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：ダブルルーム２室 ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝのみツインルーム２室
※船室はグループ同一となります。追加の方のみの等級変更は出来かねますので予めご了承ください。

船室往復個室＋ホテルツインルーム利用
ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
ﾌﾟﾗﾝ

ステートＡ/Ｂ利用

おふたり様で

(大人・小人同額） ※全て税込価格

デラックスＡ/Ｂ利用

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）

＊1グループにつき同一等級でお申し込みください。 ＊グレードアッププランは往復利用のみとなります。片道は利用不可です。
＊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。 ＊ホテルでの夕食は「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の状況等を踏まえ、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は別手配(現地精算)で手配いたしますので、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」の対象外です。
＊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。
＊旅行行程は最大１０日間まで延長可能です。（乗船日を１日目とし、１０日目に本州港到着が最大延長となります。）
＊車長５m未満で船会社の乗用車運賃のお車はお申込可能。 ＊８ナンバー・６ｍ未満のお車はお問い合わせください。 ＊ガスボンベ等の危険物は持ち込み不可です。

＊最低地上高が９ｃｍ以下の車両はお申込み（乗船）できません。 ＊天候(積雪等)により目的地によっては「スタッドレスタイヤ」、「タイヤチェーン」のご準備ください。
＊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。
① 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）

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。

② 取消料
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％
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。

③ その他
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。

観光庁長官登録旅行業第１１０１号

ＪＡＴＡ会員

旅行企画
実 施
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
休日／土・日曜・祝日

ＴＥＬ

０６-４７９５-１００１

行程は最大１０日間まで延長可能！

秋田港発着

(道内2泊目以降お客様手配･精算となります)

新日本海フェリー

往復平日乗船がお得!!

秋田県民
割引適用

写真/ニセコ
蝦夷富士『羊蹄山』

♦設定日
特典

※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。

2022年9月1日(木)出発
～11月30日(水)帰着
(大人・小人同額)
♦ご旅行代金 おふたり様で ※全て税込価格

オーセントホテル小樽夕食付
小樽寿司御膳

秋田県民
お品書き

割引後代金

小鉢･珍味･茶碗蒸し･天麩羅･握り寿司10貫･汁物･水菓子

秋田県民

秋田県民割引は秋田県環日本海交流推進協議会により

割引後代金

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。

※往路または復路いずれかが、平日の場合も土日祝日の料金となります。

♦ご旅行代金に含まれるもの
ＳＳＳＳ
新日本海フェリー

他県の方は対象外となります。

※写真は全てイメージです

ツーリストＡ(寝台)往復

オーセントホテル小樽
ダブルまたはセミダブルルーム
１泊利用･夕食付

下段と上段が互い違いの入口になっており､プライベート空間も確保されてます。

外観

ダブルルーム

下段

上段

５ｍ未満乗用車
１台往復

※ツインルームご希望のお客様
当日空室の場合のみ、追加精算でご利用頂けます。
チェックイン時お申し出ください。

※朝食ご希望のお客様
おひとり様２,５５０円(税込)追加精算でご利用頂けます。
チェックイン時お申し出ください。

ご宿泊時 駐車料金無料♪

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。

＜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24日

日

食事

行程

朝

昼

夕

＜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】

×

×

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】

×

×

×

×

×

×

＜３＞

～秋田港（０７：３５入港）
～フェリー（新日本海フェリー）

＝マイカー

♦ご人数追加プラン おひとり様あたり(大人･小人同額)/税込価格

ツーリストＡ利用

ステートＢ利用

ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
ﾌﾟﾗﾝ

デラックスＡ/Ｂ利用

※ホテル客室/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：ダブルルーム２室 ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝのみツインルーム２室
※船室はグループ同一となります。追加の方のみの等級変更は出来かねますので予めご了承ください。

ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
ﾌﾟﾗﾝ

船室往復個室＋ホテルツインルーム利用
ステートＢ利用

(大人・小人同額）
全て税込価格

デラックスＡ/Ｂ利用

秋田県民

おふたり様で

秋田県民

割引後代金

割引後代金

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）

＊1グループにつき同一等級でお申し込みください。 ＊グレードアッププランは往復利用のみとなります。片道は利用不可です。
＊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。 ＊ホテルでの夕食は「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の状況等を踏まえ、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は別手配(現地精算)で手配いたしますので、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。
＊旅行行程は最大１０日間まで延長可能です。（乗船日を１日目とし、１０日目に本州港到着が最大延長となります。）
＊車長５m未満で船会社の乗用車運賃のお車はお申込可能。 ＊８ナンバー・６ｍ未満のお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。 ＊ガスボンベ等の危険物は持ち込み不可です。
＊天候(積雪等)により、目的地によっては「スタッドレスタイヤ」、「タイヤチェーン」のご準備ください。
＊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。
① 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）

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。

② 取消料
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％
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。

③ その他
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。

観光庁長官登録旅行業第１１０１号

ＪＡＴＡ会員

旅行企画
実 施
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
休日／土・日曜・祝日

ＴＥＬ

０６-４７９５-１００１

