
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、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。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年5月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

北海道

日本生まれの日本育ち。「にっぽん」の
名を冠した客船で、1990年就航当時、
この船を命名する役目を紀宮清子内親
王(現、黒田清子氏) が務めました。各
寄港地で積み込まれる食材を使っての
上質なお料理、職人が毎日焼くパンな
ど「食のにっぽん丸」として船旅愛好家
に支持されている船です。2020年に大
改装を終え、より利用しやすくなりま
した。メインダイニングの他に寿司バー
(別料金)もあり、嬉しい大浴場がある
のも日本船の良さです。

洋食イメージ

シェフ自ら寄港地の旬の食材にこだわります

日本生まれの日本育ち。1990年の就航以来、伝統の味を受け継ぐ「美食の船」とし
て人気のにっぽん丸の船旅。北海道の人気の離島「利尻島」と世界遺産知床の両方
を一度に楽しむことができる、人気航路へご案内します。利尻富士や知床岬を船上
から眺める景勝航路です。船内では北海道産のお食事もお楽しみいただける他、利
尻島では名店「味楽」のラーメンをご賞味いただいたり、羅臼では地元の方々の協力
により「羅臼ダイニング」を楽しんだりと、北海道の魅力を食でも楽しみます。下船後は、
羊蹄山麓の高原リゾート、ヒルトンニセコビレッジに連泊しのんびり滞在をお楽しみい
ただきます。

ツアープランナーより

伝統の味を受け継ぐ「美食の船」 にっぽん丸でゆく3泊の船旅人気の客船

�◯「洋上のオーベルジュ」にっぽん丸でゆく3泊
の船旅。定評のあるお食事もお楽しみに。

�◯憧れの利尻島・知床半島へ。利尻富士、知床
岬を船上から眺めます。

�◯下船後は、羊蹄山麓の高原リゾート、ヒルトン
ニセコビレッジに連泊します。

ここにご注目  旅のポイント

船上から知床半島を見晴らす(イメージ)船上から知床半島を見晴らす(イメージ)

海の国ニッポン フェリー客船で楽しむ旅

裏面もご覧ください

にっぽん丸　北海道クルーズ
小樽から知床への旅 6日間

利尻島と知床を一度に訪ねる人気航路へ

2022年の改装により更に快適になったスーペリア
ツインをご用意（客室イメージ）

にっぽん丸

楽楽

サービス
お荷物

にっぽん丸　ⓒ三好和義　



旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行であり、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。旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条

件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年5月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

利尻島と世界遺産知床を一度に訪ねる人気航路です

■最少催行人員：10名　■食事：朝食5回、昼食6回、夕食5回
■添乗員：羽田空港ご出発から羽田空港ご到着まで随行いたします。
■ホテル：にっぽん丸（角窓、シャワー・トイレ付き洋室）スーペリアツイン(14
～18㎡、2～4階)の客室をご用意しました。
ニセコ／ヒルトンニセコビレッジ（バス・トイレ付き洋室）
■利用予定バス会社：時計台バス株式会社または同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空または全日空またはエア・ドゥ（普通席）
■利用交通機関：JR函館本線普通車自由席、混雑時は立席となる場合がございます。

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・6日間】 
8月31日（水）, 9月3日（土） ¥358,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥100,000にて承ります）

有珠山ロープウェイ山頂からの眺め(添乗員撮影)

北海道の人気の離島「利尻島」と世界遺産知
床の両方を、一度に楽しむことができる

「にっぽん丸」の人気航路へご案内します。
利尻富士や知床岬を船上から眺める景勝航
路です。船内では北海道産のお食事もお楽
しみいただける他、利尻島では名店「味楽」
のラーメンをご賞味いただいたり、羅臼で
は地元の方々の協力により「羅臼ダイニン
グ」を楽しんだりと、北海道の魅力を食で
も楽しみます。また定評のある乗船ゲスト
も今出航日はトワ・エ・モアさんですのでご
期待ください。

神秘の岩壁刻画「フゴッペ洞窟」と「手宮洞窟」
積丹半島の余市と小樽の間には今だに解明されていない神秘的な遺跡が集中しています。
小樽の近くにある手宮洞窟は慶応2年に発見され、アルタミラ洞窟やカカドゥ国立公園にあ
るアボリジニの古代壁画によく似た刻画が世に発表され、明治のはじめにイギリスの考古
学者も研究に訪れ世界に報告されていますが、今だに解明されていません。そして昭和25
年に余市の近くにあるフゴッペ洞窟が発見され、手宮洞窟と同様の大規模な岩壁刻画が見
つかりました。フゴッペ洞窟は奥まで7ｍ、入り口幅7ⅿ、高さ5ｍの大きさで、ここの南壁、
北壁、奥壁に全部で609個の刻画を見ることが出来ます。それは有翼人物像、角や尻っぽ
のある人物像、動物、舟に乗る人々などです。翼のある人物は飛ぶシャーマンであり、角
のある人物は動物に仮装したシャーマンではないかといわれています。楽器を持つ人物もおり、
多彩な儀礼がこの地でされていたことがうかがえます。

当時の人々の暮らしが生き生きと描かれています槍を持つ人々や狩りの様子が描かれた岩壁刻画

現地合流プラン：新千歳空港合流／離団 ￥37,000引き

1
羽田空港09：30発H新千歳空港11：05着B小樽　昼食へ
ご案内します。
小樽港　夕刻、にっぽん丸に乗船　19：00出港F
� 【3連泊】（にっぽん丸泊）shy

2
利尻島08：00寄港（※船のエクスカーション（別料金）でお
楽しみください。【予定】①利尻島一日観光　②利尻・礼文二
島早回り）利尻島17：30出港F� （にっぽん丸泊）ahy

3

05：30頃（知床岬を通過）F羅臼港08：00着（注）（※船の
エクスカーション（別料金）でお楽しみください。【予定】①羅
臼早まわり　②山から見る知床　羅臼湖トレッキング）羅臼
港15：00出港F17：00頃（知床岬を通過）F
� （にっぽん丸泊）ahy

4
小樽11：30下船B積丹半島をドライブBニセコ17：00着
夕刻、ヒルトンニセコビレッジにチェックイン
� 【2連泊】（ニセコ泊）ahy

5
ニセコ（午前、有珠山ロープウェイにて山上からの景色を
眺めます。その後、●有島記念館へ）
� （ニセコ泊）ahy

6
ニセコ09：00発B倶 知 安 駅09：37発D余 市 駅10：27着
B●余市蒸溜所B●フゴッペ洞窟B●手宮洞窟保存館B
新千歳空港16：00発H羽田空港17：35着� ahs
ご自宅までお荷物を託送します。

※�感染症の防止拡大、気象・海象、その他事情(発着地や寄港
地の受け入れ状況等)により、運航スケジュール、イベントを
変更または中止する場合がございます。
※2、3日目の船のエクスカーションの詳細（内容、料金）は後日
決定します。
(注)羅臼ではテンダーボートまたは現地の船に乗り換えて上陸
します。天候によっては上陸できない場合がございます。

北海道北海道

新千歳空港新千歳空港

小樽港小樽港
手宮洞窟手宮洞窟

倶知安駅倶知安駅

有島記念館有島記念館

余市駅余市駅
フゴッペ洞窟フゴッペ洞窟

有珠山有珠山

積丹半島積丹半島

利尻島利尻島

知床岬知床岬

羅臼港羅臼港

礼文島礼文島

ニセコ（2泊）ニセコ（2泊）

にっぽん丸（3泊）にっぽん丸（3泊）

下船後は、羊蹄山麓の高原リゾート、
ヒルトンニセコビレッジに連泊します。
高級感溢れる数々のラウンジ、バー、
レストラン、寿司店、露天温泉など、
充実した設備が自慢で、優雅なホテル
ライフをお楽しみいただきます。また
白樺派の代表的な作家である有島武郎
が「相互扶助」の考えの元、彼の農場を
無償解放したのがニセコにあり、現在
では有島記念館となっています。大自
然だけでなくニセコの文化や歴史も味
わう事ができるでしょう。 ヒルトンニセコビレッジに連泊

ヒルトンニセコビレッジで優雅な連泊のひとときをこだわりの
宿

ヒルトンニセコビレッジ

利尻富士をバックに「にっぽん丸」　©三好和義


