
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 □本社（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による取引条件説明書面及び
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確定書面（最終旅行日程表）によります。
●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受
理した時に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金
額」と「追加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●取消料について
　※「旅行代金」とは「お支払い対象旅行代金」のことをいいます。
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

■各コース共通の旅行条件とご注意　■宿泊施設は特に明記してあるものを除きバスタブ・トイレ付きのお部屋です（大浴場などの施設がある場合、シャワーのみ、あるいはバスタブ・シャワーなしのお部屋となる場合があります）。　■お1人でご
参加のお客様は、1名室利用追加代金にて承ります。その場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■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、離団はお受けすることが出来ませんので、なるべく早め
にお申し出ください。　■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。　■マークの説明　H=航空機　D=列車　B=バス　K=自動車　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光 ◯＝下車観光

ご旅行条件は、2023年1月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

つでも旅行契約を解除することができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り
旅行にあっては10日目）に当たる日以降～8日目に当たる日まで
……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日目に当たる日以降～前々日に当たる日まで……
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（旅行開始前）……旅行代金の50％
■旅行開始後又は無連絡不参加……旅行代金の100％

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

初夏のにっぽん丸の船旅 &ツアー
❻コース

5月30日（火） 神戸から金沢へ  にっぽん丸の船旅  5日間

6月9日（金） 新潟発着  
 利尻島・奥尻島  にっぽん丸の船旅  5日間

6月11日（日） 初夏の道南とにっぽん丸の船旅  5日間

6月8日（木） 初夏の北海道横断とにっぽん丸の船旅  8日間

6月15日（木） ハレクラニ沖縄とにっぽん丸の船旅  6日間

6月28日（水） 沖縄やんばるの森とにっぽん丸の船旅  5日間
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NIPP O N MARU

「いつかはクルーズへ」「ソロソロ船旅を」とお考えの方も、いざ外国客船
クルーズということになりますと、言葉の問題のみならず、他国の乗船客
やクルーたちとの様々な場面での社交的なやりとりが苦手、堅苦しいフォー
マルな服装がどうも……となかなか踏み切れない、そんな方も多いように
思います。そこで、本格的な外洋クルーズにイキナリ飛び込むのを躊躇し
ていらした旅好きの皆様にお勧めしたいのが、「にっぽん丸」の船旅です。
第3代目の「にっぽん丸」として、三菱重工業神戸造船所で産声を上げ、
1990年の秋にデビュー。2020年には巨額を投じて大改装し、また2022
年にはさらにキャビン仕様に手を加えたばかりです。伝統を受け継いだ「美
食の船」と謳われる高い食事レベルは相変わらず健在で、総料理長が自
ら乗船客の年齢層や男女比、はたまた気温や天候などまでも考慮しなが
らメニューを作ります。船内で焼き上げるパンは初代から人気が高く、こ
れは食へのこだわりの象徴かもしれません。
このたびの6コースは、これから外洋クルーズへ、とお考えの方を中心に、
まずはクルーズの素晴らしさ、面白さ、そして体力的な負担の少なさを、
実際に体感していただくために、2泊、3泊のショートクルーズと、クルーズ
前後の国内各地をツアーとして組み合わせた旅に仕立てております。客船
の上から眺めるドラマティックな出港シーン、ゆっくりと岸が近づいてくる入
港シーンはまた格別で、クルーズならではの醍醐味のひとつ。さあ、貴方
もこの機会に「にっぽん丸の船上の人」になってみてはいかがでしょうか。

初夏のにっぽん丸の船旅 6コース

「これからクルーズを」とお考えの方には、
特におすすめです

乗船前
●�乗船までの日常生活や船までの移動、乗船手
続きにおいて、マスク着用など感染症の予防
策をお願いします。

●�事前にお渡しする健康質問票・同意書をご記入
ください。

●�乗船7日前からの健康状態の確認と検温をお願
いします。

●�乗船前にはウイルス検査を受検いただきます。
その結果が「陽性」もしくは「再検査」と判定さ
れた場合は乗船をお断りします。

受　付
●�距離を保ち、密集にならないように、乗船受
付を行います。

●�健康質問票の内容に間違いがないかサイン（自
署）をいただきます。

●�乗船当日の健康状態確認、ウイルス検査の受
検をお願いします。

●�37.5℃以上の発熱があった場合および健康質
問票の記載内容、ウイルス検査の結果に応じ
て、ご家族、ご同行者、ご同室者を含め乗船
をお断りする場合がございます。

●�体調がすぐれないお客様は無理をせず乗船を
お控えください。

乗船中・上陸中
●�客室、公室の空気清浄機を設置しております。
また、各所の消毒を行います。

●�毎日の検温や手指の消毒を励行をお願いしま
す。

●�クルーズ全体、各公室、食事場所、イベント
会場等で人数制限を実施する場合がございま
す。

●�距離を保ち、密集にならないように、イベン
トの内容、オプショナルツアーを運営します。

●�船内やバス乗車中はマスクの着用が必要とな
ります。

●�乗船中・上陸・帰船時に検温・手指の消毒を行い
ます。また、体調に不安のある方はお申し出
ください。

下　船
●�マスク着用など感染症の予防対策をお願いし
ます。

●�下船時に検温を行います。37.3℃以上のお客
様または体調不良の方、およびご家族、同行者、
ご同室者については診察結果が出るまで船内
待機となります

●�充分な距離を保つため、これまで以上に下船
に時間がかかる場合がございます。事前に予
約の必要な交通機関でご帰宅のお客様は、お
時間に十分な余裕を持ってご予約ください。

北海道の旅は🅱と🅲と🅳コースです

沖縄の旅は🅴と🅵コースです

にっぽん丸クルーズを安心して
楽しんでいただくために

釧路湿原　緑溢れる温根内木道 江差　開陽丸記念館

やんばるの森　慶佐次マングローブ 「美榮」の琉球料理（イメージ）

2023・5▶6

プロムナードデッキ

ホライズンラウンジ



FF

神戸

横浜

金沢

新潟

函館奥尻

利尻

名瀬

那覇

奄美
大島

沖縄

FF

FF

FF

FF

C D 函館～横浜

B 新潟～奥尻～奥尻

A 神戸～金沢

E 横浜～奄美大島～那覇

FF

F 那覇～神戸

本部

霧多布

松前
江差

厚岸
十勝

帯広 釧路

新冠温泉

登別温泉

花咲線

Dコース

進化を続けるにっぽん丸　2022年にスーペリアツインが誕生！

ホライズンバー

このたびの6コースでは、夕食時のドレスコー
ドは「カジュアル」です。
堅苦しくなく、とはいえ普段着とはならない、
ちょっとスマートにお洒落をお楽しみくださ
い。船内はクーラーが効いていることもあり、
男性は軽いサマージャケットなど上着の着用
をお勧めいたします。
（注）�にっぽん丸の寄港地エクスカーションの詳細

は、後日のご案内となります。（別料金）

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。

伝統の味を受け継ぐ「美食の船」 にっぽん丸で初夏の日本をクルーズ

グランドバス ドルフィンホールリドテラス ウォーキングトラック e カフェ＆ライブラリー

ホライズンラウンジ メインダイニング「瑞穂」 洋食（イメージ）

加賀前田家から譲りうけた純和風の料理旅館、金城樓

奥尻　奇岩なべつる © 奥尻観光協会

函館ハリストス正教会

オタトマリ沼から利尻山の光景　

神戸　北野異人館 風見鶏の館

燕三条の伝統産業とコラボレーショ
ンするレストラン、Bit（イメージ）

奄美大島 マングローブ群生地 © 益社団法人　鹿児島県観光連盟美しい海を望むハレクラニ沖縄（イメージ）ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ客室
（イメージ）

ヤンバルクイナ

Fコース

スーペリアツイン（イメージ）
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デラックスベランダ
ゆとりの広さとシックな色調でまとめられたモダンなインテリアが人気の
デラックスルーム。5階に位置し、バス・トイレ付き。そしてバルコニーを備
え、開放感に溢れた空間です。デラックス以上の客室は、ベッドの上に美し
く畳まれた伝統の花毛布が出迎えてくれます。居住性に優れた快適なクル
ーズライフをお過ごしください。

■バルコニー・バス・トイレ付き　24㎡

2022年の改装により更に快適になったスーペリアツイン
2020年に大改装を終えたばかりですが、2022年2月にスーペリアステ
ートの改装を行い、名称も「スーペリアツイン」となりました。以前は2階の
前方一部と4階のみに位置していたスーペリアですが、今回の改装により
大幅に客室数を広げ、2階、3階の一部、4階に配置されました。内装も変更
し、より快適な空間に生まれ変わっています。
■シャワー・トイレ付き　2F：14㎡〜18㎡　3F：14㎡　4F：14㎡
写真は3Fのイメージです。2Fと4Fには一部仕様の異なる客室がございます

1 新潟駅12：30発B新潟港15：00発F3泊4日のにっ
ぽん丸クルーズ� （にっぽん丸泊）ssy

2
F奥尻島08：00着（注）　終日自由行動です。
にっぽん丸のエクスカーション等をお楽しみください（別料
金）F17：00発� （にっぽん丸泊）ahy

3
F利尻島08：00着　終日自由行動です。
にっぽん丸のエクスカーション等をお楽しみください（別料
金）15：30発F� （にっぽん丸泊）ahy

4 F新潟港18：30着Bホテルオークラ新潟
� （ホテルオークラ新潟泊）ahy

5
新潟09：00発B●新潟市歴史博物館みなとぴあB●旧齋
藤家別邸B昼食は新潟の厳選素材を活かした燕三条イタ
リアンBit新潟店にてB新潟駅15：00着、解散
ご自宅までお荷物を託送します。 � ahs

※お申し込み締め切り予定日は、各乗船日の70日ほど前の金曜ですが、にっぽん丸の都合で予定日より前に締め切らせていただく場合には、ご容赦のほどお願い申し上げます。

ツアープランナーより
新潟港発着、奥尻島、利尻島という北海道の
離島をめぐる3泊4日の船旅を楽しみます。訪れ
る6月は北海道が最も爽やかで清々しい季節で
す。豊富な海の幸と手つかずの飾らない素朴な
自然の姿が魅力の「奥尻島」と北海道の人気の離
島「利尻島」。それぞれの島では寄港し、独自の
自然が残る島滞在を楽しみます。海に浮かぶよ
うに堂々と聳える「利尻富士」を船上から眺める
のも船旅ならではの絶景です。下船後は、北前
船の湊町として栄え、明治期には日本最大の人
口を誇った新潟を観光し、旅の最後は、新潟の
食の魅力を発信し続ける「燕三条イタリアンＢit 
新潟店」でのランチをお楽しみいただきます。

新潟の伝統産業とコラボレーションした
レストラン「Bit 新潟店」でのランチを楽しむ
新潟の「ものづくりの町」として知られる燕三条
を拠点に、東京にも支店を持つイタリアン「Bit�
新潟店」でのランチを楽しみます。燕三条出身
のオーナーシェフ、秋山武士さんは、「食で新潟
の魅力を伝えたい　食で新潟を盛り上げたい」
との思いから故郷燕三条でイタリアンレストラ
ンを開業。食だけでなく、カトラリーや器に至
るまで、「玉川堂」「TOJIRO」「マルナオ」など新
潟の匠が手掛けたものを利用し、食を通じて新
潟の奥深さを体現しています。

■最少催行人員：10名　■食事：朝食4回、昼食4回、夕食4回
■添乗員：新潟駅ご出発時から新潟駅ご到着時まで同行します。　
■ホテル：新潟／ホテルオークラ新潟(洋室)
■利用予定バス会社：新潟交通または同等クラス

新潟の食材やカトラリーを取り入れた「玉川堂」コースを
ご用意しました（イメージ）

ここにご注目。旅のポイント
❶ 「洋上のオーベルジュ」にっぽん丸でゆく2泊の船旅。定評のあるお食事もお楽しみに。
❷ 宿泊は立地の良い「函館国際ホテル」に連泊。松前や江差にも足を延ばします。
❸ 函館山の麓、有名グルメガイド誌にも度々掲載される老舗料亭「冨茂登」での会席料理を。

ツアープランナーより
爽やかで涼しい函館に2連泊で滞在した後は、函館から横浜へ、2泊3日のゆったりとした船旅を楽し
みます。函館連泊中には、五稜郭では幕末の歴史に思いを馳せ、西洋館や教会が立ち並ぶ元町では、
港町の異国情緒に浸ります。また、北海道唯一の城下町で、江戸風情を残す松前と、幕末から北前
船の交易で栄え、「江差の五月は江戸にもない」と謳われた商業と文化の町、江差を一日バスの旅で楽
しみます。函館でのお食事は、函館山の麓にある文人にも愛された名店、老舗料亭「冨茂登」での会
席料理をご用意しました。旅の後半は、にっぽん丸のクルーズライフをゆったりとお楽しみください。

函館山の麓。文人にも愛された名店
老舗料亭「冨茂登」での会席料理を
「冨茂登」は大正10年生まれの芸者、尾形京子
さんが交通事故の後に興したおでん屋が起源。
その後、この函館山の麓にあった料亭の建物を
譲り受け、その名も「冨茂登」として、多くのフ
ァンに支えられ今に至ります。作家の故山口
瞳氏も「いきつけの
店」の中で絶賛して
います。

■最少催行人員：10名　■食事：朝食4回、昼食2回、夕食3回
■添乗員：羽田空港ご出発時から横浜港ご到着時まで同行します　
■ホテル：函館／函館国際ホテル (洋室)
■利用予定バス会社：ケーエス北の星観光バス株式会社または同等クラス
■利用予定航空会社：全日空、日本航空またはエア・ドゥ（普通席）

函館に連泊。函館で最も海が美しく見える坂「八幡坂」

作家・山口瞳氏の好物
のいくら飯も冨茂登の
名物です（イメージ）
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初夏のにっぽん丸の船旅

神戸から金沢へ  にっぽん丸の船旅 5日間

ここにご注目。旅のポイント
❶ 「洋上のオーベルジュ」にっぽん丸でゆく2泊の船旅。定評のあるお食事もお楽しみに。
❷ ルレ・エ・シャトーに加盟する神戸北野ホテルに宿泊します。
❸ 開港往時の面影を感じる神戸の北野異人街の散策へご案内します。

ツアープランナーより
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。夕暮れ時の神戸港から憧れ
の瀬戸内海から日本海、そして金沢港まで、2
泊3日の船旅を楽しみます。乗船前は、ルレ・エ・
シャトー加盟のオーベルジュ「神戸北野ホテル」
に宿泊。フレンチの伝説の巨匠、故ベルナール・
ロワゾー考案の朝食は、スモールラグジュアリー
ホテル協会により最高の朝食に選ばれたもので
す。ホテル近くの北野異人街の散策や、現代建
築の巨匠、フランク・ロイド・ライトの建築のひと
つ「ヨドコウ迎賓館」にもご案内。神戸の地に漂う
ヨーロッパの香りを感じます。

神戸〜金沢

■最少催行人員：10名　■食事：朝食4回、昼食3回、夕食3回
■添乗員：新神戸駅ご出発時から金沢駅ご到着時まで同行します　
■ホテル：神戸／神戸北野ホテル (洋室)
■利用予定バス会社：神姫バス、北日本観光バス株式会社または同等クラス

イギリスのマナーハウス（貴族の邸宅）をイメージした外
観の神戸北野ホテルに宿泊します

1 新神戸駅 13：00発B●甲子園会館（旧甲子園ホテ
ル）B神戸 17：00着 �（神戸北野ホテル泊）ssy

2
神戸（○神戸北野異人館街の散策）W神戸12：00発B●
ヨドコウ迎賓館（旧山邑家住宅）B神戸港17：00発F2泊
3日のにっぽん丸クルーズ� （にっぽん丸泊）ahy

3 F瀬戸内海から日本海へ終日クルーズF
� （にっぽん丸泊）ahy

4
F金沢港 09：00着B金沢（○ひがし茶屋街の散策、昼食
は創業130年の老舗料亭旅館「金城樓」にて、●国立工芸
館、●金沢建築館）ホテル17：00頃チェックイン
� （金沢東急ホテル泊）ahs

5 金沢11：00発K金沢駅11：30頃着、解散� ass

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。

ツアーコード JP1535

ツアーコード JP1536

1
羽田空港09：55発H函館空港 11：15着B函館（夕食
は函館を代表する老舗料亭「冨茂登」にて
� 【2連泊】（函館国際ホテル泊）ssy

2
函館B松前（●松前城、●郷土資料館、●藩屋敷）B江
差（●開陽丸記念館、●旧中村家住宅、○いにしえ街道）
B函館� （函館国際ホテル泊）ahs

3
函館（○朝市、○函館山、○元町周辺の教会巡り、●五
稜郭、五稜郭タワー、○五稜郭公園、●箱館奉行所跡）
B�函館港F
2泊3日のにっぽん丸クルーズ� （にっぽん丸泊）asy

4 F終日クルーズF� （にっぽん丸泊）ahy

5 F横浜港09：00着、解散� ass
ご自宅までお荷物を託送します。

ツアーコード JP1537

宿泊だからこそ感じる
「世界一の朝食」
神戸北野ホテルでお楽しみいただける朝食は、
総支配人・総料理長�山口浩氏が、その師�ベル
ナール・ロワゾー氏から公式に贈られたヨーロ
ピアンスタイルです。この朝食が、『世界一』と
呼ばれる理由のひとつが、オーベルジュならで
はの時間の過ごし方です。
ディナーの余韻に浸り、ゆったりとくつろいだ
時間の中で眠りにつき、豊かな時間に包まれて
迎える朝に待つ食事。これら一つひとつの歓び
を重ねる一連の流れが、かつて味わったことの
ない食べる感動を生み出すのです。神戸北野ホ
テルはベルナール・ロワゾー氏の「世界一の朝
食」の提供を公式に許された唯一のホテルです。

「世界一の朝食」わざわざ食べにくる方が絶えません
（イメージ）

※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日目、3日目の寄港地観光は商船三井客船㈱が実施します。また、内容や
参加料金は後日ご案内します。
（注）奥尻島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。

※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。
※上記は全日空利用の場合の行程表です。その他の航空会社を利用の場合は時間
が異なります。

2つのカテゴリーのキャビンをご用意しております

●上記の2つのカテゴリーで承ります（キャビンの指定は承っておりませんので、ご容赦くださいますよう願いあげます）

❶ 「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。
❷ 憧れの利尻島と秘島・奥尻島を訪問。利尻富士を船上から眺めます。
❸ 新潟の食文化を伝えるイタリアンレストラン「Bit 新潟店」のランチを楽しみます。

ここにご注目。旅のポイント

楽楽

サービス
お荷物

C
コース

初夏のにっぽん丸の船旅

初夏の道南とにっぽん丸の船旅 5日間
函館〜横浜 楽楽

サービス
お荷物

B
コース

初夏のにっぽん丸の船旅

新潟発着  利尻島・奥尻島にっぽん丸の船旅 5日間
新潟発着　利尻島・奥尻島 楽楽

サービス
お荷物

※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅行代金
の割引と地域クーポンが付与されます。利用条件とご注意は弊
社ホームページの「全国旅行支援」もご覧ください。
※全国旅行支援の助成事業の予算が終了次第、助成事業は停止
となり、通常の旅行代金でのご案内となりますので、予めご了
承ください。なお、キャンセルされた場合は割引適用前の旅行
代金に対して通常のキャンセル料がかかります。

集合・日数・出発日 旅行代金

【新神戸駅・5日間】 
5月30日（火） 

旅行代金：スーペリアツイン ¥275,000
全国旅行支援割引：¥10,000
別途地域クーポン：¥4,000分
⇒お支払い実額：¥265,000
（1名室利用追加代金�￥100,000）

旅行代金：デラックスベランダ ¥361,000
全国旅行支援割引：¥10,000
別途地域クーポン：¥4,000分
⇒お支払い実額：¥351,000
（1名室利用追加代金�￥163,000）

※にっぽん丸は全国旅行支援対象外です。兵庫1泊、石川1泊分が対象
となります。

集合・日数・出発日 旅行代金

【新潟駅・5日間】 
6月9日（金）

旅行代金：スーペリアツイン ¥298,000
全国旅行支援割引：¥5,000
別途地域クーポン：¥2,000分
⇒お支払い実額：¥293,000
（1名室利用追加代金�￥90,000）

旅行代金：デラックスベランダ ¥436,000
全国旅行支援割引：¥5,000
別途地域クーポン：¥2,000分
⇒お支払い実額：¥431,000
（1名室利用追加代金�￥180,000）

※にっぽん丸は全国旅行支援対象外です。新潟1泊分が対象となります。

※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅
行代金の割引と地域クーポンが付与されます。利用条件
とご注意は弊社ホームページの「全国旅行支援」もご覧
ください。
※全国旅行支援の助成事業の予算が終了次第、助成事業
は停止となり、通常の旅行代金でのご案内となりますので、
予めご了承ください。なお、キャンセルされた場合は割引
適用前の旅行代金に対して通常のキャンセル料がかかりま
す。

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港・5日間】 
6月11日（日）

旅行代金：スーペリアツイン ¥265,000
全国旅行支援割引：¥10,000
別途地域クーポン：¥4,000分
⇒お支払い実額：¥255,000
（1名室利用追加代金�￥70,000）

旅行代金：デラックスベランダ ¥351,000
全国旅行支援割引：¥10,000
別途地域クーポン：¥4,000分
⇒お支払い実額：¥341,000
（1名室利用追加代金�￥127,000）

※にっぽん丸は全国旅行支援対象外です。北海道2泊分が対象となります。

※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅行
代金の割引と地域クーポンが付与されます。利用条件とご
注意は弊社ホームページの「全国旅行支援」もご覧ください。
※全国旅行支援の助成事業の予算が終了次第、助成事業は
停止となり、通常の旅行代金でのご案内となりますので、予
めご了承ください。なお、キャンセルされた場合は割引適用
前の旅行代金に対して通常のキャンセル料がかかります。
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集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港・8日間】 
6月8日（木） 

旅行代金：スーペリアツイン ¥398,000
全国旅行支援割引：¥25,000
別途地域クーポン：¥9,000分
⇒お支払い実額：¥373,000
（1名室利用追加代金�￥110,0000）

旅行代金：デラックスベランダ ¥484,000
全国旅行支援割引：¥25,000
別途地域クーポン：¥9,000分
⇒お支払い実額：¥459,000
（1名室利用追加代金�￥160,000）

※にっぽん丸は全国旅行支援対象外です。北海道5泊分が対象となります。

D
コース

初夏のにっぽん丸の船旅

初夏の北海道横断とにっぽん丸の船旅 8日間

ここにご注目。旅のポイント
❶ 「洋上のオーベルジュ」にっぽん丸でゆく2泊の船旅。定評のあるお食事もお楽しみに。
❷ 釧路から函館へ。北海道を横断。風光明媚な初夏の北海道を満喫します。
❸ 人気の「北海道ガーデン街道」の庭園も訪れます。

ツアープランナーより
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。函館港から横浜港まで、2
泊3日の船旅を楽しみます。乗船前は初夏の北
海道を旅します。旅の始まりは釧路。釧路湿原
や花咲線などの風光明媚な風景を楽しみ、帯広
周辺にある「北海道ガーデン街道」の庭園へ。二
風谷ではアイヌ文化に触れ、登別温泉も楽しみ
ます。そして、函館からにっぽん丸に乗船し横
浜へ。夏の北海道を横断した後は、太平洋のク
ルーズを楽しみます。

初夏の北海道・函館〜横浜

花と緑に溢れた庭園を巡る　
北海道ガーデン街道
コッツウォルズのような美しいガーデンの数々
を、ロマンティック街道を旅するように巡ると
いう構想のもと、2009年にスタートした「北
海道ガーデン街道」。点在するガーデンはそれ
ぞれ個性に溢れ、訪れるガーデンごとに新たな
驚きや感動を与えてくれます。ツアーでは十勝
エリアにある「十勝千年の森」「六花の森」を楽し
みます。「六花の森」では夏季のみオープンの中
札内美術村も訪れます。

■最少催行人員：10名　■食事：朝食7回、昼食6回、夕食6回
■添乗員：羽田空港ご出発時から横浜港ご到着時まで同行します。　
■ホテル：釧路／ANAクラウンプラザ (洋室)、帯広／ホテル日航ノースラン
ド帯広 (洋室)、新冠温泉／ホテルヒルズ (洋室)、登別／第一滝本館 (洋室)
■利用予定バス会社：くしろバスまたは同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空または全日空（普通席）

太平洋の荒波に突き出した霧多布岬

北海道ガーデン街道　六花の森（イメージ）

ここにご注目。旅のポイント
❶ ハワイで伝統あるハレクラニが沖縄にオープンしたラグジュアリーホテルに連泊します。
❷ 琉球の伝統を受け継ぐ宮廷料理を供する「美榮」にて昼食をご用意しました。
❸ にっぽん丸で太平洋をクルーズし、奄美大島も訪れる航路にご案内します。

ツアープランナーより
にっぽん丸で太平洋をクルーズし、横浜から奄美大島、沖縄を目指す航路を楽しみ、那覇へ。那覇着
後は、恩納村へと足を延ばし、「ハレクラニ沖縄」に宿泊します。ハワイのワイキキビーチで100年以上
の歴史を紡いできた名門「ハレクラニ（ハワイ語で“天国にふさわしい館”の意）」が2つ目の舞台として
選んだ場所が沖縄でした。2019年の夏に開業して話題を集め、大変な人気です。全室50㎡以上の
広さを誇る客室はすべてオーシャンビューで、ハレクラニのアイデンティティである「Seven Shades 
of White（七色の白）」のコンセプトを沖縄の地で美しく昇華させ、お客様を至福のひとときへと導き
ます。2連泊しますので、存分に「ハレクラニ沖縄」での最高峰のリゾートライフをご堪能ください。

■最少催行人員：10名　■食事：朝食5回、昼食3回、夕食3回
■添乗員：横浜港ご出発時から羽田空港ご到着時まで同行します。　
■ホテル：恩納村／ハレクラニ沖縄 (洋室)　■利用予定バス会社：中央交通ま
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（普通席）

ハレクラニの象徴、オーキッドプール（イメージ）

ここにご注目。旅のポイント
❶ 世界遺産登録やテレビドラマで注目を集めるやんばるをじっくり訪問。
❷ 東シナ海を望むホテルオリオンモトブリゾート＆スパに2連泊します。
❸ 迫力の大水槽で知られる人気の沖縄美ら海水族館も訪れます。

ツアープランナーより
手付かずの自然や独自の生態系が評価され、
2021年7月に世界遺産登録されたやんばる。連
続テレビ小説の舞台としても注目を集めました。
今回は、やんばるに本部の高級リゾート「オリオン
モトブリゾート＆スパ」に連泊し、やんばるを一周。
東海岸の慶佐次マングローブ林やヤンバルクイナ
生態展示学習施設、沖縄本島最北端の辺戸岬な
どにも足を延ばす行程といたしました。連泊する
本部のホテルは海洋博公園にも隣接する好立地。
太平洋の海を再現した迫力の大水槽「黒潮の海」が
人気の沖縄美ら海水族館もじっくりと時間をお取り
してご案内します。旅の最後には終日ゆったりと、
神戸までの終日クルーズをお楽しみください。

やんばるの森でヤンバルクイナを観察
沖縄本島の北部やんばるの森は大自然の宝庫。
マングローブの森さんぽ、そして学習施設「クイ
ナの森」では、他では
見られないヤンバルク
イナとご対面。北端の
辺戸岬から与論島の島
影と、やんばるの森を
たっぷり楽しむプログ
ラムといたしました。

■最少催行人員：10名　■食事：朝食4回、昼食2回、夕食4回
■添乗員：伊丹空港ご出発時から神戸港ご到着時まで同行します。　
■ホテル：本部／ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ (洋室)
■利用予定バス会社：中央交通または同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空または全日空（普通席）

ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

沖縄本島最北端の辺戸岬

1
羽田空港11：25発H釧路空港 13：00着B（○釧路
湿原の温根内木道コースを30分ほどウォーク、●港
文館）Bホテルにチェックイン16：30着
� 【2連泊】（釧路：ANAクラウンプラザ泊）ssy

2
釧路駅08：18発D（花咲線）D浜中駅09：45着B霧多
布11：30発B（○霧多布岬、○琵琶瀬展望台）B厚岸（昼
食は牡蠣メニュー）B釧路16：00着
� （釧路：ANAクラウンプラザ泊）ahs

3
釧路09：00発B十勝（●いけだワイン城の見学と昼食、
ガーデン街道●「十勝千年の森」）B帯広17：00着
� （帯広：ホテル日航ノースランド帯広泊）ahy

4
帯広09：00発（「○幸福駅」、ガーデン街道●「六花の森」、
夏季のみオープンの●中札内美術村）B浦河サラブレッ
ドロード（○谷川牧場）B新冠温泉16：00着
� （新冠温泉：ホテルヒルズ泊）ahy

5
新冠温泉09：00発B○優駿メモリアルパークB二風谷
（●二風谷アイヌ文化博物館）B登別温泉16：00着（○地
獄谷の散策）
� （登別：第一滝本館泊）ahy

6
登別温泉10：00発（希望者は奥登別のウォークへご案内）
B大沼B函館（○元町の散策）B函館港19：00すぎ乗船
　21：00出港F2泊3日のにっぽん丸クルーズ
� （にっぽん丸泊）ahy

7 F終日クルーズライフをお楽しみくださいF
� （にっぽん丸泊）ahy

8 F横浜港 09：00着、解散� ass
ご自宅までお荷物を託送します。

ツアーコード JP1538

1 横浜大さん橋15：00集合、17：00出港F3泊4日の
にっぽん丸クルーズ� （にっぽん丸泊）ssy

2 F終日、にっぽん丸で太平洋を西進。クルージングとクルー
ズライフをお楽しみください。F� （にっぽん丸泊）ahy

3
F奄美大島12：00着　自由行動です。にっぽん丸のエク
スカーションをお楽しみください（別料金）19：00発F
� （にっぽん丸泊）ahy

4
F那覇09：00着B首里（●首里城公園）B琉球宮廷料理
　美榮Bハレクラニ沖縄16：00着
� 【2連泊】（ハレクラニ沖縄泊）ahs

5
ハレクラニ沖縄　自由行動です。ご希望の方は路線バス
にて海洋博公園（沖縄美ら海水族館）にご案内します（実費
払い）。� （ハレクラニ沖縄泊）ass

6 ハレクラニ沖縄12：00発B那覇空港14：55発H羽田空港
17：10着、解散� ご自宅までお荷物を託送します。ass

ツアーコード JP1539

1 伊丹空港10：55発H那覇空港13：15着B本部16：00着
�【2連泊】（ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ泊）ssy

2
本部Bやんばる（〇慶佐次のマングローブ林遊歩道、●
ヤンバルクイナ生態展示学習施設）B〇辺戸岬B本部
� （ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ泊）ahy

3
（●沖縄美ら海水族館）本部13：00発B那覇（●首里城公
園、●識名園）B那覇港19：00乗船F2泊3日のにっぽ
ん丸クルーズ� （にっぽん丸泊）asy

4 F終日、太平洋を東進。 終日クルージングとクルーズラ
イフをお楽しみください。F� （にっぽん丸泊）ahy

5 F神戸港11：30着、解散� ass
ご自宅までお荷物を託送します。

ツアーコード JP1540

プレミアオーシャンビュールーム（イメージ）

美しい海を望むハレクラニ沖縄（イメージ）

※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。
※3日目の寄港地観光は商船三井客船㈱が実施します。また、内容や参加料金
は後日ご案内します。
※上記は日本航空を利用した場合の行程表です。その他の航空会社を利用した
場合は時間が異なります。

※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。
※上記は全日空を利用した場合の行程表です。その他の航空会社を利用の場合
は時間が異なります。

ヤンバルクイナ

沖縄美ら海水族館

※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。
※上記は全日空利用の場合の行程表です。その他の航空会社を利用の場合は時間
が異なります。

風光明媚な花咲線に乗車
釧路駅から根室駅を結ぶ全長135.4キロの花咲
線は、開通100年を超える歴史ある路線。車窓
には森林や牧場、太平洋の絶景が広がり、新た
に国定公園となりラムサール条約にも登録され
る「厚岸霧多布昆布森国定公園」の広大な湿原沿
いを走り抜けます。一瞬も目を離せない、地球
のダイナミズムを感じさせてくれる鉄道の旅で
す。このたびは、釧路駅から浜中駅まで乗車い
たします。

花咲線の絶景ポイント別寒辺牛湿原

中札内美術村　庭園

北海道ガーデン街道　十勝千年の森（イメージ）

与論島
↓

F
コース

初夏のにっぽん丸の船旅

沖縄やんばるの森とにっぽん丸の船旅 5日間
那覇〜神戸 楽楽

サービス
お荷物

E
コース

初夏のにっぽん丸の船旅

ハレクラニ沖縄とにっぽん丸の船旅 6日間
横浜〜奄美大島〜那覇 楽楽

サービス
お荷物

楽楽

サービス
お荷物

※お申し込み締め切り予定日は、各乗船日の70日ほど前の金曜ですが、にっぽん丸の都合で予定日より前に締め切らせていただく場合には、ご容赦のほどお願い申し上げます。

集合・日数・出発日 旅行代金

【横浜大さん橋・
6日間】 
6月15日（木）

旅行代金：スーペリアツイン ¥365,000
全国旅行支援割引：¥10,000
別途地域クーポン：¥4,000分
⇒お支払い実額：¥355,000
（1名室利用追加代金�￥160,000）

旅行代金：デラックスベランダ ¥494,000
全国旅行支援割引：¥10,000
別途地域クーポン：¥4,000分
⇒お支払い実額：¥484,000
（1名室利用追加代金�￥245,000）

※にっぽん丸は全国旅行支援対象外です。沖縄2泊分が対象となります。

※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅行代金
の割引と地域クーポンが付与されます。利用条件とご注意は弊
社ホームページの「全国旅行支援」もご覧ください。
※全国旅行支援の助成事業の予算が終了次第、助成事業は停止
となり、通常の旅行代金でのご案内となりますので、予めご了
承ください。なお、キャンセルされた場合は割引適用前の旅行
代金に対して通常のキャンセル料がかかります。

※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅行代金の割引と地域クーポンが付与されます。利用条件とご注
意は弊社ホームページの「全国旅行支援」もご覧ください。
※全国旅行支援の助成事業の予算が終了次第、助成事業は停止となり、通常の旅行代金でのご案内となりますので、予
めご了承ください。なお、キャンセルされた場合は割引適用前の旅行代金に対して通常のキャンセル料がかかります。

集合・日数・出発日 旅行代金

【伊丹空港・5日間】 
6月28日（水）

旅行代金：スーペリアツイン ¥288,000
全国旅行支援割引：¥10,000
別途地域クーポン：¥4,000分
⇒お支払い実額：¥278,000
（1名室利用追加代金�￥90,000）

旅行代金：デラックスベランダ ¥374,000
全国旅行支援割引：¥10,000
別途地域クーポン：¥4,000分
⇒お支払い実額：¥364,000
（1名室利用追加代金￥145,000）

※にっぽん丸は全国旅行支援対象外です。沖縄2泊分が対象となります。

※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅行代金の割引と地域クーポンが付与されます。利用条件とご注意は弊
社ホームページの「全国旅行支援」もご覧ください。
※全国旅行支援の助成事業の予算が終了次第、助成事業は停止となり、通常の旅行代金でのご案内となりますので、予めご了
承ください。なお、キャンセルされた場合は割引適用前の旅行代金に対して通常のキャンセル料がかかります。
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