ＱＲコードにて各ホームページをご覧いただけます。

参加条件
ワクチン接種2回済みの方、または
ご出発日72時間以内でＰＣＲ検査陰性の方。

新日本海フェリー
片道

新日本海フェリー
船内グリルランチ

５ｍ未満乗用車
１台片道

北行き
秋の籠御膳

南行き
秋を彩る
山海からの贈り物

プレゼント
船内利用可能
マルチクーポン

1,000円

※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。

旅行代金

(おひとり様)
船室：ステートＢ

２～４名様/個室（洋室･和室）
舞鶴航路のみ
洗面台付(トイレ･冷蔵庫なし)

船室：ステートＡ
２～４名様/個室（洋室･和室）
敦賀航路のみ
トイレ・冷蔵庫付

船室：デラックスＡ
２～3名様/個室（洋室･和室）
ユニットバス(トイレ・バス・洗面所)
専用テラス・冷蔵庫付

船室：ジュニアスイート
２名様/個室（洋室）
敦賀航路のみ
ユニットバス(トイレ・バス・洗面所)
専用テラス・冷蔵庫・全食事付

船室：スイート
２名様/個室（洋室）
バス・トイレ・独立洗面所
専用テラス・冷蔵庫・全食事付
※料金は全て税込価格です。

通常乗船+ランチ代金：24,700円 通常乗船+ランチ代金：49,000円

４１,５００円
２１,２００円 ４Ｍ未満の場合：４０,

０００円

通常乗船+ランチ代金：25,800円 通常乗船+ランチ代金：50,100円

４２,５００円
２２,３００円 ４Ｍ未満の場合：４０,

５００円

通常乗船+ランチ代金：35,900円 通常乗船+ランチ代金：60,200円

５１,５００円
３２,４００円 ４Ｍ未満の場合：５０,

０００円

通常乗船代金：46,500円

通常乗船代金：70,800円

６３,7００円
４１,８００円 ４Ｍ未満の場合：６２,

1００円

通常乗船代金：56,000円

通常乗船代金：80,300円

７２,30０円
５０,４００円 ４Ｍ未満の場合：７０,

7００円

※写真は全てイメージです

☆料金計算方法☆
①乗用車付はドライバー１名様分の料金含みます。
②乗用車＋ドライバー＋同行者がいる場合は、「乗用車付」＋（「人のみ」×同行者人数）となります。
例）ステートＢ利用 乗用車5Ｍ未満1台＋2名様 ⇒ 乗用車付41,500円＋人のみ21,200円＝合計62,700円
※インターネット申し込みの際は、「乗用車付」と「人のみ」の各コース別々にお申込みください。

※フェリー運航日とダイヤのご案内（2021年8月1日時点）
本州発 ／①舞鶴港 23:50発 ⇒ 小樽港 翌日20:45
②敦賀港 23:55発 ⇒ 苫小牧東港 翌日20:30
北海道発／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
日

行程

毎日運航（但し、10/3・17・24は運休）
毎日運航（但し、10/10は運休）
毎日運航（但し、10/3・17・24は運休）
毎日運航（但し、10/10は運休）

本州発

朝

食事
昼 夕

＜１＞ ①舞鶴港（２３:５０出港）または②敦賀港（２３:５５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）＊下船後はお客様自身でご移動願います。

×

〇

×

日

行程

北海道発

朝

食事
昼 夕

＜１＞ 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＞ ～③舞鶴港（２１:１５入港）または④敦賀港（２０:３０入港）＊下船後はお客様自身でご移動願います。

×

〇

×

～フェリー（新日本海フェリー）

＜各港連絡バス時刻表＞
舞鶴港

出発時

本州発利用 北海道発利用

神戸三宮バスターミナル

２０：００発 ⇒ 舞鶴フェリーターミナル

２２：１０着 片道大人2,150円

大阪なんばOCATバスターミナル ２０：３０発 ⇒ 舞鶴フェリーターミナル

２２：５０着 片道大人2,450円

到着後 舞鶴フェリーターミナル

２1：３0発 ⇒ 神戸三宮バスターミナル ２３：２６着 片道大人2,150円

完全予約制
乗車日2週間前より
受付開始

※お客様ご自身でバス会社へご予約下さい。 日本交通 (06)6576-1181 <営業時間 08：00～20：00> 京都交通 (0773)76-8800 <営業時間 08：30～19：00>

敦賀港
小樽港

出発時 JR敦賀駅
到着後
出発時
到着後
出発時

苫小牧東港 到着後

片道
所要時間 約１５
入港後に乗車完了次第発 ⇒ ＪＲ敦賀駅
敦賀フェリーターミナル
分
片道
ＪＲ小樽駅(ＪＲ小樽築港駅経由) ２１：００発 ⇒ 小樽フェリーターミナル
所要時間 約３０
２１：３０発 ⇒ ＪＲ小樽駅(ＪＲ小樽築港駅経由)
小樽フェリーターミナル
分
片道
２１：５０発 ⇒ 苫小牧東フェリーターミナル
ＪＲ南千歳駅
所要時間 約４５
苫小牧東フェリーターミナル 入港後に乗車完了次第発 ⇒ ＪＲ南千歳駅
分
２２：００発 ⇒ 敦賀フェリーターミナル

片道
大人350円
片道
大人240円

ご予約時
お申し出ください。

片道
大人1,020円

※往復共にJR沼ノ端駅、苫小牧駅の立寄りはありませんのでご注意ください。 ※10/1乗車より1,200円予定
〇旅行商品のご案内
＊最少催行人員/１名様

＊添乗員/なし

＊食事/昼食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。
＊ペット同行の場合、 フェリーペットゲージについては別手配(現地精算)でご手配いたしますのでお申し込みの際、お申し出ください。
＊ペットについては旅行代金に含まれます「特別補償」の対象外となります。
＊旅行代金に含まれます「特別補償」の対象は、乗船手続き完了後～下船までとなります。
＊手配後の乗船日・乗船便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。
＊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。
＊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・食事）の払い戻しはできません。
＊小人はワクチン接種が不可の為、このプランはご利用頂けません。
＊ワクチン接種2回済み証明書または出発日72時間以内でＰＣＲ検査陰性証明書は、当社が用意します「返信用封筒」にてコピーを郵送にてご提出をいただきます。
ご出発日までにご提出が間に合わない場合は、先に証明証をメールにて画像送信のうえ、ご提出ください。 （コピーは送信後に郵送ください）
送信について…件名に「乗船日」・「代表者氏名」をご入力いただき、画像送信アドレス【venustrv@venus-t.jp】 へ送信ください。
・アドレスにお間違いないようご送信ください。 ・同アドレスでのお問い合わせ・ご質問はできませんので、お電話にてご連絡ください。
証明証は「ワクチン予防接種済証（臨時）」でも可能です。 ＰＣＲ検査費用は旅行代金に含まれていません。（お客様ご負担となります）

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

観光庁長官登録旅行業第１１０１号

旅行企画
実

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２０２１年８月１日を基準としております。

ＪＡＴＡ会員

施
総合旅行業務取扱管理者 井手達也
大阪市北区梅田1-11-4-B100 大阪駅前第４ビルB1F
月～金曜日
０９：００～１８：００
休日／土・日曜・祝日

〒530-0001

営業時間

ＴＥＬ

０６-４７９５-１００１

