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特選　　オススメの船旅！！特選　　オススメの船旅！！特選　　オススメの船旅！！
週末を利用してクルーズ船でいく海外旅行

（2017.12.1）

■北海道

札幌ばんけい㈱ ☎011-644-3731 北海道札幌市中央区盤渓410

■秋田

ホテル鹿角 ☎0186-37-4111 秋田県鹿角市十和田大湯字中谷地5-1

■福島

喜多方麺茶家 ☎0241-23-1266 福島県喜多方豊川町米室字二本杉5580-16

小林写真館 ☎0242-22-5565 福島県会津若松市上町1-34

会津とらぞう ☎0242-25-4188 福島県会津若松市一箕町八幡弁天下12

御宿 東鳳 ☎0242-26-4141 福島県会津若松市東山町石山院内706

東山グランドホテル ☎0242-27-3500 福島県会津若松市東山町大字湯本字上湯本5番地

㈱鶴ヶ城会館 ☎0242-28-2288 福島県会津若松市追手町4-47

会津武家屋敷 ☎0242-28-2525　 福島県会津若松市東山町大字石山字院内1

魚しず ☎0248-25-6500 福島県西白河郡西郷村小田倉字大坂2-268

■栃木

磐梯日光店 ☎0288-53-2555 栃木県日光市本町1-1

益子焼窯元共販センター ☎0287-35-2256 栃木県那須郡塩原町下田野428-16

チーズガーデン塩原店 ☎0287-35-3555 栃木県那須郡塩原町下田野531

鬼怒川ホテル三日月 東京営業所 ☎03-3574-8451 東京都中央区銀座8-10-8 8丁目10番ビル

■群馬

水上ホテル聚楽 ☎0278-72-2521 群馬県利根郡みなかみ町湯原665

ホテル木暮 ☎0279-72-2701 群馬県渋川市伊香保町伊香保135

庵古堂 ☎0279-54-8505 群馬県北群馬郡吉岡町上野田3362-4

群馬まいたけセンター ☎0279-54-8976 群馬県北群馬郡吉岡町上野田1329

上州物産館 ☎0279-24-3808 群馬県渋川市渋皮3697-2

源泉湯の宿 松乃井 ☎0278-72-3200 群馬県利根郡みなかみ町湯原551

伊香保おもちゃと人形自動車博物館 ☎0279-55-5020 群馬県北群馬郡吉岡町大字上野田2145

■千葉

おさかな村（丸竹おみやげセンター） ☎0470-76-4611 千葉県勝浦市浜行川134-1

勝浦ホテル三日月 ☎0470-73-1111 千葉県勝浦市墨名820

鴨川ホテル三日月 ☎0470-95-3111 千葉県鴨川市内浦2781

鴨川グランドホテル ☎04-7092-3311 千葉県鴨川市広場820

㈲房総予約センター ☎0438-98-8816 千葉県木更津市中尾756-3

■東京

国際興業株式会社 ☎03-3273-1330 東京都中央区八重洲2-10-3

㈱オーケーツアーズコリア ☎03-3291-4775 東京都千代田区神田小川町2-4 平和堂ビル4階

トラベルプラザインターナショナル ☎03-3820-7788 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング5階

エーペックスインターナショナル㈱ ☎03-3357-0398 東京都新宿区四谷4-1 細井ビル6階

㈱ジャルパック ☎03-5715-9051 東京都品川区東品川2-4-11

日新航空サービス㈱ ☎03-5210-5787 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー9階

オフィス スティング ☎03-3410-1181 東京都世田谷区奥沢8-13-9 タウンハイツ九品仏工B-03

東京リザーブセンター ☎03-3843-0791 東京都台東区上野7-14-7

ワールドトラベルシステム㈱ ☎03-5228-6780 東京都新宿区神楽坂1-15神楽坂 神楽坂1丁目ビル

㈱アメリカンホリデーズ ☎03-5472-6241 東京都港区浜松町2-7-14 KAMONビル4階

㈱アルファインテル ☎03-5473-0541 東京都港区新橋3-8-6 大新ビル6階

㈱ミキツーリスト ☎03-5404-8892 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル

東宝旅行社 ☎03-5388-8891 東京都新宿区西新宿3-9-3 第三梅村ビル701

三洋堂 ☎03-3580-3431 東京都港区新橋1-18-14

ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社 ☎03-6661-7613 東京都港区六本木6-7-10 　場ビルディング

ユナイテッドツアーズ ☎03-5214-0550 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル2F

株式会社スターエキスプレス東京支店 ☎03-6436-5750 東京都港区芝2-3-25 仁木ビル4F

株式会社 欧州エキスプレス ☎03-3780-5514 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂カブトビル7F

国際開発 ☎03-3526-7080 東京都千代田区神田須田町1-34-1

レッドホースコーポレーション ☎03-3556-0681 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア9F

沖縄ツーリスト ☎03-5408-5201 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル1階

平和ITC ☎03-5332-7002 東京都新宿区西新宿1-8-1 新宿ビルディング5階

■神奈川

四五六菜館 ☎045-681-3456 神奈川県横浜市中区山下町190 中華街市場通り

㈱山陰・山陽 四国案内所 ☎045-412-3234 神奈川県横浜市神奈川区台町7-2 ハイツ横浜603号

箱根ガラスの森 ☎0460-86-3111 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48

湯本富士屋ホテル ☎0460-82-2291 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256-1

宮ノ下富士屋ホテル ☎0460-82-2291 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359

■山梨

大和リゾート㈱大泉高原八ヶ岳ロイヤルホテル ☎0551-38-4455 山梨県北杜市大泉町西井出8240-1039

富士ビューホテル ☎0555-83-2211 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山511

富士屋ホテル㈱ ☎055-253-8111 山梨県甲府市湯村3-2-30

甲府富士屋ホテル ☎055-253-8111 山梨県甲府市湯村3-2-30

フルーツパーク富士屋ホテル ☎0553-22-8811 山梨県山梨市江曽原1388

ホテル千石 ☎055-262-1059 山梨県笛吹市石和町川中島545

ホテル石風 ☎055-262-2151 山梨県笛吹市石和町八田195

華やぎの章 慶山 ☎055-262-2161 山梨県笛吹市石和町市部822

華やぎの章 甲斐路 ☎055-262-7373 山梨県笛吹市石和町川中島1607-40

ホテル八田 ☎055-262-3101 山梨県笛吹市石和町川中島1607

ホテル君佳 ☎055-262-3757 山梨県笛吹市石和町川中島1607-27

銘石の宿 かげつ ☎055-262-4526 山梨県笛吹市石和町川中島385

石和びゅーほてる ☎055-262-4425 山梨県笛吹市石和町川中島1607

サンパークホテル内藤 ☎055-233-7110 山梨県甲府市丸の内1-4-18

㈲甲斐フロント ☎055-279-4811 山梨県甲斐市篠原2320

サンフロント ☎055-251-6131 山梨県甲府市羽黒町662

ホテル春日居 ☎0553-20-2000 山梨県笛吹市春日居町小松855

笛吹観光自動車㈱ ☎0553-23-0002 山梨県山梨市大野1803-1

㈱栄和交通 ☎0553-26-2344 山梨県笛吹市春日居町別田361-1

山交タウンコーチ㈱ ☎055-223-0808 山梨県甲府市飯田三丁目2-34

富士急行㈱ バスセールスセンター山梨 ☎055-223-1229 山梨県甲府市上阿原町333-1

韮崎観光自動車㈱ ☎0551-22-7400 山梨県韮崎市若宮1-8-10

西東京観光バス㈱ ☎055-237-0101 山梨県甲府市住吉本町1410

マルワ観光有限会社 ☎0551-42-2828 山梨県北杜市須玉町東向2162

青柳印刷㈱ ☎055-277-5511 山梨県甲斐市長塚526

三井住友海上火災保険㈱ ☎055-235-2700 山梨県甲府市相生2-3-16

東京海上日動火災保険㈱ ☎055-237-6211 山梨県甲府市中央1-12-28

㈱丸政 ☎0551-36-2521 山梨県北杜市小淵沢町996

アップル弁当 ☎0555-72-1245 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3325-1

㈱石和名湯館 糸柳 ☎055-262-3141 山梨県笛吹市石和町松本1183

ホテル花京 ☎055-263-4455 山梨県笛吹市石和町笛吹橋際

京水荘 ☎055-262-2171 山梨県笛吹市石和町川中島367

■新潟

白玉の湯 泉慶・華鳳 ☎0254-32-1111 新潟県新発田市大字月岡453

㈱岩船港鮮魚センター ☎0254-52-1261 新潟県村上市瀬波温泉3-6-38

ホテル汐美荘 ☎0254-53-4288 新潟県村上市瀬波温泉2-9-36

寺泊中央水産㈱ ☎0258-75-3266 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-23

ホテル万長 ☎0259-74-3221 新潟県佐渡市相川町下戸58

NASPA NEW OTANI ☎025-780-6111 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9

味里 ☎025-784-4321 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字宮林549-1

魚野の里 ☎025-783-6788 新潟県南魚沼市姥島新田699

■長野

RAKO華乃井ホテル ☎0266-54-0555 長野県諏訪市高島2-1200-3

■静岡

熱海後楽園ホテル ☎0557-82-0121 静岡県熱海市和田浜南町10-1

熱川温泉 粋光 ☎0557-23-2345 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1271-2

伊東ホテル聚楽 ☎0557-37-3161 静岡県伊東市岡218

いろり海産 ☎0557-51-2020 静岡県伊東市富戸1038

ホテル伊豆急 ☎0558-22-8816 静岡県下田市白浜2732-7

石花海 ☎0557-95-2231 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1568

伊豆シャボテン公園 ☎0557-51-1111 静岡県伊東市富戸1317-13

下田海中水族館 ☎0558-22-3567 静岡県下田市3-22-31

銀水荘  静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1624-1

道の駅 あさぎり高原 ☎0544-52-2230 静岡県富士宮市根原字宝山492-14

■福井

まつや千千 ☎0776-77-2560 福井県あわら市船津31-24

清風荘 ☎0776-77-2500 福井県あわら市温泉3丁目

■富山

SPA & RESORT 海栄RYOKANS 宇奈月温泉 延対寺荘
 ☎0765-62-1234 富山県黒部市宇奈月温泉53

■愛知

ホテル竹島 ☎0533-69-1256 愛知県蒲郡市竹島町1-6

■三重

㈱賢島宝生苑 ☎0599-43-3111 三重県志摩市阿児町神明718-3

■京都

㈱ハトヤフーズ ☎075-662-1230 京都府京都市南区西九条藤ノ木町23番

■大阪

一冨士ケータリング㈱ ☎072-673-0141 大阪府高槻市大塚町5-21-1

■福岡

西鉄観光バス㈱ 東京支社 ☎03-5212-5077 東京都千代田区飯田橋3-11-13 飯田橋豊国ビル705号

■長崎

長崎 和泉屋 ☎095-842-2000 長崎県長崎市岡町7-23

■沖縄

名護パイン園 ☎0980-53-3659 沖縄県名護市為又1195

国際写真㈱ ☎098-863-0221 沖縄県那覇市若狭2-10-13

にっぽん丸総料理長による
「北の特選和膳」

すぐ傍のヨーロッパ  郷愁のサハリンへ
そば

にっぽん丸

コンサートホール カジノゲーム 大浴場 コンフォートステートルーム

ディナーイメージ

ロシア正教会

郷土史博物館

ガガーリン公園

おすすめポイント

★美味なる船「にっぽん丸」の食とクルーズライフを優雅に
　過ごせる絶好の機会です
★ドレスコードは全日程カジュアル！ お気軽なクルーズを！！
★甲府発着のバス付きプラン！

東 行

有効期間が２０１9年3月2日以降のパスポートが必要です。
3名様利用の場合1名様エキストラベッドのご利用となります。

出 発 日

朝

コンフォートステート
客室

218,000円
3名1室

245,000円
2名1室

289,000円
1名1室

～～小樽港（１０：００）入国審査＝小樽（運河、自由散策、昼食は自由）＝道央道＝
千歳空港→　 →羽田空港＝甲府（２１：００～22：00頃）着

～～サハリン・コルサコフ港（８：００）＝【コルサコフとユジノサハリンスク観光】
○コルサコフ市内●展望台●旧樺太神社跡●ガガーリン文化公園●歴史博物
館○ユジノサハリンスク市内○旧豊原病院跡○旧豊原市役所跡●シティー
モールでショッピング　昼食はロシア料理　サハリン・コルサコフ港（１７：００出
港）～～ディナー後は船内イベントをお楽しみ下さい。

3

4

※コルサコフでは通船での上陸となります。荒天の場合上陸できない場合もあります　○印は車窓観光　●印は下車観光

（お一人様）

旅行代金

昼
朝

夕

昼
朝

夕

利尻島（８：００入港）＝オプショナルツアー※でお楽しみ下さい。＝出港（１７：００）
～～船内イベントをお楽しみ下さい。
※OPツアー（一例） 利尻島一周観光、利尻・礼文2島早まわりなど

2

夕

ダイトーP＝山日ＹＢＳ本社（7：00～８：００）発＝甲府南Ｐ＝羽田空港→　→千歳
空港＝道央道＝小樽港（乗船受付、出国審査）（１８:３０出港）～～「にっぽん丸ク
ルーズ」。船内ではメインショー、ダンス、カジノゲーム、バー、スパ＆サロンなど
船内イベントをお楽しみ下さい。

1

旅行日程 宿泊：商船三井客船「にっぽん丸」（コンフォートステートルーム／洋室）

【最少催行人員】１０名8/31㊎

食事
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