
名門大洋フェリー利用

九州発

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、検温やマスク着用など、お客様に安心してご参
加いただけるような対応を行っています。そのため、場合によっては、参加をご遠慮いただ
くこともあります。ご参加の際は、必要書類をご提出いただき、訪問先の依頼や指示に従
っていただくなど、新型コロナウイルス感染拡大防止の対応にご理解いただき、安心・安
全に楽しむためのツアー運営にご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

52,800円２～4名１室利用
（現地ホテル）

1名１室利用
（現地ホテル） 59,800円
出 発 日

日
日151月 日

月132月 日
月63月2023年

■最少催行人員：20名■添乗員が同行します■このコースにはバスガイドは同行
しません■旅行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、
バス代、通行料、高速代、宿泊代、食事代（朝食1回、昼食2回、夕食1回）、松本城
入場料、消費税等諸税■利用バス会社：東豊観光バスもしくは同等クラス

冬の白川郷冬の白川郷

白骨温泉大浴場白骨温泉大浴場

白骨温泉露天風呂白骨温泉露天風呂

松本城松本城

おすすめポイント

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2 ～～大阪南港（5:30）＝そば庄松本城店（名城釜揚げそばの昼食）…松本城（日
本100名城／現存天守）＝白骨温泉・白船荘新宅旅館【宿泊】

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15：40）=門司駅北口（16:00）=新門
司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（1便船）17：00発～～

宿泊

船中泊

船中泊3
4 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

ホテル＝白川郷（世界遺産／合掌造り集落）＝奥美濃しろとり（飛騨牛しゃぶしゃぶ膳
の昼食）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

白船荘新宅旅館に泊まる 冬景色の白川郷合掌造り集落と白骨温泉

「白骨温泉」は、北アルプス山麓、乗鞍岳の
東側に沸く、乳白色の肌に優しい弱酸性の
温泉です。「白川郷」は、世界遺産の合掌造
り集落。冬景色の北アルプスと白川郷を
訪れるコースです。日本１００名城で現存天
守の名城「松本城」にも訪れます。

コース番号

F-230
3泊4日
船中2泊
ホテル1泊

白船荘
新宅旅館

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

このパンフレットに掲載のコースは、「ワクチン３回接種」または
「陰性証明」が参加条件となります。

ツーリスト（2等洋室）

キャビンタイプ
フェリーきょうと・フェリーふくおか

キャビンタイプ（イメージ）

ツーリスト（2等洋室）
おおさかⅡ・きたきゅうしゅうⅡ

シティライントラベルのツアーは

全コースツーリスト■利用！

往復

シティライントラベル（九州発）のコースでは、バスガイドが
同行しバス車内で観光案内をいたします。
（バスガイド同行マークの記載のない一部コースを除きます）

バスガイド
同行！

※スリッパはコロナ対策のため、廃止しております（詳細は10ページ下参照）。

２等
洋室

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、バス座席の定員制限を設けてきましたが、ワクチン接種＆陰性証明が参加条件とさせていただいておりますので、
１月出発分の添乗員同行プランのコースから、バスの定員制限をなくして、バスの座席数を定員とさせていただきます。

配布期間中、当パンフレット掲載コースにご参加いただきますと、添乗員からキャッシ
ュバッククーポンを１名様につき１枚お渡しいたします。利用期間中、参加時に添乗員か
ら、１名様につき1,000円をキャッシュバックするお得なキャンペーンです。（配布およ
び利用は添乗員同行プランに限ります）

【配布期間】2023年3月31日出発分まで
【利用期間】2023年4月1日～2023年9月30日出発分

キャッシュバックキャンペーン第1弾

第2弾
【開催期間】2022年12月1日～2023年3月31日出発分

新造船１周年記念キャンペーン

期間中、当パンフレット掲載コースにご参加いただきますと、参加当日に
ノベルティグッズを差し上げます。（商品がなくなり次第終了）

新造船「きょうと」「ふくおか」
就航記念キャンペーン実施中

当社歴代
最大級

長野県
岐阜県

中型バス
利用

（定員26名）



❶

往路（新門司港→大阪南港）・
復路（大阪南港→新門司港）
1便船17：00発 2便船19：50発

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

往復
1便船17：00発
ツーリスト

往復（新門司港⇄大阪南港）
1便船17：00発

往復
2便船19：50発
ツーリスト

往復（新門司港⇄大阪南港）
2便船19：50発

● ＝＝バス　● ……徒歩、
● +++リフト・ロープウェイ・列車 ● ～～船

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

バスガイド
同行！

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に
含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、
食事代（昼食１回）、紀州鉄道・和歌山電鉄運賃、南部梅林入場料、消費税等諸
税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊

～～大阪南港（5:30）＝西御坊駅+++〈約8分間〉+++御坊駅＝ぷらむ工房
（見学）…南部梅林（見学）＝農園ひだか（いちご狩り園内食べ放題）＝道成寺（クエ鍋
膳の昼食／拝観）＝湯浅醤油（見学）＝貴志駅（ネコ型駅舎見学）+++〈約30分間〉
+++和歌山駅＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口（16:00）＝新門
司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（１便船）17:00発～～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

19,800円

紀州名物クエづくし会席と変わり種２大ローカル列車の旅
おすすめポイント

一目百万香り十里といわれる日本最大級の広さ
を誇る紀州随一の梅林「南部梅林」。醤油発祥の
地のひとつ湯浅で醤油蔵を見学。たま駅長たま
ミュージアム、いちご、うめ星、チャギントンなどの
和歌山電鉄、日本一短い紀州鉄道に乗車します。
（※和歌山電鉄の車両は運行状況により異なります。）

日
水222月 3月2023年出 発 日 日

金3

一目百万香り十里　日本最大級の広さ　南部梅林
コース番号

F-203
2泊3日
船中2泊

和歌山県
くえ料理くえ料理

南部梅林南部梅林

バスガイド
同行！

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に
含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト2等洋室）料金、バス代、通行料、高速
代、食事代(昼食1回)、結城神社入園料・鈴鹿の森庭園入園料、消費税等諸税
■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊
～～大阪南港（5:30）＝結城神社（しだれ梅約300本と10種類80本の梅）＝鈴鹿の
森庭園（八重咲き品種の呉服枝垂）＝名阪関ドライブイン（松阪牛すき焼きの昼食）＝
寿長生の郷（約1000本の城州白梅とひな祭り）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口（16:00）＝新門
司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（１便船）17:00発～～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

19,800円

「鈴鹿の森庭園」しだれ梅　「結城神社」しだれ梅　「寿長生の郷」城州白梅
おすすめポイント

八重咲き品種の呉服枝垂を中心に約200本、しだ
れ梅の大庭園「鈴鹿の森庭園、しだれ梅約300本
のほか10種類80本の梅が結城宗広公を祀る境
内に咲く「結城神社」、約千本の城州白梅と約300
年前のひな祭りが観賞できる「寿長生の郷」を訪
れます。

日
日262月 3月2023年出 発 日 日

木9

コース番号

F-201
2泊3日
船中2泊

バスガイド
同行！

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に
含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、
食事代（昼食１回）、長浜盆梅展入館料、いなべ梅林入場料、消費税等諸税■利
用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊
～～大阪南港（5:30）＝多賀大社（参拝）＝いなべ梅林（観賞）＝関ヶ原（ズワ
イガニ＆近江牛鉄板焼きの昼食）＝長浜盆梅展（歴史・規模ともに日本一の盆梅展）＝ラ
コリーナ近江八幡（お買い物）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口（16:00）＝新門
司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（１便船）17:00発～～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

22,800円

第72回長浜盆梅展と東海最大級のいなべ梅林
おすすめポイント

歴史・規模ともに日本一、約90鉢の鉢植えの梅を展示する盆梅展
「第72回長浜盆梅展」と、東海エリア最大級100種4500本の「い
なべ梅林」を観賞します。多賀大社を参拝し、ラコリーナ近江八幡
にも訪れます。

日
火282月 3月2023年出 発 日 日

日5

ズワイガニと近江牛の鉄板焼き
コース番号

F-202
2泊3日
船中2泊

滋賀県

ズワイガニ＆近江牛鉄板焼きズワイガニ＆近江牛鉄板焼き

長浜盆梅展長浜盆梅展

鈴鹿の森庭園鈴鹿の森庭園 結城神社のしだれ梅結城神社のしだれ梅

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

三重県
滋賀県

いちご狩り
園内

食べ放題



❷

【おことわり】当社ツアーでは、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、２等洋室の上下段指定、ベッド番号の指定およびレディースルームのご希望はお受けできません。バス席につきましては、原則ツアーお申し込み順にお席を決
めさせていただきます。前方席ご希望の方は１日あたり500円、おひとり様で２席利用ご希望の際は１日あたり3,000円にて、事前予約を承ります。ただし、事情によりご希望に添えない場合もございます。無賃幼児はバス席2,500円
（3歳以上）が必要となります。【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期及び紅葉の見頃は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合がございます。そのため見頃でない場合もございます。予めご了承ください。

滋賀県

最少催行人員：25名■添乗員が同行いたします■このコースにはバスガイド
は同行しません。■旅行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等
洋室）料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、入園料、消費税等
諸税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊
～～大阪南港（8:30）＝立川水仙郷(水仙のお花畑)＝イングランドの
丘・美菜恋来屋(昼食後、冬チューリップお花畑見学やお買物など)＝大阪南港
（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉北口（18:40）＝門司駅北口（19:00）＝新門司
港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（2便船）19:50発～～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

17,800円

淡路立川水仙郷と早咲き冬チューリップ

日
日291月 2月2023年出 発 日 日

火14

ひと足早い春の訪れ
コース番号

F-205
2泊3日
船中2泊

兵庫県

イングランドの丘 チューリップ畑イングランドの丘 チューリップ畑

立川水仙郷立川水仙郷

熊野牛すき焼き御膳熊野牛すき焼き御膳

第一なぎさ公園　菜の花畑第一なぎさ公園　菜の花畑

水茎焼　作品イメージ水茎焼　作品イメージ

イングランドの丘　コアラのだいちイングランドの丘　コアラのだいち

手廻しロクロ体験手廻しロクロ体験

■最少催行人員：25名■添乗員が同行いたします■このコースにはバスガイ
ドは同行しません。■旅行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋
室）料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、陶芸体験料、石山寺入山
料・ガイド料、消費税等諸税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊
～～大阪南港（5:30）＝第１なぎさ公園(散策)＝水茎焼陶芸の里(昼
食後、陶芸体験)＝ラコリーナ近江八幡(名物・バウムクーヘンなどお買物)＝
石山寺(ガイド付拝観)＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口（16:00）＝新門
司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（１便船）17:00発～～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

19,800円

琵琶湖岸辺のお花畑と水茎焼陶芸体験、石山寺ご拝観
おすすめポイント

●まだ雪の残る比良山を背景に、早咲きの菜の花(カンザキハナナ)のお花畑
の散策をお楽しみいただきます。
●水茎焼陶芸の里にて陶芸体験♪近江八幡発祥の焼き物「水茎焼」。琵琶湖の
青をイメージしたエメラルドグリーンが美しい陶器です。手回しロクロで思い
出の作品作り。インストラクターの指導付なので初めての方でも安心です。

　※お茶碗や湯飲みなどお好きな作品1点作成。作品のお渡しまでに約2か月
間かかります。作品は後日郵送致します。

●真言宗の大本山・石山寺を専属ガイドとともに拝観。石山寺縁起絵巻(重要
文化財)になぞらえながら、石山寺の歴史と文化をご案内。

おすすめポイント
●立川水仙郷…淡路島2大水仙郷のひとつ。約400万本もの白や
黄色に光り輝くニホンズイセンやヨーロッパズイセンが訪れる
人々を幻想的な世界にいざないます。
●イングランドの丘…イギリス湖水地方をテーマにした淡路島の自
然いっぱいの農業公園。園内では四季折々のお花(冬期はチュー
リップ)、かわいいコアラに出会えます。隣接する美菜恋来屋(みな
こいこいや)では、淡路島内各地の新鮮な野菜、淡路島たまねぎ・
淡路ビーフ・南あわじ産の鮮魚等のお買物をお楽しみ頂けます。

日
日291月 2月2023年出 発 日 日

木2

まるでスイスのお花畑！
コース番号

F-204
2泊3日
船中2泊

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

17,800円

和歌山城桃源郷

コース番号

F-206

バスガイド
同行！

和歌山県2泊3日
船中2泊

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に
含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト2等洋室）料金、バス代、通行料、高速
代、食事代（昼食1回）、紀三井寺拝観料、和歌山城入場料、消費税等諸税■利
用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

日
日263月 日

木303月2023年出 発 日

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

船中泊2
～～大阪南港（8：30）=桃源郷（桃の花観賞）=道成寺（早咲き桜観賞／
熊野牛すき焼き膳の昼食）=紀三井寺（早咲き桜観賞／拝観）=和歌山城
（早咲き桜観賞／見学）=大阪南港（２便船）19：50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（18：40）=門司駅北口
（19:00）=新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／
新門司港（2便船）19：50発～～

往復
2便船19：50発
ツーリスト

往復
2便船19：50発
ツーリスト

紀州早咲き桜と桃源郷 熊野牛すき焼き膳
おすすめポイント

紀州早咲き桜といわれる桜の名所、道成
寺、紀三井寺、和歌山城の３ヵ所の桜を観賞
します。あら川沿いに咲く、一目10万本とい
われる特産品の桃畑、桃源郷の鑑賞も。



❸

往路（新門司港→大阪南港）・
復路（大阪南港→新門司港）
1便船17：00発 2便船19：50発

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

往復
1便船17：00発
ツーリスト

往復（新門司港⇄大阪南港）
1便船17：00発

往復
2便船19：50発
ツーリスト

往復（新門司港⇄大阪南港）
2便船19：50発

● ＝＝バス　● ……徒歩、
● +++リフト・ロープウェイ・列車 ● ～～船

玄武洞カニ会席

コース番号

F-208

バスガイド
同行！

兵庫県2泊3日
船中2泊

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に含
まれるもの：往復フェリー（ツーリスト2等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、
食事代（昼食1回）、玄武洞ミュージアム入場料、消費税等諸税■利用バス会社：
帝産観光バスもしくは同等クラス

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊
～～大阪南港（5：30）=出石神社（但馬国一宮参拝）=玄武洞ミュージア
ム（天然記念物の奇岩）=城崎温泉（かに会席の昼食／外湯めぐりなど温泉街自由
散策）=大阪南港（２便船）19：50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15：40）=門司駅北口
（16:00）=新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司
港（1便船）17：00発～～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

23,800円

城崎温泉カニ会席＆温泉街散策と玄武洞ミュージアム
おすすめポイント

７つの外湯、日本海の海の幸、寺社仏閣、ロープウェイ
など見どころ満載、開湯1300年の温泉街「城崎温泉」
で味わうカニ会席。160万年前の火山活動でできた六
角形の無数の玄武岩が積み上げられた不思議な天然
記念物の奇岩「玄武洞」とそのミュージアムを見学しま
す。

日
金131月 日

木92月2023年出 発 日

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に含
まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、食
事代（昼食１回）、篠山城大書院入館料、心月院拝観料、消費税等諸税■利用バ
ス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用＝門司駅北口＝小倉駅北口3

2 船中泊
～～大阪南港（8:30）＝美山かやぶきの里（冬景色のかやぶき集落）＝さ
さやま玉水（ぼたん鍋＆神戸牛陶板焼き膳の昼食）＝篠山城大書院（見学）＝
心月院（白洲次郎と正子の菩提寺）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（18:40）＝門司駅北口
（19:00）＝新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司
港（２便船）19:50発～～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

18,800円

美山かやぶきの里と白洲夫妻の菩提寺 心月院
おすすめポイント

丹波篠山の冬の名物料理「ぼたん鍋」
を堪能します。39棟がかやぶきの屋
根の集落、重要伝統的建造物群保存
地区「美山かやぶきの里」を見学。吉
田茂の側近、実業家の白洲次郎と正
子の菩提寺「心月院」を拝観します。

日
月231月 日

木22月2023年出 発 日

美山かやぶきの里

神戸牛・ぼたん鍋食べ比べ御膳

コース番号

F-209
2泊3日
船中2泊

バスガイド
同行！

丹波篠山名物ぼたん鍋＆神戸牛陶板焼き

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に含まれ
るもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼
食１回）、入浴料、消費税等諸税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8:30着）到着後解散 送迎バス利用＝門司駅北口＝小倉駅北口3

2 船中泊
～～大阪南港（5:30）＝コウノトリの郷公園（見学）＝木下酒造（見学）
＝久美浜温泉湯元館（かに会席の昼食と温泉入浴）＝豪商稲葉本家（見学）
＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15：40）=門司駅北口
（16:00）=新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司
港（1便船）17：00発～～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

25,800円

丹後久美浜「かにづくし会席」とコウノトリの郷公園
おすすめポイント

料理旅館、久美浜温泉湯元館で味わ
う「かに会席」。源泉かけ流しの温泉、
滝の流れる露天風呂での入浴も。
コウノトリの郷公園や豪商稲葉
本家を見学し、丹後の地酒の酒蔵、
木下酒造にも訪れます。

日
水181月 日

金172月2023年出 発 日

かにづくし会席（2人前）

久美浜温泉湯元館　露天風呂

コース番号

F-207
2泊3日
船中2泊

バスガイド
同行！

源泉かけ流しの料理旅館で味わう

往復
2便船19：50発
ツーリスト

京都府
兵庫県

京都府
兵庫県



❹

バスガイド
同行！

【おことわり】当社ツアーでは、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、２等洋室の上下段指定、ベッド番号の指定およびレディースルームのご希望はお受けできません。バス席につきましては、原則ツアーお申し込み順にお席を決
めさせていただきます。前方席ご希望の方は１日あたり500円、おひとり様で２席利用ご希望の際は１日あたり3,000円にて、事前予約を承ります。ただし、事情によりご希望に添えない場合もございます。無賃幼児はバス席2,500円
（3歳以上）が必要となります。【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期及び紅葉の見頃は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合がございます。そのため見頃でない場合もございます。予めご了承ください。

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に含
まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、食
事代（昼食１回）、塗り箸体験料、拝観料、消費税等諸税■利用バス会社：帝産観
光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊
～～大阪南港（5:30）＝メタセコイアの並木道（見学）＝若狭海遊バザール
千鳥苑（海鮮バイキング、若狭ビール飲み放題つき／60分）＝神宮寺（拝観）＝箸匠せい
わ（塗り箸体験）＝熊川宿（鯖街道宿場町）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口
（16:00）＝新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司
港（１便船）17:00発～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

17,800円

冬の若狭路 海鮮バイキングと若狭塗り箸体験
おすすめポイント

冬のメタセコイア並木道を見学し、若狭塗
り箸を体験するツアーです。東大寺のお水
取りの前の「お水送り」が行われる神宮寺
を拝観し、鯖街道の熊川宿にも訪れます。
昼食は海鮮バイキング食べ放題で、地ビー
ルの若狭ビールが飲み放題。

日
木191月 日

水153月2023年出 発 日

昼食時、若狭地ビール飲み放題つき！！
コース番号

F-211
2泊3日
船中2泊

福井県
メタセコイアメタセコイア 海鮮バイキング海鮮バイキング

若狭ビール若狭ビール

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

バスガイド
同行！

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に含
まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、食
事代（昼食１回）、岡山城入場料、津山城入場料、消費税等諸税■利用バス会社：
帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊～～大阪南港（5:30）＝岡山城・後楽園（見学）＝赤磐酒造（見学）＝西の屋
菊ヶ峠店（昼食）＝津山城（見学）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口
（16:00）＝新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司
港（１便船）17:00発～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

17,800円

岡山城＆後楽園と津山城

おすすめポイント
令和の大改修、リニューアルした「岡山城」
と日本三名園の「後楽園」、日本三大平山
城の津山城、岡山の日本１００名城の２城を
訪れます。

日
木163月2023年出 発 日

岡山の日本１００名城を訪れる コース番号

F-212
2泊3日
船中2泊

岡山県

津山城津山城岡山城岡山城

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

海鮮丼＆牛陶板焼き

兵庫県コース番号

F-210

バスガイド
同行！

おすすめポイント
八浄寺（大黒天）、室生寺（寿老人）、覚住寺（毘沙門天）、
万福寺（恵比寿天）、護国寺（布袋尊）、長林寺（福禄寿）、
智膳寺（弁財天）の七福神をめぐるコースです。昼食は海
鮮丼＆牛陶板焼きを。淡路島七福神色紙つき。

2泊3日
船中2泊

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に含
まれるもの：往復フェリー（ツーリスト2等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、
食事代（昼食1回）、七福神奉納金、淡路島七福神色紙（朱印代）、消費税等諸税
■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

新春 淡路島七福神めぐり
往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

日
火101月 日

日152023年出 発 日

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊

～～大阪南港（5:30）＝八浄寺（大黒天）＝宝生寺（寿老人）＝
覚住寺（毘沙門天）＝万福寺（恵比寿天）＝護国寺（布袋尊）＝サン
ライズ淡路（海鮮丼＆牛陶板焼き膳の昼食）＝長林寺（福禄寿）＝
智膳寺（弁財天）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15：40）=門司駅北口
（16:00）=新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司
港（1便船）17：00発～～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

23,800円

国生み神話のパワースポット



❺

往路（新門司港→大阪南港）・
復路（大阪南港→新門司港）
1便船17：00発 2便船19：50発

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

往復
1便船17：00発
ツーリスト

往復（新門司港⇄大阪南港）
1便船17：00発

往復
2便船19：50発
ツーリスト

往復（新門司港⇄大阪南港）
2便船19：50発

● ＝＝バス　● ……徒歩、
● +++リフト・ロープウェイ・列車 ● ～～船

旅行代金（大人お一人様・税込み）

19,800円 ※小学生17,000円、４歳以上幼児は
　入園料・バス座席5,300円となります。

日
金271月 日

金173月2023年出 発 日

マリンライブ「Smiles」

彩浜(撮影日：2021年1月1日)

コース番号

F-215

おすすめポイント

和歌山県2泊3日
船中2泊

■最少催行人員：25名■添乗員が同行します■このコースには、バスガイドは
同行しません■旅行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト2等洋室）
料金、バス代、通行料、高速代、アドベンチャーワールド入園料、消費税等諸税
■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

船中泊2
～～大阪南港（8:30）＝アドベンチャーワールド（パンダファミリー／
サファリ／イルカショーなど約4時間滞在）＝大阪南港（２便船）19:50発
～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（18:40）＝門司駅北口
（19:00）＝新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司
港（２便船）19:50発～～

往復
2便船19：50発
ツーリスト

南紀白浜アドベンチャーワールド

（自由昼食）
-

こころにスマイル未来創造パークをテーマにした
南紀白浜のテーマパーク。憧れのジャイアントパン
ダを間近に。しあわせパンダファミリーがお待ちし
ています。

■最少催行人員：25名■添乗員が同行いたします■このコースにはバスガイ
ドは同行しません■旅行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋
室）料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、大塚国際美術館入館料、
消費税等諸税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊
～～大阪南港（8:30）＝たこせんべいの里（お買い物）＝アオアヲナル
トリゾート（お造り5種＆天ぷら5種盛り膳の昼食）＝大塚国際美術館（世界の
名画鑑賞／約3時間）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（18：40）=門司駅北口
（19:00）=新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司
港（2便船）19：50発～～

旅行代金（大人お一人様・税込み）

19,800円 ※小中学生17,500円

大塚国際美術館とアオアヲナルトリゾートで味わうランチ
おすすめポイント

ゴッホ、モネ、フェルメールなどの作品、大迫力のシスティーナ礼拝
堂や世界一有名な絵画といわれるモナ・リザなど、古代壁画から、
世界26ヵ国、190余の美術館が所蔵する西洋名画1000点以上、
オリジナル作品と同じ大きさの陶板で再現した大塚国際美術館を
見学し、リゾートホテルでランチを味わいます。

日
金201月 日

木23月2023年出 発 日

世界26ヵ国の西洋名画を陶板で原寸大に再現
コース番号

F-214
2泊3日
船中2泊

往復
2便船19：50発
ツーリスト

徳島県

お造り5種＆天ぷら5種盛り膳お造り5種＆天ぷら5種盛り膳システィーナ礼拝堂（イメージ）システィーナ礼拝堂（イメージ）

■最少催行人員：20名■添乗員が同行いたします。■このコースにはバスガイ
ドは同行しません。■旅行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋
室）料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼食１回）、展望台入場料、吉本新喜
劇チケット料、消費税等諸税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

1

新門司港ターミナル集合場所 食事宿泊

船中泊

～～新門司港（8：30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口3

2 船中泊
～～大阪南港（8:30）＝住吉大社(参拝)=梅田スカイビル（展望台見
学と展望レストランにてご昼食）＝大阪なんば自由散策…なんばグラン
ド花月(吉本新喜劇14：30公演)＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（18：40）=門司駅北口
（19:00）=新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司
港（2便船）19：50発～～

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

22,800円

吉本新喜劇と梅田スカイビル展望ランチ
おすすめポイント

●大阪名物・吉本新喜劇へご案内！ 
●梅田スカイビル…空中庭園を有するダイナミックな大阪のランド
マーク。地上40階建てビルの屋上にある展望台からの眺望をお楽
しみ頂きます。自由見学後、39階の展望レストランにてご昼食。※荒天時
には屋上へご入場いただけない場合もありますのでご了承ください。

●住吉大社・・・全国2300社ある住吉神社の総本社で、摂津国一の宮
として崇敬をあつめ、年のはじめには200万人以上の参詣者が訪れ
ます。住吉大神を祀ったのが卯の年、卯月、卯日だったことから住吉
大社ではうさぎが神様の使いとされています。

日
日221月2023年出 発 日

寒い冬もほっこり笑って温まる♪ コース番号

F-213
2泊3日
船中2泊

往復
2便船19：50発
ツーリスト

大阪府



ゆゆ

1名１室利用
（現地ホテル）114,800円 2～3名１室利用

（現地ホテル） 84,800円

❻

静岡県

【おことわり】当社ツアーでは、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、２等洋室の上下段指定、ベッド番号の指定およびレディースルームのご希望はお受けできません。バス席につきましては、原則ツアーお申し込み順にお席を決
めさせていただきます。前方席ご希望の方は１日あたり500円、おひとり様で２席利用ご希望の際は１日あたり3,000円にて、事前予約を承ります。ただし、事情によりご希望に添えない場合もございます。無賃幼児はバス席2,500円
（3歳以上）が必要となります。【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期及び紅葉の見頃は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合がございます。そのため見頃でない場合もございます。予めご了承ください。

神奈川県

宿泊コース

久能山東照宮 静岡浅間神社

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

45,800円
出 発 日

■最少催行人数：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に
含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト2等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、
宿泊代、食事代（朝食１回、昼食２回）、久能山東照宮拝観料、ロープウェイ代、
消費税等諸税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

富士山（イメージ）富士山（イメージ）

雪色絶景の富士山

浅間神社三社参りと久能山東照宮
おすすめポイント

雪景色の富士山を見ながら浅間神社三社を参拝するコース。富
士山本宮浅間神社、静岡浅間神社、富知六所淺間神社を三社参
りして、駿河湾の景勝地「日本平」から眺望します。久能山東照宮、
世界遺産の三保松原にも訪れます。

コース番号

F-231
バスガイド
同行！

3泊4日
船中2泊
ホテル1泊

3泊4日
船中2泊
ホテル1泊

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2
～～大阪南港（5：30）=静岡浅間神社（参拝）=日本平（桜エビ膳の昼食）+++
（日本平ロープウェイ）+++久能山東照宮（参拝）+++日本平（富士山遠望／自由散
策）=三保松原（世界遺産）=ルートイン新富士駅南【宿泊】
ホテル=富知六所淺間神社（参拝）=富士山本宮浅間神社（参拝）=焼津
さかなセンター（握りずし食べ放題の昼食）=大阪南港（2便船）19：50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15：40）=門司駅北口（16:00）=
新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（1便船）17：00発～～

宿泊

船中泊

ルートイン
新富士駅南

3

4 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

日
水251月 日

日52月 日
水13月2023年

1名１室利用
（現地ホテル） 42,800円2名１室利用

（現地ホテル）

■最少催行人員：20名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に
含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、
食事代（朝食１回・昼食2回・夕食1回）、宿泊代、蓬莱橋渡橋料、箱根関所入場料、
芦ノ湖遊覧船乗船料、消費税等諸税■利用バス会社：国際興業大阪バスもしく
は同等クラス

  皇族や王族、ヘレン・ケラー、チャップリン、ジョン・レノン夫妻など有名な著名人が宿泊し、
箱根のランドマーク的な老舗旅館「富士屋ホテル」（宿泊はフォレストウイング　ツインガーデ
ンサイド、夕食はメインダイニングにてフレンチとなります）。芦ノ湖、関所跡、大涌谷などの誇
根の名所、ギネス認定された世界一長い木造歩道橋「蓬莱橋」にも訪れます。

おすすめポイント

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2
～～大阪南港（5：30）=蓬莱橋（世界一長い木造歩道橋）＝伊豆フルーツ
パーク（金目鯛釜まぶし膳の昼食）＝箱根関所（見学）…芦ノ湖遊覧船（乗船）
＝富士屋ホテル【宿泊】

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15：40）=門司駅北口（16:00）=新門
司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（1便船）17：00発～～

宿泊

4

3

～～新門司港（8:30着）到着後解散 送迎バス利用＝門司駅北口＝小倉駅北口

ホテル＝大涌谷（噴煙見学）＝焼津さかなセンター（名物マグロづくし膳の
昼食）＝えびせんべいとちくわの共和国（お買い物）＝大阪南港（２便
船）19:50発～

船中泊

船中泊

箱根温泉の名旅館「富士屋ホテル」に泊まる
芦ノ湖遊覧船と蓬莱橋

富士屋
ホテル

ザ・フジヤザ・フジヤ

フレンチ料理集合写真イメージフレンチ料理集合写真イメージ

コース番号

F-631

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

出 発 日

3月 日
金102023年

バスガイド
同行！

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

※１等船室への変更は
　片道3,500円



❼

往路（新門司港→大阪南港）・
復路（大阪南港→新門司港）
1便船17：00発 2便船19：50発

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

往復
1便船17：00発
ツーリスト

往復（新門司港⇄大阪南港）
1便船17：00発

往復
2便船19：50発
ツーリスト

往復（新門司港⇄大阪南港）
2便船19：50発

● ＝＝バス　● ……徒歩、
● +++リフト・ロープウェイ・列車 ● ～～船

はわい温泉「千年亭」に泊まる

冬景色の大山　妖怪列車と鳥取砂丘
おすすめポイント

東郷湖畔の温泉街「はわい温泉」に宿泊して、鳥取県をぐるっと一周
する旅。冬景色の大山と鳥取砂丘、ＪＲ境港線の妖怪列車に乗車し、
倉吉の町並みを散策します。（※妖怪列車は普通車両になる場合が
あります。また、普通列車のため座席指定ではありません。）

バスガイド
同行！

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に
含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速
代、宿泊代、食事代（朝食1回、昼食2回、夕食1回）、妖怪列車運賃、消費税等諸
税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

出 発 日

はわい温泉　露天風呂のどぐろ・鳥取牛会席の夕食

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

山中温泉の名旅館　かがり吉祥亭に泊まる

冬の日本海 越前水仙 東尋坊 永平寺
おすすめポイント

日本三大群生地で敷地面積日本一の越前水仙ラ
ンドで、約1500万本の水仙を観賞。東尋坊では、
冬の日本海を眺望。曹洞宗総本山の永平寺を拝観
し、日本１００名城で現存天守の丸岡城も訪れます。

コース番号

F-232

バスガイド
同行！

3泊4日
船中2泊
ホテル1泊

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2
～～大阪南港（5:30）＝気比神宮（参拝）＝敦賀赤レンガ倉庫（見学）＝羽二重餅
の古里（お買物）＝永平寺（拝観／精進料理の昼食）＝丸岡城（現存天守）＝かがり吉祥亭
（こおろぎ橋など温泉街散策）【宿泊】
ホテル＝九谷満月（九谷焼見学）＝東尋坊（昼食／自由散策）＝越前水仙ランド
（約1500万本の水仙観賞）＝大阪南港19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口（16:00）＝新
門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（１便船）17:00発～～

宿泊

船中泊

かがり
吉祥亭

3

4 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に含まれ
るもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、宿泊代、食
事代（朝食1回、昼食2回、夕食1回）、敦賀赤レンガ倉庫入館料、永平寺拝観料、丸岡
城入場料、消費税等諸税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

出 発 日

日
日221月 日

月202月2023年

かがり吉祥亭かがり吉祥亭 東尋坊越前水仙

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

1名１室利用
（現地ホテル） 62,800円 2～4名1室利用

（現地ホテル） 49,800円

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

石川県
福井県

①夕食時に「ノドグロ姿焼き」付。
②夕食時、フリードリンク
　（ビール・焼酎・ジュース等）90分。
③ラウンジドリンクサービス。
④湯上りサービス（おつまみ＆ドリンク）。
⑤お休み前のデザートサービス。

宿
泊
特
典

コース番号

F-233
3泊4日
船中2泊
ホテル1泊

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2
～～大阪南港（5:30）＝大山ＰＡ（大山眺望）＝お菓子の寿城（お買物）＝大漁市
場なかうら（かにトロ膳の昼食）＝水木しげるロード（散策）…境港駅+++〈妖怪列
車／約50分〉+++米子駅＝倉吉（白壁土蔵の町並み）＝はわい温泉千年亭【宿泊】
ホテル＝白兎神社（参拝）＝とっとり賀露かにっこ館（かにの小さな水族館）＝鳥取砂丘（昼食／散策）
＝とうふちくわの里ちむら（お買物）＝あわくらんど（お買物）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口（16:00）＝新
門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（１便船）17:00発～～

宿泊

船中泊

はわい温泉
千年亭

3
4 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊

日
土281月 日

火72月2023年

1名１室利用
（現地ホテル） 54,800円 2～4名1室利用

（現地ホテル） 44,800円

鳥取県

大山大山

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト



❽

【おことわり】当社ツアーでは、ご参加いただく皆様の公平性を期すため、２等洋室の上下段指定、ベッド番号の指定およびレディースルームのご希望はお受けできません。バス席につきましては、原則ツアーお申し込み順にお席を決
めさせていただきます。前方席ご希望の方は１日あたり500円、おひとり様で２席利用ご希望の際は１日あたり3,000円にて、事前予約を承ります。ただし、事情によりご希望に添えない場合もございます。無賃幼児はバス席2,500円
（3歳以上）が必要となります。【お知らせとおことわり】季節の花の開花時期及び紅葉の見頃は、気象状況によっては例年参考より多少前後する場合がございます。そのため見頃でない場合もございます。予めご了承ください。

コース番号

F-235
3泊4日
船中2泊
ホテル1泊

3泊4日
船中2泊
ホテル1泊

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2 ～～大阪南港（8：30）=葛木寺（寺跡）=橘寺（拝観）=柿の葉寿司のヤマトあすか
店（昼食）=法起寺（拝観）=中宮寺（拝観）…法隆寺（拝観）=ルートイン本町【宿泊】
ホテル=大聖勝軍寺（拝観）=野中寺（拝観）=叡福寺（拝観）=新世界（大阪名
物串カツの昼食）=四天王寺（拝観）=広隆寺（拝観）=大阪南港（2便船）
19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（18：40）=門司駅北口（19:00）=
新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（2便船）19：50発～～

宿泊

船中泊

ルートイン
本町

3

4 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊

大阪府
奈良県
京都府

往復
2便船19：50発
ツーリスト

日
月203月2023年

1名１室利用
（現地ホテル） 42,800円 2名１室利用

（現地ホテル） 39,800円

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に
含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト2等洋室）料金、バス代、通行料、高速
代、宿泊代、食事代（朝食１回・昼食２回）、9カ寺拝観料、消費税等諸税■利用バ
ス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

出 発 日

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

コース番号

F-236
3泊4日
船中2泊
ホテル1泊

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2 ～～大阪南港（5:30）＝伊豆フルーツパーク（金目鯛釜まぶし膳の昼食）＝山中城（日本１００名城）＝小田原城（日本１００名城）＝ルートイン新富士駅南【宿泊】

ホテル＝駿府城（日本１００名城）＝焼津さかなセンター（にぎり寿司食べ放題の
昼食）＝掛川城（日本１００名城）＝大阪南港19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口（16:00）＝新
門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（１便船）17:00発～～

宿泊

船中泊

ルートイン
新富士駅南

3

4 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2 ～～大阪南港（5:30）＝新金谷駅（大井川鉄道の珍しい列車見学）+++〈ＳＬ列車／約30分間〉+++家山
駅＝焼津さかなセンター（昼食）＝駿河湾クルーズ（海から富士山眺望）＝THE HAMANAKO【宿泊】

ホテル＝航空自衛隊浜松広報館エアーパーク（見学）＝蒲郡オレンジパ
ーク（アサリ釜まぶし膳の昼食といちご狩り）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口（16:00）＝新
門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（１便船）17:00発～～

宿泊

船中泊

THE
HAMANAKO

3

4 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊

■最少催行人員：25名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に含
まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、宿
泊代、食事代（朝食1回、昼食2回）、小田原城・駿府城・掛川城入場料、消費税等
諸税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

出 発 日

日
水12月 日

月133月2023年

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）
1名１室利用
（現地ホテル） 45,800円 2名１室利用

（現地ホテル） 42,800円

静岡県

コース番号

F-234

バスガイド
同行！

聖徳太子ゆかりの１０寺院めぐり
おすすめポイント

聖徳太子生誕地の橘寺、法隆寺
（斑鳩寺）、広隆寺（蜂丘寺）、法起
寺（池後寺）、四天王寺、中宮寺、葛
木寺（跡）の聖徳太子建立七大寺
と、叡福寺（上の太子）、野中寺（中
の太子）、大聖勝軍寺（下の太子）
の河内三太子寺院を拝観します。

太子建立七大寺・河内三太子寺院

四天王寺四天王寺 橘寺橘寺 広隆寺広隆寺

■最少催行人員：20名■添乗員とバスガイドが同行いたします■旅行代金に含ま
れるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、食事代
（朝食1回・昼食2回・夕食1回）、宿泊代、ＳＬ運賃、駿河湾クルーズ乗船料、いちご狩
り入園料、消費税等諸税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

出 発 日

日
日53月2023年

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）
1名１室利用
（現地ホテル） 51,800円 2～4名1室利用

（現地ホテル） 45,800円

静岡県 バスガイド
同行！

大井川鉄道ＳＬ列車と駿河湾クルーズ
おすすめポイント

大井川鉄道で懐かしいSＬ列車に乗車し、富士山を
見ながら駿河湾をクルーズします。航空自衛隊浜松
広報館エアーパークを訪れます。いちご狩り園内食
べ放題つき。

THE HAMANAKOに泊まる

大井川鉄道ＳＬ大井川鉄道ＳＬ 駿河湾クルーズ駿河湾クルーズ

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

バスガイド
同行！

日本100名城　東海４城めぐり

おすすめポイント
北条氏難攻不落の居城「小田原城」とその
支城で西側防衛の拠点「山中城」、家康隠居
の城「駿府城」、山内一豊ゆかりの「掛川城」、
日本１００名城４城を訪れます。

小田原城　山中城　駿府城　掛川城

駿府城駿府城 掛川城掛川城

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト



❾

ウォーキングコース

出 発 日

日
月63月2023年

■最少催行人員：25名■添乗員が同行いたします■このコースにはバスガイド
は同行しません■旅行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト2等洋室）
料金、バス代、通行料、高速代、宿泊代、食事代（朝食１回・昼食２回・夕食１回）、那
智の滝入山料、消費税等諸税■利用バス会社：帝産観光バスもしくは同等クラス

写真提供:公益社団法人 和歌山県観光連盟 大門坂写真提供:公益社団法人 和歌山県観光連盟 大門坂 写真提供:公益社団法人 和歌山県観光連盟 発心門写真提供:公益社団法人 和歌山県観光連盟 発心門

勝浦温泉ホテル浦島に泊まる 世界遺産 熊野古道ハイライト

熊野３社参りと発心門＆大門坂ハイキング
おすすめポイント

導きの地、人生甦りの地、人の縁だけでなく諸々の願いを結ぶ宮とい
われる「熊野本宮大社」「熊野速玉大社」「熊野那智大社」の熊野三山
を参拝します。熊野古道の発心門王子から熊野本宮大社まで、大門坂
から熊野那智大社までを歩きます。

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2
～～大阪南港（5：30）=闘鶏神社（参拝）=滝尻王子・熊野古道館（見学）=
ホテルささゆり（昼食）=発心門王子（スタート）…（約7㎞）…熊野本宮大社（ゴ
ール／拝観）=勝浦温泉ホテル浦島【宿泊】
ホテル=大門坂（スタート）…（約3㎞）…熊野那智大社・青岸渡寺（参拝）…
那智の滝（ゴール）=熊野速玉大社（参拝）=瀞峡めぐりの里熊野川（熊野牛す
き焼き膳の昼食）=大阪南港（2便船）19：50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15：40）=門司駅北口（16:00）=
新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（1便船）17：00発～～

宿泊

船中泊

勝浦温泉
ホテル浦島

3

4 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊

和歌山県
コース番号

F-251
3泊4日
船中2泊
ホテル1泊

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

体力レベル 2技術レベル 中級 発心門コース 歩行約7.0km・約3時間／大門坂コース 歩行約3.0km・約2時間

ウォーキングツアー

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）
1名１室利用
（現地ホテル） 53,800円 2～4名１室利用

（現地ホテル） 45,800円

出 発 日

日
水152月2023年

■最少催行人員：25名■添乗員が同行いたします■このコースにはバスガイド
は同行しません■旅行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）
料金、バス代、通行料、高速代、宿泊代、食事代（朝食1回、昼食2回、夕食1回）、
竹島水族館入館料、いちご狩り入園料、、消費税等諸税■利用バス会社：帝産観光
バスもしくは同等クラス

伊良湖菜の花ガーデン伊良湖菜の花ガーデン 竹島竹島

伊良湖岬 菜の花ウォーク＆竹島一周ウォーク

三河湾２大名所ウォーキングといちご狩り
おすすめポイント

愛知県の渥美半島の伊良湖岬に咲き乱れる菜の花を見ながらウォー
キングを楽しんだ翌日、三河湾に浮かぶ竹島を歩きます。豊川稲荷の
参拝や、いちご狩りも堪能します。

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2
～～大阪南港（5:30）＝刈谷ハイウェイオアシス＝豊川稲荷（参拝／昼食）＝
道の駅伊良湖（ウォークスタート）＝伊良湖菜の花ガーデン（観賞）＝ホテル
竹島【宿泊】
ホテル（8:45）…竹島橋…八百富神社（参拝）…竹島橋…竹島水族館（見学）＝蒲
郡オレンジパーク（アサリ釜まぶし膳の昼食／いちご狩り園内食べ放題）＝えびせんべいと
ちくわの共和国（お買い物）＝八丁味噌（見学）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15：40）=門司駅北口（16:00）=
新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（1便船）17：00発～～

宿泊

船中泊

ホテル
竹島

3

4 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊

コース番号

F-252
3泊4日
船中2泊
ホテル1泊

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

体力レベル 1技術レベル 初級 伊良湖岬 歩行約5km・約2時間／竹島一周 歩行約2km・約1時間

ウォーキングツアー

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）
1名１室利用
（現地ホテル） 53,800円 2～4名１室利用

（現地ホテル） 45,800円

愛知県

①高地は平地に比べ、心臓・呼吸器系に負担がかかります。心臓・呼吸器疾患のある方は参加できません。②当日、登山ガイド又は添乗員が登山・ウォークが無理
と判断した場合は参加をお断り致します。③健康な方でも寝不足・過度な飲酒は①のような負担となりますので、体調の維持には十分配慮して下さい。④雨天の場

合も出発実施致しますが、現地の天候によってはコース変更、中止もありますことをご承知おき下さい。以上の理由によるほか、災害・事故・交通情報により旅程および日程の変更が生じた場合で別途に旅行費用（交通・宿泊
機関等）がかかる場合は、ご参加者の負担となります。また旅行出発後に離団された場合は会費の払い戻しは（一部返金）できません。⑤登山旅行において、全体のお客様より極端に遅れる場合（体力不足であきらかに登山
が無理と判断される場合）は、下山をお願いする場合もあります。又登山中はリーダーの指示・誘導にお従い下さい。⑥道路状況その他いろいろな事情により、旅程中の時刻は変更になることがありますのでご了承願います。※
靴は登山靴かトレッキングシューズ。※必ず雨具（レインコート）が必要（傘の使用は不可）※あると便利なもの トレッキングポール・サングラス・携行食（チョコレート・チーズ）・医薬品・懐中電灯・カイロ・水（500mlペットボトル）

■ご注意とご案内（出発までに必ずお読みください）



全コース 2等洋室（指定席・ベッド）利用
シティライントラベル「旅日和」設定のツアーは、
すべて2等洋室（指定席ベッド）利用です。 快適にお休みいただけます。

※いずれも事前申し込みの特別料金となっております。（ご出発日当日以降は、通常追加料金となります。）
2等洋室利用からの等級変更プランのご案内〈片道〉〈小人半額〉

船名1便船（17：00発）

フェリーきたきゅうしゅうⅡ
フェリーおおさかⅡ

17:00発1便

フェリーきょうと
フェリーふくおか

19:50発2便

きょうと・ふくおか
追加料金（片道・お一人様）船名2便船（19：50発）

9,500円

3,500円

基本利用

定員 追加料金

2名

1～4名

10名～30名

等　級

デラックス（特等室）

シティライントラベル・ツアー
参加者特別料金

おとなお一人様・片道

ファースト(１等室)

※ニューキャビンタイプ※ニューキャビンタイプ
ツーリスト（2等洋室）

おおさかⅡ・きたきゅうしゅうⅡ
追加料金（片道・お一人様）

9,500円

5,000円

3,500円

1,000円

基本利用

定員 追加料金

2名

2～3名

1～4名

14名

10名～30名

等　級

デラックス（特等室）

シティライントラベル・ツアー参加者特別料金

おとなお一人様・片道

ファースト(１等室)

コンフォート（２等寝台）

※ニューキャビンタイプ※ニューキャビンタイプ
ツーリスト（2等洋室）

10

標高の高い山里の丘陵に立つ孤高の一本桜「醍醐桜」。新日本名木百選にも選ばれた見
事な桜です。隠岐配流の際、後醍醐天皇が賞賛したといわれています。

醍醐桜

醍醐桜ハイキング

■最少催行人員：25名■添乗員が同行いたします■このコースにはバスガイドは同行しません
■旅行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、
食事代（昼食１回）、消費税等諸税 ■利用バス会社：国際興業大阪もしくは同等クラス

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2
～～大阪南港（5:30）＝醍醐桜（ハイキング約6㎞）＝真庭
あぐりガーデン（昼食）＝西の屋湯の郷店（お買い物）＝大
阪南港（２便船）19:50発～～

宿泊

船中泊

3 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）＝門司駅北口（16:00）＝
新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（１便船）17:00発～～

出 発 日

2023年 4月 日
水5

19,800円

おすすめポイント

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

ウォーキングツアー

船旅ならではの
楽しみが
いっぱい!!

【名門大洋フェリーツーリスト（2等洋室）スリッパ廃止のご案内】
この度、新型コロナウイルス感染症予防対策の強化として、2021年7月20日（火）出発便より、スイート（特別室）・デラックス（特等室）を除く船内客室のスリッパをすべて撤去することといたしました。ファースト（1等室）は使い捨
てスリッパに差し替えしますが、ツーリスト（2等洋室）、ドライバールームについては客室へのスリッパ設置を廃止します。お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。ご自身でスリッパな
ど履物をご準備いただくか、船内売店にて使い捨てスリッパ（110円（税込））をお買い求めいただきますようお願い申し上げます。船室の設備については、名門大洋フェリーのホームページでご確認ください。

スーペリア（洋室）
※シャワー・トイレ付※シャワー・トイレ付

※デラックス ※スーペリア

岩村の町並み岩村の町並み岩村城岩村城

おすすめポイント

コース番号

F-253

岐阜県2泊3日
船中2泊

ウォーキングツアー出 発 日

2023年 3月 日
水1519,800円

旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

日本三大山城 
日本100名城 
女城主の里 岩村城ハイキング

■最少催行人員：25名■添乗員が同行いたします■このコースにはバスガイドは同行しません■旅
行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト2等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、食事代（昼
食弁当１回）、岩村歴史資料館入館料、消費税等諸税■利用バス会社：帝産観光もしくは同等クラス

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2
～～大阪南港（5:30）＝恵那峡山菜園（お買い物）＝岩村歴史資料
館（入館／ウォークスタート）…岩村城本丸跡（折り返し）…岩村歴史資
料館（ゴール後、城下町を自由散策）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

宿泊

船中泊

3 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（15:40）=門司駅北口（16:00）=
新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（1便船）17：00発～～

体力レベル 2技術レベル 初級 歩行約3km・約1.5時間  

悲運の女城主の逸話が残る日本三大山城、日本１００名城
のひとつ「岩村城」。重要伝統的建造物群保存地区の岩村
の町並みでの雛祭りも見学します。

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

おすすめポイント

ウォーキングツアー20,800円
旅行代金（大人お一人様・小人同額・税込み）

明日香村 歴史ウォーキングと大神神社初詣

■最少催行人員：20名■添乗員が同行します■このコースにはバスガイドは同行しません■旅
行代金に含まれるもの：往復フェリー（ツーリスト２等洋室）料金、バス代、通行料、高速代、食事代
（昼食１回）、入館料、消費税等諸税■利用バス会社：国際興業大阪もしくは同等クラス

新門司港ターミナル集合場所 食事

1

2
～～大阪南港（8:30）＝大神神社（初詣／徒歩往復約1㎞）＝柿の葉ずし
ヤマトあすか店（名物柿の葉ずしの昼食）＝石舞台古墳（見学／ウォーク
スタート）…橘寺・二面石…亀石…鬼のせっちん・鬼のまないた…国営飛
鳥歴史公園館…高松塚壁画館（ゴール）＝百舌鳥古墳群ビジターセンタ
ー（見学／仁徳天皇陵遥拝）＝大阪南港（２便船）19:50発～～

宿泊

船中泊

3 ～～新門司港（8:30着）到着後解散  送迎バス利用=門司駅北口=小倉駅北口

船中泊

【お客様各自送迎バス利用】小倉駅北口（18:40）=門司駅北口（19:00）=
新門司港フェリーターミナル※添乗員が受付／新門司港（2便船）19：50発～～

明日香村の石舞台古墳、鬼のせっちん・鬼のまないたなどの不思議な石造物、高松塚壁
画館を見学しながら、ウォーキングします。日本最古の古社といわれる大神神社初詣も。

体力レベル 2 歩行約6.0km・約2時間技術レベル 初級

コース番号

F-254 岡山県2泊3日
船中2泊

往路
1便船17：00発
ツーリスト

復路
2便船19：50発
ツーリスト

樹齢1000年の巨木
だいござくら

※２名以上で参加の
　場合は19,800円

体力レベル 1 歩行約4.0km・約2時間  

石舞台古墳

コース番号

F-956

奈良県

出 発 日

2023年 1月 日
火10

2泊3日
船中2泊

技術レベル 初級

往復
2便船19：50発
ツーリスト

（弁当）

レベル表はあくまでもご参考ですので
自分の体力・経験に合わせて選びま
しょう。

■コースレベルについて 技術レベル 体力レベル
【初級】ウォーキング・低山ハイキングレベル
【中級】高山での歩行、多少の岩場や悪路があり注意を怠れば多少の危険が伴うレベル
【上級】中級コース参加経験者で、技術・体力に自己責任が持てる方対象

初心者の方でもご参加いただけるコース
体力には少し自信があり、日頃から運動に親しまれている方のコース
高低差も大きく、歩行距離・行動時間の長い、比較的体力を必要とするコース

1
2
3



お 申 し 込 み ご 案 内（ご旅行条件書・要旨）

TEL.093-481-2331名門大洋フェリーグループ

〒800-0115 福岡県北九州市門司区新門司1丁目6番地

旅行企画・実施 協 賛

営業時間 9:00～17：30（休日：土曜・日曜・祝日・年末年始）
202213000大阪府知事登録  第２－１６５２号  全国旅行業協会会員  総合旅行業務取扱管理者／久保田 茂

この旅行は、株式会社シティライントラベル（以下当社と云います。）の募集型
企画旅行であり、旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件
の他、下記条件及び当社の旅行業約款によります。

1.旅行の申し込み及び旅行契約の成立
　(1)当社は電話、その他の通信手段（以下「電話等」という）による旅行契約
の予約のお申し込みを承ります。

　(2)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、ご旅行代金を受領したときに成
立するものとします。

　(3)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時に
お申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。

2.旅行代金のお支払い期限及び費用
　(1)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、13日目にあた
る日より前にお支払い下さい。

　(2)参加されるお客様の内、特に記載のない場合、満12歳以上は大人代
金、満5歳以上（航空機利用コースは3歳以上とします。）満12歳未満の
方は、こども代金となります。

　(3)旅行代金は、各コース毎に表示しています。ご出発日とご利用人員でご
確認下さい。

3.旅行代金に含まれないもの
　(1)集合前解散後の交通費、旅行日程に記載された以外の交通費、飲食費
及び観光費、レンタカープランのガソリン代、個人的な飲食費・通信費、希
望者のみ参加のオプショナルツアー代金、傷害・疾病に関する治療費。

4.旅行契約内容及び旅行代金の変更
 （旅行契約内容の変更）天災地変、気象条件、運送機関等の争議行為、官
公署の命令等当社の関与し得ない事由により、旅行の安全かつ円滑な
実施を図る為やむを得ない時は、お客様に予め（緊急の場合は変更後に）
理由を説明して契約内容を変更することがあります。

 （旅行代金の変更）
　(1)利用予定の運送機関の適用運賃・料金が改定される時は、その範囲内
で旅行代金を増額・減額する事があります。その場合は、旅行開始日の前
日から起算して15日目に当たる日より前に、お客様にその旨通知します。

　(2)運送機関の遅延・不通、交通渋滞、天災地変その他のやむを得ない事
由によって、旅行の実施に要する経費が増加・減少する時は、その範囲内
で旅行代金を変更する事があります。

     （お客様の交代）お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に
譲渡（交代）することができます。この場合交代に係る手数料等をお支払
い戴きます。

5.旅行契約の解除
　(1)お客様の都合で旅行を取消される場合は旅行代金に対しておひとり様
下記の料金で取消料（違約金）を戴きます。

　(2)なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお
申し出いただいた日とします。

6.当社の責任及び免責事項
　(1)当社は旅行契約の履行に当たって、故意又は過失によりお客様に損害
を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償致します。

　(2)お荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から
起算して14日以内に当社にたいしてその通知があった場合に限り、1人最
高15万円を限度として賠償致します。

　(3)お客様が次に例示する様な事由で損害を被られた時は、上記の責任を
負うものではありません。

　 ①天災地変、気象条件、暴動、運送機関・宿泊施設の事故若しくは火災又
はこれらの為に生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。②官公署の
命令。③伝染病の隔離。④自由行動中の事故。⑤食中毒。⑥窃盗。⑦運
送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目
的地滞在時間の短縮。

7.特別補償
　(1)当社は第6項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅
行約款特別補償規定に定めるところにより、お客様が旅行参加中急激か
つ偶然な外来の事故によりその生命、身体または手荷物の上に被られた
一定の損害について、賠償金又は通院、入院見舞金を支払います。

　(2)お客様が旅行参加中被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転又は
山岳登はん、スカイダイビング搭乗その他これらに準ずる危険な運動中の
事故による場合は、当社は上記の賠償金及び通院、入院見舞金を支払い
ません。

8.添乗員の同行の有無
　(1)添乗員同行のコースは、全行程、添乗員が同行致します。
　(2)現地添乗員の表示コースは、全行程添乗員は同行しませんが現地は同
行致します。

　(3)個人型プランには、添乗員は同行致しません。お客様が旅行サービスの
提供を受ける為に必要なクーポン券類をお渡し致しますので、旅行サービ
スを受ける為の手続きはお客様ご自身で行って戴きます。

9.旅行条件の基準期日
　この旅行条件は2022年12月1日現在を基準としております。

10.その他
その他の事項は、最終日程表及び当社旅行業約款によります。

11.個人情報の取扱いについて
当社は、旅行申込の際にご提出いただいた個人情報について、お客様との
連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただく他、必要な範
囲内において当該機関等に提出させていただきます。この他、当社では、「商
品サービス、キャンペーンのご案内」「旅行参加後のご意見やご感想の提供
のお願い」「アンケートのお願い」「特典サービスの提供」「統計資料の作
成」にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

a
b
c
d
e
f

旅行契約の解除日
無　料

旅行代金の  20％
旅行代金の  30％
旅行代金の  40％
旅行代金の  50％
旅行代金の100％

旅行開始日の前日から起算して21日前まで
旅行開始日の前日から起算して20日前～8日前
旅行開始日の前日から起算して  7日前～2日前
旅行開始日の前日
旅行開始日当日
旅行開始後及び無連絡不参加

取消料

前述の特別補償では、傷害・疾病等については補償がありません。安
心して旅行して戴く為に、お客様ご自身で別途任意保険を掛けておら
れる様お勧め致します。

【国内旅行傷害任意保険加入のおすすめ】

<お知らせとお願い>

<ツアーお申し込み時のお願い>

台風もしくは濃霧の発生など理由により、航路運航規制がかかり、到着・出発に遅れが発生する場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。その際には、到着時間の遅れにより、観光コースの行程変更・

観光地の割愛をやむを得ず行う場合があります。また、復路の予定便が欠航または大幅な遅れが見込まれる場合には、代替手段として他交通機関（新幹線など）利用または後泊が必要となる場合もあります。

その際には、ご参加のお客様の費用ご負担となります。これらは、天候事象による行程の変更・割愛となりますので、当社に責はございません。

事前に気象情報を参考にお客様の安全を第一としてツアーの催行判断をいたしますが、判断に時間を要する場合があります。やむを得ず、ご集合場所にて、ツアー催行判断をお知らせする場合もございます。その際には、ご集合場

所までの往復交通費はご参加のお客様の費用ご負担となります。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。また、霧や豪雨、交通事情等により復路の予定便に乗船できない事象につきましても、予期できぬ不可抗力のた

め、当社に責はございません。代替交通手段として、他交通機関（新幹線など）利用または後泊が必要となる場合もあります。その際には、ご参加のお客様の費用ご負担となります。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

歩行や視聴覚などがご不自由な方、アレルギーのある方、など特別な配慮を必要とする方は、お申し込みの際に必ずお申し出ください。個人的嗜好によるメニューの変更は承ることはできません。

のりば案内のりば案内 のりば案内

※新門司港フェリーターミナル
の駐車場は台数に限りがござい
ますので、ＪＲ小倉駅もしくは
ＪＲ門司駅からの送迎バスの
利用をおすすめ致します。

（受付は、各出航の1時間前からと
 なります。）

ツアーのご予約を頂いてからご出発までの流れ

送迎バスの
ご案内 ＪＲ小倉駅  新幹線口（北口）（海側） ＪＲ門司駅 大里赤煉瓦タウン口（北口）（海側） 新門司港フェリーターミナル

バス車中におきましては、安全確保のためシートベルトを必ずご着用下さい。バス車中におきましては、安全確保のためシートベルトを必ずご着用下さい。

（旅行をご予約の場合は、必ず当社旅行業約款、旅行条件書をお読みください。）

他の催行日へ変更
旅行の取消

ご出発

新門司港
フェリー
ターミナル

1便船 ご利用の際

※集合場所は、新門司港ターミナルです。（送迎バス利用または各自で新門司港ターミナルへお集まりください。）

2便船 ご利用の際
1便船 ご利用の際
2便船 ご利用の際

1便船 ご利用の際
2便船 ご利用の際

15時40分出発
18時40分出発

16時00分出発
19時00分出発

16時00分頃までにお越しください
19時00分頃までにお越しください

無料送迎バスご利用の
上、名門大洋フェリー
新門司港ターミナルへ
お越しください。

ツアー
催行の
場　合

画像は「フェリーふくおか」の船内イメージです。

※1便は軽朝食300円バイキングゆったり快適な
ミッドナイトクルージング! !

美味しいお食事を
ご用意しております。

イメージ

JR門司駅
〒

ロータリー（駐車場）

ロータリー（駐車場）

国道199号線
海　側

送迎バス
のりば ●改札を出て右側にお進みください。

●送迎バスはロータリー中へ入ります。

←小倉 門司港→

〒

魚町商店街

平
和
通
り

乗用車駐車場

KMMビル リーガロイヤル
ホテル

門司→門司→

←博多・別府

門司→国道199号線

在来線ホーム側
JR小倉駅
モ
ノ
レ
ー
ル

←戸畑 海　側

名門大洋フェリー
送迎バス

観光バス駐車場
（名門大洋フェリー
案内板目印）

この辺りに停車しております。 小倉駅北口 新幹線ホーム側

夕食：大人1,600円 小人1,100円
朝食：大人　　750円 小人　　500円

シティライントラベル「旅日和」設定のツアーは、
すべて 2等洋室（指定席ベッド） 利用です。
快適にお休みいただけます。

日程表（確定書面）およびお振込みのご案内を1ヶ月
前に郵送致します。（催行がすぐに確定しない場合は
14日前までに郵送致します。）

出発日・集合場所・
時間・人数等をご
確認ください。

指定日までに旅行代金を当社口座へ
お振込みください。
（お取消しの場合はご連絡をお願いします。）

14日前までにお電話または書面にて代表者様にご連絡を致します。

船旅ならではの
楽しみがいっぱい!!
船旅ならではの
楽しみがいっぱい!!

ツアー中止の場合

展望ラウンジ展 望 浴 室展望レストランエントランスホール特別補償では、傷害・疾病
等については補償があり
ません。
安心して旅行して頂く為
に、お客様ご自身で
別途任意保険を掛け
られる様、お勧め致
します。

国内旅行傷害任意保険
加入のおすすめ

オプションプラン

1便船軽朝食は、夕食ご利用者に軽朝食無料券をお渡しいたします。(夕食時に、500円食事割引券利用ができます)尚、軽朝食のみのご利用
は３００円となります。(500円食事割引券は利用できません)※「500円食事割引券」の再発行はいたしません。※裏面記載の利用日以外の利
用はできません。※シルバー割引等他のサービス・サービス券との併用はできません。12/23～1/9出発分は除外期間となります。

このパンフレットに掲載のツアーをお申し込みのお客様に、船内レストラン（夕食）でご利用いただける、
500円食事割引券を往復それぞれお渡し致します。（ご旅行ご参加当日、添乗員よりお渡しいたします）お得な

特 典


