
錦秋に染まる瀬戸内海  秋をまるごと味わう旅
2011年11月19日（土）～11月23日（水：祝）4泊5日

にっぽん丸

瀬戸内海
来島海峡大橋

北関東の海の玄関、茨城県大洗からの船旅を
お楽しみ下さい。

大洗町長のごあいさつ 大洗町長　小谷 隆亮

　このたびの東日本大震災により被災された皆さまに心より
お見舞い申し上げます。
　大洗町もかつてない甚大な被害を受けましたが、一日も早い
笑顔あふれる活気あるまちを目指し、町民一丸となって復旧・復興
に全力を挙げて取り組んでおります。
　今回、大洗港発着となる紅葉の瀬戸内海クルーズが開催され
ますことは、クルーズポート大洗の復興の証であり、私どもも盛大なセレモニーで
出港に華を添えたいと思っております。
　この機会に是非、元気になった大洗港から素晴らしい船旅を心ゆくまでご堪能
ください。

元気に再開 大洗

写真はすべてイメージです。　写真にはオプショナルツアーでの行き先も含まれます。

京都
清水寺

広島（宮島）
厳島神社

岩国
錦帯橋

琴平
金刀比羅宮

ご旅行代金について
■旅行代金：各クルーズのご案内に表示される旅行代金は、1室を2名様ま
たは3名様でご利用いただく際の、大人お一人様あたりの金額です。但し、
デラックスシングルについては1室1名様でご利用いただく際の、お一人様
あたりの金額です。
■ルームリクエスト：ルームリクエストがある場合は、原則乗船券（出発日の2
～3週間前に発送予定）をもって回答といたします。ご希望にそえない場合
もございますので、予めご了承ください。

■子供代金：子供代金は旅行開始日当日を基準に、2歳未満が大人1名様
に対し1名様無料（食事、ベッドなし）、2歳以上小学生以下は大人代金の
75％、中学生以上は大人代金となります。（子供のみでの客室の占有は安
全上の理由でお引受けできません。）
■参加人数変更：1室ご利用人数の変更があった場合には、変更後の1室ご
利用人数に応じた代金をいただきます。ご利用人数の変更により、大人1名
様で1室利用となる場合は一旦ご予約を解除し、シングル利用での再予約と

なります。解除の時点でシングル利用が満室の際はキャンセル待ちとさせてい
ただく場合があります。
■客室クラスの変更：お客様のご都合で客室クラスを変更した場合は、変
更後の客室代金との差額をいただきます。

旅行条件〈要約〉　詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
１．旅行のお申込み
a.所定のお申込み書に必要事項をご記入の上、お申込み金1名様当り下記金額を
添えてお申込みください。募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、
申込金を受理した時点で成立するものといたします。

b.お電話によるお申込みの場合は、お申し込みの翌日から7日以内に上記aの申込
み手続きをお願いいたします。この場合にも、申込金を受理した時点で募集型企
画旅行契約が成立したものとします。

２．旅行代金のお支払い
お申込金を除いた残金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、旅行開
始日の1ヶ月前までにお支払いいただきます。

３．旅行代金に含まれるもの
a.旅行日程に明示した船舶の運賃。
b.旅行日程に明示した船内宿泊、食事、船内のイベント参加費（一部材料費を除く）。

４．旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行代金に含まれていません。その一部
を例示します。）

a.傷害疾病に関わる医療費及び諸費用、並びに携行品保険。
b.アルコール等飲料の代金、クリーニング、電報・電話料、その他追加飲食等個人
的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
c.船内での有料サービス。
d.寄港地での希望者のみ参加されるオプショナルツアーの費用。
e.出発地まで、及び解散地からの交通費、その他個人的費用。

５．取消料
お申込み後、お客様の都合で取消しをされる場合、下記表の取消料を申し受けます。

６．添乗員同行の有無
大洗～大洗の間添乗員が同行します。

７．その他
a.参加者の人数が、明示した最少催行人員に達しない場合は旅行を中止します。
この場合は旅行開始日の前日から起算し、さかのぼって13日目に当たる日より前
までにお客様にその旨を通達いたします。
b.運送機関の運賃・料金の増額に伴い、旅行代金を増額する場合は、旅行開始日
の前日から起算し、さかのぼって15日目に当たる日より前までに、お客様にその旨
をご通知いたします。
c.天災地変、戦乱、運送機関等の争議行為等、その他当社の管理できない事由が
生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため、止むを得ない時は旅行を
中止、または旅行の変更をすることがあります。
d.旅行条件・旅行代金は、2011年6月20日を基準としております。
e.その他の事項については当社の旅行条件書によります。

８．最少催行人員 ： 2名

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

21日前まで
20日前から8日前まで
7日前から2日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日（旅行開始後を除く）
旅行開始後又は無連絡不参加

取　消　日 取　消　料
　　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％

旅行代金（お一人様）
お申込金

15万円以上～30万円未満
30,000円

30万円以上
50,000円

茨城県観光物産協会、大洗町、大洗港振興協会、茨城新聞社、下野新聞社、上毛新聞社
後　　援

●お問い合わせ・お申し込みは下記まで
〈受託販売〉

茨城県知事登録旅行業2-503号　総合旅行業務取扱管理者　佐藤真一
茨城県東茨城郡大洗町港中央1 営業時間　8：30～17：00（土・日祭日休み）

FAX 029-266-3698
http://www.oarai-terminal.jp/

大洗ポートトラベル
（大洗ターミナル株式会社）

TEL.029-266-3325 総合・国内旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う
営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、担
当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく総合・
国内旅行業務取扱管理者にご質問ください。

日立ポートサービス株式会社

旅行企画・実施

〒319-1223  茨城県日立市みなと町14-1
茨城県知事登録旅行業2-283号

～クルーズのエキスパート～

ご旅行代金（大人お一人様）（クルーズ代・消費税込）

茨城県
大洗発着
茨城県
大洗発着

あなたの街（各地）から
送迎バス運行

あなたの街（各地）から
送迎バス運行

④ＪＲ渋川駅＝ＪＲ前橋駅＝ＪＲ高崎駅＝伊勢崎＝東武館林駅⇔大洗

※集客状況によりバスルート、出発時間が変更になる場合があります。

②京成成田駅＝ＪＲ佐原駅＝ＪＲ銚子駅＝ＪＲ鹿島神宮駅⇔大洗

③秩父駅＝ＪＲ深谷駅=ＪＲ熊谷駅＝東武太田駅＝ＪＲ足利駅＝ＪＲ栃木駅⇔大洗

①JR東京駅＝JR松戸駅＝JR柏駅⇔大洗
（7：30発）

（7：00発）

（7：30発）

（8：30発）

（6：00発）

（7：00発）

（6：30発）

（6：30発）

（6：00発）

⑤ＪＲ新白河駅＝ＪＲ那須塩原駅＝ＪＲ宇都宮駅＝ＪＲ小山駅⇔大洗

⑥ＪＲ福島駅＝ＪＲ郡山駅＝ＪＲいわき駅＝ＪＲ泉駅⇔大洗

⑦ＪＲ松本駅＝ＪＲ長野駅＝ＪＲ上田駅＝ＪＲ佐久平駅⇔大洗

（6：00発）
⑧飯能＝川越＝上福岡＝ＪＲ浦和駅＝ＪＲ大宮駅＝東武春日部⇔大洗

（市役所前）

大洗への交通が便利になりました北関東自動車道の
全線開通により
●車で長野から約3時間30分 ●車で高崎から約2時間 ●車で宇都宮から約1時間

5日間留置無料駐車場完備大洗港区集合プラン

スイートルーム
グランドスイート

2名1室利用

792,000円560,000円432,000円408,000円332,000円300,000円228,000円189,000円172,000円155,000円

2名1室利用2名1室利用1名1室利用2名1室利用2名1室利用2名1室利用2名1室利用2名1室利用3名1室利用

ビスタスイートジュニアスイートデラックスシングルデラックスベランダデラックスツインスーペリアステートコンフォートステートスタンダードステートグループ3

デラックスルームステートルーム

•グループ3料金はコンフォートステート利用です。
•大人1名で1室利用の場合
スタンダードステート（お一人様223,600円）、コンフォートステート（お一人様245,700円）、スーペリアステート（お一人様296,400円）、グランドスイートは2名1室お一人様料金の200％、その他
のクラスは160％となります。

日程 場所・時間 食事スケジュール
各地よりバスにて又は各自にて集合。
（無料駐車場完備）
●大洗より見送りセレモニーにより華やかに出港。
●にっぽん丸の充実した施設やカクテルパーティ
など多彩なイベントでお楽しみください。

徳川家ゆかりの歴史の町和歌山へ。
●自由行動、京都・奈良・和歌山市内などへのオプ
ショナルツアーでお楽しみください。

さわやかな秋の太平洋をのんびりクルーズ。
船内では各種イベントをお楽しみください。
●大洗港区入港。下船後解散又はバスにて各地へ。

11/19
㈯

11/20
㈰

11/21
㈪

11/22
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11/23
㈬

2011年11月19日（土）～11月23日（水：祝）
大洗～和歌山～岩国～小松島～大洗

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

【船中泊】

大洗
11:00発

和歌山
12:30着
19：30発

岩国
10:30着
16：30発

小松島
8:30着
16：00発

各地発

各地着

大洗
18：30着

瀬戸内海をのんびりクルーズ。朝、来島海峡大橋等しま
なみ海道を通過します。歴史の風薫る城下町岩国へ。
●自由行動、宮島、錦帯橋、柳井などへのオプショ
ナルツアーでお楽しみください。

徳島の海の玄関小松島へ。
●自由行動、琴平や鳴門、かずら橋などへのオプ
ショナルツアーでお楽しみください。

［茨城県内］お一人様 往復5,000円　［茨城県外］お一人様 往復7,000円

⑨ＪＲ下館駅＝イオン下妻＝ＴＸつくば駅＝ＪＲ牛久駅＝ＪＲ土浦駅⇔大洗

⑩ＴＸ守谷駅＝ＪＲ取手駅＝ＪＲ佐貫駅＝関鉄竜ヶ崎駅⇔大洗

各地～大洗送迎プラン（大人お一人様）（税込）

　 朝4回、　 昼5回、　 夜4回
※気象・海象その他の条件により記載航路・スケジュールが変更になる場合があります。
※紅葉の見頃は、例年と異なる場合があります。
※港湾復旧の関係により、発着港が大洗港区から県内外の港に変更になる場合もございます。

添乗員/大洗から大洗の間、同行します。



•室戸岬•室戸岬

御前崎
•

御前崎
•

横浜•横浜•

潮岬•潮岬•

大 洗
11月19日11：00出港
11月23日18：30入港
11月19日11：00出港
11月23日18：30入港

和歌山
11月20日12：30入港
11月20日19：30出港
11月20日12：30入港
11月20日19：30出港

11月20日通過予定
11月21日通過予定
11月20日通過予定
11月21日通過予定

岩国
11月21日10：30入港
11月21日16：30出港
11月21日10：30入港
11月21日16：30出港

小松島
11月22日  8：30入港
11月22日16：00出港
11月22日  8：30入港
11月22日16：00出港

明石海峡大橋明石海峡大橋
11月21日通過予定11月21日通過予定
瀬戸大橋瀬戸大橋

11月21日通過予定11月21日通過予定
来島海峡大橋来島海峡大橋

スイートルーム ●ジュニアスイート

●デラックスベランダ

●スーペリア
　ステート

落ち着いた雰囲気はそのままに、明るく、開放感あふれた癒しの空間。
6F 3室／31㎡（バルコニー付）

●グランドスイート 6F 2室／79㎡（バルコニー付）
●ビスタスイート
6F 4室／37㎡～46㎡（バルコニー付）

5F 16室／24㎡（バルコニー付）

4F 42室／14㎡
4F 2室バリアフリー
　　対応／28㎡
2F 8室／16㎡～18㎡

●コンフォートステート
3F 80室／14㎡
2F 17室／14㎡

●スタンダードステート
1F 18室／14㎡

デラックスツイン及びデラックスシングルは、船体設備の一部が視界に入る構造となっております。

※スタンダードステートは丸窓になります。

●デラックスツイン
5F 4室／19㎡

●デラックスシングル
5F 6室／13㎡

朝も、昼も、夜も、一日中楽しめる「にっぽん丸」の美食
モーニングコーヒー・朝食 グリルバー

ディナー 夜食

アフタヌーンティー

昼食

一日3食・夜食のお食事やティー
タイム、グリルバー等の飲食は
クルーズ代に含まれております。
※写真はすべてイメージです。
　料理内容・器は変更となる場合があります。

オアシスジム＆スタジオ 7F温水プール 7F

リドテラス 7F寿司バー“潮彩” 6F

スパ＆サロン 7Fスポーツバー 7F

フレンチのフルコースなど“美味なる船”の魅力に充実した船内施設、
上質なサービスで洋上の楽園を演出します。

秋のベストシーズンに瀬戸内海の旬の見どころを巡る

キャビン紹介｜居住性を追求した安らぎの空間

オプショナルツアー（別料金・大人お一人様の税込み代金）
その他、各寄港地発着のタクシープランもご用意しております。

寄港地｜和歌山 寄港地｜岩国

寄港地｜小松島

●和歌山観光～紀州徳川家の歴史と紅葉の名所～
和歌山城、紅葉渓庭園、紀州東照宮、黒潮市場を巡る。

5,500円所要時間4時間 食事なし

7,800円所要時間6.5時間 食事なし

7,800円所要時間6.5時間 食事なし

11,000円所要時間5.5時間 軽食付

10,500円所要時間5.5時間 食事付

12,800円所要時間6.5時間 食事付5,500円所要時間3時間 食事なし

6,500円所要時間3.5時間 食事なし

11,500円所要時間7時間 軽食付

10,000円所要時間7時間 軽食付

●紅葉の奈良観光
秋の装いの奈良公園、東大寺（大仏）、春日大社を巡る。

●紅葉の京都観光
京都の紅葉の名所を訪れます。

●岩国観光
日本三名橋錦帯橋と岩国城を巡る半日コース。

●錦帯橋と柳井の町並み散策
日本三名橋錦帯橋と江戸時代の街並みが残る柳井を散策。

●錦帯橋と宮島・厳島神社観光
日本三名橋錦帯橋と紅葉の美しい宮島の二大名所を巡る。

●鳴門の渦潮と霊山寺
鳴門干潮船での渦潮観光と、四国霊場一番札所を訪ねる。

●鳴門の渦潮と大塚国際美術館
鳴門干潮船での渦潮観光と、名物鯛茶漬けの昼食後、大塚国際美術
館の見学。

●祖谷のかずら橋と大歩危峡遊覧
紅葉の美しい祖谷のかずら橋、大歩危峡遊覧。

●金刀比羅宮参拝
海の神様、金刀比羅宮を参拝。

デラックスルーム

過ごしやすさを追求した機能的なキャビン。ステートルーム

バルコニーを新設してリニューアル！
落ち着いたシックな雰囲気はそのま
まに、明るく開放感あふれた、さらに
居住性がアップしたキャビンです。

ベッドが窓側に配置され、カーテンでリビングス
ペースと仕切ることができる、ツインルームの
「スーペリアステート」。

コンフォートステートとスタンダードステートはカーペット、寝具、
カーテン等を変更し温かみのある空間に生まれ変わりました。ま
た、このタイプのお客様は1室3名さままでご利用いただけます。

ゆとりの広さとシックな落ち着きが
自慢のデラックスツイン。改装後も
使い勝手のよい設備や収納で充実
したくつろぎの時間を提供します。

一人でも気軽に参加したいという
お客様に最適のお部屋です。バ
スタブのある使い勝手のよいキャ
ビン。

※

京都と安芸の宮島
西日本二大人気紅葉スポットを訪ねる西日本二大人気紅葉スポットを訪ねる

1泊2日
募集人員
30名

和歌山
わかやま

な　ら きょうと

奈良・京都
紀州徳川家ゆかりの歴史の町和歌山に
入港。紅葉の美しい世界遺産の地、
古都京都や奈良へ。（オプショナルツアー）

瀬戸内海の城下町岩国へ入港。秋の装いの錦帯橋や白壁の
街並みが美しい柳井、世界遺産の地宮島へ。（オプショナルツアー）

小松島
こまつしま

岩国いわくに

～瀬戸内海の島 の々美しい景色と
　　　　　　　秋の彩り紅葉満喫～

和歌山港から岩国港まで陸の観光を1泊2日でお楽しみい
ただきます。京都の紅葉の名所清水寺や永観堂、広島の平
和公園、原爆ドーム、宮島、錦帯橋を巡る。 お一人様48,500円

交通費・宿泊代・食事代3食含む

宿泊：広島 宿泊：小豆島

1泊2日

岩国港から小松島港まで陸の観光を1泊2日で
お楽しみいただきます。世界遺産宮島と寒霞渓
の紅葉が美しい小豆島を巡る。 お一人様48,500円

交通費・宿泊代・食事代3食含む

紅葉の見頃は例年と異なる
場合があります。

澄み切った秋の空気、ひときわ穏やかな海と感動的な美しい景色。

なると ことひら

しょうどしま

い や け い

やない ひろしま みやじま

柳井・広島・宮島・小豆島

徳島の海の玄関小松島へ入港し、渦潮の美しい鳴門や、秋の
装いのかずら橋、大歩危、金刀比羅宮へ。（オプショナルツアー）

東福寺

錦帯橋 宮島・厳島神社白壁の街並みが美しい柳井 小豆島

鳴　門 大歩危金刀比羅宮和歌山城 奈良公園

小豆島・寒霞渓と安芸の宮島
瀬戸内海の二大人気紅葉名所を訪ねる瀬戸内海の二大人気紅葉名所を訪ねる

写真はすべてイメージです。

（最少催行人員20名）

募集人員
30名

（最少催行人員20名）

お お ぼ け

鳴門・琴平・祖谷渓・大歩危

　幼い頃よりジャズ・ポップスなどを好み、作曲家いずみたく氏に師事し、１５歳
でソロデビュー。
　１６歳でピンキーとキラーズを結成。「恋の季節」・「涙の季節」がミリオンヒット
となり、数々の音楽賞を受賞。解散後、198１年に単身渡米。ブロードウェイでは
歌・ダンス・英語などを勉強し、帰国後も、ライブ・舞台・テレビなど数多く出演。ま
た、数々のＣＭソングの歌い手としても知られる。近年はミュージカル「ＣＡＢＡＲＥ
Ｔ」「ボーイ・フロム・オズ」「モダンミリー」「COCO」等にも出演し、銀座スウィン
グ・スイートベイジルで定期的にライブを行うなど、現在も幅広く活躍中である。

今　陽子（こん　ようこ）エンターティナー Main Entertainer
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