フェリー＆マイカーで巡る とっておき！ 北海道

新潟港発

新日本海フェリーで行く！ マイロード

秋の道東周遊 10
日間

橋

魚

まち巡り
河岸

早

朝

釧路／幣舞

①2017年9月20日（水）

②2017年9月29日（金）

177,000 173,000
円
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円

港町釧路ならではの迫力ある水揚
げ風景を間近で見ることができる
「早朝魚河岸まち巡り」にご参加い

大人２名様１室＋乗用車１台でご参加のお一人様旅行代金（諸税・サービス料込）
※車長が５m以上の場合は追加代金が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

プレゼント・キャンペーン実施中 !
対象者

ただけます。

道東厚岸産カキがもれなくもらえる！

秋の道東周遊10日間コースお申込みの方限定

ご旅行終了後に、
「道の駅 厚岸味覚ターミナルコンキリエ」からお客様のご自宅へ
直送いたします。ご旅行中もぜひお立ち寄りください！

ツアー
ポイント

1

フェリーは快適な個室、
ホテルは景観指定の
お部屋をご用意

往復フェリーは、ゆっくりおくつろぎいただけ
る個室（デラックスルームＡ）をご用意。ホテル
は、ウトロでは海側のお部屋、サロマ湖では湖
側のお部屋をご用意しました。

イメージ画像

ツアー
ポイント

2

秋の道東の
人気観光地を巡る
フリードライブの旅

世界遺産の知床をはじめ、日本最大の湿原・釧
路湿原、神秘的な美しさを秘めた摩周湖など
道東の人気観光地を巡ります。紅葉の名所旭
岳や、定山渓温泉にもお泊まりいただけます。

Schedule

スケジュール

2017年9月20日（水）
、9月29日（金）の出発／ 9泊10日
スケジュール

宿泊地

食事

フェリー出港の90分前に各自で乗船手続き

1 【出港時刻】新潟港発＜デラックスルームＡ＞ １１：４５

船中泊

【到着時刻】小樽港着 ４：３０

2 フェリー下船後、十勝川に向けフリードライブ

十勝川泊

モデルコース（約240ｋｍ）小樽→≪札樽自動車道≫→札幌→≪道央・道東自動車道≫→帯広→十勝川

夕

ホテルチェックアウト後、釧路に向けフリードライブ

朝

3 モデルコース（約200ｋｍ）十勝川→帯広〔紫竹ガーデン〕→幕別→池田〔池田ワイン城〕→≪道東自動車道≫→白

釧路泊

糠→釧路

夕

ホテルチェックアウト後、ウトロに向けフリードライブ

朝

4 モデルコース（約290ｋｍ）釧路→厚岸→〔霧多布岬〕→別海〔野付半島〕→標津→羅臼→〔知床峠〕→ウトロ

ウトロ泊
夕

ホテルチェックアウト後、屈斜路に向けフリードライブ

朝

5 モデルコース（約140ｋｍ）ウトロ→〔オシンコシンの滝〕→斜里→川湯→〔摩周湖〕→弟子屈→〔屈斜路湖〕→屈

屈斜路泊

斜路

夕

ホテルチェックアウト後、サロマ湖に向けフリードライブ

朝

6 モデルコース（約110ｋｍ）屈斜路→〔美幌峠〕→女満別→網走〔博物館網走監獄〕→〔能取湖〕→サロマ湖

サロマ湖泊
夕

ホテルチェックアウト後、旭岳に向けフリードライブ

朝

7 モデルコース（約270ｋｍ）サロマ湖→湧別→遠軽→丸瀬布→≪旭川紋別自動車道≫→比布→≪道央自動車道≫→

旭岳泊

旭川→美瑛白金〔青い池〕→旭岳

夕

ホテルチェックアウト後、定山渓に向けフリードライブ

朝

8 モデルコース（約230ｋｍ）旭岳〔大雪山旭岳ロープウェイ〕→美瑛→上富良野→中富良野〔ファーム富田〕→富良

定山渓泊

野→≪道央自動車道≫→札幌→定山渓

夕

９日目：ホテルチェックアウト後、小樽港に向けフリードライブ

9

モデルコース（約100km）定山渓→〔豊平峡ダム〕→小樽→余市〔ニッカウヰスキー余市蒸留所〕→小樽
フェリー出港の９０分前に各自で乗船手続き

朝

船中泊

【出港時刻】小樽港発＜デラックスルームＡ＞ １７：００
【到着時刻】新潟港着 ９：００

10 フェリー下船後、解散
※フェリー発着時刻は予告なく変更する場合があります。※モデルコースの走行距離は概算です。実際の走行距離とは異なる場合があります。
※〔 〕内は参考観光地です。ご旅行代金に各観光地での入館料、利用料等は含まれておりません。

定山溪

釧路／細岡展望台

美瑛白金／青い池

Ferry・Hotel

フェリー・ホテル
※船室・客室画像は一例です。

〈フェリー〉
新日本海フェリー

往復

らべんだあ／あざれあ
食事：なし
客室：デラックスルームＡ（専用テラス付き）
設備：バス、シャワートイレ、洗面所、ロッカー等

〈ホテル〉

2

泊目

十勝川

3

観月苑

泊目

釧路

釧路プリンスホテル

太古の植物が堆積する地層から湧出する植物

釧路ならではの新鮮な魚介類を食することが

性モール温泉が自慢のホテル。露天風呂から

でき、釧路湿原など道東観光の拠点としても

は雄大な十勝の景観が楽しめる。

大変便利です。

食事：
［夕食］レストランまたは

食事：
［夕食］レストランにてバイキング

広間にて和食膳

［朝食］レストランにてバイキング

［朝食］レストランにてバイキング

客室：洋室
駐車料金：1 泊 600 円（別途各自負担）

客室：和室または洋室
駐車料金：無料

4

泊目

ウトロ

5

知床プリンスホテル風
なみ季

泊目

ウトロ港を見下ろす高台に位置するホテル。

屈斜路

屈斜路プリンスホテル

日本最大のカルデラ湖、屈斜路湖に面して建つ

海側に面したお部屋でゆっくりお過ごしくだ

温泉リゾートホテルで、客室からも屈斜路湖の

さい。

眺望が楽しめる。摩周湖、阿寒湖、川湯、釧路

食事：
［夕食］レストランにてバイキング

湿原など道東観光の拠点としても大変便利。
食事：
［夕食］レストランにて洋食コース

［朝食］レストランにてバイキング

［朝食］レストランにてバイキング

客室：和室または和洋室（海側指定）
駐車料金：無料

6

泊目

サロマ湖

サロマ湖鶴雅リゾート

客室：洋室

7

泊目

駐車料金：無料

旭岳

旭岳ホテルベアモンテ

8

泊目

定山渓

章月グランドホテル

北海道最大の湖、サロマ湖東側に建つスパリ

旭岳の懐に抱かれた山岳リゾート。源泉かけ

定山渓屈指の眺望と約20種類の「蜂蜜バイ

ゾート。視界をさえぎるものがなく、あるが

流しの温泉と、旭岳の伏流水で育まれた地産

キング」が人気の老舗料理宿。全てのお部屋

ままの自然や何もない贅沢が堪能できる。特

地消の新鮮野菜を使用したお料理をお楽しみ

から渓谷を眺められ、朝夕のお食事もごゆっ

に夕景の素晴らしさが圧巻。

いただけます。

くりお楽しみいただけます。

食事：
［夕食］レストランにてバイキング

食事：
［夕食］レストランにてバイキングまたは和洋膳

食事：
［夕食］食事処にて和食膳

［朝食］レストランにてバイキング

［朝食］レストランにてバイキングまたは和洋セット

客室：洋室（湖側指定） 駐車料金：無料

客室：洋室

駐車料金：無料

［朝食］食事処にて和食セット
客室：和室

駐車料金：無料

旅 行 代 金・募 集 条 件
大人２名様１室＋乗用車１台（車長５m未満）でご参加のお一人様旅行代金（諸税・サービス料込み）／単位：円

177,000 円
173,000 円

① 2017年9月20日（水）
② 2017年9月29日（金）

※車長が５ｍ以上の場合は追加代金が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
※３名様以上でのご参加及び小人（小学生）のご参加の場合は旅行代金が異なります。詳しくはお問い合わせください。

募集条件
●最少催行人員：１台２名（乗用車１台につき大人２名様以上のグループ）
※おひとり様でのご参加はできません。
●利用フェリー会社：新日本海フェリー（往復：新潟県・新潟港―北海道・小樽
港）
●利用宿泊施設：別掲の宿泊施設（同等クラスの宿泊施設となる場合があり
ます）
●食事：朝食7回、昼食０回、夕食7回
●添乗員：同行なし

Check
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【旅行代金に含まれるもの】
往復のフェリー代金（デラックスルームＡ客室料金、乗用車航送料 [車長５ｍ
未満]）
、宿泊代金、日程表に明示した食事代金、諸税、サービス料
【旅行代金に含まれないもの（一例）
】
燃料代、駐車料金（一部ホテルを含む）
、有料道路代、観光施設入場料等、
ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費、追加飲食代、電話代などの個人的
性質の諸経費及びそれにかかる諸税、サービス料

早朝魚河岸まち巡り
ご希望の方は釧路にお泊まり頂いた翌日の朝、港町ならではの迫力ある水揚げ風景を間近
で見ることができます。
ご参加申し込み

： 釧路プリンスホテルフロントにて、参加前日午後7時まで

全行程時間（予定）： 6：00 〜 7：35

旭岳

知床連山

能取湖

【ご注意とお願い】
（１）
当ツアーは、
お客様の運転でドライブを楽しんでいただきます。旅行を楽しむためにも、
無理のないドライブプランと安全運転をお願いします。
ご自分のペー
スで目的地までのドライブプランを計画してください。
（２）各ホテルのチェックイン及びチェックアウトはお客様のドライブプランに合わせた時間にご自身でお願いします。旅
行代金に含まれない飲食代等はチェックアウト時に精算してください。
（３）
１グループ（車１台）大人２名様以上の参加を条件とします。２名様のお申し込みで１名の方が取り
消しのお申し出をされた場合には、
そのグループのご参加は出来なくなります。この場合、
２名様の所定の取消料を申し受けます。
（4）
国内旅行傷害保険のご加入をお勧めします。

お申し込みの際には「国内募集型企画旅行条件書」を必ずお読みください。

お 申 し込 み ・ お 問 い 合 わ せ
●旅行専用ダイヤル

【旅行企画実施】

0120-68-7070

営業時間 10：00 〜 17：30 土日祝及び年末年始は休み

●Waysツーリズムホームページ

http://ways-t.jp/

株式会社 JAFメディアワークス Waysツーリズム

〒105-0012 東京都港区芝大門1- 9 -9 野村不動産芝大門ビル10階
観光庁長官登録旅行業第2009号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
〈総合旅行業務取扱管理者 山本 一郎〉
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責
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ござい
ましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

