
日　付 都市名 発着 時刻 日　　程

8月22日㈬ 函　館
午後

22：00

乗船手続き

苫小牧へ向け出港

船
　
　中
　
　泊

8月23日㈭ 苫小牧
07：00

22：00

苫小牧入港

釧路へ向け出港

8月24日㈮ 釧　路
07：00

23：00

釧路入港

紋別へ向け出港

8月25日㈯ 紋　別 13：30 紋別入港＊

8月26日㈰ 紋　別 22：00 稚内へ向け出港

8月27日㈪ 稚　内
06：00

22：00

稚内入港

小樽へ向け出港

8月28日㈫ 小　樽
07：00

22：00

小樽入港

函館へ向け出港

8月29日㈬ 函　館 07：00 函館入港
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発

発

発

発
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5

名
様
以上ご利用で1名無料！

お得意様の企業、
　そのご家族の方
　　　　　　 限定

 

お得意様の企業、
　そのご家族の方
　　　　　　 限定

 

1名様からご利用できます。対
象

特別優待割
第2弾

紋別空港利用促進補助がご利用になれます。クルーズのお申込み時には申請が必要となります。

Sea級クルーズ
ご予約の方のみ対象

※詳しくはお問い合わせください。※欠航等で紋別空港発着ができなかった場合は助成対象外となりますのでご了承願います。

羽田

紋別

さらにお得！！
大人1名 3,000円
小人1名 1,500円

別途かかります。

＊８月25日紋別入港後
　船内宿泊の方は

 

北海道知事登録旅行業 第2-449号  ANA紋別地区総代理店・ANAセールスパートナー店

㈱紋別観光振興公社旅行センター
〒094-0005  紋別市幸町5丁目24番1  紋別バスターミナル内

☎0158-23-3100
FAX: 0158-23-1660

 
 

旅
行
企
画・募
集・実
施

詳しいお問い合わせ・お申し込み方法は……

 E-mail:  travel@mdccto.jp

詳しくはWEBで！▶ URL  http://www.mombetsu.net/旅行センター

※４名様以上で
　申込みされた方が
　　　　　　 対象！

●最少催行人員300名
●添乗員は同行いたしません。（船内ではス
タッフがご案内いたします）

●このクルーズには食事はついておりません。
●運航会社／東洋マリーンズ株式会社
●天候・海象・災害等の状況により抜港また
は、運航中止の場合もございますのでご了
承願います。

●小人/小学生まで
●大人/中学生以上に適用
●１歳以上の未就学。大人１名につき1名まで
無料となります。

●大人１名につき幼児が２名以上の場合は２
名目から小児運賃が必要です。

■クルーズスケジュール

ごようまいすいどう

４日目の明け方、根室半島の先端、
納沙布岬と水晶島の水域、「珸瑤瑁水道
（ごようまいすいどう）」と「根室海峡」を
通過します。珸瑤瑁水道は幅約7kmで、
本土寄りの貝殻島との間は3km。航行
可能なのは幅約800m部分で、水深50
～90mとなります。

そのため、
航行可能な船舶が
限定されますが、ナッチャンWoridは
喫水の浅さも特徴であるため、通常、
経験できない秘境ポイントのクルーズが
体験できます。この季節は海霧が発生
することも多く、幻想的な風景が広がり
ます。また、運がよければ「シャチ」の
姿を目にできるかもしれません。グループ割

区間乗船プランあり
マイカー乗船可能

自転車無料

さらに
みんなで乗

ればお得! !

4名様以上利用でマイカー  　　　　1台が無料です。

◆秘境ポイント「珸瑤瑁水道」を運行

ごようまいすいどう
珸瑶瑁水道

たとえば

函館➡紋別
（3泊4日）

通常大人料金
64,800円が▶

特別優待割利用で

38,300円で乗船できる! !

5,000円

このツアーは、クルーズ船内での
食事提供がないこと、夜間航行の
ため寄港地での滞在時間の長さが
ポイントです。寄港地到着後は思
い思いに郷土料理や旬の味覚を楽
しめます。
また時間にゆとりがあるので、郊外
まで足をのばして、北海道が誇る
観光名所をめぐることも可能です。

◆すべてが
  フレキシブル！

助成補助額（片道）

 函館➡紋別
（3泊4日）

苫小牧➡紋別
（2泊3日）

函館➡苫小牧
（1泊2日）

苫小牧➡釧路
（1泊2日）

釧路➡紋別
（1泊2日）

紋別➡稚内
（1泊2日）

稚内➡小樽
（1泊2日）

小樽➡函館
（1泊2日）

特別優待割運賃（大人1名） 38,300円 23,300円 13,000円 13,000円 13,500円 11,800円 13,000円 13,000円
特別優待割運賃（小人1名） 23,100円 15,400円 7,700円 7,700円 7,700円 7,700円 7,700円 7,700円
車搭載（5ｍ未満）追加代金 12,000円 8,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
バイク追加代金 4,500円 3,000円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円 1,500円

セットがお得！ オススメ！
旅行代金
（消費税込み）



１．募集型企画旅行契約 ８．お客様からの旅行契約の解除（旅行開始前）

２．旅行契約のお申込み・ご予約 ◆国内クルーズ旅行の取消料

２１日目に
あたる日まで

２０日目～
８日目

７日目～２日目

取消料 無料 20% 30% 40% 50% 100%

９．当社による旅行契約の解除

３．契約の成立と契約書面の交付

１２．旅行条件・旅行代金の基準日

１３．その他

４．通信契約

５．旅行代金のお支払い

６．旅行代金に含まれるもの

７．旅行代金に含まれないもの

個人情報の取り扱いについて
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国内クルーズの場合は２１日目に当たる日より前に、お支払いいただき
ます。

当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者（以下「取扱旅行会社」といいます）は、旅行申し込みの際に提出された
申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただい
た旅行において運送、宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範
囲で利用させて頂きます。この他、当社ではアンケートのお願いや特典・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ございます。（１）旅行日程に明示した船舶等の交通機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関に課す付加運賃・料金（原価の水準の

異常な変動に対する行為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限られます。以下同
様）を含みません）。
（２）旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代,観光料金（入場料・拝観
料・ガイド料）及び消費税等諸税。
（３）添乗員が同行するケースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
上記の諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。（行程に含まれない交通費等の諸費用及び
個人的費用は含みません）

旅行企画・実施

株式会社　紋別観光振興公社旅行センター
北海道知事登録旅行業第２ー４４９号
〒094－0005　北海道紋別市幸町５丁目２４－１
TEL（０１５８）２３－３１１１　FAX（０１５８）２３－１６６０

（１）コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用およびクリーニング代、電報、電話料金等の個人的性質の諸費用、それに伴
う税（消費税等諸税）、サービス料。
（２）疾病、傷害に関する治療費及びそれに伴う諸経費
（３）ご希望者のみ参加される各寄港地でのオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の代金等。
（４）乗船港まで及び下船港からの交通費、宿泊代、宅配便代、その他個人的費用
（５）任意の旅行保険料並びに携行品保険料

（1）参加者数が明示した最少催行人員に達しなかった時は、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
してさかのぼって国内旅行にあたっては１３日にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知いたします。
（2）天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない
事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程にしたがった旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそ
れが極めて大きいとき。
（3）ナッチャンWorldは、災害等の際に、防衛省・自衛隊により優先的に使用されますので、本ツアでの運行が取りやめに
なる場合もございます。

（３）１５歳未満の方のご参加は、父母又は親権者同行を条件とします。１５歳以上２０歳未満の方のご参加は、父母又は親権者
の同意書が必要です。
（４）お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。詳細は契
約書面を確認の上、特別な配慮や措置が必要な可能性のある方は御相談させて頂きますので、必ずお申し出下さい。
（５）６カ月未満のお子様は乗船できません。
（６）他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるときは、お申し込みをお断わりす
る場合があります。 １０．旅程管理

添乗員は同行いたしませんが、船内では係員が、現地では現地係員がお世話致します。

１１．特別補償
（１）募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込金を受領したときに成立するものとします。
（２）通信契約は前項の規定に関わらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、
契約締結を承諾する旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものと
します。
(３）当社は、契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以
下「契約書面」といいます）をお渡しいたします。（当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の一部といたします）当
社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約書面に記載いたします。
（４）お申し込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客
様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。（以下
「ウェイティング登録」という。）その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した
場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその
予約可能通知の前にお客様から「ウェイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約
が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。

（１）当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、当社約款の特別補償規程
で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来
の事故によってその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、予め定める額の補償金及び見舞金をお
支払いいたします。

 この旅行条件は2017年11月14日現在を基準日としています。また、旅行代金は2017年11月14日現在の有効な運賃・料
金・規則を基準として算出しています。

（１）お客様が個人的な案内・買い物などを係員、現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸経費、お客様の怪我、疾
病などの発生に伴う諸経費、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸経費、別行動手配に要した諸経費な
どが生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
（２）その他の事項に関しては当社の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
（３）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」という）の

カード会員（以下「会員」という）より所定の伝票への「会員」の署名なくしての旅行代金等のお支払いを受けることを条件に「電
話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による」申し込みを受ける場合があります。（受託旅行業者により当該取
扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。所定の伝票に会員の署名をいた
だきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります。）

国内旅行保険について
安心してご旅行をしていただくため、お客さまご自身で保険に加入する事をお勧めします。

申込金
（お一人様）

6,000円以上
旅行代金まで

12,000円以上
旅行代金まで

20,000円以上
旅行代金まで

30,000円以上
旅行代金まで

旅行代金の20％
以上旅行代金まで

１５万円以上

ご旅行条件書（抜粋）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、必ず事前にご確認の上お申し込みください。

 （１）この旅行は、(株)紋別観光振興公社（以下「当社」という）が企画・募集・実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお

客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
 （２）旅行契約の内容・条件は募集パンフレットまたは、別途お渡しする旅行条件書（以下「契約書面」という）および出発前にお渡
しする最終旅行日程表並びに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「約款」といいます）によります。

お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いただいて、旅行契約を解除することができます。この場
合、すでに収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取
消料をまかなえないときは、その差額を申し受けます。（なお、表でいう取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定さ
れた「委託営業所」（以下「当社ら」といいます。）のそれぞれの営業日、営業時間内に取消する旨を思お申し出いただいた
時を基準とします。）

（１）申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申込み頂きます。お申込金は旅行代金、取消
料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
（２）当社は電話、郵便、ファクシミリ、Ｅメール及びその他の通信手段（以下「電話等」という）による旅行契約のお申込みを受け付
ける場合があります。この場合契約はご予約の時点では成立しておらず当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知
した日の翌日から起算して３日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いまたは会員番号（クレジットカード番号）を通知して
いただきます。

取消日
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
前日

旅行開始日当日
（旅行開始前）

旅行開始後及び
無連絡不参加

旅行代金
（お一人様）

３万円未満
３万円以上
６万円未満

６万円以上
１０万円未満

１０万円以上
１５万円未満

通常のクルーズ船とは異なり、移動目的のシンプルなスタイルで、海上キャンプのようなユニークな旅が楽しめます。 

リラックススペース イメージ 

船内風景 イメージ 

※船内風景イメージ＠高速フェリー
「ナッチャンWorld」
世界最大級のウォータージェット推進搭載

旅行企画・実施
株式会社 紋別観光振興公社旅行センター
北海道知事登録旅行業第２ー 449号
〒094－0005  北海道紋別市幸町５丁目 24－１
TEL（0158）２３‒３１00　FAX（0158）２３‒１６６０

個人情報の取り扱いについて
当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者（以下「取扱旅行会社」といいます）は、旅行申し込みの際に提出
された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し
込みいただいた旅行において運送、宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領の為
の手続きに必要な範囲で利用させて頂きます。この他、当社ではアンケートのお願いや特典・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ございます。

※イメージ

船内３階と４階にある「リラックススペース」では
固定された背もたれクッションにマットレスを合わせて就寝。
通常クルーズ船とは異なり、移動目的のシンプルなスタイルで、
海上キャンプのようなユニークな旅が楽しめます。
船内には売店もあります。（営業時間制限あり）

リラックススペース  ２等
《設備》●マットレス●まくら●毛布

総トン数/10,549トン
全長/112ｍ
全幅/30.5ｍ
乗客定員/最大508名
船籍/函館
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