
旅行企画・実施

2泊3日

酒田港発着
チャーター企画

豊かな時間が流れる
　　　　　船上の楽園へようこそ
豊かな時間が流れる
　　　　　船上の楽園へようこそ秋の初秋秋秋ののの初初初

日本海・金沢クルーズ

「ぱしふぃっくびいなす」
紹介動画はQRコードから

ご旅行期間
2022年9月19日㈪～21日㈬
ご旅行期間
2022年9月19日㈪～21日㈬

一般社団法人北前船交流拡大機構は
当ツアーを応援しています。

～北前船の寄港地酒田・古都金沢を巡る～～北前船の寄港地酒田・古都金沢を巡る～

ホームページアドレス
https://www.venus-cruise.co.jp/info/infection.php

乗船するすべての人の健康と安全を守ります乗船するすべての人の健康と安全を守ります

新型コロナウイルス感染症に関する対策
クルーズお申し込み時に、「ぱしふぃっく びいなす」 新型コロナウイルス感染症に関する対策（運航会社：日本クルーズ客船株式会社発行）の
内容、並びに、お客様の個人情報を日本クルーズ客船株式会社およびお申し込み旅行会社・販売店、検査会社へ提供することについてご同意
いただくことがクルーズお申し込みをお受けする条件となります。なお、諸条件が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※運航会社の定めるワクチン接種定義：日本国内で承認された新型コロナウイルスワクチンを2回以上接種しかつ2回目の接種日から14日以上経過していること。

新型コロナウイルスワクチンの接種をお願いいたします。

船に持ち込ませないための乗船条件を強化します。

1

乗船当日受付会場でPCR検査とスクリーニングを実施します。3

船外から船内への換気で
常に密閉の回避をしています。

4 多数が集まる船内施設や
イベントの密集を避けます。

5

お客様へも密接を避けるなど
防止策をお願いします。

6

寄港地にて上陸中も感染予防対策を図ります。8

乗組員も
感染症対策を徹底します。

7

2

ワクチン接種完了を確認できる書類（予防接種済証、接種証明書、接種記録書など）を乗船当日にご提示いただくことがご乗
船の条件となります（コピー・画像も可）。

マスクを着用のうえ受付会場へお越しください。受付会場では、体温測定・PCR検査、健康質問票のご提出、新型コロナウイ
ルスワクチン接種完了を確認できる書類のご提示、ワクチン未接種の方が受検いただくPCR検査の結果が確認できる書類の
ご提示など、乗船当日のスクリーニングをいたします。

上陸中もマスクを着用ください。また、寄港地（自由行動中）で
の飲食は自粛いただきますようお願いいたします。感染状況
により、自由行動を制限する場合がございます。

ワクチン
未接種の方は

乗船日の3日前～乗船前日に採取した検体でお客様ご自身にてPCR検査を受検いただき、乗船当日に陰性（低リスク）を確認できる書類を
ご提示いただくことが乗船の条件となります。検査費用はお客様のご負担となります。検査結果が確認できる書類は、原本以外にコピー、メー
ル・WEB回答画面でも可能です。PCR検査には等温核酸増幅法（LAMP法、SmartAmp法、NEAR法等）を含みます。抗原検査、抗体検査
は無効です。　※乗船日を基準として、12歳未満のお子様は、ワクチン未接種の場合でも、PCR検査及び書類の提出が不要となります。

レストランでは感染予防のため座席数を減らし十分な
距離を確保します。

収容人数の制限、イベント内容の変更や一部中止とす
る場合がございます。

事前PCR検査

当日PCR検査

マルチ空調

自由行動

オプショナル
ツアー

フィジカル
ディスタンス

体調管理

レストラン

施設＆イベント

体調がすぐれない場合は速やかに船医の診察を受け
ていただきます。

感染状況により、乗船前に唾液検体採取によるPCR検査（郵送）を実施する場合があります。結果が「陰性（低リスク）」であることがご乗船条
件となります。事前PCR検査費用はクルーズ代金に含まれます。

下記いずれかに該当するお客様は、ご同行者（※1）も含め、ご乗船いただけません。

すべてのお客様を対象に、乗船受付前に実施いたします。

客室・施設の空調は各々独立しており、絶えず船外より
新鮮な空気を取り入れ、直接船外に排気しています。

船内ではマスク着用、咳エチケット、フィジカルディス
タンスを。

マスクの着用、1日2回の体温測定、定期的なPCR検
査、感染症対策に関する教育・訓練を行います。

（一社）日本旅行業協会、（公社）日本バス協会などのガイドラ
インを遵守してオプショナルツアーを企画・実施いたします。

日本国内で承認された新型コロナウイルス
ワクチン接種を完了していないお客様（2
回以上接種し、かつ２回目の接種日から
14日以上経過していることが必要。また、
乗船当日にワクチン接種完了を確認できる
ものが必要）但し、ワクチン未接種でも当
社指定の条件を満たした場合を除きます。

a.
乗船前の事前
PCR検査にて、
検査結果が「陽
性（高リスク）」
もしくは「再検
査」と判定され
たお客様

c.（※2）
乗船当日に
左記b（-1）
の 症 状が
認められる
お客様

d.
乗 船 日当日の
PCR検査にて、検
査結果が「陽性
（高リスク）」と判
定されたお客様

e.
⑴
発熱（37．5℃以上）、咳、呼吸困難、
全身倦怠感、咽頭痛、関節・筋肉痛、下
痢、嗅覚・味覚 の異常など、健康状態
に何らかの異常の症状を有したこと
があるお客様（新型コロナウイルスワ
クチンの接種後の症状も含みます。）

⑵
新型コロナウイルス
感染症感染者もしく
は有症者およびそ
の方と濃厚接触した
お客様

⑶
海外の
渡航歴
がある
お客様

b.

（＊1）ご同行者様とは、住居を共にしている方、ご家族の方、
　　船内で同室の方となります。
（＊2）事前PCR検査を実施する場合

ご乗船をお断りする場合は、ご同行者様も含め、旅行条件書記載の通りの取消料を申し受けます。（旅行開始日の当日：ご旅行代金の50%）但し、乗船までの交通費や宿泊費、宅配便等の費用はお客様ご自身のご負担と
なります。乗船日の受付時にご乗船をお断りする場合も、病院や自宅等への交通費はお客様ご自身のご負担となります。行政当局の指示により公共交通機関はご利用いただけないため、高額になる場合があります。

当日PCR検査は午前または昼頃を予定しております。詳細は最終日程表にてご案内いたします。

※今後の状況により検査方法の変更または取り止める場合がございます。当日PCR検査費用はクルーズ代金に含まれます。

※5歳以下のお子様に限り、マスク着用は必須ではありません。

乗船
条件

安全八策

乗船前

乗船当日・乗船中

寄港中

「ぱしふぃっく びいなす」 新型コロナウイ
ルス感染症に関する対策（日本クルーズ客
船㈱発行）の本文は、ホー
ムページの新型感染症対
策サイトでご確認ください。

船内での新型コロナウイルス
感染予防対策



エントランスエントランス

プールデッキ

メインダイニングメインダイニングトップラウンジトップラウンジ

SHIP DATA
■就航：1998年4月
■総トン数：26,594トン
■乗客数：620名
■客室数：238室
■全長：183.4m
■幅：25.0m
■喫水：6.5m
■巡航速力：18ノット

体に優しい
洋上のダイニング

その時期でしか味わえない旬の食材や
寄港地ならではの特産品を取り入れ、

健康的で家庭の温かさや食の楽しさを感じられる
趣向を凝らしたお食事でおもてなしいたします。

15.3㎡
シャワー・トイレ付
※Hは丸窓

23.5㎡
バス・トイレ付 35㎡

バス・トイレ・
バルコニー付

ステートルーム H・G・F・E デラックスルーム スイートルーム

65㎡、展望バス・トイレ・バルコニー付
ロイヤルスイートルームの専用ダイニング

グラン・シエクル

客室のご案内 全室海側を望むゆとりの客室、快適にお過ごしいただける寛ぎの空間です。ご希望にあわせて、客室タイプをお選びいただけます。
なお、客室はお客様の健康に配慮し全室禁煙とさせていただいております。

ロイヤルスイートルーム A・B お食事は
専用ダイニングで
ご用意いたします。
洗練された雰囲気の中、
専属スタッフが
きめ細やかなサービスで
おもてなし致します。

ふれんどしっぷの旅ふれんどしっぷの旅 ゆったり快適な時間
　　豪華客船ならではの優雅な船旅
ゆったり快適適な時時間間間間間
　　豪華客船ならでではの優優雅雅な船船旅旅で
ゆったり快適な時間
　　豪華客船ならではの優雅な船旅

クルーズは人と人の繋がりが自然と深まる旅です。
初めての船旅でも気軽に過ごせる船内で出会う旅の仲間。
様々な交流を通して得られる感動が旅をより豊かにしてくれます。
他の旅にはない魅力溢れるクルーズライフを体験してみてください。
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クルーズは人と人の繋がりが自然と深まる旅です。
初めての船旅でも気軽に過ごせる船内で出会う旅の仲間。
様々な交流を通して得られる感動が旅をより豊かにしてくれます。
他の旅にはない魅力溢れるクルーズライフを体験してみてください。

●旅行期間／2022年9月19日㈪～21日㈬
●募集人員／380名様（最少催行人員300名様）
●食　　事／朝2回・昼2回・夕2回
●添 乗 員／酒田港より同行いたします。
【お申し込み時のご案内】
■２歳以上小学生以下は大人代金の75%。中学生以上は大人料金となります。
■2歳未満の乳幼児は、ご乗船条件としておりますPCR検査に必要な検体採取が困難なため、
　ご乗船いただけません。
■H・G・Fステートは３名迄可能です。

●旅●旅●旅●旅●旅●旅●旅●旅●旅●旅●旅●旅●旅●旅●旅行期行期行期行期行期行期行期間／間／間／間／間／間／間／間／間／間／間／間／間／間／間／間／2022年
●募集人員／員／●募●募集人集人員／員／380名様（38380名0名様（様（
●食　　事／事／朝2回・昼2

旅行条件

●旅行代金（大人お一人様）

119,000円

ステートH
5F・6F丸窓

客室タイプ

2名1室

1名1室

3名1室

部屋数 40室

136,000円

ステートG
6F角窓

68室

159,000円

ステートF
8F角窓

34室

178,000円

ステートE
9F角窓

10室

199,000円

デラックス
9F角窓

20室

228,000円

スイートB
10F

2室

238,000円

スイートA
10F

11室

308,000円

ロイヤルスイートB
10F

2室

348,000円

154,000円 171,000円 187,000円 265,000円 298,000円 358,000円 354,000円 468,000円 605,000円

99,000円 106,000円 135,000円 － － － － － －

ロイヤルスイートA
10F

2室

酒田港にてＰＣＲ検査で陰性確認後、乗船。
船内にてイベントやエンターテイメント・様々アミュズメント＆ショップ
にてクルーズライフをお楽しみ下さい。
（※詳細は船内新聞にてご確認下さい。）

1

日数 月日 発着地 時間 行　程 宿泊

2

3

9月19日
㈪

酒田港 17：00

金沢港入港
●オプショナルツアーをご準備しております。
　お好きなコースをお選び下さい。（料金別途）※専用バスにて移動

A 金沢人気スポットめぐりコース（兼六園・ひがし茶屋街・近江町市場）
B日本を代表する名旅館和倉温泉「加賀屋」と
　　　　　　　　　　　　　　花嫁のれん館をめぐるコース
C 大本山「永平寺」と名勝東尋坊コース
D 世界遺産白川郷散策と飛騨郷土料理コース
E1・E2 タクシープラン（１台４名まで/４時間）

9月20日
㈫

金沢港 8：00

17：00

船内にてイベントやエンターテイメント・様々アミュズメント＆ショップ
にてクルーズライフをお楽しみ下さい。
（※詳細は船内新聞にてご確認下さい。）

酒田港入港酒田港 14：00

9月21日
㈬

食事 × × 夕

食事 朝 昼 夕

船
内
泊

船
内
泊

食事 朝 昼 ×

金沢港より酒田港へ向けて出航
船内にてイベントやエンターテイメント・様々アミュズメント＆ショップ
にてクルーズライフをお楽しみ下さい。
（※詳細は船内新聞にてご確認下さい。）

旅
を
彩
る

多
彩
な
味
覚

ASHIP DATA
■就航：1998年4月
■総トン数：26,594トントン
■乗客数：620名

健康的

海が身近に
すべての客室をはじめ、

船内の主要な施設の殆どがオーシャンビュー。
移り行く風景がいつでも

楽しめます。

　今回、山新観光様と酒田港よりクルーズさせてい
ただく事になりました。
　暑さが和らぎ過ごしやすくなる9月に、皆様の地
元酒田港を出港し、加賀藩の城下町として栄えた金
沢へ訪れる船旅です。
　船内では日本各地から厳選された食材を使用し
たお食事やショーをはじめ、日本海に沈む荘厳な夕
日など、船旅ならではの魅力をお楽しみください。
　翌日、目を覚ますと金沢港はすぐそこです。日本三
名園として名高い兼六園や武家屋敷など江戸時代
の情緒ある雰囲気ある見所がたくさんございます。
　県民の皆様に安心して楽しんでいただけるよう、
安全対策をしっかりと行い、ご一緒に航海できるこ
とを楽しみにしております。
　皆様のご乗船を乗組員一同心よりお待ち申し上
げております。
ぱしふぃっくびぃなす船長　松 井 克 哉

※記載しているスケジュール・オプショナルツアーは、気象・海象条件、新型コロナウイルスの感染状況、出発港・寄港地の受入
れ状況、その他の事由により変更・中止となる場合もございます。

※GoToトラベル事業が再開し本ツアーが該当した場合には改めてご案内します。

スペシャルコンサート
9月20日㈫

全員が音楽大学出身である女性ボーカルユニット。
「Luminous(ルミナス)」とは「光を発する」という意味。
その名の通り、光が舞い降りたようなキラキラとしたス
テージを演出いたします。クラシックからポップス、日本
歌曲まで、幅広いレパートリーで4名の女性歌手が華や
かに歌い上げます。第10回アジア水泳選手権大会にて
国歌斉唱。2017年より、世界体操テレビ朝日アンセム曲
「Ultimate」歌唱。2018年より、テレビ朝日全英女子
オープンゴルフテーマ曲「Luminous Sky」歌唱。2019
年4月キングレコードよりアルバム「Voices」を発表し、
メジャーデビュー。テレビ東京「THE★カラオケバトル」
に出演し、優勝を果たした。国内外の豪華客船クルーズ
や日本テレビのイベントなど、多方面で活躍中。

女性ボーカルユニット
Luminous（ルミナス）

※写真はイメージです



宅配便を
おすすめします

◆ドレスコード適用時間帯でのTシャツ・極端なダメージのあるジーンズ・半ズボン・甚平・浴衣・
トレーニングウェア・ジャージなどはご遠慮ください。
◆安全上、草履、下駄、ビーチサンダルなどのサンダル履きは終日ご遠慮ください。
◆お食事中の着帽はご遠慮ください。
◆パジャマ、スリッパは各客室内のみご利用ください。なお展望浴室との往復の際はスリッパ
もご利用いただけます。

ご
注
意

ご旅行条件（要約）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししております。事前にご確認の上、お申し込み下さい。

内陸各地より酒田港まで送迎致します。（有料）※最少催行人員20名
米沢…米沢駅（東口）、赤湯…赤湯駅（東口）、
上山…かみのやま温泉駅（西口）、山形…山形駅（東口）、
天童…天童わくわくランド前、寒河江…チェリーランドさがえ、
東根…さくらんぼ東根駅（東口）、村山…村山駅（西口）、
新庄…新庄駅（東口）

内陸からご参加のお客様へらくらく送迎プラン

10,000円
料　　金

宅配便で送られたお荷物は客室までお届けいたします
ので、スーツケースなどの重い荷物には大変便利です。
なお、荷物には貴重品（現金、貴金属品）や壊れやすいも
のなどは入れないでください。
※宅配会社の定めるサイズ・重量制限が適用されます。

乗
降
場
所

宿泊、食事、船内イベント、エンターテイメントといった基本的な
費用が旅行代金に含まれています。また、船内ではチップも必
要ありませんので安心してクルーズライフをお楽しみいただけま
す。一日最大8回の食事・ティータイム、日中のカルチャー教室、
夜のエンターテイメントなど、クルーズの魅力を存分にお楽しみく
ださい。

宅配便サービスをご利用いただくと、ご自宅から身軽に乗船でき
て便利です。お洒落を楽しむアイテムや、スケッチブック、お気
に入りの本などを持ち込めばさらにゆとりの時間が充実すること
でしょう。

「ぱしふぃっくびいなす」は横揺れ防止装置を装備しています
が、万一ご気分が悪くなられたり、体調がすぐれない場合は、乗
船している医師または看護師にご相談ください。
※船内フロントにて酔い止め薬をご用意しています。何らかの
治療を受けられている方や小さなお子様は、かかり付けの医
師に相談するなど、必要に応じてお体にあった薬をご用意くだ
さい。

アルコール飲料などのお飲み物代、ショップでのお買い物代、
オプショナルツアー代、クリーニング代、通信費、一部のカル
チャー教室の教材費などの個人的諸費用は別途お支払いが
必要です。下船前に船内にて一括して現金またはクレジット
カードでご精算ください。ご利用いただけるクレジットカードは、ダ
イナース／JCB／VISA／DC／UFJ／NICOS／UC／
MASTER／AMEX／MUFGです。

クルーズを
楽しむための

Qクルーズの魅力は?

Q荷物など旅支度のポイントは?

Q船酔いや具合が悪くなったら

Q船内で必要な費用について教えてください

A

A

A

A

ドレスコード
適用時間帯
の目安

【日中～夕方まで】 自由な服装でお過ごしいただけます
　　　　　　　　（ただし、パジャマや浴衣［寝間着］などはご遠慮ください）。
【夕 方 以 降】 ドレスコードにあわせてお洒落をお楽しみください。
※ドレスコードの詳細は最終日程表にてご案内いたします。

華やかな雰囲気の中、普段できないお洒落ができるのもクルーズならではの
楽しみです。お客様お一人お一人がお洒落を楽しんでいただくことはもち

ろん、皆様がそろって快適にお過ごしいただくため
のマナーとして、カジュアルなどのドレスコード（服装
規定）を設定しております。夕方以降は常にドレス
コードをお守りください。

〈男性〉襟付きのシャツにスラックスなど
〈女性〉ブラウスとスカート、スラックスなどの快適な服装

カジュアル

お洒落も船旅の楽しみのひとつです
〈船内での服装について〉

&

観光庁長官登録旅行業第127号 ㈳日本旅行業協会（JATA）正会員

旅行企画・実施

本社／〒990-0047  山形市旅篭町二丁目5-12  山形メディアタワー
〈お問い合わせデスク ☎023-622-4555〉

お申し込み・お問い合わせは

山新観光 又はQRコードより▶

旅行代金
（おひとり）
お申込金

1万円以上
5万円未満
10,000円

5万円以上
10万円未満
20,000円

10万円以上
15万円未満
30,000円

15万円以上

旅行代金の20％

1.この旅行は山新観光株式会社（以下「当社」という）が旅行企画・実施する旅行であり、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.旅行のお申込みは所定の旅行申込書に記入し、下記申込金を添えてお申込み下さい。申込金は、旅行代
金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取り扱います。

3.旅行契約の成立時期はお客様との募集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
時に成立するものといたします。

4.旅行代金のお支払いは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日前までにお支払いいただきます。
21日前以降にお申込みされた場合は申込み時に全額お支払いいただきます。

5.旅行代金に含まれるもの
旅行代金には旅行日程表に明示された以下のものが含まれます。①利用運送機関の運賃・料金（注釈のな
い限り航空機は普通席）②送迎バス等の代金③観光代金④ホテル等の宿泊料金⑤食事料金⑥消費税
等諸税及びサービス料⑦団体行動中の貸切バス代及び観光入場料金（ただし旅行日程に「お客様負担」、
「各自払い」、又は「有料」と表示したものを除きます）⑧その他、各コースごとに含まれる旨明示したもの。
6.旅行代金に含まれないもの〔前項に掲げるものの他は旅行代金に含まれません。（一例）〕
各コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用、オプショナルプラン（別途料金）の代金等。

7.取消料
　旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりに付き下記
の料率で取消料をいただきます。取消は、お申込を受けた当社または販売会社営業時間のみ受付けます。
営業時間は必ず事前にご確認下さい。 ※日帰りの場合は10日前より

8.当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に15％を限度として変更補償金を
支払います。詳しくは別途交付する旅行条件書及び旅行業約款でご確認下さい。

9.確定書面はご出発の前日から起算してさかのぼって7日前（特定の場合は当日）までに交付いたします。
10.当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者（以下「手配代行者」）が故
意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。

11.当社は、お客様が、募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命・身体に障害を
被られたときは、旅行業約款特別補償規定により、死亡保障金として1,500万円、及び入院見舞金として
2万円～20万円、通院見舞金として1万円～5万円を支払います。

12.お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりませ
ん。
13.当社及び受託販売会社は、旅行申込の際、申込書に記載いただいたお客様の個人情報（氏名、住所、
電話番号、メールアドレス、パスポート内容など）について、お客様との間の連絡・発送、旅行における運送、
宿泊機関等の提供するサービス・手配のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

14.この旅行条件は、2022年4月１日を基準日としています。又、旅行代金は、2022年4月１日現在の有効な
運賃・規則を基準として算出しています。

国内旅行傷害保険
加入のおすすめ

より安心して旅行をしていただくため、お客様ご自身で
国内旅行損害保険をかけられることをおすすめします。

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きに関する責任者で
す。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく左記旅行業務取
扱管理者にお訊ね下さい。

原則的に設定以外の追加手配は致しておりません。またお客様の都合による別行動や現地在住の
お客様の合流はできません。当ツアーは記載したショッピング（土産物店）へご案内をさせていただくこ
とが条件となっています。（休憩場所・レストラン・観光施設等に併設されたものは除く。）これは購入や
入店を強制するものではありません。尚、事情によりご案内できない場合であっても旅程保証の変更
補償金の対象とはなりません。予めご了承下さい。取消日

取消料
（おひとり）

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

無　料

20日～8日前まで

旅行代金の
20％

7日～2日前まで

旅行代金の
30％

旅行開始日の
前日

旅行代金の
40％

旅行開始日の
当日

旅行代金の
50％

旅行開始後の解除
無連絡不参加

貸切船舶を利用
する募集型企画
旅行規約

旅行代金の
100％

当刻船舶に係る取消料。
規定によります。

ご夫婦やお友達とのプライベートな観光にご利用下さい。

チャータータクシーで巡る金沢市内観光《４時間》

料　金 １台／
なるわ交通
３台（４名まで乗車可）

なるわ交通

利用タクシー会社
台数／定員

料　金
利用タクシー会社
台数／定員

33,000円33,000円

１台／

４台（４名まで乗車可）
車いす対応タクシー２台
（４名まで乗車可）

30,000円30,000円

※時間内でお客様が自由に観光訪問地の組み立てができます。
※上記料金には昼食・入場料・乗務員経費（昼食）・駐車場代・有料道路代
は含まれておりません。

A金沢人気スポットめぐりコース ～兼六園・ひがし茶屋街・近江町市場～

同行します。添乗員 昼食付食　事

昼食付食　事

昼食付食　事

昼食付食　事

30名最少催行人員

北陸鉄道・なるわ交通

北陸鉄道・なるわ交通

北陸鉄道・なるわ交通

北陸鉄道・なるわ交通

利用バス会社

旅行代金

利用バス会社

お一人様10,000円10,000円

同行します。添乗員

30名最少催行人員
旅行代金

利用バス会社

利用バス会社

お一人様19,500円19,500円

金沢港 ― 兼六園・金沢城公園 ― 近江町市場 ― ひがし茶屋街 ―
金沢駅 鼓門 ― 金沢港 【お買い物・昼食】

行　程

加賀百万石・前田家の庭園として造られ、国の特別名勝にも指定されている「兼六園」、国の伝統的建造物群保存地区にも指定されている「ひがし茶
屋街」、金沢市民の台所「近江町市場」の人気スポットを巡ります。

C大本山「永平寺」と名勝「東尋坊」をめぐるコース

同行します。添乗員

30名最少催行人員
旅行代金 お一人様 13,000円13,000円

金沢港 ― 金沢西IC ― 福井IC ― 大本山「永平寺」 ― 東尋坊 ―
金津IC ― 金沢西IC ― 金沢港

行　程

道元禅師によって坐禅の修行道場として開いた曹洞宗の大本山「永平寺」。普勧座禅儀（国宝）をはじめとする宝物が展示されています。東尋坊は波
の浸食によってつくられた断崖絶壁続く景勝地。昼食は厳選した日本海の海の幸をふんだんに使った海鮮丼をお楽しみ下さい。

金沢港 ― 《のと里山街道》 ― 能登食祭市場【お買い物】 ― 花嫁のれん館 ―
和倉温泉「加賀屋」 ― 《千里浜なぎさドライブウェイ》 ― 金沢港

行　程

日本を代表する温泉旅館和倉温泉「加賀屋」で地元食材や旬の新鮮な食材をふんだんに使った食事をお楽しみ下さい。1,200年を誇る和倉の湯は身
体も心も癒してくれます。千里浜なぎさドライブウエイは日本で唯一、一般の車やバスでも海岸線の砂浜の波打ち際を走ることができる砂浜道路です。

B日本を代表する有名旅館和倉温泉「加賀屋」で昼食と花嫁のれん館をめぐるコース

【昼食・入浴】

【昼食】

★オプショナルツアーで使ってみませんか ! 
「歩かなくていい旅」

DOSA◆DEMO
さあ、どさでも。山新観光のユニバーサルツーリズムです

歩行不安な方の旅先での移動は「次世代型電動車いす」WHILLにおまかせ !
WHILLは ●直感的に操作可能 ●折りたためば交通機関搬送可 ●ホテ
ルや店舗内で威力、高い小回り性能 ●旅にマッチするスマートな外観デザ
イン ●1充電で20km走行 ●疲労の少ない快適な乗り心地 ●速度4段階
切替・操作レバーを離せばブレーキがかかる安全設計

1日レンタル料
2,000円

WHILLの詳細は➡
お申し込みは（WHILL 申込専用電話）

TEL023-622-8321

①《金沢散策1》 金沢港 － ひがし茶屋街 － 尾山神社 － 長町武家屋敷 － 金沢港
②《金沢散策2》 金沢港 － 長町武家屋敷 － 兼六園 － 近江町市場 － 金沢港
③《金沢散策3》 金沢港 － ひがし茶屋街 － 兼六園・金沢城公園 －
　　　　　　 長町武家屋敷 － 近江町市場 － 金沢港

行　程

モ
デ
ル
コ
ー
ス

①《金沢散策1》 金沢港 － ひがし茶屋街 － 尾山神社 － 長町武家屋敷 － 金沢港
②《金沢散策2》 金沢港 － 長町武家屋敷 － 兼六園 － 近江町市場 － 金沢港
③《金沢散策3》 金沢港 － ひがし茶屋街 － 兼六園・金沢城公園 －
　　　　　　 長町武家屋敷 － 近江町市場 － 金沢港

モ
デ
ル
コ
ー
ス

行　程

観光検定の資格を持ったドライバーが
ご案内いたします

【見学】

D世界遺産「白川郷」散策と飛騨郷土料理コース

同行します。添乗員

30名最少催行人員
旅行代金 お一人様 13,000円13,000円

金沢港 ― 金沢東IC ― 白川郷IC ― 白川郷 ― 道の駅 福光【お買い物】 ― 
小矢部IC ― 金沢東IC ― 金沢港 【散策と昼食（飛騨郷土料理】

行　程

世界遺産に登録されている白川郷合掌集落にご案内。「合掌造り集落」は大小100棟余りの合掌造りが数多く残り、今でもそこで人々の生活が営ま
れている集落として知られています。昼食は季節の恵みをふんだんに生かした郷土料理をお楽しみください。

A金沢人気スポットめぐりコース ～兼六園・ひがし茶屋街・近江町市場～
旅行代旅行代金金 お一人様11001100,,000000000000円円円円 行　程

オプショナルツアーも各種ご用意しております

「ベンツタクシー」で巡る金沢市内観光《４時間》

※時間内でお客様が自由に観光訪問地の組み立てができます。　※上記料金には昼食・入場料・乗務員経費（昼食）・駐車場代・有料道路代は含まれておりません。

★下車観光
2日目にご利用下さい。

【見学】


