
横浜

網走

稚内

函館

● 大自然が織りなすダイナミックな夏の絶景へ
● 北海道ならではのグルメや観光もおすすめです

※天候、その他の事情により、
　航路が変更となる場合がございます。

横浜発 網走発 2019年7月22日（月）▶7月30日（火） 9日間

夏の北海道クルーズ7
月

■ 国内クルーズ

 食事：Aコース＝朝8回、昼7回、夕8回　Bコース＝朝4回、昼3回、夕4回
Cコース＝朝4回、昼3回、夕4回

月  日 発着スケジュール 入港 出港 コース

7/22 月 横浜 16:00

23 火 クルージング ̶ ̶

24 水 小樽 OP 13:00 19:00

25 木 稚内 OP 6:00 17:00

26 金 網走 OP 8:00 17:00

27 土 クルージング ̶ ̶

28 日 函館 OP 8:00 22:00

29 月 クルージング ̶ ̶

30 火 横浜 9:00

A B

C

A
B
C

7/22（月） 横浜発 ▶ 7/30（火） 横浜着 8泊9日
7/22（月） 横浜発 ▶ 7/26（金） 網走着 4泊5日
7/26（金） 網走発 ▶ 7/30（火） 横浜着 4泊5日

グルメも旅の楽しみのひとつ。
北海道の魅力を船内でも
お楽しみいただけるよう、
地元の旬の食材をふんだん
に取り入れたディナーを
ご用意します。

北海道の恵み 
スペシャル
ディナー

7/27

利尻島
「利尻富士」と称される日本
最北の名峰、利尻山がそび
える島。美しい沼と高山植物
が見どころです。

稚内 OP

利尻山

宗谷岬
「日本最北端の地」の
碑で知られ、天候が良
ければ遠くサハリン
（樺太）の島影を望む
ことができます。

稚内 OP

宗谷岬

フル得

大沼国定公園
秀峰・駒ケ岳とその火山活動によって
できた湖沼群が生み出す絶景をご覧
いただけます。

函館

知床半島
手つかずの自然が残り、多様な生き物
が生息する知床半島では、切り立った
断崖や美しい滝を眺める
ことができます。

網走 OP

OP

知床半島

大曲湖畔園地

OP

ニッカウヰスキー
余市蒸溜所

余市蒸溜所
創業時からの伝統の技を
守り続けるニッカウヰス
キー余市蒸溜所内部の
見学が楽しめます。

小樽

網走

OP

※Aコースのみ
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小樽 函館

稚内

 （単位／円）旅行代金 〈2名1室利用時 お一人様〉
客室タイプ K：ステート F：ステート E：バルコニー D：バルコニー/  D3：ディートリプル C：スイート A：アスカスイート S：ロイヤルスイート

旅行代金

Aコース 336,000 408,000 472,000 480,000 736,000 944,000 1,680,000

Bコース 208,000 252,000 292,000 300,000 460,000 588,000 1,048,000

Cコース 208,000 252,000 292,000 300,000 460,000 588,000 1,048,000

ノシャップ岬 OP 函館ハリストス正教会

西洋建築や星形の城郭・五稜郭な
ど、歴史と西洋文化の面影が漂う街
並みが魅力の都市。日本を代表する
夜景で有名な函館山へは、オプショナ
ルツアーでご案内します。

函館7/28

風情ある運河と石造りの倉庫が、
貿易や商業で栄えた歴史の面影を
伝える町。中心地が港から近く、街
歩きなど半日の滞在で十分にお楽
しみいただけます。

小樽7/24

ニッカウヰスキー余市
蒸溜所を訪ねて ほか

OP

オホーツク海に面し、厳しくも美しい
自然を有する町。この時期、市内や近
郊ではひまわり畑が見頃を迎えます。
知床半島観光の玄関口としても知ら
れています。

網走7/26

北海道の最北に位置する町。利尻島
と礼文島を望むノシャップ岬や宗谷
岬、宗谷丘陵をはじめとする豊かな
自然など、見どころも豊富です。

稚内7/25

きらめきの街・函館夜景観賞、
大沼国定公園散策　ほか

OP

JR函館駅シャトルバス（予定）
道の駅

船からみる世界遺産・知床 ほかOP

シャトルバス（予定）
宗谷岬を訪ねて、
サロベツ湿原見学 ほか

OP

JR稚内駅シャトルバス（予定）

小樽運河

※客室をお一人様でご利用の場合には、客室K,F,E,Dは130％、客室C,Aは160％、客室Sは200％の割増代金となります。なお、お一人様でご利用いただける客室には限りがございます。

ASUKA'S SPECIAL

心揺さぶる魂のヴァイオリン
天満敦子 スペシャルステージ
乗船区間 横浜～網走

日本の美が生んだ新しい邦楽
雪月花 スペシャルステージ

カリフォルニア出身の尺八奏者ブルース・ヒュー
バナーとフラメンコギター奏者の諏訪光風、特別
ゲストの打楽器奏者の服部恵を加え、本クルーズに
爽やかな風を送るべく構成された新邦楽ユニット。
国籍やジャンルを越え、「自然」をテーマに独自の
世界を作り出している。

Profile

乗船区間 網走～横浜

東京藝術大学大学院修了。在学中に日本音楽コン
クール第１位、ロン＝ティボー国際コンクール特別銀
賞等を受賞。以来、国際的に活躍中。1993年「望郷
のバラード」を日本に紹介し大ヒットに。東日本大震
災後は、母親の故郷でもある福島県を中心に、被災
地各地での公演を続けている。

Profile

Aコースがお得！

網走

知床五湖 一湖 OP

フル得
キャンペーン

※Aコースのみ。

※花は、気象状況などによりご覧いただけない
場合がございます。

クルーズライフをより華やかに演出するフォーマルナイトを予定して
います。ドレスアップして、優雅な時間をご堪能ください。
※ドレスコードは変更となる場合がございます。日程表でご確認ください。

フォーマルナイトフルクルーズ（全区間乗船）にお得な旅行代金が設定
され、ベストシーズンを迎えた北海道をたっぷり楽しめる
クルーズです。
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