
ご利用ホテル※特に記載のない剛鳳ト．レ付き※基本グループホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名阿寒湖

釧路空港より車で約60分。まりもを育んだ阿寒湖水

が時を経て湧き出る湯脈へ。とろりと肌をつつむ豊か

な源泉に身もこころも浮かべておくつろぎください。

●和洋室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTll：00

★釧路空港から幸で約68分

★女満別空港から革で約75分
※12歳以下のお客様はご利

用いただけません。

癖磁躍醤圏鼻
ホテルからのおもてなし

嶺－【2連泊以上】夕剣寺グラスワイン1杯付き

adam上の地域名川湯Il

ヨ；竪置、室’
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★女満別空港から車で約50分

★JR川湯温泉駅から車で約8分
撃重義

回国園田団
・☆夕食時ワンドリンク付き（日本酒または■

：ソフトドリンク）

画面画一海南藤癖頭軒Ⅵ」

ad∂m上の地域名刺属

●和室（2～6名1室）
●1泊朝夕会付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から車で約50分

★JRJl憬温泉駅から車で約8分

たウエルカムドリンク付き
てこ夕食時ワンドリンク付き（お酒またはソ

フトドリンク）

adam上の地域名・温桐澗　温

●和室（2－5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00〉／

OUTll：00（通常10：00）

★女満別空港から車で約90分

★」R留辺藻（るべしべ）駅
から車で約15分

車重雷蛋志

☆ウェルカムドリンク付き

adam上の地域名温帯濁

●和室（2～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

●女満別空港から車で
約100分

●」R留辺薬（るべしべ）
駅から車で約15分

国回国園または田園
′　　　　　　　二　＿こ　、■‾　ご

1rコーヒー券1枚付き

∂dam上の地域名：相室　養毛牛

●和室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★根室中標津空港から
車で約120分

★」R根室駅から徒歩約7分
※宿泊除外日：10／23、

12／31

adam上の地域名．網走

1．050円（3歳～未就学児童）

dddm上の地域名．棟津・中標津

●洋室（2名1室）
※バスなレトイレ付き
※全室禁煙となります。
●1泊朝夕食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★根室中標津空港から

震悪習：事務夏蒜二
「女性のお客様に色浴衣貸し出し

●和室（1～5名1室）
●1泊朝夕怠付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から幸で約20分

★」R網走駅から車で約15分
※」R網走駅から無料送
迎あり（詳細は直接ホ
テルへ）

園園園圏園
1′050円（1歳）、2，625円（2～5歳）、

6歳添い寝不可

●和洋室（2－5名1室）
※全室禁煙となります。

adam上の地域名：網走

洲が，寧琴」

－て
．ノ＼ぺ

R．．

こ．・・・号‥1

回園田

●和室（1～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14■00（通常15：00〉／

OUTll：00（通常10：00）

★女満別空港から幸で約25分

★JR網走駅から車で約6分

1才モーニングコーヒー付き

‾■　　J

」虚転
回四囲
園田

adam上の地域名：川湧

●和室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
※夕食はセットメニュー
＋ハーフバイキング

●】N14■00（通常15：00）／

OUTlO：00

★女満別空港から車で約80分
★」R川湯温泉駅からバスで約10分

※宿泊除外馴0／3、10／4、

11／9、り11、1／78、4／11、4／12、

4／16、4／17、4／27～4／24

☆夕食時ワンドリンク付き伯本酒またはソフトドリンク）

田川50円（2歳～未就学児童）

北見　　　　　　　adam上の地域名その他道東

●洋室ダブル（1－2名1室）
※バスなレシャワーブースのみ

●1泊朝食付き
●tN15：00／OUTll：00

★女満別空港から事で
約45分

★JR北見駅から
徒歩約3分

回国固固園回
隠捌1カ00円（ト11歳）

adam上の地域名．標津・中標津

て∴上　トイレ付き

鉦i．空曹ユ準撃墜至
●lN13ニ00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★根室中標津空港から
車で約10分

★」R釧路駅から車で
約120分

ト、id；rキい謹

adam上の地域名先】床知床（ウトロ）

●和室（1～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14■00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★女満別空港から車で約
140分

★JR知床斜里駅から車で
約50分

※宿泊除外日：12／28～1／4

時にランタン利用可旨

オホーツク三大蟹食べくらベ

ます。ぜひ、最高の蟹のしたた
るような味をご堪能ください。
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ご利用ホテル掛特に記載のない剛バス．ト仙付き※琳グル＿プホテル以夕掩ご利用の場合は、追加代金が必要とな膵す。

adam上の地域名：網走

●和洋室（2～5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：30）

★女満別空港から車で約20分

★JR網走駅から車で約7分

回国田園田園

繭i毒論

敵私設鼠

＿‾　さ．＿，1・∴∴∴・∴＝　　＿

ご夕食時ワンドリンク付き（グラス生ピー

和室（3－5名1室）
和室または和洋室
（6～8名1室）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から幸で
約120分

★JR矢口床斜里駅から幸で

約45分

四国田国包
隠同湖12．由5円（2歳～未就学児童）

』ムグレードアツ∵プラン　　圃

沌滴幾オホーツク嶺轟療

●洋室または和室（2名1室）、和室（3～4名1室）●和洋室（2～4名1室）
※全室禁煙となります。　　　　　　　※全室禁煙となります。

adam上の地域名■知床

adam上の地域名：斑l床

●洋室または和室または和洋室（2名1室）、
和室または和洋室（3～8名1室）

●和風洋室（1～2名1室）
和室（2～5名1室）

●1泊朝夕会付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から車で
約120分

★」R知床斜里駅から車で
約40分

圏国団国包
1′575円（2～5歳）、

6歳添い寝不可

●和室（2－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から車で
約120分

★」R知床斜里駅から華で
約50分

圃回国周囲田
園2，160剛3歳～未戎学児童）

adam上の地域名稚内

「●洋室（1～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN12’00（通常13：00）／

OUT13：00（通常日：00）

★稚内空港からバスで約35分

★JR稚内駅から徒歩約3分

′Ⅶ6階以上の客室をご用意

（2～3名1室のみ）
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●和洋童（2～5名1室）

adam上の地域名：その他道東

→萌

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●削13：00（通常15こ00）／

OUT12：00（通常日：00）

★オホーツク紋別空港か
らホテル玄関前バス停
までバスで約15分

★」R遠軽駅から車で約50分
※宿泊除外日：12／31－1／3

毎園田匝頭
adam上の地域名●稚内

r訂「「●悪書㌫子宝J室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常10：00）

★稚内空港から華で約20分
★JR南稚内駅から徒歩約3分
※宿泊除外日：12／29－1／4

の小学生～11歳）

篭岬＿▲＿｝W　　　　　　　　　　客室の瑠

●和洋室（2～4名1室）、和風洋室（2名1室）
※和風洋室は畳の上にローベッドとなります。

a由m上の地域名その他道東

●洋室（2名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★女満別空港から幸で
約60分

★」R網走駅から車で約
50分

国回国国田
1．050円（1歳）、

2．625円（2歳～未就学児童）

adam上の地域名稚内

国園田

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★稚内空港から車で約5分
★」R稚内駅から章で約15分
※宿泊除外日：12／26～1／5

圭足袋・巾着（お一人様1つ）付き

●和室または和洋室（2－10名1室）

adam上の地域名：知床

●和室（1－3名1室）、
和洋室（2～4名1室）

※全室岩盤浴付き
※一億客室はJマスなレシャワーブースのみ

※全室禁煙となります。
●1泊朝夕食付き
●lN14：30／OUT9：30

★根室中標津空新ら車で約60分

★女満別空港から車で約150分

圏固固または園田

adam上の地域名その他道北

●和室（1－4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★稚内空港から車で約60分
★」R豊富駅から章で約10分

‖ナナ噸卸弓

外観一一．，＿＿】　　＿　　ニー！1

回四国因



圧コホテルチョイス（航空券＋宿泊）1～6泊
〈福岡発／基本グループホテル・往復新千歳直行便利用〉
※福岡発着往復新千歳直行便利用以外はフライト追加代金が必要となります。

※1圭の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、最大の利用人数の基本代金を適用します。

※6～10名1室の設定があるホテルのみをご利用の場合は、4～5名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。

※基本フライト以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②国内線旅客施設使用料（羽田・中部国際空港乗り継ぎの場合）毎）規定の宿泊費、食事代
※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）
※沖縄発でお申し込みの場合、商品コードの先頭を「Y」にてご予約ください。

｛基本代金（お一人様）

忘蒜＼＼讐 ��A �8 �⊂ �D �亡　き �F �G′‡H ��l　　　J ���K　十 �L　‡ �州　≧ �N �＿　0 

1 泊 �4－5名1王 �35，800 �36．800 �37．800 �38．800 �40．300 �42．300 �46．300 �52，300 �56．300 �57，800 ��62．80・0 �66，800 �74．800 �00．800 �88．300 
3名1量 �35．800 �36．800 �37．800 �38，800 �40．300 �42，800 �【46．800　52．… ��56．800 �58．800 ��03．800 �67，800 �75．800 �81．800 �89．300 

2名1室 �35．800 �37，300 �38．300 �39，300 �40．800 �43，800 �47，800∃ �53．800 �57．800 �59．300 ��64．80：0 �68．800 �76．800 �82，800 �90．300 

1名1量 �36，800 �38．300 �39，800 37，800 �40．800 �】43，300 �45．300；48，800 ��54．800 �59．800 �81．300 ��66．80・○ �70．300 �78．300 �84．80・0 �91．300 

小人 �35，800 �36．800 ��38．000 �40．300 �42．300蔓46．300 ��52，m �55．300 �56．800 ��60．800 �65．800 �72．80・○ �76．800 �79．800 

2 泊 �4－5名1主 �37．800 �39．300 �41，800 �42．800 �44，800 �47，800 �53，800 �61．800 �ぎ　67．800 �73．300 ��78．300 �81．800189，800 ��93．800 �100，800 

3名1圭 �38．800 �40．800 �42．800 �44．800 �48，800 �49．800 �56，800 �63．800 �69，800 �74．300 ��79，800 �83．800 �91，800 �95．800 �102，80 

2名1室 �41．800 �42，800 �44．300 �46，800 �48．300 �51．800 �58．000 �65，3〇・〇 �70，300日汚．800 ���81，300 �85，M �91，800 �97．800 �104．800 

1名1王 �43．800 �45．300 �47．300 �49，800 �52，800 �55．800 �61，800 �68，800 �72．800≧　79．300 ���84，800 �87，800 �再5．的0 �99．000 �107，80 

小人 �37．800 �39．300 �41．800 �42，800 �44．000 �47，800 �53．800 �60，800 �66，800い2，300 ���76，300 �79，800再7．800 ��再9，800 �93．80 

3 泊 �4－5名1量 �42，800 �43．800 �44，800 �45，000 �40．300 �50．m �52，300 �55．800 �59．800 �65，800 ��71．800 �77．800 �87．300 �97．380 �102，300 
3名1圭 �43，800 �44．800 �45，800 �46，800 �49．300 �50，… �52．800 �56．800 �60．800 �66．800 ��72，80・0 �80，800 �88．300 �98，80・○ �104．800 

2名1土 �44．800 �45．800 �46，800 �47，800 �50．300 �52，300 �53．300 �57，800 �62，800 �68．800 ��74，30・○ �81．300 �89．300 �99．800 �107．300 

1名1量 �49，800 �50．000 �51．800 �52，800 �55．800 �56．800 �57，800 �再川00 �65．800 �71．800 ��78．30：0 �85，300 76，800 �94．300 �103，800 �110．800 

小人 �42，800 �43．800 �44，800 �45，800 �40，300 �50，300 �52，300 �55．800 �58．800 �64，800 ��70．80・○ ��86．300 �85．800 �96．800 

4 泊 �4－5名1圭 �46．300 �47．300 �48，300 �49，300 �51，800 �53，800⊆55，800 ��61．800t66．300 ��69．300 ��70．800 �82．800 �93，800 �100．80・0 �臣108．的0 
3名1重 �47，800 �48．800 �49，800 �50．800 �53，300 �54，800け6β00 ��63．300！67．800 ��70，800 ��80．300 �86．300 �94，800 �102，800 �111，300 

49300 �50300 �51300 �52300 �54800 �56000 �喜　57800 � � �73300 ��8230・○ �87300 �96300 � � 

1名1基 �55．300 �56．300 �57．300 �57．800 �60，800 �61．800 �63．300 �‾▲由．帥亘74，300 ��77． �300 �87，300 77．800 �92．300‡102，800 ��109．300 �118，800 99，800 

小人 �45．300 �46．300 �47．300 �48．300 �50，800 �52，80・0 �54，800 �60．800 �65．300 �68．300 ���81．800書　89，800 ��90．800 

5 泊 �4－5名1主 �49．800 �50，8〇・〇 �51．800 �53．800 �55．800 �57．300 �‡5！些軋川野，刃0 ‡61．300賀69，300 ��72，800 �73．300 ��85．000 �86．300】96，800 ��106．800 �114，30 
3名1王 �51，800 �52．800 �53．800 �55．800 �57．800 �58，800 ���74．800 �！75，300 ��07，800 �90，300再8．8∞ ��109．300 �118．80 12え300 

2名1圭 �53，800 �54．800 �55．800 �57，800 �59．800 �61，300 �62，800 �け72330 �77．800 �78．300 ��90，300 �91．800 �101．300 �111．300 

1名1圭 �60，800 �61．800 �62，300 �62．800 �65，800 �67．300 �い相，300 �77，300 �82，800 �83，300 ��96．300 �97．800 �108．800 �117，300 �127，300 

小人 �48．800 �49．800 �50，800 �52，800 �55，的○ �56，300…59．800 ��68．300 �71．800 �72．300 ��84，800 �85．300 �93，800 �95．300108，的0 

6 泊 �4－5名1婁 �53，300 �54．300 �55，300 �56．300 �59，300 �61．300！63．800 ��75．800書　77．800 ��70．300 ��90．80・0 �91，300 �102，800 �リ！ヱ些L �≠121，800 E127．300 
3名1主 �55，800 �56．800 �58，300 �58，800 �61，800 �63，300 �65．800 �77．800 �t　80，800 �81．300 ��94．300 �94．800 �105．800 �115，300 

2名1墓 �58，300 �59．300 �60，800 �61，300 �64．300 �66，300 �67，800 �80．300 �84．300 �84．800 ��96．800 �97．300 �108，300 �117，800≧131，300 

1名1靂 �66，300 �槌．800 53．300 �【97，亨99 岳54．300 �67，800 �L70，鋸0 �73－300　74，800 ��87，300盲　90．300 ��90．800 ��103．8〇・〇 �104．300 �116．800 �124．800∃137，300 

小人 �52，300 ���55．300 �58．300 �60．300蔓　62，的0 ��74．800け6，800 ��77．300 ��89．300 �89的0㌧9，800 ��100．800 �116．300 
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巨］ホテルチョイス芸芸喜；（航空券＋宿泊）1～6泊
く福岡発／＋道内1区間／基本グループホテル・往復新千歳直行便利用〉
※福岡発着往復新千歳直行便利用以外はフライト追加代金が必要となります。

※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、最大の利用人数の基本代金を適用します。

※6～10名1室の設定があるホテルのみをご利用の場合は、4～5名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。

※基本フライト以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

※＋道内2区間をご利用の場合、下記基本代金に＋道内2区間追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②国内線旅客施設使用料（羽田・中部国際空港乗り継ぎの場合）⑨規定の宿泊費、食事代
※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。

』出発日カレンダー

（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）

■亡i●■ �コース �1泊 �2泊 �3泊 �4泊 �5泊 �6泊 

＋道内1区間 �R4007A �R4008A �R4009A �R4010A �R4011A �R4012A 

＋道内2区間 �R4013A �R4014A �R4015A �R4016A �R4017A �R4018A 

※沖縄発でお申し込みの場合、商品コードの先頭を「Y」にてこ予約ください。 

l　＝ �El �月 �火 �水 �木 �∃金 �土 ��El �月 � � � � �木 �金l土 ��l � �月 �火 �l � �木 �金 �土 �日l月 ��火l水l木 ����塾l土 ��l∃l �月 �火 �水 �木 �金 �土 �El �月 
i去 �ユ く： �3 ＿⊆ �4 E 1 D 8 D 3 J▲ �韓 ��○ ⊂ 3 ■ ○ ■ 畠 ．F ‾i‾ E �7 ⊂ �� �� �tO C 7 A �11112 邑⊥塵 89 寧＿＿8 1314 邑⊥旦 1011 D＿H 丁● tl ��� �14 �15 ⊂ 弓i A �� �17 1⊂ �1● ∈ 15 ■ �10 E �【i石21 ⊂⊥：＿ 17110 AA ��鍔冨 ����2月＝二a■ 邑⊥f ��27 1⊂ 2イF A �ユtl C 芸 �29 ⊂ 云石 A 記 号 25 8 �30 ⊂ �31 く： 2i A � � � � 

4 ▲ �� �� ���� � �11 ▲ ����14 A 1【9 ■： l葛 8 13 Il ��10 8 il �������1L123 8　8 �����27 ▲ ��之ぎ ■ �き○ ■ � � 

1 A �ユ A �3 A �一手」 �5 j ユ l �����9 ■ ○ ■ ユ F � � �� �12 、＿寧 ● ���� �10 E 13 ■ 10 �17 E 1■‡ 8 1f F ���� ��辻石 呈1晋 101 ■■ ��日劇り ＿¢⊥垂ヲ 212223 8＿＿＿88 10192○ 8‡ll【8 ����エフ：2■ 　＝… ��蒜 加 ■ ij ■ �‾謡 27 8 ij B �� � � � � 

17 D 1■ �1● D ‾1‾i D �������24之5 P⊥旦 �����ユ9 長 8 �30 ∈ ■ナ ■ �31 嘉 D � � � 

事 ！ ��■ H ���� ��������������211ユユ D　D �������� � 

l � � � � �l � �淳 �3 亡 7 D S F � � � � �8 10 P �フ D ‾11‾ E 夢 �○ ○ 1‾2 E I七 � � �10 �‾1‾1‾ ⊂ 15 D � � �13 ⊂ 1ナ D 15 �14 D 1j E 1奄 �18 D � �17 �1‾呑 C ii D 童面‾ �19 亡 � � �ヱ1 J �ユ2 ∈ �23 く： �芸 �ユ5 lC i蓼 ¢ 127 �26 亡 �iナ 1＝ �2■ D �琶 �30 1＝ �37 ⊂： 

1 D 【‾‾‾ �2 D �3 ○ �4 E ‡孟 ��������������1■ D 12 ������19 E 17 �ユ○ D �21 P ��ユ3 F il ���ユ曇 囁 23 ��127 ���碍 � � ��l � 

1 ll ����������8 ������13 �� ����18 �19 ������24 �25 �28 ���29 �30 �31 

tヨ �月 �火 �水】木 �金i土 ��El �月 �火 �水 �＊ �垂 �土l日 ��月 �火l水 ��木】盆 ��土 �El �月 �火 �水 �木l金 ���土l臼 ��月 �火 �打水 �禾l金 ��土 �lヨ �月 

●　こ � � �封＿ �ー隼 �卜1 3 �真滝 �璃 �7 D ■ ▲ �8 D S A �9 D ● A �10 ∈ �1 J ■ �112 J � �14 －＝ � �10 亡： � � � � � � �23 D 2J ▲ � ��� � � � �30 D 27 A �31 1⊂ 童i � � � � 

11 A �� ����������������� �30 � 

1 ▲ �2 A �】3 A r l �45 ．41＝ 12 1 �� � � � � ����� ��������� �������� � ���l � 

P �� � � � � � � � � � � � � �22 � � �� �24 � � � � �� � 
1 F �「i‾　3 ��＿」諷q　F ��F　F ��F � ��111 �F �戸 12 �F ��di壬　一生 ���20 ■ �ユr F �り 】20 �H ���㍗十仙 l封F道三も ���� � � � � � � 

＝　　● ��3‾mr nl ��5・i・■ H　H ��7　　8　　9 ���10 �11 ��13　fi ��15llもl17 ���1● �19 ��‾童1 �� �����27 �28 �29130 ��31 � � 

∫基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位‥円 

，忘蒜＼＼・、竺8 ��A �8 �C �D �E �F　仁　GJ　H　まl ����そJま　K ��し　ぎ　仙 ���N ��0 

1 泊 �4－5名1量 �45．800 �46．800 �47．800 �48．800 �50．300 �52．300 �59．300蔓64，30 ��67．300 �88，800 �73．800 �80－800 �84．800 ��94，800 ��07800 
3名1皇 �45．800 �46．800 �47．800 �48．800 �50．300 �52，800 �59，800 �64．800 �67，800 �69．800 �74．800 �01，800 �05，000 ��95800 ��I 99800 

2名1圭 �45．800 �47．300 �48，300 �49．300 �50，800 �53．800 �60，800 61，800 �‡65些 再6月00 �68，800 �70．300 �75．800 �82，800 �86800 ��98800 ��100800 

1名1重 �46，800 �48．300 �49，000 �50，800 �53，300 �55．300 ���ま　70．800 �72．300 �77800 �84300 �88300 ��98800 ��101．800 90，800 

小人 �45．800 �46．800 �47．800 �48．800 �50．300 �52．300 �59．300 �64，300 �66．300 �　　　■ 67．000芦71，800 ��79，000 �再2． �800 �90，00・0 

2 泊 �4～5名1圭 �47．800 �49．300 �51．800 �52，000 �54，800 �60，800 �65．800 �】72．800 �77，800 �84，300 �91，300 �95．800 �103．800 ��103，800 ��110800 
3名1圭 �48．800 �50，800 �52．800 �54，800 �56，800 �62，800 �68．800 �74，800 �79，800 �85．300 �92，800 �97．800 �105．800 ��105800 ��11280 

2名1主 �51．000 �52，800 �54．300 �5も．800 �58．300 �64．800 �70．800 �78．300 �烏0，300 �86．000 90．300 �書聖，300 再7．800 �99．300 �105．800 ��107．800 109．800 ��114．80 11780 

1名1圭 �53．000 �55．300 �57．300 �59．800 �62，800 �68．800 �73．800 �79，800 �82．800 ���101．800 �109．800 

小人 �47，800 �49．300 �51．800 �52．800 �54．800 �60．800 �65．舶0 �書　71．800 �78．800 �03，300 �09．300 �93，800 �101．800 ��99．800 ��103，800 

3 泊 �4－5名1玉 �52，800 �53．800 �54．000 �55．800 �58．300 �60．300 �63．300 �り7．000 �70．800 �76，800 �82，800 �90．800 �98．300 ��111，300 ��112．300 
3名1皇 �53．800 �54．800 �55．800 �56．800 �59．300 �60，800 �63，800 �68．800 �71，800 �77．800 �83．800 �93．800 �99．300 ��い12，800 113800 ��114800 

2名1圭 �54，800 �55．800 �56．800 �57．800 �別），300 �62，300 �64，300 �69，800 �∃7享，800 日花．800 �79．800 �85．300 89，300 �再皐300 再8300 �100300 ����117．30 12080 

1名1圭 �59．800 �60，800 �61．800 �62．000 �85．800 �与る．800 �68．800 �73．800 ��82．800 ���105．300 ��l 117． �800 

小人 �52，800 �53．000 �54，800 �55，800 �58．300 �60．300を　63．300 ��67．80伽　的．800 ��75，800再1．000 ��89．800 �j97，300 ��99．800 ��108，88 

4 泊 �4一一5名1皇 �56．300 �57，300 �58．300 �59，300 �61，800 �63．000 �66．800l73．000 ��77．300 �80，300 �89，800 �95800 �101800 ��114800 ��118800 
3名1主 �57．800 �58．800 �59．800 �60，800 �63．300 �64，800 �67．800　75．300 ��78．800 �81．800 �91．300 �1 99300 �103300 ��116800 ��121300 

2名1皇 �59．300 �60．300 �61．300 �62．300 �64．800 �66，引〉0 �60．800 �76，800 �81，300 �84，300 �93．300 �100，300 �104．800 ��118，300 ��124．8 

1名1蔓 �65．300 �66．300 �67，300 �87．800 �70，800 �71，800 �74．300 �81．800 �85．300 �88．300 �98．300 �105，300 �110．800 ��123，300 ��128．800 109．800 

小人 �55．300 �56．300 �57．300 �58．300 �60，800 �62，800 �65，800 �72，800 �76．300 �79，300 �88．800■　94．800 ��100．800 ��104．800 

5 泊 �4～5名1圭 �59，800 �60．800 �61，800 �63．800 �65，800 �67，30・0 �70，800 �79．300 81．300 �83，800 �84．300 �96．800 �99．300 103．300 �107800 ��120800 ��12430 
3名1嘉 �61，800 �62．800 �63，800 �65，800 �67，800 �68．800 �72．300 ��凱略800 �86．300 �98．800 ��109800 ��12330。 ��12800 

2名1皇 �63．800 �84，800 �65，800 �87，800 �69，800 �71．300 �73．800 �叫30058乳800 ��89．300101．300 ��104．800 �112，300 ��125．30・○ ��132．30 

1名1圭 �70．800 �71，800 �72，300 �72，800 �75，800 �77．300 �80．M �89．300 �93．800 �94．300 �107，300 �110．800 �119，800 ��131．300 ��137，3 

小人 �58．800 �59．800 �朗I．800 �62，800 �65．800 �66，300t70．800 ��78．300 �82．800 �83，300 �95，800 �98．300 �104．800 ��109．300 ��118，800 

l 6 泊 �4－5名1毒 �63．300 �64．300 �65．300 �66．300 �69．300 �71，300 �74．800 �87，800 �88．800 �89，300【101．80：0 ��104．300 �113．800 ��125，800 ��131，8：00 

3名1王 �65，800 �66．800 �68，300 �68．800 �71，800 �73．300 �76，800 �89，800 �91，800 �92，300105．300 ��107，800 110．300 �116．800 ��129．300 ��137．30 

2名1主 �68．300 �69，300 �70．800 �71．300 �74．300 �76．300 �78．800 �92．300 �95．300 �95．800 �107．… ��邑119．300 ��131．800 ��141，300 

1名1皇 �76．300 �76．800 �77．300 �77．… �80，800 �83．300 �85．8001 �9乳300 �101．300 �101．800 �114，000 �117300 �127000 ��138800 ��147300 

小人 �62．300【63．300 ��64，300【65．300 ��68，300 �70，300 �73．800日始，800 ��87．800 �08，300 �100．300 �102，800 �110．800 ��114，800 ��126．300 

＋道内2区間追加代金（お一人様／大人・小人同額目　　　上記出発日カレンダー④～⑥、◎の出発日：10．000円、⑥～㊥の出発日：14カ00円の追加代金が必要となります。 
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主題●‾＝幽繭寧繭‾繭挙

国ホテルチョイス（宿泊のみ）1～6泊
〈基本グループホテル利用〉

※飛行機を含む現地までの交通機関は含まれておりません

※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、最大の利用人数の基本代金を適用します。

※6～10名1室の設定があるホテルのみをご利用の場合は、4～5名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①規定の宿泊費、食事代　なお、当コースの旅行代金には、往復航空運賃は含まれておりません。※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。

※出発日とは、当社が手配する宿または、オプショナルプランの利用初日となります。

■出発日カレンダー（下富己基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。） ※沖縄発でお申し込みの場合、商品コードの先頭を「Y」にてご予約ください。

■基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

，孟㌫ir＼－＼、讐8 ��A �8 �∃　C �D �E �F �G 

1 泊 �4－5名1皇 �5，000 �5，50・0 �6．000 �7．000 �7．500 �9，000 �10．500 

3名1塞 �6，∝柏 �6，500 �7，000 �7．500 �9．500 �10．000 �11，500 

2名1玉 �6．500 �7．000 �7，500 �8．500 �10．500 �11．000 �12，000 

1名1皇 �7．500 �8．000 �8．50・0 �9．000 �11．000 �12，000 �13．000 

小人 �4．500 �5．000 �5．500 �6．500 �7．000 �8，500 �10．000 

2 泊 �4－5名1圭 �8．500 �9，000 �9，500 �11．000 �13．500 �16．500 �20．000 
3名1重 �10．000 �10，500 �11，000 �12，500 �15．500 �18，500 �21，500 

2名1量 �11．000 �．11．500 �12，000 �13．500 �16．500 �19，500 �22，000 

1名1主 �13．000 �13．500 �14，000 �15，500 �18．000 �21．500 �23．500 

小人 �0．000 �8．500 �9．000 �10．500 �13．000 �16，000 �19，500 

3 泊 �4－5名1量 �12，000 �12．500 �15．000 �16．000 �20．500 �23，500 �27，500 
3名1套 �14．000 �15．000 �17，000 �18．000 �24．000 �26，500 �30，000 

2名1圭 �15．0○○ �16．000 �18．000 �19．500 �24，500 �29，000 �30，500 

1名1圭 �18，500 �19．500 �20．500 �22，500 �27．500 �32．000 �33，0・00 

小人 �11．500 �12，000 �14．500 �15，500 �20．000 �23．000 �27，000 

4 泊 �4－5名1圭 �16，000 �16．500 �19．500 �22，500 �28，000 �33．000 �34，500 
3名1圭 �18，000 �19．000 �22．500 �26，500 �31，000 �，36．500 �．38．500 

2名1塞 �20，000 �20．500 �24．000 �28．000 �33．500 �37．500 �≧30．000 

1名1主 �24，500 �25，000 �28．000 �31．50■0 �38，000 �41．000 �42，500 

小人 �15，500 �16．000 �19．000 �22，000 �27，500 �32．50・0 �34，000 

5 泊 �4－5名1圭 �20．000 �21，000 �26．500 �30．000 �35．500 �40．5〇・〇 �42，000 

3名1圭 �22．500 �23，000 �31，000 �35．000 �41，000 �44．500 �48．500 

2名1主 �24．500 �25．000 �32，500 �36．500 �42．000 �45，000 �47，000 

1名1圭 �30．000 �30，500 �37，500 �41．000 �46．500 �50点00 �52，500 

小人・ �19．500 �20，50・0 �26，000 �29．500 �35．000 �40．000 �41，000 

6 泊 �4、5名1嘉 �23．500 �24，000 �35，000 �38．000 �41．000 �44．500 �48．500 
3名1主 �26．500 �27．000 �39，500 �43，500 �48．500 �48．500 �53．000 

2名1王 �29．500 �30．000 �41，000 �45．000 �47．500 �49．500 �53，500 

1名1量 �35．500 �36．500 �47．000 �50．500 �53．500 �55．500 �60，000 

小人 �22，000 �22．500 �33．500 �3与，500 �39，500 �43，000 �47．000 
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ホテル追加代金（お＿人様／．泊につき）

※★は土曜日代金適用となります。

階白 市軌 のレープ �宿泊日 �10／1－10／13 ��10／14～12／21 ��12／22～12／27 ��1／5－2／4、2〃2～4／25、5／6－ ��12／28～ 112／30 �12／31～ 1／4 �2／5・～ 2ノ＝ �4／26－ 5／1 �5／2～5／5 

1室 利用人数 �（★10／13） ����（★12／22） ��5／12（★川2、3／21） 

臼～金 �土★ �巳～金 �土 �日一会 �土★ �日一会 �土★ 

蝉弛＝鶉蹄妙 ��追加代金なし0円 

．滋 �4名1室・小人 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �1．500 �500 �追加なし �1．000 �1．500 3名1室 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �1．500 �500 �追加なし �1．000 �1．500 

2名1室 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �500 �1．500 �500 �追加なし �1．500 �1．500 

1名1室 �2．000 �2′000 �2．000 �2．000 �2′000 �2．000 �2，000 �2．000 �3，000 �2，000 �2．000 �3．000 �3．500 

払 銅1芦参】 �嶋以上1室・小人 �1′500 �1′500 �1．000 �1，000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �2′000 �500 �500 �2，500 �2．500 
3名1室 �1．500 �1′500 �1．000 �1．500 �1．000 �1．500 �1．000 �1．000 �2．000 �500 �2．500 �2．500 �2′500 

2名1室 �1，500 �1，500 �1．000 �1．500 �1，000 �1′500 �1．000 �1．000 �2，000 �1．000 �2．500 �2．500 �2．500 

1名1室 �3′000 �3′500 �2．500 �3．500 �2，500 �3．500 �3．000 �3′000 �3，500 �2．500 �5′000 �4，000 �4′000 

電 動匪拶 �4名以上1董 �2．000 �2．500 �1．500 �2．000 �1．500 �2．000 �1．500 �1．500 �4．000 �3．500 �2′500 �2．000 �2．500 
3名1室 �2．000 �2．500 �1．500 �2．000 �1′500 �2．000 �1，500 �1．500 �4，000 �3′500 �2．500 �2′000 �2．500 

2名1室 �2．500 �3．000 �2．000 �2．500 �2，000 �2，500 �2，000 �2．000 �4．500 �3．500 �2．500 �2．000 �2．500 

1名1室 �3′500 �4．000 �3′000 �3．500 �3．000 �3．500 �3，000 �3′500 �4．500 �4．000 �6，000 �3，500 �4．000 

感 �4名以上1圭 �4．000 �4，500 �2．500 �3．000 �2．500 �3．000 �2，000 �2．500 �4．500 �4．000 �3．500 �3．000 �3．500 
3名1重 �4．000 �4．500 �2′500 �3．000 �2．500 �3．000 �2′000 �2．500 �4．500 �4．000 �4．000 �3面 �3．500 

2名1室 �4．000 �4，500 �2．500 �3．000 �2．500 �3．000 �2′500 �2′500 �4．500 �4．000 �4．000 �3′000 �4．000 

1名1室 �6′000 �6，500 �4′500 �5．000 �4．500 �5．000 �4．500 �4′500 �6．500 �6．000 �6．500 �5′000 �6，000 

4名以上1圭 �4′000 �5．000 �3′500 �4．500 �3，500 �4，500 �3′500 �4．000 �8．500 �10，000 �2．000 �7，500 �6．500 

e �3名1室 �4′500 �5．500 �4′000 �5′000 �4．000 �5，000 �3．500 �4．000 �8，500 �10．500 �2．000 �8′000 �7．000 

轡賃，ニ �2名1圭 �5′000 �6．000 �4，500 �5．500 �4′500 �5，500 �4．000 �4，500 �8．500 �11．000 �2．500 �8．500 �7．500 

1名1圭 �8′000 �9．000 �7．500 �8．500 �7．500 �8′500 �7．500 �7．500 �14．500 �16′500 �5．500 �12．500 �13．000 

．q l．F 勿匝夢 �4名以上1婁 �5′500 �6．000 �4′500 �4．500 �4．500 �4，500 �4．000 �4，000 �8′500 �10．000 �1，000 �8′000 �7．500 3名1室 �5′500 �6．000 �4．500 �4．500 �4．500 �4′500 �4，000 �4，000 �8．500 �10．500 �1′000 �8．000 �7．500 

2名1室 �6′500 �7．000 �5′500 �5．500 �5．500 �5．500 �5′000 �5．000 �9．500 �11．000 �1．000 �8．500 �8．000 

1名1室 �8′500 �9′500 �8′000 �7．500 �8．000 �7．500 �7．500 �7′500 �10．500 �12，000 �3′500 �11′500 �10．500 

4名以上1室 �6′500 �7．000 �6′000 �6．500 �6．000 �6．500 �6′000 �6．500 �10，000 �10，500 �3′500 �8．000 �8，000 

3名1圭 �6．500 �7．000 �6．000 �6．500 �6．000 �6．500 �6．000 �6．500 �10．000 �11．000 �3，500 �8′000 �8．000 

2名1室 �8．000 �8．500 �7．500 �8，000 �7．500 �8．000 �7．000 �7．500 �11′500 �13，500 �5′500 �9．000 �10，500 

1名1圭 �14．000 �14．000 �13．000 �13．000 �13′000 �13．000 �13，500 �13．500 �14．500 �27．000 �11．500 �15．500 �25′000 

4名以上1室 �8．000 �9．500 �7．000 �8．000 �7．000 �8．000 �6′500 �7．000 �8．500 �14．000 �4′500 �9，500 �9．500 

3名1室 �9．000 �10，000 �7．500 �8．500 �7．500 �8．500 �7′000 �7′500 �8．500 �15．500 �5．000 �10．500 �10．500 

2名1室 �10．000 �11．000 �8．500 �9．000 �8．500 �9．000 �7′500 �8．000 �9．500 �16．000 �6．000 �11，000 �11．000 

1名1室 �14′500 �14．500 �10′000 �10．000 �10．000 �10′000 �9．500 �9′500 �12．000 �16．000 �9．500 �15′000 �14．000 

B 勿膨 �4名以上1室 �5′500 �7．500 �5，500 �7．000 �5．500 �7，000 �7，500 �9．000 �15．000 �15．000 �5．000 �10，000 �8．000 
3名1室 �5．500 �7．500 �5．500 �7．000 �5．500 �7．000 �7，500 �9．000 �15．000 �18．500 �5．000 �10．000 �8．000 

2名1圭 �6′000 �8．000 �6．000 �7．500 �6．000 �7．500 �8．000 �10．000 �16．000 �20．500 �6．000 �10，500 �9．000 

1名1圭 �9′500 �9′500 �9．000 �9′000 �9．000 �9′000 �13．500 �16．000 �24．000 �34．000 �11，000 �14，000 �12．000 

』 勿匝窃■ �4名以上1室 �12．000 �13，000 �11′500 �12．500 �11．500 �12．500 �10．500 �11．500 �14．500 �16．500 �8．000 �12．000 �12．500 
3名1室 �12．500 �13′500 �11．500 �13′000 �11．500 �13．000 �11．000 �12．000 �15．000 �18，000 �9′000 �12，500 �13，500 

2名1室 �13．000 �14．500 �12．500 �13．500 �12′500 �13．500 �12．000 �13．000 �16′000 �18．500 �10．000 �13．500 �14．000 

1名1室 �18．500 �19．000 �18．000 �18．500 �18′000 �18．500 �18，000 �18．500 �24．500 �29．000 �16．000 �18．500 �19．500 

l二短 剣カニ矛 �4名以上1室 �3．500 �3，500 �3，500 �3．500 �13′500 �13．500 �7．500 �11．500 �23′000 �20．500 �4．000 �7，500 �5，500 3名1室 �4．500 �4′500 �4．500 �4．500 �16，000 �16．000 �8．000 �12．000 �25′500 �23．500 �5．500 �8．000 �6，500 

2名1室 �5．000 �5．000 �5．000 �5．000 �18′000 �18．000 �9．500 �13．500 �28′500 �26．500 �6．500 �9．000 �7′500 

lt 夢肛ニラ′ �4名以上1室 �15．500 �16′500 �14．500 �16．000 �14′500 �16．000 �13．000 �14．500 �18′000 �18．500 �10，500 �14，500 �17′000 
3名1室 �17．500 �19．000 �16．500 �19，000 �16．500 �19，000 �13，500 �15．000 �18，000 �19．000 �11．500 �16．500 �18．000 

2名1室 �19．000 �21．000 �18．500 �20，500 �18，500 �20．500 �15．000 �16．000 �20′500 �21．000 �14．000 �18．000 �20．000 

1名1室 �20．500 �21．500 �20．000 �20．500 �20，000 �20．500 �15．000 �17．500 �22，000 �27．500 �14．500 �20．500 �23．500 

4名以上1室 �21．000 �23．000 �20．500 �22′500 �20．500 �22．500 �20．000 �22′000 �25．000 �26．000 �17．000 �23．000 �23．000 

即．盲 �3名1室 �22．500 �25．000 �22．000 �24，500 �22．000 �24．500 �21，500 �23．500 �26，500 �28．000 �19．000 �24．500 �25．000 

2名1室 �25．000 �27．500 �24，500 �27′000 �24′500 �27．000 �24，000 �26．000 �29，000 �30．500 �21．500 �27′500 �28′000 

4名以上1室 �27．000 �28，000 �26．000 �27．500 �26′000 �27．500 �25′500 �27．000 �28′000 �32．500 �23′000 �30．000 �30，000 

3名1室 �28．000 �29．000 �26．500 �28．000 �26′500 �28．000 �25．500 �27．000 �28，500 �32．500 �23′000 �30．500 �30，500 

2名1室 �30．500 �31．500 �29．000 �30′500 �28．500 �30．500 �27．500 �29．500 �31．000 �36，500 �25．500 �32．500 �32，500 

1名1室 �43．500 �43，500 �30．500 �36．500 �30′500 �36，500 �23．500 �30．000 �43′500 �41．500 �25′500 �43，500 �43．500 

4名1室 �34．500 �35．500 �34，500 �35，500 �34′500 �35．500 �33，000 �34．500 �33，000 �39．500 �30．500 �35．000 �32′500 

3名1室 �35′000 �36，500 �35．000 �36．500 �35．000 �36．500 �33．500 �35．000 �33．500 �40．500 �31．500 �35，500 �33．500 

2名1室 �39．000 �40．500 �39．000 �40．500 �39′000 �40．500 �38．000 �39．000 �38′000 �44．500 �35．500 �39′500 �37，500 

● �3名1室 �51′000 �51，000 �51．000 �51．000 �51．000 �51．000 �51．000 �51．000 �51．000 �50．000 �ー �51．000 �51．000 

2名1室 �51′000 �51．000 �51，000 �51．000 �51．000 �51．000 �51，000 �51．000 �51′000 �50′000 �－ �51．000 �51．000 

⊂～Pグループ小人 ��（～0グループは4名1室または4名以上1室動脈金、Pグループは3名1皇追加代金よりお一人様1剃こつき一律5m円弓 �������きとなります。ホテルにより年齢制限がある場合がございます。詳しくは、宿泊榊 �����をご覧くだ乱、。 

※pグループ宿泊除外日：1／11～4／14
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⑳空港やホテルへの移動もおまかせ
バスは指定のホテルや空港にて、乗り降りでき
ます。ご利用の便に合わせて空港とホテルを移

動したり、お好きなルートを組み合わせて、北
海道ならではの観光名所や名物料理などを楽
しめる、自分だけの旅をつくることができます。

⑳観光施設からのおもてなし
観光施設の入場料などの割引や、ツアー参加
の方だけのちょっぴりポイントもござい寮す。
（※一瓢／†スを除く）

⑳充実の昼食付きコースをご用意
地元の食材を使った
おススメ料理から季
節限定のメニューな
どをご用意しました。

ANAパスB号「おまかせ弁当」

（イメージ）

ANAハスA・B号限定

◎バス車内でのうれしいおもてなし

お茶をご用恵
※ご乗車人数によりバスからハイヤー・タクシーに

変更となった場合はご利用いただけません。

ANAハスA・B号限定

◎小樽観光ガイドマップ付き
小樽自由散策に便利
なガイドマップをバス

車内でお渡しします。

小樽運河（2月頃イメージ）

P．31　P．31

寄留
ロバ芸の立ち寄り観光施設からの割弓睡ご案内

オリジナル昆布商品　　＃息

ポストカード

イチゴクッキーまたは
とうきびチョコ　　　　「『こ（一例）

※バスにご乗車のお客様が対象となり、お一人様1個とさせていただきます。

（複数回ご乗車の場合でもお一人様1個）※種類は選べません。※内
容は変更となる場合がございます。※旅程表のご提示が必要となります。

麗藁蚤 �剥引粕馨 

のぼりべつクマ牧場 �入場料 �大人（中学生以上）2。520円→2，200円、 
小人（4歳～小学生）1．260円→1．100円 

有珠山ロープウェイ �往復乗車 �大人（中学生以上）1，450円→1，310円、 
料金 �小人（小学生）730円→660円 

昭和新山熊牧場 �入場料 �大人（中学生以上）80・0円→720円、 
小人（6歳～小学生）500円→450円 

石原裕次郎記念館 �入鹿料 �大人（中学生以上）1．500円→1，350円、 
小人（小学生）300円→270円 

五稜郭タワー �展望料金 �大人840円→760円、中・高校生630円→570円、 
小学生420円→380円 

※上記料金は2013年7月現在のものとなり、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。

バスご利用の注意

※最少催行人員／1名　※添乗員は同行いたしません。一部を除きバスではガイドが同行・ご案内いたします。（中型バス・小型パス・ハイヤー・タクシーでの運行の場合はガイドは同行
いたしません。※下記⑥参照）①ご乗車の際は「旅程表」をご提示ください（※一部のバスでは、ANAスカイホリデークーポンをご提出ください）。②パスは定刻で出発いたしますので、乗

車場所・時間には十分ご注意ください。出発時刻をご確認のうえ、10分前までにご集合ください（集合場所は、行程案内書のりマスのご案内」にてご確認ください）。乗り遅れた場合の責
任は負いかねますのでご了承ください。③天候・交通事情等により時間が変更となる場合がございます。また、やむを得ず行程を変更する場合がございます。④バス車内は禁煙ですも⑤他
社・一般のお客様と混乗となります。⑥ご乗車人数によっては予告なく、中型パスり小型バスに変更となる場合がございます。また、乗車人数が8名に満たない場合、予告なくハイヤーまた
はジャンボハイヤーでの代車運行となることがございます。⑦座席は原則自由席ですが、予約状況により乗務員の判断で座席を指定させていただく場合がございます。補助席のご利用と
なる場合もございます。⑧行程中の昼食代・有料施設入場代等はお客様負担となります（一部バスを除く）。昼食や観光施設の入場料金の割引をご利用の場合は、ANAスカイホリデー
の旅程表を各施設の係員にご提示ください。なお、一部レストラン貸切・休業、売り切れ等により昼食割引メニューがご利用いただけない場合もございます。⑨観光施設の閉館時間・休

館日は変更となる場合がございます。⑩原則として途中乗車はできません。また、特に記載のない限り、行程内の一部区間の利用はできません。また、途中下車等をされる場合も払
戻はございません。⑪道路状況・天候状況による高速道路の閉鎖等で航空機への接続が危′京まれる場合には、景寄りの」R駅等へ立ち寄りを行い他の交通手段をご案内させていただ
く場合がございます。その際に発生する費用につきましてはお客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。⑫バスの運行スケジュールは2013年7月現在のフライトスケジュー
ルに基づいたもので、フライトスケジュール変更に伴い、行程を変更する場合がございますのでご了承ください。

●［≡≡］閻のマークが付いている場所で乗車・下車が可能です。●観光地で赤文字の箇所は下車観光となります。☆のマークが付いている場所は有料入場施設となり、入場料等を現地
にてお支払いください。（E由のマークは割引料金でご利用いただけます。）また、緑文字の施設または行程はバス代金に入場料等が含まれております。（ただしご利用にならない場合も

払戻はございません。）●時刻表示の、⑳は出発、⑳は到着時間です。
q「ANAバス」の運営管理者：ANAセールス（株）／r北海道リゾートライナー」の運行管理者：北海道アクセスネットワーク（株）

ANAバス…特に「接続」と表記のない場合は、飛行機との乗り継ぎ時間は40分以上お取りください。

北海道リゾートライナー・・・往路は40分以上、復路は60分以上の乗り継ぎ時間をお取りください。
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慧ヲ0　　　秒7：55　忘ヨ　窄8‥10　　　　緋：15　　緋‥20　貰珂：緋‥00卵‥30

望楼NOGU（Hl函館・平成館しおさい事＝ロワジールホテル函館・ラビスタ函館ベイ・函館音階ホテル＝大沼国定公園＝ドライブインかなや（休憩・約10分）＝

¢12：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やき13：30　　　Q15：15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¢16：45

＝ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ（昼食・羊蹄弁当）≡、≡＝小樽市内観光（自由散策90分〈小樽運河・北一硝子・★石原裕次郎記念館匝lなど〉）＝

馴7：45～18：15（順不同）　　　　　　　　中正甜朋玩相磯B★有料大人（中学生址）1即円、小人（小学生）∽円　圏
＝札幌市内ホテル（センチュリーロイヤルホテル・札蠣全日空ホテル・札蠣プリンスホテルタワー・札＃陳急イン・ホテルサンルートニュー札掛札幌エクセルホテル責かアートホテルズ札蠣）

∴・′よお竿
※小樽市内観光時のバス下車場所は北一硝子駐車場、集合場所は北－ヴェネツィア美術館前を予定しています。石原裕次郎記念
館の観光をご希望の方は、そのままバスでご案内しますので、バス乗務員にお申し出ください。※石原裕次郎記念館は、12／27～
1〃（予定）は休館となります。※小樽ご宿泊の方はオーセントホテル小樽・ホテルノルド小樽・グランドパーク小樽（15：25～15：
45頃着）となり、ホテル到着後お客様ご自身で観光となります。臼P．30の観光施設からの割引のご案内をご覧ください。

バスの予約に加えて、必ず「昼食素材」をご予約ください。

＿撃墜壷産品．号喪‾薩‾蚕≡≡≡
鐸7：30　　　　　を7：40　　　　　　　童7：50　　　や8：00　　　　　　　　導8：10　　　　　　　　　算8：20　　　　窃8：30　　　　　　忘慧

アートホテルズ札幌・札幌エクセルホテル東急・札幌東急イン・札幌プリンスホテルタワ・叫ホテルサンルートニュー札幌・札幌全日空ホテル・センチュリーロイヤルホテル＝

藁9：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等11：00

＝小樽市内観光（自由散策90分〈小樽運河・北一硝子・☆石原裕次郎記念館匝ヨ】など〉）＝＝

郎闇軸節税閉眉目副日　日★有料大人（中学生以上）1，500円、小人（小学生）300円

藁11：10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等12：10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苺16：50等17：20

にしん御殿小樽貴賓館澗青山別邸）（見学＆昼食・選び丼またはおまかせ弁当）ぎ　〉…＝道の駅ニセコ（休憩・約10分）＝ドライブインかなや（休憩・約10分）＝北海道昆布館＝

釧8‥00～18‥20（順不同）　　　　　　　狩謬　苺18‥40～18‥50（順不軌う　　問

＝函館国際ホテル・ロワジールホテル函館・ラピスタ函館ベイ＝平成館しおさい事・望楼NOGU【Hl西鶴

※昼食は選び井またはおまかせ弁当となります。当日バス車内にてメニューをお選びいただけます。※小樽市内観光時の
バス下車場所は北一硝子駐車場、集合場所は北－ヴェネツィア美術館前を予定しております。石原裕次郎記念館の観光をご
希望の方は、そのままバスでご案内いたしますので、バス乗務員にお申し出ください。※石原裕次郎記念館は、12／27～1／1

（予定）は休館となります。※北海道昆布会削ま12／31～1／1（予定）は休館となります。
白P．30の観光施設からの割引のご案内をご覧ください。

バスの予約に加えて、必ず「昼食素材」をご予約ください。

芸雲　　　　　　　※順不同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3～4時間）　　　　　　　　　　机、ようてい

けへ心函館空港＝函館市内観光（④トラピスチ対修道院・⑧五稜郭公園・⑥元町自由散策・沙羅の月（各自昼食・約60分扶■＝花びしホテル・平成館海草事・

①ANAl787便接続　②ANA853便接続　　　　　　　　Eil☆五稜郭タワー展望料金EEl（※12．00までの到着便のみ）

③ANA393億接続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有料大人840円、中・高校生630円、小学生420円

ぽうろう　　　　　［惑慧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　潤

イマジンホテル＆リゾート函ヰ・平成館しおさい事・濱の川プリンスホテル濠事増靂帥OGU（日曜膿・蕩元噂ホ事＝ホテル副的イヤル・ラビスタ西井ベイ・西城陸離ホテル・ロワジールホテル西鶴

①湯の川地区ホテル（14：00～14：30）／函館市内ホテル（14：50～15：10）②湯の川地区ホテル（15：45～16：15）／函館市内ホテル（16：35～17：05）
③湯の川地区ホテル（17：15～17：45）／函館市内ホテル（18：05～18：25）

※ホテル到着予定時間はフライトスケジュールにより変更となる場合がございます。

琶①800　　等①805　墓①810　　　　蔦①820　荒①825　㌔①830　　　　　　ぎィ①835　　蔦①840　　　　蔦①845　母①850

31

㊤9：40　　④9：45　　②9：50　　　　　㊤10：00　②10：05　④10：10　　　　　　②10：15　　④10：20　　　　　④10：25　‾②10：30

④10＝40　④10‥45　④10‥50㌻誉弓　④11：00　④1ま思、④11：10　　　④11：15　④一一：20　　ぼ盈11‥25　④11：30済

ラピスタ納ベイ・甜国別庁ル・ロワジールホi碩ヰ＝花びしホテ小平朗海手事・イマジンホテル机ブート納・平朗しおさい事・湘〉川プルスホテル諸事増御伽U川l融・蕩元疇昧事＝

※順不同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窺①11：45②13：45④15：45

函館市内観光（④トラピスチ対修道院・⑧五稜郭公国・⑥元町自由散策・沙羅の月（各自昼食・約60分※④④のみ））…√　…　＝n：－函館空港　間
（3～4時間） 田★五稜郭タワー展望料金臣El

有料大人840円、中・高校生630円、小学生420円

【蛮≡】※フライトスケジュールの変更によリ15：00以降の到着となる場合は接続いたしません。※12：00以降の到着便をご利用のお客様は、昼食の立ち寄りは
ございません。※定期観光バス「函館山夜景ロマンコース」（有料・出発前購入制）へのお乗り継ぎを希望されるお客様は、道路状況により到着が大幅に遅れ
た場合はご利用いただけません。また、湯の川地区ご宿泊のお客様は「函館山夜景ロマンコース」ご乗車前に夕食をお取りいただきますが、十分なお時間を

取れない場合がございますのであらかじめご了承のうえ、ご利用ください。lヨヨ※①のバスは昼食施設の立ち寄りがございません。③のバスご利用の
お客様は、ホテルチェックアウト後に、バス出発時間までお待ちいただく場合がございます。（お部屋のご利用はできません。）鮎謹呈ぎょ1※函館市内の各
観光施設（④・⑧・⑥）の観光時間は30分以上昼食時間は約60分の予定ですが、ご利用便ならびに道路状況によっては観光時間および行程が変更となる場
合もございます。※函館市内観光3～4時間には各施設移動時間を含みます。※トラピスチヌ修道院が休園（不定休）の場合は車窓観光となります。※ご
利用便によっては、空港で待ち時間が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。白P30の観光施設からの割引のご案内をご覧ください。

‥
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新千歳空港・旭川空港→旭山・層雲峡号
大人6．000円 小人5．000円

大人5．000円 小人4．000円

■運行日：1／24～3／26の日・火・水・金曜日

蓬930　忘ヨ

■l嘲　新千歳空港
墓13：10忘慧

「㌻≡　：　▲■三さ．＿　　旭川空港

016：40～17：00（※順不同）

砂Jlいイウェイオアシス（休憩・約20分）

◎13：40　　　　　　　蔦15：20

★旭山動物園（各自昼食）
★有料：大人（高校生以上）80d円、

小人（中学生以下）無料

◎1240　　　　　　　31520

鮪料畿琵訟幸儲円、IF

鰭

子音も

・′■■一

一・．【・、

7㌔＝1

！！雪山禦適．二号自警√．」＝礼

■ア≒二1

層霊域地区ホテル（膚聾峨初陣亭・ホテル大雪・膚霊闇グランドホテル・マウントビューホテル・膚曇峡温泉蜘陣リゾートホテル）

壷皇＿華監毒畢
※旭川空港からご乗車のお客様は、到着口にて係員

が受付・菓内をいたします。
※旭山動物園の見学時間は、道路状況等により変更
となる場合がございます。また、見学時間の変更に
伴い、「ペンギンパレード」や「もぐもぐタイム」など
のイベントがご覧いただけない場合がございます。

盲乳癌二義山海壷由
旭山動物園を満喫した後は層雲峡温泉へ　　　　　　　　　　　　　闇ヨ糊口は翔　大人5，500円　　小人4500円

●運行日：1／24～3／26の日・火・水・金曜日

⑦7：50　　　葦8：00　　　　　　祭8：05　　　　　　　　雷8：15　　　漂8：22

KITAHOT【L・アートホテルズ札幌・札疇エクセルホテル東急・札幌東急イン・札幌プリンスホテルタワー・

葦8：30　　　　　　　　　雷8：40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎11：30　　　　　や15：20

センチュリーロイヤルホテル・ホテルニューオータニイン札幌＝岩見沢SA（休憩・約10分）＝旭山動物園（各自昼食）錠二隷書

◎16：40～17：00（※順不同）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だ琵ヨ
＝層曇峡地区ホテル（膚雷峡靭陽事・ホテル大雪・層雲閤グランドホテル・マウントビューホテル・膚霊峡温泉靭陣リゾートホテル）

※他ツアーバスとの混合便となり、旭山動物園から層雲峡へはバス乗り換えとなります。
※高速道路利用前に閉鎖区間が生じている場合は、国道または道々経由となり、休
憩場所が変更となる場合がございますも

※旭山動物園の見学時間は、道路状況などにより変更となる場合がございます。ま
た、見学時間の変更に伴い「ペンギンパレード」「もぐもぐタイム」などのイベントが
ご覧いただけない場合がございます。

※旭山動物園入寓券は、バス乗車時に乗務員よりお渡しします。

〔蛋）蒜窟蒜芦品簑・十勝号．王冠E田
知床・網走→阿寒 大人9．000円 小人6．800円

大人9．500円知床・網走→十勝

■運行日：1／26～3／28の火・木・金・日曜日

穏7：35　　　　語7：40　　　　　　　　　穏7：45　　　　　　ぎ言語罰　◎8：00　　苦8：10　告9：40　　　　っるが　　　招10：00　　芸詔

知床第一ホテル・知床プリンスホテル凰なみ季・知床グランドホテル北こぶし＝オシンコシンの滝＝北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート・かに本陣友愛荘
銅脚国毎巨≡回顧個知床のネイチャーガイドによるガイド付き！（約40分）

⑳10：10網走体積コース画～回より事前に1つお選びください。（※出発前予約掛下肥参照）　　　　　　　　　告12：00
＝　且流氷砕氷船11：00発「お－ろら」クルーズ（約60分）宜流氷ウオーク（約60分）回雪原乗馬体験（約30分）＝

＝竃差違鮮市場（各自昼食芦三、三軍P＝川湯地区ホテル経由＝硫黄山〈車窓，望1蒜謡：豊麗芸蒜蒜i（蒜詣舶リブ十スパ誠，．ン外

ごせんすい　　　　　　　　　　　　　　　つるが　　ひな　　　　　　つるが　　　　　　　　　　　　閻

ホテル御前水・ニュー阿寒ホテルクリスタル・あかん鶴雅別荘絆の座・阿寒の轟鶴雅リゾート花ゆう書・ホテル阿寒湖荘）＝道の駅あしょろ銀河ホール

◎19：25～19：35（※順不同）　　　　　　　　　　　　　　　　盟

（休憩・約10分）＝十l削Il温泉地区ホテル（笹井ホテル・観月苑・十勝川温泉第一ホテル）

バスの予約に加えて、上記画一回の体験コースを必ずご予約ください。

暴食割引のご案内

網走海鮮市場／海鮮しゃぶしゃぶ

現地販売価格2．100円→割引価格1′500円

※「知床グランドホテル北こぶし」よりネイチャー
ガイドがバスに同乗し、知床の自然についてご
案内いたします。（知床一斜里間・約40分）

※回～回の体骸コースはバスの予約に加えて、別

途下記体験コースのご予約が必要となります。
※ご予約時に回～回よリ1つお選びください。現地
でのコース変更はできません。

※天候・流氷の状況等により、［司・［ヨコースが中止

の場合は、涛沸湖観光となります。その際は、各
体験コース代を払戻いたします。［司コースはス
カイホリデークーポンをお申し込み販売店にお
持ちください。［司コースは体験中止の旨をお申
し込み販売店へお申し出ください。匡］コースが
中止の場合は、網走湖または能取湖でのアイス
ウオークに変更となります。

※網走体験メニューは注意事項がございますの
で、行程案内書をご確認の上、ご参加ください。
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十勝平野と日高山脈を走る北海道横断の旅

阿寒・十勝→帯広・新千歳空港・札幌号

阿寒→新千歳垂瀞札幌 大人6．000円 小人5．000円

十勝→新千歳垂瀞札幌 大人5．500円 小人4．500円

大人4．000円阿寒→帯広駅

■運行日：
1／27～3／29の

月・水・金・土曜日

芝8‥00璽詳館）穏8‥聖評館）管8‥0隻せんすし芦胤10　　　　　祭8：1ミるが　ひな　穏8：17っるが　　　　凱＝20貰慧　あしよる

あかん湖鶴雅リゾートスパヰ雅ウイングス・ホテル鯛儲かニュー河寺ホテルクリスタル・あかん義雅別荘蓼の虔嘱書の森鶴雅リゾート花ゆう書・ホテル河書湖荘＝足寄（休憩・約10分）＝

葦10：30葦10：37藁ノ10：40　　　　◎11：10頃　　　　　　　　　　　還　◎11：20（注①）　　　　　　　　　　魚12：40

＝笹井ホテル・舶苑・十馴温泉需－ホテル＝J哺広駅（スーパーとかち4号絹自負担に接続予定）＝ぽんえい帯広競馬掛施設内「とかちむら」（各自昼食）をさも；三二〉≦＝日勝峠（約15分）

◎17：00頃　　　　　　　　　　　　　　　E裏道　◎18：20～19：20（刻順不同）

＝夕張（休憩・約10分）＝　ブ新千歳空港（18：00以降出発の便にてご予約ください）＝札蠣市内ホテル（アートホテルズ札蠣・札蠣エクセルホテル東急・札l昧亀イン・ホテルサンルート

＿アユ
ニュー札蝿・東京トムホテル札繊・札幌プリンスホテJはワ一・札幌グランドホテル・札蠣全日空ホテル・ニューオータニイン札幌・センチュリーロイヤルホテル・京王プラザホテル札は）

」遡廷なる場合がございます。
1／27～3／10の月・土・日曜日、

※帯広駅より」Rにお乗り継ぎご希望のお客様は、スーパーとかち4号（帯広11：35発一南千歳13：32着）に接続予定です。南千歳に

てお乗り換えいただき、新千歳空港13：46着となります。新千歳空港発復路優は、14：30以降出発の便をご予約ください。（JRのご
予約、お支払いはお客様各自となります。」Rの運行ダイヤは2013年7月現在のものです。変更となる場合がございますので、必ず
事前にご確認ください。）※ぽんえい競馬のレース見学はできない場合がございます。また、レース見学には入場料（100円）が
必要となります。（お客様負担）（注①）ぽんえい競馬末開催時は、「柳月スウィートビアガーデン」見学（約20分）と、清水ドライブ
インでの自由昼食（約50分）となります。

箇芸己蒜凝議蒜簑り・洞爺号　慧訝3慧器・日」ご、入鹿
三‡8：50　　　　　ミー套；9：05　　　　　　　　　等9：15　　　　　　　　葦9：25　　　告9：35　　　　　　　　等9：40　　　し。転注髪j

札幌全日空ホテル・センチュリーロイヤルホテル・札幌プリンスホテルタワ・叫札幌霊鳥イン・札幌エクセルホテル棄急・アートホテルズ札幌

拳1100／1320山惑星ゴ　　　　　　　◎1120　　　　※1100発のみ警∋1340　　　　　　番1400莫1420　　　　　　◎1510鉛1530

新千歳空港 ノーザンホースパーク（各自墨針童簑芯 登別地獄谷

愈15：35～15：50（※順不同）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　龍

萱別地区ホテル（名渇の捏＿些－クホテル雅事・第一滝本鶴・ホテルまはろば・祝いの宿登別グランドホテル・登別万世闇・登別石水事）
※忠のぼりべつクマ牧場匝El観光ご希望の方〈登別地区宿泊者のみ〉はお送りいたします。その場合、ご宿泊ホテルまではお客様ご自身での痙釦となります。

ロ☆有料：大人（中学生以上）2，520円、小人（4歳～小学生）1，260円

母17：15～17：30（※順不同）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逆惑

洞藷地区ホテル（ザ・レイクビューTOYA乃の凰リゾート絶景の鴻稽洞赫湖畔亭・洞爺湖万世闇ホテルレイクサイドテラス）

※新千歳空港13：20発のバスは、新千歳空港始発となり、札幌市内ホテルの立ち寄りはございません。※新千歳空港13：20発に
ご乗車の方はノーザンホースパークの観光時間はございません。また、昼食の立ち寄りもございませんので、お客様ご自身でお済
ませください。※のぼリベつクマ牧場は、2／1以降閉園時間が早いためご利用いただけません。※洞爺地区ご宿泊のお客様
は、のぼりベつクマ牧場の観光はできません。

qP．30の観光施設からの割引のご案内をご覧ください。

北海道有数の歴史ある街、小樽をゆっくりと散策　　　　　　　　　　甜FⅧ樋口柑衝垣　大人6．000円

蓋評議臣笥詣：詣嵐定山渓号苦諾訝乳3完㌶岩等・土」占、人5趣
葦7：50　　等7：55　　　　　　　　常8：00　　墓8：03　　　拘8：07　　　　　　　　g胤10記　章9：28

登別石水事・名滝の宿パークホテル雅事・第一滝本錮・ホテルまはろば・軌、の宿登別グランドホテル・萱別万世W＝ザ・レイクビューTOYA乃の凰リゾート・

′羨9：32　　　　　　　　　　　　ぢ9：35　　　　忘雲量　窃9：10（登別地区宿泊者）／9：55（洞爺地区宿泊者）　　　　　　　　　　　　薄10：20

洞諦湖万世閣ホテルレイクサイドテラス・絶景の蕩宿洞爺湖畔事＝昭和新山（★有珠山ロープウェイ固く登別地区宿泊者のみ〉・★昭和新山熊牧場田）

ロ★有料：往復大人（中学生以上）1，450円、　q★有料　大人（中学生以上）800円、小人（6歳以上）500円

蔓11：35葦12：00　　◎13：40　　　　　　　　　　　　　　　　小人（小学生）730円

京極ふきだし公園＝小樽市内観光【自由散策140分（小樽運河・北一硝子・★石原裕次郎記念館駐印など）（各自昼食）

＄16：50～17：40（※順不同）
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円★有料　大人（中学生以上）1，500円、小人（小学生）300円

】＝

＝札幌市内ホテル（アートホテルズ札幌・札幌エクセルホテル東急・札幌東急イン・ホテルサンルートニュー札幌・東京ドームホテル札幌・

二二二二二て

札幌プリンスホテルタワー・センチュリーロイヤルホテル・札幌グランドホテル・札幌全日空ホテル・ニューオータニイン札幌・京王プラザホテル札幌）

苺18：朝～18：55（※順不同）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選
定山渓地区ホテル（定山渓グランドホテル壕苑・定山渓万世闇ホテルミリオーネ・嚢月グランドホテル・花もみじ）

※登別地区ご宿泊のお客様は、昭和新山にて有珠山ロープウエイにご乗車いただけます。ただし、2／17～3／10（予定）は有珠山
ロープウェイ運休のため、昭和新山の観光のみとなります。

※洞爺地区ご宿泊のお客様は、昭和新山では観光のみとなり、ロープウェイにはご乗車いただけません。
※小樽市内観光時のバス下車・乗車場所は北一硝子（駐車場）前を予定しております。石原裕次郎記念館の観光をご希望の方

は、そのままバスでご案内しますので、バス乗務員にお申し出ください。
※小樽ご宿泊の方はオーセントホテル小樽・ホテルノルド小樽・ホテルソ二ア・グランドパーク小樽（13：45～14：05頃着※順

不同）となり、ホテル到着後各自小樽市内観光となります。

QP．30の観光施設からの割引のご案内をご覧ください。



最終日におすすめ！新千歳空港までちょっぴり小樽観光＆ショッピング

Buy－Bye札幌・小樽＆千歳号
半日コース 大人2．700円 小人1．900円
終日コース

■運行日：1／25～4／3の毎日

夢7‥30　　　　詰ま　蔓甘40　　　　窃8‥50　　　　糾‥03　　　薫19：07　　　　等9‥15　　　緋：20　　も憲二と三　　溝

産山漢万世Ⅶホテルミリオーネ＝センチュリーロイヤルホテル・ニューオータニイン札麟・アートホテルズ札腋札幌エクセルホテル兼か東京トムホテル札掛札欄プリンスホテルタワ＿＝　済

窃10：10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等11：40　¢13：00頃閤

臼＝‾巨⊂日＝小樽市内観光【自由散策約90分伸樽運河・北一硝子・★石原裕次郎記念館団Iなど）（各自昼食シ■∋

匠≡コ巳＝篭二品品観相由散策約17。鋸小樽運河．北＿硝子．★石原裕次郎記念館団など）（各自昼針＿ゝ】

捌4：10　草15：10　苺16：20頃叛惑　　　月★有料大人（中学生以上）1・500円、小人（小学生）300円
＝石屋製菓白い恋人パーク　＝㍉新千歳空港（17：20以降出発の便接続）

∨新千歳空港（14：00以降出発の便接続）

萎313：10　ぎ三日3：40

田中酒造亀甲蔵　＝

※小樽市内観光のバス下車・乗車場所は北一硝子（駐車場）前を予定しております。石原裕次郎

記念館の観光をご希望の方は、北一硝子到着後、送迎いたします。
※小樽北一硝子駐車場からはバス乗り換えの場合がございます。

qP．30の観光施設からの割引のご案内をご覧ください。

札幌の魅力を短時間で堪能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇笥糊口は瑚　大人2．400円　　小人1．200円

2階建てパス※　白い恋人パークと場外市場コースロ■運行日：12／1～3／31の毎日※1／1～1／3は運休

ミキ≧9：00　　　　忘ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窃9：25　壬等9：50

札幌駅前バスターミナル＝北海道庁l日本庁舎く霊窓＞＝大通公園く車窓＞＝　北海道神宮（漣④）＝

◎10：10翰＝：10　　　　　　　　　　　　　　　扮11：35掛2：55

白い恋人パーク＝官の沢白い恋人サッカー壌く車窓＞＝中央卸売市場場外市場（各自昼食）＝遭立近代美術館く車窓＞

◎13：10謂　苺13：15　　　　琵慧
＝北海遭知事公館く車忠＞＝札幌市時計台＝札幌駅前バスターミナル

※2階建てバスは車両点検のため、一般の定期観光車両での運行となる場合がございます（日程は未定）。また、

車両故障等で、予告なく一般の定期観光車両となる場合がございます。
※注①1月上旬および祭事等による混雑時は立ち寄りません。（白い恋人パークで10分、中央卸売場外市場で15分見学時間が長くなります。）

※白い恋人パークは、製造ラインメンテナンスにより製造行程の見学ができない場合がございます。

■運行管理者：北海道中央バス（株）

芸だ完苛蒜＆ランチ付きツアー。⑧
■富田帽コ遷臣瀾　大人4，980円l　小人3．980円】

※対象年齢：6歳以上

■運行日：12／20～3／20の毎日

笥

スノーシューツアー（2月頃・イメ誉ジ）

謁8：45　　　　葦9：05　　　　驚9：15　　をヨ芝　草10：10　　　鋤2：30　苺13：10　　　　㊨14：00

札蠣全日空ホテル・札貯スペンホテル・札幌プリンスホテル＝スノーシューツアー（注④）＝札幌市内（昼食・スープカレー）＝

◎15：00～15：30（※順不同）閤

札蠣市内ホテル（札麟全日空ホテル・札貯スペンホテル・札幌プリンスホテル）

※注①催行場所は当日の積雪状況により異なります。※6歳未満の方はご利用いただけません。※ウエア上下・スノーシュー・ポー

ル・オーバーシューズのレンタルが含まれております。持ち物および服装については、行程案内書にてご確認のうえ、ご参加ください。
※積雪状況により、中止となる場合がございます。※催行中止の場合は、ツアー前日にお客様の緊急連絡先へ連絡いたします。

緊急連絡先として、お客様の携帯番号、前泊ホテル名を「記録にメモ」に必ず入力してください。

■運行管理者：札幌観光バス（株）

支筍湖の自然と秘湯にひたる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甜臣Ⅷ樋口醐E翔　大人4．700円　　小人2′600円

墓諾数票蓮霊室蔓芸莞篭まつり。‘運行日‥豊沼罠‡子三、2′17～3′31
考9：35　　　　　　　　　　①苺11：20傍目：50　　　　　　　　　　　　　　　①藁12：10314：55

㍍てrここ≦　　　　②¢11：20魯12：20　　　　　　　　　　　　　　　④藁12：40草15：15

札幌駅前バスターミナル＝支第湖畔（自由散青※④は氷漬まつりがお楽しみいただけます。）＝丸駒温泉（入浴・各自昼食）

芸冨j三…亨；瀾芸慧；…圭23閻　　　　　芸芸片言拒慧芸慧】；…三；

温泉タオルプレゼント

＝青千歳駅＝新千歳空港（注①）＝輪厚SA（休憩・即5分）＝札幌市時計台＝札幌駅前バスターミナル

※注①　降車のお客様がいない場合は立ち寄りません。※丸駒温泉での休憩場所は、定期観光バスのお客様専用の休憩室となります。

※時期により南千歳駅と新千歳空港の立ち寄り順が入れ替わる場合があります。

■運行管理者：北海道中央バス（株）
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藻岩山山頂から宝石のように輝く札幌夜景を 大人2，500円 小人1，400円

冬の札幌もいね山夜景バスコースロ　　　1運行日：12／1～3／31の毎日

窃18：00　　　　　　　億18：10　　　　率18：20　　葦詞

札幌駅前バスターミナル＝札幌全日垂ホテル・札幌グランドホテル
広さ18：45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苺20：15

＝　藻岩山ロープウェイ山麓駅【藻岩山ロープウェイ・ケーブルカー（もーりすカー）乗車】

◎20：45　　　　◎20：50　隈　020：55　　　　琵慧］
＝札幌グランドホテル・札幌全日空ホテル＝札蝶駅前バスターミナル

※乗下車場所は同一となります。
※藻岩山ロープウェイが天候等により運休の場合、運行中止となる場合がご

ざいます。
※雪まつり期間（2／5～2／11）は、大通雪まつり会場〈車窓〉経由となり、藻岩山

ロープウエイ（19：05～20：35）、札幌グランドホテル（21：05着）、札幌全日空ホ

テル（21：10着）、札幌駅前バスターミナル（21：15着）となります。

■運行管理者：北海道中央バス（株）

乗車場所 �出発時間 ������所要時間 
10／1～10／31 ��11／1～γ28 ��3／1～3／31 

湯 の 川 地 区 乗 車 �ホテル法華クラブ函館 �19 �30 �19 �08 �19 �03 �約2時間 15分 

旅館一乃松 �19 �40 �19 �23 �19 �18 

平成館海羊亭 �19 �43 �19 �26 �19 �21 

竹葉新葉亭 �19 �50 �19 �33 �19 �28 

花びしホテル �19 �55 �19 �38 �19 �33 

湯元啄木亭 �20 �00 �19 �40 �19 �35 

イマジンホテル＆リゾート函館 �19 �40 �19 �25 �19 �20 

平成館しおさい亭 �19 �43 �19 �28 �19 �23 

湯の川プリンスホテル渚亭 �19 �50 �19 �35 �19 �30 

望楼NOGUC川函虎 �19 �55 �19 �40 �19 �35 

函 館 市 内 乗 車 �ラビスタ函館ベイ �19 �55 �19 �40 �19 �40 �約1時間 30分 

函館国際ホテル �20 �00 �19 �45 �19 �45 

函館駅前定期観光バスターミナル �20 �05 �19 �50 �19 �50 

ホテル函館ロイヤル �20 �15 �20 �00 �20 �00 

北海道の大自然と話題の鳩山動物園へ

※乗下車場所は同一となります。※函館市内ホテル、湯の川地区ホテル

にご宿泊の方のみご利用いただけます。※バスにて函館山山頂までご
案内いたしますが、11／1～3／31（予定）の期間は函館山登山道閉鎖のた
め、函館山ロープウェイを利用して、山頂までご案内いたします（ロープ
ウェイ料金はかかりません）。※10／16～10／29（予定）は函館山ロープ
ウェイ定期点検期間中のため、バスにて山頂までご案内いたします。ただ
し、登山道が降雪などにより閉鎖された場合は、運休になる場合もござい
ます。※天候や交通事情等により時間が変更となる場合がございます。
また、補助席のご利用となる場合がございます。※当日の乗車人数によ
りバスをお乗り換えいただく場合がございます。※函館駅前定期観光バ
スターミナルよりご乗車のお客様は、ターミナル待合室の「北都交通窓口」
にてお名前をお申し出のうえ、待合室でお待ちください。※湯の川地区
ご宿泊のお客様は「函館山夜景ロマンコース」ご乗車前に夕食をお取りい
ただきますが、十分なお時間を取れない場合がございますので、あらかじ
めご了承のうえ、ご利用ください。

■運行管理者：北都交通（株）

旭山動物園入園券は含まれておりません。バス車内にて販売いたします（高校生以上800円）

尊7‘45　　　　葦7：55　　　　　　雷8：05　　豊8：10　　　　　　　　豊8：25　　　　　　　号8：35　忘≡j

アートホテルズ札幌・札幌エクセルホテル兼か札幌東急イン・ホテルサンルートニュー札蠣・センチュリーロイヤルホテル・札蠣全日空ホテル＝

◎11：15　　　　　　　　を14：15　◎14：40　　　　　　　　　　　潤

＝砂川ハイウェイオアシス（休憩・約15分）＝☆旭山動物臥自由散策180分・各自昼食）㌫最＝JR胤順（スーパーカムイ32号に接続予定※各自負担）＝
仁Wゾ1

☆有料一大人（高校生以上）800円、小人（中学生以下）無料

◎18：35　　　隈
＝美瑛パッチワークの丘〈車窓〉＝想い出のふらの（休憩・約10分）＝サッポロファクトリー

（※下車のみ可軌ご宿泊ホテルまでは各自負担となります。）

苺18：40～19：20（※順不同）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は剋
＝札輯全日空ホテル・センチュリーロイヤルホテル・ホテルサンルートニュー札幌・札幌東急イン・札♯エクセルホテル兼かアートホテルズ札蠣

筍7：30　　　　　　等7：45　　　　　　鷲8：05　　　　　　倍を8：20　忘重】

○札幌プリンスホテルタワー・ホテルサンルtにユー書膿・センチュリーロイヤルホテル・札蠣全日空ホテル

葦7：40　　　　尊7：55　　　　　　を8：05　　　　　　　　登8：20　忘惑

0札幌東武ホテル・アートホテルズ札幌・札幌エクセルホテル東急・札幌東急イン

葛11：30　　　　　　　　　　　　　　等15：10

芽砂川ハイウェイオアシス（休憩・約20分）

◎18：20　　［豆望

★旭山動物園（自由散策220分・各自昼食）毒とゝニ司＝砂川ハイウェイオアシス（休憩・約30分）＝サッポロファクトリー＝

★有料大人（高校生以上）800円、小人（中学生以下）無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※下車のみ可軌ご宿泊ホテルまでは

爵18：25～19：20（※順不同）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各自負担となります0）閻

細瞼日かテル・センチュリーロイヤルホテル・ホテルサンルーにユー札♯・鳩エクセルホテル始・アートホテルズ札幌・札蠣プリンスホテルタワー・札鵬ホテ困鳩粗イン

苺7：30　　　　薫7：40　　　　　蔦7：50　　澤7：55　　　　　　　琵8：10　　　　　　蔦8：25　E芸慧

アートホテルズ札掛札幌エクセルホテル東急・札幌東急イン・示テルサンルートニュー札掛センチュリーロイヤルホテル・札幌全日空ホテル＝

◎11：30　　　　　　　割5‥10　　　　　　　　　　　　◎18：20［選慧

＝砂川ハイウェイオアシス（傾倒0分）＝☆旭山勤鯛（自由維220分・各目盛糧宗＝砂川ハイウェイオアシス（傭・約30分）＝サッ如ファクトリー＝

☆有料．大人（高校生以上）800円、小人（中学生以下）無料　　　　　　　　（※下車のみ可敵絹泊ホテルまでは

苺18：25～19：20（※順不同）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各自負担となり紙）郡
＝札幌全日空ホテル・センチュリーロイヤルホテル・ホテルサンルートニュー札麟・札＃煉急イン・札幌エクセルホテル兼かアートホテルズ札蠣
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※行程初日・最終日にはご利用いた
だけません。（ただし、旭川駅下車後、
JRにて新千歳空港へ移動される場
合は最終日のご利用は可能です。
※1り18以降は」R旭川駅立ち寄りは
ございません。）ご利用日前日に札幌
市内にご宿泊の方が対象となります。
※」R旭川駅では下車のみとなります。

（15．30発のスーパーカムイ32号く札

幌行き〉に接続予定。札幌にて16：55
発予定の快速エアポートにお乗り継
ぎください。新千歳空港へは17：31

頃到着予定となります。新千歳空港
は、18：30以降出発の便でご予約くだ

さい）。ただし、下車希望のお客様がい
ない場合は立ち寄りません。※記
載の」Rダイヤは2013年7月現在の
ものとなり、変更となる場合がござい
ます。ご利用の際は、事前にお客様ご
自身にてご確認ください。※パスは
定刻で出発いたします。出発時刻の
10分前までに乗車指定ホテルにご
集合ください。※上記以外の札幌
市内ホテルにご宿泊の場合でもご利
用は可能です。パス乗車指定ホテル
まで各自お越しください。※朝早い
出発のため、ご宿泊ホテルによって
は、朝食を召し上がれない場合がご
ざいますのでご確認・ご了承くださ
い。※道路事情により、到着時間
が遅れる場合もございます。また、高
速道路通行止めの場合、ANA旭山
動物園号の運行は中止となります。
あらかじめご了承ください。※無料
期間にご利用にならなかった場合
（満席で利用できなかった場合も含
む）でも返金の対象とはなりません。

■運営管理者ANAセールス（株）


