
●旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10∈ほほでに旅行会社にてこ予約ください。）

お努しみ三一ルオブショ影空慧諾諾漂語雷諾監禁忘蒜吉お得にご用乱乱た。匪司∃〈旅行企画実施ジャル他ク〉医廼画

（本館中上公用店・新鶴アーバン店）

代金り名掛おとなも500円こども神学生）1．5恥

●お申し込み脂にご希望の時間をお申し出ください。
●小学生未満無料
営業時間／本紀中島公園店11：30～22－00　新館アーバン店17．00

～23．00（ラストオーダー閉店30分前）

お問い合わせ／本館中島公園店011－533－3000　薪能アーバン店01ト207－8000

lビヤケラー札幌随拓便サッポロファクトリー卓二コ
●定休日：12／31　　　　　　　　　　lt！欄ココ：NN6140D

4種ジンギスカン

（壌・醤油・味噌・生ラム）
食べ放題＋飲み放題
（90分）

代金目名樹おとな3．000円こども（4歳～小学封．：加L

●ご予約は2名榛以上となります。
●お申し込み時にご希望の時間をお申し出ください。
●3歳以下無料
営業時間／11：00～22：00（ラストオーダー21．30）
お問い合わせ／011－207－5555

海鮮居酒屋おおーい北海道

●無休

すすきの満喫コース：
季節の小鉢、
旬魚姿盛りと大漁刺身盛
り、殻付き帆立の轍焼き、
魚圭とイカのちゃんちゃん
焼き、北あかり宇石焼き
ジャーマンポテト、
かにたっぷりチャーハン

睦司⊇d：NN6140G

代金目名紛え500円（おと軌こども同齢

●ご予約は2名標以上となります。
⑳ご利用になる前日までにご希望の時間をお客さまご自身でご予約ください。

営業時間／17：00～2345（ラストオーダー23．15）
お問い合わせ／011－511－7874

●無休

北海御鰐：
かに盛り込み
（毛がに一尾・すわいがに）

特製かに味噌仕立て、
時の小鉢、
自家製かにサラダ、
かに揚げしゆうまい、
北海いくら丼、香の物、
デザート

l闇雲村澤l：NN61408

代金（1名様）3カ00円（おとな・こども同額）

●お申し込み昭にご希望の時間をお申し出ください。
営業時間／1700～22：00（ラストオーダー21●30）

※12／27～1／3は21：00まで

お問い合わせ／011－551－9999

サッポロビール園

●定休日．12／31

生ラムジンギスカン
食べ放題（100分）、
お寿司、道産チーズ
牛乳プリン

忙据恒コ旧：NN6140E

代金（1名紛おとなも500円こども（小学封1．250円

㊧お申し込み時にご希望の時間をお申し出ください。
●小学生未満無料
営業時間／11：30～22：00（ラストオーダー21：30）
お問い合わせ／0120－150－550

●無休

北の名物渥遊御前
生ラムジンギスカン、タ
ラバガ二とズワイガニの
盛り合わせ、帆立バター
焼き、じゃが芋とコーン、
イカソーメン、海鮮しゃぶ
しゃぶ、鮭のちゃんちゃん
焼き、握り寿司3買、北海
道ミルクプリン、札幌味
噌ラーメン

●ご利用になる前日までにご蒜聖の時間をお客ごまご自身でご予喜勺ください。
営業時間／ランチ1130～15・00　ディナー17：00～24：00（ラスト

オーダー朗店1時間前）※12／31、1／1はランチなし閉店
22■00（ラストオーダー21．00）

お問い合わせ／011－232－3100

日本橋・小樽桝町通り槽歯

l閻歪慣粧NN6140」

風コース：
刺身（ボタン海老・まぐろ・
ほたて・イクラ小鉢）、ゴマ
ドープかにのせ、ズワイかに
盛り込み、しゆうまい彩あんか
け、焼き物（はたて・かに・やさ
い）、寿司6巻（白身・赤身・い
か・サーモン・甘えぴ・うに）、
お吸い物、シャーベット　　眈＿【＿∴二∴」±竺些讐≡竺当

代針1名掛も500円イおとな・こども同紗

●ご利用になる前日までにご希望の時間をお客さまご白身でご予約ください。
営業時間／日本橋11：00～15．00、17：00－22・00

福鮨11：00～21：00（ラストオーダー閉店1時間前）
お問い合わせ／小樽寿司屋通り日本橋0134－33－3773

小樽堺釘通り福鰭0134－23－2939

d欄運河前ホテルソ＝アすし処「きた汎　　」

●無休　　　　　　　　　　　　　l薩誕再紺NN6140K

握り寿司食べ放題（60分）
※ただし、あわび、大トロ㌘

代金（1名相3．500円（おとなてども同郷

●ご利尉こなる前日までにご希望の時間をお客さまご自身でご予約ください。
営業時間／17：00～21’30（ラストオーダー21．00）

お問い合わせ／0134－23・2600

鋏阪燭ステーキハウスケルンアネックス

●設定除外812／20～25　●定休日12／31・1／1悶ココ：NN6140⊂

ステーキ＆シーフード帯広コース：

ウエルカムプチトースト、

爽やかな十勝牛の前菜、シー
ザーサラダ、大車エビとホタテの
鉄板焼き、青森田子町産ガーリッ
クチップ、和牛ステーキ（サーロイ
ン）、季節の焼き野菜、もやしの風

味焼き、ガーリックチャーハン、味
噌汁、香の物、季節のフルーツ

代金（1名様）7†500円（おとな・こども同哲）

●お申し込み時にご希望の時間をお申し出ください。
営業時間／17：00～24：00（ラストオーダー23：00）
お問い合わせ／011－552・2929

Darほのわ

●無休

特選北海道会席膳．
季節の前菜≡点盛り、
厚岸産生牡甥、
季節のお造り三点盛り、
北海道素材英り串、
焼き物、冤り魚、燻製、
食事（雲丹醤油焼きおに
ぎり・厚岸産浅利の赤だ
し）、デザート

馳膿JlIlIl軸
●ご利用になる前日までにご希望の晴間をお客さまご自身でご予月．勺ください。

営業時間／17：30～25■00　金・土曜26．00まで、日・祝日23：00まで

（ラストオーダー閉店30分前）
お問い合わせ／011－251－9898

代金に含まれるもの：食事代（サービス料・消費税等諸税を含む）
ご注意：●おとな・こどもとも同じメニューとなります0●指定されたメニュー以外はお客さま負担となります0追加飲食に伴う代金は現地にてお支払いください0●メニュー内容は季節により変更となる場合がございます。●定休日や営業

時間に関しましては、変更となる場合がございますので、ご利用になる前にお客さまご自身で直接ご曜認くだ乱lo●ご利用日にてご予約くだ乱、0なお、ご希望の時間でご脂できない場合もございますのであらかじめこ了承くだ乱1。J札ルク
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●旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてこ予約ください。）

Sクラス ��Aクラス ��WAクラス 

利用日数 �代金（1台） �団 （隈定） �代金（1台） �t：固 く限定） �代金（1台） �団 （限定） 

1日間コース �5．000円 �NG6151S �6．500円 �NG6151A �12，000円 �NG6151W 

2日間コース �9．000円 �NG61525 �12．500円 �NG6152A �23．500円 �NG6152W 

3日間コース �13．000円 �NG61535 �18，500円 �NG6153A �35．000円 �NG6153W 

4日間コース �17，000円 �NG6154S �24．500円 �NG6154A �46，500円 �NG6154W 

5日間コース �21．000円 �NG61555 �30，500円 �NG6155A �58．000円 �NG6155W 

延長1日コース �4．000円 �NG61505 �6．000円 �NG6150A �11．500円 �NG6150W 

●6日間以上の利用をご希望の場合、5日間コースに延長1日コースを不足日数分追加してご予約ください。また、5自問コース

までの利用で連続してレンタカーを利用する場合、複数のコースを組み合わせての予約はできません。

、：′配率／返納のエリアが異なる場合は、別途乗り捨て料金が必要となります。

右記の表にてご確認のうえ、必ず旅行出発前にご予約ください。

■利用レンタカー会社：タイムズカーレンタル　■乗車定員●5・Aクラスは5名、ワゴンクラスは8名

■車種Sクラス＝デミオ（マツダ）Aクラス＝ノート伯産）、ティーダ（日産）ワゴンクラス＝ビアンテ（マツダ）など同等クラス
＊全てのクラスで車種の希望はお受けできません。＊全車種カーナビ搭載。走行状況や利用条件によっては正常

に作動しない場合があります。また、5年以内の新設の道路や新撰宿泊・観光施設はカーナビに表示されない場合

があります。＊原則としてオートマチック車、カーステレオ（CDプレイヤー）付き。＊ETC標準装備。ETCカード

の貸し出しなどは行っておりません。お客さまのETCカードをご利用ください。＊排気重は目安です。

t配車場所：タイムズカーレンタル会社指定営業所

■返納場所：タイムズカーレンタル会社指定営業所（ホテルへの返納はできません。）
●代金に含まれるものレンタカー料金（カーナビ料金含む）、免責補償料金、保険（対人賠償無制限〈1名につき、
自賠井保険を含む〉、対物賠償無制限〈1事故限度額〉．車両は時価まで〈1事故限度額〉、人身傷害補償1名につき
3．000万円まで）、消費税等諸税欒搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後遺症害を含む）につき、運転者の過

失割合に関わらず、損害頴を補償いたします。※お支払い顔はレンタカー会社加入保険会社の約軌こ定められた
基準での実損払いとなります。

匿選萱］保隈・補償は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。＊走行距艶に制限はありません。
●代金に含まれないもの：乗り捨て料金（右記参照）、有料遭遇料金、駐車料会、ガソリン代。

亡・こ・」三　　・ 

両　面画面‾司 

剰捨て料金（1台） �仁王司コ】個定） 

3，000円 �NG6183A 

5，000円 �NG6185A 

7．000円 �NG6187A 

7．000吋3，000円卸江リア 

7．000円7．000円7．000円稚内エリア 

7，000円 �5．000円 �5．000円 �7，000円 �帯広エリア 

7，000円 �7，000円 �5，000円 �7．000円 �5，000円 

7，000円 �7．000円 �7，000円 �7．000円 �3．000円 

観も壱戯蝿晦
道路交通法上、チャイルドシートの着用が義務付けられています。該当する方は、レンタカー
ご予約時にご利用になるチャイルドシートの郡をお申し出ください。

坦型些越●舌レンタカー傘杜では片し書u閥こ鮪古のお毛1mご耕先などのお申し出が必亨となりよす。また．i去にご串1円時におけ碓■1艮処理モ行っていなしⅧ台は、貸し漉しがでせないヰ合がございま
す。また、利用期間中の交通違反は返納までに反則金のお支払いをお済ませください。●運転中に事故などにあわれた場合でも、当社は代替サービスの手配はできません。●利用時閏の短矧こよる払い戻しはできません。●現地にて利用
目数を越えた場合は延長代金をお支払いいただきます（現地払い）。●1日間コースの喝合はご利用になるその日の営業時間内に返納してください。空港対応店舗では日本航空の始発便～最終便まで配車・返車が原則可能です。空港対応店

舗への返納時間の目安は、ご搭乗便の1時間前となります。（新千歳空港対応店舗は1時間30分前となります。）ただし、各店舗営業時間内での返納が優先となります。また、あくまでも目安時間となりますので混雑状況などにより変更となる
喝合もございます。●万一事跡盗難・故障・汚損などを起こされ、車両の修理・清掃が必要となった場合、その期間中の営業補償として下記金顔をご負担いただきます。（免責補償制度に加入されていてもご負担いただきます。）予定の店舗・

営業所に車両が返還された場合（自走可能）20，000円（タイムズカーレンタルのWAクラスは30，000円）、その他の場合50．000円（タイムズカーレンタルのWAクラスは70．000円）。※ノンオペレーションチャージおよび駐車違反違約金
は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。匪ヨ冬期はスタッドレスタイヤを装着しておりますが、降雪および凍結した路面の運転には十分ご注意ください。また、一部道路にて通行止めがございます。あらかじめご了

承ください。

中寿′lス札原器搾J以lγrス監禁認慧霊魂是認〒雷㌫昌雪男諾欝占日乗車券0　　　医画

さっぽろうお－く

主な立ち寄り先 サッポロビール匪・サッポロファクトリー・

バスセンター・時計台前　など

還訟雷品莞駁；竺豊認諾諾諾漂翌讐・＊上拡ち凱先は控になる場合があります。

06：50～22：40発／07：10～20：00の

時間帯は20分間隔で運行
上記以外の時間帯は約20～25分

間蘭で運行／所要時間約30分

ご利用上の注書●当日に限り何度でもご利用になれます。●上記は主要停留所のみ表記していますが、このほかにもバス停留所がございます。●交通渋渇や悪天候でバスが遅れる場合

がありますので、ほかの交通機関への乗り継ぎには充分な余裕をおとりください。●災害などにより運行を取りやめる場合もありますので、運行状況についてはその都塵お問い合わせく

ださい。●上記透行内矧は2013年7月現在の予定につき、一部変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。●ほかの割引券および現金との併用はできません。また、クーポン

の換金・未使用や紛失時の払い戻しもできません。●クーポンは、他人に貸与譲渡することはできません。●代金に含まれるもの中央バス札幌市内1DAYパス料金、消費税等諸税。

くお問い合わせ〉北海道中央バス　TEL011－231－0500（中央バス札幌ターミナル）〈運行〉北海道中央バス取消料なし

おたる斬紗†ス78勇者芽 �医塾頭 
1ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年3月31日 � 

「おたる散策バス」をはじめ、小樽市内線210円均一区間が乗り放題！

代金（1名様） ���l圃 

おとな �中学生 �こども（小学生） 

750円 �500円 �380円 �NN6120A 

●当日に関り何度でもご利用になれます。
●上記運行内容は2013年7月現在の予定につき、一部変更になる場

合があります。あらかじめご了承ください。

●代金に含まれるもの．おたる市内線バス一日乗車券料金、消費税等諸税。

くお問い合わせ〉北海道中央バス　TEL．0134－25－3333

ぉたる散策バス（一例）（中央バス小稽ターミナル）
〈運行〉北海道中央バス／取消料なし

感甜帯雷・戯針lス籍遺棄卓芳囲 
■ご利用いただける期間：2013年10月1巳～2014年3月31日（ただし、2E周は3月30日までとなります。） 

函館の街を縦横に走る市電とバスが利用できる便利な共通乗車券。

＿＿　∵∴

利用日数 �代金目名様） ��l：空EED 
おとな �こども（小学生） 

1日間 �1－000円 �500円 �NN6121A 

2日間 �1．700円 �800円 �NN6122A 

●有効期日に限り何度でもご利用になれます。
●100円バスのこ間」用はできません。

●代金に含まれるもの一函館市電、函館バス共通乗車券料金、消費税等

諸税。
〈お問い合わせ〉函館市企業局交通部　TEL．0138－32－1730

〈運行〉函館市企業局交通部／取消料なし



ひがし傾エクスプレスノース　　諾濫慧翳慧去警忘左琵琶諾雲と；芸行合慧芸諾誓施ジ送還

冬の道東観光や移動手段としてとても便利です。流水観光砕氷船「お－ろら胃」のターミナル往復にもぜひ。

L・闇：NN6151A

■ご利用いただける期間．2014年1日25日～3月3日の毎日

④柳「－紋別ガリンコステーション…‥　　　　…‥おとなえ300円　こども1．150円

④t搬→お－ろらターミナル（網走）・・・　　　…‥おとな4，∝氾円　こどもZM円

④臓→⑥ウトロ……………………………………・おとな6，000円　こども3．∝旧円

脚ガリンコステーションお－ろらターミナル（網走）→…おとな2，800円　こども1，4∝l円

紋別ガリンコステーション→㊥ウトロ…・・

サロマ湖→⑧ウトロ‥・…

層雲鰊温泉各ホテル（07：35～7’50発）→紋別ガリンコステーション／

約100分（10．05着／11：45発）→サロマ湖鶴雅リゾート（昼食等）／約45分

（13：00鸞／13：45発）→お－ろらターミナル（砕氷船のりば）（休憩）／

約15分（14：35着／14．50発）→北浜臨〔3公□（各自観光）／約15分→JR

知床斜里駅→牙かンコ少ンの汽（各自暁光）／約15分→知床ウトロ温泉

地区各ホテル（17：05～17：20着）

17ページ、流氷砕氷船「ガリンコⅡ胃j2便（10：30発／有料・お客様負担）を
ご予約ください。●流氷砕氷船「お－ろら判に乗船をご希望の場合は、オプ
ショナルプラン17ページ、流氷砕氷船rお一ろら胃j（1月は4便（15：00発）
／2・3月は5便（15：30）／有料・お客様負担）をご予約ください。なお、お－
ろらターミナル（砕氷船のりば）にて降季されたお客さまは、降車以降は、各
自移動・お客さま負担となります。

おとな4．500円　こども乙250円

おとな3．M円　こども1．500円

頼∴草已ヨ：NN6152A

tご利用いただける期間．2014年1月25日～3月3日の毎日

㊥ウトロ→お－ろらターミナル（網走）……………‥おとな2，500円　こども1．250円

⑥ウトロ→川湯温泉バスターミナル………………・おとな3．500円　こども1，750円

⑧ウトロ→鋼籍空港（たんちょう縮ト……………・おとな5．000円　こども2，文旧円
さ∵∵　㊥ウトロ→⑥阿寒湖……………………………おとな6，∝旧円　こども3．仰0円

‖濃蓋泉バスターミナル→釧路望遠（たんちょう摘）…おとな2，500円　こども1，250円

川濱温泉バスターミナル側……t………‥おとな3．∝旧円　こども1，500円

ウトロ魯温泉各ホテル（07：30～07：45発）→お－ろらターミナル（砕氷船

のりば）／約120分（09：15着／11：15発）→川湯温泉バスターミナル

（12：30着／13：15発）→ロロun－ロコ台（各自研光／約20分）→Ll百二㌦イ

田口9㌢ク㌘ユアリ（各自観光／約20分）→釧路空眉（降車のみ）（16：50　二：＿

着）→阿寒湖温泉地区ホテル（17：50～18：05着）

ルブラン17ページ、流氷砕氷船rお－ろら号J（1便（09：30）／有料お客様

負担）をご予約ください。

拒て∴宮Eヨ：NNも153A

⑥阿靂湖→お－ろらターミナル憫走）……………‥おとな3．400円　こども1．700円

（鋼欝湖→サロマ湖………………・・・・t………‥おとな4．200円　こどもZlOO円

÷　⑥朝潮→紋別ガリンコステーション……………‥おとな5．500円　こども乙750円

⑥何事潮→榔……………………………・おとな6．000円　こども3，000円

お－ろらターミナル（楓動→級別ガリンコステーション…おとな2，8∞円　こども1．400円

お－ろらターミナル（網走ト＠軸・…‥…・…・…おとなも000円　こども2．∝旧円

破邪ガリンコステーション→＠榔……………‥おとなえ賀旧円　こども1，150円

阿寒湖温泉地区ホテル（08：00発）→阿寒湖バスセンター（08：15莞）→

摩昭聞置一腰聖台（各自観光／約20分）→Mn便覧旭（各自観光／約15分）
→お－ろらターミナル（砕氷船のりば）（12：00着／12：45発）→サロマ湖

銭雅リゾート→紋別ガリンコステーション（14：45着／1510発）→層雲膜

温泉地区ホテル（17：10～17：25着）

17ページ、流氷砕氷船「お一ろら胃J（1月は3便（13・00発）／2・3月は3便

（12．30）／有料・お客様負担）をご予約ください。なお、お－ろらターミナル
（砕氷船のりば）にて降車されたお客さまは、降車以降は告白移動・お客さ
ま負担となります。●流氷砕氷船rガリンコⅡ号Jに乗船をご希望の場合は、
オプショナルプラン17ページ、流氷砕氷船rガリンコⅡ胃J5便（15：00莞／有

料・お客様負担）をご予約ください。臥紋別ガリンコステーションにて降車
されたお客さまは、降車以降は各自移動・お客さま負担となります。

l三瑠コ司：NN6154A

㊥ウトロ／羅臼遭の研

＠ウトロ／中橿津空港

柳→羅臼道の研
斜里釈→中御重選

書臼濃の駅→＠ウト日

中脚空港→羅臼凛の釈

中鞭架空選一㊥ウトロ

おとな3．400円

おとな3．500円

おとな3．400円

おとな3．5％円

おとな3．400円

おとな3．400円

おとな3，500円

こども1．700円

こども1．750円

こども1．700円

こども1．750円

こども1．7叩円

こども1．700円

こども1，7ち0円

ウトロ温泉各ホテル（08：30～0845発卜斜里駅（9：30発）→羅臼道の駅（11．15着／11：30発）→中標津空港

（13：30着／14：30莞）→羅臼道の駅（16：00着／16＝15発トウトロ温泉地区ホテル（18：15～1830着）

●中標津空港で還「阿寒／たんちょう／野付／摩周／釧路空群引または印「阿寒／釧路／中標津空港／野付／
釧路号」にお乗り継ぎいただけます。

JⅦ走駅㍍紋別ガリンコステーション………・（片1）おとなZ800円　こども1．480円

廿日マ湖＝紋別ガリンコステーション………・（片1）おとな1，700円　こども　850円

サロマ湖Sお－ろらターミナル（無私………・（片道）おとな1．300円　こども　650円

紋別ガリンコステーション≒お－ろらターミナル償陳…　㈹おとな2β00円　こども1．400円

サロマ淘SJ欄走駅（片桝）……………（片道）おとな1。300円　こども　850円

網走駅②のりば（07：40発）→サロマ湖缶雅リゾート（08：30発）→紋別市

内各ホテル→紋別ガリンコステーション（10：00着／10’15発）→お－ろら

ターミナル（砕氷船のりは）（12：15着／13：40莞）→サロマ湖払雅リゾート

（14：30発）→紋別市内各ホテル→紋別ガリンコステーション（16．00着／

16：15発）→網走駅②のりば（18：15着）

ページ、流氷砕氷船「お－ろら弓J（1月は3便（13：00発）／2・3月は3便（12：

30）／有料・お客様負担）をご予約ください。●流氷砕氷船「ガリンコⅡ号」に、γ’Y¶云
乗船をご希望の場合は、オプショナルプラン17ページ、流氷砕氷船「ガリンコ
Ⅱ弓」をご予約ください。※往復乗車が可能です（2区間の予約が必要です）。

l胴司コ司：NNも156A

中胞空清→瀾
申獣津空港→釧路空港

■周研一綱臨空湾

摩間駅→⑥阿寒湖

中標津空港（13：40発〉→野付半島トドワラ駐車場（14：25着／14：55発）
→摩周駅（16：20着／16：25発）一部凝空港（17：35着／17：40発）→阿寒

湖温泉地区ホテル（18二40～18：55着）

おとな4．200円　こども乙100円

おとな3．700円　こども1，850円

おとな2．300円　こども1．150円

おとな1，700円　こども　850円

おとなえ700円　こども1，350円

■主Ⅷ：NN8157A

■ご利用いただける期間2014年1月25日～3月3日の毎日

⑥何事湖→中脚空港

電嘲→傭区
釦臓空港→据地区

帽空港→中附空港
渦空潜→繹康駅…

自昼食）／約30分（12：20着／12・50発）→中標津空港（1420着／14：30発）→

野付半島トドワラ駐車場（15：25着／15’55発）→尾岱沼→白鳥台（各自観光／

約15分）→厚床駅（17：30着）→厚岸コンキリエ（18・15着／18：25発）→釧路駅

（1925着卜釧超プリンスホテル・フィッシャーマンズワーフM00（19：30着）

おとな4，∝旧円　こども2，tX旧円

おとな6．∝旧円　こども3．∝旧円

おとな5，500円　こども2．750円

おとな3，200円　こども1，別氾円

おとな4．300円　こども2，150円

琵翌器謎蒜諾諸芸禦諾意憲笠豊（言　「　川

●中標津空港でarウトロ／中標津空漕／羅臼号」にお乗り継ぎいただけます。

釧錮地区→現空港

釧蕗地区ヤ蠣沌駅

納路地区→棚
おとな3．∝氾円　こども1．∝旧円

おとな3．700円　こども1。350円

おとな4400円　こども1．刀氾円

釧路駅（09：00発）→フィッシャーマンズワーフM〇〇・釧路プリンスホテル門『「雫巾

（09・05発）→丹頂餌公切／約20分→ツルセンター／約40分→山花リブレ

（各自昼食／約55分卜釧躇湿原展望台／約20分→北斗展望台／約5分
→塘路駅（14：10着）→相同大観聖徳自観光／約30分）→釧路駅（15：50

着）※エアポートリムジンバスで釧路空港に接続いたします。

7号のご乗車となり、ツルセンター観光後、8号にご乗車となります。●SL冬
の湿原号にご乗車をご希望の場合は、塘路駅（14：26発）にてお乗換えが可
能です。（各自払い／有料）※冬のたんちょう胃／別路発は定期胡光パスとな
り、おとな旅行代金には湿原55パスが含まれてます。（各施設の入場料金は
必要ありません。）※こどもは各入園料が別途かかります。

ド巧鵡相：NN6159Å

■ご利用いただける期間．2014年2月1日～3月3日の毎日

已

⑥阿寒湖→棚・
雷同寒湖→釦脚・
⑥何事湖→釧蕗空清

おとな2300円　こども1，150円

おとな3．308円　こども1．650円

おとな4．000円　こども之∝嘲司

阿寒湖温泉地区ホテル（09：25莞）→阿寒湖バスセンター（09鳩0発）→ツルセンター倫個払い：468円）／約40分

（バス乗り換剋→山花リプレ（各自昼食／約55分）→釧指湿原屈聖台播日払い：4約円）／約40分→鹿斗展望台
／約5分→塘路駅（14：10発）→m（各自観光／約30分）→釘膳節目5：50頃着）
※エアポートリムジンバスで釧路空港に接続いたします。

●「ひがし北海道エクスプレスバス」「阿寒湖出発ツアーバス」はひがし北毎道観光事業開発協議会パス運轄部会による運行となり、全席禁煙、ほかのツアーの
お客さまと扇乗になります。●バスガイドはつきません。●ダイヤ改正により、発着時刻・乗降車場所などが変更になる場合や、天候や道路状況などによりルー

トを変更・割愛する唱合があります（その際、代金の払い戻しはありません）。あらかじめご了承ください。●増車対応、整備などのやむを得ない事情により、予
告なしに小型バス・タクシー（ジャンボ・小型）となる場合があります。また、褒章人数が9人未満の場合はハイヤー運行となります。あらかじめご了承ください。

●途中下車は可能ですが、代金の払い戻しはありません。●乗車場所・時刻は決められています。各ホテルからご乗軋牝だく場合は必ずチェックインの贋に

集合場所・時刻をご確認のうえ、お乗り遅れのないようご注意ください。●ご宿泊のホテルにバスが停車しない場合は、最寄りの停車するホテルからご乗聴く
ださLlo●運行ルート表にある区間のみの販売となります。●2008年6即日の道路交通法一部改正により、「バス乗車中はシートベルトの着用」が義務付け

られました（一部座席を除く）。パスをこ利用いただくお客さまはシートベルトの着用にご協力お願いいたします。●代金に含まれるもの：ひがし北海道エクスプ
レスバス乗車料金、釧籍発定期鶴光バス乗章料金を、消費税等諸税●行程内の色文字はn文字：下車観光地、赤文字（下線）．入場儀光を表示しています。

〇一∬撃峡／紋別・網走／ウトロ号
∴　ウトロ／網走・釧路／阿寒号

〇一阿寒／網野紋別／■雲峡号

〇一ウトロ／中標津空港／羅臼号

◎禰肇網走・紋別号

¢こ＝阿寒／たんもょう／

野付／♯周／鋼路空港号1書峡

㊥座能閉篭／釧路／中糠鶏空港

野付／鎖路号

〇一たんもょう／鱗路号

慧マ鵬等毘

〈運行〉：ひがし北海道鰐光事業開発協請会バス運輸部会 JALパック
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占好く〝l●スプラン・ご利用いた伽る期間名鰍でスの欄をご覧ください。　　　　　　　〈旅行企画．実施慧讐囲

JALパックが運行する日帰りパスプラン
季節にあわせた旬の見どころや冬ならではの体験もお楽しみいただけます。

札幌発 �閥節　星 �巳からの観 �匪光．にピ � �ダリ �J！′！ � �＊定員制ですので満席になり次第締め切らせていただきます。 

10－1月・3月 � � � � � � � �走行距離／l■苛潤いぼけ欄間2013年10即日～12月追白、2抑咋1即日～3凪3月帽一閃 
l � � � き河＿ �◆ �‡＼？ ����′　～　ll �最大的167kml団：NN5191Aおとな・こども（何鋼）1，500円 

痛感 ��紀i⊇とき 　′栖 　■熱 ．；悪さi �琴 �′ 十 �Ⅶ－璃閥－‾旬　新千歳空港→札 ���幌地区ホテル→金中央卸売場外市場／約70分または北海道神宮／約 慧市内（各自観光・昼食など）／約90分（降車のみ）→金でノ1㌧三井アウトレットパーク 

E　　　　　　　　　　　　50分→畠、二朋 

；聖二＿ケ吊音　札幌北広島／約1 蔽」遺淡盆山㌢遽　のみ）→札幌地区′ ご丁－→孤i・－～、14▲ 　　　●中央卸売場外市場ま ���40分または→金千歳アウトレットモール・レラ／約90分→新千歳空港（降車 ホテル たは北海道神宮の観光の選択は、乗車当日に乗務員が確認いたします。 

」‾　′万雷チョコレ言わメェジ）’　　　　－J『湘楓イメ爪芥‾‾‾‾　　　　≡1－Jm烹　■・■　　　■　・・濡帽輝に‾M、詣・　　　　・【7；一幸≡■・＝i・ 

転邑圭 巨．ゝ声1 トキ 包まがif＼ ＿t � ��・・‾‾雪■■F‘ � �「■・■ 、．．；† �■畏裏 目 1広遠隊 �－　新千歳空湾までの移 � 牽＿伊づ〆還 ノ＼＿ 云曜翌．ノ．．た∴．‡．＝ ��ム 扇 ����右記・・上＿巳垂 �‾〉■r‾‾…′【‾Ⅵ無手蜘さ硝■▼mrV‾【▼Y‾’‾■▼‾1㌔‾‾‾‾－Ⅴ‾1‾¶叩▼■‾▼‾、Y，’’’▼▼〉‾、’‾¶「‾1¶▼¶冊¶¶‾‾▼‾‾1 ホテル】札幌エクセルホテル覿加持：40／粗鋼東鶉イン09汚0／札♯グランド赤テル10：0／ 華ざ？二鱒テ鱒航札幌1年1＿9＿＿＿＿ モール】三井アウトレットパーク札裸北広霧15：側頃／千歳アウレットモール心ラ16：20靖 ホテル】札幌エクセルホテル東急胤幌東急イン・札横グラン輔テル・JRタワーホテル白棚18：50郵 

、補選河（イメージ） ������滋罰謹潤　一　　　　　●代金に含まれ机いも � 

】即諾：′　　　　■　汀 ��からの絶景t ��呂牽∋＿nl 

1－ �走行距離／l■ご利用いただ 最大約16kmlE！≡【ヨ：NN5 �� 
・11・12・1月 ��rろイルミ �� � �巨 �J　L ����ける期間2013年11月23日～12月25日、2014年1月5［ト31日 192Aおとな・こども（同礪）1，500円 － ������札幌地区ホテル （往復乗車／各自観 て途中下車可）→札 �→琵岩山（もいわ山ロープウェイ・ミ＝ケーブルカー〈もーりすカー〉） 

誹：、．き よ・代ヽ・」謳誓 � �� � � � � � ��光）／約60分→さっぽろホワイトイルミネーション（※11月・12月のみ大通公園に 幌地区ホテル 

こ．・ヽ八、八 礪瞥塞凋 

旺コ空警 阻讐竺 � 
乍ノーて．＼ ∴汚黙盗鱒芦軍 fL．－ 　じゝもり �■ �′一府渉漂慧議 ������� � 

ぎ閑 ��　′こ輔一 三一斉・－〉∴′・ギく∴ご叫 W∴二′ � �� ����� �30 

．．Jr凰窮 　遷一己 JRタワーホテル日航札蝿21 l �幌真意イジ永遠公約丁目付掛札幌グランドホヂ肘‾‾－ ：掴 プ‾‾ブl　こ稟議親 

1■．巣八七 ■■■■■■■！l★ � ��　　　　－丁 山頂展望創イメ－ジ〉 ������� 

此手や弼ゲr只見的上腰上勝・ご利用いただける柵2013年11即8日～201仰月7日（12月30日～1月1日は削）囲

走行座禅／最大的350km

⊂≡ヨaNN6800Aラッピングパス　仁王Ea．NN6800N通常バス

JAU†yク
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ワクワク気分を兼しく盛り上げる、

札幌地区ホテル→砂川ハイウェイオアシス館／約20分→に姐蘭腫物押措日払：80叩∃／（各自観光・昼食など）　　愛らしいイラストがペイントされたパスに乗ってGO！

／約3時間→」R旭川駅→旭川地区ホテル→砂川ハイウェイオアシス館／約20分→JR札幌駅→札幌地区ホテル

●ご利用前日に札幌市内ご宿泊の方が対象となります。ご旅行の最終日にご利用の場合は、JR・航空便とも時間に余裕をお持ちください。

帆幌地区ホテ桐札横エクセルホテル兼憩00：00／アートホテルズ札幌的：05／メルキュールホテル札幌
08：10／札幌需憩イン08：15／東京ドームホテル札幌00：25／札幌プリンスホテルタワー

08：30／ホテルモントレエーデルホフ札幌0さ：40／札幌グランドホテル08：45／

l旭川地区ホテル】娼紬クランドホテル・ホテルクレツセント旭tトロワジールホ刑レ旭川15：50頓

帆幌地区ホテル】ホテルモシトレエーデルホフ札幌・」Rタワーホテル日抗札幌・京王プラザホテル札幌・

禦禦禦禦禦悪霊禁慧崇崇諾聖霊慧禦恩禁慧イン・　要望雲慧詣㌫濫

巳ピコ川又プラン。」AL串やン璃－ンパス共ロのご注ロ●全侍禁煙となります○○補助席は使用しておりません0正座席のみとなります0●全てのバスに化粧室はございません。●整備などのやむを得ない率㈲こより、予告なしに選常のパス（大型小 型）・タクシー（ジャンボ・小型）となる場合があります。なお、タクシー（ジャンボ・小型）の場合はバスガイドは付きませんのであらかじめご了承ください○●季訃天候・遊掛そのほかの事情により予告なしにルートを変更・割愛または運休する場合がありま 

す。また各ルートに記載している発着時刻が前後する場合があります。●JALキャンペーンバスは旭山動物園の到慧時刻が大幅に遅延すると想定される場合は、鳩山動物園まで運行せず引き返すことがあります0またほかのツアーのお客さまと混乗となる 
ことがありますのであらかじめご7承ください。●」ALキャンペーンパスのラッピングバスは庄侍矧こ関りがあるため、ご予約時の先石澤となります。ラッピングバスが汚原の投合は通胃バスでのご予約となります。ご予約の際にこ電設くださし1。●航空便との接続時間 

ま、往復詣新千歳空港では40分以上必要となります。」Rをご利用の場合、接続時問には十分余裕をお持ちくださし、○●下手観光地での途中下車は可能です机代金の払い戻しはありません0●乗車場所・時刻などは決められています0また、各地区の乗降 

至設定ホテルはルートにより異なりますのでご注芯ください。●バス座席は自由席ですが、ほかのお客さまと相席となる場合があります。また、予約状況により乗務員が指定させていただく場合があります。●2008年6即日の道路交通法一部改正により・ 

「／でス乗華中はシートベルトの着用」が義務付けられました（一部座席を除く）。パスをご利用いただくお客さまはシートベルトの着用にご協力をお願し－いたします。　　　　　　　　‘二、～＝スイーツがおすすめ＆＝ショッピングが楽しめる 

運行ルートの見方
●行程内の色文字は㍍支署下車観光地ぷ文字（下Zヨ）・入場観光地を表示しています。また・各観光地の後の借白払金額渦有料施設となり、お宮さま負担の料金（おとな1名様あたり）を表示しています0ただし・有料・無料に関する記載

はご利用いただくコースに対してのご案内です。●各ルート内に表記している観光施設の滞在時間l剥∃安となります。当日の道路状況などにより、滞在時間の変更または割愛となる場合がございますのであらかじめご了承ください0



應葱夢がジ」トライナー・ご利用いただける期間‥吾北海道リゾートライナーの脈ご覧くだ軋　　　　　　　匪函

会宇晋歪霊昌琵ろを満載した　　北郷クセスネットワーク櫛する北海道リゾートライトが人気の鮒と脚をめぐ。

充実の7ルート！
軍や⑨有
田日田田

田全席禁煙できれいな車内！

〈お問い合わせ〉011－219－4411（9：00～18：00）〈運行〉北海道アクセスネットワーク　取消料：ご利用日の7～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無適格不参力耶00％

北海遊リゾートライナーのご注意　●全席禁煙となります。●補助席は使用しておりません。正座席のみの利用となります。●全てのバスに化桔室はございません。●増車対応、整備などのやむを得ない琴矧こより、予告なしに通常のバス（大型・小型）・タクシー 

（ジャンボ小型）となる場合があります。なお、タクシー（ジャンボ・小型）の場合はバスガイドは付きませんのであらかじめご了承ください。●季節1天候・道路・その他の事情により予告なしにルートを変更・割愛または運休する場合があります。またルートに記載 

している発着時刻が前後する場合があります。●バスは北海道アクセスネットワークの運行となり、他のツアーのお客さまと混乗となります。●航空便との提闇等問は、往曙新千歳空港では40分、旭川空港では20分、退路40分以上必要となります。」Rをご利用 

の場合．接続時問には十分余裕をお持ちください。●座席は自由席ですが、予約状況により乗務員が指示させていただく場合があります。●下車観光地での途中下垂は可能です机代金の払い戻しはありません。●乗降重短所・時刻などは決められていますの 

でご注意ください。●休館日・休園日・休業日などは記載されている日程と変更になる場合があります。●2008年6即日の道路交通法一部改正により、rバス乗車中はシートベルトの着用」が蒸発付けられました（一部座席を除く）。バスをご利用いただくお客さ 

走行距離／最大約404km

■ご利用いただける期間1／24－3／28の水・金・日曜日

l三Tl手当⊇d：NN5801人札幌・新千歳空港（11の（溌卜豊別個爺　おとな5，580円こども4．580円

lヱ1掴＝d▲NN58018新千歳空港（13：20発卜登別・洞爺　　おとな5．500円こども4．500円

札幌地区ホテル→新千歳空港（‖：00発）→ノーザンホースパーク（各自観光・

昼食など）／約2時間20分→新千歳空港（13：20発）→ウトナイ湖／約20分→

重出琵搭／約20分→のぼ甘べつクマ職場（各自払：2．520円）（登別地区ご宿泊の

お客さまのみ）→登別地区ホテル→洞爺地区ホテル

●新千歳空港13・20発にご乗車の場合、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、お客さまご自身でお済ませください。

●ノーザンホース／で－クは園内に昼食を持ち込めませんのであらかじめご了承ください。

●のぼりべつクマ牧場は登別地区ご宿泊のお客さまで希望者のみ各自観光となります（ホテルまではのぼりベつクマ牧場の
送迎車でお送りします。受付にてお申し出ください）。

‡札幌地区ホテル】JRタワーホ列レ日航札幌08：55／センチュリーロイヤル毒テル09：05／札幌プリンスホテルタフ

00：15／札幌東急イン09：25／札幌エクセルホテル乗急09ニ35／アートホテルズ札幌09：40

l豊別地区ホテル】登訝 ークホテル雑草一第一渇本館・ホテルまは

祝いの痛登別グランドホテル・登別万世閣15：35頃

l洞爺地区ホテル】洞爺観光ホテきレザレイクビューTOYA乃の風リゾート洞爺湖万世朋ホテルレイクサイド

走行距龍／星大約326km

l津制：NN5802Aおとな6，000円　ことも5．000円

登別地区ホテル→肌。有珠山（例：郊劉肱トプウェイ（患白払：1，450円）・昭和㍍

山闇コ（昌白弘：808円）など）／約1時間10分→洞爺地区ホテル→昭和新山／約25

分→戻訓l蕾だし公田（羊蹄ふきだし湧水）／約25分→小槽市内（各自観光・昼食など）

（例月憫河・北一田子・才抽ゴールヨ・石原手配稚賑己念偲播日払：1，m円）など）／

約2時間20分→小樽地区ホテル→札幌地区ホテル一定山渓地区ホテル

●小樽にて石原裕次郎記念館の観光をご希望のお客さまは、バスにて送迎いたしますので
バス乗務員にお申し出ください。●小樽地区ホテルにご宿泊のお客さまは、ホテルチェックイ　　　　　　　Wヤー　、㌧う
ン給別儀軌となります0●加虹血ニラゥェィけ2／司ラ～コカ6如融壷す・‾‾‾　－mL一二二二一二二三

【士別地区ホテル】登別石水琴07：50／名渇の宿代－クホテル雅事07：55／第一滴本館0さ；00／

ホテルまほろぼ08：03／祝いの宿登別グランドホテル08：07／登別万世閣08：10

1洞爺地区ホテルl洞爺紋光ホテきし09：25／プレイクビューTOYA乃の恩リゾート9；28／洞爺湖万世闇ホテ
ルレイクサイドテラス09：32／

【小繊地区ホテル】
【札幌地区ホテル1アートホテル対し痍・札蠣エクセルホテル東急・札幌雫武ホテル・札幌乗急イン・ホテルサンルートニュー札幌

葉菜ドームホテル札幌風幌プリンスホテルタワー・札幌ダラン糊テル・ニューオータニイン札幌・

JRタワーホ列帽航札幌・センチュリーロイヤル兼テル・京王プラザホテル札幌柑：50憤

l定山渓地区ホテル】定山渓グランドホテル蒲苑・定山渓万世惚ホテルミリオーネ・攣月グランドホテル・
ホテル鹿の温定山渓ビューホテル1さ：40頃

l三周＝ヨ：NN5805A新干掛軸　おとな6．000円　こども5．000円

lj？∴判：NN5805B旭川空港→輌　おとな曳0∞円　こども4．000円

l新千歳空讃発l
新千歳空港→軌ル＼イウェイオアシス館／約20分→鳩山動物医（各自払：鎚円）

（各自観光・昼食など）／約2時間40分→層雲峡地区ホテル

日劇‖空港発‡

旭Jll空港→娼山閲（告白掛800円）（各自観光）／約1時間40分→層雲峡地区ホテル

●旭山動物画の見学時間は、道路状況などにより変更になる場合があります。また、見学時
間の変更に伴いrペンギンの散歩」托lぐもぐタイムjなどのイベントがご覧いただけない場
合がありますのであらかじめご了承ください。 写宍提供旭川市旭山動物園

朝隋事ホテル大雪♯袈閻グランドホテル層雲続柄光ホデル
■蝿泉朝耀リゾートホテル16：40頃

屈当職≦＞抗頭蒜；碩醇等‾‾ 走行腫磯／尽大約232km

l瀾：NN5809A馴床　　おとな6，000円　ことも5脚円

■Ⅷ：NN5809B馴走　　おとな5．500円　こども4．別氾円

鵬地区ホテル凋河。流星の滝／約15分→北きつね服墨（缶日払：500円）／

約30分→オホーツクバザール（各自昼食など）／約50分→棚狙窪監獄（富包

払：1，⑳5田岡）または北方民族博物腿（缶畠弘埼≡招円）／約60分→オホーツタ記

鐙屈（竃日払：526円）／約30分→網走地区ホテル→矧床・りトロ地区ホテル

●見学時間の都合により、博物餞網走監獄または北方民族博物寵のいずれかを選びくださいb

ただし、北方民族博物館が休館の場合は博物館網走監獄の見学となりますのであらかじめご了
・、二・肌‾・一・t一　三　二　二≡

川囁け地区祐テル】■嚢秩朝陣亭08：00／ホテル大雪08：05／膵臓光ホテル08：15／

【網走地区ホテル】北天の丘あ！

【知床・ウ沌髄⊆ホテル‡弧沫グランデ

走行距離／最大約372km

■ご利用いただける期間1／26～3／28の火・木・金・日曜日

齢1詞司ココ．NN5810A知床・ウトロ→十勝川　　おとな6，50闘こども5．500円

k据有コ1：NN58108河床・ウト田→阿寒　　　おとな6，000円　こども5．000円

b右肩口糧：NN5810⊂知床・ウトロ・網走→川凛おとな5，000円　こども4．000円

齢衰亡1：NN5810D網走→十勝川　　　　おとな6．000円こども5，000円

l汗盲Eヨ‘NN5810Ell走→阿書　　　　　　おとな5．500円　こども4．500円

知床・ウトロ地区ホテル→オシンコシンの沌／約10分→網走地区ホテル→11．00発流氷2

観光砕氷描rお－ろら弓J借日払）（注）／約60分→網走海鮮市場（各自昼食など）／約50分

（注）流氷観光砕氷船rお－ろら胃」は、有料（おとな3．300円・小学生1，650円卜事前予約制です。乗指ご希望のお客さまはオプ
ショナルプラン流氷観光砕氷指rお－ろら早川1■00発）をご予約ください。巨誓しくは17ページ●流氷観光砕氷船rお－ろら胃」
が欠航の場合は、〇㍍㍊（とうふっこ）の碗光となります。

馳床顔D地区ホテル　知床第一ホテル卯冶5／知床プリンスホテル風なみ季07：40／知床グランドホテル北こぶし07：侶

【網走地区ホテル】北天の丘あぽしり湖凝雅リゾート09：40／ホテル網走硝荘09：50／

地区ホテル）預の闇別籠湯元池田崖・良家湊泉かけ流しお碍軟藻湯・川場第一ホテル忍冬14：30煩
l阿寒地区ホテル】あかん湖噂雅リゾートスパ鶴雅ウインプス請雅館／飛翔館・ホテル御前水・ニユ■阿寒凍テル・

あかん鶴雅別売酢の座・阿寒の電機雅リゾート花ゆう香・ホテル阿寒湖荘17：00傾

走行距恕／最大約340km

■ご利用いただける期即／27－3／29の月・水・金・土曜日

■三間．NN5811A好事→新干艦書・札蠣　おとなも0　偶　こども5，008円

嘩：NN58118十＃Jlト新千歳空港・札幌　おとな5．500円　こども4，580円

麺：NN5811⊂同相　　　　　おとな4．000円　こども1m円

阿寒地区ホテル→足寄／約10分→十勝川地区ホテル→帯広駅→ぽんえい

帯広私信掛施設内「とかちむら」（各自観光・昼食な8／約1時面亘百済二

日郎／約15分→夕張／約10分→新千歳空港→札幌地区ホテル

認諾詣豊監禁忘畏禁i諾認諾諾篭認諾諾うi－Ⅷ■■
ます。また、ぽんえい競馬レースが見学できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。ぽんえい競馬開催日以外は

卯月スイートビアガーデン（約20分）の観光と、日博は（清水ドライブイン）にて自由昼食（約50分）となります。

佃んえい蜘書予定馴201抑月現在）＝／27～3／10の月・土曜日および3／川・17・2ト22・24訂設定期間内の開催予定日

【肩書地区ホテル】あかん湖礪雅リゾートス／ギ　雅ウウ　ンン　ス甥雅館08：00／飛翔館0も：03／

ホテル御前水08：08／ニュー阿寒ホテル08：10／あかん恨雅別荘村の座08：13／

阿寒の森厳雅リゾート花ゆう香00：17／ホテル阿寒湖荘08：20

帯広駅11：10頃

（空港l　　　　　新千歳空港け：00頃

l札幌地区ホテル】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・

栗東ドームホテル札幌・札幌プリンス市テルタワー・札幌グランドホテル・ニューオータニイン札幌・

■ご利用いただける期間10／1～10／23、1／25～4／3の毎日

定山渓・札幌→新千歳空清（半日コース）　おとな2．700円　こども1，900円

定山渓・札蠣→新千慮空清（韓日コース）　おとな3，600円　こども2．900円

10／1～10／23発l三てこ司コ」．NN6816A（半日コース）／NN68168（韓日コース）

定山渓地区ホテル→札幌地区ホテル→石原栢次郎記念蔑（各自弘：1，500円）

備望者のみ）／約50分→小樽市内（各自観光・昼食な8（例冊偏屈河・些＝

硝子・オルゴール塁など）／約2時間5分→北海道ワイン工場（各自観光）／

約30分→石屋製菓白い乱入パーク（告白払：600円）／約60分→新千歳空漕

●バスガイドはつきません。
●石原裕次郎記念鶴を見学されないお客さまの小樽市内観光は、約2時間55分となります。

●半日コースのお客さまの小樽市内観光lま、約55分（石原裕次郎記念紀を見学されない
お客さまは約1時間45分）となります。なお北海道ワイン工場・石崖製菓白い恋人パークの

観光はございません。
●小樽市内観光後、バス乗り換えの場合があります。

粍山渓地区ホチ朋定山渓万世閻ホテルミリオーネ07：30／蓮山渓ビューホテル07：40

1札幌地区ホテル】センチュリーロイヤレホテル08：30／ニューオWタニイン札幌08：40／アートホテ紗ズ札幌08：53／

t空濯】　　　　新千歳空港（

1／25－3／31尭l＝七二笥＝」．NN5813A（半日コース）／NN5813B（終日コース）

定山渓地区ホテル→札幌地区ホテル→小樽市内（各自観光・昼食なd（例小磯運河・北一硝子・オルゴール墓・石

原相次開閉（告白払：1，500円）など）／約2時間50分→田中酒凱甲扇（各自観光）／約30分→石屋裂葉白

い恋泉パーク（各自弘：600円）／約60分→新千歳空港

●バスガイドはつきません。●小胤こて石原裕次郎記念寵の撰光をご希望のお葛さまは、パスにて送迎いたしますのでパス乗務員

にお申し出ください（見学時間約40分）。●半日コースのお客さまの小栖市内観光は、約1時間30分となります。なお、田中酒造亀

甲戴・石屋製菓白い恋人バークの観光はございません。●小樽市内閻光後、バス乗り換えの場合があります。

捜山渓地区ホテル】ホテル虎の湯07：25／定山渓万世罵ホデルミリオーネ07：30／定山深ビューホ芳ル07：40

1札桝地区ホテル‡センチュリーロイヤルホテル08：40／ニューオータニイン札換08：50／アートホテルズ札幌09：03／

●こども代金は3歳以上12歳未満のお子吉封こ適駄●代金に含まれるもの：北海道リゾートライナー乗李料金、消費税等諸私●代金に含まれないもの：昼食代、各観光地における入場・乗車・乗艇料金など。

運行ルートの見方
●行程内の色文字は口文字下車観光地、諒文字（下舘）・入場観光地を表示しています。また、魯睨光地の後の（各自払金鉄）は有料施設となり、お客さま負担の料金（おとな1名機あたり）を表示しています。ただし、有料・無料に関する記

載はご利用いただくコースに対してのご案内です。●各ルート内に表記している観光施設の滞在時間は巨安となります。当日の道路状況などにより、滞在時間の変更または割愛となる場合がありますのであらかじめご了承ください。 JAUtyク
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ことも添い饗ベッド・お食事を必要としないお子さまに、にども添い寝旅行代金」を設定しています（一部ホテルを除く）。「こども添い乳は「おとな旅行代金」適用者1名につき、にども

添い寝目名までとなります。ただし、3歳未満の幼児を同伴されるおとなの方については、「こども添い寝」はご利用いただけません。

■こども惑い寝旅行代金（1名梯）＊何日間でも同一代金

対■年齢 �3歳禾涌 � 

航空座席 �使わない �使う �使う 

便わない �使わない �使う 

JR座席 �使わない �使わない �使う 

付かない �付かない �付く 

旅行代金 �無料 �こども漂い瑛 康行代金 �こども 旅行代金 

こども添い寝旅行代金（1名様） ��11／1－29発 � �3／25～4／30発 �1／29～2／3発 �12／21～26 2／4～11発 �12／27～1／5発 

福岡発 �基本代金　往復直行便利用 �29，800円 �37．800円 �39，800円 �42．800円 �46．800円 �55．800円 

差額　乗り継ぎ便利用 �上記基本代金に片道あたり11／1～12／6搭乗　＋3，000円、12／28～1／5搭乗　＋6，000円、左記以外　差額なし 

北九州・山口宇部・大か長崎儲本・宮掛鹿児島莞 ��35．800円l37．800円l39．800円　l42，800円】　52，800円l67，800円 

●「こども添い寝旅行代金」は、上記マークがついているコースに設定されております。上記マークの付いていないホテルでは「こども添い寝旅行代金」にてご宿泊い

ただけません。●にども漂い寝」の対象年齢は特に明記のない限り3～6歳（未就学児）となります。●にども添い寝旅行代金」には、明示した往復の航空運賃・料

金（羽田・北九州空港利用の場合は旅客施設使用料を含む）、鳩山動物国の動物グッズ代金（旭山動物園スペシャルのみ）、消費税等諸税のみ含まれます。●旭山動物
園スペシャルは、無料の「JAL旭山動物国号」のこども添い寝のお客さまの座席のご用意があります。●1室当たりのご利用人数には「こども添い寝」は含まれませ

ん。●ダブルルームご利用の場合はベッド1台につき「こども添い寝」1名までとなります。●添い寝の際、ベッドが手狭になりますのであらかじめこ了承ください。

●食事をお召し上がりの際は現地でお支払いしていただく場合がございます。詳しくは宿泊施設に直持お問い合わせください。●「こども惑い乳は各商品ごとに設定されているホテ

ル追加代金、フライト差顕は不要です。●「こども添い寝」は各商品ごとに設定されているホテル追加代金、フライト差額は不要です。●にども添い寝旅行代副が通常のこども代金

より高い場合は、通常こども代金をご利用ください。●一部宿泊施設でl；帽瞳施設使用料がかかる場合がございます。（現地払い）。詳しくは宿泊施設に直接お問い合わせください。

＊ご搭乗日の2カ月前から封はす⊃　＊対象となる座席数には限りがあり、お取りできない場合がございます。＊事前に座席指定ができない場合はご搭乗日当日

空港にてお手続きください。＊使用航空株の変更により、予告なしにご指定済みのお産席番号が変更・取り消しとなる場合がございますのでご了承ください。

針豊認望志吉詰責をツアー予約と同時脚し込みただけます　　匠野予二
アンケートにご協力ください。今後のツアー企画の参考にさせていただきます！

＊詳しくは、当社ホームページをご覧ください。アドレスは旅程表に記載されています。　＊携帯電話・スマートフォンからもアクセスできます。

旅行条件（要約）お申し込みし1ただく前に、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください0　　　20は6

t募集型企画旅行契約　この旅行は、株式会社ジャルパック（以下r当社」という）が旅行を企画して実施す
るものであり、お客さまは、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、

契約の内容・条件は、本パンフレット、旅行条件書、確定書面（旅程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契

約の部によります。

t旅行契約の申し込み・旅行契約成立（1）所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込
金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

旅行代金 （お1人様） �10．000円未満 �30，000円未満 �60，000円未満 �90．000円未満 �90，000円以上 

申込金 �3．000円 �6．000円 �12，000円 �18．000円 �旅行代金の20％ 

（2）当社および当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による

契約の予約を受付けます。この場合、お客さまは、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3

日以内に旅行申込毒と申込金を提出していただきます。（3）契約は、当社ら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します。（4）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14日前まで

に全額お支払いいただきます。ただし、13日前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に全額お支払い

いただきます。

艶旅行代金　旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満

の方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区分表示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適

用します。

i添乗員添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必
要なクーポン頬をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行ってい

ただきます。また、悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場

合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身で行っていただきます。

畿取消料等　契約成立後、お客さまのご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお1人様につ

き次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と

同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参力ロで、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参

加のお客さまから運送・宿泊機関等の（1台／1室当たりの）ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれい

ただきます。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

a）21日前まで

注（11自前まで）

b）20日～8日前

注（10日～8日前）

e）旅行開始日

当日（fを除く）

f）旅行開始後
または

無逮縫不参加

※l取消料B左記マーク付きのオプショナルプランも上記適用

注）旧帰り旅行（ツアー）」に限り、8、bの取消料は（）内の期日とします。

利用額始日の前日から起算してさわ、の柑bて d）利用開始日

当日（eを隙く）

e）利用開始後
者たは無連結不参加

※【脱肖料l可左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用

＊お客さまのご都合により旅行開始白・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も契約の解

除とみなし、上記取消料の対象となります。ただし、旅行開始日の9目前以降の変更はできません。
＊各コース・オプショナルプランに適用取消料が記載されている場合はその取消料を適用いたします。

＊オプショナルプランは利用開始日を基準として適用されます。

竃旅行条件・旅行代金の基準期巳　この旅行条件は、2013年8月1日を基準としています。また旅行代金

は2013年8月1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。

糟ご注意（1）お客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。（2）交通渋滞など当社の責に帰

すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の

払い戻しもできません。（3）悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなく

なった場合、当該旅行サービスに対する取消料等の焚用を差し引いた全廃をお客さまに払い戻します。ただし、

代替サービスの宿泊費・交通費等はお客さまのご負担となります。

■個人情報の取り扱いについて　下記受託販売欄に記載の受託旅行業者等（以下r販売店」という）および
当社は、申込書に記載された個人情矧こついて、お客さまとの連絡のために利用するほか、旅行において運送・

宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続きに必要な範囲内で利

用します。＊そのほか当社の個人情報取り扱いに関する方針については「旅行条件軋および当社ホームページ

（http・／／WWJaL．⊂〇・jP／domtour）をご参照くださいD

コース内容や予約状況のことなどお気軽にご相談ください。

050・3155・3333億憲芦禦諾00
＊旅行会杜の方は、ジャルパック国内ツアーデスクへお問い合わせください。IP電話を利用しております。

（電話番号は「JALSalesWebjにご案内しております。）

塵行企酎実施l

株式会社ジャルパック
観光庁長官登録旅行業第705号

〒140－8658東京都品川区乗品川2－4－11野村不動産天王洲ビル

㊤岩軍禦合金笠警窒晋呈

畿春夏秋冬季節のリズムで旅しましょう！

包診くら紙あ診為

21210053

藍盃

発行日．2013年8月1日1308／MR　発行所：株式会社ジャルパック　無断複製・転載を禁じます。

◆お問い合わせ・お申し込みは
く受託販売〉

旅行業務 業所での �取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱 �う営 こ蝿 ‾、遠 

取引きの黄任者です。このご旅行の契約 
し、担当者 慮なく下言 �からの説明にご不明な点がありましたら、 

己の旅行業務取接管理者にご質問くださし 


