
〈お問い合わせ〉01ト219－4411（9：00－1800）〈運行〉北海道アクセスネットワーク
取消料：こ利用日の7～2日前30％、前日40％、当日50％瀾始後または無連結不参加100％。囲

j■ご利用いただける期間1／25－3／27の月・水・木・土曜日
㍉㌫か与等堺雄

層雲峡地区ホテル→銀河・流星の滝／約15分→北きつね牧場偲薗払：5◎◎岡）／約30分→オホーツクバザール（告

自昼食なd／約50分→博物館網走監獄（各自払：1，050円）または北方民族博物館（各自払：450円レ約60分→【翠昼≡

ツク流氷館（各自払：520円）／約30分→網走地区ホテル→知床・りトロ地区ホテル

●見学時間の都合により、博物館網走監獄または北方民族博物館のいずれかをお選びください。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
であらかじめこ了承ください。●北方民族博物館は毎週月曜日休箆となります。（月曜が祝日の場合は翌平日）

匠ロ【層雲峡地区ホテル】雲量慧腰票空％語義
【層雲峡地区ホテル】層雲蛾靭陽苧08：00／ホテル大雪㈹：05／層雲映観光ホテル08：15／層雲峡温泉朝隋リゾートホテル08：20／

層雲闇グランドホテル08：25

【網走地区ホテルl　　北天の丘あばしり湖竃雅リゾートホテル網走湖荘・網走間光ホテル・かに本陣友愛荘16：20頃
【知床・ウトロ地区ホテル】知床グランドホテル北こぶレ河床プリンスホテル風なみ李・知床第一ホテル18：35憤

榔漂
■ご利用いただける期間1／26－3／28の火・木・金・田狙日章　　　走行距離／最大約372km

NN5810A一二岩垂
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去孟知床ウトロ地区ホテル→オシンコシンの汚／約10分→網走地区ホテル→11＝00莞固く観僻氷船嘩‾ろら

抄、－⊥　噂や

胃」（各自弘）（注）／約60分→網走海鮮市場（各自昼食など）／約50分→川湯地区ホテル→硫黄山→摩周湖／約25分→阿

寒地区ホテル→道の駅あしょろ銀河ホール／約10分→十勝川地区ホテル

（注）流氷朋光砕氷船rお－ろら号Jは、有料（おとな3，300円・小学生1，650円）・事前予約制です。乗罷ご希望のお客さまはオプショナルプラン流氷観光砕氷船「お－ろら号J
（11：00発）をご予約ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か詳しくは45ページ
●流氷軍光砕氷船「お－ろら号Jが欠航の場合は、こ茄胃（とうふっこ）の観光となります。

l和床・りトロ地区ホテル】知床第一ホテル07：35／知床プリンスホテル風なみ李07：40／知床グランドホテル北こぶし07：45
【網走地区ホテル】　北天の丘あばしり湖訪雅リゾート09：40／ホテル網走湖荘09：50／網走観光ホテル09：55／かに本陣友愛荘10：00

【川湯地区ホテル】　湯の闇別館湯元池田屋・自家源泉かけ流しお宿欣長湯・川湯第一ホテル忍冬14：30頃
【阿寒地区ホテル】　あかん湖鶴雅リゾートスノ職雅ウイングス鶴雅館／飛翔館・ホテル御前水ニュー阿寒ホテル・

あかん張碓別荘郡の座・阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香・ホテル阿寒湖荘17：00頃
【十勝川地区ホテル】笹井ホテル・ホテル大平原・観月発・十勝川温泉第一ホテル（三余俺）19：25頃
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阿寒地区ホテル→足寄／約10分→十勝川地区ホテル→帯広駅→ぼ鮎免机帯広競馬場0施設内rとかちむら」（各自

観光・昼食なd／約1時間20分→国膝峠／約15分→夕張／約10分→新千歳空港→札幌地区ホテル

●帯広駅からJR利用可能（お客さま負担）。接続時問には十分余裕をお持ちください。
●ぽんえい帯広競馬場に入場観光される場合は入場料（各自払．100円）が必要となります。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描再見イートピアガ1デ影（約20分）の観光と、日済し曇（清水ドライブイン）で各自昼食（約50分）となります。

【阿寒地区ホテル】　あかん湖鶴雅リゾートスパ鶴雅ウイングス鶴雅館08：00／飛翔陀08：03／ホテル御前水08：08／
ニュー阿寒ホテル08‥10／あかん鮒荘郡の座08‥13／阿寒の森軌ゾ→花ゆう香0…／諾畠喜諾鯛
ホテル阿寒湖荘08：20

【十勝川地区ホテル】笹井ホテル10：30／ホテル大平原10＝33／閏月苑10：37／十勝川温泉第‾ホテル（三余庵）10：40　（2013年6月現在）

【駅】　　　　　　　帯広即日：10頃
【空港】　　　　　　新千歳空港17：00頃
【札塀地区ホテル】　　アートホテルズ札幌・札幌エクセルホテル乗急・札幌東急イン・ホテルサンルートニュー札竃睨・

東京ドームホテル札幌牒L幌プリンスホテルタワー・札幌グランドホテルニューオータニイン札幌・
」Rタワーホテル日航札幌・センチュリーロイヤルホテル・京王プラザホテル札幌18：20頃

10／1－10／23発　振帯同ココ：NN6816A（半日コース）／NN6816B（終日コース）

1／27－3／10の月・土曜日

および3／14・17・2ト22・24

※設定期間内の開催予定日と
なります。

一　　　　　　　　一1■　　　　　‾

定山渓地区ホテル→札幌地区ホテル→石原裕次郎記念詑（各自払：1，500円）（希望者のみ）／約50分→小樽市

内（各自観光・昼食なd（例柳沼運河・北一硝子・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

→石屋製菓由齢恋A踊ロク審蜃払：亀⑳◎円）／約60分→新千歳空港

●バスガイドは付きません。●石原裕次郎記念館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。●半白コースのお客さまの小橋市内観光は、約
55分（石原裕次郎記念館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・石屋製菓白い恋人バークの観光はございません。
●小樽市内観光後、パス乗り換えの場合があります。

【定山渓地区ホテル】定山渓万世闇ホテルミリオーネ07：30／定山渓ビューホテル07：40
【札幌地区ホテル】センチュリーロイヤルホテル08：30／ニューオータニイン札幌08：40／アートホテルズ札幌08：53／札幌エクセルホテル東急08：57

東京ドームホテル札幌09：05／札幌プリンスホテルタワー09：10

■‾踵瑚控港】　　　　新千歳空港（半日コース）13＝00頓／（終日コース）16＝30頃

1／25～4／3発　画：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・昼食など）（例柳縁運河・北岬硝子・オルゴール堂・萱昼

畷′　ィ摺次郎記念藷幡畠払批5鯛開きなど）／約2時間50分→田中酒造亀甲詠暦日観光）／約30分→石屋製菓白い恋人パ

一ク（蕎自払：600円レ約60分→新千歳空港

●バスガイドは付きません。●小糟にて石原裕次郎記念館の憐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粍員にお申し出ください（見学時間的40分）。
●半日コースのお客さまの小樽市内観光は、約1時間30分となります。なお、田中酒造亀甲蔵・石屋製菓白い恋人パークの観光はございません。
●小樗市内観光後、バス乗り換えの場合があります。

Ⅰ定山渓地区ホテル】ホテル鹿の湯07：25／定山渓万世闇ホテルミリオーネ07：30／定山渓ビューホテル07：40
t札幌地区ホテル】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幌08：50／アートホテルズ札幌09：03／札幌エクセルホテル東急09：07／

東京ドームホテル札幌09：15／札幌プリンスホテルタワー09：20

新千歳空港（半日コース）13：00頃／（終日コース）16：20頓
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ひがし北海道エクスプレスパス：諾豊諾諾霊宝還荒≡孟よ盲に方慧蒜ぎ芸昔蒜

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

、ri　　　　　　　　　－．亡ヨヨ・、LcHい∧

＠■靂鹸→紋別ガリンコステーション………・＝おとな2，300円こ

㊨■畢鰊→お－ろらターミナル欄走ト………おとな4．000円こども2．000円

＠■暮止→㊥ウトロ……‥…………‥・・・・・・・……・おとな6，000円こども3，000円

紋別ガリンコステーション→お－ろらターミナル（絹針・・おとな2，800円こども1，400円

紋別ガリンコステーション→㊥ウトロ・…………‥おとな4，500円こども2，250円

サロマ湖→㊥ウトロ………………………………おとな3，000円こども1．500円

暦雲峡温泉吾ホテル（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

（1300着／13・45発）→お－ろらターミナル（砕氷船のりば）（休憩）／約
15分（1435着／14・50発）→北浜白㍍公田（各自観光）／約15分→」R

知床斜里駅→オシンコシンの虜副各自観光）／約15分→知床ウトロ温泉

地区各ホテル（17．05～17・20着）

●流氷砕氷船「カリンコ正号」に乗船をご希望の場合は、オプショナルプラン61
ページ、流氷砕氷船「カリンコⅡ号」3倍（1030発／有料お客様負捏）をご予

約ください。●流氷砕氷船「あーろら号」に乗船をこ希望の場合は、オプショナル
プラン45ページ、流氷砕氷船「あーろら号」（1月は4便（1500発）／2・3月は5億

（1530）／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、各自移享かお客さま負担とな
ります。

訊廷巨憲鮭粛瞑目
■こ利用いただける期間1月258－3月3日の毎日

∴し…州月2刷刷に～利用いただける期間’1月25日－3月3日の毎日

JR網走罰5枚別ガリンコステーション……（片道）おとな

㌻う　サロマ湖S紋別ガリンコステーション……（片道）おとな
ヱ　書　サロマ湖＝お－ろらターミナル（網走ト…・（片道）おとな

致雲脚ガリンコステーション㌫お－ろらターミナル傭走ト（片道）おとな

サ臼マ湖云J咽（片柳）……………（片道）おとな

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

内各ホテル→紋別ガリン⊃ステーション日0：00着／10．15発）→お－ろ

らターミナル（砕氷船のりば）（12：15着／13：40発）→サロマ湖飼雅リゾ
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④のりぽ（18：15着）

●流氷砕氷船「あーろら号」に乗船をご希望の場合は、オプショナルプラン61ペ
ージ、流氷砕氷船「お－ろら号」（1月は3便（1300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」に乗船をご希
望の場合は、オプショナルプラン45ページ、流氷砕氷船「ガリンコⅡ号」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団：NN6－55Al

2，800円こども1，400円

1，700円こども　850円

1，300円こども　650円

2．800円　こども1，400円

1，300円こども　650円
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㊥ウトロ→お－ろらターミナル欄走ト……・・・・・おとな2．500円こども1．250円

㊥ウトロ→川渇温泉バスターミナル・・・・・・………おとな3，500円こども1，750円

⑨ウトロ→釧曲空湾（たんちょう鋼鰭）＝………・おとな5．000円こども2，500円

㊥ウトロ→㊨阿鬱湖……………・・・・・・……………おとな6，000円こども3．000円

日羽蝮バスターミナル→轍（たんちょう渦ト…おとな2．500円こども1，250円

”膿む†スターミナル→宥何事卦・・…・・・・・…・……・おとな3，000円こども1，500円

ウトロ各温泉各ホテル（07：30～07：45発）→お－ろらターミナル（砕氷

船のリlざ）／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）→ロ同湖詔一屈巴台（各自観光／約20分）→こ帽

伊に■憲■ンプチユアリ（告白観光／約20分卜釧路空漕（隆幸のみ）（16：50

着）→阿寒湖温泉地区ホテル（17：50～18：05着）

●2月以降に流氷砕氷船「あーろら号」に乗船をご希望の場合は、オプショナル
プラン45ページ、流氷砕氷船「あーろら号」（1億（0930）／有料お客様負担）

をご予約ください。

痘周零湖→お－ろらターミナル偶走ト………おとな3，400円こども1，700円

⑥同書湖→サロマ湖……………・・…………・・・…・…おとな4．200円こども2，100円

流漸掠ラ‡劇耶用→紋別ガリンコステーション‥…・・‖・・・・・おとな5，500円こども2，750円

座構擾転諌j　劇調印→臓………………………………・＝…おとな6，080円こども3，000円㍉　一明…　／お－るらタ一三ナ机網走卜紋別ガリンコステーション…おとな2，800円こども1，400円

お－ろらターミナル欄走ト＠■書扶…………おとな4．000円こども2，000円

紋別ガリンコステーション→＠■裏♯…………おとな2，300円こどもり50円

阿寒湖温泉地区ホテル（08＝00莞）→阿寒湖バスセンター（08：15発卜欝夢夢那加加　「

，．いこ這誓器，忠告．．志し鳶ミミざ‾言　　　　、
ロマ湖鶴雅リゾート→紋別ガリンコステーション（14・45着／15：10発）
→層雲峡温泉地区ホテル（1710～17・25着）

－ジ、流氷砕氷船「あーろら号」（1月は3便（1300発）／2・3月は3便（1230）／

有料お客様負担）をご予約ください。なお、あーろらターミナル（砕氷船のりば）に
て降車されたお客さまは、降車以降は各自移動・お客さま負担となります。●流氷

砕氷船「ガリンコⅡ号」に乗船をご希望の場合は、オプショナルプラン45ページ、
流氷砕氷船「ガリンコⅡ号」6便（1500発／有料・お客様負担）をご予約くださ
い0尚、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。

おとな3，400円　こども1，700円
し影ワ卜∪→甲隅を…‘………………＝………‥おとな3．500円こども1．750円

て表示㌻「斜劃炬鳳封的肌………・・…・……・…・・・…・…おとな3．400円こども1．700円

鳥禁箋：凋認諾芸荒二二二二二二芸三悪；：…呂謂…琵1荒謂
中穫薄空漕→耳目道の邪ト…■t………………・日日おとな3．400円こども1．700円

中標津空港－⑥ウトロ……………………………おとな3，500円こども1，750円

ウトロ温泉各ホテル（08・30～08＝45発）→斜里駅（09：30発卜羅臼道の駅（11・15着／11：30発卜中標津空港

●中標津空港で讃「阿寒／たんちょう／野付／摩周／釧路空港号」または8「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。

中標津空港（13：40莞）→野付半島トドワラ駐軍場（14：25着／14：55発）
→摩周研（16：20着／16：25発卜釧路空港日7．35着／17：40発）→阿

寒湖温泉地区ホテル（18：40－18：55慧）

●中標津空港で田「ウトロ／中標津空港／羅臼号」からお乗り継ぎいただけま
す。

4，200円こども2，100円

3，700円こども1．850円

2，300円こども1，150円

1．700円こども　850円

2．700円こども1▲350円

1　‾

阻門鬱欄→甲馳事望槽………MHHH…………おとな4，000円こども2．000円

⑥何事潮→鋼鴇地区…・・・・・・・……・＝……………‥おとな6．000円こども3，000円

鋼虚空清一鋼慮地底………………………………おとな5．500円こども2．750円

鋼帯空港→中附空港……………………………おとな3，200円こども1，600円

■臨空漕→犀床阻………………………………‥おとな4．300円こども乙150円

阿寒湖温泉地区ホテル（09・25発）→阿寒湖バスセンター（09：40発）→

ツルセンター（10：20発）→釧路空港（10：40着／10：50発）→厚岸コン

キリエ（各自昼食）／約30分（12：20着／12：50発）→中標津空港

（14：20君／14：30発）→野付半島トドワラ駐車場（15：25着／15：55発）
→尾岱沼→白烏合（各自明光／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（19：25着）→釧路プリンスホテ

ル・フィッシャーマンズワーフMOO（19：30頃潜）

●中標津空港で四「ウトロ／中標津空港／羅臼号」にお乗り継ぎいただけます。

おとな3，000円こども1．000円

おとな3，700円こども1，350円

おとな4，400円こども1，700円

釧路駅（09．00）→フィッシャーマンズワーフM〇〇・釧路プリンスホテル

（09：05頃卜丹頂閏公田／約20分→ツルセンター（約40分）→山花リフレ

（魯白昼怠／約55分）→別田湿原展望台／約20分→北斗展望台／約5分
→塘路駅（14：10発）→相同大観望（告白観光／約30分）→釧路駅（15：50

頓着）※エアポートリムジンバスで釧路空憩こ接続いたします。

●阿寒湖地区からご乗車のお客さまは、阿寒湖地区からツルセンターまでは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（1426発）にてお乗換えが可能です。
（各自払い／有料）※冬のたんちょう号／釧路発は定期観光バスとなり、おとな旅
行代全には湿原55パスが含まれてます。（各施設の入場料全は必要ありませ
ん。）※こどもは各入園料が別途かがはす。

＝禰騨

i画岳車重≒

おとな2，300円こども1，150円

おとな3，300円こども1．650円

おとな4，000円こども2，000円

阿寒湖温泉地区ホテル（09：25発）→阿寒湖バスセンター（09：40発）→ツJ♭センター（告白弘＝460円）／約

造岩う芸諾詣謡と琵芸竺完悪霊認諾発雲謡莞謡諾裟芸40分→北
※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」同率湖出発ツアーバス」はひがし北海道観光事業開発協議会バス運輸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混乗になります0●バスガイドはつきません0●ダイヤ改正により、発郡等訃乗降章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・割愛する場合があります（その際・代金の払い戻しはありません）。あらかじめこ了承ください。●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、乗車人数が9人未満
の場合はハイヤー運行となります0あらかじめこ了承くだ乱1。●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0各ホテルからご乗車いただく場合は必ずチェックインの際に集合場所・時刻をこ確認のうえ、お乗り遅れのないようご注意
くだ乱lo●ご宿泊のホテルにパスが停車しない場合は・忘寄りの停車するホテルからご乗降ください。●運行ルート表にある区間のみの販
売となります0●2008年6月帽の道路交凰去一部改正により・「バス乗車中はシートベルトの缶用」が義務付けられました（一部座席を除く）。
バスをご利用いただくお客さまはシートベルトの急用にご協力お願いいたします0●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、釧路発定期観光バス乗車料金、消費税等諸弘斬〒程内の色文字は胃文字下車観光地ぷ文字（下沼）：入場観光を表示しています。

■層雲絨／紋別・網走／ウトロ胃

－ウトロ／網走・釧路／阿寒弓

■■阿寒／網走・種別／Ⅶ雲峻号

■■ウトロ／中農津空港／羅臼号
〝　網走・紋別弓

n阿寒／たんちょう／

紋別

野付／摩周／釧路空港弓　層雲峡

◎一一阿寒／釧掲／中標津空漕
野付／釧路考

Ol－たんちょう号／釧路発

運行ひがし北海道観光事業開発協喜弟会バス運輸部会
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オ常ル 北海道定期観光バス　　　：諾監諾苫完芸警謡までに旅行会社にてご予約くだ乱、。，幽

札幌り小樽・函館・湯の川から日帰り観光できる、他では体験できないメニューが満載のバスプランです。

芸≡苧：三塁≡●妄≡‾≡≡：：≡二≡苧芋≡華毒二幸：
＿＿＿　十　　　　　　陣辛（ボ）

鷲誓㌦逗　　■．・・議二′ �����『tL　　　　　　　　　　　　　　　昼食・天狗山ロープウェイ 、、il・　ヨ ��♭ �馴』膚仙旧版 ����� �往復乗 �牽券付き　■走行距離／最大約88・8血　．醐；酬巴純潔。腿ヲ1．旗巴 

I 親票 十ヰ十＋ 誓こr －∴■／ 頗k �＿ゝ一一 ムーで ‘、、rナ・、∴ ＝－J l・・t LJ �‡‘‾∧▲・ 薄．′ l やで′ i キー �� � � �■ご利用いただける期Ⅶ20 ��1 �3年12月1日～201峰3月31巳 �団：NN6181C 

≒‘：＿一 義 －ヾ �札幌地区ホテル→札幌駅前バスター ����0 �ミナル→小樽駅前バスターミナル→旧北海道雄行本店（ワインショップ小招パイン〔見学・試飲など〕）／約15分※→小樽逆 ランドパー別哺∋（昼食など）／約80分→日中酒造亀甲蔵（エ堤見学・試飲）／約30分→小樽市内観光（各自観光）（盤＝堕至・塑 分→天狗山旧－プウェイ利用ザ・グラススタジオ・イン・オタル（各自見学）／約55分→小樽駅前バスターミナル→札幌駅前 

河ターミナル（各自散策）／約60分→9 

堕互些三二些塁・韮塁堕など）／約9 バスターミナル→札幌地区ホテル ll 骨子■，．ナ三 

※1／1は小樽パインが休館のため小樽運 お立ち寄りの場合は、定期観光乗車券の、 （コーヒー・紅茶・ココア・オレンジジュース しております。）定期観光乗車券の半券 ����河ターミナルの観光時間が約80分と方 半券提示にて「はまなすの恋2枚入り」セ ・ウーロン茶）●ザ・グラススタジオ・イ 提示にて、ザ・グラススタジオ・インオタ くテル00：40／札幌グランドホテル09：00 ：15 ：10 ：10頃 ：25頓 ドホテル・札幌パークホテル18：10－1 ��謀ります。●昼食は洋や・デザートランチブッフエ（バイキング70分）となります。●小樽散策で北粟様に ットを1個プレゼントします。（1／1は除く）●天狗山山頂レストランにてドリンクのサービスがあります。 ンオタルは12／29～1／2はお休みの予定です。また、ガラス工房は毎週火曜日休みです。（売店は営業 ル内の品物が10％割引になります。 

8：35頃 

某三宝■恕；‾】． � � �＿－一軍碧さ－ � �＋／ 呈叢－t lと＝＝ �：食 �【札幌地区ホテル】札幌ノトクホ 【札幌駅前バスターミナル】09 【小樽駅前バスターミナル】10 

【小樽駅前バスターミナル‖7 【札幌駅前バスターミナル】18 

濠肪寿司娼封位相繍歩・頑瀾 �������【札幌地区ホテル】札幌グラン 

●行程内の色文字は口文字・下車観光地、赤文字（下矧入場観光地を表示しています。●全席禁煙・ほかのお客さまと混乗になります0●季節・天候・道路・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問が前後する場合があります（その際、代金の払い戻しはありません）0あらかじめご了承ください0●小学生未満のお客さまでお席をご利用の場合はこども代金がかか
ります。●2008年6月1E］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）。バ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いいたします0●
代金に含まれるもの：各定期観光バス乗車料金、「小樽ペイストリー」の昼食代、天狗山ロープウェイの往復運賃、「2階建て′でス白い恋人パークと場外市場コース」「冬の白い恋人バークと小樽運河散策コース」の白い恋人パ
ーク入寵料、消費税等諸税。

くお問い合わせ〉北海道中央バスTEL．011－231－0500（中央パス札幌ターミナル内）く運行〉北海道中央バス／取消料‥8自前から出発2時間前まで1名100円、左記以降または無連緒不参加は100％となります0

頚翫訴汚肇匝窃 �� �巨 �壬昼食茂澄蒜諾エイ■庚行距離／冠大約42・1kml執 �相聞円こど引∴・、去，3棚 
●ご利用ルただける期間2013年11月1 �� �・－2 �14年3月31El団：NN6180Bi � 

置㌫義靂露表題鏑 ��∃ 湯の川地区ホテル→函館駅前バスターミナル→五稜郭公園（垂笹型要望二・箱飼奉行所（魯日払：500円））／約40分→卜 �������坦些塁塵／約30分→函蔑赤レ 渇の川地区ホテル 
＿＿＿．蛋照準慧■　ノ㌔、一‾、‘‾‾ピノ歪ご 

仙ご二、：照覧皇珊㌢ ㌘ア宕∵記 し芸憂堕臨云 �一重‾；．・・転Y÷ゝニ√ノ 、票 �ンガ定圧群（昼食など）／約60分→1堅些男運壁／約30分→函飽山ロープウェイ／約40分→函館駅前バスターミナル→ 

●五稜郭タワー、旧イギリス領事館の入場料と昼食代は含まれております。●函館山ロープウェイは悪天候時・整備などにより運休になる場 �������合があります（運休矧はバスにて代行。ただ 2／湯の川プリンスホテル渚亭09：28ノ 亭・湯元啄木亭15：20－15：40頃 
し、登山道閉鎖時は割愛となります）。 

∃巨ヨほ蔓 �【湯の川地 嘩館駅持 【函餞新見 【湯の川 �区ホテル】花びしホテル09：10／湯の川観光ホテル09：14／イマジンホテル＆リゾート函館09：18／平成館しおさい亭閉：2 湯元啄木亭09：30 

前バスターミナル110：00 

前バスターミナル】15：00頃 地区ホテル】花びしホテル・湯の川調光ホテル・イマジンホテル＆リゾート函館・平成館しおさい亭・湯のjltプリンスホテル涌 
五稜郭公軌絹閻 

●行程内の色文字は石文字・下手観光地、赤文引下緑）入場観光地を表示しています0●全席禁煙・■まかのお客さまと混乗になります0●季節・天候・道路・その■紺の事情により、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薦時間が前後する場合があります（その際、代金の払い戻しはありません）0あらかじめご了承くだ乱lo●小学生未満のお客さまでお席をご利用の場合lにども代金が
かかります。●2008年6月1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利が義務付けられました（一部座席を除く）。バスをご利用いただくお客さまはシートベルトの活用にご協力をお願いいたしま
す。●代金に含まれるもの名函館定期観光バス乗車料金」冬のロマンコース」の五稜郭タワー展望料金・旧イギリス領翠館入場料・昼食代、函館山ロープウェイ往復運賃、消費税等諸税0

〈お問い合わせ〉北都交通TEL．0138－57－7555（北都交通函餞支店）〈逆行〉北部交通／取消料＝10日前まで無料・5日前まで20％・前日まで30％、当日は50％・開始後または無連絡不参加は100％となります0

JAUb／ク
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■ご利用いただける期間寄ルートをご覧ください。

●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ご予約ください。）

大人気の旭山動物園号をはじめ、車窓から流氷や釧路湿原を一望できるリゾート列車などをご用意しました。

き旭山動物凛号（指定席）

「脚脚■コ‾鞄
く旭川　草原のサハンナ号（1号車） 熱帯のジャンクル号（2号車）　　　　　　北海道の大地号（3号章）

乗車区間 �出発 �到着 �代金（片道・1名機） ���田辺 
時刻 �時刻 �おとな ��こども（小学生） 

札幌→旭川 �08：30 �10：07 �12／27～1／5、 2／5～11 4，600円 �左記以外の 運転日 3．900円 �2．300円 �NN6493A 

旭川→札幌 �16：05 �17：46 NN64938 

●時期により4両編成での運行となります0●旭山動物園入園料全、旭川駅一旭山動物園の交通矧ま含まれておりません。
〈参考〉旭川駅一旭山動物園　タクシー約30分　約3，000円、路線バス約40分おとな400円こども200円

JAUtyク
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■ご利用はだける期間：下記カレンダーをご繁くだ凱1日

鳥たちの大空号（4号車）

痛撃

極寒の毒艮世界号（5号車）札幌■

・SL冬の湿原胃（指定席）＋ツインクルハス知床号雷こi購いたたけ叩叩2Gl塘二川」3閏コ
‾　　‾　‾　■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　＿＿－　■

乗車区間 �出発 時刻 � �代金（ �1名様） �伍彗‡さ 到着 時刻 �おとな �こども （小学生） 

親玉→紐床斜里（1号）；こき �10：25 �11：22 �1．100円 �550円 �NN6491A 

脚歴→網走（4勒 �11：57 �12：57 ���NN6491B 

h臓芯SL冬の湿原号　硝
ぎ琵SL逆向き運転を2／22・23に実施します。

※流氷ノロッコ号1号（1122着）から接続しています。

乗降車できるホテル！川湯地区】川湯観光ホテル
掬床・ウトロ地区】知床第一ホテル・知床プリンスホテル風なみ季・知床クランドホテル北こぶし

師ニララ循短雲
量　　（指定席）

を■ご利用いただける期間：ト∴盲†ノ

L還竺帽～　言
誌言㌫＝嘉（便謂訂エクスプレス車両）

乗寧区間 �出発 時刻 �到着 時刻 �代金目名様） ��団 
おとな �こども （小学生） 

札幌→網走 �07：55 �13：21 �下記以外の運転日 　7，000円 2／ト119，500円 �4．800円 �NN6490A 

網走→札幌 � �19：37 ���NN6490B 

※SL冬の湿原号＋ツインクルハス知床号（知床斜里・標茶ライン）に接続し　※流氷ノロッコ号4号（1257着）からほ続しています。
ています。なお、ご旅行初日に女満別空港ご利用の場合、航空便と列車
の接続時間に余裕がないためご利用できません。

■JRリゾート列車・ツインクルパスのご案内■
JRリゾート列車乗肇券の引き換えについて●乗車日当日クーポンを提
出し、乗車票頬とお引き換えください（ご乗車になる30分前まで）。乗車
区間により引換場所が異なります。詳矧ま旅行会社にお問い合わせく
ださい。
JRリゾート列ヨご利用上のご注憲●出発時刻・到着時刻は2013年7月
現在の予定時刻のため変更になる場合があります。詳しくは旅行会社
にお問い合わせください。●号牽および座席はお選びいただけません
のであらかじめご了承ください。●JRリゾート列車は該当区間の」Rフリ
ーパスでもご利用いただけます。ただし、当日乗車前に空席のある場合

に限ります。
ツインプルバスご利同上のご注這●行程内の色文字は□文字．下車観
光地を表示しています。●「ツインクルバス知床胃」は」R北海道による
運行となり、全席禁煙、ほかのツアーのお客さまと混乗となります。●ダ
イヤ改正により発雷時刻が変更になる場合や、天候・道路状況などによ
りルートを変更・割愛する場合があります（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。●多零時の増車対応、整備など
のやむをえない事情により、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。●バスガイドがつかない場合があります。あ
らかじめご了承ください。●2008年6月1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」が乗務付けられました（一部
座席を除く）。バスをご利用いただくお客さまはシートベルトの着用に
ご協力お願いいたします。

（JRリソート列をツインクルパスのご案内は上記をご覧ください。）

5市町（函館市・北斗市・七飯臥鹿部町・森町）でこ利用いただけるフリー乗車券0JR線、函館バス、函館市電がエリア限定で2日間乗り放題となり、
フリーエリア内の周遊に便利なはかパスの提示で津軽海峡フェリーの運賃・料金が割引となるなど、様々な特典を受けることもできます。

利用列車 �代金（1 �名機） おとな・ こども（小学生）同額 �団 

特急列車利用 �3，300円 �NN6302A 

普通列車利用 �2．800円 �NN6302B 

■‘‾‾　‾’■－．‾7‾ハ■　－‾　　′■－i一一‾t ll．】▲■一、日）に⊃1・Jl、′　■’　‾‾・ノ′　rJVノ】AEこ】7つl一り〃コロメL Lリノ1TJ一くト二ノ　　　」　〈rtこ：更lノVしく．．．／Jl Lニーこくト90

●代金に含まれるもの‥はこだて旅するフリーパス料金・消汽税等諸税0フリー′マスの引換について㊨乗車日当日・函脚のみどりの窓口にクーポンを提出し、はこだて旅するフリーパスとお引き換えくだ乱1。

●フリーエリア

【」R】函館本線の函館～森間と江差線の五稜郭～渡島当別間特急列車用・特急列車自由席と普通列車自由席、普通列車用：普通列車自由席

【函籠バス】函館市内全線、函館～長方各取引バスセンター～森駅前卜砂原線（森駅前～砂原乗3丁白）、矧‖績、七飯経由鹿部緑、鹿部駅線、

鹿部海岸線・下海岸線・鉄山・蛾眉野・川波線、函館～知内線（バスセンター～当別トラピスト入り口）、快速松前号儒館駅～当別駅前間卜

上磯緑、北斗南北達緒バス

【函館市電】全線

●特典パスの提示で津軽海峡フェリー運賃・料金20％割引・フリーエリア内の提携13施設でお得なサービスを受けることができます。
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く旅行企画・実施ジャルパック〉匝囲

利用エリアによって5つのパスが選べる乗り降り自由のフリーパスや便利な区間指定きつぶをご用意しました。

各乗車区間内における特別急行列車（普通車／自由席）、普通列車・快速列車（自由席）にご乗車いただけます。また、当日乗車前に空帝のある場合に関り、特別急行列車（普通車）の指定席を追加代金なしでご利用し壮だけます0

函館ご新千歳空港席千歳経由〉・札幌

函館⇔札幌間は通常価格より
おとな春夫2，090円もお得！

乗車区間 �主な利用列車 �代金日 �名様） �団 
おとな �こども（小学生） 

函舘→新千歳空港（南千歳経由） �特急北斗 特急スーパー北斗 �6，000円 �3，900円 �NN6350A 

新千歳空港（南千歳経由）→函館 ����NN6350B 

函崖→札幌 ��6．500円 �4．200円 �NN6351A 

札幌→函鏡 ����NN63518 

札幌・新千歳空港摘千歳経由）こ帯広・釧路

札幌⇔釧路間は通常価格より
おとな皐大日20円もお絢！

乗畢区間 �主な利用列車 �代金（1 �名様） �漣迎 
おとな �こども（小学生） 

札幌→帯広 �特急スーパーおおぞら 特急スーパーとかち �6，500円 �3．500円 �NN6354A 

帯広→札幌 ����NN6354B 

新千歳空港（南千歳経由）→帯広 ��5，400円 �2，900円 �NN6355A 

帯広→新千歳空港（南千歳経由） ����NN6355B 

札幌→釧路 �特急スーパーおおぞら �8，000円 �4．500円 �NN6356A 

釧路→札幌 ����NN63568 

新千歳空港（南千歳経由）→釧路 ��7．600円 �4．300円 �NN6357A 

別路一新干繍窒漕（南千歳経由） ����iNN63576 

札幌フリーパス

利用日数 �代金（1名機） � 
おとな・こども伸学生滴欝 �団 

1日間 �2．600円 �NN6371A 

2日間 �3．200円 �NN6372A 

3巳間 �3．700円 �NN6373A 

4日間 �4．300円 �NN6374A 

●左記区間内において、普通列車・快速列車（自
由席）に限りご乗車できます。

道央フリーパス

利用日数 �代金（1名機） �団 
おとかこども（づ嘩動詞＃ 

2日間 �10，000円 �NN6392A 

3日間 �11，000円 �NN6393A 

4巳間 �12，000円 �NN6394A 

●左記区間内において、特別急行列車（普通
車／指定席・自由席）、普通列車・快速列車（普通
車／指定席・自由席）にご乗車できます。

道東ローカル線パス

利用日数 �代金（1名様） �座却 
おとな・こども（4嘩生掴凛 

2E】間 �4，000円 �NN6322A 

●左記区間内において、普通列車・快速列車（普
通車／指定席・自由席）にご乗車できます。

北海道フリーパス

利用日数 �代金（1名機） �薗 
おとな・こども細嘩生絹痍 

3巳問 �19，000円 �NN6363A 

4日間 �20．500円 �NN6364A 

5日間 �21．500円 �NN6365A 

●北海道内における特別急行列車（普通車／
指定席・自由席）、普通列車・快速列車（普通
車／指定席・自由席）にご乗車できます。

E：：：ニコスーパー北斗／北斗（函館一札楔）

スーパーおおぞら（札幌一釧路）

■－ス一代－とかち（札幌一帯広）

－流氷特急オホーツクの凰／オホーツク（札幌一網走）

スーパーカムイ／スーパ」－宗谷／サロペツ

（札幌一旭川）

t■■り流氷ノロツコ号（網走一知床斜里）

－旭山動物園弓（札幌一旭川）

［：二二二〇SL冬の湿原弓（釧路一標茶）

道内（北海道内相互発宕列車）は

全席禁煙となります。

■JR区間指定書つぶのご案内■
栗空等の引き換えについて
●乗車日当日、各乗車駅のみどりの窓口などにクーポンを提出し、乗車票類とお引き換えください（ご乗車
になる30分前までに必ずお引き換えください）。乗車駅以外でのお引き換えおよびご乗車はできません。
また、途中駅でのお引き換えおよびご乗車はできません。

ご利用上の注意
●指定席は当日柔章前に空席のある場合に限りご利用いただけます。ご利用の際はJR北海道内各駅のみ
どりの窓口などで乗車票矧こ引き換え後、指定席の交付をお受けください。満席の場合は自由席のご利用
となります。●グリーン車・寝台車をご利用される場合は乗車券部分のみ有効となり「特急券＋グリーン券
もしくは寝台券」が必要となります。なお、ホームライナーはご利用になれません。●利用期間・利用区間
短縮および未使用による払い戻し、現金追加による区間延長などはできません。●フライト（ご利用便）の
到着・出発時刻と列華の出発・到着時刻は50分以上の余裕を持たせてください。

道南フリーパス

利用日緻 �代金（1名様） �琶遜辞 
おとな・こども相嘩生摘凛 

2日間 �10．300円 �NN6382A 

3日間 �11．500円 �NN6383A 

4日間 �12．500円 �NN6384A 

●左記区間内において、特別急行列車（普通■　牽／指定席・自由席）、普通列車・快速列車（普通

事／指定席・自由席）にご乗車できます。

道東フリーパス

利用日数 �代金（1名機） �団 
おとな・こども伸学生洞礪 

3日間 �13，800円 �NN6323A 

4白問 �15，000円 �NN6324A 

5日間 �16．000円 �NN6325A 

・ノし叫さい、・丁二・言∴霊二∵∴：

道北フリーパス

利用日鞍 �代金（1名様） �四 
おとな・こども伸学生洞礫 

3日間 �13．000円 �NN6313A 

4日間 �14，000円 �NN6314A 

5日間 �15，000円 �NN6315A 

’一肌■恥■　　　　　　　　　●左記区間内において、特別急行列車（普通

園　　　　　芸ク雷震富苫諾うこ讐聖等諾」車（普通

■JRフリーパスのご案内■
フリーパスの引き担えについて

●乗車日当巳、各指定駅のみどりの窓口などにクーポンを提出し、フリーパスとお引き換えください（ご乗車になる30分
前までに必ずお引き換えください）。指定駅以外でのお引き換えはできません0

ご利用上の注窟

●指定席は空席のある場合に限りご利用いただけます。ご利用の際は」R北海道内番駅のみどりの窓口などでく道南フリ
ーパス〉〈道央フリーパス〉〈道東フリーパス〉〈北海道フリーパス〉に引き換え後、指定席の交付をお受けください0満席の

場合は自由席のご利用となります。●フリーパスの利用開始日はツアー出発日と一致しなくてもかまいません。●グリー
ン車偏台車をご利用される場合は乗車券部分のみ有効となり「特急券十グリーン券もしくは寝台券」が必要となります。
なお、津軽海峡線・本州直通列車・ホームライナーはご利用になれません。●有効期間利用開始日より起算した利用日数
になります。●利用期間・利用区間短紹および未使用による払い戻し、現金追加による期間延長・区間延長などはできませ
ん。●フライト（ご利用便）の到着・出発時刻と列華の出発・到着時刻は50分以上の余裕を持たせてください0

●代金に含まれるもの：「JR区間指定きっぷ」「JRフリーパス」それぞれに明示したJR運賃・料金、消費税。
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レンタカー　　　：諾望遠宗芸諾完荒芸濃漂諾三号3諾芸濃会社。てご予約くだ乱、。，慧慧施ジャルパック，

窃還冠雪認豊慧警濫濫E冨シムズのみ 
●30自前までにお申し込みなら1泊につき基本代金より日産小ヨタは抑割訓 

タイムズ・オリックスは　戯銅割訓 

E≡ヨD■内：車種指定＝8　車種指定なし＝7 

（1日間コースの設定はありません。Sクラスは、トヨタレンタカー・オリックスレンタカーの設定はありませ 
ん。また・延長1日コースはトヨタレンタカー・オリックスレンタカーの早決30の設定はありません。早決60 は日産・トヨタ・オリックスの設定はありません。） 

（注）営業所での手続きを手短かに終えるためにご出発前に必要事項をご記入いただきます。詳矧こついては、
旅行会社にお問い合わせください。混雑時は多少お待ちいただく場合があります。

クラス 会社名 ��Sクラス（定員5名） ��SAクラス（定員5名） ��Aクラス偲副文1 、、・、」 ※写真は各クラスの一例となりま ��　ノ ∠∠i乾草∨ノ、 達萄／Jトヨタ／ヴ．ッツ ��・曲学寺 －■7 ��ふ志望萱も 篭『伊『■伊 

す。 ����日産／ノート ��巳産／ティーダ 

【車種 �指定一覧】■車種指定なしと同代金とな。ます■葉脈または喫煙車をお選びし、ただけます。（増のレンタカーは禁煙車のみとな。ます。）　　　　団口内＝G（限定） 

日産レンタカー �� �� �� 

トヨタレンタカー 

タイムズカーレンタル （旧マツダ） トヨタ／カローラアクシオ （禁煙車指定） 

オリックスレンタカー トヨタ／カローラアクシオ（禁煙車指定）、 　ホンタンブリード（禁煙車指定） 

【車種 �指定なし】■禁煙渾または喫煙車をお選びいただけ紺0（一部のレンタカーは禁煙車のみとなります。）　　　　　　　　　　　　　伍正3口内：N 

日産レンタカー ��マーチなど同等クラス ��ノート、キューブなど同等クラス ��ティータこウィングロード、 ジュークなど同等クラス 

トヨタレンタカー ��ヴィッツ、パッソなど同等クラス ��ラクテイスなど同等クラス ��カローラフィールダーなど 　同等クラス 

タイムズカーレンタル ��マツタ／ァ三才、日産／マーチ、 ホンタンフィットなど同等クラス ��日産／ノートなど同等クラス ��トヨタ／カローラアクシオなど 　同等クラス 

オリックスレンタカー ��ホンタンフィットトヨタ／ヴィッツ、 ��日産／キューズ ��トヨタ／カローラアクシオ 
マツタ／デミオなど同等クラス ��ホンタ／フリードなど同等クラス ��日産／ティーダラテイオなど同等ク‾ス 

利用日数 ��代金（1台） �】既望；独 �代金（1台） �王 　唾狙 �代金（1台） �d一　つ 団 
10／1－5／19 ��10／1－5／19 ��10／1～5／19 

1日間コース �基本 �5，500円 �NN58515 �6．000円 �NN5851N �6，400円 �N［コ5851A 

1泊2日間 コ一一ス �早決60（タイムスのみ） �6，600円 �NG57225 �9，000円 �NG5722N �9．100円 �NG5■22A 早決30（タイムス・オリックス） �7．600円 �NG5732S �10，000円 �NG5732N �10，100円 �NG5132A 

早決30（日産・トヨタ） �8，100円 �NG57425 �10，500円 �NG5742N �10．600円 �NG5742A 

璽本 �8．600円 �NN5852S �11．000円 �NN5852N �11．100円 �N⊂汚852A 

2泊3日間 コ一・・ス �早決60（タイムスのみ） �9，600円 �NG57235 �12，700円 �NG5723N �13．600円 �NG51■23A 早決30（タイムス・オリックス） �11，600円 �NG5733S �14，700円 �NG5733N �15．600円 �NG5■33A 

早決30（日産・トヨタ） �12，600円 �NG57435 �15．700円 �NG5743N �16600円 �NG5743A 

基本 �13，600円 �NN5853S �16．700円 �NN5853N �17．600円 �N［コ5853A 

3泊4日間 コース �早決60（タイムスのみ） �12．600円 �NG57245 �16．500円 �NG5724N �18，000円 �NG5124A 早決30（タイムス・オリックス） �15，600円 �NG57345 �19．500円 �NG5734N �21，000円 �NG5■34A 

宇決30伯産・トヨタ） �17，100円 �NG5744S �21，000円 �NG5744N �22500円 �NG5744A 

基本 �18，600円 �NN58545 �22．500円 �NN5854N �24，000円 �N□5854A 

4泊5日間 コース �早決60（タイムスのみ） �15，600円 �NG5725S �20．000円 �NG5725N �22，600円 �NG5■25A 早決30（タイムス・オリックス） �19．600円 �NG57355 �24，000円 �NG5735N �26，600円 �NG5■35A 

早決30（日産・トヨタ） �21，600円 �NG57455 �26，000円 �NG5745N �28600円 �NG5745A 

基本 �23．600円 �NN5855S �28．000円 �NN5855N �30，600円 �N［コ5855A 

延長1日 コース �早決60（タイムスのみ） �3，000円 �NG5720S �3．700円 �NG5720N �4，200円 �NG5■20A 早決30（タイムス） �4．000円 �NG5730S �4フ00円 �NG5730N �5，200円 �NG5■30A 

早決30（日産） �4．500円 �NG5740S �5，200円 �NG5740N �5．700円 �NG5740A 

璽本 �5，000円 �NN58505 �5，700円 �NN5850N �6200円 �N□5850A 

※5泊6日間以上の利用をご希望の場合、4泊5日間コースに延長1日コースを不足日数分を追加してご予約くだ乱、0その場合レンタカー代金■純白5日間コースの利用開始日を基準とした代金に延長1日コースの利朋を基 

●㌣タ聖讐監通読

l＝園喝■

±＝山‾二二二二墓

相◆
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l豚孟醐レンタカー料金（カーナビ料金含む）、免責補償
料金、保険（下記の「保険について」参照）、消費税諸税。

li渠耳音諾＿諾往きiⅦ湖乗り捨て料金、有料道路料金、駐車料金、

ガソリン代。

臨闇‾師板癖耶仁音　節闘
保険・補鳳ま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。

●対人補償無制限〈1名につき、自賠責保険を含む〉

●対物補償・無制限〈1事故限度額〉
●車両補償一時価まで〈1事故限度額〉

●人身傷害補償・トヨタレンタカー・オリックスレンタカー・タイムズ
カーレンタルは1名につき3，000万円まで、日産レンタカーは1名につ

き5．000万円まで（介護を要する後遺障害1級、2級、3級の所定の症状

の場合は1億円まで）。
※搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後退障害を含む）につき、運

転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。
※お支払い額はレンタカー各社加入保険会社の約訊こ定められた宰準

での実損払いとなります。

l馳釧三≡l棚
‾1‾　【‾‾‾　‾■‾　▼▼■‾■H－‾′■‾■｝′】〉■－■▼′V‾　r〉L▲■′一’；■JHニー、‾U、ノしト70⊂トJL、ノ出ムlL・し－7■」J「つU可LUJlノーがごつエ羊1日リXXjJ王′こ1」J Lレl／かい場⊂コId・、只し／過しノ〃l（ご亡休し1場

問の短矧こよる払い戻しはできません◇●現地こて利用目数を越えた場合■掩長代金をお支払いいただきます（現地払い）。●1日間ユースの場合はご利用になるその日の営業時間内に返納してくだ乱、。空港対応店舗では日本航
対応店舗は1時間30分前となりますD）ただし・各店舗営業時間内での返納が優先となりますDまた、あくまでも目安時間とな。ますので混雑状況などによ。変更となる場合もございます。●ETC標準装胤お客さまのETCカードをご
営業補償として右記金額をご負担いただきます。（免責捕榊」度に加入されていてもご負担いただきますD）予定の店舗・営業所に季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、WBクラスは30．000

闘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乱、。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乱1。

●各レンタカー会社でl増し渡し時に運転者のお名前・ご連絡先などのお申し出が必要となります。また・過去にご利用時における駐車違反処理を行っていない場合は、貸し渡しができない壕
■■‡∃封仙l－■7■事Ill：RE⊃輝んナこ土謹言十一IR∠ゝlJ．71：6含J．止∠ゝ・食．．●ヽ＋JJ■、．、■＿．－u・．－＿＿＿－′▼－コ▲．」▲‥、、　一＿一　【【【－　　＿　＿．＿　▲　　＿、＿　－　　　　＿　＿



●力岬ナビにつきましては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
遠路や新規宿卦観光施設はカーナビに表示されない場合がありますc J

下記レンタカー会社・クラスにて車種がお選びいただけます。ツアーお申し込み時にお申し出ください。車種指定の設定がない場合またはご希望の車種が満車の場合は、車種指定なしでお申し込みくださいo

忘這「、㌦㌘スIB／HVクラス（定員5名） ����WAクラス（定員8名） ��WBクラス（定員8名） 

※写真は各クラスの一例と なります。 ��LJ酔 嘩一〉 �熱 トヨタ／プリウス �一・一1Il〆 ��　占i■■帆 　かピー ，．＿一一‘‾：：‾ 
罫㌻ ��℃ヽ、rけ－霊i一㌢∧ 

I雪間産′セレ， ��ら■■il‾傍　　　トヨタ／エスティマ 

【車種指定一覧】■車鵬定乱と同代金となります■葉煙草靴は喫煙車をお選びいただ甲す。（一訃のレンタカーは禁煙車のみとな。紺0）　　　　　t丞EB□曙G鱒定） 

日産レンタカー �� ��セレナ（禁煙車指定） �� 

トヨタレンタカー ��プリウス（禁煙車指定）、アクア（禁煙車指定） �� 

タイムズカーレンタル ��マツダ／アクセラ（禁煙車指定）、 トヨタ／プリウス（禁煙車指定） �� 

オリックスレンタカー �� ��ホンタンステップワゴン（禁煙車指定） 

【車種指定なし】■禁煙車または喫煙雫をお選仇、ただけ紺。（一部のレンタカーは禁煙車のみと別ます0）　　　　　　　　　　　　　　　囲口内：N 

日産レンタカー ��シルフイなど同等クラス ��セレナなど同等クラス ��エルグランドなど同等クラス 

トヨタレンタカー �� ��ノア、ヴォクシーなど同等クラス ��エスティマ、アルファードなど同等クラス 

タイムズカーレンタル ��マツダ／アクセラなど同等クラス（禁煙車指定） ��マツダ／ビアンテなど同等クラス �� 

オリックスレンタカー ��トヨタ／プレミオなど同等クラス ��トヨタ／／ソア、ホンタソステップワゴンなど同等クラス �� 

利用日数 ��代金（1台） �却 �代金（1台） �団 �代金（1台） �固辞 
10／1・－5／19 ��10／1・～5／19 ��10／1一一5／19 

相聞コース �基本 �7．700円 �N□5851B �12，000円 �N□585日〟 �14，500円 �NN5851Z 

1泊2日間 コース �早決60（タイムズのみ） �12，000円 �NG5t22B �20．400円 �NG5722W �－ �－ 苧決30汐イムズ・オリックス） �13，000円 �NG5■32B �21．400円 �NG5■32W �－ �－ 

早決30（日産・トヨタ） �13．500円 �NG5■42B �21，900円 �NG51142W �27．000円 �NG5742Z 

基本 �14．000円 �Nロ5852B �22．400円 �N□5852W �27．500円 �NN5852Z 

2泊3日間 コース �早決60（タイムズのみ） �18，000円 �NG5■238 �30．900円 �NG5723W �－ �－ 早決30汐イムズ・オリックス） �20，000円 �NG5■33B �32，900円 �NGS■33W �ー �－ 

早決30伯産・トヨタ） �21，000円 �NGS■43B �33，900円 �NG5■43W �41．000円 �NG5743Z 

基本 �22．000円 �N［コ58538 �34，900円 �N□5853W �42，000円 �NN5853Z 

3泊4日間 コース � �23．000円 �NG5■24B �40，300円 �NG5724W �－ �－ 早決30（タイムズ・オリックス） �26．000円 �NG5■348 �43．300円 �NG5■34W �－ �－ 

早決30（日産・トヨタ） �27，500円 �NG5■44B �′　44．800円 �NG5■44W �55，000円 �NG5744Z 

基本 �29．000円 �N［コ5854B �46，300円 �N□5854W �56．500円 �NN5854Z 

4泊5日間 コース �専決60（タイムズのみ） �28，500円 �NG5t25B �49．500円 �NG5725W �－ �－ 早決30（タイムズ・オリックス） �32，500円 �NG5■35B �53．500円 �NGS■35W �－ �－ 

早決30旧産・トヨタ） �34，500円 �NG5■45B �55．500円 �NG5■45W �69，000円 �NG5745Z 

基本 �＿36．500円 �N［コ5855B �57，500円 �N□5855W �71．000円 �NN5855Z 

延長1日 コース �早決80（タイムズのみ） �5．200円 �NG5■20B �9．700円 �NG5720W �－ �ー 早決30（タイムズ） �6，200円′ �NGS■30B �10．700円： �NG5730W �－ �－ 

早決30（日産） �6．700円 �NG5740B �11．200円 �NG5丁40V〕 �14，000円 �NG5740Z 

基本 �7，200円 �N□5850日 �11．700円 �N□5850W �14，500円 �NN5850Z 

した代金をカロ算してください。また、4泊5日間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。

m薮払1旅スケッチ設定ホテル（札幌／北広島／千歳／苫小牧／定山渓／小樽／／ノ函詑／湯の川／旭川

／帯広／稚内／釧路／網走地区のみ）

（注）一部地区では最寄りの営業所での配車となります。その際、レンタカー係員がホテルまでお迎えに行
き、レンタカー営業所までお送りします。
※レンタカー会社によって配車可能な地区は異なります詫招洞旅行会社にお問い合わせください。ホテル

配車をご茶聖の㍍合は前日もしくは当巳に宿泊の場合に限ります。

舌レンタカー会社指定営業所（空港営業所配車の場合、空港から無料でお迎えします。）

m∃桔組1旅スケッチ設定ホテル・‥日産・トヨタ・オリックス午前830以降、タイムズ：午前900以降

（地区によっては配車可能時刻が異なる場合があります。）

告レンタカー会社指定営業所　指定営業所営業時間内に限ります。

断頭脹揃■各レンタカー会社指定営業所（空港営業所返納の場合、空湾まで無料でお送りします。）

（注）ホテルへの返納はできません。

■責竹島渕l各レンタカー会社指定営業所　指定営業所営業時間内に限ります。

※空港対応店舗では日本航空の始発便～最終便まで配車・返華が原則可能です。

配車・返納エリアが興なる場合甥梨票諸芸だ警謡焉豊慧場諸賢浩志
利用開始日にてご予約ください。

逼垂室亘司 

両亭麺］頭重画 
7，000叫3，000円l馴1エリ≠‾ 

7，000円l7，000円l7，000円座内土リア 

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 

l旅行出発前予柳

●料金に含まれるもの：
乗り捨て料金、消費税等諸税

●函館エリア　函館空温、函館、湯の川

●札幌・千歳エリア…新千歳空港、札幌、光広象定山渓、千歳、苫小牧、室蘭、小樽、丘珠空港栄町
●旭川エリア…旭川空港、旭川、富良野　●稚内エリア・稚内　●帯広エリア…とかち帯広空港・帯広
●北見エリア・女満別空港、網走、紋別　●釧路エリア…釧路空港（たんちょう釧路）、釧路

合がご乱います。また、利用期間中の交通違反は返納時までに反則金のお支払をお済ませくだ乱、D●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0●走行距離に制限はありません0●利用時
空の始発便～最終便まで配車・返車が原則可能です。ただし、航空便に接続しない配車・返奉につきまして■ルンタカー会社営業時間内となります0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D（新千歳空琶
利用くだ乱1。（ET⊂カードの貸し出しなどは行っておりません○）●各クラスとも原則としてオートマチック車・カーステレオ（⊂Dプレイヤー）付き。●万一事故・盗艶・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、
円）、その他の場合50．000円（タイムズカーレンタルのWA、uBクラスは70・000円）0※ノンオペレシヨンチャージおよび駐華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乱＼0

JAUtyク
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観光タクシー　　　　：諾畏認諾諾貨認諾諾芸昆こ警慧諾・実施ジャ遥遠

●乗車定月刊、型奪ヰ型章／4名ジャンボタクシー／9名（特定大型車アルファード等は5名）
●代金に含まれるもの観光タクシー料金（走行料金、カイド料金、配車・乗り捨て料金、ガソ
リン代を含む。）、2日間コース以上の場合のトライハーの宿泊費食事代。
●代金に含まれないもの高速道路料金、駐車料全、行程中の各観光地における入場・入
園料全、昼食代など。

利用時間 �行程 �車種 �代金（1台〉 �馳 

董貞 �札幌市内 �札幌市内ホテル→時計台（各自払：200円）→旧道庁→大通公園→北海道神 �小型翠 �15．000円 �NN6331S 

中型車 �17，000円 �NN6331丁 
3時間 �宮→大倉山シャンツェ→旭山記念公園→中島公園→すすきの→札幌市内ホ テル 
コース ��ジルポタクシー �24，000円 �NN6331∪ 

拇印シ雄≡蓬至 �25．000円 �NN6331V 

札幌市内 �札幌市内ホテル→時計台（各自払：200円）→旧道庁→大通公園→大愈山シャ �小型車 �28，000円 �NN63325 
中型車 �31，000円 �NN6332T 

6時間 �ンツエ→藻岩山→羊ヶ丘展望台（各自払■500円）→北海道開拓の村（各自払・ 
コ一・・ス �　　　　　　⊂コ　　　／1長≧井 830円）→モエレ沼公図－札幌市内ホテル �ジルポタクシー �42．000円 �NN6332∪ 

粕研シー牝凰 �44，000円 �NN6332V 

小樽市内 6時間 �新千歳空港→小樽市内観光〈小樽運河・旧青山別邸（各自払：1．000円）・北－ 硝子・石原裕次郎記念館（各自払■1500円）〉→札幌または小樽市内ホ‾ル �小型車 �30．500円 �NN63335 
中型車 �33，000円 �NN6333T 

コース �ノlつ‾ （逆行程可） �ジけボタクシー �45，000円 �NN6333∪ 

ジ†滞桝椿毒重 �47．000円 �NN6333V 

函館市内 3時間 �函館空港→トラピスチヌ修道院→五稜郭→啄木小公園→立待岬→ハリスト �小型車 �15，000円 �NN6334S 
ス正教会（各自払：200円）→旧函館区公会堂（各自払：300円）→赤レンガ念 �中型車 �17 �NN6334T 

コ一・ス �庫→函柁地区または湯の川地区ホテル　　　　　　　（逆行程可） �ジルポタクシー �，000円 24．000円 �NN6334∪ 

函館山夜景 1暗闇30分 コース �函館地区または湯の川地区ホテル→函館山夜景観賞→函館地区または湯の �小型車 �7，500円 �NN6336S 

中型車 �8，500円 �NN6336T 

ジルポタクシー �12000円 �NN6336∪ 

富良野・ 美瑛 6時間 �旭川空港→パッチワークの路→新栄の丘一括宍館→上富良野→ファーム畠 �小型車 �30，000円 �NN63385 

田→ふうのワイン工場→表郷の森→富良野地区ホテル（→幾買→トマムホテ �中型率 �34，000円 �NN6338T 

コース �ル）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（逆行程可） �ジャンボタクシー �45．000円 �NN6338∪ 

釧路湿原 �釧路空港（たんちょう釧路）→丹頂鶴自然公園（各自払：400円）→細岡展望台 �小型車 �29．500円 �NN63405 
6 �→塘路■→シラルトロ湖→コツタロ÷星　望台→阿寒　区またl；川l湯地区 �中型車 ジャンボタクシー � � 

コース �　　　　　　　ヽ［コ　ミ または釧路地区ホテル　　　　　　　（逆行程可） ��33．000円 44000円 �NN6340T NN6340∪ 

摩周・阿寒 5時間 �女語別空海→美幌峠→屈斜路湖・砂湯→硫黄山→摩周湖展望台→900草原 �小型車 �25．000円 �NN63465 

中型車 �28．000円 �NN6346T 
コTス �展望台→阿寒湖→阿寒地区ホテル　　　　　　　　　（逆行程可） 

ジルボタクシー �42000円 �NN6346∪ 

網走・知床 5時間 �女満別空港→博物館網走監獄（各自払＝1，050円）一天郡山→小清水原生花 �小型車 �24．500円 �NN63475 

中型車 �28，000円 �NN6347丁 
コース �園→斜里→オシンコシンの滝→知床・ウトロ地区ホテル　　（逆行程可） 

ジルポタクシー �42000円 �NN6347∪ 

●行軍 �量の順序は変更となる場合があります0●観光施言餌休館日・開脚寺間などにより変更または割愛となる場合があります。 

上記はモテルコースとなります0番行程の変更などについては、ご予約後お早めに直接タクシー会社までご連絡

ください（利用タクシー会社については旅行会社へお問い合わせください）0ただし、ご利用時間内で下記〈こ利

用のご案内〉の範囲内の変更に限ります0また、円滑な旅程および安全運行上、お客さまのご希望に添えない

場合もありますのでご了承ください。

貸切バスプラ

（ご刊馬め七・；三内〉
●利用時間は午前8時から午後7時まで働光プランコースの函館山夜景1時間30分
コースは午後5時から午後9時まで）。フリープランコースの1日間コース以上の場合は1

日の走行距租300km以内であり、かつ1日の走行時間8時間以内偲光プランコースは
ご予約時間内での変更に限ります）。また、離島へのこ利用はできません。利用時間には

観光・見学喰卦休憩時間なども含みます（午前8時から午後7時までの間の8時間偲
光プランコースはご予約時間内）を超えない範囲で全行程が終了するようにお願いいた
します）0●お持ちになる荷物の量により車内が狭くなる場合があります。●多客時にや
むを得ない事情により小型車が配車されない場合は、中型争ワコンタクシーが配車され
る場合がありますのでご了承ください。ただし、事前の車種のリクエストはお受けできませ

上記〈ご利用のご案内〉の範囲内にて行程を組んでいただきますようお軌、します。範囲を超えた場合は、行程
の変更をお願いする場合がありますDまた、ご予約後お早めにご希望の観光地なとを直接タクシー会社までこ

連絡ください（利用タクシー会社については旅行会社へお問い合わせください）0ただし、円滑な旅程および安

全運行上、お客さまのご希望に凍えない場合もありますのでご了承ください。

ン：諾豊認諾諾諾志筑誓謡認諾昆こてご予約くだ軋り●リクエストでの受付となります。圏㈲肖料呵〈旅行企画・実旛ジャルパック〉

■フリープラン（バスガイド付き）

利用時間 �車種 �配車・降車場所 �l≡租 口内 S（サロンなし） 丁（サロン付き） �代金（1台） 11／1～12／26、 1／6～2／4、 2／12～4／27 �12／27－1／5、 4／28－5／18 �2／5一一7 �2／8～11 

半日 （4時間） �小型バス の場合、小型／ �札幌／小樽／ 千歳地区ホテル 】 †ス代金に＋10，000 �NN6190［コ �30，000円 �32，000円 �42．000円 �47，000円 

1日間 （8時間） ���NN6191□ �43・000円　F　45，000円 ��60，000円 �67，000円 

2日間 ���NN6192□ �120．000円 �134．000円 �154．000円 �168．000円 

3日間 サロン付き ���NN6193□ 円を加算してくだ �177．000円 、さい。 �198，000円 �228，000円 �249，000円 

■空港送迎プラン（バスガイドなし）

車種 �配車・降車場所 �代釜（片i百・1台） 〔コ内 5けロンなし） T（サロン付き） �11／1－12／26、 1／6～16、 3／1－4／27 �1／17～2／4、 2／12－28 �12／27～1／5、 4／28～5／18 �2／5～7　　2／8～11 

小型 バス サロン付き �〉新千歳空港 1† 札幌地区ホテル �NN6194ロ �20．000円 �21，000円 �22．000円 �27，000円 �33．500円 

新千歳空港 1† 小樽・定山渓・登別りレスツ・ニセコ地区ホテル の場合、小型バス代金に＋10，000 �NN6195ロ 円を加算してくだ �30．000円 、さい。 �30，000円 �32．000円 �42，000円 �47．000円 

■さっぽろ夜景プラン

利用時間 �車種 �配車・降車場所 �団 �代金 �（1台） �行程 11／1～2／6、 2／1■2～5／18 �2／7～11 

3時間 �サロン付き 小型バス ガイドなし �札幌地区 ホテルJ �NN6196S �20．000円 �28，000円 �11 月 �札幌地区ホテル（18：00発）→きっぼるホ ワイトイルミネーション（11月下旬から）→ 娼山記念公田→大倉山（車窓）→週星空二 塁聖賢幽→札幌地区ホテル （21：20頃着） 

サロン付き 小型バス ガイド付き ��NN6196T �25．000円 �33，000円 �1 月 以 降 �札幌地区ホテル（18：00莞）→大畠山（車 窓）→歪星也地之⊆坦 毘1→さっぽろホワイトイルミネーション （2月上旬まで）→札幌地区ホテル（21：00 頃着） 

北海道旧本庁舎（イメージ）

●乗車定員
ドリーム観光小型パス／25名（ご利用人数により21名または24名乗り
バスに変更となります。）

●代金に含まれるもの
小型パス料金（走行料金、カイト料金、配車・乗り捨て料金、カソリン代
を含む0）※2・3日間は上記料金のほか、乗務員の宿泊費（宿泊に伴う
食事代を含む）。※空清送迎プランおよびガイドなしプランはガイド料金
を除く。

●代金に含まれないもの
高速道路料金、駐車料金、行程中の各観光地における入場・入園料
金、昼食代など。

（こ利用のこ塞内〉
●貸切バスプランはお申し込みいただいてからお手配となります。●
フリープラン・空港送迎プランの利用時間（1日）は午前8時から午後
7時まで0さっlぎろ夜祭プランは、午後6時～午後9時まで。●1日の走

行距隊300km以内であり、かつ1日の走行時問は8時間以内（半日の
場合は4時間以内）。離島へのご利用はできません。利用時間には観
光・見学・食野・休憩時閻なども含みます。午前8時から午後7時まで
の間の8時間を超えない範囲で全行程が終了するようにお願いいた
します0範囲を超えた場合は、行程の変更をお願いする場合がありま
す。また、行程については直径バス会社にご相談いただきます。ご予
約後お早めにバス会社へご連繹ください。ただし、円滑な旅程および
安全運行上お客さまのご希望に添えない場合もありますのでご了
承ください。●フリープランは原則バスガイド付きとなります。
●多客時にやむを得ない事矧こより小型バスが配車されない場合
は・中型バス・大型バスなどが配車される場合があります。●天候や
道路状況などによりコースを変更・割愛、出発・到着時刻の遅延など
の場合があります（その際、代金の払い戻しはありません）。あらかじ
めこ了承ください。●行程内の色文字は㍍文字．下垂観光地、諒文字
（下得）入場観光地を表示しています。また、各観光地の後のて毒舌
訂歪軌捕料施設となり、お客さま負担の料金（おとな1名城当た
り）を表示しています。ただし、有料・無料に関する記矧はご利用いた
だくコースに対してのご案内です。また、行程内に表記している場所
以外で休憩をとる場合がございます。●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」が報務付けら
れました（一部座席を除く）。乗車中はシートベルトの宕矧こご協力を
お願いいたします。
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■ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年5月19日　　　　　　　　　　　　　≒取消料l』

■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ご予約ください。）〈旅行企画・実施ジャルパック〉医廼萄

北海道ならではの新鮮な食材を使ったバラエティ豊かなメニューをご用意いたしました。

巨頭●NN6021A

代金（1名様）12．000円

北海道出身の三園清三プロデュースのフレンチレストラン。素材をありのままに表現する
事をめざす奥深さと資沢さは、まさにミクニだけが持ち得る最大の魅力。パティシ工が腕
を振るうデザートや、料理に華を涛えるソムリエ特選ワインもお楽しみください。

■

■rL　　・｝　一二’

暮営業時間17－30～22：00（ラストオーター2130〉　t定休日不定体
■場所ヰし幌ステラプレイス剖準l■お問い合わせ先01ト25ト0392

Menu～MenudeMMikunin～

北海道産の厳選された食材の“はしり’一・“旬1－・“なごり”、それぞれの
素材が持つ美味しさと季節感を大切に、素材そのものの奥深さと、贅
沢さを生かした創作フレンチ「辛ユイジーヌ・ナチュレル」をご堪能く
ださい。

ト等幸三司．NN6021E

代金（1名様）4，000円

大倉山ジャンプ競技場からのすばらしい札幌の夜宗と、上質のジンギスカン・ラム料理を
味わう。北海道産食材をふんだんに取り入れたお料理の他、厳選した素材をこだわりオリ
ジナルレシピのタレと薬味で堪能する、上質でおいしい時間をお楽しみください。‾‾▼▼「i、■’l郡二

一一　　　　　一　一　　　　　　一　　■

掛擁璃津痩す群数

■営業時間：17．30～2130

（ラストオークー2100）

■定休計無体
■場所：札幌市中央区宮の森1274
番大倉山ジャンプ競技場内クリスタ
ルハウス2F

tお問い合わせ先－01ト631－1114
欒基本は窓側のお席をご用意します
が、団体予約等が入っている場合
は窓側の唐にならない場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。

Menu～JALパックオリジナル夕食コース～
プレミアムカットステーキ・焼き野菜・蒸ラムシャブ・ライスいくら添え・

デザート

よう～三塁側＝網、㌢よ．国

ワンドリンクサービス

共通のご案内　●ご予約は2名様以上となります。（小学生未満はお申し込み同伴いただけません）。また、「ミクニサッポロ」は1テーブルは2～6名様までのご利用となります。「さっぽろ浪花亭」は2名標はカウンター席、3名
目様以上はカウンターかお部屋をお選びいただけます。●おとな・こども同じメ二ュrとなります。●メニューの変更・払い戻しはできません。●「THEJEWELS」のご利用時問は1700～、「ラムダイニング大台山」のご利用時問は
1730～、「ミクニサッポロ」「さっぽろ浪花宇」「五島軒」のご利用時問は1800～、「RestaUrantM0日ere」のご利用巳奇問は、リクエストとなります。ご希望の時間や変更をご希望の場合は　ご予約矧こお申し出ください。なお、

■ご希望にノ芥えない場合がありますのであらかじめこ了承ください。●営業時間・定休日は変更となる場合があります。メニュー内容は月ごとに変更となります。詳矧こついてはご利用になる前にお客さまご白身で直接現地にご
l確認ください。●食材のアレルギーや苦手な食材がありましたら、ご予約矧こお申し出ください。●代金に含まれるもの食事代（サrビス料・消費税等諸税を含軌「THEJEVVELS」のもいわ山ロープウエイ往復乗車代金0　●
．代金に含まれないもの指定メニュー以外の食事代、追加飲食に伴う料金（サービス料消貧税等諸税を含む）

JAUbク
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匡流氷観光砕氷船「お－ろら弓」
■ご利用いただける期間：2014年1月20日～3月31日l取消料l∃廉行企画・実施ジャルパック〉

■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ご予約ください。）匪塾頭

一面の流氷の海は、まさに圧巻。ダイナミックな自然の厳しさと美しさを堪能してください。

発着場所 �所要時間 �代金（1 �名様） �出航時刻 ����輯辞 
おとな �こど緑小学生） �1月 ��2・3月 

お一ろら ターミナル �約60分 �3，300円 �1．650円 無料 �09 �00発 �09 �30発 �NN6850A 011 �：00発 �011 �：00発 �NN6850B 

13 �00発 �12 �30発 �NN6850C 

15 �00発 �14 �：00発 �NN6850D 

－ ��15 �30発 �NN6850E 

…詰罠違憲芸二二≡芸偶の中でご利用いただけます0葦靂
i議諒議這論議童話苗蒜遠有美読蒜言遺言諒諒ノます（欠航条件強臥高波、流氷翫批∵喪ド∵
●流氷が海上周辺にない場合は海上遊覧となります。あらかじめご了承ください。
●流氷の漂着時期また無氷海面時期などについての詳しい情報は下記ホームページにてご覧いた

だけます。また、12ページに流氷状況－lnformatlOnをご案内しています。

http：／／wwwl・ka．ho・mlLtgO，JP／KANl／l⊂enter，html

●代劇こ含まれるもの：流氷朝光砕氷船「お－ろら号J乗船料金、消費税等諸税。
〈お問い合わせ〉道東観光開発（樵）TEL．0152－43－6000

写実提供．網走市観光協会

0知床・世界自然退屈トナQO

「・　嘩ト十・∴－「－∴ィー∵一■～、＝■J‥■r■、‾

団流氷砕氷船「ガリンコ弓ⅠIJ
■ご利用いただける期間：2014年1月20日～3月31日間消料1』〈旅行企画・実施ジャルパック〉

■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ご予約くださし、。）匝麺画

巨大なドリルで流氷を砕きながら進みます。雄大な景色とともに冬のオホーツクを満喫できます。

JALパック
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発着場所 �所要時間 �代金（ �1名桜） �出航時刻 ���・固辞 
おとな �こども（小学生） 

紋別 「オホーツク・ ガリンコタワー」 海洋交流館前 �約60分 �2，700円 �1，350円 は無料 �3億 �10 �30 �NN6851A 
4便 �12 �00 �NN6851B 

5便 �13 �30 �NN6851C 

6便 �15 �00 �NN6851D 

●■少催行人員：1名

●出航時刻の15分前には乗船手続きをお済ませください。
●気象状況により所要時間の変更や、欠航となる場合があります（欠航条件強臥高波、流氷監志）。
●流氷が海上周辺にない場合は海上遊覧となります。あらかじめご了承ください。
●流氷の漂着時期また無氷海面時期などについての詳しい情報は下記ホームページにてご覧いただけます。

http：／／wwwlkalh〇・mL■tgOJP／KANl／1⊂enter，html

●代金に含蒙れるもの：流氷砕氷船「ガリンコ号皿乗船料金、消琵税等諸税。
〈お問い合わせ〉オホーツク・ガリンコタワー（株）TEL．0158－24－8000

殺 手ぶらでカーリング体験：諾㌫品漂諾慧訟1。師で．漂　、、ヤ蒜

冬季オリンピックの人気種目であるカーリングを手矧こ体験しよう。車イスご利用のお客さまでも安心してご利用いただけます。
専門のインストラクターが、カーリングのルールから実戦まで丁寧にレクチャーしてくれるので安心して楽しめます。

コ一・・ス �代金（1名機） �集合時間 �集合場所 �橿覇王I 
おとな（12歳以上） 

カーリング体験（120分）〈カーリング説明・ �6，500円 �09：30 �札幌駅北口 �NN6853A 

氷上にて基本動作の練習・ミニゲーム〉 ���鐘の広場 

●ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年3月31E］の月～金曜日（ただし、第3月曜日〔祝日の場合は第4月曜日〕と12／30
～1／3を除く）

●最少催行人員：2名／12歳以上
●お客さまでご用軌lただくもの：暖かく、動きやすい服装（スキーウエア・ジーンズなどは不可）、手袋、帽子、汗ふきタオルなど
●札幌市内中心部（中央区、豊平区、札幌駅周辺）ホテルからの送迎も行っています。ご予約時にお迎え場所ホテルをお申し出くださ

い。また、ホテルから出発の場合は09－25までにロビー周辺にお集まりください。

●上履きへの履き替えが必要なため、ご予約時に足のサイズをお申し出ください。
●幸イスをご利用のお客さまは、ご予約時にお申し出ください。
●代金に含まれるもの：カーリング体験（約120分）、カーリング道具レンタル料、カーリングスタジアム利用料、インストラクター指導

料、タクシー送迎代、消費税等諸税。
〈お問い合わせ〉（株）北海道宝島トラベル　TELOlト252－2114

田スノーモビルランドサッポロ：認諾認諾霊昌雲詰憲≡㌫？Å諾芸濃悪習諾昔還蒜
スノーモビルで日本最大の山岳・樹海コースを体験。山頂からは白一色の札幌市街を眼下に見下ろせます。

台紙付き

喜賽の汗だ≪ツア凸1枚サービス
グループで楽しむ！ライセンスも取れる！
真冬のスポーツを堪能した後は冷えたビール1杯または500mLの

スポーツドリンクをご用意。

コ一・ス �所要時間 �代金（1台〉 �田辺 

ダイナミックコース �約1時間 �一人乗り　8，500円 �NN6852A 
二人乗り12，750円 �NN6852B 

エキサイティング 　コース �約1時間 30分 �一人乗り13，000円 �NN6852C 

二人乗り　19．500円 �NN6852D 

●最少催行人員：2名または3名（スノーモビルの利用が2台以上の場合に関りま
す。）／16歳以上

●スノーモビルはインストラクター同行の一人乗りまたは二人乗りです（自動車

免許不要）。
●概彗・天候状況などによりコースの距離に変更が生じたり、催行されない場合

があります。あらかじめご了承ください。

●各コースの前に練習コースで操作方法などをお教えします。操作方法は簡単
ですが、万が一インストラクターの判断で乗車不適切とみなされた場合は、コ
ースへのご参加をお断りする場合もあります。あらかじめこ了承ください。

●ご旅行最終日にご利用される場合、航空便との接続時間にご注意ください。

（18時以降のフライトが目安となります。）

●代金に含まれるもの：スノーモビル料金（練習コース料金含む）、レンタルウエ
ア料金、送迎料金、保険料金、消費税等諸税。（送迎を利用しない場合の払い戻
しはありません。）

〈お問い合わせ〉スノーモビルランドサッポロTEL．011－661－5355

札幌市内42ホテルからの送迎を

ご用意しています。

札幌地区旅スケッチ設定ホテルからの送迎をご
用意しています（シャトレーゼガトーキングダムサ
ッポロホテル＆スパリゾート、シェラトンホテル札

幌を隙く）。また、ほかのお客さまと濾乗になりま
す。各ホテルへは09’00～10．00または13．30～

14：30頃お迎えにまいります。送迎をご利用希望

のお客さまは、お客さまご自身でご利用日の5日前
～前日15：00までに直接現地へご連結ください。

エキサイティングコース90分
＋

ライセンスコース30分

●最少催行人員：2名／16歳以上

●スノーモビルはインストラクター同行の一人乗りとなります。（自動車免

許不要）。
●積雲・天候状況などによりコースの距離に変更が生じたり、催行されない

場合があります。あらかじめご了承ください。
●各コースの前に練習コースで操作方法などをお教えします。操作方法は

簡単ですが、万が一インストラクターの判断で乗車不適切とみなされた場
合は、コースへのご参加をお断りする場合もあります。あらかじめご了承

ください。

●ご旅行最終日にご利用される場合、航空便との接続時問にご注意くださ
い。（18時以降のフライトが目安となります。）

●代金に含まれるもの：スノーモビル料金（練習コース料金含む）、レンタル
ウェア料金、送迎料金、写真（1校）代、スポーツドリンクまたはビール代、保

険料金、消琵税等諸税。（送迎を利用しない場合の払い戻しはありません。）

運営：スノーモビルランドサッポロ
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巳知床流氷ウオーク
■ご利用いただける期間：2014年2月1田～3月20日l取消料l』〈旅行企画・実施ジャルパック〉

■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ご予約ください。）画

ガイドとともに、知床の流氷の海を歩きます。保温抜群のダイビング用ドライスーツ着用だから海に落ちても大丈夫。

発着場所 �所要時間 �出発時刻 ��代金（1 �名様） �題 
おとな �こども（6歳～11観） 

ウトロ滝 （注） �1時間30分 勤） �06 �00 �4，500円 �2，200円 �NN6854A 
09 �00 ���NN6854B 

11 �00 ���NN6854C 

13 �00 ���NN6854D 

15 �00 ���NN6854E 

（注）ウトロ選沿岸の流氷状況が不安定な時は移動する場合があります。

●土少催行人員：1名／6歳以上（小学生未満はご参加いただけません）／身忘120cm以上および2km以上通常歩行が可能な方

●お客さまでご用憲いただくもの：動きやすい服装（スカートは不可）、タオル、帽子、手袋、サングラス、髪の長い方はヘアゴム
●天候状況などによって中止になる場合があります。

●専用ドライスーツをご着用いただきますが、吉回りおよび手首部分から若干の水分の浸入が確認される場合があります。あら
かじめご了承ください。（靴はドライスーツと一体になっています）

●カメラなど破損の恐れのある員重品は、ご自身の責任のうえでお持ちください。

●刊床・ウトロ地区旅スケッチ設定ホテルにご宿泊の場合、ホテルから送迎サービスを行っています。ご参加の前日、ご宿泊フロン
トへお問い合わせください。

●ドライスーツ準備のため、ご参加人数分の身長・体重・性別をご予約時にお申し出ください。

●代金に含まれるもの：専用ドライスーツ・グローブレンタル料金、ガイド料金、保険料会、消費税等諸税。

〈お問い合わせ〉MarlneEnterprrsePro」eCt TEL．0152－22－5288

転完了∴

（イメージ）　　　　　　　　　　（イメージ）

田知床スノーシュー体験
■ご利用いただける期間：2014年2月1日～3月31日l取消料ld〈旅行企画・実施ジャルパック〉

■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ご予約ください。）画

スノーシュー（西洋かんじき）をはいて知床の自然を満喫する体験メニュー。運が良ければ動物に出会えるかも。

コ一・ス �利用時間 �代金（1 �名様） �団 
おとな �ことも（6簾～小学生） 

フレペの滝スノーハイク � �4，000円 �2，500円 �NN6855A 

冬の絶景スノーシューツアー � �5，000円 �3，500円 �NN6855B 

●七少催行人員：1名／6歳以上（小学生未満はご参加いただけません）／身長120cm以上および2km以上通常歩行が可能な方
●お書きまでご用意いただくもの：スキーウェアなど防水性のある上着・ズボン・靴。インナーとしてフリースなどの防寒着、スキ

ーグローブ、タオル、帽子、手袋、サングラスなど。汗のかきやすい方は着替え（ジーンズ・スカートでの参力口は不可）。

●天候状況などによって中止になる場合があります。●動きやすい服装でご参加ください。
●カメラなど破損の恐れのある貴重品は、ご自身の責任のうえでお持ちください。
●知床・りトロ地区旅スケッチ設定ホテルにご宿泊の場合、ホテルから送迎サービスを行っています。ご参加の前日に知床オプシ

ョナルツアーズSOTlまでご連絡をお頗いします。その際、集合場所・出発時刻・現地の状況についてのご案内をいたします。

●スキーウェア上下・グローブ・長靴の貸出しを行っています（おとなのみ）。ご予約時に、身長と足のサイズをお申し出ください。
●代金に含まれるもの：スノーシューレンタル料金、ガイド料金、保険料金、消費税等諸税。
〈お問い合わせ〉知床オプショナルツアーズSOTI TELO152－24－3467

オ訝
臼プレミアム摩周湖星紀行

■ご利用いただける期間：2013年11月1日～2014年3月31日収消料は〈旅行企画・実施ジャルパック〉

■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ご予約ください。）匪麺画

真っ暗な「夜の摩周湖」、天上で繰り広げられる星を見に行きませんか？専属ガイドとともに星空を鑑賞するとっておきのツアー。

北緯43度、東経144度。人工の音

も光もない摩周湖第三展望台、眼
下には世界有数の透明度を誇る
摩周湖の湖面が広がっています。
ここが「プレミアム摩周湖星紀行」
のステージです。夜空には降り注
ぐような神秘の”天の川Mや惑星が
燦然と輝いています。宍っ日昌な「夜

の摩周湖」、天上で繰り広げられる

星のカーニバル。はじめて「満天
の星」という言葉の意味を知るこ
とでしょう。専属ガイドがご案内い
たします。

代金 �（1名様） �時間 �所要時間 �臨由 

おとな仲学生以上〉 �こども（小学生） 

6．000円 �4，200円 ●3歳以上の未就 学児壷は500円 � �約120分 �NN6201A 

●翁少催行人員2名●専属ガイドが同行いたします。●防寒着上下、防寒
靴、帽子、手袋など曙かい服装をご準備ください。●川場地区旅スケッチ指
定ホテルにご宿泊の場合、ホテルからの送迎サービスを行っています。チェッ
クインの際、ご宿泊フロントへお問い合わせください。川湯地区以外にご宿泊
のお客さまは、1930までに直接（樵）ツーリズムてしかがへお越しください。
●星空が見えない天候の場合は「二コ二コガイドと行く1暗闇探検隊」に変更
になります。●天候によるプログラムの決定は当日18’30分頃です。●代金
に含まれるもの：摩周湖星紀行参加料金、専属ガイド料金、消費税等諸税。くお問
い合わせ〉（株）ツーリズムてしかが　TEL．015－483－2101

田寺の朗湖絶景ポイントを歩く！スノーシューガイドツアづ諾冨岩諾諾認諾器認諾慧禁謂畏芸警ぷ品

摩周湖第一展望台近辺のベストスポットへご案内！雪上を自分の足で歩きながら絶景の摩周湖を楽しめます。

出発場所 �所要時間 �代金（1 �名桜） �出発時間 ��団 
おとな（中学生以上） �こども（6歳～小学生） 

摩周湖第一 展望台駐車場 �約90分 �4，000円 �2，000円 �09 �30 �NN6857A 
13 �00 �NN6857B 

15 �00 �NN6857C 

●最少催行人員：1名／6歳以上（小学生未満はご参加いただけません）／身長120⊂m以上および2km以上通常歩行が可能な方
●お書きまでご用意いただくもの：スキーウエアなど防水性のある上着・ズボン・靴。インナーとしてフリースなどの防寒着、スキ

ーグ田－ブ、タオル、帽子、手袋、サングラスなど。汗のかきやすい方は着替え（ジーンズ・スカートでの参加は不可）。

●天候状況などによって中止になる場合があります。●動きやすい服装でご参加ください。

●カメラなど破損の恐れのある責垂品は、ご自身の責任のうえでお持ちください。
●代金に含まれるもの：スノーシューレンタル料金、ガイド料金、保険料金、消費税等諸税。

〈お問い合わせ〉株式会社ツーリズムてしかが　TELO15－483－2101 （イメージ）　　　　　　　　　　　　　（イメージ）

田釧路湿原ウインターカヌー＆湿原ウオッチング：諾冨妄語蒜濫諾、≡芸諾温漂漂謂芸器遥遠

輝く霧氷、野生動物たちとの出会い、流れる“はす葉氷”を間近に見ながらカヌーをゆっくりと
進めて行きます。カヌーの後は下った釧路川と湿原を見渡せる絶景ポイントをご案内します。

コース �代金（1名様） �日夕ヰ時間 �所要時間 �団 
おとな仲学生以上〉 

ウインターカヌー＆湿原ウォッチング �9，800円 �08：00 �約4時間 �NN6856A 

●最少催行人員：2名　●お客さまでご用意いただくもの：防寒性、防水・防風性のある上着・ズボン、防寒靴。インナーとしてフリースなどの防寒着、ニット帽、手袋など。
●川の結氷時、荒天時は中止となる場合があります。●ご参加の前日に、天候、送迎なども含め最終打ち合わせを行いますので、（樵）釧路マシュー＆リバーまでご連

結をお願いします。

●代金に含まれるもの：カヌー用員レンタル代、ガイド料金、回送料金、傷害保険代、消費税等諸税。〈お問い合わせ〉（株）釧路マーシュ＆リバー　TELO154－23－7116
（イメージ）

JAUマック
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JAUでックのツアーに参加でマイルがたまります。

JALマイレージバンク会員の方は、区間マイルの50％を積算いたしまも

※マイル積算率は2013年7月現在の情報です。予告なく変更される場合がありますのであらか

じめご了承ください。

※経由地やご利用便の変更などにより積算されるマイル数が掲載のマイルと異なる場合、また

マイレージプログラムのサーヒス内容の変更ヰ止などの場合も、ジャルパックはその責任を

負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

誉マイレージサービスに関するお問い合わせ、登鐘などはお客さまご自身で下記までご確認い

ただくか、JALホームページをご覧ください。

JALマイレージバンクに関するお問い合わせ

JALマイレージパンク8本地区会Jt事精局　PHS／海外などから　TEL：03－5460－3939

型0570・025－039富孟詣誤認／霊蒜閲p小b／
入会漬みの方へ‘お得憲橙番号を賃前にお申し込み先へお伝えいただくと、マイル登把がスムーズで弟

智慧芸蒜還蒜がお槻

WWWtjaJ．co．jp／dom／service／touchandgo／

旅行条件（要約） お申し込みいただく前に、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。　　　20136

■募集型企画旅行契約　この旅行l才、株式会社ジャルパック（以下「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、旅行条件害、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

約の誹によります。

瞥旅行契約の申し込か旅行契約成立（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、旅行代金または耽肖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遅算して3

日以内に旅行申込雷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．13E］前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に全飯お支払い

いただきます。

i旅行代金　旅行代金は、矧こ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。

は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0また・悪天候などお客さまの欝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。

♯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、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参

加のお客さまから逓送・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顔代金をそれぞれい

ただきます。

a）21日前まで
注（11ヨ前まで）

b）20E］～8［ヨ前

注（10日～8日抑

e）旅行開始日

当日（fを除く）

畑旅行開始後
または

無遷韓不参加

※l取消料lヨ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、∂、bの取消料は（）内の期日とします。

b）3日～2日前

d）利用開始日

当日（eを除く）

e）利用開始後
または無連結不参加

※間消料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日・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日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。

■旅行条件・旅行代金の基準期旧　この旅行条件は、2013年7月1日を基準としています。また旅行代金

は2013年7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。

■ご注意（1）お客さまのご都合によるご予約硬や旅程の変更はできません。（2）交通渋滞など当社の矧こ帰

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費用を差し引いた金額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・交通死等はお客さまのご負担となります。

攣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苔等（以下「販売店」という）および
当社は、申込空に記載された個人情報について、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0＊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「旅行条件杏」および当社ホームページ

（http＝／／VVWWJaLc0．」P／domtour）をご参照ください。

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儲許深謀00
＊旅行会社の方は、ジャルパック国内ツアづスクへお問い合わせくだ乱、。IP・電話を利用しております。

（電話番号は「JALSaIesWeb」にご案内しております。）

匝行企画・実施】

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

㊤岩轡慧野庭慧警芸晋呈
春夏秋冬

季節のリズムで放しましょう！

旭陥釧路
1年ltは一休み

11210013 桓分司Å「
発行日：2013年7月22［］1307／DN　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
〈受託販売〉

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営
業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠
慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。


