


日程 行  程 食事 

1 

JR札幌駅北口 === 札幌北 IC === 砂川 SA === 旭川鷹栖 IC === JR旭川駅 ==  
07:45             （休憩 15分）           10:00 ※合流ポイント 

== 薬膳＆ギャラリーHONZOU 本草 === 旭川北 IC === 士別剣淵 IC === 道の駅なよろ == 
   （薬膳講演＆薬膳昼食 150分）                    （休憩 15分） 

== 道の駅おといねっぷ === 豊富温泉 
     （休憩 15分）     17:30 

※合流ポイント 
 札幌駅出発・旭川駅出発のお客様が 
ここで合流となります。 

× 

昼 

夕 

2 

【基本プラン】 

終日フリータイム 豊富温泉にて湯治体験（湯治ガイダンスあり）豊富温泉内レストランにて昼食 ♪椅子ヨガ体験（共通） 
２日目夕方もしくは夜 
または ３日目朝に実施予定 

 ※３日目の朝に実施の場合は 
豊富温泉出発は１時間後ろ倒しと 

 なります。 
 

朝 

昼 

夕 

【稚内観光プラン】  

豊富温泉 === 宗谷丘陵 ====== 宗谷岬 ====== うろこ亭 ======== 稚内駅 == 
09:00     （車窓）    （観光 40分） （チョイス昼食 90分） （観光 30分） 

== 稚内港北防波堤ドーム === ノシャップ岬 === 豊富温泉 
       （車窓）      （観光 30分）    15:30                           

3 
豊富温泉 === 道の駅てしお === 道の駅風Ｗとままえ === 留萌大和田 IC === 砂川 SA == 札幌北 IC === 札幌駅北口  

10:00    （休憩 15分）   （自由昼食 60分）            （休憩 15分）          16:00  
※札幌駅到着後解散 

朝 

× 

× 

 

豊富温泉（泊） 

豊富温泉（泊） 

この旅行は、札幌観光バス株式会社（以下「当社」という）が企
画・募集し実施する企画旅行で、この旅行に参加されるお客様は当
社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）が締結するこ
とになります。

●旅行のお申込み及び契約成立
⑴所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、次に定める申込金また
は旅行代金の全額を添えてお申込みいただきます。なお、お申込金
は「旅行代金」「取消料」「違約金」の一部または全部として取扱
います。

⑵電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段にてお申込みを受け
付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社か
ら予約の旨を通知した後、予約の申込み翌日から起算して3日以内に
申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申
込金を提出されない場合は、申込みはなかったものとして取扱いま
す。
⑶通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時
に成立します。ただし、e-mail等の電子承諾通知による方法により
通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するもの
とします。

●旅行代金のお支払
旅行代金の残額は、旅行開始の前日から起算してさかのぼって21日
目に当たる日（以下「基準日」という）より前にお支払いいただき
ます。但し、基準日以降にお申込みされた場合や催行可否を待つ必
要がある場合は、申し込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した
日までにお支払いいただきます。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送・宿泊機関の運賃・料金、観光料金
（入場・拝観・ガイド等）及び消費税等諸税。これらの費用は
お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻し
いたしません。また、旅行日程に記載のない交通費などの諸経
費及び個人的性質の諸費用は含まれません。

●取消料
旅行契約の成立後、お客様の都合で取消される場合には、旅行
代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料をいただきま
す。既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の
取消料を差し引き払い戻しいたします。
申込金で取消料がまかなえない時は、その差額を申し受けます。
なお、取消日とはお客様が当社の営業日かつ営業時間に解除す
る旨をお申し出いただいた日とします。またお客様の都合によ
り出発日やコースなどのご予約の変更を希望される場合も適用
となります。

●旅行保証
当社は、別途定める契約内容に重要な変更が生じた場合、旅行代金
の一部を乗じた変更補償金をお支払いいたします。詳しくは旅行条
件書（全文）にてご確認ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2017年04月01日を基準としています。
また旅行代金は2018年10月01日現在有効な運賃・規則を基準とし
ています。
※旅行代金に諸税・サービス料が含まれております。

●個人情報の取扱について
⑴当社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お
客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配及びそれらのサービスの受
領のため必要な範囲内で利用させて頂きます。
⑵当社および販売店にて取扱う商品・サービスなどのご案内、ご意
見ご感想の提供・アンケートのお願い、統計資料の作成にお客様の
個人情報を利用させて頂くことがあります。

●旅行企画・実施

札幌観光バス株式会社ツーリズム営業部
〒 060-0002
札幌市中央区北2条西3丁目1番敷島ビル5階
北海道知事登録 旅行業 第2-631号
国内旅行業務取扱管理者 本田 純一

（2018.10.12）

※取消料（おひとり様につき）

日帰り旅行以外 日帰り旅行

21日前にあたる日まで 無料 無料

20日前にあたる日以降 旅行代金の20％ 無料

10日前にあたる日以降 旅行代金の20％ 旅行代金の20％

7日前にあたる日以降 旅行代金の30％ 旅行代金の30％

旅行代金の40％ 旅行代金の40％

旅行代金の50％ 旅行代金の50％

旅行代金の100％ 旅行代金の100％

旅行開始日の当日

旅行開始後の解除・無連絡不参加

旅行開始日の

前日から

起算して

さかのぼって

取消日

旅行開始日の前日

※お申込み金（おひとり様につき）

旅行代金 20,000円未満 50,000円未満 100,000円未満 100,000円以上

申込金 5,000円以上 10,000円以上 20,000円以上 旅行代金の20％以上

旅行条件書【要旨】 この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認のうえお申込みください。

※行程表の( )内の数字は滞在予定時間を記載しています。旅程は道路状況や、受け入れ先の都合により変更となる場合がございます。

※ツアー代金に含まれるもの
・移動費

1日目札幌駅北口→豊富温泉
2日目豊富温泉→稚内観光→豊富温泉
3日目豊富温泉→札幌駅北口までの送迎費用

・運行会社
個人タクシーエース会・東邦交通 ・明星ハイヤー・札幌観光バスを予定

記入例：===バス・タクシー

ツアーのご予約に関するお問い合わせ

TEL:011-206-0225
FAX：011-206-0189
受付時間：10：00-18：00
日曜日定休・12/30-1/3休み

左記QRコードを読み
取り、専用のお申し
込みフォームからお
問い合わせください。

前泊・後泊が必要な方へ

札幌市内または旭川市内の前泊、
あるいは札幌市内の後泊が必要な場合
は、お気軽にお申し付けくださいませ。

※お問い合わせ頂いてからの空室・料金確認と
なります。お早めにご相談ください。

※小学生以上1名様あたりの料金（円／税込）で記載しています。
※旭川駅出発の方は旅行代金がおひとり様あたり2,000円割引となります。
※小学生未満のお子様については、お食事が必要な場合別途お申込みが必要となります。
必ずご予約の際にお申し出ください。お申し出がない場合は【食事なし】でのご案内となります。
ご宿泊については添い寝でのご利用となります。大人1名様につき1名まで添い寝が可能です。

※催行決定は小学生以上の参加者人数での決定となります。添い寝での参加者は催行決定人数に
含まれません。

・宿泊費（朝食・夕食各2回付き）
・昼食費（1日目・2日目の計2回）
・薬膳講座1回
・体験ヨガ1回
・旅行保険

大浴場イメージ ロビーイメージ
大浴場イメージ 和室イメージ

ニュー温泉閣ホテル川島旅館
2016年に全面リニューアル。優しい雰囲気の旅館です。

※川島旅館設定除外日：1月18日出発・1月23日出発・3月21日出発は川島旅館は選択できません

2012年に大浴場がリニューアル。ゆっくり温泉を楽しめます。

札幌出発料金 
※旭川出発は 2,000円割引 

1名 1室 2名 1室 3名 1室 4名 1室 

ニュー温泉閣ホテル 108,000 94,000 89,000 89,000 

川島旅館 
※ 一部設定除外日あり 115,000 98,000   

 


