
出発日
宿泊地・施設名

添乗員

最少催行人員
食事

お申込み前に裏面の「共通のご案内」及び「ご旅行条件」を必ずお読みください。
2016年10月15日（土）出発日限定

現地添乗員が1日目函館空港（又は五稜郭駅）より
3日目新千歳空港まで同行してお世話いたします。

湯の川温泉：平成館しおさい亭   
ニセコ：ヒルトンニセコビレッジ

6名
朝食2回、昼食3回、夕食2回

■日程表
スケジュール ◎：入場観光 ○：下車観光

10
月
15
日（
土
）

10
月
16
日（
日
）

10
月
1７
日（
月
）

※当ツアーについてのアンケートにご協力お願いいたします。ご協力いただきました方には粗品を進呈いたします。

※⑤往路JRは利用列車の一例です。表記以前の任意の列車もご利用いただけます。

※ワイナリー訪問の都合上、２０才以上のお客様限定となります。

2016年10月15日（土）出発日限定

朝 昼 夕食事マーク:

観光もグルメもたっぷり体験！！
大満足の北海道モニターツアー

函館山夜景（PB）函館山夜景（PB）

69,800円

東京発①
（往路航空機利用）

84,800円
名古屋発②

■旅行代金（おとな お1人様）

79,800円

大阪発③
（往路羽田経由）

82,800円

広島発④
（往路羽田経由）

③伊丹空港
　 8:00発

⑤東京駅
　 8:20発

湯の川温泉
9:30頃発

○函館朝市（40分）

ラッキーピエロ（昼食）／◎五稜郭タワー（110分）

五稜郭駅
12:44着

新函館北斗駅
12:22着/12:34発

函館空港
11:50着

羽田空港（乗継）
9:15着/10:30発

ANA016 ANA553

④広島空港
　 7:35発

函館空港
11:50着

羽田空港（乗継）
9:00着/10:30発

ANA672 ANA553

①羽田空港
　 10:30発

函館空港
11:50着

ANA553

はやぶさ5号

普通車指定席

はこだてライナー

自由席

ニセコ
9:00頃発

○羊蹄ワインセラー見学（60分）

19:00頃着

○ベイエリア・元町エリア自由散策（145分）
※スイーツクーポン付（みなとの森・スナッフルス・プティメルヴィーユ）

※ホテル到着後はゆったりステイ！ 体験やエステ（オプション）の他、天気が良い
　場合は星空ツアー実施。運が良ければ翌朝雲海も!?

○函館山夜景鑑賞（バスにて）（30分）

○はこだてわいん（工場見学＋試飲）（40分）

○高橋牧場ミルク工房・プラティーヴォのランチビュッフェとお買物（75分）

○小樽自由散策（90分） 新千歳空港
17:30頃着

○大沼公園自由散策（沼の家など）（30分）

16:45頃着

ターブル・ドゥ・リバージュ
（クルーズランチ）（40分）

◎ニセコ乗馬ビレッジ（乗馬体験）または
　ヴィラルピシアの紅茶教室（60分）

ニセコ（泊）

湯の川温泉（泊）
夕― 昼

夕昼朝

昼朝

（休憩）

①⑤新千歳空港 18:30発 羽田空港 20:05着ANA076

②新千歳空港 18:35発 中部国際空港 20:20着ANA712

③新千歳空港 18:15発 伊丹空港 20:10着ANA780

④新千歳空港 18:30発 広島空港 20:35着ANA4818

―

ちょっぴりおやつ付

ちょっぴりおやつ付

宿泊施設のご案内
平成館しおさい亭

レストラン（バイキング）朝食
和室／バス・トイレ付（2名様1室）客室

レストラン（バイキング）夕食

レストラン
（バイキング）

朝食

洋室／
バス・トイレ付
（2名様1室）

客室

レストラン
（バイキング）

夕食

湯の川温泉

旅の魅力ポイント
★人気観光スポット巡りや、北海道ならではの体験な

ど、女性が喜ぶ好きなものを女性社員が実際に体験
してご紹介！さらに嬉しいスイーツクーポン付！！

★ランチは優雅なクルーズランチ、ビュッフェと贅沢グル
メをご用意！ワインの工場見学や試飲なども楽しめて
大自然の恵みを堪能！思わずSNSにアップしたくなる
ような貴重な体験が待っています！！

★女性に嬉しいアメニティサンプル付！ぜひ旅の途中に試してみてくださ
いね。（シャンプー・トリートメント×2、フェイシャルソープ×1、化粧水×4、
部分用ミニマスク×2） 

種類豊富な「はこだてわいん」の試飲を楽しんだ後は、優雅なクルーズランチを♪ 北海道
の大自然を体感できる、さまざまな体験もお楽しみください。

はこだてわいん（工場見学＆試飲）＋クルーズランチ＋体験

函館・スイーツクーポン
イメージ（H）

函館・スイーツクーポン
イメージ（H）

女子力UP！魅惑のアクティブ＆
グルメ北海道3日間

眼前に大海原、天気が良ければ右手に函館山と贅沢なロケーショ
ン。2016年3月にリニューアルオープンしたビュッフェダイニング
では、オープンキッチンやストウブ（鍋）料理コーナーなど北海道の
海の幸を満喫できます。  

ヒルトンニセコビレッジニセコ
北海道屈指のパワースポットであり、日本百名山のひとつ羊蹄山を
一望できるマウンテンリゾート。大自然を望むパノラマビューの源泉
かけ流し温泉（加水あり）でのんびりとお過ごしください。

外観（PB）外観（PB） 外観（PB）外観（PB）露天風呂（PB）露天風呂（PB）

2日目

ワイン用の葡萄を有
機栽培している羊蹄
ワインセラーの見学
をはじめ、小樽運河
やガラスのお店、ス
イーツやお寿司屋さ
んなど見どころ盛り
だくさんです。

羊蹄ワインセラー＋小樽散策羊蹄ワインセラー＋小樽散策

種類豊富な「はこだてわいん」の試飲を楽しんだ後は、優雅なクルーズランチを♪ 北海道種類豊富な「はこだてわいん」の試飲を楽しんだ後は、優雅なクルーズランチを♪ 北海道
の大自然を体感できる、さまざまな体験もお楽しみください。

羊蹄ワインセラー＋小樽散策

の大自然を体感できる、さまざまな体験もお楽しみください。の大自然を体感できる、さまざまな体験もお楽しみください。

3日目

ニセコ乗馬ビレッジイメージ(H)ニセコ乗馬ビレッジイメージ(H)

ルピシア 紅茶イメージ（H）ルピシア 紅茶イメージ（H）

小樽イメージ（PB）小樽イメージ（PB）羊蹄ワインセラーイメージ（H）羊蹄ワインセラーイメージ（H）

ターブルドゥリバージュ
湖上クルーズイメージ（H）
ターブルドゥリバージュ

湖上クルーズイメージ（H）

ターブルドゥリバージュ
昼食イメージ（H）

ターブルドゥリバージュ
昼食イメージ（H）

はこだてわいん

試飲イメージ（H）
はこだてわいん

試飲イメージ（H）

乗馬体験
or

紅茶教室

ニセコイメージ(H)ニセコイメージ(H)

羊蹄山が見える
お部屋をご用意

海側のお部屋
をご用意

★印は旅行代金に含まれます。

②中部国際空港
　 10:35発

函館空港
12:05着

ANA4827

71,800円

東京発⑤
（往路JR北海道新幹線利用）

※



●現地添乗員が1日目函館空港（又は五稜郭駅）より3日目新千歳空港まで同行し
てお世話いたします。
●最少催行人員：６名様
●ご出発の15日前（15日前が土・日・祝日の場合は、その前の平日）の時点でお申込
みが最少催行人員未満の場合は、催行を中止します。

●お申込み最終締切・・・ご出発の21日前まで予約を受付けます。ただし、該当の日が
土・日・祝日の場合はその前の平日が最終締切となります。

●定員になり次第締め切りさせて頂く場合があります。
●お部屋…お申込みのグループごとにお部屋をご用意いたします。また、洋室利用
の場合で特に明記のない場合は、2名1室はツインのご利用となります。

●同一グループは同一プラン・同一メニューにてお申し込みください。
　（一部人数でのプランの変更はできません。）
　＊一部人数でのプラン変更が可能な場合はその旨明記しています。
●本商品で設定している宿泊施設はすべて「洗面具」「寝間着」「タオル」が常備されています。
●「ホテル・お宿からのおもてなし」は旅行代金に含まれています。お客様の都合で
ご利用にならない場合でも、返金は一切できません。
●施設側の都合等により出発の30日前以前であってもやむなくツアー中止をさせ
て頂く場合があります。

●集合時刻および場所・・・ご旅行出発前にお渡しする日程表（確定書面）でご確認く
ださい。原則としてJR利用の場合は30分前となります。

＜座席について＞
●JRの列車・座席等の手配については、ご希望通り手配できない場合、座席が離れ
る場合があります。
＜JRのご利用について＞
●乗車変更については、旅行開始前（列車出発の2時間前まで）で、お申込み店（JR
発券店舗）にJR券を持参された場合、1回に限りお申込み店（JR発券店舗）での

み変更可能です。（乗車日・乗車区間・列車プラン・座席種別の変更は乗車変更扱
いとはなりません。）旅行開始後及び申込み店（JR発券店舗）以外での変更はで
きません。
●お申込み店と発券店舗が異なる場合、変更の手続きに日数を要する場合があり
変更手続きを承れない場合があります。予めご了承ください。詳しくはお申込み
店にご確認ください。
●取消・減員が発生した場合、列車の出発前までにJR券を持参の上、営業時間内に
申込み店舗に申し出ください。持参できない場合は、最寄のJR駅（みどりの窓口）
にて往復分の指定席取消証明を受けてください。払戻は10日間を目安に、お申
込み店にJR券をお持ちください。（払戻にはJR券が必要となります。）
●JRセットプランでは、特別割引による乗車券・特急券類を使用しています。このた
め次のような点で通常のJR切符とは取扱が異なりますのでご注意ください。
  ・パンフレットに記載のある途中下車可能駅を除き、途中下車はできません。（下車
された場合は、前途放棄扱いとなります。）途中下車駅では自動改札を通らず有
人改札をご利用ください。
●旅行商品上、ご利用いただける席数に制限がある場合がございます。一般席に空
席があっても当該商品では満席となる場合があります。

＜航空便のご利用について＞
●航空便は「ＩＩＴ」運賃を利用しています。２歳以下のお子様でも航空座席のご利用
を希望される場合は幼児代金が適用となります。
●本文中に掲載しているフライトスケジュールは2016年9月現在の予定です。設
定中止や大幅な変更が発生する場合があります。便名と発着時刻がずれる場合
は原則として便名が優先されます。
●ご予約時・ご出発前にフライトスケジュールをご確認ください。
●旅行商品上、ご利用いただける席数には制限がございます。一般席に空席があっ
てもこの商品では満席となる場合があります。
●お申込み最終期限は、原則としてご出発の7日前となります。
●利用便の決定について　予約と同時に確定いたします。
●集合場所・集合時間・出発時刻
　出発前に航空券・予約確認書をお渡しいたしますので、お客様ご自身でチェックイ

ンをお済ませの上、出発の１５分前までに、保安検査場を通過してください。
●同一グループでも席が離れる場合がございますので予めご了承ください。
●ご予約後の利用便の変更は一切できません。（変更する場合は新たに旅行契約を
締結していただくことになります。この場合、時期により所定の取消料をいただく
場合があります。）
●ファーストクラス、プレミアムクラスのご利用については、当日各航空会社カウン
ターでお尋ねください（事前予約はできません）。
●利用航空会社／JAL：日本航空 ANA：全日本空輸、AIRDO：エアドゥ
●JAL便は日本航空、ジェイエアのいずれかの機材、乗務員にて運航します。
●ANA便は全日本空輸、ANAウィングス、エアドゥ、IBEXエアラインズいずれかの
機材、乗務員にて運航します。

̶
 

必
ず
お
読
み
く
だ
さ
い ̶

共
通
の
ご
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内

　　　　 ●日程表はご出発の10日前までに赤い風船から送付いたします。

●スケジュール表内に表示されている記号は次の通りです
飛行機

※天候や交通事情、運送機関の遅れにより行程が一部、短縮、変更、削除
　される場合があります。

食事条件：　　朝食　　  昼食　　  夕食　  　食事なし朝 夕 －昼

マークのご案内

販売店

〈特別な配慮を必要とする方のお申込みについて〉
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措
置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性の
ある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

JR バス又はタクシー

赤東1６-5040
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（営業所）での取引きに関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の
取扱管理者にお尋ね下さい。

赤 い 風 船 東 日 本 事 業 部
〒131-8565 東京都墨田区堤通1-19-9 
リバーサイド隅田セントラルタワー6階

１.募集型企画旅行契約
（１）赤い風船・（ＷＥＮＳ赤い風船）は（株）日本旅行（以下「当社」といい
ます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、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を締結することになります。
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている
条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前に
お渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約
の部によります。
２．旅行のお申し込みと契約の成立
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金ま
たは旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行
代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付
けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の
旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算して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、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
（３）申込金（お一人様につき）

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受
領したときに成立したものとします。
（５）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着したときに成立するものとします。
３．旅行代金のお支払い
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日前にあた
る日より前にお支払いいただきます。

４．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場
合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日（日帰り旅行は３日
前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお
返しします。
５．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食
事代、入場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が
含まれます。
（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用
は含まれません。
６．お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）
（１）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払い
いただいて、旅行契約の解除をすることができます。この場合、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。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を
申し受けます。（2016年12/31、2017年１/1、5/3～5/5は、ご宿泊のみの
場合でも下記の取消料が適用されます。）

（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、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。

（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される
場合、旅行費用全額に対して取消料が適用されます。
（４）宿泊のみご予約になった場合

※ただし、2016年12/31、2017年１/1、5/3～5/５にご宿泊の場合は、（１）
の取消料が適用となります。
７．個人情報の取り扱いについて
（1）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄
記載の受託旅行業者は（以下「販売店」といいます。）ご提供いただいた
個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運
送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続の
ため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する
保険手続のため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、
キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、に利用させて
いただきます。
（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、
搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店に提供する事があります。
（3）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人
情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、
各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用さ
せていただきます。なお当社グループ会社の名称は当社のホームページ
（http://www.nta.co.jp）をご参照下さい。
8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2016年9月１日を基準としています。また旅行代金は
2016年9月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

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し込み下さい。赤い風船旅行条件書 16.7月改定

旅行開始後の解除
または無連絡不参加 当日 前日 2日前3日前4日前5日前6日前7日前 8日前～20日前
100％1～14名 50％ 20％ 無料
100％15～30名 50％ 20％ 無料
100％31名以上 50％ 30％ 10％

旅行代金
お申込金

20,000円未満
5,000円以上

20,000円以上50,000円未満
10,000円以上

50,000円以上100,000円未満
20,000円以上

100,000円以上
旅行代金の20％以上

旅行契約の解除期日 取消料
右記日帰り旅行以外 日帰り旅行

無料
旅行代金の20％
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

無料
無料

旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①21日目に当たる日以前の解除
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

エスコート（C券）コースコード

（注）東京発JRプランはアクセス（往路JR/復路AIR）要別途予約。（フリープラン3361081-010）

3361081-001
3361081-002東京 JR（注）

AIR
3361081-00３名古屋
3361081-00４大阪

3361081-00５広島




