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●スケジュール（行程）
月8 ��★■ 

8 月 1 ��ﾘ��ｩ�柯����������$ｩjh���□ 園 

8 ㈱ ���5H8ﾘ7�68�ﾋH��'I>��9>��僮��｢������������������������x�cS�ﾚ��ﾒ�注1 「コ 
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／木 05：30頃発 

一一一桃台描台展望台＝澄海岬＝ 
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＝仙法志御崎公園＝利尻島（泊） 　　　　　　　　　　　　17：20噴曽 
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・食事条件　朝食2回／昼食3回／夕食1回・利用予定パス会社宗谷パス

◆出発日・旅行代金／1・2泊共駆動可約証攫宿泊

おひとり（単位：円） �8／1㈱出発 

お と な 的kﾃ���129，800円 

3名1室 ��38�3���冷�

2名1室 ��3h�3���冷�

ことも 凵ｦ上記利用のおとな料金から－5，000円 

幼　児 �85，000円 

‡●ミおとな1名＋ことも1名でお申込の場合のことも代金はおとなと同額になります。

※幼児の旅行代金は航空運賃とパス代金のみ含まれています。

※1名機でのお申込に限り相部屋利用（男女別・部屋タイプ指定なし）のこ予約を承ります。

旅行代金は上記利用の4名1皇料金となります。

コースのご案内　※必ず裏表紙の「お申込のご案内」にて詳細をこ確認下さい。

注1航空t内でのさ★弁当となります。注2フェリー内での昼土井当となります。

宿泊施投の表内



●スケジュール（行程）
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8 月 ��回　　　　　　　　　　　　　全期朋3km　注1a3 佶r�

知床ウトロ温泉＝知床五湖遊歩道・高架木道散策＝ 

l≡≡コヨ 知床ウトロ温泉＝知床世界遺産センター＝ 09：40頃発　　一湖・約16k注4 

3 8 仕） 凵@　　　．m一 ＝知床五湖・－湖高架木道散策＝ ���股�

＝ウトロ＝ウトロ港～～知床観光肘知床岬航路禦～ 　（墨書） 

～～～～～ウトロ港＝知床ウトロ温泉（泊） 　　　　　　　　　　18：20頃曽 
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8 （8） ���eﾙ|ﾙViVh+H����鈷����Y�;h枌�仄r�

・食事条件　朝食2回／昼食3回／夕食2回
・利用予定パス会社　くしろパス㈱、根室交通㈱または同等クラス

◆出発日・旅行代金／1・2泊共脚臓宿泊

おひとり（単位：円） �8／2薗出発 

お と な 添kﾃ���159，800円 4名1圭 ��c(�3���冷�

3名1室 ��cH�3���冷�

2名1室 ��s��3���冷�

こども 凵ｦ上記利用のおとな料金から－5，000円 

幼　児 �90，000円 

‡黒おとな1名＋ことも1名でお申込の場合のことも代金はおとなと同なになります。

※幼児の旅行代金は航空運井とパス代金のみ含まれています。

※1名機でのお申込に限り相都塵利用（男女別・部屋タイプ指定なし）のこ予約を承ります。

旅行代金は上記利用の5名1圭料金となります。

コースのご案内　※必ず暮喪紙のrお申込の亡案札にて詳細をご儀罷下さい。

注1ガイド付き散書は、天鹸・1緒状況や欄出没等により添彙■及びガイドの判断でコースの変王や中止をさせて

いただく■合があります。また添♯■及びガイドの判市で散策が困■と判ホしたお客廿は待1をおIlいする■合が

あります。注2諷紘・持ち物・注書事墳丘ズボン、■子、歩きやすい■・覿賽、飲物（水のみ）、虫縛lけ、雨天決行のため

カッJH上下に分かれているものが望ましい）、天餞が変わりやすいので羽■もの。注3知床五瀾全州は約3km．ト

イレはなく引き返すことは出来ません。知床五湘散策はレクチャーの時間（約15分）も含まれております。注4知床

五湖高架木江は一期湖畔■望台まで片遭800mのなだらかな木遭となります。注5書天儀により欠航や航臨変更と

なる和合があります。その和合は衆偶料又は窺闇料の一部を返金します。

宿泊施股の轟内

」



●スケジュール（行程）
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フェリー（Z等） ～～－利尻島・駕泊港＝姫沼＝利尻島（泊） 　　　　　　　16：20墳■ �ﾒ�
㈹ 
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・食事条件：朝食2回／昼食3回／夕食2回・利用予定バス会社：宗谷パス

◆出発日・旅行代金／1・2泊共販朝汀胴耐宿泊

おひとり（単位：円） �8／5洞）出発 

お と な 的kﾃ���139，800円 

3名1圭 ��C��3���冷�

2名1圭 ��C(�3���冷�

こども 凵ｦ上記利用のおとな料金から一5，000円 

幼　児 �90，000円 

※おとな1名十ことも1名でお申込の場合のことも代金はおとなと同書になります。
崇幼児の旅行代金は航空蓮井とパス代金のみ含まれています。
※1名機でのお申込に限り相郁量利用（男女別・部屋タイプ指定なし）のこ予約を承ります。

旅行代金は上記利用の4名1室料金となります。

コースのご案内　※必ず轟手紙のrお申込の亡羊札にて詳細をこ■旺下さい。

注1航空構内でのtt弁当となります．注えガイド付き散責は、天■・並慮状況書により添景1及びガイドの判断で

コースの賓王や中止をさせていただく■合があります。また添彙■及びガイドの判折で散策がヨ■と判断したお書

櫨は得書をお1いすも■合があります。′主3服装・持ち鞠・注暮事可：よズボン、■子、歩きやすいt・且墓、飲物、虫欺

け、雨天決行のためカッパ（上下に分かれているものかiましい）、天書が変わりやすいので羽■もの。注4約1．2bl

のほぼ平坦な士道を70分程度歩きます。高低農10m以内の初心者向きのコースです。

宿泊施設の案内

旺Elホテル礼文 
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■利■im■111111＝用量（定12－4名）・洋室ほ■2名）　凸「」‾ 　　　　　　　　　　　　　　■轟．榊 

【朝】和食又はバイキング／レストラン又は賽会場　　　　ぜ旨洗湘 



お申込のご案内

■このパンフレットに記載のプランは全て添乗員が同行するプランです。
・き・行程の一部が現地係員のみのこ案内文はお客様各自となる区間がある喝合力てあります。

●最少催行人員：60名（最少受付人員おとな1名以上を含む表示の人員以上となります。［幼児は人数に
含まれません】）・dt少催行人員に満たない場合、催行中止となります。漆同行者の取消によってお申込婁準
を満たさなくなった場合は申込者全員が自動的に取消扱いとなり、所定の取消料がかかりますので、予めご
了承ください。t・1名様でのお申込に閉り相部屋利用を承ります。（男女別部屋タイプ指定なし）

●旅行代金：ご利用人数、宿泊施投、食事条件により興なります。
●こども旅行代金は特に紀載のない照り、宿泊追加代金はおとなと同額となります。
●ご旅行中に、お糾合瑚されなかつ出潤やクーポン棚しは一切できませんので、刊〉ご了承くだ乱1。
●行程の凡例→飛行機、＝＝＝バス、～～～臥……徒歩、蕊　現地お客様■担

（旅行代金には含まれません）バス乗車中はシートベルトを暮用してください。
●行程に記載の出発・到曽時間および所要時間はあくまで目安です。交通事情などにより
暮なる場合もあります。パス移動時間90－120分を目安に1回休憩をお取りします。

●食事条件は旅行代金の中に含まれている食事を表示しています。下妃は食事の凡例です。

笥＝朝食、覇王昼食、設＝夕食、Z＝付いていません
●スケジュール（行程）に記載の1日白出発地の集合場所まで及び最終日精暮地の解散

場所以降の交通升はお客様負担となります。
●お申込繍切白についで出矧ヨの1咽前までお申込できます。詳但し、店舗休業日等により異なる場合があります。

1．ことも旅行代金適用年齢について
ことも旅行代金は6歳～11歳（旅行開始日基準）の方に適用となります。
．適用年齢が異なる場合、その旨を各宿泊施設■に明記しています（宿泊日基準の年齢）。
未就学の幼児で宿泊施設での食事が必要な場合などは、ことも旅行代金をこ利用いただくこともできます。

2．幼児旅行代金について
バス代及び3歳～5歳で航空機利用の場合は航空機運1を含む幼児旅行代金がかかります。
．3象未満の幼児が航空機の座席を使用する場合、別途幼児旅行代金が必要となります。

当パンフレットでは、ことも旅行代金を適用しない幼児で、寝具や土事を必要とされない■合、お客様のご希望の有無
に間わらす冊也で施設使用料が必要となる宿泊篤投があります。その場合「幼児施設使用料」の対象年さ及び料金織

込）を各宿泊應聯lで表示しています（書集型企繭旅行には含まれません。6義よりことも附詮が週用のため、5土
までの善用となります。また．釦恥用便となる句合があります。現地にてこ確だください）。幼児施設使用矧こ含まれ
ているものは各宿泊鳶職により異なります。また、おとな旅行代金に含まれる暮事がハイキングの場合．現地で「ハイ

キング会Ⅶ入1料（夕　翻）など「幼児施設使用料」以外の幼児料金の支払いが必警となる宿泊施削t削ます。施設

使用料・入叫料・食事代金などが必要となる■合は、現矧こてお支払いください。鮮しくは現地にてこ確紀ください。

現地で幼児料金の支払いが必要になる宿泊施設をこ利用の場合は、幼児料金の合計軌がことも旅行代金よりも高くなる
場合があります「その場合はことも旅行代金でお申込いただくことをおすすめします。・r添い寝のお子様は．原則正ベッド1
台につきおひとりとなりますし1室あたりの幼児利用可能人数は宿泊康矧こより異なりますG詳しくは係員にお問合せくださ
い－●布団不要のため「定員」としては数えない■漆Ll攫’のお子様の人数によっては、「消防′去」等各種法令による法定定員

を超えてしまうことが稀にあります。その際は、いったん成立したこ予約であっても、考施軌、らこ利用部屋数の変更等の依

精がある場合があります一　アメニティなどのこ提供はありません〉

●募集型企画旅行更勺
この脚亨は楓デーリー東北新卿土（以下「当社」という）が企画・実施する旅

行であり、この旅行に参力□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）を締結することになります。文、契約の内苔・条件臥

閣コースことに記載されている条件のほ机下紀条件、出発前にお渡しす
る推定■面及び当社旅行業的歎募■型企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申し込み及び梁的成立時期

日）お申込暮に所定の事項を記入し、お申込金を訴えて、お申し込みいた
だきます。お申込金は、「旅行代金」又は、「耽肖料」、「違約料」の一部として

取扱います。

（2）当社はt払郵便、ファクシミリその他の耶手段（以下「通指等」とい
う）による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場

合当夜が1駁茜等による旅行契約の予約の承庵の旨通知した翌日から桜井
して3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内

にお申込書とお申込金を捷出されないⅦ合肌当社は予約がなかったもの

として取り扱います。

（3）旅行契約は当社が契約の締拓を祁し、お申込金を受領したときに成
立するものとします。

（4）お申込金を（お一人）30．㈱円1江上こ附七会まで。お申込金は「旅行

代金」又は「恥肖料」の一部として取凄いします。

●旅行代金のお支払い
旅行代念は旅行出発日の前日から起暮してさかのぼって13日日にあたる
巳より前にお支払いいただきます。

●旅行代金に含まれるもの

旅行日矧こ明示した運送期間の連打料金、宿泊責、食事代、入場料及び消
霊税等ほ税を含んでおります。また、上E己の経1はお客様のご都合により
一章隣り用されなくても払い戻しはいたしません。

●お客様が快適にこ入浴いただけるように適切な温度・成分となるよう加水・加湿などをしている場合があ
ります。●浴けが多数ある宿泊施設の場合、ご入浴をより楽しんでいただけるように、入浴剤を使用する場

合があります（例：ワイン風呂、酒凰昌、藁凛など）。●安心してご入浴いただけるように、殺菌消事をしてい
る宿泊施設もあります（厚生労■省告知を遵守した消事を行っており、加水・加温・媚環ろ卦入浴剤の使用
のいずれも行っていない場合はr源泉100％」の表示をしています）。

●利用航空会社はフジドリームエアラインズとなります。直行便は予定発義時Ⅶであり、正式な兜■時間は
ご出発の約2ヨ間前に決定となります。スケジュールが変更となった場合は、行程及び食事条件・内容・ホテ
ル腰となる場合があります。・′・天候及び現地閲係機関・施取びフジドリームエアラインズの確定ダイ
ヤにより、行程を入れ替える和合があります。適用運1は包括旅行割引連1となり、ご利用上の制限があり
ます。パス車内は群煙となっております。

害量について●特に記載のない関り、客室は風呂｛イレ付です。特に指定のない限り、部屋タイプや禁
煙・喫煙の確約はしていません。航空機の新について●特に記載のない閉り航空機は普通席となりま
す。喫煙席／禁煙席、窓側／通路側のご希望は事前にお伺いできません。また、グループ、カップルの方で
も座席が離れる場合があります。コース内皐の変モについて●航空機運航スケジュールなどの変更で各
コース中の出発・到着時間幅をはずれる場合があります。また、混雑・天候状況・その他の事情により現地

出発・到着時間、観光箇所、行程の順序、食事時間などが変更となる場合があります。食物アレルギーに
ついて●必ずお申込時に係員にお申出ください。ご旅行中は、厳密なrアレルギー物質除去良」の提供

はできません。アレルギー対応で追加代金が発生する場合、現地払いとなります。事椅子こ利用のお客

肌掴書青柳犬について●こ利用のお客様は必ずお申込時に係員にお申出ください。

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、措遭が必要になる喝合が
あります。詳細は、「旅行条件書」の「お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・指遭が必要となる可

能性がある場合は、こ相談させていただきますので、必ずお申出ください。

●各ページに掲載されている宿泊施設や入場施設の情報は、営業時臥食事場所・内容・時乳入浴唱
掛時間、プール営業・時間などが予告なく変更となったり、サービスの控供が中止となる場合がありま
す。また、指定された列車・便の運休などにより、列車・便の変更や行程の変更が行われる場合がありま
す。●天候などの諸条件により、記載の観光内容がこ鷲いただけない場合があります。●掲載のイベン
トは特に記載のない限り2019年5月現在の予定となります。内容などは変更となる場合がありますの

で、予めこ了承ください。●「匡l内旅行総合保険」をおすすめします。係矧＝お問合わせください（一部
お取り扱いできない販売店があります）。●写真は全てイメージです。

㍊認諾慧諾宗も浴脚温泉と．捕りません）

大浴場大浴場が禿ります。11ト露天風呂があります0洗浄8お部屋に洗浄器トイレが別ます。暮天

●旅行代金に含まれないもの（前項の他は旅行代会に含まれていませ
ん　その一部を例示します。）

（l）傷害疾病に関わる医療舞及び話焚用、旅行保険並びに携行品保倹ウ

（2）アルコール等飲料の代金、クリ一二ン久電報・電話料、その他迫力□飲

料食など個人手性賞の柑十用及びそれに伴う税・サービス料。

（3）その他個人的■用。

●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有恥こ
かかわらす、事集型企画旅行的軌別紙特別補償規程に璽づき、お客様が

募集型企画旅行参加中に急精かつ偶然な外来の事故により、その身体、
生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲に
おいて、補償金又は見た金を支払います。
・死亡保証会1500万円
・入院見■金2－20万円

・通院見舞金1一一5万円

・携行品損書補償金お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品1個あ

たり10万円を照度とします。）

●個人用報の取扱について
当社臥初校申込の際に攫出された申込書等に記載された個人爛報に
ついて、お客様との間の連格のために利用させていただくlまか、お客様
がお申込いただいた旅行において運送。宿′白施位等の提供するサービ
スの手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲で利

用させていただきます。

●取消料
旅行契拘成立後、お客様の都合で契約を解除される時は、次の金折を取

消科として申し受けます。

旅行企画・実施　お問い合わせ・お申し込み先

JTB総合提携店㈱デーリー東北新聞社
デーリー東北たび一々
〒031－8601青森県八戸市場下一丁目3－12

観光庁長官登録旅行業2062胃　一位社団法人全国旅行業協会正会員

TEL：0178－20－7312
営業時間／10：00－17：30伯祝日休み）総合旅行業精取扱管理者‥相前直哉

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの■任者です。この旅行の契約に間し、担
当者からの説明にご不明な点がありましたう．ご遠慮なく総合旅行業醐壱にご質問ください。

〔受託販売〕

●その他
（り参加者の人徴が、明示した最少催行人員に達しない轍、旅行を
中止します。この場合は．旅行開始日の前日から耕し、さかのぼって13
日目に当たる日より前までに、お客様にその旨を通達いたします。

（封胴・料金の増額に伴し＼旅行代金を増顔する喝合は、旅
行開始日の前日から糾し、さかのぼって15∃臼に当たる日より前まで
に、お客様にその旨を通達いたします。

（3）天災地変、戦乱、胴行為等、その他当社の関与しえな
い事由が生じた場合、㈹1つ円滑な実鮒、るため、やむを
得ない時は旅行を中止、または旅行の蛮更をすることがありますむ

（4）その他の事項については当社の旅行条件暮及び旅行業約款募集型
企画旅行契約の部）によります。

この旅行条件は2019年6月1日を璽準としています。又、旅行代金は
2019年6月1日現在の有効な遵1・規則を憂準として井出しています。


