北海道の大自然と香りを満喫！
下川町フィールドワークツアー

実際に精油がどのようにできるのか、北海道モミの伐採から体験してみませんか？
AEAJと友好・交流協定を締結している北海道下川町でAEAJオリジナルツアーを実施します。
自然の豊かさを実感できる内容です。皆さまふるってご参加ください。

2016年9月23日（金）～24日（土）
旭川空港（またはJR旭川駅）集合・解散
1泊2日 25,000円（税込）

特別セミナー
「アロマとヨガで心と身体をキレイに」
講師 栗原 冬子氏
AEAJ理事、（株）Bon22代表取締役。オリジナルメソッド「Yogaroma」を軸にヨガインストラクターとして
多数のイベントに出演。保健所、学校などで食育、健康、呼吸法などの講演も行っている。

主なプログラム
北海道の森の恵み！モミの蒸留体験 伐採～ビン詰め、蒸留後の枝葉で足湯体験も
無農薬栽培のドライカモミールでティーバッグ作り ティーバッグはお持ち帰りいただけます
森さんぽ 森の中をゆっくり歩き、蒸留素材（枝葉）を採取します
下川町の木でアロマプレート作り オリジナルアロマプレートを手作りします
など
大自然の中で自然と香りを楽しむプログラムをご用意しました。アロマ環境をぜひ体感してください。
※内容は変更になる可能性がございます。
主催：北海道下川町／企画協力：公益社団法人 日本アロマ環境協会
旅行企画・実施：北海道オプショナルツアーズ株式会社

日程
日 時

場 所

内

容

備 考

1日目 9/23 （金）
13:00 旭川空港

到着ロビー集合
出発5分後

13:40 旭川駅経由

東改札口集合
出発5分後

15:30 下川町(フレペ)

到着
開会、ご挨拶
セミナー：講師 栗原冬子氏
「アロマとヨガで心と身体をキレイに」

15:40

ANA 4783便
11:15（羽田）→12:50（旭川）
JAL 553便
10:40（羽田）→12:15（旭川）
特急スーパーカムイ13号
11:00（札幌）→12:25（旭川）
特急スーパーカムイ15号
12：00（札幌）→13：25（旭川）

19:00

無農薬で栽培したドライカモミールのティー ソーリー工房
バッグ作り
チェックイン
小休憩
夕食・交流会：薬膳料理

21:00

ご宿泊 五味温泉（泊）

17：00
18:30 五味温泉

2日目 9/24 （土）
8:30 五味温泉

集合・出発

9:30 体験の森

野山を満喫する森さんぽ
NPO法人森の生活
精油の素材となる枝葉を採取
施設見学：モミの精油工程を見学
株式会社フプの森
蒸留体験：採取した枝葉を蒸留器へ投
入

10:00 フプの森
11：00 恵林館

簡単アロマプレート作り

クラフト蒼

12:30 フレペ

昼食：フレンチ

13:30 フプの森

蒸留体験：精油、芳香蒸留水のビン詰め、
足浴
閉会、ご挨拶
下川町出発
旭川駅前一部解散
特急スーパーカムイ40号
出発5分後
18：30（旭川）→19：55（札幌）
特急スーパーカムイ42号
19：00（旭川）→20：25（札幌）

15:00 フレペ
17:30 旭川駅経由

18:00 旭川空港

旭川空港前解散

ANA 4788便
19:35（旭川）→21:20（羽田）
JAL 558便
20:20（旭川）→22:05（羽田）

※備考欄の交通情報は6月25日現在のものとなっております。上記日程は、交通事情、その他の事由によりコー
ス内容などを変更する場合がございます。また、道路事情により終了予定時刻がずれこむ場合もございます。

募集要項
宿泊先
五味温泉
所在地：〒098-1215 北海道上川郡下川町班渓 TEL:01655-4-3311
※1名1室（お部屋タイプは選べません）。
旅行代金
25,000円（税込）
※ご自宅から旭川空港、旭川駅までの交通費は含まれません。ご自身でご手配をお願いいたします。
添乗員
添乗員は同行いたしませんが、下川町職員および(公社)日本アロマ環境協会職員が同行いたします。
申し込み方法
申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。
※先着順受付で、定員となり次第締切りとさせていただきます。
※お申込書受領後、予約受付完了のご案内を差し上げます。
旅行期間
9月23日（金）～24日（土） 1泊2日
参加資格
AEAJ会員または環境カオリスタ

※同伴者1名まで一般参加可

主催
北海道下川町（環境未来都市）
環境未来都市推進課 TEL：01655-4-2511
旅行企画・実施
北海道知事登録旅行業 第2-626号
北海道オプショナルツアーズ株式会社
一般社団法人 全国旅行業協会正会員
札幌市中央区北2条西2丁目セコム損保札幌ビル1階
総合旅行業務取扱管理者 西村誠

申込期間
6月28日（火） から 8月25日（木）まで
募集人数
15名（最少催行人数10名）
企画協力

公益社団法人 日本アロマ環境協会
お問い合わせ先
ご旅行に関すること
北海道オプショナルツアーズ株式会社
TEL：011-212-1170（年中無休 9：00～18：00）
セミナー内容に関すること
公益社団法人 日本アロマ環境協会
TEL：03-3548-3401（平日9：00～17：00）

Pコード HOT16-0026

※掲載画像はすべてイメージです。

旅行条件
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。
❶募集型企画旅行契約／
（1）この旅行は北海道オプショナルツアーズ（株）（以下「当社」という）が、企画・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。
❷旅行のお申込みと契約の成立
（1)申込書に所定事項をご記入のうえ、お１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、申し込みはなかったものとして取扱います。
（3）申込金／10,000円以上（旅行代金20,000円以上50,000円未満）
（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達したときに成立するものとします。
❸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。
❹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３日前に当たる日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。
❺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、食事代、入場料、消費税等諸税が含まれます。
（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。
❻お客様からの旅行契約の解除（取消料）／
（１）お客様はいつでも下記の表に定める取消料（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。
（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、コース等を変更される場合も左記の取消料が適用されます。
❼ご旅行条件・ご旅行代金の基準／この旅行条件は2016年6月1日を基準としています。また旅行代金は2016年6月1日現在有効な運賃・規
則を基準としています。

契約解除日

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

日帰り旅行以外

①21日前に当たる日以前の解除

無 料

②20日前に当たる日以降の解除（③~⑦を除く）

旅行代金の20％

③10日前に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）

旅行代金の20％

④7日前にあたる日以降の解除（⑤～⑦を除く）

旅行代金の30％

⑤旅行開始の前日の解除

旅行代金の40％

⑥旅行開始の当日の解除

旅行代金の50％

⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100％

個人情報の取扱について
（1）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など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いただきます。
（2）当社及び販売店では①取扱う商品、サービス等のご案内②ご意見ご感想の提供・アンケートのお願い③統計資料の作成にお客様の個人
情報を利用させていただくことがあります。
（3）この他当社の個人情報の取扱いに関する方針等についてはホームページ（http://www.hotbus.co.jp）でご確認ください。

北海道の大自然と香りを満喫！下川町フィールドワークツアー
申込書
□ AEAJ会員
代表者様
ご氏名

（会員番号

）

□ 一般（環境カオリスタNo.

フリガナ
生年月日 19

□ AEAJ会員
ご同伴者様
ご氏名

）

会員番号（

）

年

月

日（

）才

月

日（

）才

月

日

□ 一般

フリガナ
生年月日 19

年

ご住所 〒

代表者様
ご連絡先

TEL:

FAX:

携帯：

Ｍａｉｌ

■日中連絡先：

■連絡可能時間（平日）

集合場所

□ 旭川空港

：

□ JR旭川駅

～
旭川までの
交通機関

：
（便名・列車名）

備 考
＊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など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いただきます。この他の個人情報の取扱いに関する方針等については
ホームページ（http://www.hotbus.co.jp）でご確認ください。
＊お申込の後、3営業日以内にお電話、またはFAX、Ｍａｉｌにてご連絡を差し上げます。3営業日以内に連絡がない場合は、
FAXが未着の可能性がありますのでお問合せください。

FAX：011-212-1172
申込期間：6月28日（火） ～ 8月25日 (木)
※先着順・定員となり次第締め切り

北海道オプショナルツアーズ株式会社 行き

