
■ 出発日 2020年3/14（土）～15（日）1泊2日

2020年3月

旅行代金に含まれるもの
  行程表記載の  
・鉄道代金（新青森駅発着）
・貸切バス（ガイド付運行）
・食事代（朝食1回・昼食2回［1日目は弁当］・夕食1回）
・宿泊代金（2名～3名1室利用）・観光施設入場料
・添乗員同行費用　
※集合場所までと、解散後の交通費は含まれておりません。

今、知りたい！モニターツアーのみどころ

※写真は全てイメージです。

旅行代金
大人

おひとり様 5,000円（税込） 3,000円（税込）小学生
おひとり様

先着順・電話予約限定
モニター募集

北海道では、北海道新幹線の利用促進及び道内公共交通機関の利用促進を図るため、今回「道央圏
（胆振・日高管内）の文化資源・観光資源」をテーマにモニターツアーを実施します。本ツアーの実施を
通して、ご参加いただいた方には、「親子目線での画像提供」や「アンケートへの回答」など、当該エリ
アの魅力発信へのご協力をお願いします。アの魅力発信へのご協力をお願いします。

北海道新幹線で行く！
北海道（道央圏）への１泊２日親子モニターツアー

北海道新幹線で行く！
北海道（道央圏）への１泊２日親子モニターツアー

～胆振・日高管内の魅力的な文化・観光資源を訪ねて～
青森県・岩手県・秋田県在住の親子 30名限定
★小学生のお子様の参加が条件です。（中学生以上と未就学のお子様は参加できません）

平取町立二風谷
アイヌ文化博物館
平取町立の博物館として1992年に開
館しました。数も種類も全国最大級を
誇るアイヌ民具は必見です。地域の生
活で使われてきた様々な民具に触れ
ながら、アイヌ民族の文化、世界観を
学ぶことができます。

2020.4.24開業
ウポポイ（民族共生象徴空間）
外観見学
ウポポイ（民族共生象徴空間）は、2020
年4月24日、北海道白老町（しらおい
ちょう）ポロト湖畔に誕生するアイヌ文
化復興・発展のための拠点です。愛称
「ウポポイ」は、アイヌ語で「（おおぜい
で）歌うこと」を意味します。
※開業前のため入場はできません。

むかわ町穂別博物館（むかわ町）
むかわ町穂別博物館には、むかわ町穂
別から産出する化石が主に展示されて
います。中生代白亜紀後期に生息して
いた首長竜・アンモナイトなどのほか、
平成15年に発見された国内最大の恐
竜全身骨格化石「むかわ竜」（学名：カ
ムイサウルス・ジャポニクス）の実物化
石の一部が展示されています。

史跡北黄金貝塚公園
北黄金貝塚は、約7000年から4500年
前の縄文前期・中期の集落遺跡です。
これまでの発掘調査では、5ヵ所の貝
塚のほか、水場の祭祀場、竪穴式住居、
墓跡などが発見され、縄文文化を体感
できる「史跡公園」として整備・公開し
ています。2021年の世界文化遺産登
録を目指す「北海道・北東北の縄文遺
跡群」の一つです。

洞爺湖有珠山
ジオパーク火山情報館
火山科学館では、1977年噴火、2000
年3月の噴火を中心に、これまでいくた
びか噴火を繰り返してきた有珠山の火
山活動を映像や解説、体感装置などで
紹介しています。
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ウポポイ（本画像は俯瞰パースのイメージ）
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ウポポイ オープン直前記念 ! モニターツアー

集合・解散場所：JR新青森駅

＠Eiji Yuzawa

新青森駅発着プラン



■ 旅行企画・実施

日次

観光列車（提供：JR北海道） 提供：文化庁 北海道新幹線（H5系）
※写真は全てイメージです。

■ 募集人員:30名（最少催行人員20名）
　※最少催行人員に満たない場合は旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日より前にご通知します。
■ 参加資格：青森・岩手・秋田県内にお住いの親子又は親族（子どもは小学生限定） 　■ 添乗員：同行します（新青森駅集合から解散まで） 
■ 利用バス会社：道南バス　　■ 宿泊予定ホテル：グランドホテルニュー王子2名～3名1室（洋室）　
■ 食事条件：朝食1回・昼食2回［1日目は弁当］・夕食1回［ホテル内レストラン］　■ 申込方法：北海道オプショナルツアーズに電話申込（先着順）　
■ ★お客様の安全確保のため、バス走行中は常に「シートベルト着用」をお願いします。

①途中参加、途中離団する場合でも旅行代金は同じです。
②モニターツアーのため、旅行中にA4・1枚程度のアンケートのご回答、親子で旅を楽しんでいる写真のご提供を
　お願いすることになりますので、予めご了承ください。
③ツアー中、メディアが取材に入る可能性がございます。

※集合地までと、解散後の交通費は旅行代金に含まれておりません。（各自手配で各自ご負担ください）

〒053-0022 北海道苫小牧市表町4-3-1
TEL:0144-31-3111
https://www.newoji.co.jp

外観（イメージ）

スカイバイキング（イメージ）ロビー（イメージ）

TEL（011）212-1170
www.hotbus.co.jpweb予約

総合旅行業務取扱管理者／西  村      誠

HOT20-0007Pコード旅行条件 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。
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ください。

北海道オプショナル ツアーズ 株式会社
札幌市中央区北２条西２丁目札幌2・2ビル 1F
● 営業時間／9:00-18:00　● 年中無休　

旅行企画・実施　北海道知事登録旅行業 第2-626号

ほっとバスBUS

※旅行代金に含まれるもの／行程表記載の貸切バス・JR代代金・宿泊代・昼食代。※交通事情により行程が前後したり、予定時間の遅れ、滞在時間の短縮が発生する場合がございます。※原則、天候不良による催行中止はいたしません。但
し、災害による道路の通行止め等の発生で行程の履行が難しいと判断された場合は催行中止といたします。それによる旅行代金の返金はいたしません。※前日までに催行の可否を判断し、お客様にご連絡差し上げるよう努力いたしますが、状況
により当日添乗員からお伝えさせていただく場合もございます。
■ 最終行程表は出発日の10日前に発送いたしますので、集合・発着場所等をご確認ください。

旅行代金
お申込金

20,000円未満
5,000円以上 10,000円以上 20,000円以上 旅行代金の20%以上

2万円以上5万円未満 5万円以上10万円未満 100,000円以上

■ 行程

北海道新幹線推進室
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目

新青森駅　　　　新函館北斗駅      

苫小牧　　　　

洞爺駅           新函館北斗　　　　

新青森駅　JR新青森駅到着後、解散

苫小牧　　　    鵡川

苫小牧市内ホテル（泊）

北黄金貝塚情報センター

洞爺湖有珠山ジオパーク火山村情報館

昭和新山・洞爺湖（昼食）

白老（ウポポイ外観等）

二風谷アイヌ文化博物館

むかわ町穂別博物館

09:04 10:01 10:24 12:46

14:20 14:33 15:03

19:00頃

はやぶさ95号

（観光列車ー両貸切）

はやぶさ44号

北斗7号（弁当）

北斗14号

貸切バス

09:00

18:22

15:22 16:55 17:2515:00

イベント企画

貸切バス交通凡例 JRJR新青森駅改札前集合／08：45

※行程は一部変更となる場合ございます。予めご了承ください。

３/14
（土）

３/15
（日）

［食事：朝×・昼○・夕○］

［食事：朝○・昼○・夕×］

宿泊利用ホテル
グランドホテルニュー王子
2名～3名1室利用（洋室）

一人部屋追加代金　3,000円
但し、部屋指定・階数指定はお受けできません。

モニターツアーの
注意事項

しらおい

にぶたに
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スケジュール

各地までの交通の一例　新青森駅発18:31          弘前駅着19:08　      （はやぶさ44号）          盛岡駅着19:12
                                 盛岡駅発19:35         （こまち39号）　　　秋田駅着21:04

１.募集型企画旅行契約（１）当ツアーは北海道オプショナルツアーズ（株）（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
（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。

（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

７．個人情報の取り扱いについて（1）北海道オプショナルツアーズ（株）（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。8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準この旅行条件
は2020年01月31日を基準としています。また旅行代金は2020年01月31日現在の有
効な運賃・規則を基準としています。

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

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％


