集合・発着場所のご案内

※集合時間は各コースに記載

2015年11/1〜2016年4/22

札幌発着

日帰りバスツアー
集合場所
札幌市中央区北1条西4丁目
札幌グランドホテル1階
フロントデスク横
Meeting Point
Sapporo Grand Hotel

ほっとバス専用
受付カウンター前に
ご集合ください。
係員は出発の30分前に
まいります。
■ お問合せ・お申込み

または ほっとバス

検

索

〒060-0002 札幌市中央区北2条西2丁目 セコム損保札幌ビル1階
● 営業日／年中無休（但し、年末年始、
その他当社が指定する休業日を除く）

冬の北海道を﹁観て・食べて・遊ぶ﹂
日帰りバスツアーは︑ほっとバス

北海道オプショナルツアー

!!
一般社団法人
全国旅行業協会正会員
Tours operated by

Hokkaido Optional Tours Co., Ltd.

Governor of Hokkaido Registered Travel Agency No.2-626
Certiﬁed travel service supervisor
MAKOTO NISHIMURA

Pコード HOT15-0037

札幌から日帰りで北海道の観光地を
めぐるバスツアーです。
札幌市内発着の各種プランをご用意して、
皆さまのお越しを
お待ちしております。

お申し込みは

ご希望のツアー名をお電話又はWEBから
申込みください。
予約電話

011・212・1170 受付 9:00〜18:00

● 最終申込受付／前日の17:00までにお申込みください。
※なお、
その際に催行状況をお知らせします。
① 出発日をお選びください。
② 何名様でお申込みですか？

※このパンフレットが最終行程表となります。裏面の集合・発着場所のご案内をご参照ください。
※ご注意／バスは定時に出発しますので、集合時間を厳守願います。
※パンフレットに掲載した写真は全てイメージです。実際の観光状況を保証するものではありません。

③ お名前、
ご連絡先をお知らせください。
④ お支払方法をご案内いたします。
⑤ 当日各コースに記載の集合時間にてお待ちしております。

WEBで
お申込み

www.hotbus.co.jp 24時間受付

● WEBでの最終申込受付／前々日の18:00までにお申込みください。
※なお、催行状況はWEB上にてご確認ください。
Multilingual Guided System
Japanese English Chinese

11月

交通事情・観光施設、
その他の事
由によりコースの内容等予告なしに
変更する場合がございます。
また道
路事情により終了時刻が遅れる場
合もございます。当ツアーご利用日
にお帰りの際は交通機関のチケット
など余裕を持ってお手配ください。

日 月 火 水 木 金 土

出発カレンダー

各ツアーの出発と合せて
ご覧ください。

12月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
29 30
27 28 29 30 31

販売店の皆さまへ／ほっとバス用精算コード・東日本3350323 ・中部3450182 ・北陸3550151
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■ 各コース共通事項
・運行補助員が同乗します。
（バスガイドは同乗しません）Cコースはバスガイド付きです。
※運行補助員は、観光ガイド・通訳・添乗業務はしません。
・食事／昼食1回（Cコースは食事なし・Dコースは夕食1回）
・最少催行人員／各15名様（Cコースは1名様、Dコースは10名様）
・子供代金／3才〜11才（小学生まで・各コース記載）、0才〜2才（バス座席・食事なし）無料
※子供代金は、子供用食事（大人と同じ食事の場合大人代金）
※幼児・子供（3〜6才未就学児）
も、バス座席を確保して参加する事が道交法上義務付けされております。
・車内禁煙 ・
トイレ付バスではありませんが、適時トイレ休憩をおとりします。
・座席指定はお受けできません。
（同グループの場合でも、座席が離れることもございます）
・記載以外の食事及び飲み物、
その他個人的費用は各自負担。

NOTES for all bus tour courses
・No tour conductors & guides will be provieded.
An operation assistant wii get on a bus.
※An operation assistant does not work as a guide,an interpreter or a tour conductor.
・Minimum number of participants 15 people(except C&D course）
C Course one people.D course 10 people.
各路線共同注意事項
・除 C 路線設有導遊陪同外，其他路線僅設有駕駛輔助員。（駕駛輔助員不提供翻譯或導遊服務）
・最少實行人數 / 15 名成行（C 路線 1 名即可出發、D 路線 10 名可出發）
各路线共同注意事项
・除 C 路线设有导游陪同外，其他路线仅设有驾驶辅助员。（驾驶辅助员不提供翻译或导游服务）
・最少实行人数 / 15 名成行（C 路线 1 名即可出发、D 路线 10 名可出发）

1月

日 月 火 水 木 金 土

2月

日 月 火 水 木 金 土

3月

日 月 火 水 木 金 土

4月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
1 2
1 2
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 28 29
27 28 29 30 3１
24 25 26 27 28 29 30
31
・西日本3650280 ・広島3705185 ・九州3850244、
（全旅クーポン利用も可能です。）
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静寂！
冬の支笏湖・洞爺湖と
有珠山ロープウェイ

11/1〜4/22

B

冬浪漫 小樽と
２大・北の美酒めぐり

11/1〜4/22

毎日設定

毎日設定

（但し、毎週火曜、
12/28〜1/4、
を除く）

（但し、12/26〜1/7を除く）

旅行代金／お1人様

旅行代金／お1人様

子供3〜11歳 6,000円

子供3〜11歳 6,300円

集合時間 8時40分

集合時間 8時40分

7,800円

7,500円
9:00〜17:45

所要時間 8時間45分
最少催行人員／15名

支笏湖
最大水深363m、
田沢湖に次いで国内第2位の深さの支笏湖は、
周囲
約42kmのひょうたん型をしたカルデラ湖。

9:00〜16:30
所要時間 7時間30分
最少催行人員／15名

ニッカウヰスキー余市蒸留所
日本のウイスキーの父と呼ばれた竹鶴政孝が本場スコットランドの気
候に似ているここ余市町に工場を造りました。
今では、
国の有形登録文
化財、
更には北海道遺産にも登録されました。

■ スケジュール

■ スケジュール

札幌グランドホテル（9:00出発）
支笏湖（湖畔散策・支笏湖ビジターセンター）
レストラン噴火亭・昼食、有珠山ロープウェイ、昭和新山
洞爺湖園地
洞爺湖（サイロ展望台）
中山峠（休憩）
札幌グランドホテル（17:45頃到着）

札幌グランドホテル（9:00出発）
小樽運河地区（自由散策）
・・・・・徒歩
すし処きた浜・昼食（50分食べ放題） ニッカウヰスキー余市蒸留所（工場見学・試飲）
田中酒造（亀甲蔵見学・試飲）
札幌グランドホテル（16:30頃到着）

※1/11〜31有珠山ロープウェイ修理点検のため、洞爺湖ビジターセンター、火山科学館を訪れます。

昭和新山
1943〜45年の火山活動で隆起した昭
和新山。標高398m、国の特別天然記
念物に指定。

洞爺湖
周囲43km、
中央に4つの中島を浮かべるカルデラ湖で、
湖の南側には昭和新山や有珠山、
洞爺湖温泉などあり、
道内屈指の観光地として賑わっています。

田中酒造・亀甲蔵
明治38年頃(1905年頃)に建てられた石倉倉庫群で
小樽の歴史的建造物に指定されています。酒の製造
場(蔵)見学と当蔵直出しの
「しぼりたて生原酒」
ほか、
日本酒約10種類を無料で試飲できます。

すし処きた浜（イメージ）

小樽運河地区
レストラン噴火亭
昼食
「じゃが豚鍋と刺身」
（イメージ）

有珠山ロープウェイ

洞爺湖園地
洞爺湖の南湖畔
を走る洞 爺 湖 登
別線沿いの公園。
洞爺湖が一望で
き、
弁天島、
中島、
観音島、
饅頭島が
並んで見えます。

※ニッカウヰスキー余市蒸留所／未成年者、
ウイスキーを飲まれない方にはジュースをご用意しています。
※田中酒造／未成年者、
日本酒を飲まれない方には、黒豆のお茶をご用意しています。
旧日本郵船小樽支店
運河と古き街並がレトロ感に満ちた街小
樽。
かってニシン漁の最盛期には、
この通
りは北のウォール街とも呼ばれていた場所
です。

洞爺湖サイロ展望台
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バスガイドがご案内する

C さっぽろ市内早まわり観光バス
毎日設定
11/20〜12/25
2/1〜14
3/18〜4/3

11/1〜4/22
毎日設定
（但し、11/24〜12/3
12/28〜1/4を除く）

金・土・日・祝設定
1日2便2時間30分で札幌市内を車窓観光
11/1〜19・1/8〜31
2/15〜3/17・4/4〜22 出発時間①10:00 ②13:30
旅行代金／お1人様

2,500円

子供3〜11歳 1,300円

※交通事情・観光施設・天候等その他の事由によりコース内容等予告なしに変更
する場合がございます。
また、道路事情により終了時刻が遅れる場合がございます。

■ スケジュール

札幌
グランドホテル

さっぽろ
テレビ塔

札幌
時計台（前）

JRタワー
札幌（横）

新ラーメン横丁

すすきの

狸小路

赤レンガ
庁舎（前）

創成川

豊平川川岸

中島公園
（入口）

最少催行人員：1名

集合時間
各出発15分前
所要時間2時間30分

下車観光
大倉山ジャンプ競技場

札幌場外市場

（40分滞在）
※大倉山リフト代（450円）は
各自負担となります。
（20分滞在）

上記2ヶ所以外は車窓観光と
なります。行程途中にはトイレ
休憩はございません。

D 札幌もいわ山パノラマ夜景と
名物ジンギスカン

もいわ山
（遠景）

円山動物園

大倉山
ジャンプ競技場

北海道神宮

円山
原始林

円山公園

札幌場外
市場

北大ポプラ並木
（遠望）

北大
植物園

札幌
グランドホテル

大通公園

旅行代金／お1人様

4,980円

子供3〜11歳 3,980円
集合時間 16時40分

17:00〜20:30
所要時間 3時間30分
最少催行人員：10名
■ スケジュール

もいわ山からの夜景（イメージ）

※3/16以降は出発時間が30分遅くなります。

札幌グランドホテル（17:00出発）
集合時間は17時10分となります。
もいわ山夜景鑑賞（ロープウェイ・もーりすカーにて山頂へ）
羊ヶ丘展望ビール園・夕食 北海道名物「ジンギスカン」
（60分食べ放題）
札幌グランドホテル（20:30頃到着）

もいわ山からの夜景（イメージ）

もいわ山
ロープウェイ
（イメージ）

札幌場外市場

大倉山ジャンプ競技場
※画像はすべてイメージです。
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ジンギスカン
（イメージ）
※夕食時の飲み物代金は含まれておりません。
（各自負担）

中腹駅から
「もーりすカー」
にて
山頂へ
（イメージ）
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E

「北海道博物館」見学と
アサヒビール北海道工場
サッポロファクトリー

話題の
リニューアルスポット

F 小樽運河散策と小樽ワイン
20周年の
「白い恋人パーク」めぐり

11/1〜4/22

11/1〜4/22
毎日設定

毎日設定

（但し、
毎週月曜、
休日と重なる場
合は翌日、
11/4、
12/4、
12/17、
12/18、12/28〜1/4、1/7、
2/4、
3/4、
4/5を除く）

（但し、12/28〜1/4を除く）

旅行代金／お1人様

5,980円

旅行代金／お1人様

5,700円

子供3〜11歳 4,800円

子供3〜11歳 4,700円

集合時間 8時40分

集合時間 8時40分

9:00〜16:00
所要時間 7時間
最少催行人員／15名

北海道博物館
北海道の自然、
歴史、
文化を物語る5つのテーマ展示で、
今に至るまで
の北海道をまるごと体感できる総合博物館

所要時間 7時間30分
最少催行人員／15名

白い恋人パーク
札幌を代表する銘菓
「白い恋人」
の製造工程を見学できるファクトリー
ウォークや、
ハート型の約14cmの
「白い恋人」
が作れるお菓子作り体験
工房、
チョコレートの歴史やアンティークのカップの展示など、
見どころ
盛りだくさんの施設。

■ スケジュール

■ スケジュール

札幌グランドホテル（9:00出発）
ロイン亭・昼食（60分食べ放題）
サッポロファクトリー

9:00〜16:30

北海道博物館
アサヒビール北海道工場（工場見学・試飲）
札幌グランドホテル（16:00頃到着）

札幌グランドホテル（9:00出発）
北海道ワイン（おたるワインギャラリー）
ホテルノルド小樽・昼食（60分食べ放題）
小樽運河自由散策
白い恋人パーク
札幌グランドホテル（16:30頃到着）

ホテルノルド小樽

アサヒビール北海道工場
年間5万キロリッ
トル以上のビールを生産する、
札幌市内唯一の大規模ビール工場。

北海道ワイン
（おたるワインギャラリー）
葡萄栽培からワインができるまでの工程をビデオでご観賞いただい
たり、
その時々のおいしいワインを試飲することができます。
※未成年の方やワインが飲めない方には、
ソフトドリンクをご用意し
ております。

昼食
ランチバイキングをお楽しみ
いただきます。
（イメージ）

イメージ
昼食・ロイン亭
サッポロファクトリー
焼肉、
寿司、
デリカをブッフェスタイルで６０分食べ放題。 160ものショップが集まった国内最大級のショッピング
モール。
90分の滞在時間でゆっくりお買い物をお楽し
みいただけます。
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旧日本郵船小樽支店

小樽運河地区
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