2014年11月

JR北海道バスで行く

札幌発着
ほっとバススペシャル 1泊2日バスツアー

道東の菊まつり！
！阿寒湖温泉に泊まる

15 , 800円

旅行代金

「おびひろ菊まつり」
「きたみ菊まつり」鑑賞と

●
●
●
●

大人おひとり様（税込）2〜4名1室
1名1室利用4,000円追加

子供代金：6才〜小学生までは14,800円（税込・座席あり）
3才〜6才未満は9,000円（税込・座席のみ・幼児施設使用料含む）
3才未満は3,000円（税込・座席なし、幼児施設使用料含む）
6才未満は添寝となります。寝具・食事は含まれておりません。

話題の「山の水族館」見学 「第45回おびひろ菊まつり」
会場にて菊鑑賞
11/2（日）限定出発

丹精込めて、育てられた菊の大輪約1000鉢が咲き並ぶ
「菊花展」
や、約3000鉢の
菊が会場一面を豪華に埋め尽くす
「総合花壇」
が一番の見所！ステージでは、
日本
舞踊や民謡、
日本庭園では、
「お茶」
を頂くことができ、
「和」
の風情を心ゆくまで楽
しめます。又、姉妹都市の
「大分市・徳島市」
の特産品が並ぶ
「物産コーナー」
は毎
年大人気です。

「第16回菓子大国とかちフェスティバル」
きたみ菊まつり
第 62 回きたみ菊まつり 菊の女王
「きたみ菊まつり」会場にてお待ちいたし
ております。菊人形など絢爛豪華な菊の花
の祭典にぜひお越しください。

おびひろ菊まつり

帯広の老舗デパート藤丸デパートにて開催され、十勝管内のお菓子店が20店ほど
出店し、
自慢のスイーツを販売します。会場限定のスイーツなども用意され、人気店
は売切れになることもあり、例年大人気のイベントです。

「第62回きたみ菊まつり」
会場にて菊鑑賞
道内最大級の「菊」の祭典「きたみ菊まつり」
！北見菊人形着付会が丹精こめて着
付けした
「菊人形展」
や色とりどりの菊花が会場いっぱいにひろがる
「菊花展」、
「大
菊十二鉢組の部優勝」
をはじめとし、一千鉢もの菊花が賞を競う
「菊花コンクール
展」
など、総展示数約一万五千鉢もの色鮮やかな菊が会場を彩り、北見の秋の訪
れを感じさせます。
また、同会場で開催される
「きたみ物産まつり」
では、北見ならで
はの特産品・名産品を取り揃えております。

阿寒湖温泉（オプション）
アイヌ古式舞踊イオマンテの火まつり
開催中
（別途入場料金が必要）

「温根湯温泉山の水族館」
水族館プロデューサー中村元氏が設計した、
自然に近い環境ならではの、魚本来
の姿を見ることができる水族館です。

60分

8:10集合/8:30出発

行程表

月2日︵日︶

11

さっぽろ
テレビ塔

山の水族館

阿寒湖温泉

※写真は全てイメージです。

休憩1回

帯広市中央公園「おびひろ菊まつり」
自由見学

90分

藤丸デパート
「菓子王国とかちフェスティバル」
自由見学・帯広駅前にて各自昼食

（17:00頃）

120分

北見駅南多目的広場「きたみ菊まつり」菊の女王がお出迎え
実行委員会ボランティアガイドの説明付でご案内・会場内で各自昼食

（9:00頃）

温根湯温泉「山の水族館」
自由見学

50分
休憩2回

集合
場所

札幌市役所

→

集合・発着場所
さっぽろ
テレビ塔1階

大通公園

ほっとバス

さっぽろ
テレビ塔

北海道オプショナル ツアーズ（株）

（19:00頃）

NHK放送局

創成川

阿寒湖
温泉

阿寒湖
温泉

最少催行人員：20名
食事：夕食1回・朝食1回
添乗員：同行します。
（バスガイドは乗車しません）
宿泊：ニュー阿寒ホテル
（予定）
出発日の5日前受付可能（定員になり次第締切）

▲

月3日︵月・祝︶

11

休憩1回

（徒歩）

■
■
■
■
■

雪印

テレビ塔1F

→

※道路交通法に伴い、幼児・こども
（3〜6才未就学児）
もバス座席を確保しての参加を義務付けさせていただいています。※旅行代金に含まれるもの／貸切バス代金・行程表記載の入場料・諸税サービス料。※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。
■ このパンフレットが最終行程表となります。
集合・発着場所のご案内をご参照ください。

旅行条件

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／5,000円以上（旅行代金
20,000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、消費税等諸税及び運行補助員同行費用が含まれます。
（2)旅行日程

さっぽろテレビ塔発着1Dayバスツアー

BUS

Pコード HOT14-0024

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。

ほっとバス

旅行企画・実施

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）
お客様はいつでも左表に定める取消料
（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2014年9月01日を基準としていま
す。
また旅行代金は2014年9月01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
（おひとり）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 宿泊付き国内旅行
①21日目に当たる日以前
無料
②20日目に当たる日以降の解除（③〜⑦を除く） 旅行代金の20%
③10日目に当たる日以降の解除（④〜⑦を除く） 旅行代金の20%
④7日前に当たる日以降の解除（⑤〜⑦を除く） 旅行代金の30%
⑤旅行開始日の前日の解除
旅行代金の40%
⑥旅行開始日の当日の解除
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%

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

〒060-0042 札幌市中央区大通西1丁目さっぽろテレビ塔1階
● 営業時間／9:00-18:00 ● 年中無休
（但し、
テレビ塔休館日を除く）

個人情報の取扱いについて
（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等の手配及びそれ
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事があります。
（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。

TEL
（011）
212-1170
web予約

www.hotbus.co.jp

総合旅行業務取扱管理者／西 村

誠

