日専連

釧路空港発着・添乗員同行空の旅

たび
ナビ

熱海梅園 梅まつりと
河津桜まつり伊豆 4日間
2/21水
出発日

2018

■お１人様ご旅行代金

138,800円
141,800円
156,800円

3名1室
2名1室
1名1室

並木道イメージ

■募集人員／20名様 ■最少催行人員／15名様 ■添乗員／同行します。 ■食事／朝3回・昼4回・夕3回
■利用ホテル／〈1日目〉ホテルハトヤ
（静岡県伊東市岡1391）
〈2日目〉ホテルワイナリーヒル（静岡県伊豆市下白岩1434）
〈3日目〉箱根高原ホテル（神奈川県足利下郡箱根町元箱根164
■利用バス会社／沢井観光自動車 ■利用航空会社／JAL
●釧路空港ご集合時間／JALカウンター横ご集合（AM9：30）
日次

2/21
（水）

行

59品種472本の梅が咲き誇る公園

JAL

釧路空港

第74回熱海梅園梅まつり

羽田空港

10：25

12：15

1,000種4,000本の椿が咲き誇る

2/22
（木）

9：00

早咲きの桜で春を満喫

韮山反射炉

9：00

17：00頃

城ヶ崎海岸

浄蓮の滝

伊豆高原（昼食）

中伊豆ワイナリーシャトーT.S

ロープウェイで山頂の空中公園へ

中伊豆温泉
17：00頃

沼津御用邸記念公園

吊り橋から眺める景色は絶景

沼津港（昼食）

三島スカイウォーク

芦ノ湖スカイライン

仙石原 元箱根温泉
16：00頃

大涌谷

元箱根温泉
9：00

桃源台 ～～～ 箱根町

【記入例】 航空機

箱根関所跡（昼食）

かまぼこの老舗が運営

かまぼこ博物館
バス

徒歩

羽田空港

JAL

17：45

私鉄

昼
夕

昼
夕
朝

芦ノ湖遊覧船に乗り湖上からの絶景遊覧

2/24
（土）

夕

朝

明治時代の貴重な遺産

伊豆の国パノラマパーク富士見テラス

弁

朝

日本の滝百選の一つ

明治日本の産業革命遺産

ホテル

伊東温泉

断崖絶壁からの眺めは絶景

小室山公園つばき園

伊東温泉

第28回河津桜まつり

2/23
（金）

食事

程

船 ～～～～～～ ロープウェイ、
リフト、
ケーブルカー

釧路空港
19：20

注※1）梅および桜・椿の見学について：時候により旅行期間中にご覧いただけない場合がございます。また、特に混雑が予想される場合、行程の変更になることがございます。
注※2）航空機並びに交通機関のダイヤ変更やその他やむを得ない事情により行程及び所要時間が変更となる場合がございます。

昼

募集型企画旅行のご案内
■お申し込み受付
○お申込みは出発の10日前まで受付いたします。ただし、募集定員になり次第
締切となります。
また、出発日の40日前から14日前頃までに規定の人員に
満たない場合には募集を中止させていただく場合があります。あらかじめご
了承下さい。
■スケジュールについて
○航空機の利用路線や乗継地が変わる場合があります。それに伴い、各地の出
発時刻や到着時刻がパンフレット記載の時刻と変わる場合があります。
○パンフレットの行程表中の記載の時刻は、天候や交通機関の都合、現地交通
事情などによって変わる場合があります。おおよその目安としてお使いくだ
さい。
○集合時刻や集合場所については、改めて最終日程表にてご案内いたします。
※本パンフレットで特に記載のない限り、航空機は普通席、バスは貸切観光
バスのご利用となります。
■宿泊のご案内
○特に明記のないかぎりお部屋の指定はできません。
○３名様以上で洋室利用をご希望される場合、
ツインベッドルームに補助ベッ
ドを追加してのご利用となります。
■パンフレットの掲載写真について
掲載の各室写真は、
ご利用タイプの一例です。観光地のイメージ写真は出発日
により季節感が異なる場合があります。時期により写真の料理内容と異なる
場合があります。
■現地地上交通について
原則として中型観光バスを利用しますが、参加人数により大型あるいはマイク
ロバスの利用となる場合があります。
（ご参加人員が8名以下で実施の場合は、
現地にてジャンボタクシーまたは、
小型・中型タクシーの利用となる場合もありま
す。
タクシー利用の場合には観光ガイドは乗務せず、
ドライバーが下車案内します。
）
■旅行代金に含まれるもの
○パンフレットに明示された交通費
○乗務員および添乗員諸経費
○行程に明記された入場・拝観料金およびガイド料金
○羽田空港利用の場合の航空施設使用料
○宿泊料金・食事料金および税金・サービス料
○消費税
■利用航空会社
JAL利用となります。
このパンフレットに記載の商品は航空会社の搭乗マイルの
対象とはなりません。
航空運賃は
「包括旅行割引運賃」
を適用しています。
■予約を取り消しまたは変更する場合
○お客様の都合により、予約を取り消しまたは出発日・コースの変更をする場
合は、下記の旅行条件に記載の取消料を申し受けます。
○複数人数でお申し込みの一部のお客様が取消の場合は、宿泊機関等のご利
用人数の変更に対する差額代金をお客様より申し受けます。
■添乗員より
「ご挨拶コール」について
添乗員同行コースはご出発の3日前前後～前日までに、添乗員よりお申し込み
の代表者様へご挨拶の電話を差し上げます。なお、お客様がご不在の場合はご
容赦ください。
■車内禁煙について
貸切バスの車内を禁煙とさせていただいております。バスでの移動時間１時間
30分から2時間に一度は休憩時間をお取り致します。皆様のご協力をお願い
致します。

ツアーのみどころ
●熱海梅園梅まつり
樹齢百年を越える梅の古木を含め、59品種、472本の梅が咲き誇り早咲きから
遅咲きまで順番に開花していき、お祭り期間中は咲き誇る梅を楽しむことがで
きます。

●小室山公園つばき園
15,000㎡の敷地内に約1,000種4,000本の椿が咲き誇る公園となります。

●城ヶ崎公園
大室山の噴火で溶岩が海岸へ流出。大小無数の岬をつくり、波の侵食で数十メー
トルの絶壁ができました。岬の形は千変万化・奇妙な名前がついております。

●河津桜まつり
早春に河津川沿いの約4kmに800本、町全体で約8000本の桜が咲き、毎年多く
の観光客で賑わう桜まつりです。早咲きの桜で春を満喫。

●浄蓮の滝
天城山中第一の大滝で、高さ25m、幅7m、滝壺の深さは15mあります。
瀧の名は左岸山中にあった寺「浄蓮寺」に由来しております。

●韮山反射炉（世界遺産）
幕末期の代官江川英龍が手がけ、後を継いだその子英敏が完成させました。反射炉
とは、金属を溶かし大砲を鋳造する炉。稼働した反射炉が現存するのは韮山だけ。

●伊豆の国パノラマパーク
標高452mの葛城山に造られた公園。ふもとの山麓エリアからロープウェイに乗
り山頂へ。足湯、展望台などさまざまな施設があり楽しめます。

●沼津御用邸記念公園
明治26年に建築され、皇室の方々に愛されました。当時のまま忠実に復元が行
われ室内の家具・調度も修復され、明治時代を知る上で貴重な場となっている。

●三島スカイウォーク
富士山と駿河湾を一望できる、三島スカイウォーク。
日本最長となる歩行者専用の400mのつり橋。

●大涌谷
ゴツゴツした岩場、
無造作に転がる大きな石、
あちらこちらから立ち上がる噴煙、
硫黄の匂い、今も活動する火山の威力を体感できる大涌谷。

●芦ノ湖遊覧船

【旅行代金のお支払いについて】

湖畔から望む雄大な富士の姿に感動。さまざまな景色を楽しむことができる芦
ノ湖。湖上より風景を堪能いただけます。

（出発の21日前までに旅行代金全額をお支払いください）
①直接ご来店のうえお支払い
（現金またはクレジットカードによるお支払い）
②現金書留にて郵送
③銀行振込・振込み先
北海道銀行釧路支店 普通預金 Ｎｏ．220180「㈱日専連釧路」
※お振込み手数料はお客様ご負担でお願致します。

●鈴廣のかまぼこ博物館
1865（慶応元）年に創業されたかまぼこの老舗が運営するかまぼこ博物館。
ガラス越しにかまぼこ職人の働く様子もながめることができる。

ご旅行条件（要約）※お申込いただく前に、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずお読み下さい。
■募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社日専連釧路（以下「当社」という）が旅行を企画して
実施するものであり、お客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下契約とい
う）を締結することになります。また、契約の内容・条件は、本パンフレッ
ト、旅行条件書、確定書面（旅程表）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。
■旅行契約の申し込み・旅行契約成立
①所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金を添えてお
申込いただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部と
して取扱います。
旅行代金（お1人様） 1万円未満 3万円未満 6万円未満
申込金

3,000円

6,000円

12,000円

9万円未満

9万円以上

18,000円

旅行代金の20％

②当社は電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受
付けます。この場合、お客様は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌
日から起算して３日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。
③契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものと
します。
④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日前までに
全額お支払いいただきます。
ただし、13日前以降にお申込された場合は、お申込時に全額お支払いいた
だきます。
■旅行代金
旅行代金は､特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満３
歳以上12歳未満の方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区分表示がな
いときは満３歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します。
■取消料等
契約成立後、お客様のご都合により契約を解除される場合は、旅行代金に対

してお1人様につき次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支
払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と同額の違約料をいただきま
す。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、
ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の（1台／1室当たりの）ご利用人数の
変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

a) 21日前まで
注
（11日前まで）

無料

b) 20日～8日前まで
注
（10～8日前）

20％

c) 7日～2日前まで
d) 旅行開始日前日

30％
40％

e) 旅行開始日当日（fを除く）

50％

f ) 旅行開始後の解除又は無連絡不参加

100％

注）「日帰り旅行」に限り、a、bの取消料は（ ）内の期日とします。
※お客様のご都合により旅行開始日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の
一部を変更される場合も契約の解除とみなし、上記取消料の対象となりま
す。ただし、旅行開始日の９日前以降の変更はできません。
※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用開始日を基準として別
途適用されます。
ただし、旅行開始後の取消料は100％となります。
■添乗員
①添乗員同行と記載されたコースを除き､添乗員は同行しません。旅程表及
びお客様が旅行に必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提
供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。また、悪天候
等お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった

お申込、お問合せは

本 店 TEL（0154）22-1021
文苑店 TEL（0154）39-2258
釧路市北大通２－７

旅行企画・実施
■北海道知事登録旅行業 第2-525号…株式会社
■一般社団法人全国旅行業協会正会員

取消料率

取消日

日専連釧路

日専連釧路旅行センター

場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行ってい
ただきます。
②添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面
に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。
■旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件は2017年12月現在を基準としています。また、旅行代金は
2017年12月現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。
■ご注意
①お客様のご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。
②渋滞等当社の責に帰すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、新
たに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の払い戻しもできませ
ん。
③悪天候等お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができな
くなった場合、当該旅行サービスに対して取消料等の費用を差し引いた金額
をお客様に払戻します。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客
様のご負担となります。
■個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報につい
て、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込
いただいた旅行において、運送・宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配
及びそれらのサービスの受領手続き、又は当社の契約上の責任、事故時の費
用等を担保する保険の手続きに必要な範囲内で利用します。
※このほか当社では、
①当社の商品やサービス・キャンペーンのご案内。
②旅行参加後のご感想等の提供のお願い。
③アンケートのお願い。
④特典サービスの提供。
⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用することがあります。

総合旅行業務取扱管理者 本間

浩

釧路市文苑１－２－18 総合旅行業務取扱管理者 石黒恵理子

■月曜～金曜………9：30～17：45
■休業日/土曜・日曜・祝日・年末年始
■月曜～土・日曜・祝日…10：00～19：00
■休業日/年中無休（年末年始を除く日）

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責任者です。このご旅行の契約に関し
担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

