で行く

ピコーンとアクセス！

パークゴルフを含めた
旅の情報が満載です！！

わくわくパークゴルフクラブ

わくわくパークゴルフクラブって何？

テーマは
「初心者からベテランまでクラブ1本でコミュニケーション！」
がモットーのクラブです。
パークゴルフを通じての
「健康づくり」
やレベルアップ等
「楽しさの共有」
ができるクラブライフを
目指して日々活動中です。
会員特典としては、
札幌市中央区の
「ばんけいパークゴルフ場」
と北区の
「ユートピアの郷」
のプレー代金20％OFFのお楽しみもあります！出発前に組分けをするのでお1
人でのご参加でも安心です！！入会ご希望の方は、
ご連絡下さい。
一緒にパークを楽しみましょう。
クラブ担当 細川 宗 （ほそかわ むねのり）

ムネさん

伝道師カジさん

北海道は勿論、
全国のパークゴルフ場を旅打ち。
パークの楽しさを伝えながら、
あの
町、
この町。
10年間の旅打ちで積み重ねた情報を基に、
皆様に最高のコースと楽し
さをコーディネイト致します。

カジさん

わくわくパークゴルフ アドバイザー／PG伝道師

特製お弁当

女性スタッフが考えました

梶原 順治（かじわら じゅんじ）

芝の上を歩いて、
ボールを打つパークゴルフはまさに全身を使うスポーツ！！そ
んな、
お客様に喜んでもらえるようなお弁当を考えました。
「テーマ」
は
「スポー
ツの為の弁当」
疲労回復・筋肉疲労予防等の栄養素をピックアップしてお弁当を
考えてみました。
もちろん、
味もこだわっています！！是非、
お楽しみ下さい。

「旅打ち！パークゴルフ」はパークゴルフ場めぐり、パークゴルフ
をしながらの旅情報などパークゴルフ場情報満載のウェブサイト
です。全国850か所以上のパークゴルフ場データを掲載しています。
Photo / 道東の雄大さを感じる 900草原パークゴルフ場

コース番号

14-0118

パークゴルフ
巡業 in 道北

1泊2日

受1名 添

道内屈指の起伏の多い桜岡PG場・万里長城PG場
剣淵温泉に泊まる！道北旅打ち2日間

18,500円

同行 相 可
（男女別）募 36名 催 20名 食 朝1昼2（弁2）夕1 ガ なし 札 貸

旅行代金
（大人おひとり）

2〜4名1室

7月

27（火）

限定出発！

子供・幼児の参加は承れません。予めご了承下さい。1名1室は上記の4,000円増しとなります。

JR札幌駅
（8:00発）＝＜高速道＞＝ 下川町（万里長城パークゴルフ場にて約4時間プレー！

1 豊かな自然の中でのパークゴルフをお楽しみ下さい。）240 ＝剣淵温泉・レークサイド桜岡
（17:30頃）※天然温泉を備えるホテルにて、
のんびりお寛ぎ下さい。

2

ー弁夕

ホテル
（8:00頃発）＝桜岡パークゴルフ場・湖畔コース（高台コースに向けて、
まずは18Hで約90

桜岡PG場・湖畔コース

54H/Par198/2,704m

！
（20:00頃） 朝 弁 ー
！プレー後はホテルにてご入浴をお楽しみ！）240 ＝＜高速道＞＝JR札幌駅
豪快な打ち下ろし、
打ち上げの連続
にワクワクする
事間違いなしの名物ホール。
コースメンテナンス、ロケー
ションにも優れ、挑戦意欲を
かきたてる金メダルコース。

万里長城パークゴルフ場

ご宿泊
ホテル

分の肩慣らし！）90 ＝桜岡パークゴルフ場・高台コース
（道内屈指の起伏に富んだコースをお楽しみ

36H/Par132/1,955m

■剣淵温泉・レークサイド桜岡

ゆ

桜岡湖の畔に立
つ 、四 季 折 々 の
表情が楽しめる
温 泉 で す。パ ー
クの後はのんび
り温泉でお寛ぎ
下 さ い（ 和 室 又
はトイレ付）
。

どちらも道北屈指のパークゴルフ
場です！特に桜岡PG場高台コース
はショート・ロング問わず、高低差
のある攻め応え充分のコース！

桜岡PG場・高台コース

54H/Par198/2,807m
写真は全てイメージです。

ご案内（必ずご一読下さい）

●恐縮ではございますが、出発決定のご案内はございません。出発中止の場合のみ（出発日の前日から起算して「日帰りツアー」7日前までに、
「宿泊ツアー」は14日前までに）お知らせ致します。何卒ご了承の程よろしくお願い致します。
●
「日帰りツアー」は本紙が最終ご案内書を兼ねております。集合場所・旅行条件など必ずご確認下さい。
「宿泊ツアー」は出発の7日前までに最終日程表をお送り致します。
「旅行のご案内」に記載のある指定の口座にお振込下さい（振込手数料はお客様負担）。
「日帰りツアー」につきましては当日でも結構です。
●旅行代金につきましては、

15 名様から出発

異国情緒を感じる

雄大な

道東 道南

パークゴルフの
伝道師カジさんと
担当者（ムネ）で
選んだ

2コース

＆

コース番号

14-0116

パークゴルフ
巡業 in 道東

2泊3日

温根湯・川湯に泊まる！153Hの置戸！
芝が美しい津別！道東の絶景 900草原！

29,800円

同行 相 可
（男女別）募 36名 催 15名 食 朝2昼3（弁2）夕2 ガ なし 札 貸

受1名 添

旅行代金
（大人おひとり）

2〜4名1室

8月

25（水）

の
驚異 H!!
153

雄大に広がる900草原

限定出発！

圧倒の規模を誇る おけと

子供・幼児の参加は承れません。予めご了承下さい。1名1室は上記の8,000円増しとなります。

JR札幌駅＝＜高速道＞＝ 上川
（休憩）20 ＝温根湯・道の駅
（休憩）20 ＝置戸・おけとパークゴルフ場

1（153H!? これぞ道東！約5時間滞在！何ホール周れるか挑戦！）300 ＝温根湯温泉・大江本家
（17:30頃）※明治32年創業の老舗旅館でお寛ぎ下さい！！

ー弁夕

ホテル（8:00頃）＝北見（休憩）20 ＝ つべつふれあい公園パークゴルフ場（芝が美しいパークゴルフ

おけとパークゴルフ場

153H/Par561/7,805m

芝が心地良い つべつ

な
雄大 !!
道東

スト
トラ
コン
芝の が美しい

2 ＝美幌峠（屈斜路湖を眼下に望む！）20＝砂湯（屈斜路湖畔の散策）20 ＝川湯温泉・名湯の森ホテル
場にて約4時間お楽しみ！）240 ＝美幌・遊SAI亭
（店長こだわりの米の握り寿司のご昼食）60
きたふくろう（16:00頃）
※早めの到着！北の草津と呼ばれる名湯でのんびりお寛ぎ！

朝昼夕

ホテル
（8:00発）＝900草原パークゴルフ場
（晴天なら斜里岳を望む雄大なパークゴルフ場！

3 道東の素晴らしさを感じながらのPGを約4時間お楽しみ下さい）240＝ 足寄（休憩）20
＝＜高速道＞＝夕張
（休憩）20 ＝JR札幌駅
（19:45頃）

私が2年前に旅打ち
したコース。どちらの
コースも北海道を代
表する豊かな自然や
ロケーションの中、パークゴルフの
楽しさをを満喫する事受け合いの
ベストコース揃い。感動の金メダル
コーストリプルです。

コース番号

14-0118

パークゴルフ
巡業 in 道南

2泊3日

受1名 添

朝弁夕

温根湯・川湯の温泉もパークの後の
疲れを癒すには最高の温泉です！
ご夕食は2泊共にカラオケを用意
した宴会をお楽しみ！

54H/Par198/2,704m

■温根湯温泉・大江本家

900草原パークゴルフ場

54H/Par198/2,807m

2泊目

ゆ露

■川湯温泉・名湯の森ホテルきたふくろう ゆ 露

創業は明治32年の老
舗旅館。
自慢の温泉は
アルカリ性単純泉で
硫黄の成分も含まれ
ており、
美白にも良い
とされております。置
戸でのプレー後には
癒される温泉です。
是
非、お楽しみ下さい。
（和室又は洋室バスト
イレ付）

手つかずの原生林を窓
越しに望める開放的
な大浴場。
滔々と湧き
出る源泉100％かけ流
しの温泉が優しく身
体を包み込みます。
泉
質は
「北の草津」
と呼ば
れるほど抜群。
担当一
押しの温泉でのんび
りお寛ぎ下さい。
（和室
又は洋室バストイレ付）

北檜山・鹿部温泉に泊まる！ロングコースのきたひやま
海と山を望む八雲・流山・函館一望の桔梗高台！

33,000円

同行 相 可
（男女別）募 36名 催 15名 食 朝2昼3（弁1）夕2 ガ なし 札 貸

旅行代金
（大人おひとり）

2〜4名1室

つべつふれあい公園PG場

ご宿泊 1泊目
ホテル

9月

16（木）

湾を
噴火 !!
望む

m
190
最長 戦!!
に挑

限定出発！

子供・幼児の参加は承れません。予めご了承下さい。1名1室は上記の8,000円増しとなります。

JR札幌駅
（8:00発）＝＜高速道＞＝ 長万部
（休憩）20 ＝きたひやまグリーンパークゴルフ場

1（190mのロングホールに挑戦！約4時間）300 ＝せたな町・温泉ホテルきたひやま（17:00頃）
※プレーの疲れは温泉でのんびり！！

2

ー弁夕

ホテル（8:00発）＝八雲・噴火湾パノラマパークPG場（噴火湾を望む45Hを約3時間お楽しみ）180

きたひやまグリーンPG場

36H/Par144/2,461m

の
道南 !!
名門

噴火湾パノラマパークPG場 45H/Par165/2,040m
市内
函館 望!!
を一

＝森町（昼食）60 ＝流山温泉パークゴルフ場（道南を代表する有名コース！約2時間半）150
＝鹿部温泉・鹿部ロイヤルホテル（17:30頃）※道南の名湯でのんびりお寛ぎ！

朝昼夕

鹿部温泉
（8:00発）＝北海道昆布館
（昆布製品のお買物）30 ＝函館桔梗高台パークゴルフ場

3 （函館市内を望むパークゴルフ場にてプレー！ご昼食はジンギスカンをご賞味！）240
＝長万部
（休憩）20 ＝＜高速道＞＝JR札幌駅
（19:00頃）

この旅打ちコースの特徴は
雄大なロケーションと個性
を誇るパークゴルフ場のラ
インナップ。函館桔梗高台は
庭園型、きたひやまグリー
ンと流山温泉は広々とした
オープンコース。リラック
スプレーを堪能できます。

日本一のロングコ
ース（190m）の北
檜山に挑戦してみ
ませんか？温泉と
道南の有名コース
をめぐる
3日間です。

からの
ムネ

おすすめ情報
コースマークの
ご案内

朝昼夕

流山温泉パークゴルフ場

27H/Par99/1,358m

ご宿泊 1泊目
ホテル

函館桔梗高台パークゴルフ場 36H/Par132/1,935m

2泊目

■せたな町・温泉ホテルきたひやま ゆ 露 ■鹿部温泉・鹿部ロイヤルホテル

注・温泉ホテルきたひやまはシングルルームが多いために1泊のみ
2〜4名1室で申し込みされてもシングルルームになる場合があり
ます
（追加料金なし）
。
予めご了承下さい。

泉質はナトリウム塩
化物硫酸塩泉でとて
も温まる温泉として
人気です。
プレーの後
には最高の泉質だと
思います。
岩造りの露
天風呂も風情があっ
て癒されます。是非、
ゆったりお楽しみ下
さい（洋室・又は和室
トイレ付き）

ゆ露

道南の隠れた名湯鹿
部温泉。
その歴史は３
００年以上といわれて
おり、
泉質はナトリウ
ム塩化物泉で神経痛
や胃腸病に効くとい
われております。そん
な温泉完備のリゾート
ホテルでのんびりお寛
ぎ下さい。
（和室又は洋
室バストイレ付き）

● 離島の新コース！奥尻に新コース誕生（8月下旬）それを記念して、旅打ちin奥尻島を開催！
● 11月下旬に福島県の浪江町に交流大会に参加！
※どちらも詳細が決まり次第のご連絡！ご希望の方はパンフレットが出来次第、
お送り致します。
ご連絡下さい。

受 最小受付人員 添 添乗員 相 相部屋 募 募集人数 催 最少催行人数 食 食事条件 札 札幌出発 貸 貸切バス利用 ガ バスガイドの有無 ゆ 温泉大浴場 露 温泉露天風呂 ゆ 沸湯大浴場 露 沸湯露天風呂
W ウォッシュレットトイレ

青文字は下車観光、
赤文字は下車入場観光となります。 ※写真は全てイメージです。

オーシャンビュー
気軽に
コースから
リゾートコースまで！
多彩なコースで年齢・性別・経験を問わず楽しめるコース

日帰り
編

コース番号

14-0111

リゾートパークゴルフの決定版！

コース番号

14-0112

ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場5時間周り放題と 新富良野プリンスホテルパークゴルフ場＆
ランチバイキング ハイランドふらの入浴
大雪山を望む露天風呂！森のゆ神楽入浴

6,250円

旅行代金
（大人おひとり）

子供・幼児の参加は承れません。予めご了承下さい。

受 1名 添 同行 募 36名

催 20名 食

昼1/弁 ガ なし 札 貸

出発日 7月 7
（水） 8月 7
（土）

日帰り

JR札幌駅（7:30発）＝＜高速道＞＝ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場

起伏の富んだコースから林間
コース・初心者向けのコース等
多彩なコースが広がっている
のが特徴です。大自然に包まれ
たコースでプレーをお楽しみ
下さい。

7月限定！パークゴルフと旬のさくらんぼが生産農家で食べ放題！ コース番号 14-0113

余市あゆ場パークゴルフ場と梅田農園旬の
さくらんぼ食べ放題！はまなす温泉入浴

5,950円

子供・幼児の参加は承れません。予めご了承下さい。

受 1名 添 同行 募 36名

出発日 7月

催 18名 食 昼1/弁 ガ なし 札 貸

17（土）
・24（土） 日帰り

JR札幌駅（7:45発）＝余市・道の駅（休憩）20 ＝あゆ場パークゴルフ場

1（このツアーでしか行く事のできない、生産農家で旬のさくらんぼが食べ放題！）60

＝はまなす温泉（海を見ながらのんびり入浴）90 ＝＜高速道＞＝JR札幌駅（19:00頃）

余市出身の担当者だから実現！攻め
ごたえのパークゴルフ場と生産農家
でのさくらんぼの食べ放題！観光農
園ではないので、梅田農園が受け入
れてくれるのは、このツアーのみ！
限定2本です。

余市あゆ場パークゴルフ場 36H/Par132/1,634m

コース番号

14-0115

北竜町ひまわりパークゴルフ場プチコンペと
サンフラワーパーク北竜温泉

5,600円

旅行代金
（大人おひとり）

子供・幼児の参加は承れません。予めご了承下さい。

受 1名 添 同行 募 36名

出発日 9月

催 20名 食

昼1 ガ なし 札 貸

＝＜高速道＞＝JR札幌駅
（19:30頃）

ゴルフ場を利用して作られたコー
スはまさにリゾート気分。各ホール
ゆったりとレイアウトされ、OBも
少ない。十勝岳連峰を望みながらの
プレーで、環境の素晴らしさでは誰
もが楽しめる事だろう。

クで
パー !!
ート
リゾ な気分を
優雅

新富良野プリンスホテルPG場 36H/Par132/1,718m

元々はゴルフ場の跡地をパークゴ
ルフ場に再利用！芝もゴルフのベ
ント芝を利用しているので、
パッティ
ングには要注意！ご昼食はランチ
バイキングをご賞味！リゾートパー
クゴルフをお楽しみ下さい！

日本海を望むオーシャンビューの2コース！

コース番号

14-0114

とまりカブトラインPG・いわないPG
わくわくオーシャンCUPと いわない温泉入浴

5,850円

旅行代金
（大人おひとり）

子供・幼児の参加は承れません。予めご了承下さい。

受 1名 添 同行 募 36名

催 20名 食

昼1/弁 ガ なし 札 貸

出発日 7月 14
（水） 8月 4
（水）

昼1/弁 ガ なし 札 貸

（水）
1
・11（土）

日帰り

1（オーシャンビューコース第二弾18Hをお楽しみ！）120 ＝グリーンパークいわない

（温泉入浴＆表彰式！／1ドリンク付）120 ＝余市・道の駅
（休憩）20 ＝JR札幌駅
（19:30頃）

まさに絶景！オーシャンビューの2コー
スをコンペ方式でお楽しみいただき
ます！しかし！上位だけに決して良
い景品が当たるとは限りません！是
非ご参加下さい。

オーシャンビューの2コース!!

とまりカブトラインPG場 いわないパークゴルフ場
18H/Par66/904m
18H/Par66/752m

あのパークの伝道師が直接指導！チャンスです！ コース番号 14-0119

わくわくパークゴルフ レッスン会
〜ワンランク上の上達法！
！ラフの対処法〜

1,000円

参加費用
（大人おひとり）

講師代・プレー代・損害保険料込みの料金です。

受 1名

募 30名

講師

催

5名 ※現地集合でお願い致します（9:30）

梶原 順治（パークの伝道師）

JR札幌駅（8:00発）＝＜高速道＞＝北竜町・ひまわりパークゴルフ場

1回目 7月

20（火）10:00より2時間程度
場所・ユートピアの郷（札幌市北区東茨戸88番地）

＝＜バス車内にて表彰式を開催！＞＝JR札幌駅（18:30頃）

2回目 8月

9（月）

1（プチコンペを開催！約4時間）240 ＝サンフラワー北竜温泉（のんびり入浴）90

北竜町ひまわりパークゴルフ場 36H/Par132/1,899m

コースマークの
ご案内

10:00より2時間程度
場所・さっぽろばんけいパークゴルフ場（札幌市中央区盤渓410,番地）
上記の他にプライベートにてカジさ
んのレッスンご希望の方はお問い合
わせ下さい。人数・場所等によって料
金をご案内させて頂きます。

北海道を代表するひまわりの郷、
「北竜町」ス
トローク方式のプチコンペを開催！バスの移
動時間を使って表彰式を行います。上位が良
い景品とは限りません！何が当たるか当日ま
でのお楽しみ！

の里
わり
ひま PG!!
での

日帰り

（オーシャンビューコース第一弾18Hをお楽しみ！）120 ＝岩内町・いわないパークゴルフ場

本当に美しいコース。全ホールから
日本海を望み、視界に海が入ってく
る。フェアウェイ、ラフ、グリーンを
見事に刈り分け、ミニゴルフ場を想
わせる。クラブハウス等の充実ぶり
も含め金メダルコースである。

の
十分 場
応え
攻め クゴルフ
パー

北海道屈指のひまわりの郷で爽快プレー！

催 20名 食

11（水）
・21（土） 日帰り

JR札幌駅
（7:30発）
＝＜高速道＞＝余市・道の駅
（休憩）20 ＝とまりカブトラインパークゴルフ場

（36H Par132 攻めごたえ十分のパークゴルフ場で4時間プレー！）240 ＝梅田農園

周辺の環境が素晴らしく、気持ちが
リラックスしてくる。マウンドを作
り変化に富んだコースは飽きる事が
ない。グリーンは砲台型が多く難易
度も高い。
オープン以来人気コース。

子供・幼児の参加は承れません。予めご了承下さい。

＝ハイランドふらの（のんびり入浴）90

9ホール単位に趣きが異な
る。丘陵地帯に巧みにゆった
りレイアウトされ、難易度の高い林間コースも
有り、バリエーション豊かな自然派コース。テ
クニカルなホール多し。

旅行代金
（大人おひとり）

出発日 8月

1 約4時間！ご昼食はランチバイキングをご賞味！リゾートパークゴルフをお楽しみ下さい）

＝森のゆ花神楽（のんびり入浴）90 ＝＜高速道＞＝JR札幌駅（20:00頃）

ひがしかぐら森林公園PG場 54H/Par198/2,807m

受 1名 添 同行 募 36名

JR札幌駅
（8:00発）
＝＜高速道＞＝新富良野プリンスホテル（36H Par132のコースで

1（54H Par198のコースで約5時間お楽しみ下さい）300
める
楽し !!
なが
みん なコース
多彩

6,700円

旅行代金
（大人おひとり）

旅打ちには欠かせない
コース。
バックに
「ひまわり
の群落」はここでしか見られない景観。
コースには大きなマウンドを作り変化
を持たせ、フェアウェイは広く刈ってい
る。
バランスのとれた雄大なコースである。

ユートピアの郷PG場
ばんけいパークゴルフ場
36H/Par132/1,671m 36H/Par132/1,507m

「皆様がパークを
長く楽しむために」をコ
ンセプトとし、
「 身体に
優しいフォーム」を御指
導致します。レッスン会
そのものをコミュニケー
ションの場として楽しく
ラウンドしませんか？

受 最小受付人員 添 添乗員 相 相部屋 募 募集人数 催 最少催行人数 食 食事条件 札 札幌出発 貸 貸切バス利用 ガ バスガイドの有無 ゆ 温泉大浴場 露 温泉露天風呂 ゆ 沸湯大浴場 露 沸湯露天風呂
W ウォッシュレットトイレ

青文字は下車観光、
赤文字は下車入場観光となります。 ※写真は全てイメージです。

北海道バスツアー注意事項
ご案内（必ずご一読下さい）

■ご出発当日の緊急連絡先

＜営業時間内…わくわくホリデー TEL011-280-8989＞
＜朝7:00〜10:00及び店舗営業終了時〜20:00…携帯070-5600-9797＞
●恐縮ではございますが、出発決定のご案内はございません。出発中止の場合のみ
（出発日
※携帯へは緊急時のみのご利用をお願い致します。空席照会やご予約、ご質問等のお電話はご遠慮願います。
の前日から起算して「日帰りツアー」7日前までに、
「宿泊ツアー」は14日前までに）お知
※携帯は＜道内ツアー＞専用番号です。
らせ致します。何卒ご了承の程よろしくお願い致します。
●
「日帰りツアー」は本紙が最終ご案内書を兼ねております。集合場所・旅行条件など必ずご確認下さい。
「宿泊ツアー」は出発の7日前までに最終日程表をお送り致します。
「旅行のご案内」に記載のある指定の口座にお振込下さい（振込手数料はお客様負担）。
「日帰りツアー」につきましては当日でも結構です。
●旅行代金につきましては、
添乗員からの
道内バスツアーはJR札幌駅北口から出発（出発の10分前にはご集合下さい） ごあいさつコール
（電話）について
札幌駅
北口広場

北7条通り

ドア

ドア

北口団体待合
パセオ

西
コ
ン
コ
ー
ス

鐘の広場

西
改
札
口

●さっぽろ観光案内所

大丸札幌店

札幌ステラプレイス
＜センター＞

地下鉄・駅前
バスターミナル
↓

札幌ステラプレイス
＜イースト＞

この旅行は、株式会社わくわくホリデー(以下｢当社｣といいます)が企画･募集
し実施する企画旅行で、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(以下｢旅行契約｣という)を締結することになります｡また､契約内容･条
件は､パンフレット、本旅行条件書､出発前にお渡しする確定書面(最終行程表)
および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
1.旅行のお申込み方法
(1)所定の旅行申込書に必要事項を記入の上次に定めるお申込金を添え
てお申込みいただきます。
尚、
お申込金は｢旅行代金｣
｢取消料｣
｢違約金｣のそ
れぞれ一部または全部として取り扱います｡

旅行代金

3万円未満
6千円以上
旅行代金まで

（お一人様）

旅行代金が3万円 旅行代金が6万円 旅行代金が10万円
以上6万円未満 以上10万円未満 以上15万円未満
1万2千円以上
2万円以上
3万円以上
旅行代金まで 旅行代金まで 旅行代金まで

旅行代金が
15万円以上
旅行代金
20％以上

※残金は出発前日より起算して14日前までに同一窓口へお支払いください。

(2)参加されるお客様のうち旅行開始日に満12歳以上の方は大人料金、満
3歳以上12歳未満の方は子供料金となります。
(3)電話等の通信手段にてご予約の場合は、当社が予約を承諾した日の翌
日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
(4)旅行約款は当社の承諾と上記の申込金のお支払いと申込書の提出をも
って成立となります。
(5)通信約款により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件当社
らは、当社らが発行するカード又は当社らが提携するクレジットカード
会社のカード会員より｢会員の署名なくして旅行代金や取消料の支払い
を受ける｣こと(以下通信契約)を条件に旅行のお申込みを受ける場合が
あります。この場合には、会員はお申込みをしようとする｢企画旅行の名
称｣｢出発日｣等に加えて｢カード名｣｢会員番号｣｢カード有効期限｣等を当社ら
にお申し出いただきます。通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨
の通知を発した時に成立します。
2.旅行代金に含まれるもの
(1)パンフレットに明示した航空･船舶･列車･バス等の交通機関(自由行動中、
集合場所までの交通費、解散後の費用を除く)の運賃、入園･拝観･見学料
等の観光料金および宿泊･食事･その他旅程による団体行動中(自由行動
中を除く)の料金。
(2)前項の消費税
なお、(1)･(2)はお客様の都合により、一部利用されなくとも払い戻しは
致しません。
3.追加料金について
追加料金とはa.ホテルグレードアップ追加料金、b.延泊による宿泊料金、
c.航空機、列車、船舶の等級の変更による差額運賃･料金等をいいます。
4.取消料
(1)お申込み後、お客様の都合で旅行を取り消される場合は旅行代金に対
してお一人様につき次に定める取消料をいただきます。なお、コースや
日程変更の場合は21日前までは無料、それ以降は下記の取消料をいた
だきます。
(2)お申込みいただきましたお客様が当条件説明書の10の事由により取り
消しされた場合は旅行開始前に取消料を支払うことなく企画旅行約款
を解除することができます。
(3)取消料の対象となる旅行条件とは3の追加代金を含めた合計金額です。
20日前〜8日前
取消料金
7日前〜2日前
（10日前から8日前）
（出発日を含まず）

取消料率
※(

20％
（10％）

30％（20％）

前

創
成
川
通
り

東急百貨店

バスツアー集合場所となっております「札幌駅北口・鐘
の広場」ですが当社だけではなく複数の旅行会社の集合
場所として利用させて頂いております。この為、時間帯
によっては、大変混雑し、スムーズなご案内ができず、ご
迷惑をおかけしております。と、同時に、通勤・通学の等
の方々の通路の妨げとなる問題も発生しております。駅
内は公共の場でございます。大変恐縮ではございますが
、何卒この点をご理解いただき、通路の確保を心がけ、お
待ちいただく様、ご協力をお願い申し上げます。

＜宿泊コース＞出発日前日までにご挨拶の
お電話をさせて頂きます（お客様ご不在の
場合はこの限りではございません）。
＜日帰りツアー＞出発前のお電話はござい
ません。予めご了承下さい。

プレー当日の組分けは原則、
出発前に行いま
す。お１人のお客様も、どしどしご参加下さ
い。
又、
ご夫婦の場合同じグループにしており
ますが、
別々にして良い等のご要望がござい
ましたら、
ご予約時にお申し出下さい。

わくわくホリデー「旅の安心システム」

万が一のやむを得ないキャンセルでも安心。取消料特別免除システム。
わくわくホリデーでは、ご参加予定のお客様、な
免除対象となる取消事由
らびに4親等以内のご親族の方にご不幸があっ
1.お申込み後、
ご参加者本人の急なケガ、
た場合、ご旅行を取消しされても、キャンセル料
病気による死亡、入院
を特別に免除致します。万が一の時もさらに安
2.お申し込み後、配偶者及び4親等以内
心。当社ならではのシステムです。
のご家族の死亡

［本人からみて4親等内図 ］

1 父母

配偶者

2 祖父母

1 父母

2 兄弟姉妹

本 人
3 曾祖父母

3

2 兄弟姉妹

2 祖父母

3 伯叔父母

1

免除対象となるお客様は？

孫
子

3 甥姪

4 従兄弟姉妹

4 伯叔祖父母

日帰りツアーの入浴について

2

孫

3 曾孫

4 甥姪孫

取消事由が生じたご本人と同行者1名のみです。
ご提出いただく書類関係
当社指定の用紙に必要事項を記入の上、わくわく
ホリデーまでご提出いただきます。

タオル・バスタオルは各自ご持参下さいますようお願い致します。

お申込みのご案内（国内企画旅行条件・抜粋）

※お申込み前に必ずお読みください。

お申し込み金

Bigカメラ

JR札幌駅北口
「鐘の広場」
付近での混雑に対する
お詫び及びご協力のお願い！

●旅行センター

地下鉄・駅前
バスターミナル
↓

センチュリー
ロイヤルホテル
ホテル
アスティ45 グレイスリー
札幌

東
コ
ン
コ
ー
ス

東
改
札
口

JR札幌駅

パセオ
札幌駅南口広場
地下街アピア

パセオ

●
みどりの窓口

ヨドバシ
カメラ

PGツアーご参加の皆様へ
プレー時の組分けについてご案内

日

40％（30％）

当

無連絡不参加
及び旅行開始後

日

50％

100％

)表示は日帰りコースに適用されます。

(4)当社の責任とならないローンの取扱い上の事由に基づき、お取り消しに
なる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
(5)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日に
おいて、お客様が旅行契約を解除したものとし、(3)の料率で違約料をい
ただきます。
5.旅行催行の中止(出発保証日を除く)
(1)最少催行人員に満たないときは旅行の実施を取りやめるときがありま
す。この場合は旅行開始日の前日から起算して14日前(日帰り旅行につ
いては4日前)までにご連絡をし、
当社にお預かりしている旅行費用は全
額お返しします。
(2)参加人員が25名に満たないときは中型バス又は、マイクロバス･ジャン
ボタクシーで運行する場合もあります。
6.旅行日程･旅行代金の変更
(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、
官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その
他の当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することが
又、
その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
あります。
(2)著しい経済情勢の変更により通常予想される程度を大幅に越えて利用
する運送機関の運賃料金の改訂があった場合は旅行代金を変更するこ
とがあります。
この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15
日目にあたる日より前にお知らせします。
7.当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償
いたします。ただし、次のような場合は原則として責任を負いません。天災
地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関の事故、もしくは火災、運送機関の遅延、不
通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公
署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
等。
8.お客様の責任
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為によ
り当社が被害を被ったときはお客様からの損害の賠償を申し受けます。お
客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者
の権利･義務その他企画旅行の契約内容について理解するように努めなけ
ればなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サー
ビスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やか
に当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
9.当社による旅行契約の解除
次の場合は契約を解除することがあります。
a.旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
b.申込条件の不適合。
c.病気、
団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
10.お客様による旅行契約の解除
下記の場合は取消料はいただきません。
(1)旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は、終了日の変更。
b.入場する観光地、観光施設、その他の目的地の変更。
c.運送機関の種類又は運送会社の変更。
d.運送機関の｢設備及び等級｣のより低いものへの変更。
e.旅行開始地たる空港又は、旅行終了地たる空港の異なる便への変更。
f.宿泊施設の変更。
g.宿泊施設の各室の種類、設備、景観、その他の客室の条件の変更。
(2)旅行代金が増額された場合。(6の(2)に該当する場合)
(3)当社が確定日程表を次に定める期日までに交付しない場合。

(4)当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能に
なったとき。
11.確定日程表
確定した主な運送機関名及び宿泊旅館、ホテル名が記載された確定日程表
は旅行開始日の前日までに交付します。ただし旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって7日目にあたる日以降にお申込みがあった場合は旅行開
始日当日に交付することがあります。なお、期日前であってもお問い合わ
せいただければ手配状況についてご説明いたします。
12.特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身
体、又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定に
より、一定の補償金及び見舞金を支払います。ただし、旅行者の脳疾患、疾
病、心神喪失や戦乱、核爆発、地震、噴火、津波の事故及びハングライダー等、
これらに類する危険な運動による場合はこの適用をいたしません。携帯品
も現金、
貴重品、重要書類、撮影済みのフィルムなど適用外となります。
13.旅程保証
旅行日程に10(1)に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行約款｢募集型
企画旅行契約の部｣の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金の1％
〜5％に相当する額の変更保証金を支払います。ただし一旅行契約につい
て支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15％を限度とします。また、一
旅行契約についての変更保証金の額が1,000円未満の場合は変更補償金は
支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは3の追加代金を
含めた合計金額です。
14.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことがで
きます。ただし、この場合当社の所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定
の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
15.欠航
天候等で出発便が欠航し、旅行催行が不可能の場合には、旅費の全額を(お
申込みの窓口で)ご返金します。お帰りの欠航により延泊の必要がある場合
には宿泊費、
食事代等はお客様負担になります。
16.旅行条件･旅行代金の基準
当旅行条件は2010年6月1日現在を基準としております。また、旅行代金は
2010年6月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃、適用規制
を基準として算出しています。旅行業約款につきましては係員におたずね
ください。この旅行は｢個人型包括旅行割引運賃｣または｢包括旅行割引運賃｣
を適用しております。この条件書に定めていない事項は当社旅行業約款｢募
集型企画旅行契約の部｣によります。
17.個人情報の取扱について
当社及び下記｢販売店｣欄記載の受託旅行業者は、旅行申込の際に提出され
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、お客様がお申込みいただいた旅行において運送･宿
泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための
手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他、当社及び販売
店では、将来、よりよい旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社及
び当社と提携する企業の商品やサービス、ダイレクトメール等によるご案
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。
内に、
※添乗員について
添乗員は旅程管理の万全を尽くすため、
お客様と同行させていただきます。
なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させる
ことが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。

お申し込み・お問い合わせは

旅行企画・実施

コールセンター

TEL.011-280-8989

観光庁長官登録旅行業第1880号
FAXは24時間受付

FAX.011-207-8989

営業時間／月〜金曜 10：00〜18：00・土曜 10：00〜15：00
定休日／日曜・祝日・年末年始

〒060-0042 札幌市中央区大通西9丁目3-33 キタコーセンタービルディング2F
（社）
全国旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者

岡部 智巌

総合（国内）旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の責任者へお尋ねください。

