
スタンダードコース 
お得感のある快適コースで利尻・礼文・稚内を満喫！

抜群のコストパフォーマンス！！
せっかくの旅行、域内最上クラスのホテルで快適に！
フェリー1等ラウンジ利用 !!  こだわりの夕食 !!

稚内に2つしかないゴルフ場を1日で攻略！
島めぐりも全て詰め込んだよくばりコース !!

お得感のある快適コースで利尻・礼文・稚内を満喫！
抜群のコストパフォーマンス！！

 

 

お一人様
旅行代金

【2名様以上でお申込みください】
募集人員40名様予定

朝食3回、昼食2回、夕食0回

山形県旅行業協会

企画協力・後援： 一般社団法人  山形県旅行業協会　　旅行企画・実施： 有限会社　山旅 ・ 山形県旅行業協議会

の旅の旅利尻・・ ・・礼文稚内 4日間4日間

お一人様　5,500円

円

県内各地より

無料送迎あり!!
各地から山形空港往

復の無料送迎を

ご用意します。詳しく
は裏面を

ご覧ください。

ＡＮＡクラウンプラザホテルのレストランにて
和食コースまたは洋食ビュッフェをチョイス

宗谷岬【日本最北端地碑】宗谷岬【日本最北端地碑】 夕暮れの利尻富士（イメージ）夕暮れの利尻富士（イメージ）

オタトマリ沼（イメージ）オタトマリ沼（イメージ）

北防波堤ドーム北防波堤ドーム

ノースバレーＣＣ（イメージ）ノースバレーＣＣ（イメージ）

桃岩桃岩パンフレット掲載の写真は全てイメージです。パンフレット掲載の写真は全てイメージです。

日本列島の最北に位置する稚内・利尻島・礼文島は手つかずの自然が広がり、美しい
景色を楽しむことができます。ウニ・昆布・ホッケ・カニなど北の海の幸が豊富で北海
道らしい味覚もご堪能いただけます。山形からは飛行機の乗り継ぎや現地でのフェ
リー利用など、交通の便が悪く個人ではなかなか行きづらい場所です。今回は、山形空
港からダイレクトで稚内へ。現地の交通も含めスムーズに観光していただけるコースを
設定しました。この機会にぜひ人気の北の地へお出かけください。

日本列島の最北に位置する稚内・利尻島・礼文島は手つかずの自然が広がり、美しい
景色を楽しむことができます。ウニ・昆布・ホッケ・カニなど北の海の幸が豊富で北海
道らしい味覚もご堪能いただけます。山形からは飛行機の乗り継ぎや現地でのフェ
リー利用など、交通の便が悪く個人ではなかなか行きづらい場所です。今回は、山形空
港からダイレクトで稚内へ。現地の交通も含めスムーズに観光していただけるコースを
設定しました。この機会にぜひ人気の北の地へお出かけください。

1・3泊目 ドーミーイン稚内（1名または２名1室）
2 泊 目 ホテル礼文（２～5名1室）

デラックスコース 
せっかくの旅行、域内最上クラスのホテルで快適に！
フェリー1等ラウンジ利用 !!  こだわりの夕食 !!

 

 

【2名様以上でお申込みください】

募集人員20名様（限定）
朝食3回、昼食2回、夕食2回

1 泊 目 ＡＮＡクラウンプラザホテル稚内（2～3名1室）
2 泊 目 花れぶん（2～5名1室）
3 泊 目 ホテルめぐま（2～5名1室）
フェリー 1等ラウンジ席（指定席）

募集人員18名様（限定）
朝食3回、昼食1回、夕食1回

全日 稚内グランドホテル（1～2名1室）
ゴルフプレーフィー２ラウンド分含む（キャディー・カート代込）

ゴルフコース 
稚内に2つしかないゴルフ場を1日で攻略！
島めぐりも全て詰め込んだよくばりコース !!
稚内に2つしかないゴルフ場を1日で攻略！
島めぐりも全て詰め込んだよくばりコース !!

 

 

【1名様からお申込みいただけます】

デラックスコースはお泊りのホテル。スタンダードコースの方はお泊りのホテルから徒歩４分。
ゴルフコースの方はタクシー利用となります。
※出発の7日前までにお申込みください。当日はお申込みいただけません。

１日目夕食オプションのご案内

139,000 お一人様
旅行代金 円158,000 お一人様

旅行代金 円158,000

日本最北端の地

旅行期間

募集人員

添 乗 員 各コースに同行いたします。

７８名
平成29年 8/31（木）～9/3（日） 3泊4日

チャーター機利用のため、出発確定。
定員になり次第締め切らせていただきます。(                     )

山形空港からＦＤＡチャーター機で行く!!山形空港からＦＤＡチャーター機で行く!!

ウニ丼（イメージ）ウニ丼（イメージ）

宗谷岬宗谷岬

稚内空港

山形空港

tt

香深港香深港

鴛泊港鴛泊港
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文
島

利
尻
島



【お客様へお願い】貸切バスを利用する際は安全のため、シートベルトの着用をお願いいたします。

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、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行企画・実施

ご旅行条件（要旨）

（一社）全国旅行業協会(ANTA)正会員　山形県知事登録第2-273号

〒990-0039　山形市香澄町三丁目３番２４号山形セントラルコーポ６０１
（有）山旅・山形県旅行業協議会
TEL 023-633-4411／FAX 023-633-4410

総合旅行業務取扱管理者　長谷川秀孝

【受託販売】お申込み・お問い合わせ先（一般社団法人全国旅行業協会正会員）

お申込金の金額　旅行代金が10万円以上15万円未満・・・30,000円から旅行代金までのお申込金
　　　　　　　　旅行代金が15万円以上・・・旅行代金の20%から旅行代金までのお申込金

当該商品の取消料 ●平成29年8月10日以前は取消料不要。
●平成29年8月11日以降平成29年8月23日の間は旅行代金の20%相当額。
●平成29年8月24日以降平成29年8月29日の間は旅行代金の30%相当額。
●平成29年8月30日の場合は旅行代金の40%相当額。
●出発日当日（旅行開始前）は旅行代金の50%相当額。
●旅行開始後および、無連絡での不参加の場合旅行代金の全額。

1. 募集型企画旅行契約
　この旅行は、有限会社山旅(山形県知事登録旅行業第2-273号)（以下「当社」といいます）が旅行企画・募集
する旅行であり、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（以下「旅行契約」といいます）
を締結することになります。
　また、契約の内容・条件は募集広告（パンフレット等）の各コースに記載されている条件の他、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（最終旅行日程表）及び当社募集型企画旅行契約約款によります。

2. 旅行契約の申し込みと旅行契約の成立時期
申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金または
取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。また、旅行契約については、当社が予約の承諾を
し、申込金を受理したときに成立するものとします。

（1）

3.旅行代金のお支払
　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日目にあたる日より前にお支払いただきます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始前の当社
が定める期日までにお支払ください。

4.旅行代金に含まれるもの
　パンフレットに明示した、運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、施設入場料及び消費税等諸税を含んでい
ます。添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。これらの諸費
用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しいたしません。

5．お客様からの旅行契約の解除（旅行開始前）
　お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様に付き）をお支払いいただいて、旅行契約を解除することが
できます。この場合、すで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。（なお、票でいう取消日とは、
お客様が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」〔以下「当社ら」といいます。〕のそれぞれの営業日、営業
時間内に取消する旨をお申し出いただいた時を基準とします。）

7．特別補償
　当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行約款の特別補償規定で定めるところ
により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体または手荷物の上に被った
一定の損害額について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

8.基準日
　この旅行契約は、平成28年8月1日を基準としています。また、旅行代金は平成28年8月1日現在の有効な規則
を基準としております。

■個人情報の取扱について
　当社及び受託旅行業者は、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は、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またはそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用させて
いただきます。

■国内旅行保険への加入について
　より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて国内旅行傷害保険に加入する
ことをお勧めします。
　ご旅行旅行お申し込み時に必ず旅行の条件書をご一読お願いいたします。不明な点がございましたら、下記
までお尋ねください。

6．お客様の責任

当社は、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行契約のお申し込みを受け付けることがあります。
この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、当社がご予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算し
て3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いしていただきます。

（2）

お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。（1）
お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解する
よう努めなければなりません。

（2）

お客様は、旅行開始後に旅行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、旅行地において速やかに当社、また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。

（3）

【行程中の記号】　--------t --------：航空チャーター機（発着時間は現在申請中のものです）／　==== ：貸切バス　／　～～～フェリー　　　　　　現地の貸切バス会社：宗谷バス

旅　　　程　　　表

ドーミーイン稚内（泊）
食事【朝：×／昼：×／夕：×】

ドーミーイン稚内（泊）
食事【朝：ホテル内／昼：ウニ丼／夕：×】

ホテルにて朝食後、貸切バスで港へ ホテルにて朝食後、貸切バスで港へ ホテルにて朝食後、貸切バスで移動

ホテルにて朝食、徒歩にて観光 ホテルにて朝食、貸切バスにて観光 ホテルにて朝食後、貸切バスで移動

ホテルにて朝食後、貸切バスにて移動 ホテルにて朝食後、貸切バスにて移動
（稚内グランドホテル経由）

ホテルにて朝食後、貸切バスにて移動

ANAクラウンプラザホテル稚内（泊）
食事【朝：×／昼：×／夕：×】

稚内グランドホテル（泊）
食事【朝：×／昼：×／夕：×】

ホテル礼文（泊）
食事【朝：ホテル内／昼：ホッケ定食／夕：郷土料理】

花れぶん（泊）
食事【朝：ホテル内／昼：ホッケ定食／夕：郷土料理】

ホテルめぐま（泊）
食事【朝：ホテル内／昼：ウニ丼／夕：郷土料理】

稚内グランドホテル（泊）
食事【朝：ホテル内／昼：×／夕：郷土料理】

稚内グランドホテル（泊）
食事【朝：ホテル内／昼：ウニ丼／夕：×】

　　　　【昼食をはさんで1日２プレー】
　①ノースバレーカントリークラブ
　②稚内カントリー倶楽部
ホテル着後　南稚内市内にてご夕食

稚内港（7:15）～【フェリー】～～（8:55）鴛泊港 ==  姫沼
==  仙法師御崎公園 ==  オタトマリ沼 ==  ウニ丼のご昼食
==  鴛泊港（13:05）～～【フェリー】～～（13:50）香深港
==  スコトン岬 ==  桃岩・猫岩展望台 ==  香深港（17:05）
～～【フェリー】～～（19:00）稚内港 ==  ホテル

稚内港（7:15）～～【フェリー】～～（8:55）利尻島：鴛泊港 ==  オタトマリ沼（湖面に映る利尻富士） ==
仙法師御崎公園 ==  人面岩・寝熊の岩（車窓）==   鴛泊（ホッケのご昼食）==   姫沼 ==    ペシ岬灯台
==  鴛泊港（15:20）～～【フェリー】～～礼文島：香深港

スタンダードコース デラックスコース ゴルフコース
8
月
31
日
(木)

9
月
1
日
(金)

9
月
2
日
(土)

9
月
3
日
(日)

ゴルフ

利尻・礼文早回り観光

利尻島内観光

無料送迎

■宿泊施設：各コースの宿泊施設は「ANAクラウンプラザホテル稚内」を除いて温泉大浴場付きのホテルです。
　　　　　  「ドーミーイン稚内」は1名または2名1室、「ＡＮＡクラウンプラザホテル稚内」は2～3名1室、「稚内グランドホテル」は１～２名1室利用で全て洋室となり、お申込みのご人数に合わ
　　　　　  せてお部屋をご準備いたします。「ホテル礼文」「花れぶん」「ホテルめぐま」は和室または洋室で2～5名1室のご利用となり、1グループ5名様までは1室となります。

乗車可能場所　　米沢駅、高畠駅、赤湯駅、かみのやま温泉駅、山形駅、酒田駅、鶴岡駅、寒河江駅、新庄駅、尾花沢駅、村山駅
※必ずご旅行お申し込み時にご予約ください。後日の追加はお受けできない場合があります。

下記の場所から無料送迎いたします。（希望人数により貸切バスまたはハイヤーとなります。）

稚内観光〈各コース共通〉

〈スタンダード・デラックスコース共通〉

各ホテル ==  スコトン岬 ==   澄海岬 ==   桃岩・猫岩展望台・元地海岸・地蔵岩 ==   香深（ウニ丼のご昼食） ==   
==   香深港（13：25）～～【フェリー】～～（16：15）稚内港 ==   ノシャップ岬 ==   稚内公園（氷雪の門など） ==   

利尻島内観光〈スタンダード・デラックスコース共通〉

山形空港（13：20～14：00）------t ------稚内空港（14：40～15：40）==== 宗谷岬：日本最北端の地碑・宗谷岬灯台・旧海軍望楼・2つの平和の鐘など==== 各ホテル

〈各コース共通〉 ==== 夢食館北市場（ショッピング）==== 稚内空港（11：05～12：05）------t ------山形空港（12：40～13：40）

ご夕食のオプションをご用意しております。　  （詳しくはパンフレットの表面をご覧ください）

稚内観光

フェリーは「1等ラウンジ席」

フェリーは「1等ラウンジ席」

食事【朝：ホテル内／昼：×／夕：×】 食事【朝：ホテル内／昼：×／夕：×】 食事【朝：ホテル内／昼：×／夕：×】


