トップシーズンに行く とっておき！ 北海道

大洗港発

商船三井フェリーで行く！ マイカー＆貸切バスの旅

道北旅情スペシャル 11
日間

①2017年6月17日（土）の出発

②2017年7月1日（土）の出発

③2017年7月8日（土）の出発

221,000 224,000 229,000
円

円

円

大人２名様１室＋乗用車１台でご参加のお一人様旅行代金（諸税・サービス料込）
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※車長が５m以上の場合は追加代金が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

ツアーポイント
往復のフェリーはご夫婦でゆったりお
過ごしいただける個室、グレードアップ
船室は専用バルコニー付き！ 海抜ゼロ
メートルから高山植物が咲く、トップシー
ズンの礼文島に2泊し、公認ガイドによ
る“お花畑散策”で「花の浮島」礼文島を
存分に味わう特別企画。苫小牧～稚内間
の往復移動は参加者ご自身のマイカード
ライブとなりますが、利尻島、礼文島は
ご参加の皆さまがご一緒になり、現地ス
タッフとともに貸切バスでグループ観光
をお楽しみいただきます。
道北観光の後はサロマ湖、屈斜路湖に
も立ち寄りますので、阿寒、摩周等の道
東観光もできます。さらに、十勝川では
北海道遺産に登録される植物性「モール
温泉」にも浸かる充実プラン！

Schedule

スケジュール

2017年6月17日（土）
、7月1日（土）
、7月8日（土）の出発／ 10泊11日
スケジュール

宿泊地

食事

フェリー出港の2時間前に各自で乗船手続き

1 【出港時刻】大洗港発＜スーペリアルーム＞ １９：４５

船中泊

【到着時刻】苫小牧西港着 １３：３０

2 フェリー下船後、旭川に向けフリードライブ

旭川泊

モデルコース（約200ｋｍ）苫小牧西港→《日高・道央自動車道》→旭川
ホテルチェックアウト後、稚内に向けフリードライブ

3 モデルコース（約270ｋｍ）旭川→深川→留萌→天塩→《日本海オロロンライン》→サロベツ原野→稚内

朝

稚内泊

★稚内のホテルで現地スタッフがお待ちしております。

夕

早朝、ホテルチェックアウト後、貸切バスにて稚内港へ。※ホテルにてマイカー・荷物を無料でお預かりします。
★現地スタッフ同行で２泊３日の利尻島・礼文島観光へご案内します。
【出港時刻】稚内港発＜2等席＞ ７：１５
【到着時刻】利尻島・鴛泊港着 ８：５５

4

朝

フェリー下船後、貸切バスで利尻島観光
コース：鴛泊港→オタトマリ沼→仙法志御崎公園→寝熊の岩・人面岩（車窓）→「うにいくら丼」のご昼食→鴛泊港

礼文島泊

昼
夕

【出港時刻】利尻島・鴛泊港発＜2等席＞ １３：０５
【到着時刻】礼文島・香深港着 １３：５０
フェリー下船後、貸切バスで礼文島観光の後、ホテルチェックイン
コース：香深港→スコトン岬→澄海岬→桃台・猫台→ホテル到着
午前：はなガイドの案内でお花畑散策（トレッキング）
。レブンウスユキソウ群生地を目指す、礼文林道コース（所

5 要約３時間を予定）をお楽しみいただきます。※開花状況・天候により桃岩展望台コースに変更の場合もあります。

朝

礼文島泊

午後：自由行動（体力のある方は個人で他のトレッキングコースをお楽しみください）

夕

ホテルチェックアウト後、貸切バスにて香深港へ。
【出港時刻】礼文島・香深港発＜2等席＞ 8：４５

朝

サロマ湖泊

6 【到着時刻】稚内港着 １０：４０
フェリー下船後、貸切バスで稚内のホテルへ。その後、各自マイカーにてサロマ湖に向けフリードライブ

夕

モデルコース（約290ｋｍ）稚内→宗谷岬→クッチャロ湖→浜頓別→枝幸→サロマ湖
ホテルチェックアウト後、屈斜路に向けフリードライブ

7 モデルコース（約105ｋｍ）サロマ湖→網走→美幌峠→屈斜路

朝

屈斜路泊
夕

ホテルチェックアウト後、十勝川に向けフリードライブ
〔摩周湖〕→弟子屈→〔阿寒湖〕→十勝川
8 モデルコース（約210ｋｍ）屈斜路→〔硫黄山〕

朝

十勝川泊
夕

ホテルチェックアウト後、定山渓温泉に向けフリードライブ

9 モデルコース（約225ｋｍ）十勝川→帯広→《道東・道央自動車道》→定山渓温泉

朝

定山渓温泉泊
夕

ホテルチェックアウト後、苫小牧西港に向けフリードライブ
モデルコース（約85ｋｍ）定山渓→恵庭→≪道央・日高自動車道≫→苫小牧西港

10 フェリー出港の２時間前に各自で乗船手続き
【出港時刻】苫小牧西港発 １８：４５

朝

船中泊

出発日：6月17日（土）
、7月1日（土） ＜スーペリアルーム＞
出発日：7月8日（土） ＜デラックスルーム＞

【到着時刻】大洗港着

14：00

11 フェリー下船後、解散
※フェリー発着時刻は予告なく変更する場合があります。※モデルコースの走行距離は概算です。実際の走行距離とは異なる場合があります。

Ferry・Hotel

フェリー・ホテル

〈フェリー〉
商船三井フェリー

往復

グレードアップ船室

NEWふらの

NEW ふらの

食事：なし

船室等級：スーペリアルーム
		

客室：スーペリアルーム

⇒プレミアム

差額：お一人様・片道

設備：シャワー・トイレ、

3,000 円 UP

洗面台、冷蔵庫等

※7月8日（土）出発の復路は現行船への乗
船の為、グレードアップはございません。

※7月8日（土）出発の復路のみ、現行船さっぽろ＜デラックスルーム＞
への乗船となります。

★稚内〜利尻島〜礼文島〜稚内間はハートランドフェリー（2等席）のご利用となります。

〈ホテル〉

2

泊目

旭川

旭川グランドホテル

3

泊目

稚内

4・5

稚内グランドホテル

泊目

礼文島

三井観光ホテル

ＪＲ南稚内駅の近くに建つ老舗ホテル。

礼文島の玄関口、香深港近くに建つホテル。海側の

重厚で格調高い建築と気品漂う空間のシティ

地下 1,200 ｍから湧き出る化石海水型温泉で

客室やレストラン、大浴場からは海を隔てて利尻富

ホテル。

旅の疲れを癒すことができます。

士の優美な姿が眺望でき、道北の旅情が味わえる。

食事：
［夕食］なし

食事：
［夕食］レストランまたは広間にて和食膳

食事：
［夕食］レストランまたは広間にて和食膳

［朝食］レストランにてバイキング

［朝食］レストランにてバイキング

［朝食］レストランにてバイキング

客室：洋室または和室または和洋室

客室：洋室

			

駐車料金：１泊 1,000 円（別途各自負担）

駐車料金：無料

客室：洋室または和室 駐車料金：無料

6

泊目

サロマ湖

サロマ湖鶴雅リゾート

北海道最大の湖、サロマ湖東側に建つスパリ

7

泊目

または和食セット

屈斜路

屈斜路プリンスホテル

日本最大のカルデラ湖、屈斜路 湖に面して建

ゾート。視界をさえぎるものがなく、あるがま

つ温泉リゾートホテルで、客室からも屈斜路湖

まの自然や何もない贅沢が堪能できる。特に夕

の眺望が楽しめる。摩周湖、阿寒湖、川湯、釧

景の素晴らしさが圧巻。

路湿原など道東観光の拠点としても大変便利。

食事：
［夕食］レストランにてバイキング

食事：
［夕食］レストランにてバイキング

［朝食］レストランにてバイキング
客室：洋室（湖側指定） 駐車料金：無料

8

泊目

十勝川

観月苑

［朝食］レストランにてバイキング
客室：洋室

9

泊目

駐車料金：無料

定山渓

章月グランドホテル

太古の植物が堆積する地層から湧出する植物

定山渓屈指の眺望と約 20 種類の「蜂蜜バイキング」

性モール温泉が自慢のホテル。露天風呂からは

が人気の老舗料理宿。全てのお部屋から渓谷を眺めら

雄大な十勝の景観が楽しめる。

れ、朝夕のお食事もごゆっくりお楽しみいただけます。

食事：
［夕食］レストランまたは広間にて和食膳

食事：［夕食］食事処にて和食膳

［朝食］レストランにてバイキング
客室： 和室

駐車料金：無料

［朝食］食事処にて和食セット
客室： 和室

駐車料金：無料

旅 行 代 金・募 集 条 件
大人２名様１室＋乗用車１台（車長５ｍ未満）でご参加のお一人様旅行代金（諸税・サービス料込み）／単位：円

① 2017年6月17日（土）
② 2017年7月 1 日（土）
③ 2017年7月 8 日（土）

221,000 円
224,000 円
229,000 円

※車長が５ｍ以上の場合は追加代金が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
※３名様以上でのご参加及び小人（小学生）のご参加の場合は旅行代金が異なります。詳しくはお問い合わせください。

〈募集条件〉
●最少催行人員：8台16名（乗用車１台につき大人２名様以上のグループ）

【旅行代金に含まれるもの】
フェリー代金（商船三井フェリー：
〔往復〕スーペリアルーム客室料金※7/8発

※おひとり様でのご参加はできません。
※出発日の３週間前において、最少催行人員に満たない場合はツアーを中止

復路：デラックスルーム客室料金・乗用車航送料［車長5m未満］
、
）ハートラン
ドフェリー：２等席料金）
、宿泊代金、日程表に明示した食事代金、利尻島・礼

とさせていただきます。
●利用フェリー会社：

文島内及び稚内のホテル〜稚内港間の貸切バス料金（宗谷バス）
、ガイド代、

商船三井フェリー（往復：茨城県・大洗港―北海道・苫小牧西港）

現地スタッフ経費、礼文島でのお花畑散策参加費、諸税・サービス料

ハートランドフェリー（稚内港－鴛泊港〈利尻島〉－香深港〈礼文島〉－稚内港）
【旅行代金に含まれないもの（一例）
】

●利用ホテル：別掲の宿泊施設参照
※同等クラスの宿泊施設となる場合があります。

燃料代、駐車料金（一部ホテルを含む）
、有料道路代、観光施設入場料等、

●食事：朝食8回、昼食１回、夕食7回

ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費、追加飲食代、電話代などの個人的

●添乗員：同行なし。ただし、行程4日目及び5日目の利尻島、礼文島では現

性質の諸経費及びそれにかかる諸税・サービス料

地スタッフが貸切バスに乗車し、ご案内します。

お花畑散策（トレッキング）に備えての準備もお忘れなく！

Check

「花の浮島」
で知られる礼文島の6 ～ 7月は天候が崩れやすく、
雨、
霧、
風にみまわれることも多いため、
雨具は必携です。ただし、
雨の日でも風の強い礼文島では傘を広げられない日がほとんど。自分だけでなく、周りの人に怪我をさせてしまう原因にもな
りますので、雨具は断然カッパがオススメ。

【ご準備いただくもの】
●トレッキングシューズ（軽登山靴、または履きなれたス

●軍手（けが防止、防寒対策にも）
●帽子（強風の日が多いため、飛ばされないようにクリッ

ニーカー）

プを付けておくとよい）

●デイバッグ（25L程度の背負いやすいものがオススメ）
●雨具上下（レインスーツ・ゴアテックス製などの透湿性の

●飲み物（水など、疲れる前に飲む）
●ゴミ袋（必ずゴミは持ち帰る）

高いもので、防寒着としても代用できる）
●服装（長袖、半袖 Tシャツ、トレッキングパンツ）

●日よけ対策（サングラス、日焼け止めローションなど）

さらに詳しくお知りになりたい方は、礼文島はなガイドクラブのホームページをご覧ください。http://www.hanaguideclub.com/

【ご注意とお願い】
（１）
当ツアーは、
お客様の運転でドライブを楽しんでいただきます。旅行を楽しむためにも、
無理のないドライブプランと安全運転をお願いします。
ご自分のペー
スで目的地までのドライブプランを計画してください。
（２）各ホテルのチェックイン及びチェックアウトはお客様のドライブプランに合わせた時間にご自身でお願いします。旅
行代金に含まれない飲食代等はチェックアウト時に精算してください。
（３）
１グループ（車１台）大人２名様以上の参加を条件とします。２名様のお申し込みで１名の方が取り
消しのお申し出をされた場合には、
そのグループのご参加は出来なくなります。この場合、
２名様の所定の取消料を申し受けます。
（4）
国内旅行総合保険のご加入をお勧めします。

お申し込みの際には「国内募集型企画旅行条件書」を必ずお読みください。

お 申 し込 み ・ お 問 い 合 わ せ
●旅行専用ダイヤル

【旅行企画実施】

0120-68-7070

営業時間 10：00 〜 17：30 土日祝及び年末年始は休み

●Waysツーリズムホームページ

http://ways-t.jp/

株式会社 JAFメディアワークス Waysツーリズム

〒105-0012 東京都港区芝大門1- 9 -9 野村不動産芝大門ビル10階
観光庁長官登録旅行業第2009号
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
〈総合旅行業務取扱管理者 山本 一郎〉
総合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の責
任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がござい
ましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

