
２０２０年の北海道は…富良野をメインに楽しみます。

梅雨が無いと言われる北海道（昨年は雨に祟られましたが…）ですが、本州でも梅雨明

けの頃。是非、盛りの北海道富良野をご堪能下さい！
日 スケジュール 食

7/22
神戸空港＝＝＝＝＝＝新千歳空港================帯広市内
12:15 SKY173 14:10/ 17:00
出発 到着 バス移動 投宿

Ｘ
Ｘ
Ｘ

7/23
帯広市内・・・・・新得・・・狩勝峠・・・・・・・・金屋湖
08:00 17:00
出発 サイクリング 9０km 投宿

朝
Ｘ
夕

7/24
金屋湖・・・・南富良野・・・・麓郷・・・・・・・・富良野
08:30 17:00
出発 サイクリング 74km 投宿

朝
Ｘ
夕

7/25
富良野・・・・・・・美瑛・・・・・・・・・・・・旭岳温泉
05:50 09:10 17:00
出発 サイクリング 73km 投宿

朝
Ｘ
夕

7/26
旭岳温泉～～大雪旭岳～～旭岳温泉・・・・・・・・・・旭川
09:40 17:00
出発 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ サイクリング 6０km 投宿

朝
Ｘ
Ｘ

7/27
旭川・・・旭川==========新千歳空港＝＝＝＝＝＝神戸空港
自由行動 12:00 14:00/15:00 SKY174 17:00

出発 バス移動 /出発 帰着

朝
Ｘ
Ｘ

参加費参加費参加費159159159,,,888000000 円円円
参加費には神戸空港～新千歳空港の各空港間の参加費には神戸空港～新千歳空港の各空港間の参加費には神戸空港～新千歳空港の各空港間の
航空運賃・各空港～帯広／旭川間のバス代・大航空運賃・各空港～帯広／旭川間のバス代・大航空運賃・各空港～帯広／旭川間のバス代・大
雪旭岳ﾛｰﾌﾟｳｪｲ・５泊雪旭岳ﾛｰﾌﾟｳｪｲ・５泊雪旭岳ﾛｰﾌﾟｳｪｲ・５泊 888 食付宿泊代食付宿泊代食付宿泊代(((全日程シング全日程シング全日程シング
ル又は定員男女別相部屋対応ル又は定員男女別相部屋対応ル又は定員男女別相部屋対応)))・現地迄の自転・現地迄の自転・現地迄の自転
車搬送料及びサポート料・初～中級者の希望に車搬送料及びサポート料・初～中級者の希望に車搬送料及びサポート料・初～中級者の希望に
よる先導料よる先導料よる先導料 etcetcetc が含まれます。が含まれます。が含まれます。

最小催行１２名様以上最小催行１２名様以上最小催行１２名様以上
募集定員２０名様程度募集定員２０名様程度募集定員２０名様程度

現地空港集合解散現地空港集合解散現地空港集合解散▲▲▲36,36,36,０００円引き！０００円引き！０００円引き！



旧国鉄広尾線の「愛国駅」と「幸
福駅」は全国的なブームを巻き起
こした有名な駅。ここでキップを
買うと「愛と幸せがやってくる」
と当時１３００万枚も売れた。こ
の駅の廃止から18年以上も経つ
が今でも各駅前売店でキップが
販売されている。現在は幸福駅は
鉄道公園に、愛国駅は交通記念館
になっている。愛の国から幸福へ
記念切符が買える

狩勝峠：北海道には有名な絶
景峠が幾つかありますが、こ
の南富良野町と新得町の境に
位置する狩勝峠は、その中で
もトップクラスといえるでし
ょう。絶景峠としての歴史は
古く、昭和２年には国鉄根室
本線の狩勝トンネル東からの
眺望が「日本新八景」の一つ
に選定され、さらに鉄道車両
の「日本三大車窓」にも数え
られるなど、その美しさは超
一級品！その頃と今とでは峠
の位置に違いはあるものの、
雄大な風景は変わらず人の心
を打ちます。

かなやま湖は富良野市の南部
にある南富良野町の人造湖。
金山ダムが1967年に完成して
生まれました。北海道道 465
号に沿って東西に細長い湖で
すが、湛水面積が 9.2km2 で、
日本で 8 番目に広いダム湖で
す。また、金山ダムは北海道
唯一の中空重力式コンクリー
トダムで、高さが約 57m あり
ます。ダム湖百選にも選ばれ
ました。湖の周囲にはかなや
ま湖展望台やかなやま湖森林
公園があり、年間 74 万人の観
光客が訪れます。

ラベンダーが盛りを迎える 7月の富良野は、曇り混
じりの晴れ間が多く、最高気温が 26～28℃、時には
30℃を超える真夏日も
ある。夜は温度が下が
らないように思うが、
盆地で寒暖の差がある
ので注意が必要。7月
下旬には、ラベンダー
畑を舞台に「なかふら
のラベンダーまつり」
や「かみふらの花と炎の四季彩まつり」などが催さ
れる。
作家・倉本聰氏がプロ
デュースした木の温も
りを感じられるログハ
ウスが立ち並ぶショッ
ピングロード「ニング
ルテラス」。ログハウス
の中にはクラフトショ
ップやコーヒーハウス
が入っており大自然の
中でゆったりとした時間を過ごすことができます。

大雪山の主峰。圧巻の大自然が広
がる旭岳。北海道の最高峰ながら
、ロープウェイで 5合目まで行く
ことが出来るため、初心者から上
級者まで様々な登山客で賑わう人
気の山です。旭岳周辺に広がる景
色は実に素晴らしく、季節に合わ
せて様々な色を見せてくれます。

まるで絵に描いたような美しい自然が
広がる場所、美瑛。北海道らしい風景
を心ゆくまで楽しみたい方は北海道の
真ん中、道央の美瑛観光がおすすめで
す。なだらかな丘陵地帯を長く伸びる
直線道路、美しい花畑に牧草地帯、の
んびりと草を食べる牛たち…のんびり
と観光するには最高の場所ですよ。



ルートインホテル
旭川駅前一条通

１～２人部屋
/大浴場/朝食付

総走行距離：２９７,３ｋｍ

最大標高差：１０６５ｍ

獲得標高上り２００８ｍ

、、 下り１９６０ｍ

7/22泊 7/23スタート
ルートインホテル帯広駅前
1～2人部屋/大浴場/朝食

7/23 泊 スタートから 95km
かなやま湖保養センター
男女別部/大浴場/朝夕付

7/25 泊スタートから 240km
旭岳温泉ホテルベアモンテ

男女別定員

/大浴場/朝夕付

7/24泊スタートから168km
ホテルナトｳールヴァルト
２～４人室/大浴場/朝夕付

麓郷の森展望台

狩勝峠：標高 640m 新得：標高186m

大雪山系最高峰旭岳

美 瑛

7/26 泊スタートから 300km



■ 募集型企画旅行契約：この旅行はヒシダスポーツ観光㈱（以下「当社」という）が企画実施するもので、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。

■ 旅行契約の申し込み：各お一人様の金額

旅行代金の額 ３０万円以上 １５万円以上 １５万円未満

申込金の額 5万円以上 ３万円以上 1万円以上
■ 旅行契約成立時点：当社らが契約の締結を承諾し申込金又は旅行代金を受理した時に成立します。（通信契約の場合を除く）
■ 旅行代金のお支払い：申し込み又は契約成立時以降、出発の前日より起算して 31日前迄にお支払い頂きます。
■ 旅行契約の解除：一定の場合を除き次に定める取消料をお支払い戴く事によって旅行契約を解除できます。（出発前日起算）＊海外に関しては別途ご案

内致します。

21日前迄 8日前迄 ３日前迄 前日 当日以降

無料 ２０％ ４０％ ５０％ １００％
■ 旅行内容・代金の変更：天変地異、運送･宿泊機関のサービスの中止等当社の関与し得ない事由で、又前述機関の運賃･料金の大幅な改訂により、旅行

内容･代金を変更する場合があります。尚、お客様の申し出により内容の変更がある場合は別途所要経費を頂きます。又お客様の都合で前述機関の利用
人員が変更になった場合は旅行代金を変更する場合もあります。

■ 特別補償：お客様が旅行中、生命･身体又は荷物に被られた一定の損害については予め定める額の補償金及び見舞金を支払います。
■ 当社の責任：当社は当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償します。
■ 旅程補償:当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を支払います。詳しくは別途交付する詳細

条件書でお確かめ下さい。
■ 旅行条件要旨・旅行代金の基準日：この旅行条件要旨の基準日は、2020年 1月 1日です。
旅行代金はこの期日現在に有効なものとして公示されている航空運賃・通用規則を基準として算出
しています。

■ その他：旅行開始日に満 2歳以上 12歳未満の方は子供旅行代金が適用される場合もあります。幼児代金は旅行開始日当日に満 2歳の方で航空座席を
使用しない場合に適用されます。尚、幼児代金には滞在地上費は含みません。

お客様へのお願い
●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･義務その他募集型企画旅行契約の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、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行
者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。
個人情報の取り扱いについて
●当社及び受託旅行業者は旅行申し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、お客様とのご連絡に利用させて頂く他、お客様がお申し
込み頂いた旅行において運送・宿泊機関等のサービス及びサービスを受領する為の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。この他当社及び旅行取扱
店では①会社及び会社と連携する企業の商品サービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見ご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④
特典・サービスの提供。⑤統計資料の作成等に利用させて頂きます。

宿 泊 先 案 内
７月２２日 帯広 ルートインホテル帯広駅前
７月２３日 かなやま湖 かなやま湖保養センター
７月２４日 富良野 ホテルナトｳールヴァルト
７月２５日 旭岳温泉 ホテルベアモンテ
７月２６日 旭川 ルートインホテル旭川駅前

＊（予定）と記載されたホテルは、変更になる可能性があります。予めご了承下さい。

旅行条件（要約）お申し込みの際には必ず旅行条件書をお受け取り下さい

旅行条件等に関しましては別途お渡しする「旅行条件書」をご覧下さい。

旅行企画実施 お申込お問い合せ
京都府知事登録旅行業第２－２４７号

ヒシダスポーツ観光株式会社ヒシダスポーツ観光株式会社
607-8134京都市山科区大塚北溝町２５－１０

075075075（（（286286286）））434543454345/Fax兼用
webmaster@hs-tours.co.jp http://www.hs-tours.co.jp

ニングルテラスニングルテラスニングルテラス

ルートインホテル帯広駅前 かなやま湖保養センター ホテルナトｳールヴァルト ルートインホテル旭川駅

前


