
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行程(赤太文字は下車入場観光・青太文字は下車観光となります。) 

コープさっぽろ 藤野店(8:00 出発)＝コープさっぽろ ソシア店(8:15 出発)

＝地下鉄真駒内駅(8:30 出発)＝《高速道路利用》＝小樽田中酒造亀

甲蔵(新酒試飲)[30]＝カトリック小樽教会冨岡聖堂(美しい歴史建造

物)[25]＝積丹・鱗晃(ネタ特盛海鮮丼の昼食)・島武意海岸(徒歩見

学)[60]＝仁木さくらんぼ山(旬のブドウ狩り)[60]＝小樽運河散策(北一ガ

ラスなど)[60]＝《高速道路利用》＝地下鉄真駒内駅(18:15 頃着)＝コー

プさっぽろ ソシア店(18:30 頃着)＝コープさっぽろ 藤野店(18:45 頃着) 

 ※交通事情により、到着時間などが変更になる場合がございます。 

※行程内[00]内の数字は予定滞在時間を表しています。 

行程(赤太文字は下車入場観光・青太文字は下車観光となります。) 

コープさっぽろ 藤野店(7:00 出発)＝コープさっぽろ ソシア店(7:15 出発)

＝地下鉄真駒内駅(7:30 出発)＝《高速道路利用・休憩 1 ヶ所あり》＝福

原山荘 (十勝のかくれた紅葉名所)[45] ＝十勝牧場白樺並木[30]＝グ

ランテラス帯広（十勝名物ぶた丼&ハーフバイキングのランチ）[60]＝帯

広駅（スイーツのお買い物・十勝ばれ名物「マドレーヌ」のおみやげ）[50]

＝帯廣神社（大人気！シマエナガみくじなど）[40]＝《高速道路利用・休

憩 1 ヶ所あり》＝地下鉄真駒内駅(19:10 頃着)＝コープさっぽろ ソシア店

(19:25 頃着)＝コープさっぽろ 藤野店(19:45 頃着) 

 ※交通事情により、到着時間などが変更になる場合がございます。 

※行程内[00]内の数字は予定滞在時間を表しています。 

出発日 

【子供代金のご案内】 

※子供(6～11 歳)小学生は 500 円引き、 

※幼児(3～5歳)未就学は一律 500 円（食事はつきません。） 

食事が必要な場合は、子供代金と同額 

2019 年 10 月 

■積丹前浜の旬のネタがドンブリからこぼれん 
ばかりの“ネタ特盛海鮮丼”の昼食!■小樽の歴史的 
建造物、色ガラスが美しいカトリック教会冨岡聖
堂見学■デザートは仁木のあま～いぶどう食べ放
題とフワフワシフォンケーキのおやつ付 

ツアーPOINT! 

■話題のドラマの舞台十勝・帯広を満喫!紅葉ス
ポットの名所「福原山荘記念美術館」の庭園見学
■帯広名物「ぶた丼」と前菜、サラダなど食べ放
題とソフトドリンク飲み放題のランチ付き■人気
スイーツ「十勝ばれ」のマドレーヌのおやつ付 

ツアーPOINT! 

13（日）・17・（木）・19（土） 

出発日 

【子供代金のご案内】 

※子供(6～11 歳)小学生は 500 円引き、 

※幼児(3～5歳)未就学は一律 500 円（食事はつきません。） 

食事が必要な場合は、子供代金と同額 

2019 年 10 月 

※「シマエナガみくじ」
は大変人気の為、売り切
れの場合がございます。
予めご了承ください。 

冨岡聖堂 仁木ブドウ 

「旬のネタ特盛海鮮丼」 
(ネタは漁の状況により変更となります。) 

帯廣神社 

十勝牧場白樺並木 ブタ丼 

※画像は全てイメージです。 

鹿追/福原山荘 

PREMIUM 貸切バスで行く‼ 

24（木）・27・（日）・29（火） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宿泊】湯川温泉 イマジンホテル&リゾート函館 

■1 名様 1 室希望の場合、上記へ 5,000 円(込)追加でお受け賜りできます。 
■子供(小学生)1,000 円引き■幼児（3～6 才未就学児）寝具・食事なし 
一律バスのお座席代として 5,000 円となります。 

行程(赤太文字は下車入場観光・青太文字は下車観光となります。) 

 

1 

地下鉄真駒内駅(7:30 出発)＝コープさっぽろ ソシア店 (7:45 出発)＝コープさっぽろ 藤野店

(8:00 出発)＝中山峠（休憩）[15] ＝《高速道路利用・途中休憩 1 ヶ所》＝大沼プリンスホテル（シ

ェフおススメ「大沼ランチ」）[60]＝大沼公園（道南を代表する紅葉の名所）[45]＝見晴公園・旧岩

船庭園「香雪園」（国指定文化財庭園）[45]＝（17:00 頃着）湯の川温泉 

 

2 

ホテル（8:30 出発）＝函館朝市（ゆっくりお買い物）[45]＝五稜郭公園（道南紅葉名所）[45]＝男

爵ラウンジ（今年オープンのニュースポット・昼食自由食）[60]＝《高速道路利用・途中休憩 1 ヶ

所》＝中山峠（休憩）[15]＝コープさっぽろ 藤野店(17:30 頃着)＝コープさっぽろ ソシア店(17:45

頃着)＝地下鉄真駒内駅(18:15 頃着) 

旅行企画・実施 観光庁⾧官登録旅行業第 2019 号 
 
 
 
株式会社コープトラベル 
〒003-0021 札幌市白石区栄通 18 丁目 5-35 コープさっぽろルーシー店 

1.募集型企画旅行約款 
(1).この旅行は株式会社コープトラベル(以下「当社」という)が、企画実施す
る国内旅行であり、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
約を締結することになります。 
(2).募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件の
ほか、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定
書面（パンフレット）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。 
2.旅行のお申込みと契約成立 
(1).申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅
行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料
または違約金のそれぞれ一部として取り扱います。 
(2).電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受付けま
す。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知し
た後、予約の申込みの翌日から起算して 3 日以内に申込書と申込金を提出して
いただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されていない場合は、申し
込みはなかったものとして取り扱います。 
(3).申込金／5,000 円以上(旅行代金 20,000 円未満) 
(4).募集型企画旅行契約は契約の締結を承諾し前(3).の申込金を受領したとき
に成立したものとします。 
(5).通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に成立し
ます。ただし、E-mail 等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、そ
の通知がお客様に到着したときに成立するものとします。 
3.旅行代金のお支払い 
旅行代金は、旅行開始日の前日から遡って 14 日前にあたる日より前にお支払
いいただきます。 
4.旅行中止の場合 
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最小催行人員に満たない場合、当
社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、日帰りツアーは、旅行
開始日の 3 日前に当たる日より前。宿泊ツアーは旅行開始日の 14 日前に当た
る日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返し
します。 

5.旅行代金に含まれるもの 
(1).パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、食事代、入場

料、消費税等諸税及び補助員同行費用が含まれます。 
(2).旅行日程に記載のない交通費等の諸税及び個人的性質の諸費用は含まれま

せん。 
6.お客様からの旅行契約の解除(取消料) 

(1).お客様はいつでも下表に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただ
いて、旅行契約の解除を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い戻しいたします。
申込金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。 

(2).なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申
し出いただいた日とします。 

(3).お客様のご都合で出発日、コース等を変更される場合も下記の取消料が適
用されます。 

契約解除日  

旅行開始日の前日からさかのぼって  

①.14 日目に当たる日以前 無料 

②.14 日目に当たる日以降の解除 
(③～⑥・日帰りを除く) 

旅行代金の 20% 
（宿泊ツアーのみ） 

③.7 日目に当たる日以降の解除(④～⑥を除く) 旅行代金の 30% 

④.旅行開始前日の解除(⑤～⑥を除く) 旅行代金の 40% 

⑤.旅行開始当日の解除 旅行代金の 50% 

⑥.旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 

7.ご旅行条件・ご旅行代金の基準 
この旅行条件は 2019 年 09 月 01 日を基準としています。また旅行代金は 2019

年 09 月 01 日現在有効な運賃・規則を基準としています。 

■旅行条件 

この書面は、旅行業法第 12 条の 4 の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第 12条の 5 の定めるところの契約書面の一部となります。 

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえ、お申込みください。 

 (1).コープトラベル(以下当

社)は、旅行申込の際にご提供

いただいた個人情報(氏名、住

所、電話番号、メールアドレス

など)について、お客様の連絡

や運送、宿泊機関等の手配及び

それらのサービスの受領の為、

必要な範囲内で利用させてい

ただきます。 

(2).当社及び販売店では①取

り扱う商品、サービス等のご案

内②ご意見ご感想の提供・アン

ケートのお願い③統計資料の

作成にお客様の個人情報を利

用させていただく事がありま

す。 

(3).その他当社の個人情報の

取扱いに関する方針などにつ

い て は ホ ー ム ペ ー ジ

(https://cooptravel.jp/priv

acy/)でご確認ください。 

お申込み・お問合せは 

ソシア店 
〒003-0021 札幌市南区川沿 5 条 2 丁目 コープさっぽろソシア店 1F 

《個人情報の取扱いについて》 

【全コース共通】※道路交通法に伴い、幼児・こども（3～6 才未就学児）も
バス座席を確保しての参加を義務付けさせていただいております。※旅行代
金に含まれるもの／貸切バス代金・行程表記載の食事代・入場料・諸税サー
ビス料。※交通事情により行程が前後したり、予定時間の遅れ、滞在時間の
短縮が発生する場合がございます。 
■日帰りバスツアーはこのパンフレットが最終行程表となります。宿泊バス
ツアーは出発の 5 日前までに最終行程表をご郵送させていただきます。 
■お客様の安全確保のため、バス走行中は常に「シートベルト着用」をお願
いします。 ■利用バス会社／じょうてつ 

※交通事情により、到着時間などが変更になる場合がございます。 

※行程内[00]内の数字は予定滞在時間を表しています。 

出発日 2019 年 10 月 31（木）・11 月 4（月） 

■客室／２～４名１室利用:洋室又は和室又は和洋室利用  

函館大沼公園 旧岩船庭園 

函館五稜郭公園 

【集合場所のご案内】※店舗への駐車はできません。お車でお越しにならないようお願いいたします。 

※画像は全てイメージです。 
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至札幌駅→ 

集合場所 

店舗 

地
下
鉄
真
駒
内
駅 

←
至
札
幌
駅 

集合場所 

■コープさっぽろ ソシア店 ■コープさっぽろ 藤野店 ■地下鉄真駒内駅 

食事: × 🍽 

食事: × 

■道南を代表する紅葉名所、大沼公園、見晴公園、五稜郭公園をゆったり見学。■１日目の 
昼食は、大好評の大沼プリンスホテルでのシェフおススメ「大沼ランチ」付。■今年全面リニ
ューアルした清潔感溢れる湯の川温泉「イマジンホテル&リゾート函館」にご宿泊! 

ツアーPOINT! 

■営業時間 10:00～18:30(月～土曜日)／9:30～18:00(日曜日) 
総合旅行業務取扱管理者:末松 貴司 


