
PREMIUM貸切バスで行く !

■旅行代金

10,800円
【大人お一人様】

2月15日(土)

3月10日(火)・28日(土)

■行程(赤太文字は下車観光・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)＝ソシア店(8:15発)＝地下鉄真駒内駅(8:30発)＝【札
樽自動車道利用】＝仁木きのこ王国(トイレ休憩とお買い物)　 ＝いわない高島旅館(日
本海海の幸づくしのご昼食)　 ＝グリーンパークいわない(ゆったり温泉入浴)　 ＝岩
内北緯43°(新鮮海産物のお買い物)　 ＝中山峠(トイレ休憩)　 ＝コープさっぽろ藤野
店(18:00頃着)＝ソシア店(18:15頃着)＝地下鉄真駒内駅(18:30頃着)
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①大人気のいわない高島旅館の日帰りバスツアーが南区発着限定で早くもお目
見えしました︕豪快な日本海の海の幸づくしのお食事は、大好評です。この機会
を是非お見逃しなく︕②日本海を望むグリーンパーク岩内の温泉も満喫︕

■旅行代金

7,600円
【大人お一人様】

  POINT ①冬に甘みを増すプリップリのホタテと、ほっくほくのじゃがいもが食べ放題︕
脂がのった鮭と特製味噌でつくるハラスのちゃんちゃん焼きのご昼食は大好評で
す。②各道の駅の名物「おやつ」をちょっとづつですが、味わっていただきます︕

■行程(赤太文字は下車観光・青太文字は下車観光となります)
地下鉄真駒内駅(8:15発)＝コープさっぽろソシア店(8:30出発)＝藤野店(8:45発)＝中山峠「道の駅望羊中
山峠」(名物「あげいも」お一人様1ヶ付)　 ＝留寿都「道の駅ルスツ230」(名物「味噌まんじゅう」お一人様
2ヶ付)　 ＝洞爺・わかさいも本舗(名物「わかさいも」＆「あんぽてと」お一人様各1ヶ付)　 ＝洞爺・民芸御殿(
ホタテ&じゃがいも食べ放題と鮭ちゃんちゃん焼のご昼食)　 ＝伊達「道の駅だて歴史の杜」(名物「ハンサ
ム焼」お一人様2ヶ付)　 ＝洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス(温泉入浴)　 ＝中山峠(トイレ休憩)　 
＝コープさっぽろ藤野店(18:00頃着)＝ソシア店(18:15頃着)＝地下鉄真駒内駅(18:30頃着)
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■行程(赤太文字は下車観光・青太文字は下車観光となります)
コープさっぽろ藤野店(8:15発)＝ソシア店(8:30出発)＝地下鉄真駒内駅(8:45発)＝【札樽自動車
道利用】＝仁木きのこ王国(お買い物とトイレ休憩)　 ＝スッツ・オイスター・ビレッジ(殻付き焼
きガキ45分間食べ放題︕&カキご飯のご昼食)　 ＝寿都・浜直市場(新鮮海産物のお買い物)　 
＝寿都・ゆべつの湯(ご入浴)　 ＝道の駅「ニセコビュープラザ」(トイレ休憩)　 ＝中山峠(休憩)
　 ＝コープさっぽろ藤野店(18:00頃着)＝ソシア店(18:15頃着)＝地下鉄真駒内駅(18:30頃着)
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  POINT ①冬に甘みを増すプリップリのホタテと、ほっくほくのじゃがいもが食べ放題︕
脂がのった鮭と特製味噌でつくるハラスのちゃんちゃん焼きのご昼食は大好評で
す。②各道の駅の名物「おやつ」をちょっとづつですが、味わっていただきます︕
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■旅行代金

9,800円

【大人お一人様】

■行程(赤太文字は下車観光・青太文字は下車観光となります)

30

  POINT ①旬を迎える濃厚で、クリーミーな「道産」牡蠣を殻付き蒸し焼きで、45分間食
べ放題にチャレンジ︕存分にご賞味ください︕②寿都港にある、道の駅、浜直市場
で特産品のお買い物③ゆべつの湯でゆったり温泉ご入浴
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■旅行代金

5,600円
【大人お一人様】

■行程(赤太文字は下車観光・青太文字は下車観光となります)
コープさっぽろ藤野店(9:00発)＝ソシア店(9:15出発)＝地下鉄真駒内駅(9:30発)＝
【道央自動車道利用】＝恵庭サッポロビール工場(工場見学と、出来立てビールの試
飲)　 ＝しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌(大好評のランチバイキング)　 ＝支笏湖
氷涛まつり(ゆったり2時間ご見学)　 ＝コープさっぽろ藤野店(17:30頃着)＝
ソシア店(17:45頃着)＝地下鉄真駒内駅(18:00頃着)

90

  POINT ①大人気のしこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌のランチバイキング︕「ヘルシーな
おいしさ」をテーマに美味しいお料理をご賞味いただきます。②北海道の三大氷
雪祭りの一つに挙げらる支笏湖氷濤まつりもじっくりご覧いただけます。

90
120

【日帰りバスツアー共通のご案内】
■添乗員同行(バスガイドは同乗いたしません。)　■募集人員︓各班40名様(最小催行人員25名様)　■食事(昼食1回付)
■ご集合は各出発場所の10分前となります。※お申し込み時に出発場所をお伝えください。　■行程内の　 数字は予定滞在時間を表しております。

【お子様のご案内】※子供6～12歳の小学生は大人代金の500円引き　※幼児3～5歳の未就学児は一律500円（食事なし・バス座席あり）食事が必要な場合は子供代金と同額
60

※交通事情により、見学場所の順序や見学所要時間及び到着予定時間などが変更となる場合がございます。　※パンフレット内の画像は全てイメージです。

特選特選

  POINT

2月20日(木)

3月7日(土)・4月18日(土)

2月29日(土)

3月12日(木)・29日(日)

4月5日(日)

出
発
日

出
発
日

出
発
日

出
発
日
1月28日(火)・31日(金)

2月10日(月)

※温泉入浴のあるコースは、各自にてタオル類をご持参ください。

旨いものを食べに行く!!旨いものを食べに行く!!
バスツアーバスツアー
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迎える
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しこつ湖鶴雅
リゾートスパ 支笏湖氷濤まつり

ランチバイキングと水の謌水の謌
日
帰
り

食べ放題と

・道の駅の名物食べ歩き！
のじゃがいも 日

帰
り

＆
ぷりっ
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鮭ちゃんちゃん焼き
自慢の味噌で焼く

大人気大人気45分間
1本勝負！
45分間
1本勝負！

限定
3本
限定
3本

ご自宅

近くから

ご出発 !
コープさっぽろ
藤野店・ソシア店
地下鉄真駒内駅

いわない“高島旅館”で食すいわない“高島旅館”で食す
「日本海海の幸づくし」の昼食「日本海海の幸づくし」の昼食

南区(限定)発着

冬に
味わう
冬に
味わう
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流氷・丹頂鶴・ジュエリーアイス
流氷砕氷船「おーろら号」乗船と帯広名物「ぶた丼」の昼食も付いた

■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.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。

7.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2019年12月01日を基準としています。また旅行代金は2019
年12月01日現在有効な運賃・規則を基準としています。

契約解除日が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 
②.14日目に当たる日以降の解除
(③～⑥・日帰りを除く) 
③.7日目に当たる日以降の解除(④～⑥を除く)
④.旅行開始前日の解除(⑤～⑥を除く) 
⑤.旅行開始当日の解除
⑥.旅行開始後の解除または無連絡不参加

無　　料
旅行代金の20%

（宿泊ツアーのみ）
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

(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/privacy/)
でご確認ください。

《個人情報の取扱いについて》

■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

《お申込み・お問合せは》

ソシア店
☎(011)572-5647
〒005-0805 札幌市南区川沿5条2丁目 コープさっぽろソシア店1F

■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

【全コース共通のご案内(必ずお読みください)】
※道路交通法に伴い、幼児・こども(3～6歳未就学児)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
見学箇所が前後したり、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。
■お客様の安全の為、バス走行中は常に「シートベルト着用」をお願いします。
■バスガイドは乗車いたしません。■利用バス会社︓じょうてつ

【集合場所のご案内】※各店舗への駐車はご遠慮ください。お車でお越しにならないよう、お願いいたします。
■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

石
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通
り

↑
至
札
幌
方
面

店　舗

集合場所

石山通り
至札幌方面→

店　舗

集合場所
平
岸
通
り

地
下
鉄
真
駒
内
駅

集合場所

■旅行代金

29,800円
【札幌(南区)発着/大人お一人様】

16日(日)・20日(木)・24日(月)

■行程(赤太文字は下車観光・青太文字は下車観光となります)
コープさっぽろ藤野店(6:30出発)＝ソシア店(6:45発)＝地下鉄真駒内駅(7:00
発)＝【道央自動車道利用】＝砂川SA(トイレ休憩)　 ＝遠軽・道の駅森のオ
ホーツク(トイレ休憩)　 ＝網走(昼食)　 ＝おーろらターミナル(流氷砕氷船
「おーらろ号」乗船)　 ＝(17:00頃着)阿寒湖畔温泉

15
30

120
45

①北海道に、本格的な冬の訪れを知らせる「冬の使者」。網走では流氷砕
氷船「おーらろ号」に乗船して、間近に流氷をご覧いただきます︕②宿泊は
道東を代表する阿寒湖畔温泉にご宿泊。冬の旅も温泉であったまります︕

  POINT

１
日
目

２
日
目

ホテル(8:00出発)＝丹頂の里(丹頂鶴の鑑賞)　 ＝豊頃・大津海岸(話題のジ
ュエリーアイス見学)　 ＝帯広(名物「ぶた丼&ハーフバイキング」のご昼食)　 
＝帯廣神社(「しまえながみくじ」、「絵馬」で有名な神社参拝)　 ＝【道東自動車道
利用】＝由仁PA(トイレ休憩)　 ＝地下鉄真駒内駅(17:45頃着)＝コープさっぽろ
藤野店(18:15頃着)＝コープさっぽろソシア店(18:30頃着)

30
30 60

30
15

出発日
4名様1室利用 3名様1室利用 2名様1室利用

30,800円 31,800円

決定版！
冬の道東 北海道を代表する「冬の使者」を見に行こう！北海道を代表する「冬の使者」を見に行こう！

流氷、ジュエリーアイスは自然現象の為、旅行日の気象条件により、ご覧いただけない場合がございます。
流氷砕氷船の運行は流氷の有無に左右されるものではありませんので、ご了承ください。また、悪天候や高
波等により欠航となる場合がございます。その場合乗船料金を当日添乗員よりご返金いたします。

ご宿泊のご案内
阿寒湖畔温泉：ニュー阿寒ホテル(シャングリラ館指定)

【客室】2名1室︓バストイレ付・和室又は洋室
　　　　3名以上1室︓バストイレ付・和室
【食事】夕・朝食共にレストランにてバイキング

1泊2日

阿寒湖畔に建つリゾートホテル。湖面との一体
感を味わえる天空ガーデンスパからの眺めは圧
巻。夕食は和洋80品のブッフェ、朝食はお好みで
作れる海鮮丼が人気です。

自慢の
天空ガーデンスパ

流氷砕氷船「おーろら号」

丹頂鶴ジュエリーアイス

流氷砕氷船「おーろら号」

丹頂鶴ジュエリーアイス

流氷・丹頂鶴・ジュエリーアイス
流氷砕氷船「おーろら号」乗船と帯広名物「ぶた丼」の昼食も付いた

流氷・丹頂鶴・ジュエリーアイス
流氷砕氷船「おーろら号」乗船と帯広名物「ぶた丼」の昼食付

■1名1室ご希望の場合は、2名様1室代金へ5,000円追加にて承ります。
■子供(小学生)1,000円引き■幼児(3~6歳未就学児)寝具、食事なしの場合一律
5,000円(その他お問合せ下さい)
※2名1室の大人1名子供1名の子供は、大人と同額となります。

食事(朝1・昼2・夕1)付き
募集人員︓各班40名様(最小催行人員25名様)

×食事 :

×食事 :

～　ご案内・注意事項　～～　ご案内・注意事項　～

2020年2月

添乗員同行(バスガイドは乗車しません)

コープトラベルで

キャッシュレス
キャッシュレス決済で5%還元！

コープトラベルは、キャッシュレス・
消費者還元事業の登録加盟店です。

5%還元対象キャッシュレスは

(2019年11月1日現在)

PayPay、Line Pay、VISAカード、
マスターカード


