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マイカーOK!参加中は大曲車庫に無料駐車場あります。
独立3列シートで快適！夜行バスで行く

トマム・雲海テラスと
美瑛・青い池探訪

0泊2日
コース1

イチオシポイント
夜行バスに乗ってトマム「雲海テラス」＆美瑛「青い池」の自然が生み
出す幻想的な世界を見に行きませんか？雲海テラスに新登場の「ク
ラウドウォ－ク」から見る、サンライズと雲海を早速体験！そして、朝
はホテルでちょっとリッチな気分で朝食バイキングを満喫。

北海道の自然を肌で感じよう！北海道の自然を肌で感じよう！
北海道の味覚を舌で感じよう！北海道の味覚を舌で感じよう！

■出発日

■添乗員同行　■バスガイドなし　■募集人員／26名　■最少催行人員／20名

9月25日（金）・10月2日（金）・
10月9日（金）

化粧室付き！ラグジュアリーバスで行く 酒造＆工場見学も！

秋色の夕張竜仙峡と
Jファーム苫小牧＆
ランチビュッフェを楽しもう

日帰り
コース2

イチオシポイント
足元スペースもゆったり、大きめな座席、そして化粧室も完備とバス
そのものが楽しめます。伝統のある小林酒造では酒蔵見学＆試飲。
今年8月にリニューアルオープンの道の駅サーモンパーク千歳では
鮭の遡上が見学できるかも。

■出発日
■添乗員同行　■バスガイドなし　
■募集人員／23名　■最少催行人員／20名

10月10日（土）・10月15日（木）・
10月24日（土）・10月29日（木）

秋のバスツアー
コース①

夜行バスで行く
トマム・雲海テラスと
美瑛・青い池探訪

コース③
第44回

増毛町秋味まつり コース④
2015

月浦ワインまつりと
果物狩り＆しいたけ詰め放題

コース⑤
苫小牧漁港
ホッキ祭りと
支笏湖散策

コース⑥
門別ししゃもまつりと
「とねっこの湯」入浴

コース②
秋色の夕張竜仙峡と
Jファーム苫小牧＆

ランチビュッフェを楽しもう

旅行代金
大人
お一人様

（税込）11,800円11,800円

※雲海は自然現象が起こす風景となります。天候、気象状況によっては発生しない
　場合があります。早朝は大変冷え込みが厳しいので、しっかりとした防寒対策の
　ご準備をお願い致します。

※写真はイメージです

※写真はイメージです

旅行代金
大人
お一人様

（税込）5,980円5,980円

※写真はイメージです

※写真はイメージです

大曲車庫（23：10）
福住駅前（23：30）
大通BC  （23：55）

朝 
昼
夜

○（バイキング） 
×
×

車中泊　　　　トマムリゾート（ゴンドラに乗って早朝の雲海テラス）　　　　　
新富良野プリンスホテル（朝食バイキング）　　　　　美瑛青い池（見学）　　　
フラノマルシェ（買い物）　　　　　各地14：40～15：40頃

朝 
昼
夜

× 
○（ランチビュッフェ）

×

各地　　小林酒造（試飲・見学）　夕張滝の上公園（竜仙峡・千鳥ヶ滝）　クラウンプラザ
ホテル千歳（ランチビュッフェ）　　Jファーム苫小牧（トマトの水耕栽培見学・試食）
サーモンパーク千歳（秋の風物詩、鮭の遡上見学）　　各地17：20～18：10頃

大曲車庫（8：00）
福住駅前（8：20）
大通BC  （8：50）

行　程 食　事集合場所（1日目）

行　程（2日目） 食　事集合場所（1日目）



旅行条件（抜粋） お申し込みの際、旅行条件書＜全文記載＞をお渡し致しますのでお読みください。

北海道知事登録旅行業第２－１２８号
〒０６１－１２７４　北広島市大曲工業団地1丁目7番1号
国内旅行業務取扱管理者：加茂　雅人

◎お申込み／お問合せ

☎011-375-6020

旅行企画・実施　北都観光株式会社
（1） この旅行は、北都観光株式会社（以下「当社」といいます）が主催する旅行です。
（2） 旅行のお申し込み
1 お近くの北都観光株式会社又は特約店にて所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、申込金をお一人様3千円を添えてお申し込みください。
2 お電話にてお申し込みの場合は、当社らが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支払をしていただきます。
3 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10日目に当たる日より前にお支払いください。10日目以降にお申し込みの場合は7日前までに

　　お支払いください。
4 旅行の申し込みは、出発日の7日前まで承ります。

（3） 旅行代金に含まれるもの
1 旅行日程に明示した、航空運賃・宿泊費・食事代・観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料等）

（4） 旅行代金に含まれないもの
1 超過手荷物料金（特定の重量、容量、個数を超える分について）
2 クリーニング代、電話電報代、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
3 天候事情等による航空便の運休で、追加宿泊が生じた場合の追加費用。

（5） 旅行契約の解除
1 お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業時

　　間内にお受け致します。
2 取り消し料

（6） 旅行保証・詳しくは「旅行条件書」をご参照ください
（7） この旅行条件書は、2015年7月1日を基準としています。また、旅行代金は2015年7月1日現在の有効な運賃、規則を基準に算出しています。
（8） 個人包括旅行割引運賃適用
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取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ありましたら、
ご遠慮なく右記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行開始日の21日前

無料

旅行開始日の20日前～8日前

旅行代金の20%

旅行開始日の7日前～2日前

旅行代金の30%

旅行開始日の前日

旅行代金の40%

旅行開始日当日
［無連絡不参加を除く］
旅行代金の50%

旅行開始後又は
無連絡不参加
旅行代金の100%

北都交通グループ

ご予約・お問い合わせは

日帰り
バスで行く 秋 味覚の まつりシリーズ

海産物や農産物の露店が並ぶ美味しいイベント

トイレ付き
バスで行く

イチオシポイント
毎年開催され、増毛の街に露店が並び、
海・山の幸を楽しめる味覚イベント。買っ
た食材をその場で焼いて食べられるコー
ナーも設置されます。

■出発日

■添乗員同行　
■バスガイドなし　
■募集人員／40名　
■最少催行人員／20名

9月27日（日）

大曲車庫（6：40）
福住駅前（7：00）
大通BC  （7：30）

各地　　厚田経由　　増毛町秋味まつり会場（たっぷり180
分滞在）　　北菓楼本店（ミニソフトクリーム付き）
各地16：30～17：30頃

旅行代金
大人
お一人様

（税込）4,580円4,580円
※写真はイメージです

※写真はイメージです

第44回
増毛町秋味まつり

コース
3

水揚げ日本一を誇るホッキ貝をメインとした海の収穫祭

イチオシポイント
ホッキ貝水揚げ日本一を誇る苫小牧港
で、ホッキ貝や旬の海産物がお買い得で
買える海の大収穫祭。そして、秋深い支笏
湖畔で紅葉を散策しましょう。

■出発日

■添乗員同行　
■バスガイドなし　
■募集人員／40名　
■最少催行人員／20名

10月18日（日）

旅行代金
大人
お一人様

（税込）3,980円3,980円
※写真はイメージです

※写真はイメージです

苫小牧漁港
ホッキ祭りと支笏湖散策

コース
5

旬の味覚！伝統的イベント

イチオシポイント
門別特産品のししゃもを思う存分味わえ
るイベント。ししゃもつかみ取りやその
場で焼いて食べられるコーナーもある、
一日限定のお祭りです。

■出発日

■添乗員同行　
■バスガイドなし　
■募集人員／40名　
■最少催行人員／20名

10月25日（日）

旅行代金
大人
お一人様

（税込）4,480円4,480円
※写真はイメージです

※写真はイメージです

コース
6
門別ししゃもまつりと
「とねっこの湯」入浴

行　程集合場所 食　事
朝 
昼
夜

×
×（各自）
×

ワイン！お肉！しいたけ！味覚満載の食の旅

イチオシポイント
月浦のぶどうで仕込んだ「月浦ワイン」と
地元産和牛＆野菜のバーベキューを楽し
む贅沢なイベント。その後、果物狩りと
しいたけ詰め放題もあります。

■出発日

■添乗員同行　
■バスガイドなし　
■募集人員／40名　
■最少催行人員／20名

10月4日（日）

大曲車庫（8：00）
福住駅前（8：20）
大通BC  （8：50）

各地　中山峠　洞爺湖町・月浦ワインまつり会場（約120分自
由行動）　壮瞥町・くだもの狩り（旬の果物狩り）　きのこ王国
（しいたけ詰め放題）　 各地17：00～18：00頃

旅行代金
大人
お一人様

（税込）7,980円7,980円
※写真はイメージです

2015月浦ワインまつりと
果物狩り＆しいたけ詰め放題

コース
4

行　程集合場所 食　事
朝 
昼
夜

×
×（各自）
×

特 典
◆地元産和牛 200g
◆ハーフワイン 1本
◆しいたけ詰め放題

プレゼント

行　程集合場所 食　事
朝 
昼
夜

×
×（各自）
×

各地　　高速経由　　苫小牧ホッキ祭り会場（たっぷり150分
滞在）　支笏湖畔（秋の色濃い湖畔を散策）　　えにわ道の駅
（買い物）　　各地15：40～16：30頃

大曲車庫（7：40）
福住駅前（8：00）
大通BC  （8：30）

行　程集合場所 食　事
朝 
昼
夜

×
×（各自）
×

各地　　　高速経由　　　門別ししゃもまつり会場（たっぷり
150分滞在）　　　とねっこの湯（入浴・休憩）　　　高速経由
　　　各地16：30～17：30頃

大曲車庫（7：40）
福住駅前（8：00）
大通BC  （8：30）


	北都観光2015秋ﾊﾞｽﾂｱｰﾁﾗｼ表面 (1)
	北都観光2015秋ﾊﾞｽﾂｱｰﾁﾗｼ表面 (2)

