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シーニックバイウェイ北海道

シーニックバイウェイ北海道大雪・富良野ルート

ウィンターサーカスをめぐる旅
２日間

2007 白銀荘会場「SANKAKUSUI

写真はイメージです

2007 深山峠想いでのふらの会場:「雪の森」

2007 上富良野見晴台会場「voyagi」

出発日

山角錐」

2008 砂川 SA 会場「Snow

2007 深山峠想いでのふらの会場:「雪の森」

Connect」

２０１１年２月１２日（土） 1 泊 2 日
（２名様一室）

（１名様一室）

お一人様 13,800 円～19,050 円
■募集人員

2５名 （最少催行人員 15 名）

■添 乗 員

同行

■食

朝食１回・昼食２回・夕食 0 回

■宿 泊 地

アルファリゾート・トマム（タワー）

事

旅

行

日

程

集合場所／札幌市中央区大通東 1 丁目 3 中央バス札幌ターミナル 1Ｆ待合室

2/12

札幌（9:00）＝＝夕張（休憩 15 分）＝＝

湯の沢温泉（昼食・入浴約 90 分）＝

＝アルファリゾート・トマム（スキー・アウトドアアクティビティ・プールなど 13:30 頃～17:00 頃まで）…
…各自夕食（17:00 頃～19:00 頃）後、ウィンターサーカス鑑賞（氷のグラス作り体験 19:00 頃～20:00 頃）
ホテル（9:30）＝＝かなやま湖（氷上体験約 90 分）＝＝ログホテル

2/13

ラーチ（特製ランチ約 60 分）＝

＝ふらのワイン工場（見学・試飲約 60 分）＝＝見晴台公園（ｳｨﾝﾀｰｻｰｶｽ見学約 20 分）＝
＝深山峠（ｳｨﾝﾀｰｻｰｶｽ見学約 20 分）＝西神楽（ｳｨﾝﾀｰｻｰｶｽ見学約 20 分）＝
＝砂川サービスエリア（ｳｨﾝﾀｰｻｰｶｽ見学・休憩約 30 分）＝＝札幌（21:00 頃）

アルファリゾート・トマム（写真はイメージです）
北海道を代表するリゾート地トマムに早めのチェックイン思い
思いの時間をお過ごしください。ホテルでのんびりするもよし、
お風呂で普段の疲れをとるもよし、夕食までは自由時間です。夜
はウィンターサーカスの鑑賞と氷のグラス作りを体験します。
※
写真はタワー外観とツインルームのイメージ
アイスグラス作りのイメージです。

かなやま湖体験（写真はイメージです）
かなやま湖では冬の体験が盛りだくさん！！
今回は、ワカサギ釣り・犬ぞり体験・スノーラフティング・
氷上ウォークの中からお好きなコースをお選び頂き体験頂きます。

ランチはかなやま湖にあるログホテル・ラーチでふらのポーク
をメイン料理にした特製ランチです。

ウィンターサーカスとは・・・

ウィンターサーカス 2010 西神楽会場

このイベントは今年で６回目を迎える、寒くて長い北海道の冬を楽しむ
アートプロジェクトです。
北海道の地域資源である『雪』をつかったランドアートをアーティストが発想
し、地域が製作をサポートします。
関連 URL：http://www.taisetsu-furano.jp/wintercircus/
Creator 旭川建築士会

Photographer Haruo Kikuchi

■企画主催

一般社団法人大雪・富良野ルートサポートセンター/ウィンターサーカス実行委員会

■協力

一般社団法人シーニックバイウェイ支援センター

旅行条件[要旨]

お申込いただく前に、この旅行条件書とコースのご案内を必ずお読みください。詳しい旅行条件を説明した書面をご用意していますので、事前に確認の上、お申込下さい。
この書面は旅行業法第１２条の４に定める取引条件説明書及び旅行契約が締結されたときは、同法１２条の５に定める契約書面の一部となります。

北海道知事登録旅行業

（3）申込金の額は下記のとおりです。なお、申込金は後述
する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれ
ぞれ一部または全部として取り扱います。
旅行代金の額(お 1 人様)
15 万円以上
10 万円以上 15 万円未満
6 万円以上 10 万円未満
6 万円未満

申込金または預り金の額(お 1 人様)
旅行代金の２０％
30,000 円以上旅行代金まで
12,000 円以上旅行代金まで
6,000 円以上旅行代金まで

3 申込条件・参加条件
お申し込みの時点で 20 歳未満の方が単独でご参加される
場合は、原則として保護者の同意書の提出が必要です。
15 歳未満の方は原則として保護者の同行が必要です。
4 旅行代金に含まれないもの
パンフレット内に表記の「旅行代金に含まれるもの」のほか
は、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）超過手荷物料金（規定の重量、容積、個数の超過分の
料金）
（２）コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びク
リーニング代、電信電話料金、追加飲食代等お客様の個
人的諸費用及びこれに伴う税・サービス料
（３）傷害、疾病に関する医療費等

第２－４７０号・ＪＡＴＡ正会員

旅行企画
実
施

5 旅行契約の解除・払戻し
お客様の解除権
ア）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ことができます。ただし、解
除の申し出は、当社らの営業日・営業時間内にお受けしま
す。
（お申し出の期日により取消料の額に差が生じることがありま
すので、お客様は、当社らの営業日・営業時間をお申し込み
時点で必ずご確認願います。）
取消料

1 募集型企画旅行契約
（1）この旅行は、株式会社シィービーツアーズ（以下「当社」
といいます。）が旅行企画・実施する旅行であり、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（以下
「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
（2）旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書によるほか、
当社募集広告、パンフレット、ホームページ、出発前にお渡
しする確定書面（以下「最終旅行日程表」といいます。）及
び当社旅行業約款、募集型企画旅行契約の部（以下「約
款」といいます。）によります。なお、確定書面及び約款は、
情報通信の技術を利用する方法で提供するそのファイルを
含みます。
2 契約のお申し込み・予約
（1）当社又は旅行業法で規定された当社の「受託営業所」
（以下「当社ら」といいます。）において、ご来店、電話、郵
便、ファクシミリ、インターネット等によるお客様からの旅行
契約のお申し込みまたは予約を承ります。
（2）当社らは、同一コースにおいて、参加しようとする複数
のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方が旅行
契約のお申し込み、締結、解除等に関する一切の代理権
を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関
する取引は、当該代表者との間で行うことがあります。

取消日(旅行契約の解除期日)
旅行開始の前日 21 日目に当たる日以前
から起算して
20 日目に当たる日以降
さかのぼって
7 日目に当たる日以降
旅行開始日の前日
旅行開始日当日
旅行開始後または無連絡不参加

麻生営業所
TEL011-736-6611

札幌市中央区大通東１丁目３番地
中央バス札幌ターミナル２Ｆ
営業時間
平 日 9：00～17：30
土曜日 9：00～14：00（日祝定休）
◎総合旅行業務取扱管理者
井端 慎一

札幌市北区北３９条西４丁目
麻生バスターミナル１Ｆ
営業時間
10：00～18：30
（年末年始を除く毎日）
◎総合旅行業務取扱管理者
茨木 正紀

予約センター

http://www.cb‐tours.com

当社及び下記お申し込み欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」といい
ます。
）は、旅行お申し込みの際にご提出いただいたお申し込み書記載
の個人情報について、お客様との連絡に利用させていただくほか、お客
様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運
送・宿泊機関等については各行程に記載されています。）の提供するサ
ービス受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。さ
らに、当社及び販売店ならびに当社企業にて、マーケット分析・統計資
料の作成や、商品・キャンペーンのご案内等に利用させていただくこと
があります。なお、旅行のお申し込みは、お客様が上記取り扱いについ
てご同意されたものとみなします。

●お申込み・お問合わせ

滝川営業所
TEL0125-26-1188
滝川市栄町４丁目９番１号
中央バス滝川ターミナル１Ｆ
営業時間
9：30～18：00（年中無休）
◎総合旅行業務取扱管理者
本間 宏之

総合（国内）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に関する責任者です。
この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

http://www.cbt.chuo‐bus.co.jp

旅行代金の 100％

※ 「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らの営業日・営
業時間内に解除の申し出をされた時を基準とします。
イ）旅行契約成立後にコース及び出発日を変更される場合
も、上記の取消料の対象となります。
ウ）航空便の変更、宿泊施設の変更及びオプショナルプラン
の変更・取消も上記取消料の対象となります。

011-221-0912

本社営業所
TEL011-221-1122

取消料(お１人様)
無料
旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％

エ）複数人員でのご参加で、一部のお客様が契約を解除され
る場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関のご利用人員
の変更に対する差額代金をいただきます。
6 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2010 年 1 月 29 日を基準日としています。ま
た、旅行代金は、2010 年 1 月 29 日現在の有効な運賃、規則
を基準として算出しています。
7 募集型企画旅行契約約款及び個人情報の取り扱い
について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画
旅行の部）によります。個人情報の取り扱いとあわせご希望の
方は当社にご請求ください。また当社ホームページ
「http://www.cbt.chuo-bus.co.jp」からもご覧になれます。
●個人情報の取り扱いについて

FAX お申込２４時間受付中

FAX011-221-0117

FAX 用紙に
１． コース名
２． 出発日（第一希望・第二希望）
３． 代表者および参加者全員のお名前・年齢・郵便番号・住所・連絡先
をご記入下さい。
※満席でお受けできない場合もございます。予約のご回答は営業時間内にさせていただきます

