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雨竜沼湿原と美瑛・富良野
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うりゅうぬまうりゅうぬま

標高850mの台地に東西4km、南北
2kmにわたって広がる日本有数の山岳
型高層湿原帯。夏はエゾカンゾウなど数
多くの高山植物が咲きます。湿地を保全
するラムサール条約の登録湿地です。
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旅の
ポイント旅の
ポイント

エヌオーイー
公式キャラクター
「たびぞう」

ベストシーズンの北海道で大自然を満喫するぞう。大小
100以上の沼が点在する雨竜沼湿原と美瑛のパッチワ
ークの路を歩くぞう。高山植物が咲き誇る旭岳や、動物
の行動展示を取り入れた旭山動物園にも行くぞう。温泉
にも入れるんだぞう！

佐藤瑞季  （3日目・雨竜沼湿原トレッキング同行ガイド）
さとうみずき

野あそびガイドみちくさ代表。日本山岳ガイド協会認定登山ガイ
ドステージⅡ、北海道アウトドア資格（夏山・冬山）、北海道アウ
トドア優良事業者、消防局応急手当普及員

山登りは、てっぺんに向かう途中の「みちくさ」が
得意なのんびり登山ガイドです。
今回は道端の草花を愛でながら歩くんだぞう！

出発日／2021年7月12日（月）
集合・解散／旭川空港
旅行代金／158,000円
　　2名様1室利用／大人おひとりの代金

お一人部屋追加代金／25,000円
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泊まる
ホテルベアモンテ（洋室） 旭岳温泉

旭岳ロープウェイ山麓駅近く、大自
然の中に立地するホテル。希少な泉
質の源泉かけ流し温泉で寛げます。

外観／イメージ外観／イメージ

温泉／イメージ温泉／イメージ

ホテル三浦華園（洋室） 滝川

創業130年の伝統ある宿。国木田
独歩、林芙美子といった文豪や皇族
も訪れた格式の高いホテルです。

外観／イメージ外観／イメージ

お部屋の一例お部屋の一例

ホテルパークヒルズ（洋室） 白金温泉

大雪山系十勝岳麓のリゾートホテル。
十勝岳から湧き出る源泉掛け流し
温泉が2つの大浴場で楽しめます。

外観／イメージ外観／イメージ

温泉／イメージ温泉／イメージ

添乗員
同 行

名様
催行6 名様

限定12 イヤホン
ガイド

スケジュールと主な見どころ 朝 昼 夕
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【旭岳温泉】ホテルベアモンテ泊

【滝川】ホテル三浦華園泊

【滝川】ホテル三浦華園泊

【白金温泉】白金四季の森ホテルパークヒルズ泊
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金

●旭川空港から旭川空港まで添乗員同行　●最少催行人員：6名様　●12名様限定
●食事条件：朝食4回/昼食2回/夕食4回
●利用予定バス会社：旭川電気軌道
●利用予定ホテル：下記ホテル（指定）
勝岳温泉/ホテルベアモンテ（洋室） 滝川/ホテル三浦華園（洋室）
白金温泉/ホテルパークヒルズ（洋室）

利用施設については各機関・各自治体が定めるガイドラインに沿い、感染防止対策を十分に実施していることを確認しております。

ご
注
意

●各地発着の航空券（早割り等）、JRのお手配をお承りいたします。ご相談ください。
●トレッキングシューズ、雨具とお弁当が入るサイズのリュックをご準備ください。
●雨竜沼湿原では、環境美化や登山者のための施設整備に役立てるため、環境美化整
備協力金500円のご協力をお願いいたします。雨竜沼湿原入口管理棟にてお支払い
ください。
●歩行時間はご参加者の体力、歩行速度によって前後します。標準的に予想される目安
時間とお考えください。

旭川空港集合（13:00）
午後：専用バスにて移動します（移動時間：1時間／40km）
旭岳ロープウェイにて旭岳温泉標高1,100mから旭岳5合目
姿見駅までの1,600mまで登ります
アイヌ語で「カムイミンタラ」（神々の宿る庭）と称される
まさに楽園の様子をお楽しみください
姿見駅から散策コースを各自散策
（歩行距離1.7km/高低差80m 所要時間1時間30分）
ホテル到着（17:00着）
夕食はホテルにてバイキングもしくは創作和洋膳をどうぞ

朝食はホテルにてどうぞ
専用バスで移動します（8:30発）（移動時間：1時間／42km）
終日：●旭山動物園にてお楽しみください（3時間）
専用バスで移動します（移動時間：1時間30分／70km）
ホテル到着（17:00着）
夕食はホテルにてどうぞ

朝食はホテルにてどうぞ
専用バスで移動します（8:30発）(移動時間：1時間15分／37km）
終日：雨竜沼湿原をトレッキング（南暑寒荘～展望台まで）
（歩行距離12km/高低差300m 所要時間6時間）
昼食は雨竜産のお米と野菜を使ったお弁当をどうぞ
専用バスにて滝川へ戻ります（移動時間：1時間15分／37km）
ホテル到着（16:45着）
夕食はホテルにてどうぞ

朝食はホテルにてどうぞ
専用バスで移動します（9:00発）(移動時間：1時間30分／60km）
午前：●ファーム富田にてラベンダー畑の絶景をお楽しみください
昼食は北海道産メークインのグラタンとカレーのセットをどうぞ
午後：専用バスで移動します(移動時間：40分／24km）
「日本で最も美しい村」加盟の◎美瑛町観光
拓真館よりパッチワークの路をウオーキングします
（歩行距離4km/高低差30m 所要時間2時間）
専用バスで移動します(移動時間：30分／17km）
ホテル着（16:30着）
夕食はホテルにてバイキングもしくは和洋膳をどうぞ

朝食はホテルにてどうぞ
専用バスで移動します（9:00発）(移動時間：10分／5km）
午前：◎十勝岳望岳台から雄大な山々を眺めます
◎白ひげの滝と◎ブルーリバーを見学します
白金青い池にて写真ストップ後、旭川空港へ
（移動時間：40分／27km）
旭川空港解散（12:20）

2連泊2連泊

初級初級

中級中級

初級初級

中　級バスの座席2席分を1名様で
ご利用いただけます



旭岳ロープウェイ旭岳ロープウェイ

山頂駅を降りると散策路が続き、周辺は花畑が
広がるビューポイント。夏には高山植物が咲き
誇り、キバナシャクナゲ、チングルマなどの群落
が見られます。

イメージイメージ画像提供：旭岳ロープウェイ画像提供：旭岳ロープウェイ

旭山動物園旭山動物園

1967年開園の人気動物園。飼育動物にとって
居心地が良く、それぞれが本来持つ能力や行動、
感性を引き出す行動展示により、動物の自然な
姿が楽しめます。

イメージイメージ

ファーム富田ファーム富田

富良野町にある大規模農園。ラベンダーを中
心にさまざまな花畑があります。資料館、土産
店やカフェレストランなども併設され、テーマ
パークのようになっています。

イメージイメージ画像提供:ファーム富田画像提供:ファーム富田

パッチワークの路パッチワークの路

区画ごとに異なる作物が植えられた畑。幾重
にも折り重なった丘陵がパッチワークのように
見え、壮大な景色が広がります。テレビCMで
使用された木も点在しています。

イメージイメージ画像提供:丘のまちびえいDMO画像提供:丘のまちびえいDMO

トレッキングの服装・持ち物の目安

ストック
両手ストックは体重を４点で支えるの
で、特にくだりで腰や膝の負担を軽
減してくれます。

ズボン
伸縮性に富み、速乾性のトレッキング
パンツ等がおすすめです。

ソックス
山歩き用のソックスをご用意ください。

靴
トレッキングシューズや軽登山靴など足首まで
しっかりカバーするものが必要です。久しぶりに
お使いになる時は、靴底が劣化していないか
確認してからお持ちください。

手袋
軍手でも結構ですが、防水
性のものがおすすめです。

リュックサック
水筒、防寒着、雨具、お弁当などが入
る大きさのものを。25～30リットル位
がおすすめ（日帰り登山、トレッキング
用のもの）。雨用にリュックサックのカ
バーもあると便利です。

日焼け・乾燥対策や砂埃対策に。

帽子・サングラス・日焼け止め・
リップクリーム・目薬

レインウエア（アウターウエア）
しっかりしたレインウエアを必ずお持ちく
ださい。寒さ対策を兼ねるので、上下セ
パレート式で、ゴアテックスなど防水・防
寒・通気性のよい素材がおすすめです。

防寒具
（フリース・セーター・ダウンジャケット）

重ね着して体温調整できる
ように、気温との兼ね合いで
ご用意ください。

アンダーウエア
汗をかいてそのままだと体
温が奪われてしまうため、
速乾性の素材がおすすめ
です。綿100％素材のもの
はお避けください。

あると便利な携行品
●水筒　
●その他

ペットボトルで代用しても可。
スパッツ（泥除けに）、ビニール袋（ゴミ袋、防水
用などに）、薬（風邪薬、整腸剤など）、行動食
（飴、チョコレートなど）、タオル

トレッキングの難易度
歩行時間の目安
（1日あたり） 標高差の目安 難易度の目安

初　級 2～4時間 200m以内 簡単なトレッキング。初め
て歩かれる方に最適。

初中級 3～5時間 600m以内 アップダウンがあり、中級への
ステップアップへも最適。

中　級 5～6時間 1,000m以内

中級＋ 6～8時間 1,000m以上

本格的なトレッキングコー
スです。初級、初中級を経
験してからの参加がよいで
しょう。

安心のためエヌオーイーが契約者となり、予め旅行代金に保険を付与しておりますので補償内容、保険料をご確認ください。
●死亡・後遺症障害保険金額364万円●入院保険金：日額3,500円●手術保険金：入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院中以外の手術）の額をお支払します。●通院保険：日額 2,000円
●賠償責任保険金額：免責金額（自己負担額：0円）300万円●携行品損害補償金：免責金額 (自己負担額：3,000円）5万円●救援者費用等保険金額100万円（保険料6泊7日まで500円）
※この保険はエヌオーイーを保険契約者として同社が主催する募集型企画旅行に参加の参加者全員を被保険者とする全員付保契約です。原則として、契約者が契約内容変更に関する請求権、解約請求権を有します。

国内旅行
傷害保険
について

お申し込みの際には、必ずこの旅行条件書をお読みください。（抜粋）
1.募集型企画旅行契約

●このご旅行は株式会社エヌオーイ一（観光庁長官登録旅行業第41号以下「当社」といい
ます）が企画・募集し、実施する企画旅行であり、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」）を締結することになります。
●旅行契約の内容、条件は、このパンフレット、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行
日程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいま
す）募集型企画旅行条件書によります。

2.旅行のお申し込み
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記に記載した申込金を添えてお申込
みください。（申込金の到着をもって正式のお申込みとなります。）お電話等でお申込み
の場合は、当社が予約を承認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
の支払いをしていただきます。

旅行代金が10万円以上
旅行代金が6万円以上10万円未満
旅行代金が3万円以上6万円未満
旅行代金が1万円以上3万円未満
旅行代金が1万円未満

旅行代金の20%
20,000円
12,000円
6,000円
3,000円

区　　分 お申し込み金（おひとり様）

ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途募集広告に定めるところによります。
3.旅行代金とお支払い方法

①旅行代金とは、契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、パンフレ
ットに記載（または別途、当社がご案内）した1人部屋を使用される場合や航空機・宿
泊機関のクラス変更等の追加代金がある場合はこれを加算した額をいいます。
②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21日前までにお支払いくだ
さい。

4.旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道（コースページ記載のクラス）等利用交通機関の
運賃
②旅行日程に含まれる送迎バスの料金（空港・駅・埠頭と宿泊所）
③施行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）
④旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金（2人部屋に2人ずつ宿泊を基
準とします）
⑤旅行日程に明示した食事の料金・サービス料
⑥手荷物の運搬料：お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金（お1人様20kg以内が原
則となっております。一部の空港・港・駅・ホテルではお客様ご自身に運搬していただく
場合があります）
⑦団体行動中のチップ　
⑧添乗員同行コースの同行費用

5.旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。
①日本国内におけるご自宅から発着地までの交通費、および旅行開始日の前泊、旅行終
了日の後泊などの宿泊費
②傷害疾病に伴う費用（医療費用、搬送料等）
③クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他飲物代な
ど追加飲食等個人的性質の諸費用および、それに伴う税・サービス料
④超過手荷物料金（規定の重量・容量・個数を越える分について）
⑤ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー等にかかる諸費用など。

6.取消料のかかる場合（お客様による旅行契約の解除）
お客様は表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
①当社責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取り消しの場合も表記取消料
をいただきます。

②取消料の対象となる旅行代金とは、3-①の追加代金を含めた合計代金です。
＜国内旅行にかかる取消料＞

旅行契約の解除期間 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り
旅行にあっては10日前）にあたる日以降8日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあた
る日以降2日目にあたる日まで
旅行開始日の前日
旅行開始日の当日（旅行開始前）
無連絡不参加および旅行開始後

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

※所定の期日までに旅行代金の入金がなく、当社が申込みをお断りした場合や、旅行開始日
の集合時間に間に合わず出発できなかった場合も上記取消料をお支払いいただきます。

※お取り消しの時にすでに渡航手続開始、または終了している場合は、上記取消料のほかに
渡航手続取扱い料金をお支払いいただきます。

※クルーズ、チャーター（貸切航空機を利用する商品）はコースにより取消料の規定（対象期
間、料金）が異なります。各コースのパンフレット記載の取消料を必ずご確認ください。

7.旅行の取り消し（旅行契約の解除）
次に挙げる場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。
（1）天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令
その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。

（2）お客様の人数が最少催行人員に満たない場合
※旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前までに旅行を中
止する旨を連絡いたします。

8.旅程保証
旅行日程に重要な変更が行われた場合は、旅行業約款（企画旅行契約の部）の規定により、
その変更の内容に応じて1％～5％に相当する額の変更補償金をお支払いいたします。また、1
旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は変更補償金は支払いません。

9.通信契約による旅行条件
当社は、提携するクレジットカード会社のカード会員より「会員の署名なくして旅行代金や取
消料等の支払いを受ける」ことを条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契
約の旅行条件は「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する当社旅行業約款募集
型企画旅行契約の部」によります。

10.個人情報の取扱いについて
①当社および「販売店」欄記載の受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申し込みの際に
ご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のた
めに利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
②当社および販売店が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させていただ
くことがあります。
③上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針・個人情報取扱管理者に関しては当
社ホームページhttp://www.noe-ｊ.co.jp/infoをご参照ください。

11.その他
①お客様のご都合にてお申込済みのオプショナルツアーをお取り消しされる場合で、特に事前
のご案内がない場合は、日本出発の3日前までにご連絡ください。日本出発の前日、当日及
び出発後のお取り消しには取消料をご負担いただきます。（お客様が当社の営業日、営業時
間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。お申し出の期日により取消料の
額に差が生じますので、当社の営業日、営業時間連絡先等はお客様自身でも申し込み時点に
必ずご確認願います。）なお、現地旅行会社が実施するオプショナルツアーのお取消料は旅
行企画実施会社の解除・取消料によります。
施行条件・旅行代金の基準
①本パンフレット記載の旅行代金および日程、その他諸条件は、現在の有効な公示航空運賃、
各種交通機関等の運賃や料金、内容を前提としております。新たな運賃改訂ならびにスケ
ジュール変更その他の事由により、旅行代金および日程が変更になる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
②当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

   早朝　　　朝　　 午前　　午後　　夕刻　 　夜　　　深夜
4:00～　6:00～　8:00～　12:00～　16:00～　18:00～　23:00～  4:00

■観光についてのご案内
●＝入場（または入館）　◎＝下車観光　○＝車窓観光

■交通機関表示　　　＝新幹線　　　＝電車　　　＝バス　　　＝徒歩

■時間帯の目安（移動の発着時問）

※各種交通機関の運行スケジュールや現地事情により､パンフレット中の移動時間の目安が変更になる場合があります。

全コース共通のご案内
●交通状況やその他諸事情により逆回りコースでご案内する場合があります。
●日程表に明記された時刻は交通状況や歩く速度などにより前後いたします。
●同行添乗員の予定は諸事情により変更となる場合があります。

一般社団法人日本旅行業協会正会員

旅行企画・実施

ホームページ www.noe-j.co.jp

総合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、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記総合旅行
業務取扱管理者におたずねください。

（03）6458-7464（代）
FAX（03）6458-7951

〒135-0051 東京都江東区枝川1-9-4 住友不動産豊洲TKビル5階
総合旅行業務取扱管理者 ： 大橋 浩二
営業時間：平日 9：30～18：00  土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業 

お申し込み・お問い合わせは
エヌオーイー予約センター東京

( 0 7 )1 0 4 5 0 1 3 9観光庁長官登録旅行業第41号　一般社団法人日本旅行業協会正会員




