
 
国内ツアー国内ツアー

仙台発着2018SHB1-A

パンフレット有効期限：2018年7月10日

北海道さいはての秘境北海道さいはての秘境

野付半島

知床遊覧船

機材は変更となる場合がございます（イメージ）

秘境　 知床と

ひがし北海道周遊
　　　　　　　　  3日間

7/17（火）

出発限定

別海町観光協会提供 （イメージ）

（イメージ）

ひがし北海道周遊
　　　　　　　　 　　　　　　　　 
1.仙台から直行チャーター便で中標津へ
2.添乗員が仙台空港から同行
3.北海道の大自然が育んだ海の幸を堪能
4.ひがし北海道を代表する名湯に宿泊

 

 

基本ホテル基本ホテル

 
  

 
 

 

4.旅行条件・旅行代金の基準

1.募集型企画旅行契約 

旅行代金 お申込金（おひとり様）
2万円未満 5,000円以上旅行代金まで
5万円未満 10,000円以上旅行代金まで
10万円未満 20,000円以上旅行代金まで
10万円以上 代金の20％以上旅行代金まで

2.旅行のお申込みと契約の成立 

●お申し込み・お問い合わせは……

旅行条件書（要旨）  　 　　  　   ※お申込みの際は、必ず募集型企画旅行条件書（全文）をお読みください。

3.取消料 
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除できます。

21日目にあたる日まで
20日目以降8日目にあたる日まで
7日目以降2日目にあたる日まで

旅行開始日の前日
旅行開始当日
旅行開始後又は無連絡不参加（注1）

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％
旅行代金の１００％

取消日 取消料

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第724号

〒163‐6014  東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー14F
 http://www.his-j.com/kokunai/tohoku/

弊社のサービス・対応に関しましてお気付きの点、ご意見等ございましたら右記、お客様相談室までご連絡ください。

（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.03-5908-2505
（平日10：00～18：30 土日祝は、お休みとさせていただきます）

●旅行代金には、往復の航空運賃、宿泊代、記載の食事代、諸税、その他が含まれています。●特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください。（一部有料。歩行に自信がな
い、病気による食事制限があるなど）■お申込み：特に記載のない限り、大人1名様以上でお申込みください。パンフレットの有効期限は2018年7月10日までとなります。有効期限内においても売り切れ
の場合は販売中止とさせていただきます。お申し込みは、出発日の5日前まで受付可能■添乗員同行■飛行機：航空会社はフジドリームエアラインズとなります。※出発・到着時間はダイヤ変更等によ
り変更となる場合がございます。※突然の欠航や便変更が行われる場合がございます。便変更の際、出発・到着時間は大幅に変更となっても、返金の対象とはなりません。■宿泊施設：特に記載の無い
限り、客室の指定は出来ません。また、客室表記に「又は」となっている場合、指定はできません。※洋室の場合、特に記載の無い限り、1名1室はシングルルームの利用、2名1室はツインルームもしくは
和室の利用となり、３名以上１室はツインベッドにエキストラ又はソファーベッドの利用もしくは和室となります。※0～2歳の幼児で、寝具や食事を必要とされない場合でも施設使用料、こども添寝朝
食代が必要な場合がございます。（現地払い）■食事：パンフレットに掲載されている料理写真と器は一例です。時期により変更となる場合がございます。 お子様のお食事は、ホテル追加代金に関わら
ず、ホテルによってはお子様用の食事となる場合がございます。■「5つ星の宿」について　「5つ星の宿」は、株式会社観光経済新聞社が独自の基準により認定したホテルです。あくまでも、お宿選びの
目安の1つとしてお考えください。

ご 案 内

この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、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。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書
（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電話で
お申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込金をお支払いい
ただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

※当社の定める申込期限内に出発日・コース・利用便・宿泊施設等、行程中の一部を変更される場合も上記取消料
の対象となります。　※オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます。ただし、各オプショナルプラン
に適用取消料が記載されている場合はその取消料を適用いたします。（注1）本表の適用に当たって「旅行開始
後」とは、別紙特別補償規程第二条三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

この旅行条件は２０18年3月を基準としています。また、旅行代金は２０18年4月以降に出発する
旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う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あれば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。

【 7/17（火）泊：阿寒湖畔 】

基本料金のままでOK!!

阿寒国立公園に含まれ、道東を
代表する観光地として知られる阿
寒湖。その四季折々の美しい表
情を見せる阿寒湖の南岸に位置
する阿寒湖温泉の湖畔に佇むリ
ゾートホテルです。

阿寒の森 鶴雅リゾート花ゆう香

客室 和室または和洋室
（2～5名1室）  

夕食 和洋中バイキング（レストラン）
朝食 和洋バイキング（レストラン）

 

【 7/18（水）泊：知床・ウトロ 】

荘厳な海と山々を一望しな
がらのご入浴は格別。美人
の湯と呼ばれるウトロの湯
の源泉掛け流しのお風呂
は疲れも十分に癒していた
だけることと想います。

ホテル知床

客室 和室または和洋室
（2～5名1室）

 
夕食 和洋中バイキング

（レストラン）
朝食 和洋バイキング（レストラン）

 

【 7/17（火）泊：阿寒湖畔 】

北海道の海・山の幸などふんだ
んに使用したお食事、阿寒湖を一
望できる温泉が自慢です。

あかん遊久の里鶴雅本館又は

 
 和室または和洋室

（2～5名1室）
和洋中バイキング（レストラン）
和洋中バイキング（レストラン）

客室

夕食
朝食

阿寒湖畔に佇み、「あかん遊久の里 
鶴雅」に隣接する温泉リゾートホテル
です。

あかん湖鶴雅ウィングス

和室または和ツイン
（2～5名1室）
和洋バイキング（レストラン）
和洋バイキング（レストラン）

客室

夕食
朝食

和室または和洋室
（2～5名1室）

客室 和洋中バイキング（レストラン）夕食
和洋バイキング（レストラン）朝食

 

【 7/18（水）泊：知床・ウトロ 】

自然遺産知床の玄関口ウトロ温泉におい
て、大型ホテルとして唯一海辺に立地。建
物最上階の大浴場より、オホーツク海の
鮮やかな海風景をご堪能いただけます。

北こぶし知床ホテル＆リゾート

鶴雅リゾート花ゆう香外観（イメージ）

▲
バイキング（イメージ）

レストラン（イメージ）

ホテル知床外観（イメージ）

あかん遊久の里鶴雅本館外観（イメージ） ロビー（イメージ）

北こぶし知床ホテル＆リゾートロビー（イメージ） 大浴場（イメージ）

【 7/17（火）泊：阿寒湖畔 】
あかん遊久の里鶴雅本館又はあかん湖鶴雅ウィングス

厳選ホテルコース厳選ホテルコース ＋10,000円増し大人おひとり様／２泊あたり
（2～5名1室ご利用の場合）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

※ホテルはお選びいただけません

ズワイガニ付

ご夕食は
北海道味覚
バイキング
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北海シマエビ

別海町観光協会提供（イメージ）

漁期は資源保護のため
夏と秋の年２回、
２ヶ月間ほどに限られる。
（６月中旬～７月下旬）

別海町観光協会提供
（イメージ）

野付沖の
天然ホタテはとにかく
肉厚で味わい濃厚 !!

漁期は初夏と秋の２回、
伝統漁法で獲れた
北海のルビー !!

漁期は初夏と秋の２回、漁期は初夏と秋の２回、漁期は初夏と秋の２回、漁期は初夏と秋の２回、

仙台仙台

約1時間30分

スケジュール 食事
［3日間］JK-FSJ3547-18FDA［3日間］JK-FSJ3547-18FDA

※交通事情、現地諸事情によりスケジュールが変更となる場合がございます。
■スケジュール表内のマークの見方：飛行機  　バス   　フェリー     ◎下車観光  ★食事
■最少催行人員：15名　■添乗員：同行　■食事条件：朝2、昼3、夕2　■運行バス会社：斜里バス（株）



秘境知床とひがし北海道周遊 3日間

お一人様追加代金 10,000円

ウトロ漁港と知床岬のほぼ真ん中に
位置する場所にルシャ湾があり、
そこまで行って帰ってくるコースです。
ルシャとはアイヌ語で浜へおりる道のこと。
知床半島ウトロ側はほとんど断崖絶壁です。

ウトロ港近くにある、高さが
60mもある巨岩で、その昔、こ
のあたりに住んでいた先住民族
「オロッコ族」から、この名がつ
いたといわれています。

オホーツクの美しい海岸線やウトロ港が一望できるほ
か、はるか遠くには阿寒摩周国立公園の山まで見渡すこ
とができる絶景と夕陽の名所です。

途中から流れが２つに分かれているこ
とから「双美の滝」とも呼ばれています。
滝の中ほどの高さまで階段で上がるこ
とができ、なかなか迫力があります。

途中から流れが２つに分かれているこ
とから「双美の滝」とも呼ばれています。
滝の中ほどの高さまで階段で上がるこ
とができ、なかなか迫力があります。

コバルトブルーのオホーツク海を望む
野生の花園日本で唯一の監獄博物館

世界一級の透明度を誇る
カルデラ湖は、刻 と々して変わる
湖面の変化が訪れる人々を魅了します。　
「霧の摩周湖」と呼ばれ、多くの時間を霧が
包み込みなかなか姿を見せてくれませんが、
ふと美しく神秘的な姿を現します。

世界一級の透明度を誇る
カルデラ湖は、刻 と々して変わる
湖面の変化が訪れる人々を魅了します。　
「霧の摩周湖」と呼ばれ、多くの時間を霧が
包み込みなかなか姿を見せてくれませんが、
ふと美しく神秘的な姿を現します。

野付半島は全長26㎞で、日本最大の
砂嘴（さし＝海上に長く突き出た地形）。
野付半島は全長26㎞で、日本最大の野付半島は全長26㎞で、日本最大の野付半島は全長26㎞で、日本最大の野付半島は全長26㎞で、日本最大の野付半島は全長26㎞で、日本最大の野付半島は全長26㎞で、日本最大の
北方領土を望む半島

野付半島の中ほどに位置する、ミズナラが立
ち枯れた場所。特に道路に面した枯れ木の
多いところをトドワラに合わせて”ナラワ
ラ”と呼んでいます。

“トドワラ”とは”トドマツの原っぱ”が語源。
半島周辺の地盤沈下により海水が浸入、立
ち枯れの森となりました。現在も浸食や風
化が進み、残された立ち枯れは少なくなっ
てきています。

釧路市にある湖。
全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、
道東を代表する観光地。
北海道で5番目に
大きい淡水湖。

仙台空港から

111 33300
仙台空仙台空仙台空港港からからから

昼

夕

昼

夕

朝

昼

朝

仙台空仙台空仙台空仙台空仙台空個人旅行でなかなか
行くことができない

中標津

小清水原生花園

コバルトブルーのオホーツク海を望むコバルトブルーのオホーツク海を望む
網走監獄

オホーツクの美しい海岸
オシンコシンの滝

プユニ岬

オロンコ岩

トドワラ

（イメージ）
（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）

野付半島の空撮／別海町観光協会提供（イメージ）野付半島の空撮／別海町観光協会提供（イメージ）

別海町観光協会提供（イメージ）別海町観光協会提供（イメージ）

別海町観光協会提供（イメージ）別海町観光協会提供（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

7/17
（火）

7/18
（水）

7/19
（木）

食事
JK-FSJ3547-18FDAJK-FSJ3547-18FDAJK-FSJ3547-18FDAJK-FSJ3547-18FDA

できるほ
見渡すこ

釧路市にある湖。釧路市にある湖。釧路市にある湖。釧路市にある湖。釧路市にある湖。釧路市にある湖。釧路市にある湖。釧路市にある湖。釧路市にある湖。釧路市にある湖。
全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、全域が阿寒摩周国立公園に含まれ、
道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。道東を代表する観光地。

知床

ナラワラ

（イメージ）

ひがし北海道の
　　　 秘境へ!!
ひがし北海道の
　　　 秘境へ!!

7/19木
7/17火

出 

発

フジドリーム
エアラインズ
フジドリーム
エアラインズH.I.S.H.I.S. ＆ 共同

企画
共同
企画

観光ガイドがご案内します

■□■ ルシャ湾クルーズ ■□■

遊覧船(イメージ）

ヒグマ
(イメージ）

ルシャ湾には

多くのヒグマが

生息しています!!

ルシャ湾には

多くのヒグマが

生息しています!!

ホテルにて朝食　(7:30)ホテル出発
(8:00)知床遊覧船でルシャ湾クルーズ
(10:30)◎オロンコ岩　  (11:20)◎プユニ岬
(12:30)★知床前浜定食の昼食と海鮮工房にてショッピング
(16:15)中標津空港発✈(17:45)仙台空港着

ホテルにて朝食　(8:30)ホテル出発
(10:10)◎博物館網走監獄　  (11:00)◎オホーツク流氷館
(12:00)★網走海鮮鍋の昼食とショッピング
(13:00)◎小清水原生花園　  (14:30)◎オシンコシンの滝
(15:30)◎知床五湖散策　  (17:00)ホテル知床
【宿泊】基本ホテル：ホテル知床　　　
　　　アレンジホテル：北こぶし知床ホテル＆リゾート

（イメージ）

ヒグマに
出会える確立
９８％
※２０１６年知床
　遊覧船調べ

（イメージ）
（イメージ）

（19：50）まりもの里桟橋出航
（20：45）桟橋到着

大人お１人様

２,０００円
遊覧船から眺める幻想的な
夏の夜の阿寒湖をお楽しみ下さい。
遊覧船から眺める幻想的な
夏の夜の阿寒湖をお楽しみ下さい。

オプショナルツアー
★7/17（火）夜★

＋

遊覧船

(7:30)仙台空港集合
(8:20)仙台空港発✈(9:40)中標津空港着
(10:30)◎野付半島散策（トドワラ・ナラワラ）
　　　 観光ガイドがついて説明
(12:00)★ホタテの浜焼きと北海シマエビの昼食 
(15:00)◎標茶多和平展望台　  (16:20)◎摩周湖
(18:00)阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香
【宿泊】基本ホテル：阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香
　　　アレンジホテル：あかん遊久の里鶴雅または
                       　　　あかん湖鶴雅ウィングス
　　　　　　　阿寒湖まりも夏希灯をお楽しみくださいオプショナルツアー

2～3名
1室

4～5名
1室

■旅行代金（2～5名1室／基本ホテルご利用の場合）

２時間クルーズ


