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宿泊ホテルツアーのポイント

憧れの寝台列車で行く北海道の旅

平成２８年３月で定期運行を終了したカシオペア号が

団体専用列車として復活致しました。

今回は㈱農協観光が憧れの寝台列車を貸切運行し、

皆さまを北海道へのご旅行にご案内致します。

支笏湖氷濤まつり 冬の旭山動物園観光
大小様々な氷のオブジェが立ち並ぶ、
冬の祭典。 夜は色とりどりのライトに
照らされ、幻想的な世界を演出します。

冬の旭山動物園の一番の風物詩とい
えばペンギンの散歩です。
歩く姿を間近で見られるのは感動です。

層雲峡
温泉 層雲閣グランドホテル

札幌の繁華街すすきのにもほど近く、
地下鉄まで徒歩約3分と交通至便。
朝食も更においしくなりました。WIFI
も完備、観光・ビジネスに最適です。

毎分800リットルの湧出量を誇る湯
量豊富な温泉と地元食材を豊富に
盛り込んだお料理が自慢の宿です。

札幌
すすきの周辺 札幌エクセルホテル東急
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４
日間

1階が寝室、2階がリビングのメゾネットタイプ。
ゆったり贅沢な鉄道の旅を満喫ください。

カシオペアスイート大人気の寝台列車を農協観光が貸切運行します！

カシオペアツインダイニングカー（3号車）
提供：JR東日本

（客室の一例） 提供：JR東日本

（イメージ）
（客室の一例）

（イメージ）

（客室の一例） 提供：JR東日本

提供：JR東日本

ご夕食またはご朝食に
ご利用頂けます。

ゆったりとしたA寝台2名様個
室でおくつろぎいただけます。

（客室の一例）

提供：JR東日本

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う販売店での取引きに関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当からの説明に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。

埼玉支店

〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-9
TEL.（048）830-1210　FAX.（048）833-1190
総合旅行業務取扱管理者　岩城　貴之
 渡辺　健二郎

旅行企画・実施 お申込み・お問い合わせは

旅行業公正取引
協 議 会 会 員旅行業公正取引協議会

株式会社農協観光は

※天候・交通機関の都合によりスケジュールが変更、行程の順序が
　入れ替わる場合がございます。
※後日、改めて集合・解散地（および時刻）をお知らせ致します。

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。詳細は別途お渡しする「旅行取引条件説明書面」の「３．お申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。

■募集人員／18名様（最少催行人員／14名様）
■申込締切日／定員になり次第締切となります。
■申込金／ツイン 35,600円、スイート 54,800円（旅行代金に充当させていただきます。）
■添乗員／全行程同行いたします。
■食事／朝食3回、昼食3回、夕食3回
■利用予定航空会社／全日空（ANA）又は日本航空(JAL)
■利用貸切バス会社／はまなす観光バス
■利用予定ホテル／1泊目:カシオペア車内（2名様1室）
 2泊目:札幌エクセルホテル東急（洋室）又は同等クラス
 3泊目:層雲閣グランドホテル（和室）又は同等クラス

平成29年2月18日（土）～21日（火）

178,000円（14名様）
274,000円（4名様）

旅行実施日

旅行代金 （大人お一人様2名様1室利用）

カシオペア
ツイン
カシオペア
スイート

募集要項

■記号
※貸切バス会社名：はまなす観光バス

：バス：JR ：航空機

お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送費
等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場合
があります。これらの移送費、また、死亡・後遺障害等を補償する国内旅行保険にお客様自身でご
加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、弊社係員にお問い合わせください。

～～国内旅行保険加入のおすすめ～～

旅行代金

申込金
（お一人さま）

1万円未満 3万円未満 6万円未満 10万円未満 15万円未満 15万円以上
2,000円
以上
旅行代金
まで

6,000円
以上
旅行代金
まで

12,000円
以上
旅行代金
まで

20,000円
以上
旅行代金
まで

30,000円
以上
旅行代金
まで

旅行代金
の20％
まで

１．募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、㈱農協観光埼玉支店（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-9観光庁
長官登録旅行業第939号、以下「当社」といいます。）が企画する旅行であり、この
旅行に参加されるお客さま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)契約の内容・条件は、コースごとに記載されている条件のほか、別途お渡しする
旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする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）によります。

２．お申し込み・契約成立の時期
当社所定の申込書に下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は「旅行代
金」「取消」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。電話、郵便、フ
ァクシミリ等の通信手段にてお申込みの場合、当社が予約を承諾した日の翌日か
ら起算して３日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払をしていただきます。
旅行契約は、当社が予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立いたします。

３．お申込金（お一人さま）

４．旅行代金のお支払い
　旅行代金は旅行代金からお申込金を差し引いた残金を ７．取消料 に記載の該当す
る取消料収受期間の前日まで、または当社が定める日までにお支払いください。

５．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎり普通席）（この運賃・
料金には、運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するた
め、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるもの
に限ります。以下同様とします。）を含みません。）、宿泊費、食事代、消費税等の諸税
および特に明示したその他の費用（宿泊税の対象となる場合の宿泊税を含む）、添
乗員同行コースの同行費用等。上記費用はお客さまのご都合により、一部利用され
なくても払い戻しはいたしません。

 ６．旅行代金に含まれないもの（一部例示）
　旅行中の個人的性質の諸費用（お客さまご自身の電報電話料、ホテルでの小物代、
追加飲食料、運送機関の定める有料手荷物料、心付け等）、運送機関の課す付加運
賃・料金、ご自宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費、日本国内の空港施設使
用料等。(ただし、空港施設使用料等を含んでいることを明示したコースを除きま
す。)

７．取消料
　契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所
定の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお
一人さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。

※出発日・コース等の変更、また、当社の責任とならないローン等の事由によるお取消し
の場合も上記取消料の対象となります。

※取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に取引条件説明書面「８．追加代金」
を加えた合計額です｡

※オプショナルプランおよび宿泊等各種追加料金も上記料率による取消料が利用日を
基準として別途適用されます。ただし旅行開始後の取消料は100％となります。

８．旅行条件の基準
　本旅行条件は2016年12月6日を基準日として作成しております。

９．その他
(1)旅行代金はお一人さま分を表示しています。
(2)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3)当社所定の申込書にお客さまのご氏名（フリガナ）をご記入される場合は、間違い
のないようにご記入ください。万が一氏名に間違いがあった場合は、運送・宿泊機関等
への氏名訂正などが必要になります。この場合当社は、お客さまの交替の場合に準じ
て交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関等の事情により、氏名の訂正が認
められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合当社は所定の取消料を
いただきます。

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
（お一人さま）

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって

①20日目
（日帰りにあたっては
10日目）に当たる日
以降に解除する場合
（②～⑤）に掲げる
場合を除く）

②7日目に当る日以降
に解除する場合
（③～⑤に掲げる
場合を除く）

③旅行開始日
の前日に
解除する場合

④旅行開始日
当日に解除する
場合
（⑤に掲げる
場合を除く）

⑤旅行開始後
の解除又は
無連絡不参加
の場合

CMYK

※カシオペア紀行では3名様1室のご利用はできません。

旅行日程表 ◎入場観光　○下車観光　▲車窓観光 食
事

ー
ー
夕

朝
昼
夕

朝
昼
夕

1

2

3

朝
昼
ー

4

2/18
（土）
2/19
（日）

2/20
（月）

2/21
（火）

-- 札幌駅 === 札幌場外市場（昼食） === ○支笏湖氷涛祭り（見学） === 札幌市内 札幌エクセルホテル東急（泊）　
11：00～11：30 12：00～13：00 14：40～15：45 17：30

大宮駅 ---------------------------------- 車中 カシオペア（泊）
16：30～17：00 〈寝台特急：カシオペア紀行〉

夕食：カシオペアツイン＝カシオペア弁当、カシオペアスイート＝レストラン

ホテル ====== 〈高速道〉 ====== ○小樽市内観光（北一硝子・オルゴール堂・小樽運河） ====

===== ◎にしん御殿小樽貴賓館（旧青山別邸）（見学・昼食） ======= 〈高速道〉 =======

===== ◎雪の美術館（見学） ====== 高速道 ======= 層雲峡温泉 層雲閣グランドホテル（泊）
★層雲峡温泉 氷濤祭りをお楽しみ下さい。

ホテル ===== ◎旭山動物園（見学） ====== 旭川市内（昼食） ====== 〈高速道〉 =====

====== ○千歳道産市場（買い物） ====== 新千歳空港 .............. 羽田空港
19：05～20：20

16：4514：30～15：15

10：40～12：15

9：30～10：308：30

17：30～18：35

12：45～13：459：00 10：30～12：15

　★参考）ペンギンパレード11:00～予定

----

（承認NO.121502）


