
2018年9月8日（土）・9日（日）出発限定

パンフレット番号 RS3007-052
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コースコード　A11856600-01　□手2

■旅行代金／札幌駅発着大人お１人様
　　　　　　（2名様よりお申込み可能です）

12,350円12,350円大
人

7,500円7,500円こ
ど
も

■各駅発着と札幌駅発着との大人代金差額　※こども半額
新札幌 南千歳 苫小牧 東室蘭 伊達紋別
±0円 -600円 -800円 -2,000円 -2,200円

往復
特急列車

はこだてグルメサーカスチケット（500円分）
＋

ツインクルジョイクーポン（2000円分）列車限定

■会場/はこだてグリーンプラザ・函館朝市第一駐車場・太陽パーキング

■列車限定のご案内 札幌⇔函館（列車限定）下記のスーパー北斗からお選びください。
札幌発 新札幌発 南千歳発 苫小牧発 東室蘭発 伊達紋別発 函館着
6:00 6:08 6:28 6:44 7:18 7:33 9:27

往路（札幌⇨函館）
スーパー北斗2号

函館発 伊達紋別着 東室蘭着 苫小牧着 南千歳着 新札幌着 札幌着
17:51 19:54 20:10 20:46 21:03 21:26 21:35
18:49 20:53 21:09 21:46 22:03 22:24 22:33

復路（函館⇨札幌）
スーパー北斗19号
スーパー北斗21号
スーパー北斗23号 19:54 21:58 22:14 22:51 23:07 23:30 23:40

6:53 7:02 7:22 7:39 8:17 8:33 10:38

北海道150年記念・青函トンネル開業30周年記念

世界から、日本各地から、函館とゆかりのある都市の
「グルメ」が集結。2つの会場・4つのひろばで堪能する、
函館最大級のグルメイベント。

会場マップ

へ行こう！へ行こう！へ行こう！

10：00～17：00
（最終日16：00終了）9月8日● 9日●日土・

●はこだてグリーンプラザ会場・太陽パーキング会場 ●函館朝市第一駐車場会場

はこだてグルメサーカスチケット（500円分）＋
ツインクルジョイクーポン（2000円分）付

スーパー北斗4号

※写真はイメージです

：普通車指定席



クーポン利用可能施設の一例
北海道キヨスク

お土産を買うなら札幌駅、函館駅の四季彩館・キヨスクで。※たばこや郵券類（宝くじ等）など、一部クーポン利用対象外の商品があります。

北海道四季彩館札幌西店、北海道四季彩館札幌改札内北店、北海道四季彩館札幌東１号店、キヨスク西コンコース北店、キヨスク札幌東コンコース中央店、
リトルマーメイド札幌店、キヨスク札幌ラッチ西店、キヨスク札幌ラッチ中店、キヨスク札幌ラッチ東店、北海道四季彩館JR函館店（JR函館駅構内）

※取消料はなし、ただし予約されているプランは
　事前に取消の連絡が必要です。
※払戻・変更手数料220円別途申し受けます。

取消料
なしA14759002-01（５枚）　02（３枚）　　□手 2　Web on-line 提販 ○船手配

⑤添乗員／添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。お客様が旅行に必
要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身

⑥通信契約／当社等は、当社等が提携するクレジットカード会社のカード会員より所定の伝
で行っていただきます。

票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件
に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。
なお、受託旅行業者により当該取り扱いができない場合や取り扱いができるカードの種
類に制限がある場合があります。

⑦旅行条件・旅行代金の基準日／この旅行条件は、2018年8月1日を基準としています。ま
た旅行代金は2018年8月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。

ロープウェイ
のりば

五稜郭公園
五稜郭タワー

湯の川温泉
立待岬

函館駅・朝市

外国人墓地

ベイエリア トラピスチヌ
修道院

赤レンガと緑の屋
根が清楚な日本最
初の修道院。

箱館戦争の舞台と
なった日本初の星
型洋式城郭です。赤レンガ倉庫群は「函館ヒス

トリープラザ」として再生。
人気のエリアとなっている。

2018.8.2（W）電話・FAXWeb On-line

■出発日／2018年9月8日（土）・9日（日）
■最少催行人数／2名様　■添乗員は同行致しません。
■旅行代金に含まれるもの／
　①JR代金（旅行商品用割引代金適用）②はこだてチケット（500円
分）③ジョイクーポン（2,000円分）④消費税等諸税（追加飲食に
は、別途諸税がかかります。）
■旅行日程は延長できません。
■グリーン車の設定はございません。
■特に記載のない限り途中下車はできません。
■施設の満室、交通機関等の座席の満席、その他行程に含まれる設
備の状況（お食事のお手配や設備の営業時間等）により、ご予約を
お受けできない場合がありますので、お早めのお申し込みをおす
すめいたします。
■札幌駅ではツインクルプラザのみでお取り扱いとなります。

共通のご案内（必ずお読みください）
★旅行商品でご利用いただく乗車票は旅行商品用に設定されております。通常のJR券とは取扱
が異なりますのでご了承ください。

★ご乗車いただける列車が限定されている商品をご利用の場合、パンフレット記載の列車以外
はご利用になれません。また、下記のご案内は限定列車の範囲内での適用となります。

●ご旅行お申し込み時に、ご希望の乗車日・列車名をお申し込みください。ただし、指定席の確
定は乗車日の1ヶ月前以降となります。

●ご旅行中の行程は、グループ内同一となります。（同一列車・同一設備のご利用となります。）
●指定席利用商品で、ご旅行出発前に指定席の交付を受けられていない場合、希望列車の出発
前に1回に限り、JR北海道の駅（新幹線駅を除く）及びツインクルプラザ（旅行センター）で営
業時間内に指定席の交付を受けられます。

●ご希望列車のグリーン車指定席が満席のため普通車指定席および普通車自由席のご利用と
なる場合、または普通車指定席が満席のため普通車自由席ご利用となる場合は、差額の払い
戻しはいたしません。

●パンフレットおよび乗車票券面に指定のない限り、途中下車はできません。途中下車指定駅以
外で下車される場合、前途の乗車票は無効となります。

★旅行商品でご利用いただく乗車票は旅行商品用に設定されております。通常のJR券とは取扱
が異なりますのでご了承ください。

★ご乗車いただける列車が限定されている商品をご利用の場合、パンフレット記載の列車以外
はご利用になれません。また、下記のご案内は限定列車の範囲内での適用となります。

★お電話での変更、車内での変更、ご乗車日の変更はできません。
★グループ内の一部のお客様のみの変更はできません。変更の際は、
グループ全員分のチケットが必要です。

★JR北海道の駅、ツインクルプラザ（旅行センター）以外でご購入され
た場合、ご購入店舗での変更にはお日にちを要する場合があります。

〈ご出発前日まで〉●ご購入店舗で営業時間内に1回に限り承ります。※
主な旅行会社でご購入された場合、ご購入店舗のほかJR北海道の指定ツ
インクルプラザ（旅行センター）でも変更を承ります。
〈ご出発当日・ご旅行中〉●ご予約済みの列車の発車1時間前までに、JR
北海道の駅（新幹線駅を除く）及びツインクルプラザ（旅行センター）で営
業時間内に1回に限り承ります。●ご予約済みの列車の発車1時間前以降
は、指定席の変更はできません。

★お電話での変更、車内での変更、ご乗車日の変更はできません。
★グループ内の一部のお客様のみの変更はできません。変更の際は、
グループ全員分のチケットが必要です。

★JR北海道の駅、ツインクルプラザ（旅行センター）以外でご購入され
た場合、ご購入店舗での変更にはお日にちを要する場合があります。

お客様へのご案内
●ご旅行に必要なクーポン券類をお渡しいたします
ので、ご旅行中の手続きはお客様ご自身で行って
いただきます。

●クーポン券類を紛失されても再発行ができません
ので、十分にご注意ください。また未使用分のクー
ポン券類の払戻はできませんのでご了承ください。
●ダイヤ改正等により、運行時刻等が変更となる場合
があります。お申し込み時にご確認ください。

●取消・変更については、ご購入店舗にご来店のうえ、
手続きをお願いします。

●出発日の10日前以降の出発日、交通機関利用日等
の変更はできません。

●各ページに記載されている入場施設の情報・特典
は、設備都合などにより予告なく変更・サービスの
中止となる場合があります。

●出発日の10日前以降の出発日、交通機関利用日等
の変更はできません。

列車ご利用のご案内
指定席の変更について

●ご利用できるタクシーは「函館タクシー㈱」一社です。
　他のタクシー会社はご利用できません。

※予約状況により他のドライバーとなる場合がございますのでご了承ください。

※タクシーの屋根の上、及び車体には「函タク」と表示されています。　

移動車内でのガイド付きのタクシーで函館観光がさらに充実。
「函館歴史文化観光検定」通称「はこだて検定」に合格した44名のドライバーが
「はこだて博士」としてお客様を函館の街へご案内します!

タクシーのご予約は、お客様ご自身で現地にてお願いいたします。

右記、函館市内の観光スポット間を自由にご利用ください。

0120-05-0168

回数券プラン
函 館 観 光 情 報

要予約 ツインクルタクシー
チケット5枚チケット3枚

※取消料はなし、ただし予約されているプランは
　事前に取消の連絡が必要です。
※払戻・変更手数料220円別途申し受けます。

取消料
なしA14850013-01（3枚）　02（5枚）　　□手 0　Web on-line 提販 ○船手配

 ４枚付！ツインクル
ジョイクーポン ４枚付！ツインクル
ジョイクーポン観

光

・お
土産に便利

！

●1枚550円分としてご利用いただけます。 ただし、一部除外の店舗、および除外日がある場合があります。 
●ジョイクーポン利用可能箇所や営業時間、定休日などは変更になる場合がございます。 
●施設により利用枚数が異なりますので、事前にご確認のうえ、ご利用ください。

※おつりが生じる場合でも、払い戻しできません。また、不足が生じる場合は現金にてお支払いください。 ※残ったクーポンは払い戻しできませんのでご了
承ください。 ※予約が必要な施設については、「ツインクルジョイクーポン」を使用することを伝え、お客様ご自身でご予約ください。 ※他券、他サービスとの
併用はできません。 ※一部除外品のある店舗がございます。※旅行期間中有効。

販売店様へ　お客様にツインクルジョイクーポンパンフレットをお渡しください。
函館市内のまち歩きやお食事、観光施設の入場料、

ショッピングにもご利用いただけるとっても便利なクーポンです。

ツインクルジョイクーポン
のご案内

詳しくは専用パンフレットをご覧ください。

（2,000円分）

※タクシーの屋根の上及び車体には
　「函タク」と表示されています。

函館タクシー
イメージ画像

※各観光スポット間を1区画1枚でのご利用となります。　※観光スポット間のタクシー移動は最短距離での移動となります。
※未使用の場合を除き、タクシー回数券の「払い戻し」はいたしません。
※各観光スポット間を1区画1枚でのご利用となります。　※観光スポット間のタクシー移動は最短距離での移動となります。
※未使用の場合を除き、タクシー回数券の「払い戻し」はいたしません。


