
お客様コールセンター 011-219-5489 総合旅行業務取扱管理者
■〒060‐0003  北海道札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル7F

ツインクルデスク 明　　勝　彦

旅行条件（要約）
●この旅行は、北海道旅客鉄道株式会社（以下「当社」という）が旅行を企画して実施するものであ
り、お客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。
①お申込みと契約成立／所定の旅行申込書に記入の上、次に定めるお申込金を添えてお
申込みいただきます。契約はお申込金を受理したときに成立するものとします。
旅行代金（お一人様） 30,000円未満 60,000円未満 100,000円未満 150,000円未満
お申込金 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円

150,000円以上
旅行代金の20％

お申込みのご案内 お申込みいただく前に、下記の旅行条件（要約）と各コースとのご案内や注意事項を必ずご確認ください。
また、お申込みの際に詳しい旅行条件と個人情報の取扱いを説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。

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で行っていただきます。

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10月1日を基準としています。また旅行代金
は2018年10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。●当社及び当社の受託営業所（以下「当社等」という）は、電話、郵便、ファクシミリその他の

通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場合当社
が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出され
ない場合は、当社はお申込みはなかったものとして取り扱います。旅行代金は、旅行開始日
の14日前までに全額お支払いください。
②旅行代金に含まれるもの／各コースごとに明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事
代、消費税等の諸税、及び特に明示したその他の費用等。
③旅行代金に含まれないもの／各コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸
費用、オプショナルプラン（別途料金）の代金等。
④取消料等／契約成立後、お客様のご都合により契約を解除される場合は、旅行代金に対
してお一人につき次の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数でのご参加で、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・宿泊機関等の（1台・1室
あたりの）ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。また、お客様のご
都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全
体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。

（観光庁長官登録旅行業第1043号）
JR北海道営業部  札幌市中央区北11条西15丁目1番1号

旅行企画・実 施

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%

2. 10～8日目にあたる日までの解除

1. 11日目にあたる日までの解除

3. 7～2日目にあたる日までの解除
4. 旅行開始日の前日の解除
5. 旅行開始日当日の解除（6を除く）
6. 旅行開始後の解除または無連絡不参加

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

2018.11.1（W）

お客様担当（外務員）：
旅行業務取扱管理者とは、営業所における旅行取り引きの責任者です。
ご不明な点がありましたら遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。

当社等は、旅行お申込みの際に提出されたご旅行申込書に記載された個人情報について、お客様との
間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の
旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先土産
品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産
品店等に対し、お客様の氏名等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お
申込みいただく際には、これらの個人データ提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社等は、旅行保険等旅行に必要な当社と連携する企業の商品やサービスのご案内、商品
やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

個人情報の取扱いについて

提販不可

011ｰ219ｰ5489
※2018年4月1日より営業時間が変更となりました。

お電話
にて

下記のツインクルデスクにお電話にてのご予約となります。

営業時間（9：30～19：00）

ご よ や く

お申し込み方法

ノースレインボーエクスプレスで行く行くで行で行く

秋のニセコの旅
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ノースレインボーエクスプレス（183系）
大きな連続窓と天井から雄大な景色を楽しめる

開放感あふれる「快適な移動空間」をお楽しみください

※写真は合成です。全てイメージです。※写真は合成です。全てイメージです。

余市駅構内
「エルラプラザ」で販売
余市駅構内
「エルラプラザ」で販売

ノースレインボーエクスプレス到着に合わせてホームで
ご当地キャラクターがお出迎え!
ノースレインボーエクスプレス到着に合わせてホームで
ご当地キャラクターがお出迎え!

旅行代金旅行代金
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アップルパイ ニセコ特産品の一例ニッキー
ニセコ駅

じゃが太くん
倶知安駅

ソーラン武士!!
余市駅

2018年11月17日㈯出発限定
苗穂駅新駅舎11月17日㈯開業記念

元気です 北海道号
パンフレット番号 RS3010-074

指 定 指 定 指 定 指 定指 定

■行程表／11月17日㈯

販売店様へ コースコード：B15018008－02　運行バス会社／ジェイ・アール北海道バス㈱

苗　穂 札　幌 ニセコ 道の駅
ビュープラザニセコヒルトンニセコビレッジ ミルク工房

高橋牧場
札　幌倶知安

沿線駅での
おもてなし
沿線駅での
おもてなし

小樽駅（上り）停車時間におたる潮太鼓のおもてなしもあります

余市駅停車時間に
余市町特産品の販売!
余市駅停車時間に
余市町特産品の販売!

ニセコ駅停車時間に
ニセコ町特産品の販売!
ニセコ駅停車時間に
ニセコ町特産品の販売!

羊蹄太鼓

倶知安駅（下り）停車時間に
羊蹄太鼓でおもてなし
倶知安駅（下り）停車時間に
羊蹄太鼓でおもてなし

お客様へのご案内
■出発日／11月17日㈯
■募集人員／80名（最少催行人員15名）
■食事／昼食1回
■旅行代金／大人お１人様8,800円
○お申し込みは1名様よりお受けいたします。
※交通機関の満席、その他行程に含まれる施設の状況により、
お申し込み受付を終了する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。 
■添乗員
●苗穂駅より同行いたします。 

　添乗員は旅行管理に万全を尽くすため、お客様と同行させて
いただきます。 なお、労働基準法の定めからも勤務中一定の
休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位
のご理解とご高配をお願い申し上げます。

■旅行代金に含まれるもの
●コースの行程表に明記された、JR代金等の交通機関費用、食
事代金、日帰り入浴代金（タオル付）、記念入場券代、添乗員同
行費用、消費税等諸税（追加飲食等には、別途消費税がかかり
ます）。
■行程について

●天候および道路事情により、途中行程上の経由及び観光箇
所、順番、見学時間が変更となる場合がありますので、あらか
じめご了承ください。
●行程は変更となる場合がありますので最終行程表でのご案
内となります。
●昼食場所・食事内容は変更となる場合があります。
■JR（列車）、バス座席について
●お席はできる限りグループごとに公平になる様努力致します
が、座席割りの都合により同じグループでも通路をはさんだ
り、前後の席利用になる場合もありますのであらかじめご了

承ください。
●貸切バス内は禁煙とさせていただいております。
　きれいな空気のバス車内にて、快適な旅をお楽しみください。
●原則として、大型バスを利用いたしますが、参加人数および行
程によりマイクロバスまたは、タクシー等の利用となる場合も
あります。 

●バス酔いされやすい方につきましては申込時に係員にご相談
ください。
●お客様の安全確保のため、バス走行中は常に「シートベルト着
用」をお願いします。

8,800円
大人お１人様［日帰り／苗穂駅発札幌駅着］大人お１人様［日帰り／苗穂駅発札幌駅着］
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15：24頃　　 　18：30頃着7：47頃発　 10：51頃 11：15頃

11/17苗穂駅新駅舎開業!
生まれ変わった駅舎より
ご乗車いただきます

特産品やご当地キャラクター登場で
皆様をおもてなしいたします

特産品や直売所
テイクアウトショップも

おすすめ!

アイスクリームは
もちろん、限定スイーツが

おすすめ!

ホテルで
ランチと温泉を
お楽しみください

羊蹄太鼓の演奏で
おもてなし

添乗員同行新コースを追加設定!
団体旅行ご好評につき

※行程中の「元気です 北海道号」の時刻は予定です。最終行程表で確定となります。※行程中の「元気です 北海道号」の時刻は予定です。最終行程表で確定となります。

※都合により実施できない場合もあ
りますので、ご了承ください。
※ご当地キャラクターは都合により
変更となる場合があります。

※ご当地キャラクターは、上り・下り
どちらかになる場合がございます。

JR北海道は「元気です 北海道／Welcome! HOKKAIDO, Japan.」キャンペーンに参加しています。

：特急列車普通車指定席：バス 指 定：元気です 北海道号（列車限定）

お客様コールセンター 011-219-5489 総合旅行業務取扱管理者
■〒060‐0003  北海道札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル7F

ツインクルデスク 明　　勝　彦

旅行条件（要約）
●この旅行は、北海道旅客鉄道株式会社（以下「当社」という）が旅行を企画して実施するものであ
り、お客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。
①お申込みと契約成立／所定の旅行申込書に記入の上、次に定めるお申込金を添えてお
申込みいただきます。契約はお申込金を受理したときに成立するものとします。
旅行代金（お一人様） 30,000円未満 60,000円未満 100 000円未満 150 000円未満
お申込金 6,000円 12,000円

150 000円以上

お申込みのご案内 お申込みいただく前に、下記の旅行条件（要約）と各コースとのご案内や注意事項を必ずご確認ください。
また、お申込みの際に詳しい旅行条件と個人情報の取扱いを説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。

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で行っていただきます。
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

●当社及び当社の受託営業所（以下「当社等
通信手段による旅行契約の予約のお申込み
が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算し
ない場合は、当社はお申込みはなかったものと
の14日前までに全額お支払いください。
②旅行代金に含まれるもの／各コースごとに明
代、消費税等の諸税、及び特に明示したその他
③旅行代金に含まれないもの／各コースに含ま
費用、オプショナルプラン（別途料金）の代金等
④取消料等／契約成立後、お客様のご都合に
してお一人につき次の料率で取消料をいただ
のお客様が契約を解除される場合は、ご参加
あたりの）ご利用人数の変更に対する差額代
都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等
体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受し

（観光庁長官登録旅行業第1043号）
JR北海道営業部  札幌市中央区北11条西15丁目1番1号

旅行企画・実 施

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%

2. 10～8日目にあたる日までの解除

1. 11日目にあたる日までの解除

3. 7～2日目にあたる日までの解除
4. 旅行開始日の前日の解除
5. 旅行開始日当日の解除（6を除く）
6. 旅行開始後の解除または無連絡不参加

取  消  日

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

2018 11 1（W）

お客様担当（外務員）：
旅行業務取扱管理者とは、営業所における旅行取り引きの責任者です。
ご不明な点がありましたら遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねくださ提販不可

ｰ5489
より営業時間が変更となりました。

下記のツインクルデスクにお電話にてのご予約となります。

間（9：30～19：00）

ご よ や く

お申し込み方法

JR北海道は「元気です 北海道／W l ! HOKKAIDO J 」キャンペ ンに参加しています

完売御礼完完完完完完完完
満 100,000円未満 150,000円未満0円未満

20,000円20,000円 30,000円30,000円

完完完
150,000円以上15
旅行代金の20％旅行代金の20％

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。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10月1日を基準としています。また旅行代金⑦旅行条件・旅行代金の基準日／この旅行条件は、2018年10月1日を基準としています。また旅行代金
は2018年10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。は2018年10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」という）は、電話、郵便、ファクシミリその他のという）は、電話、郵便、ファクシミリその他の

みを受け付けることがあります。この場合当社を受け付けることがあります。この場合当社
して3日以内にお申込書とお申込金を提出され3日以内にお申込書とお申込金を提出され
として取り扱います。旅行代金は、旅行開始日して取り扱います。旅行代金は、旅行開始日

明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事送機関の運賃・料金、宿泊費、食事
他の費用等。他の費用等。
まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸れない交通費等の諸費用、個人的性質の諸
等。等。
により契約を解除される場合は、旅行代金に対より契約を解除される場合は、旅行代金に対
だきます。なお、複数人数でのご参加で、一部複数人数でのご参加で、
加のお客様から運送・宿泊機関等の（1台・1室ら運送・宿泊機関等の（1台
代金をそれぞれいただきます。また、お客様のごれぞれいただきます。また、お客様
等行程中の一部の変更については、ご旅行全等行程中の一部の変更については、ご旅行全
します。します。完売御売売売売売売売売売売売売完売完完完完完完完売売売完完完完完完完

取  消  料消  料

当社等は、旅行お申込みの際に提出されたご旅行申込書に記載された個人情報について、お客様との当社等は、旅行お申込みの際に提出されたご旅行申込書に記載された個人情報について、お客様との
間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の
旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先土産旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先土産
品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土
品店等に対し、お客様の氏名等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お品店等に対し、お客様の氏名等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お
申込みいただく際には、これらの個人データ提供についてお客様に同意いただくものとします。申込みいただく際には、これらの個人データ提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社等は、旅行保険等旅行に必要な当社と連携する企業の商品やサービスのご案内、商品、当社等は、旅行保険等旅行に必要な当社と連携する企業の商品やサービスのご案内、商品
やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります完売御完売御個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについ 011011ｰー2192ｰー御礼※2018年4月1日※20御礼お電話お電話

にてにて

下記のツインクルデスクにお電話にてインクルデスクに

営業時完売御礼

80名　完売御礼JRノースレインボーエクスプレス秋のニセコの旅

元気です
北海道 魯 H弓豆J
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旦翌；密五.L!J:~: 言i
-~::It海道旅客鉄道株式会社
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