
礼文島・利尻島・サロベツ湿原散策の大きな魅力。それは本州のアルプスや北海道の大雪山でしか
見ることのできない、高山植物たちの自然な姿を見られるところです。

観光

※掲載の写真はすべてイメージです。
※礼文島のガイドは、鹿川氏本人確約ではありません。

2019年6月11日（火）、7月8日（月）出発
そび

まずは日本一の高層湿原がある「サロベツ原野」で高山植物の花々が揺れる湿原を散策し、その日のうちに船で利尻島
へ。1日目の宿では地元産の新鮮な海の幸を味わえます。翌日、利尻富士の名景や花の群生地をめぐった後、いよいよ礼文
島へ。ゆったり２泊の滞在で、「花の浮島」でしか見られない固有種をはじめ、さまざまな高山性の可憐な花々を地元ネイ
チャーガイドの案内で観賞できます。花々が咲き競う、心洗われる美しい自然との出合いをお楽しみください。

サロベツ原野サロベツ原野

礼文島では
ネイチャーガイドが
島をご案内！

鹿川 明美
1960年岐阜県生まれ
島の海の美しさ、多種多様の高山植物、
人の温かさに魅了され移住。
「礼文島自然ガイド」代表
北海道知事認定自然ガイド
北海道アウトドア優良事業者

レブンアツモリソウ【礼文島固有種】
絶滅危惧種として指定されている、礼文
島でしか見られない花。群生地（６月）ま
たは植物園（７月）を訪れます。

カキツバタ
古くから日本で親しまれるアヤメ科の花。
サロベツ湿原や利尻島の水辺でその美
しい花色を楽しめます。

エゾカンゾウ
ひとつの花が咲くのは一日だけで、朝咲
いて夕方にはしぼむ、はかなさが魅力。サ
ロベツ湿原を染める大群落が有名。

  JCBプレミアムカード会員限定ツアー ※JCBプレミアムカードとは、JCBザ・クラス、プラチナ、
　ゴールド ザ・プレミア、ゴールド、ネクサスの総称です。



※掲載の写真はすべてイメージです。

※花は気象状況により見ごろとならないことがあります。

豊穣の海で育まれた
貴重な旬の「利尻ウニ」を堪能
対馬海流とリマン海流が混じりあう、豊かな海
に囲まれた利尻島。そのなかで利尻昆布など
を食べて育つ利尻ウニは、この地だからこそ味
わえる極上のぜいたくです。初日の宿では、そ
んな旬のウニ料理を味わえます。

〈6月11日発〉田中家ひなげし館 / 〈7月8日発〉ホテル雲丹御殿1日目

【宿泊ホテル】 1日目 田中ひなげし館（和室）／ホテル雲丹御殿（和室または洋室）
 2・3日目 三井観光ホテル（和室または洋室）
※1日目：ホテル雲丹御殿で和洋室をご利用の場合、おひとり様追加代金3,000円となります。
※1名様1室利用はおひとり様追加代金20,000円となります。　※3名様1室利用はおひとり
様につき、6/11出発；7000円引き、7/8出発；5,000円引きとなります。
■発着地：東京（羽田空港）、大阪（伊丹空港）　■利用交通機関：飛行機、バス（北星観光）
■最少催行人員：10名様　■添乗員：東京発着：同行します。  大阪発着：初日羽田空港
から最終日羽田空港まで同行します。　■宿泊：1日目：〈6月11日発〉田中家ひなげし館、
〈7月8日発〉ホテル雲丹御殿、2・3日目：三井観光ホテル　■食事：朝3回、昼3回、夕3回
■旅行企画・実施：株式会社 朝日旅行 観光庁長官登録旅行業第97号 一般社団法人日本旅
行業協会正会員・ボンド保証会員　東京都港区三田3-13-12 三田MTビル2階 〒108-8308

東京発着  〈6月11日発〉248,000円  〈7月8日発〉258,000円
大阪発着  〈6月11日発〉272,000円  〈7月8日発〉282,000円

■出発日／2019年6月11日（火）、7月8日（月）
■旅行代金　おひとり様、2名様1室利用（税込）

宿泊箇所 B 利尻島一周観光（姫沼、オタドマリ沼、仙法志御崎公園、
沓形岬公園、富士野園地） B 鴛泊港 s（1等ラウンジ利用） 礼文島・香深港
B 礼文林道入口 m レブンウスユキソウ群生地を往復[往復約4km・150分・標高差約110m]
m 礼文林道入口 B 桃台猫台（桃岩と猫岩の展望） B 宿泊箇所 ［礼文島／香深泊］

1

2

3

■日程 A…飛行機　B…バス　s…船（フェリー）　m…徒歩

伊丹空港（7：30～8：30）発 A（羽田乗継） 羽田空港（10：00～11：00）発 A 稚内空港 
B 日本三大湿原・サロベツ原野（サロベツ湿原センターから湿原を散策 1時間） 
B（利尻富士を眺め稚咲内から抜海へ海岸線を北上） 稚内港
s（1等ラウンジ利用） 利尻島・鴛泊港 B 宿泊箇所 ［利尻島／鴛泊泊］

宿泊箇所 B 桃岩登山口 m 桃岩展望台まで高山植物の花歩き［往復約2km・120分・標高差約110m］
m 桃岩登山口 B 北のカナリアパーク（利尻島の美しい眺め） B 
スコトン岬（トド島眺望） B 澄海岬（青く澄んだ入り江）
〈6月11日発〉 B レブンアツモリ草群生地 B うにむき体験センター B 宿泊箇所
〈7月8日発〉 B 礼文町高山植物園（温度管理で培養されたレブンアツモリソウを観賞）
B うにむき体験センター B 宿泊箇所 ［礼文島／香深泊］

4
宿泊箇所 B 香深港 s（1等ラウンジ利用） 稚内港 B 
稚内副港市場（にぎわう市場散策、自由昼食） B 稚内空港
A 羽田空港（14：30～15：30）着 （羽田乗継） A 伊丹空港（17：10～18：20）着

利尻ウニ（ムラサキウニ）利尻ウニ（ムラサキウニ）

食事

大浴場からは礼文水道の彼
方に秀麗な名峰利尻山の眺
望が望めます。

三井観光ホテル2・3日目

大浴場大浴場

宿泊

都会では普段見られないような美しい星空を見ることができます。
満天の星空と名峰利尻富士

観光

別途詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、下記旅行条件（募集型企画旅行契約/要約）とあわせて事前にご確認のうえ、お申し込みください。

ツアーに関するお申し込み・お問い合わせはJCBトラベルデスクへ企画旅行取消料　お取り消しの場合は下記の取消料を申し受けます（各旅行代金に対して）

出発日の
前日から
起算して

20日前から8
日前まで

7日前から
2日前まで

出発前日
（1日前）

出発日
当日

出発後・
無連絡
不参加

20％ 30％ 40％ 50％ 100％

JCBトラベルデスク  受付時間10:00AM～6:00PM 日・祝・年末年始休 
東 京  0120-950-347
大 阪  0120-950-348

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第97号
一般社団法人日本旅行業協会正会員・ボンド保証会員
東京都港区三田3-13-12 

　　　　　　　　   三田MTビル2階　〒108-8308

※愛知県・岐阜県・富山県から西にお住まいの方は大阪へ、
　それ以外の方は東京へお電話ください。

。すまし内案ごで声音動自とるなにけかおにルヤイダーリフの左 ※
ガイダンスに従ってメニュー番号をご入力ください。
※JCBトラベルからお客様へご連絡する際の発信者番号は左の
　フリーダイヤルとなります。

お申し込みの際は必ず下記旅行条件（募集型企画旅行契約/要約）をお読みください。
この旅行は株式会社朝日旅行（以下当社という）が企画・募集し実施するもので、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（以下をご確認ください）締結することになります。この契約に定め
のない事項については当社旅行業約款および法令又は一般に確立された慣習によります。又、当社が法
令に反せずかつお客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ時は、その特約が優先します。

1.旅行のお申し込みと契約の成立
①コース番号をご指定の上、お申し込みください。電話、Eメール、ファックスでお申し込みの際
は、コースNo、出発日、人数、名前、住所、電話番号、Eメールアドレス等をお知らせください。E
メール、ファックスによるお申し込みの時点では、まだ正式な予約ではなく、当社がお申し込み
を受諾した旨を、回答申し上げた時点で予約となります。なお、当社の営業時間外に送信いた
だいたお申し込みについては、翌営業日、営業時間の回答とさせていただきます。当社が予約
受諾の旨を通知し、お客様の旅行代金のお支払いをもって、契約の成立となります。
②通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時
に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は当該通知が
お客様に到達した時に成立するものとします。

2.旅行代金に含まれるもの
旅行代金には旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊、食事、観光料金（ただし「自由」「
自弁」と記載されているものを除く）、添乗員経費、消費税が含まれています。（コースに含まれな
い交通費などの諸経費、及び個人的費用は含みません）

3.旅行契約内容・代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運
行（航）計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契
約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更する場合があります。

4.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、下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。

※コース、期日の変更の場合も上記取消料が適用されます。※キャンセル（お客様による旅行契約の
解除）のお申し出の取り扱いは当社の営業時間内を基準といたします。※本表の適用に当たって「
出発後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「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。

5.取消料のかからない場合（お客様による旅行契約の解除）
①～⑤の場合は取消料はいただきません（一部例示）。
①旅行契約内容に例示（a～f）する重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更 b.観光地、観光施設、その他の目的地の変更 c.運送機関の
種類又は運送会社の変更 d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 e.宿泊施
設の変更 f.宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更。
②旅行代金が増額された場合。
③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
の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる
おそれが極めて大きいとき。
④当社が確定日程表を交付しなかった場合。
⑤当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

6.当社による旅行契約の解除
次の場合、当社は契約を解除することがあります（一部例示）。
a.旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき b.申込条件の不適合 c.病気、団体行動へ
の支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき

7.当社の責任
当社は当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠
償いたします。（損害発生から一定期間の申し出に限る）。ただし次のような場合は原則として
責任を負いません。天災地変、運送宿泊機関の事故もしくは火災等によるサービス提供の中止
、運送機関の遅延、不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官
公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。

8.特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った一定の傷害
について、旅行業約款特別補償規程により、一定の補償金及び見舞金をお支払いします。ただ
し、細菌性食中毒、地震、津波による傷害をのぞく。

9.旅程保証
旅行日程に5.①に掲げる重要な変更が行われた場合は、募集型企画旅行契約の規程により、
その変更の内容に応じて旅行代金の1％～5％に相当する額の変更補償金をお支払いします（
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行（
航）計画によらない運送サービスの提供の場合をのぞく）。ただし、一旅行契約について支払わ
れる変更補償金の額は、旅行代金の15％を上限とします。また、変更補償金の額が1,000円
未満の場合はお支払いいたしません。

10.お客様の責任
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被っ
たときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。

11.
この条件書に定めない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、
ご請求ください。

12.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年2月1日を基準としています。

●個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申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・保険
会社等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内
で利用させていだきます。このほか、当社及び販売店では、1.当社及び当社と提携する企業の
商品やサービス等のご案内。2.アンケートのお願い。3.統計資料の作成に、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。
当社の個人情報の取り扱いに関する方針等については、当社ホームページまたは店頭でご確
認ください。（http://www.asahiryoko.com）

●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
があれば、ご遠慮なく上の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

観光庁長官登録旅行業第1822号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
3300-171〒 ルビST場馬田高　2-31-3田高区島豊都京東   　  社本

総合旅行業務取扱管理者：鈴木 俊行
1300-045〒 DLIUB UXEN 浜北　33-4東浜北区央中市阪大府阪大 　店支阪大

総合旅行業務取扱管理者：広瀬 直子

受託販売 


