
旅行企画・実施 営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

（株）ワールド航空サービス　観光庁長官登録旅行業201号 □東京支店 TEL ： 03-3501-4111 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□大阪支店 TEL ： 06-6343-0111 □名古屋支店 TEL ： 052-252-2110 □九州支店 TEL ： 092-473-0111 □札幌営業所 TEL ： 011-232-9111 □藤沢営業所 TEL ： 0466-27-0111

ご旅行条件（抜粋）
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5
に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・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。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に明示した利用交通機関　2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合
の大人1名の料金　3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1. 国内空港の空港施設利用
料金　2. 現地における個人的性質の費用　3. 国内旅行総合保険料

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する事ができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降～8日目にあた
る日まで……旅行代金の20％　　■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目にあたる日以降～前々日にあたる日まで……旅行代金の30％　　■旅行開始日の
前日……旅行代金の40％　　■旅行開始日の当日……旅行代金の50％　
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

■各コース共通の旅行条件　■各コース宿泊施設のバス・シャワーの有無はご確認の上お申し込みください。（温泉旅館やちいさな宿の場合、内風呂がない場合がございます。）　■おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金にて
承ります。お一人部屋利用の場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。�ご注意ください。　※尚、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降
の現地合流、離団に関してはお受けできない場合がございますので、なるべく早めにお申し出ください。　■マークの説明　D=列車　B=バス　K=タクシー　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光�◯＝下車観光

＝Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金への給付額（給付額の7割） ＝別途付与される地域共通クーポン券（給付額の3割）Go Toトラベルキャンペーンの旅行代金表示のマークについて
■【ご注意（給付金の受領について）】 この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社およびGo Toトラベル事務局が、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。お客様は、当社およびGo Toトラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 また、旅行代金の15％相当額を地域共通クー
ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　

ご旅行条件は、2022年6月1日現在の運賃・料金を基準としております。　

11/12現在、Go Toトラベルキャンペーンの終了期限は、当面2021年１月31日（日）（宿泊の場合は、２月１日（月）チェックアウト）となっております。2月1日以降はGo Toトラベルキャンペーン対象外となる旅行代金を表示しております。

夏の北海道　大周遊の旅 9日間
北海道の雄大さを体感できるスケールの大きい、夏を楽しむ旅
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日本最北端の地・宗谷岬に立つ

一部廃線が決まっている
留萌線に乗車し、日本海へ

清 し々い北海道の代名詞・富良野と
美瑛を訪問 宗谷岬の先端に、北緯45度

31分22秒の「日本最北端の
地」を標す記念碑があります。
北極星の一稜をモチーフに、
中央には北を示す「Ｎ」、台座
の円形は「平和と協調」を象
徴。海に向かってこの地に立
つと、前方三方が海、正面に
43キロ先のサハリンの島影が
浮かび、日本の最北端である
ことを実感できます。すぐ近
くにはサハリンを見つめる間
宮林蔵の立像もあります。

北海道の日本海側はかつてはニシン漁で大
いに栄え、その面影を今に残す史跡が留萌
や小平（おびら）、増毛（ましけ）などに点在
しています。このたびは、一部区間が廃線
となってしまう留萌線に乗車するという貴
重な体験に加え、小平では国指定重要文化
財に登録される旧花田家番屋を見学し、増
毛では旧増毛駅から日本最北の国稀酒蔵ま
で、歴史ガイドとともに散策します。

富良野では花が咲き誇るファーム富田へ、美瑛では青い池を訪ねます。
いずれも北海道を代表する光景で、併せて雄大な十勝岳の光景や
地平線の彼方まで広がる広大な大地の光景もお楽しみいただけます。

花畑が広がる富良野のファーム富田（イメージ） 太陽に照らされ美しい美瑛近郊の「青い池」（イメージ）

北海道

　はるばる宗谷岬、納沙布岬、知床岬へ。
　夏の旅の人気ナンバーワンは北海道。この北の大地を一筆描きで結ぶ、壮大なスケールの旅を企画しました。旅の始まりは、
西海岸の北海道遺産、鰊漁の巨大な番屋建築の小平と、北前船で栄え江戸や明治時代の立派な豪商屋敷が印象的な港町
増毛（ましけ）から。人気の富良野、美瑛を訪れた後は、最北の宗谷岬への鉄道の旅です。オホーツク街道を走破し網走、
そして原生林に囲まれた知床五湖では大ループの散策を楽しみ、阿寒、摩周、屈斜路の三湖巡り、釧路湿原、本土最東端の
納沙布岬と毎日がハイライトの連続。旅の最終地、札幌では広大な敷地に開拓時代からの様々な歴史的古建築を移築復元した
「開拓村」と北海道博物館を見学いただき、旅を締めくくります。
　鉄道とバスを組み合わせ、広大な北海道に点在する魅力ある訪問地を効率的に巡ります。
　司馬遼太郎の「街道をゆく」シリーズ、「オホーツク街道」の文庫本を片手に、今年の夏は北の大地を旅してみませんか。

ツアープランナーより

�◯一筆描きで北海道の広大な大地を結
ぶ壮大なスケールの旅です。

�◯知床半島や釧路湿原、美瑛近郊の
「青い池」など、北海道の多彩な魅力
を紹介。

��◯札幌宿泊ホテルをはじめ、屈斜路プリ
ンスなど、各地共に立地の良い、快適
なホテル（洋室）をご用意しました。

ここにご注目  旅のポイント

裏面もご覧ください

ポイント❶

ポイント❷ ポイント❸

日本最大のカルデラ湖の屈斜路湖

納沙布岬展望台から望む釧路湿原

一部区間が廃線
となる留萌線に
乗車します

北海道の測量を行った間宮林蔵の像がある宗谷岬

夏の北海道
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に定める契約書面の一部となります。別途交付する旅行条件書（全文）をお受け取りの
上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。
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ポンとして旅行者に配布いたします。 利用できるエリアは、宿泊地（日帰り旅行の場合は主たる目的地 ）の属する都道府県 及び当該都道府県に隣接する都道府県 となります。ご出発時、添乗員がお渡しします。（なお、ご不明の点は何なりと各支店・営業所までお問い合わせください）　
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知床五湖では大ループを巡ります

阿寒摩周国立公園に佇む3湖を周遊

地球探索鉄道「花咲線」にてアジア最東端の鉄道の旅へ

司馬遼太郎の『街道をゆく』でお馴染みの
「オホーツク街道」

知床連山を背景にトドマツやミズナラな
どの原生林に囲まれた知床五湖。一般的
には１～２湖を巡る小ループへご案内し
ますが、この度は５つの湖をじっくりと、
動物や鳥を探しながらマスターガイドの
ご案内でお楽しみいただきます。湖だけ
ではなく、運が良ければエゾシカやキタ
キツネなどの野生動物に出会えるチャン
スもあります。

マリモで有名な阿寒湖、霧の摩周湖を巡り、屈斜路湖畔に建つホテル「屈斜路プリンス」
に宿泊します。大型のマリモが生育できるのは世界でも阿寒湖だけで、複雑で特異な湖
盆地形、生長を促す湧水、風波など偶然の重なりによるものといわれます。霧の摩周湖
は世界第2位の透明度の高さも見逃せません。そして旅のお疲れは屈斜路湖を望むホテ
ルの温泉にて癒してください。

釧路駅から根室駅を結ぶ全長135.4キロの
花咲線は、昨年開通100周年。車窓には森
林や牧場、太平洋の絶景が広がり、昨年新
たに国定公園となりラムサール条約にも登
録される「厚岸霧多布昆布森国定公園」の広
大な湿原沿いを走り抜けます。一瞬も目を
離せない、地球のダイナミズムを感じさせ
てくれる鉄道の旅です。

司馬遼太郎『街道をゆく』第38巻に登場するオ
ホーツク街道を、稚内から宗谷岬を経て網走ま
で走破します。途中、サロマ湖では標高376メー
トルの幌岩山にあるサロマ湖展望台に立ち寄り
ます。付近には高い山がないため、その眺望は
一級！サロマ湖全体を見渡せる唯一の場所であ
り、湖と海を隔てる砂州、遠くはオホーツク海、
果ては知床連山まで見渡す壮大なパノラマはこ
こだけの絶景です。司馬遼太郎が辿った街道を
旅するロマン溢れるルートです。

知床一湖まで続く高架木道

ポイント❺

ポイント❻

ポイント❼

ポイント❹

サロマ湖展望台から知床半島を遠望

釧路からは昨年100周年を迎えた花咲線にて根室へ

世界2番目の透明度を誇る「摩周ブルー」の摩周湖夏の阿寒湖と遊覧船　©ひがし北海道観光事業開発協議会

集合・日数・出発日 旅行代金
【羽田空港集合・9日間】　
7月26日（火）, 8月16日（火） ¥398,000

【伊丹空港集合・9日間】 
8月2日（火） ¥398,000

【福岡空港集合・9日間】 
8月23日（火） ¥398,000

（おひとりでご参加のお客様は、1名室利用追加料金¥50,000にて承ります）
現地合流プラン：旭川空港合流／新千歳空港離団 ￥40,000引き

■各地からの発着時間のご案内
【伊丹空港】	往路：伊丹空港09：30発H羽田空港10：40着
	 復路：新千歳空港14：40発H伊丹空港16：35着
【福岡空港】	往路：福岡空港08：15発H羽田空港10：00着
	 復路：新千歳空港14：00発H福岡空港16：25着

■最少催行人員：10名　■食事：朝食8回、昼食0回、夕食8回　
■添乗員：各地空港ご出発から各地空港ご到着まで随行いたします。　
■ホテル：旭川／ホテルルートインGrand旭川駅前（トイレ・バス付き洋室）
稚内／天然温泉　天北の湯　ドーミーイン稚内（トイレ・バス付き洋室)、また
はHOTEL	TRUNK	稚内（トイレ・バス付き洋室）
網走／ホテル網走湖荘（トイレ・バス付き和洋室）
屈斜路湖／屈斜路プリンスホテル（トイレ・バス付き洋室）
釧路／天然温泉	幣舞の湯	ラビスタ釧路川（トイレ・バス付き洋室または和洋室）
札幌／札幌グランドホテル（トイレ・バス付き洋室）、または札幌パークホテル（ト
イレ・バス付き洋室）、またはホテルモントレ札幌（トイレ・バス付き洋室）　
■利用予定バス会社：旭川中央交通、網走バス、くしろバス、札幌バスまたは同
等クラス　■利用予定航空会社：日本航空または全日空またはエア・ドゥ（普通席）

1 羽田空港11：05発H旭川空港12：45着B●旭山動物園B
旭川15：30着	 【2連泊】（旭川泊）ssy

2

旭川10：35発D（ ポイント❶ 留萌線・石狩沼田～留萌間）
D留萌12：07着B小平（国指定重要文化財・●旧花田家
番屋へ。北海道で現存する番屋では最大規模を誇ります）
B○増毛（ニシンの町として栄華を極めた増毛。旧増毛駅
から最北の国稀酒造まで歴史ガイドとの散策を楽しみます）
B旭川17：00着	 （旭川泊）asy

3

旭川08：00発B ポイント❷ ●富良野・ファーム富田と美瑛・
○白金青い池へ。北海道の中心に位置し雄大な十勝岳の
光景や地平線のかなたまで広がる広大な大地の光景をお
楽しみいただきます。B旭川13：35発D「サロベツ1号」
D稚内17：23着� （稚内泊）asy

4

稚内08：00発B午前、 ポイント❸ ○宗谷岬（樺太（サハリン）
を望見する間宮林蔵の像に出迎えられるでしょう）B司馬
遼太郎もかつて訪れた、 ポイント❹ オホーツク街道を走り
網走へ（エサヌカ線のドライブ、サロマ湖の○ピラオロ展望
台、●博物館網走監獄）B網走17：30着	（網走泊）asy

5
網走08：00発B「天に続く道」、○オシンコシンの滝
ポイント❺ ○知床五湖の散策にご案内しますますB○午後、
●知床世界遺産センターの見学B屈斜路湖16：15着
	� （屈斜路湖泊）asy

6

終日、専用バスにて、道東の大自然を楽しみます。屈斜
路湖08：00発B○摩周湖展望台に立ち寄り、 ポイント❻ 阿
寒湖の遊覧（※1）B午後、ラムサール条約に登録された
釧路湿原の風景をご覧いただき、釧路へ。B釧路17：00
着� 【2連泊】（釧路泊）asy

7

釧路08：18発D ポイント❼ 昨年開通100周年を迎えた
花咲線にて根室へ（車窓から、昨年新たに国定公園に指定
された厚岸霧多布森湿原の光景や大海原が広がる太平洋
の光景をお楽しみください）D根室10：49着B本土最
東端・○納沙布岬B●北方館・望郷の家B根室14：00発B
釧路16：30着� （釧路泊）asy

8 釧路08：19発DＪＲ特急おおぞら４号D札幌12：23着
午後、札幌にて自由行動。	 （札幌泊）asy

9
札幌（●北海道開拓の村（野外博物館）、●北海道博物館）
B新千歳空港14：05発H羽田空港15：40着	 ass

ご自宅までお荷物を託送します。
※上記の日程は羽田空港発着のスケジュールです。


