
特別許可でゆく釧路湿原の聖域　
キラコタン岬とチミケップの旅 4日間

天然記念物区域へ

北海道

雄大な湿原の風景と、そこに息づく動植物が魅力の釧路湿原の中でも、一般には訪れることができない、原始的な姿を留める
キラコタン岬へご案内します。広い国立公園の中でも国の天然記念物区域に指定され、この度は文化庁の許可のもとでの特
別案内となります。少人数限定にて、森の道を進んだ先の岬に到達すれば、川が蛇行し流れる豊かな湿原の眺望が待っています。
また、釧路湿原の自然を体感できるカヌー下りにもご案内。緩やかに流れる川辺では動物との出会いのチャンスです。このツアー
でもう一つのハイライトがチミケップ湖畔に建つオーベルジュ・チミケップホテルでの宿泊です。ホテル周辺はまさに手つかずの自
然があるのみ。大自然を満喫していただけます。また、ホテルのレストラン「チミケップ」のシェフ渡辺賢紀さんは、アメリカ・ナ
パバレーにある3ツ星「フレンチランドリー」をはじめ、フランス、スイスで修業を積んだ新鋭。これまで弊社のツアーで宿泊され
たお客様からもたいへん高い評価をいただいています。美食を愉しみ、心身ともにリラックスできる珠玉のオーベルジュです。

ツアープランナーより

ネイチャーガイドとともに天然記念物区域を散策します（イメージ）ネイチャーガイドとともに天然記念物区域を散策します（イメージ）

裏面もご覧ください

�◯天然記念物区域のキラコタン岬へ�
文化庁の許可にてご案内します。

�◯塘路湖から細岡まで、釧路湿原の
カヌー下りを楽しみます。

��◯もう一つの秘境、チミケップ湖畔の
オーベルジュに宿泊します。

ここにご注目  旅のポイント

11名様限定の旅

チミケップ湖畔のオーベルジュに宿泊します
阿寒湖周辺を抜けもう一つの北海道の秘境、チミケップ湖の
オーベルジュに宿泊します。全7部屋の小さな可愛らしいオー
ベルジュで、1階のレストランスペースは湖畔に面して大き
な窓が取られ、景色をゆっくりと楽しみながらお食事をお楽
しみいただくことができます。また、オーベルジュを出て木々
に囲まれた平坦な道を約30分ほど歩くと湖そばまで近づける
キャンプ場があり、そこからの眺めも好評です。美食と景色
を楽しみ、リラックスしたひと時をお過ごしください。

チミケップホテルオーベルジュ

道東の秘境、チミケップホテル

全国の食通が注目の渡辺シェフの
料理をお楽しみください

メインの
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（イメージ）
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特別許可でゆく釧路湿原キラコタン岬



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 □本社（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による取引条件説明書面及び
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確定書面（最終旅行日程表）によります。
●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受
理した時に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金
額」と「追加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●取消料について
　※「旅行代金」とは「お支払い対象旅行代金」のことをいいます。
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

■各コース共通の旅行条件とご注意　■宿泊施設は特に明記してあるものを除きバスタブ・トイレ付きのお部屋です（大浴場などの施設がある場合、シャワーのみ、あるいはバスタブ・シャワーなしのお部屋となる場合があります）。　■お1人でご
参加のお客様は、1名室利用追加代金にて承ります。その場合は洋室シングルルームまたは和室となります。　■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、離団はお受けすることが出来ませんので、なるべく早め
にお申し出ください。　■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。　■マークの説明　H=航空機　D=列車　B=バス　K=自動車　a=朝食　h=昼食　y=夕食　s=食事なし　●＝入場観光 ◯＝下車観光

ご旅行条件は、2023年3月20日現在の運賃・料金を基準としております。　

つでも旅行契約を解除することができます。
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り
旅行にあっては10日目）に当たる日以降～8日目に当たる日まで
……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日目に当たる日以降～前々日に当たる日まで……
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（旅行開始前）……旅行代金の50％
■旅行開始後又は無連絡不参加……旅行代金の100％
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釧路湿原の東部に位置し最大の面積を誇る塘路
湖から、細い支流のアレキナイ川を経由し釧路
川本流へ、そして終点の細岡まで、約2時間の
カヌー下りです。緩やかな流れで揺れは少なく、
ネイチャーガイドが漕ぎますので、川辺の風景
をゆったりと楽しむことができます。釧路湿原
の豊かな自然を体感できるプログラムです。

雄大な釧路湿原でのカヌー体験を
お楽しみください（イメージ）

チルワツナイ川　エゾシカが悠々と暮らしてい
ます（イメージ）

釧路湿原の最奥・キラコタン岬には、普段は人が
出入りすることがなく、湿原がもたらす恵みと
共に動植物の豊かな生態が広がっています。岬
という名は、かつては海に覆われていた頃に岬
であったことに由来。鶴居村の農道を進んだ先
にその入り口はあり、ネイチャーガイドが同行
し片道1時間程の森の道の散策を楽しみます。そ
の先で到達できる岬からの風景は、まさに釧路
湿原の真の姿と言え、チルワツナイ川が蛇行し、
手つかずの水辺の景観が広がります。

釧路空港釧路空港

鶴見台鶴見台

温根内ビジターセンター温根内ビジターセンター 細岡細岡
釧路湿原釧路湿原

音羽橋音羽橋

美幌峠展望台美幌峠展望台

塘路湖塘路湖
キラコタン岬キラコタン岬

湖のオーベルジュ
チミケップホテル
湖のオーベルジュ
チミケップホテル

チミケップ湖チミケップ湖

阿寒湖阿寒湖

屈斜路湖屈斜路湖
摩周湖摩周湖

鶴居村
ノーザンビレッジTAITO
鶴居村
ノーザンビレッジTAITO

■最少催行人員：8名様　■食事：朝食3回、昼食2回、夕食3回
■添乗員：羽田空港、伊丹空港、福岡空港ご出発時から羽田空港、伊丹空港、
福岡空港ご到着時まで同行します。
■ホテル：鶴居／鶴居村ノーザンビレッジ　ホテルTAITO（バスなし洋室また
は和室、温泉大浴場をご利用ください）、チミケップ湖／チミケップホテル（洋
室または和室）
■利用予定バス会社：網走バスまたは同等クラス
■利用予定航空会社：日本航空、全日空、エア・ドゥまたはスカイマーク（普通席）

1
羽田空港12：50発H釧路空港14：25着B温根内（○
温根内ビジターセンターにて湿原の木道ウォークへご案
内）B鶴居村17：00着� 【2連泊】（鶴居村泊）ssy

2

鶴居村Bキラコタン岬 早朝、天然記念物区域であり文化庁
の立ち入り許可を取って特別案内のキラコタン岬へ。林の中
の散策路をネイチャーガイドの話を聞きながら片道１時間程
の道のりです。B塘路湖F（塘路湖～細岡間の約２時間のカ
ヌー下り（注））F細岡B鶴居村� （鶴居村泊）ahy

3

鶴居村09：00発B阿寒湖（午前、○阿寒湖畔展望台か
らの眺め、阿寒湖畔沿いを散策、「○ボッケ（泥火山）」を
訪問。午後、阿寒湖畔の遊覧（注））Bチミケップ湖15：
30着　チミケップホテルへ。夕食は、渡辺賢紀シェフによ
る、フレンチコースです。 � （チミケップ湖泊）ahy

4
チミケップ湖10：00発B○美幌峠展望台（屈斜路湖の眺
め）B女満別空港15：15発H羽田空港17：05着
ご自宅までお荷物を託送します。 � ass

※上記は羽田発着（日本航空利用）のスケジュールです。その他の航
空会社を利用の場合は、時間が異なります。
注：悪天候や増水などにより遊覧できない場合は乗船代を返金します。

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田空港集合・4日間】
5月31日（水）

旅行代金：¥275,000
全国旅行支援割引：¥5,000
別途地域クーポン：¥2,000分
⇒お支払い実額：¥270,000

【伊丹空港集合・4日間】
6月27日（火）

旅行代金：¥285,000
全国旅行支援割引：¥5,000
別途地域クーポン：¥2,000分
⇒お支払い実額：¥280,000

【福岡空港集合・4日間】
6月13日（火）

旅行代金：¥285,000
全国旅行支援割引：¥5,000
別途地域クーポン：¥2,000分
⇒お支払い実額：¥280,000

（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金¥15,000にて承ります）
※ホテルTAITOは全国旅行支援の対象外です。チミケップホテル1泊分が対
象となります。

「日本で最も美しい村」連合の鶴居村。その
名の通り、冬にはタンチョウが多く見られ、
酪農風景も北海道の真髄。宿泊のホテル、

「ノーザンビレッジ ホテルTAITO」はプロ
カメラマンのオーナーによる鶴居村の風景
のアートギャラリーが併設で魅力的。地元
の食材を生かした料理と温泉が自慢の宿で
す。

北海道の牧歌的な風景が広がる
鶴居村に２連泊

欧風を感じる
ホテル外観

泉質の良さでも
有名な宿です

写真はいずれも和田正宏氏提供

湿原の自然を身近に体感できる
カヌー下りを楽しみます

まさに秘境　キラコタン岬へ

こちらからいよいよ通常では入ることができな
い指定区域へ

※アップグレードプランのご案内
チミケップホテル（1泊）では、客室のアップグレードプランをご用意しております。
ツインルームまたは和室 ⇒ デラックスツイン 追加代金 1室￥30,000
現地合流プラン：釧路空港合流（出発）／女満別空港離団（帰着） 
羽田空港発着 旅行代金から￥40,000引き
伊丹空港・福岡空港発着 旅行代金から￥50,000引き
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■各地からの発着時間のご案内
【伊丹空港】	　往路：伊丹空港10：30発H羽田空港11：40着
� �����������羽田空港12：50発H釧路空港14：25着
 　復路：女満別空港15：15発H羽田空港17：05着
� �����������羽田空港17：30発H伊丹空港18：35着
【福岡空港】	　往路：福岡空港10：00発H羽田空港11：35着
� �����������羽田空港12：50発H釧路空港14：25着
 　復路：女満別空港15：15発H羽田空港17：05着
� �����������羽田空港18：00発H福岡空港19：55着
※上記は日本航空利用の場合の時間です。その他の航空会社を利用の場合は、
時間が異なります。

※このツアーは全国旅行支援を利用するコースです。旅行代金
の割引と地域クーポンが付与されます。利用条件とご注意は弊
社ホームページの「全国旅行支援」もご覧ください。
※全国旅行支援の助成事業の予算が終了次第、助成事業は停止
となり、通常の旅行代金でのご案内となりますので、予めご了
承ください。なお、キャンセルされた場合は割引適用前の旅行
代金に対して通常のキャンセル料がかかります。

ネイチャーガイドと一緒に天然記念物区域を散
策（添乗員撮影）


