
●日程／ 2018 年 2 月 1 日～ 3 月上旬
●催行時間／ 9:00-18:00　●催行人数／ 2名～ 15名
●料金（お一人様・税込み）

●料金に含まれているもの／釣り道具レンタル代、エサ代、ガイド料、
　釣り場のテント利用代、温泉入浴代（貸しタオル含む）
●お支払い方法／当日現地ガイドにお支払いください（現金またはクレジットカード）

●必要な物・ご用意いただく物／暖かい服装、防寒着、手袋

ワカサギ釣り体験
＆温泉入浴

手ぶらで

冬の風物詩ワカサギ釣りを体験してみませんか。
岩見沢駅からのシャトルバスも利用でき、手ぶらで体験可能です。
釣り経験のない方でも楽しめるよう道具の使い方やエサ付けなど
現地ガイドがしっかりサポートします。
ワカサギ釣りの後は北村温泉で温まって帰ることができます。
この冬、新たな体験をしてみませんか︖

※写真はイメージです

防寒具（ウェア、手袋、靴）レンタルあり【有料】
サイズ・数に限りがあります。詳細は別途ご相談ください。

5,000 円大人 幼児無料（12 歳以上）

子ども（11 歳以下）4,000 円
※釣り道具が必要な幼児は
子ども料金（4,000 円）になります

【お申込み～当日のご案内】

【当日の連絡先】

株式会社　武申
担当︓箭内（ヤナイ）

電話／ 090-1641-8198

1. お申込み 2. 参加当日 3. ワカサギ釣り体験 4. 北村温泉ホテルへ

5. 解散

岩見沢市観光協会へお申込み下さい

・参加日時
・参加人数
・シャトルバス利用有無
・代表者名、ご連絡先
　　　　　をお伝え下さい

電話／ 0126-22-3470
FAX ／ 0126-35-6620
メール／ info@i-kankou.jp

北村温泉ホテルロビーにて
現地ガイドと合流

釣り場は北村温泉ホテル
より徒歩約５分

シャトルバスまたは自家用車

体験終了後は北村温泉ホテルにて
温泉入浴をお楽しみください
（※レストラン利用は別途料金）現地ガイドより

釣り道具などのお渡し

追加でオプション体験をお申込された方は
引き続きお楽しみください

※追加オプション体験

●スノーバイク
●スノーラフティング

・代金のお支払い
（現金またはクレジットカード）

・同意書の記入
・注意事項説明

ぶしん

●お客様の都合によるキャンセルはキャンセル料発生の対象になりますのでご注意下さい。
　〈前日連絡／旅行代金の 40%、当日連絡／旅行代金の 100%、無連絡不参加・開始後の解除／旅行代金の 100%〉
●天候不良のため、中止になる場合がございます。中止の場合は当日ご予約時間の 2時間前までにご連絡させていただきますので当日連絡のつく電話番号をお知らせください。
●体験前に同意書に同意いただけない場合は参加できませんのでご了承下さい。
●安全対策のための現地ガイドの案内を遵守しない場合は中止する場合がございます。（その場合、返金対象となりませんのでご了承ください）
●ご予約は参加 3日前までに岩見沢市観光協会までご連絡ください。

【注意事項】

追加オプション
アクティビティ

あわせて楽しめる！

（追加料金・税込み）

（追加料金・税込み）

大人 2,300 円

大人 1,000 円
小人　 500 円

スノーバイク（30分）

スノーラフティング



ご旅行条件（要約）お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。

【募集型企画旅行契約】
この旅行は （一社） 岩見沢市観光協会 （岩見沢市有明町南 1 番地 1　観光庁長官北海道知事登録旅行

業第 3-723 号、 以下 「当社」 といいます。） が企画 ・実施する旅行であり、 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 「旅行契約」 といいます。） を締結することになります。 また、 旅

行条件は、 下記によるほか、 別途お渡しする旅行条件書 （全文）、 出発前にお渡しする最終日程表と称

する確定書面及び当社旅行業約款募集型旅行契約の部になります。

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１） 所定の申込書に所定の事項を記入し、 下記のお申込金を添えてお申し込みください。 お申込金は、

　　　旅行代金お支払の際差し引かせていただきます。

（２） 電話、 郵便、 ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、 当社が予約の承諾の旨通知した　

　　　翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。

（３） 旅行契約は、 当社が契約の締結を承諾し、 申込金を受領したときに成立するものとします。

（４） お申込金 （おひとり） ： 当プラン旅行代金の全額

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって１３日目にあたる日より前 （お申し込みが間際の場合は当

社が指定する期日まで） にお支払いください。 また、 お客様が当社提携のカード会社のカード会員である

場合、 お客様の署名なくして旅行代金、 取消料、 追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。

この場合のカード利用日は、 お客様からお申し出がない限り、 お客様の承諾日といたします。

●取消料
旅行契約成立後、 お客様の都合で契約を解除されるときは、 次の金額を取消料として申し受けます。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送期間の運賃 ・料金 （注釈のないかぎりエコノミークラス）、 宿泊費、 食事代、 及

び消費税等諸税これらの費用は、 お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしませ

ん。 （コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人費用は含みません。）

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員 （以下 「会員」 といいます。） より 「会員の署名なくして旅行代

金や取消料等の支払いを受ける」 こと （以下 「通信契約」 といいます。） を条件に申込を受けた場合、 通

常の旅行条件とは以下の点で異なります。 （受託旅行業者により当該取扱が出来ない場合があります。 ま

た取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）

（１） 契約成立は、 当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき （e-mail 等電子承　

　　　諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき） とします。 また申込時には 「会員番号・

　　　カード有効期限」 等を通知して頂きます。

（２） 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、 当社は通信契　

　　　約を解除し、 規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。 ただし、 当社が別途指定する期日まで

　　　に現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

【募集型企画旅行】【手配旅行】【観光プラン】全契約共通

●個人情報の取扱について
（１） 当社及び販売店は、 旅行申込の際にて提出された申込書等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、 お客様がお申込いただいた旅行において輸送 ・ 　

　　　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に手続に必要な範囲内で　

　　　利用させていただきます。

（２） 当社は、 旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、 当社の保有するお客様個人情報を土産物

　　　店に提供することがあります。 この場合、 お客様の氏名及び搭乗される航空便名等にかかる個人情報

　　　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。

（３） 当社は、 旅行中に疾病 ・事故等があった場合に備え、 お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報を

　　　お伺いすることがあります。 この個人情報は、 お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の　

　　　必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。 お客様は、 連絡先の方の個人情報を当

　　　社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

【手配旅行契約】
手配旅行商品にお申込されるお客様は、 販売店欄記載の旅行会社と、 手配旅行契約を締結することにな

ります。 また、 旅行条件は下記によるほか、 別途お渡しする取引条件書 （全文） 及びお申込み旅行会社

の旅行業約款手配旅行契約の部によります。 このご案内に記載のないことは、 各旅行会社にて提示してい

る旅行業約款手配旅行の部をご覧ください。

●旅行のお申込及び契約成立時期
（1） 所定の申込書に所定の事項を記入し、 旅行代金の 20% 相当額のお申込金を添えてお申込ください。

　　　お申込金は、 旅行代金、 取消料等、 お客様がお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたし

　　　ます。

（2） 手配旅行契約は、 お申込の各旅行会社が契約の締結を承諾し、 申込金を受領したときに成立するも

　　　のとします。

（3） 乗車券類や宿泊券類などの単一の手配においては、 口頭によるお申込をお引き受けすることがありま

　　　す。 この場合手配旅行契約は、 お申込の各旅行会社が契約の締結を 「承諾」 したときに成立します。

●旅行業務取扱料金
お申込の各旅行会社は、 お客様のご旅行に伴ってお引き受けする予約の手配・変更・取消などに対して、

当該会社所定の旅行業務取扱料金、各種手数料及びこれらの料金にかかる消費税を申し受けます。 なお、

旅行業務取扱料金については、 お引き受けする内容により異なります。 詳しい内容と料金についてはお申

込の各旅行会社におたずねください。

●取消料
（1） 取消

　　　お申込を取り消された場合は、 運送 ・宿泊機関所定の取消料又は違約料、 お申込の各旅行会社所

　　　定の取消手続料金を申し受けます。 乗車券類や宿泊券類等をお持ちの場合、 代金、 料金から、 当

　　　該料金を引いた残額を、 当該券類等と引き換えに払戻しいたします。 なお、 払戻しは、 発行日又は

　　　ご利用日より１ヶ月以内に限って、 お申込の各旅行会社にてお取扱いいたします。 運送 ・宿泊機関　

　　　所定の取消料又は違約料は当該運送・宿泊機関によって異なります。詳細は係員におたずねください。

（2） 宿泊の当日の一部取消 （減員）

　　　当日の一部減員の際の残額は、 宿泊施設にて払い戻しを受けることができます。

●その他
手配旅行契約に関わらず、 宿泊代金は現地でお支払いいただくことも可能です。

【観光プラン】
観光プランの商品は、 旅行商品ではなく、 旅行契約の条件は適用されません。 それぞれのプランに運営

会社を明記しております。 お申込に際しては、 取引条件をお客様ご自身でご確認ください。

●お申込
所定のお申込書に所定の事項を記入し、 料金の 20% 相当額をお申込金を添えてお申込ください。 お申込

金はお客様がお支払いいただく金額の一部としてお取扱いいたします。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０１８年１月４日を基準としております。 又、旅行代金は２０１８年１月４日現在の有効な運賃・

規則を基準として算出しています。 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

参加希望日時／

代表者氏名

住　所
〒 ー

電話番号
携帯番号など、当日にご連絡がとれる番号をご記入ください

フリガナ

参加人数／

男　・　女 歳

シャトルバス利用 有　・　無

（大人 :　　　名　　小人 :　　　名　　幼児 :　　　名）月 名合計日 時から

（一社）岩見沢市観光協会
FAX︓0126-35-6620

〔ツアー催行会社〕
総合旅行業務取扱管理者︓大川伸二

㈱武申 北海道営業所　〒068-1100　石狩郡新篠津村第 42 線北 14 番地
観光庁長官北海道知事登録旅行業第 3-723 号
日本旅行業協会正会員

営業時間／ 9:30 ～ 17:30　年末年始を除く
メール（代表）／ info@i-kankou.jp

ツアーのお申込・お問合せは

キリトリ

手ぶらでワカサギ釣り体験＆温泉入浴　お申込書

旅行業務取扱管理者とは、 お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。 この旅行の契約に関し、

担当者からの説明にご不明な点がありましたら、 ご遠慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

〔施行企画実施〕

北村温泉ホテル シャトルバス ★シャトルバスは無料、予約なしで乗車可能です。運転手に「ワカサギ体験利用」とお伝えください。

★北村温泉ホテルではワカサギ釣り参加者用のお得なメニューをご用意しております。ぜひお食事もお楽しみください★
※料金は別途かかります。（1,000 円メニュー）　※水曜日は「麺」のメニューになります。
※レストラン営業時間　11:00-13:30（L.O.）／ 17:00-20:30（L.O.）

9:00 ／ 10:30
13:30 ／ 16:30

9:10 ／ 10:40
13:40 ／ 16:40

8:30 ／ 10:00
13:00 ／ 16:00 ／ 19:00

ホテルサンプラザ発 JR岩見沢駅発 北村温泉ホテル発

お申込日／　　　　年　　月　　日（　 ）

契 約 解 除 の 日 取消料（おひとり様）

１）２１日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11 日目）

２）２０日目（日帰り旅行にあたっては１０日目）
　　にあたる日以降の解除（３～６除く）
３）７日目にあたる日以降の解除（４～６除く）
４）旅行開始日の前日の解除
５）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

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％

旅行開始日の前
日から起算して
さかのぼって

北村温泉ホテル
行き

ホテルサンプラザ
JR 岩見沢駅

行き


