
◎手仕舞：21日前（以降はRQ対応･７日前迄）　◎サービス業務＝4：旅行在庫商品行程登録から在庫引落　◎申込書はオリオンへ FAX.03-3664-1621　必ず当日中FAX/翌営業日の予約確認FAXをチェック

★さっぽろテレビ塔展望台入場券＆
　お食事利用券付！

スペシャル
学割

【INFORMATION】
●さっぽろテレビ塔：地下鉄大通駅27番出口より徒歩1分（営業時間9：00～22：00）
●Kanakoのスープカレー屋さん：地下鉄大通駅23番出口より徒歩3分
　（営業時間11：00～15：00・17：00～21：00/日・祝は11：00～21：00）
●麺屋開高さっぽろテレビ塔店：さっぽろテレビ塔内地下（営業時間11：00～20：00）
※利用券はさっぽろテレビ塔にて引換となります。

●営業時間/11：30～23：00
11：30～16：00のお好きな時間または
18：00・20：00スタートとなります。ご希望のス
タート時間を予約時にお申し出ください。人気
の18：00/20：00スタートは先着順となります。

a.「Kanakoのスープカレー屋さん」札幌南1条店名物
　チキンカレー（オリジナルサイズ）
b.「麺屋開高」さっぽろテレビ塔店の白みそラーメン

大人気のジンギスカン！生ラム・タレ
仕込みより選べます(現地にて選択)

全員に
もれなく
付いてくる！
aまたはbを
現地で選択

選べる
北海道
グルメ！

お好きなメニューが選べます！
(予約時選択/申し込み)

★北海道グルメの大定番！
「ジンギスカン」80分食べ放題！

●利用店舗：キリンビール園アーバン店　●飲み放題オプション：お一人様1,400円
※事前予約/事前精算※グループ全員での申し込みとなります。※未成年者の飲み放題は700円に
　てソフトドリンクのみの提供となります。 
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●営業時間/7：00～15：00
(ラストオーダー14：30)
●利用店舗：札幌市場外市場北のグルメ亭
●ホテルから店舗まで無料送迎有(お客様より前日
　までに店舗に事前予約/詳細は日程表にてご案内)

新登場、札幌場外市場でぼたんえび・たらば
がに・サーモン・いくら正油漬がのった丼です。

★札幌場外市場で海の幸！
「えび・かに・サーモン丼」

Staff Memo

①大学生協組合員限定企画！
　各出発日先着50名限定です！
②面倒な料金計算不要！ 29,800円均一！
③宿泊は札幌市内のホテルをご用意！ホテルに
　よって特典あり！(指定可)

⑥もれなく付いてくる特典付！さっぽろテレビ塔
　展望台入場券＆スープカレーor白みそラーメン

④4名1室を利用のお客様にSNS映え間違いなし！
　雪印パーラー札幌本店でジャンボパフェ1個付！

⑦プレミアホテル-TSUBAKI-札幌・
　ANAクラウンプラザホテル札幌は
　レンタカーの駐車場代が無料！

⑤ジンギスカンorえび・かに・サーモン丼から
　選べる北海道グルメ付！

ここが嬉しい

★フライト時間帯指定(下記のいずれかを選択してください)

フライトd.はお一人様2,000円UP

1日目

2日目

3日目

スケジュール ※食事なし

面倒な料金計算不要！ 

a.羽田空港(06：10～08：30発)→新千歳空港(07：40～10：00着)
b.羽田空港(12：30～15：30発)→新千歳空港(14：00～17：00着)
★到着後フリータイム
※新千歳空港～札幌の移動は各自となります(JR利用の場合、札幌まで37分1,070円)

出発までフリータイム(新千歳空港まで各自移動)
c.新千歳空港(12：00～15：00発)→羽田空港(13：35～16：40着)
d.新千歳空港(20：00～21：50発)→羽田空港(21：35～23：30着)

終日フリータイム

行　　程 宿 泊

札幌市内

札幌市内

日 程

3日間

9.2〈月〉
出 発

イメージ

イメージ

イメージ

イメージイメージイメージ

9.4〈水〉
出 発

9.8〈日〉
出 発

9.10〈火〉
出 発

9.16〈月〉
出 発

9.17〈火〉
出 発

9.23〈月〉
出 発

9.24〈火〉
出 発

7大ポイント！！

イメージ

脅威の高さ約30cm！！
　SNS映え間違いなし

！！
　　ジャンボパフェ！！

※現地にて差額代金追加で他の種類の海鮮丼等へ
　変更することもできます。 ※予約不要

29,800円
2～4名1室均一！
2泊3日（食事なし）お1人様料金

大学生協限定企画

焼き野菜＆
ライス1杯付！

（2名はツインまたはセミダブルより選択）
（定員はホテルにより異なります）
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●定員：2・3名
●チェックイン14：00/チェックアウト11：00
●朝食OP：2,500円(現地価格2,700円)
★もれなくお土産券1,000円分付
※3名1室は2部屋以上に分かれる場合あり

レンタカーオプション

観光バスオプション

札幌プリンスホテル

●定員：2～4名
●チェックイン15：00/チェックアウト11：00
●朝食OP：2,000円(現地価格2,000円)
★レンタカー利用時、駐車場代無料(通常1泊600円)

プレミアホテル-TSUBAKI-札幌

●定員：2・3名・セミダブル
●チェックイン15：00/チェックアウト11：00
●朝食OP：1,800円(現地価格1,800円)

ホテルレオパレス札幌

●定員：3名
●チェックイン14：00/チェックアウト11：00
●朝食OP：2,000円(現地価格2,000円)
★レンタカー利用時、駐車場代無料(通常1泊1,500円)
※設定除外日：9/8･10

◇2名様より受付いたします。　◇お申込み時に参加者全員の名前･性別･年齢の情報が必要です。　◇未成年の方は親権者の同意書が必要です。詳しくはお申し込み店舗へお問い合わせください。
◇お申し込みは出発７日前までとなります。但し満席になり次第終了します。各出発日先着50名限定です。　◇ご利用便の指定はできません。出発前にお渡しする最終日程表にてご案内します。　※利用予定航空会社(日本航空)

ANAクラウンプラザホテル札幌

●定員：2～4名・セミダブル
●チェックイン15：00/チェックアウト11：00
●朝食OP：1,700円(現地価格1,800円）

札幌東武ホテル

●定員：2～4名・セミダブル
●チェックイン13：00/チェックアウト11：00
●朝食OP：1,200円(現地価格1,300円)

ホテルサンルートニュー札幌

●定員：3・4名
●チェックイン14：00/チェックアウト11：00
●朝食OP：2,100円(現地価格2,200円)
★映画等が見られるビデオ・オン・デマンドが
　滞在中無料！(通常1泊1,000円)

プレミアホテル中島公園札幌

※フリーきっぷの利用日数により異なります。料金に含まれる
ものはフリーきっぷ(日数別)+小樽運河クルーズ乗船券です。
※参考運賃：札幌～小樽640円/新千歳空港～小樽　　
1,780円/新千歳空港～札幌1,070円
※小樽運河クルーズ料金：1,500円
　(デイクルーズ利用券をお渡しします。ナイトクルーズ利用
の際は差額を現地でお支払いください)

定　員
S
WA
WB

5人
7・8人
10人

5,700円
12,000円
15,000円

10,000円
25,000円
29,000円

免責補償料込

旭山動物園＆富良野・美瑛へ！

15,500円
36,000円
40,000円

日帰り 2日間 3日間 新千歳空港～札幌～小樽間のJR快速・普
通列車が乗り放題になる「札幌・小樽パ
ス」と小樽観光の新定番・小樽運河クルー
ズがセットになったお得なパックです。

1日券 2日券 3日券
お一人様
あたり 3,800円 4,900円 5,500円

■レンタカー代金（1台あたり）事前予約/事前精算

事前予約/事前精算
行動範囲がダンゼン広がる！

「旭山動物園・富良野1DAYピクニック号」

1272

OP：10709

JRフリーきっぷ＆
小樽運河クルーズ満喫パック

OP：15139+10451～3
オプション

イメージ

ホテルインフォメーション　★ホテル指定ＯＫ（２連泊のみ）★

ツアーインフォメーション

外観

外観

外観
外観

外観 外観

●定員：2～4名
●チェックイン14：00/チェックアウト11：00
●朝食OP：1,300円(現地価格1,500円)

クインテッサホテル札幌

外観

外観

イメージ6,500円大人お1人様

札幌市内ホテル(8：15～9：05発)→旭山動物園
(約150分)→パッチワークの路→フラワーランド
かみふらの(約30分)→札幌市内各ホテル(18：20
～18：50頃着)

イメージ

人気の日本最北の動物園「旭山動物園」と富良野・美瑛を
楽しむことのできる人気の観光バスです。

旭山動物園
入園券付！

◆最少催行人数1名/ガイド・添乗員なし
※最寄りホテルからバス発着地までは
　お客様各自移動
※状況によりスケジュールの変更・中止
　になる場合があります
※運行予定会社：北観光他協定バス
※事前予約/事前精算

イメージ

1,000円分の
お土産券付

★オリックスレンタカー指定
★全車ナビ・ETC標準装備 
★貸出・返却店舗：新千歳空港店または
　すすきの店・札幌駅前店より選択
★ガソリン満タン貸し/満タン返し
※貸出・返却時間は8：00～20：00です。
　予約時に時間指定。

5,000円より
旅行代金まで

旅行代金 2万円未満
10,000円より
旅行代金まで

5万円未満
20,000円より
旅行代金まで

10万円未満
代金20％より
旅行代金まで

10万円以上

お申込金

旅行契約時には、旅行業法第12条の5によりお渡しする契約書面の一部になります。ご旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約）によります。
お申し込みの際には、必ずこのご旅行条件を十分にお読み下さい。

1.募集型企画旅行契約
⑴この旅行は㈱オリオンツアー（以下「当社」といいます）が企画･募集し実施する旅行であ
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を締結することになります。
⑵募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金をいただいた時に成立
するものとします。
［お申込金 お一人様］

2.旅行代金のお支払い
残金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いい
ただきます。
3.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空(注釈のない限りエコノミークラス席)、船舶、鉄道などの利用交
通機関の運賃、送迎バス料金、食事料金、宿泊料金、イベント料金、消費税等の諸税、旅
客施設使用料。
4.旅行内容・代金の変更
著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送期間の
運賃・料金の改正があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお知らせいたします。
5.お客様から旅行契約の解除
⑴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

することができます。この場合、既に収受している申込金から所定の取消料を差し引いて、
払戻いたします。申込金のみで取消料をまかなえないときは、その差額を申し受けます。

⑵取消受付時間はお申込箇所の営業時間内となります。
⑶お客様のご都合で出発日及びコースの変更、人数減をされる場合も取消料の対象とな
ります。    
⑷当社の責任とならない各種ローンの取扱い手続き上及び渡航手続き上の事由により
旅行契約を解除される場合も取消料の対象となります。
⑸取消料の対象となる旅行代金は追加代金を含めた合計額です。
6.旅行条件・旅行代金の基準
旅行条件は2019年5月20日を基準としています。又、旅行代金は2019年5月20日現在
有効な運賃・規則を基準としています。

7.その他
(1)当契約書面の一部としての確定書面は、通常出発日の7日前から5日前（但し遅くとも
前日）までにお渡しいたします。
(2)旅行開始後において、お客様の都合で宿泊・食事・観光等のサービス提供をお受けに
ならなかった場合は、その払戻はいたしません。
(3)事故・積雪・交通渋滞などの道路事情、その他やむを得ぬ事由により東京もしくは現地
の出発・到着時間が遅れる場合もあります。万一、空港到着が遅れ、タクシーあるいはホ
テルを利用しなければならない事態が生じても当社は、その請求には一切応じられません。
又、目的地滞在時間短縮による保証にも応じられません。

株式会社オリオンツアー（以下「当社」という）及びご旅行をお申込み頂いた受託旅行業
者（以下「販売店」という）は旅行申し込みの際に提供された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頂くほか、お客様がお申込み頂い
た旅行において運送・宿泊期間など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で利用させて頂きます。このほか当社及び販売店
では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ございます。また
当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個
人情報を土産物店に提供することがございます。なお当社の名称及び個人情報の管理
者については当社ホームページ（http://orion-tour.co.jp/）をご参照ください。

〈個人情報の取り扱いについて〉

取消日（変更日） 取消料（変更料）

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行開始日の前日
旅行開始日当日
旅行開始後又は無連絡不参加

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20日目に当たる日
以降8日目に当たる日まで

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2日目に当たる日まで

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、ご遠慮なく上記の取扱管理者に
お訊ねください。

お申し込み・お問い合せはお気軽に当店へ（取扱受託販売）

●営業時間…平日/10：00～19：00　土・日・祝/10：00～18：00

東京本社 ： 〒103-0004
　　　　　東京都中央区東日本橋3-10-6 Daiwa東日本橋ビル 3F

観光庁長官登録旅行業第692号（社）日本旅行業協会正会員

20190528EK15000


