
ホテルルートイン水戸県庁前 
茨城県庁の北側に位置するホテルです。大浴場「旅
人の湯」で全身の疲れをお取り下さい。朝食バイキ
ングでは水戸名物の納豆料理をお楽しみ頂けます。 

 

 

 

 

 

旅行企画・実施 / 

※写真は全てイメージです 

ご旅行日程(予告無しに変更される場合がございます) 

1 商船三井フェリー(さんふらわあ）にて苫小牧発(18：45) ～航
路 ～ 【船中 泊】 ＊食事 朝(×）・昼(X)・夕(船) 

2 大洗(14：00） ＝ 国営ひたち海浜公園 ＝夕食＝ホテル
(20:00) 
夕食：常陸牛４種盛り合わせセット(水戸市内） 
    【水戸 泊】＊食事 朝(船）・昼(船)・夕(〇) 

3 ホテル = 笠間観光 笠間稲荷神社とスイーツロード等自由散策
＝ 出雲大社 ＝ 茨城空港(17:40) ～ 空路 ～ 新千歳空港着
(19:00) 解散 昼食：常陸そば＆稲荷(笠間市内)  
           ＊食事 朝(ホテル）・昼(〇)・夕(×) 

  ＊飛行機の発着時刻は変更になる場合がございます 

 つくばグランドホテル 
日本100名山の一つ筑波山の中腹に位置し、客
室・温泉露天・ラウンジから望む関東平野は絶景。
こんこんと湧き出る美肌の湯、４種の風呂に浸か
り、その絶景を望めば、自然と疲れが心地よく洗
い流されます。 

 

 

 

 

国営ひたち海浜公園のコキア イメージ 

栗スイーツ モンブラン (笠間市内) イメージ 

笠間稲荷神社 菊まつり 和傘 イメージ  

笠間稲荷神社 菊花手水舎 イメージ 

＊写真はイメージ 

日本三大稲荷 笠間稲荷神社 菊祭り
笠間スイーツ巡り３日間～往路フェリー利用～            

 

 ２2年10月24日（月)出発 

 苫小牧西港 発新千歳空港 着  
 

コンフォート(ﾌｪﾘｰ)利用 
ホテル1名利用お一人旅行代金  

     59，800円 

※写真はイメージです 

国営ひたち海浜公園のコキア イメージ 

 お一人様旅行代金（単位：円） 

フェリー利用等級 入室人数(ホテル入室人数) 旅行代金 

コンフォート 1名 59,800 

スーペリア 
 

インサイド 

３名 62,300 
2名 62,800 
１名 72,800 

スーペリア 
 

オーシャンビュー 
 

３名 64,300 
２名 64,800 
1名 75,800 

【コンフォート】 

プライバシーを確保した
テレビ付き寝台です。お
気軽な一人旅向けの客

室です。 

 

 

 

【スーペリアインサイド】 

全室にシャワー・トイレを
完備したノンビリ旅が楽し
める個室です。2名定員
(最大3名)＊窓のないお
部屋になります。 

【スーペリアオーシャンビュー】 

全室にシャワー・トレイを完備し
た気の合うお仲間同士にお勧
めの個室です。和洋室：定員4
名、和室：定員2名(最大3名)
和洋室又は和室のご指定は致

しかねます。 

国営ひたち海浜公園 コキア イメージ 

 
国営ひたち海浜公園・・・７つのエリアに分か
れた開園面積約215haもの広大な園内で
潮風に吹かれながら季節の花風景を満喫
でき、秋はコキア、コスモス、ハマギク、リュ
ウキュウハギなどをみることが出来ます。 

 

 

笠間稲荷神社・・・飛鳥時代、創建の大社。京都の
伏見稲荷、佐賀の祐徳稲荷と並ぶ日本三大稲荷のひと
つとされています。五穀豊穣、商売繁盛などのご利益
を求め、多くの参拝客が訪れ10月23日より日本最古
の菊の祭典、菊まつりが開催される予定です。門前町
さんぽで栗を使ったスィーツが楽しめます。 
＊新型コロナウィルスなどの起因により祭りが中止に
なる場合がございます。 

  

 
 
常陸牛・・・常陸牛は茨城県が誇る銘柄牛、常陸
牛は、指定生産者の磨かれた飼育管理技術と厳
選された飼料により、30ヶ月にわたり育てられた
黒毛和牛の中から、食肉取引規格A、Bの４と５等
級に格付けされた最高級ブランドです。 
＊2日目 夕食 
 

 

 

 
 
常陸そば・・・茨城県内の蕎麦は、土壌や気候・
日照時間などが適しており、古くから蕎麦が栽培
されており上品な香りに包まれた蕎麦(天ざる)と
名物の稲荷寿司をお召し上がり頂きます。 
＊3日目 昼食 
 
 

 

 

 
 
ダイワロイネットホテル水戸・・・JR水戸

駅南口直結の複合商業施設COMBOX310の中
にあるダイワロイネット水戸は、水戸駅から徒歩約
1分の好アクセスで、客室はスタイリッシュで洗練
されたインテリアと、ゆったりと寛ぎ使用の充実
設備で安らぎの空間を提供しています。 
＊2日目 宿泊 
 
 

 

ご旅行日程(予告無しに変更される場合がございます) 

1 商船三井フェリーにて苫小牧発(18：45) ～航路 ～ 
                【船中 泊】 ＊食事 朝(×）・昼(X)・夕
(船) 

2 大洗(14：00） ＝ <車で24分>国営ひたち海浜公園 （17時ま
で）＝  <車で29分＞＝夕食＝ホテル 
夕食：常陸牛４種盛り合わせセット(水戸市内） 
                【水戸 泊】＊食事 朝(船）・昼(船)・夕
(〇) 

3 ホテル = <車で36分>笠間観光 笠間稲荷神社とスイーツ
ロード等自由散策＝ <車で14分>出雲大社 ＝ 茨城空港
(17:50) ～ 空路 ～ 新千歳空港着(19:10) 解散                              
昼食：常陸そば＆稲荷(笠間市内) ＊食事 朝(ホテル）・昼
(〇)・夕(×) 

  ＊飛行機の発着時刻は変更になる場合がございます 



●飛行機・バス座席割りは、当社で決めさせていただ
きますので予めご了承ください。 
●最少催行人員に満たず、旅行中止の場合は21日
前までにご連絡いたします。 
●出発日の10日前迄に最終日程表をお渡しいたし
ます。 
＊当日の緊急連絡先、宿泊先、集合場所、時刻を改めてご確認ください。 
 

 
 

 

■募集型企画旅行契約 
⑴この旅行は、株式会社ＨＢＣビジョン（以下「当社」という）が企画・募集し実施す
る企画旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と企画旅行契約(以下「旅行
契約」という)を締結することになります。 
⑵契約の内容・条件は、募集広告（パンフレット等）の各コースごとに記載されている
条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面（以下｢最終日程表｣という）
及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」（以下「募集型企画旅行約款」
という）によります。 
■旅行の申し込み 
⑴ 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金を添えてお
申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料、違約料のそれぞれの一部として
取り扱います。⑵ 当社らは電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による旅行契
約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成
立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書
と申込金を 
提出していただきます。 
 
旅行代金｜３万円未満 ｜３万円以上 ｜６万円以上 ｜１０万円以上｜１５万円以上  
    ｜      ｜６万円未満 ｜１０万円未満｜１５万円未満｜      .  
お申込金｜６千円～  ｜２万円～  ｜２万円～  ｜３万円以上 ｜代金の２０％
～ 
    ｜旅行代金まで｜旅行代金まで｜旅行代金まで｜旅行代金まで｜旅行代金まで  
 
⑶ 15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。（但し一部のコースを
除きます。）15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。 
⑷ お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必
要になる可能性があります。詳細は、「国内募集型企画旅行条件書」の「3.申込条件」
を確認のうえ、特別な配慮、措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただ
きますので、必ずお申し出ください。 
■旅行契約の成立と契約書面の交付 
⑴ 旅行契約は、当社ら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。 
⑵ 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がお客
様に到達したときに成立するものとします。 
⑶ 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅
行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書
面」という）をお客さまにお渡しします。(当パンフレットはこのご旅行条件書におい
て、契約書面の一部といたします。) 
⑷ お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにでき
ない場合、当社はその旨説明し、お客さまの承諾を得て、お客さまが「取消待ち」状態
でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。（以下
「ウェイティング登録」といいます。）その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を
「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知しま
す。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただ
し、当社がその予約可能通知の前にお客さまから「ウェイティング登録」の解除の申出
があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は
「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証する
ものではありません。 

 

  

■通信契約 
 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいま
す。）のカード会員（以下「会員」といいます。）より所定の伝票への会員の署名
なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、そ
の他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。（以下「通信契約」
といいます。）その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、
一部異なりますので異なる点の詳細は、「国内募集型企画旅行条件書」の「5.通信
契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件」をご確認のうえ、お申
し込みください。 
■旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行開始日の15日前までにお支払いください。 
■旅行代金に含まれるもの 
⑴ パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミー
クラス）、宿泊費、食事代、観光料金（入場・拝観・ガイド等）、及び消費税等諸
税（但し、パンフレットに記載の基準期日現在に公示されているものに限ります）。 
⑵ 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を
含みます。上記諸費用は、お客さまの都合により、一部利用されなくても払戻しは
いたしません。 
■お客さまによる旅行契約の解除・払戻し（旅行開始前） 
お客さまは、パンフレットに定める取消料を支払って旅行契約を解除することがで
きます。この場合、すでに収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取
消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、
その差額を申し受けます。（なお、表でいう取消日とは、お客様が当社および旅行
業法で規定された委託営業所［以下「当社ら」といいます。］のそれぞれの営業日、
営業時間内に取消する旨をお申し出いただいた時を基準といたします。 
 
イ)取消料                 
 旅行契約の解除期日         ｜ 取消料（おひとり）. 
                   ｜ 
 ①２１日目（日帰り旅行は１１日目）に｜ 無料  
  あたる日以前の取消        ｜          . 
                   ｜ 
 ②２０日目（日帰り旅行は１０日目）に｜ 旅行代金の２０％ 
  あたる日以降の解除（③～⑥を除く）｜          . 
                   ｜ 
 ③７日目にあたる日以降の解除    ｜ 旅行代金の３０％ 
  （④～⑥をを除く）        ｜          . 
                   ｜ 
 ④旅行開始日の前日の解除      ｜ 旅行代金の４０％ . 
                   ｜ 
 ⑤旅行開始日の当日の解除      ｜ 旅行代金の５０％ . 
                   ｜ 
 ⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加｜ 旅行代金の１００％. 
                    
ロ)各コース上に適用取消料の明記がある場合 
 それぞれに記載のある取消料を適用します。 
 ※お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送、宿泊機関等行程中の
一部の一部の変更についても、全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となり
ます。 

■ご旅行条件・代金の基準 
この旅行条件は2022年6月1日を基準としています。また旅行代金は20２2年６月
1日現在有効なものとして示されている運賃・規則を基準としております。 
■個人情報の取り扱いについて 
(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得
いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択すること
は  お客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合で
あって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領の
ために  必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できない
ことがあります。  取得した個人情報は（総合）旅行業務取扱管理者が個人情報管
理者を代理してご対応いたします。    
(2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様と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旅行サービスの手配  
及びそれらのサービスの受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお
買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等並びに土産品店に対し、
前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子
的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する  
企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供
のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤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。 
(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。 
(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等におい
て、 
本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託する  
ことがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保
持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。  
  
  
  

  

旅行者向け「新しい旅のエチケット」について 

りょこう連絡会（協力：国土交通省・観光庁）から、国民の皆さまに感染リスクを避けながら安全に旅行していた
だくために、旅行時に感染防止のために留意いただきたい事項が「新しい旅のエチケット」としてまとめられまし
た。お申込みの際、留意事項をまとめた別書面をお渡しさせていただきます。ご旅行の際は『新しい旅のエチケッ
ト』を意識いただき、安心で楽しい旅にお出かけください。   

〒060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目1 共栄火災ビル 

ＨＢＣトラベル ㈱ＨＢＣビジョン 

観光庁長官登録旅行業第493号 

総合旅行業務取扱管理者 池田 晃児 

☎(011)２４２－３３６６番 

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う 
当社ツアーの取り組み 及び お願い 

 

●車内消毒・消毒液設置、乗務員のマスク着用、こまめな
換気を徹底いたします。 
●添乗員は日頃より健康管理に留意しマスク着用でご案内
いたします。観光時は密閉・密集・密接に配慮いたします。 
●ツアー出発時、検温にご協力いただきます。37.5℃以上
のお客様はご参加いただけません。（お取り消しの場合は、
規定の取消料を申し受けます） 
●出発前に事前健康アンケートをお渡しいたします。ご旅
行当日に提出をお願いします。 
●マスク着用やうがい、手洗いをお願いします。 
*新型コロナウィルス対策措置等の発出や感染者数が大幅に増加した場合は催行を
取りやめる場合がございます。 

 
6月１日現在、GOTOトラベル事業の適用除外条件等が未定のた
め、事業割引適用前の旅行代金で新規旅行の申込を受け付けてお
ります。再開後、割引対象となる旅行代金に予約済のお客様には
改めてお知らせいたします。 
※注意事項 
①事業が再開されていない場合、割引の適用はありません。その
際、既にご予約済みのご旅行を取消される場合は、既定の取消料
を徴収いたします。 
②事業が再開されても、割引率や割引上限額、地域共通クーポン
の給付枚数、対象施設、旅行社の参加条件等、これまでの内容と
異なる場合があり、また事業概要によってはお申込の旅行が割引
の対象外となる場合もございますので、予めご了承ください。 

●飛行機・バス座席割るは、当社で決めさせていただきます 
 
 
 
 

集合場所 
 

 

・最少催行人員：16名 ・最少受付人員：1名・添乗員：全行程同
行致します・食事：朝2回・昼2回・夕2回 ・利用予定フェリー会
社：商船三井フェリー㈱ 利用航空会社：スカイマークエアライ
ンズ㈱・バス会社：大洋交通㈱ ・利用予定ホテル：ダイワロイ
ネットホテル水戸・バスガイド：2日目・大洗フェリーターミナル
到着後より同行します 
＊旅行代金には苫小牧西港までの交通費及び新千歳空港からの交通費は含ま
れておりません。 
＊詳しい取引条件を説明した書面をお渡し致しますので事前にご確認の上、お申込みください。 

お客様がご旅行中に、新型コロナウィルス感染症に罹患し、または濃厚接
触者となった場合など、現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必
要となった場合には、その指示に従って頂きます。またこれに要する費用
はお客様のご負担となります。。 
 

 
 

 


