
旅行企画・実施 / 

ご旅行日程 

HBCトラベル集合受付<北3西2>(11:20)＝御客様ご自身にて赤レンガテラス内「レストランMINAMI」へ移動、フレンチのコ―スランチ

(11：30）1時間半＝タクシーにて下記４コースの中から事前にお一つお選び頂きます＝HBCトラベル（15:00着） 

                                         食事：朝（Ｘ）昼（〇）夕（Ｘ） 

 
 
 
 
 
＊いずれもレストラン発～HBCトラベル着となります 

①北コース 
JAさっぽろしのろとれたてっこ生産者直売所 ＝ 百合が原公園(有料施設は旅行
代金に含まれません)＝ アジアン食品「楽市」 ＊新型コロナウィルス対策措置等の発出で、百
合が原公園が閉館した場合はモーツアルトケーキワークス工場直売所へご案内致します。 

②東コース 
JAいしかり地元市場とれのさと ＝サッポロさとらんど 四季折々の庭園観賞 ＝ 
きのとや東苗穂工場直売所 ＊新型コロナウィルス対策措置等の発出で、サッポロさとらんどが閉
館した場合は駄菓子卸問屋東京屋(8/14-16休み）へご案内致します。 

③西コース 
プルマンベーカリーバーンヤード ＝ 明太子本舗せいまる ＝和菓子店 水車 ＝ 
マルヤマベーカリーshian 

③南コース 
石山緑地 ＝ 真駒内滝野霊園 ＝とれたてっこ南 生産者直売所  

レストランＭＩＮＡＭＩ 
（住所：札幌市中央区北2西４ 赤レンガテラス4F TEL：011-252-3471） 
北海道のシンボルである赤れんが庁舎と、樹齢100年を越える約30本の銀杏並木
が壮観な北3条広場を望む「レストランMINAMI」。店名に料理長である南 大輔の
名を掲げ、オリジナリティを存分に発揮し、ボーダーレスでシンプルな“おいしさ”を
表現しています。北海道の味覚をはじめ、国内外から選りすぐりの食材を集め、その
魅力を最大限に伝える調和のとれた一皿に。季節を切り取ったような五感を刺激す
る味わいをお楽しみください。お客様と共に笑い合えるような温もりあるホスピタ
リティによって思い出深い夢のような時間をお約束します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

札幌市内発着 タクシーで行く日帰りツアー 

選べる観光４コースとフレンチ料理“レストランＭＩＮＡＭＩ”でのランチ 

札幌ＭＫタクシー 
 
●タクシー乗務員が「赤レンガテラス」 
前にて表者様名が書かれたボードを 
持って、お客様をお待ちしております。 
●旅行代金には高速道路費用は含まれて 
おりません。 
●1台に乗車できる人数は最大4名迄と     
なります。 
                       

4名乗車時 旅行代金 お一人様 9,900円 

・最少催行人員：1名 ・最少受付人員：1名 ・最大受付人員：5名（アルファード指定時） 
・添乗員：同行いたしません。・食事：朝０回・昼1回・夕0回  
・タクシー会社：札幌ＭＫタクシー・バスガイド：同行しません 
＊エコバック（買い物袋)のご持参をおすすめ致します。 
＊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。 

※写真は全てイメージです 

※写真はイメージです 

 お一人様旅行代金（単位：円） 

利用(乗車)人数 旅行代金 

 4名 9,900 
 3名 11,900 
 2名 15,900 
 1名 27,800 

 
 
昼食内容：ランチコース  
・アミューズ ・前菜 ・パスタ・メイン ・デザート    計5品 
＊メイン料理は肉を御用意していりますが魚に変更することも可能でございますので事
前に申出願います。またアレルギー食材がございますたら同様にお申し出願います。 

 
 

 

 ２２年8月 火～金出発(土・日・祝・月除く)  
 

旅行代金(お一人様あたり）／支援割引額／お支払実額（単位：円） 

利用(乗車)人数 旅行代金 支援割引額 お支払実額 

4名 8,900 4,000 4,900 

3名 10,000 5,000 5,000 

2名 11,800 5,000 6,800 

南コース 真駒内滝野霊園 水庭 

南コース 水庭 

西コース 円山ベーカリーShian・プルマンベーカリーバーンヤード 

東コース きのとや東苗穂工場直売所 

北コース 百合が原公園 

           ほっかいどう応援 
            共通クーポン 

             お一人様 ２,000円 
                         を付与いたします！ 

 
※クーポン イメージ 
 



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増加した場合は催行
を中止する場合がございます。 

●当日緊急連絡先：011-242-3366 
        (月～金・9:45～17:00） 
    上記以外：090-2075ｰ0366 

●集合場所：中央区北3条西2丁目 札幌共栄火災ビル 
 ＨＢＣトラベル前 11：20集合 
 
 
 

 

■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7月15日を基準としています。また旅行代金は20２2年7
月15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。  
  
  
  

  

〒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 

上記矢印の場所にお集まり下さ
い。係員がHBCトラベルの旗を
掲げてお待ちしております。 ４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。 

【どうみん割】「ワクチン・検査パッケージ活用」 
【どうみん割とは？】新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ旅行需要の
早期回復を図るための旅行割引制度です。また、どうみん割の利用者には、旅行期間
中に使用可能な、『ほっかいどう応援クーポン』の配布を行います。 

詳細は公式ＨＰ「どうみん割 」douminwari.jp 
【どうみん割適用条件】北海道が定めた条件に同意いただくことが必要です。 
Ａ、Ｂの確認書類は参加者全員必要となります。（当日確認ができない場合はどうみ
ん割は適用できません。割引額を請求させていただきます。後日の提出は認められま
せん） 
①北海道民、青森県民、岩手県民、秋田県民、宮城県民、福島県民、山形県民に限ります。 
Ａ：現住所が確認できる公的書類の原本（免許証・健康保険証等）を当日受付にてご提示
いただきます。利用者全員がどうみん割適用条件対象者でありることを確認させていた
だきます。※グループの中に１名でも身分証明等により北海道民及び上記記載東北６県
民であることを確認が出来ない場合は、グループ全員が割引対象外となります。保護者
同伴の12歳以下（中学生まで）は確認は不要です。 
②どうみん割の利用にあたって、ワクチンの接種を完了していること、またはPCR検査
等の結果が陰性であることが条件となります。 
Ｂ：.ワクチン接種証明書または、ＰＣＲ検査等の陰性結果通知書を当日受付にてご提示い
ただきます。当日確認できない場合はどうみん割は適用されません。「ワクチン・検査パッ
ケージ制度の活用」下記をご確認ください。 
「ワクチン・検査パッケージ」制度の活⽤：ワクチンについては北海道民はワクチン2回⽬
の接種⽇から14⽇以上経過している場合に限られます。青森県・岩手県・秋田県・宮城

県・山形県・福島県民については3回目接種済の方。※予防接種済証等の有効期限につい
ては、現時点では定めません。 
 ・PCR検査等の検査結果が陰性の⽅（検体採取⽇から3⽇以内に出発日する場合に限

る。）※検査については、PCR検査等（LAMP法等の核酸増幅法・抗原定量検査を含む）
が推奨されます。※事前にPCR検査等を受検できない場合には、抗原定性検査の利⽤も
可能です。※検査結果の有効期限は、検体接種⽇より3⽇以内のする場合に限られます。
ただし、抗原定性検査の場合の有効期限は、検体接種⽇より1⽇以内と定めます。 
※市販の簡易キット等で、検査機関が発⾏する検査証明書(検査結果通知書)が出ないも
のは、「検査結果」としては不⼗分です。検査証明書（検査結果通知書）をご提示いただき

ます。12歳未満で同居する親等の監護者が同伴する場合、検査結果の確認は不要です。 
 
【感染が拡大した場合】事業の停止又は利用停止する場合がございます。 
 
【お客様の都合でキャンセルした場合】お客さまの都合でご予約を取消される場合は、
割引前の販売料金に対して定められている取消料をお支払いいただきます。 
＊当社支援枠上限に達し次第終了させていただきます。 
＊ほっかいどう応援クーポンは当日お渡しいたします。 

＜当日ご持参いただくもの＞ 
 確認書類ＡとＢ（詳細は左記をご確認ください)  
・Ａ：現住所が確認できる公的書類の原本 
・Ｂ：ワクチン接種証明書またはＰＣＲ検査等の検査結果通知書 

・事前健康アンケート 
＊旅行当日に上記記載書類ＡとＢの確認が取れない場合は、どうみん割
が適用となりませんので、御注意願います。 

 
・最少催行人員：2名 ・最少受付人員：2名 最大受付人員：4名 
・添乗員：同行いたしません。・食事：朝０回・昼1回・夕0回  
・タクシー会社：札幌ＭＫタクシー・ガイド：同行しません 
＊エコバック（買い物袋)のご持参をおすすめ致します。＊こちらの書面が最終日程表となります。 

 

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。。 
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