
旅行企画・実施/ 後援/ 別海町・根室市商工観光課

36,600円36,600円36,600円

2016.9/17(土)出発限定2016.2016.9/17(土)出発限定
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旅行条件
募集人員:35名様
最少催行人員:20名様
添乗員:同行いたします。
食事:朝2回・昼2回・夕0回
シングル・ツイン利用同料金となります。
小人は大人と同料金となります。

ご旅行代金(お一人様)ご旅行代金(お一人様)ご旅行代金(お一人様)

秋の味覚を満喫秋の味覚を満喫

よくばりよくばりよくばり

3日間
発限限定定出発発出発発限限定定
3日間3日間

道東二大道東二大道東二大まつりまつりまつり
別海町別海町別海町

産業産業産業祭祭 根室根室根室

さんま   りさんま   りさんま   り祭祭

別海:ジャンボホタテバーガーイメージ別海:ジャンボホタテバーガーイメージ別海:ジャンボホタテバーガーイメージ

根室:炭火焼き「さんま」岸壁炉端イメージ根室:炭火焼き「さんま」岸壁炉端イメージ根室:炭火焼き「さんま」岸壁炉端イメージ

こんにちは！
北海道最東端の町、別
海町はおいしいものが
いっぱい！
別海のおいしい牛乳で
作られたチーズやアイ
スクリーム、別海町産
の牛肉に旬の秋サケ販

売など、別海町の味覚が一堂に集結だウシ！
馬事競技大会や、キャラクターショー、星澤幸
子クッキングショーなど、楽しいイベントも盛り
だくさん！
バスでらくらく、たくさんの方に来てほしいウシ！
会場で待っているウシ♪

公式キャラクター 
別海りょウシくん
公式キャラクター 
別海りょウシくん
公式キャラクター 
別海りょウシくん

根室はさんまの水揚げ量6年連続日本一の街
なんだ !
根室のさんまは別名〝トロさんま〝と呼ばれ、脂
が乗ってとってもおいしいネム～ !
根室さんま祭りは、新鮮なさんまの無料提供や
つかみ取り大会、さんま
料理の販売など《さんま
づくし》の2日間 !
たくさんの人に根室のさん
まのおいしさを知って欲し
いネム～ !
ボクも会場で待ってるロ
ウ !

公式キャラクター 眠郎くん公式キャラクター 眠郎くん公式キャラクター 眠郎くん

公式キャラクターのごあいさつ公式キャラクターのごあいさつ公式キャラクターのごあいさつ

根室:炭火焼き「さんま」イメージ根室:炭火焼き「さんま」イメージ根室:炭火焼き「さんま」イメージ

別海:北海シマエビミニ天丼イメージ別海:北海シマエビミニ天丼イメージ別海:北海シマエビミニ天丼イメージ

別海町観光協会公式キャラクター
別海りょウシくん　ごあいさつ
別海町観光協会公式キャラクター
別海りょウシくん　ごあいさつ
別海町観光協会公式キャラクター
別海りょウシくん　ごあいさつ

根室市観光マスコットキャラクター 
眠郎くん　ごあいさつ

根室市観光マスコットキャラクター 
眠郎くん　ごあいさつ

根室市観光マスコットキャラクター 
眠郎くん　ごあいさつ

※各お祭りは自由見学となります。※各お祭りは自由見学となります。



Tel:011-242-3366
Fax:011-222-3899

中標津:トーヨーグランドホテル
武佐岳等の山々を見渡すロケーションにある、大自然
に抱かれたシティホテルです。
自家源泉から引く天然温泉が楽しめる大浴場と露天風
呂を完備。レストラン、和食居酒屋、スナックなど館
内施設も充実！ 

札幌バス又は北海道バス

北海道バスイメージ北海道バスイメージ

公益社団法人日本バス協会の「貸切バス事業者安全
性評価認定制度」
より、「貸切バス
事業者安全性評
価認定」におい
て2013年 3月
一つ星の認定を
受けました。

※その他、楽しいイベントが目白押し！当日をご期待ください。(イベントは予告なく変更になる場合もございます。)

ホテル外観イメージホテル外観イメージホテル外観イメージ
釧路:ロイヤルイン

海側に面した客室からは、朝と夕で表情を変える釧路
の景色を眺めることができ、ゆったりと寛げる。爽や
かな朝には、ホテル自慢の朝食をたっぷりと。ホテル
メイドの香り高い焼きたてパンをはじめ、旬の新鮮な
食材使った手作り料理の数々でおもてなし。 ホテル外観イメージホテル外観イメージホテル外観イメージ

イベントのご案内(抜粋)

根室根室根室さんま   りさんま   りさんま   り祭祭別海町別海町別海町産業産業産業祭祭

別海町秋の味覚

水産フェア

酪農畜産フェア

・水産物の販売・秋鮭の販売
・海の幸メニューの販売

※各種イベント・販売は一部有料となります。
※滞在時間の関係上、ご覧いただけないイベントがあります。

・牛肉廉価販売
・牛肉試食会

・あきあじなべ販売
・いももち販売  他

・いか焼き販売

フィールドイベント・アトラクション
馬事競技大会 (ばんばの部予選・決勝）/

花馬車 (特設コース )
屋内イベント

農漁村加工体験のパネル展示
ステージイベント

・星澤幸子クッキングショー・キャラクターショー

根室名産 炭火焼き「さんま」岸壁炉端コーナー

お楽しみ 大漁さんまのつかみ取り大会

浜の母さん 刀汁・さんま節ラーメン・さんま丼等

名産が大集合！物産まつり・さんま箱売り特価提供

祝・さんま祭り YOSAKOI ソーラン「さんま祭り杯 !」

祝・さんま祭り 根室芸能・音楽祭

お楽しみ フリーマーケット広場・子供広場

※炭火焼きさんまの無料提供は、事前に「トレイ・箸セッ
ト」(100円 ) を購入してください。

宿泊ホテル
利用貸切バス

友好都市グルメフェア
・別海ジャンボホタテバーガー販売
・北海シマエビミニ天丼販売

成立するものといたします。
3.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14日前ま
でにお支払いいただきます。
4.旅行代金に含まれるもの
 旅行日程に明示した運送機関の運賃･料金、宿泊費、食事代、消費
税等諸税。
5.取消料
 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合、
代金に対してお一人に付き下記の料率で取消料をいただきます。

 ※お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の

1.募集型企画旅行約款
この旅行は、株式会社エイチ・ビー・シー・ビジョン (以下「当社」いう)が
企画して実施するものであり、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。また、契約の内容、条件は、本パンフ
レット、旅行条件書、出発前にお渡しする行程案内書及び当社旅行
業約款募集型企画旅行契約の部によります。
2.旅行のお申込及び契約成立
 1)所定の旅行申込書に記入し、下記申込金を添えてお申込下さい。
申込金は、旅行代金、取消料又は違約金の一部として取り扱いま
す。
 2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」
という)による旅行契約の予約のお申し込みを受け付けることがあり
ます。この場合、当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨
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。

 3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに

一部を変更する場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用され
ます。
6.添乗員等
 1)添乗員付と表示のないコースには、添乗員は同行致しません。必要
なクーポン券をお渡し致しますので、ご旅行の手続きはお客様ご自
身にて行っていただきます。
 2)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区
間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事
由が生じた場合における代行サービスの手配及び必要な手続き
は、お客様ご自身で行っていただきます。
7.特別補償
 当社は、お客様が主催旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の
上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の保証金及び
見舞金をお支払いいたします。
8.旅行条件・旅行代金の基準日
 この旅行条件は、2016年7月1日を基準日としています。又、旅行代
金は、2016年7月現在の有効な運賃・規則を基準として算出してい
ます。
 1)お客様のご都合による行程変更はできません。
 2)旅行代金には、諸税、サービス料が含まれております。

旅行代金 お申込金 旅行代金 お申込金
３万円未満 ６,０００円 １５万円未満 ３０,０００円
６万円未満 １２,０００円
１０万円未満 ２０,０００円

１５万円以上 旅行代金の
２０％

お一人様当り

２１日前まで 無料
２０日～８日前まで 旅行代金の２０％
７日～２日前まで 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 旅行代金の５０％
旅行開始後の解除
及び無連絡不参加

旅行代金の１００％

取消日：旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

総合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責任者です。
この旅行の契約に関して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
表記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行企画・実施  
観光庁長官登録旅行業第493号 一般社団法人日本旅行業協会会員
<HBCグループ> 株式会社HBCビジョン HBCトラベル
〠060-0003 札幌市中央区北３条西２丁目 共栄火災ビル
総合旅行業務取扱管理者 池田 晃児                    
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