
豊似湖遊覧コース
こども
（3歳～小学生）10,000円おとな13,000円

ファミリー割引あります！
おとな2名、こども1名の場合：36,000円のところ⇒26,000円
おとな1名、こども2名の場合：33,000円のところ⇒23,000円

豊似湖、襟裳岬周遊コース（2名以上の旅行代金）
こども
（3歳～小学生）30,000円おとな33,000円

ファミリー割引あります！
おとな2名、こども1名の場合：96,000円のところ⇒66,000円
おとな1名、こども2名の場合：93,000円のところ⇒63,000円

旅行代金お1人様（税込）

2019年 10.5-10.19
ツアー設定期間

ERIMO風のまち「えりも町」は、自然もグルメも魅力いっぱい！

詳しいえりも町の観光情報は、えりも町公式観光サイト

〈旅行企画・実施〉（株）JTB　〈企画協力〉えりも町　　当事業はえりも町からの受託事業です。

撮影：田中正秋

豊似湖

ヘリコプター
遊覧飛行

えりも町

えりも町

豊似湖

0000000

色あざやかな紅葉に囲まれ輝くハート形の湖・豊似湖を、

ヘリコプターに乗って上空からご覧いただけるプログラムです。

日高山脈襟裳国定公園の壮大な原生林を一望しながらの

フライトをお楽しみください。

・安全運航のために、当日の気象状況や機体の不具合、監察官
庁の指示により予告なく運行が中止になる場合がございます。
　
・気象状況や気象状況によるコース変更のため、紅葉及び豊似
湖が見られない場合もございます。

「風のまち」えりも観光ナビ 検索

再校



国道336

国道336

目黒

集合場所
森と湖の里ふれ愛館

えりも町の日高山脈襟裳国定
公園内にある自然湖。ヘリコ
プターなどで上空から見ると
原生林の中にエメラルド色に
輝くハート形の湖面をしてお
り、とても神秘的な景色です。

豊似湖とは

お申し込みの際には、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し込みください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）JTB（東京都品川区東品川2－3－11　観光庁長官登録旅行業第64
号。以下「当社」という）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」という）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企画旅行契約の部により
ます。なお、下記旅行条件と別途お渡しする旅行条件書（全文）に記載された条件との
相違がある場合は、下記旅行条件が適用されます。

●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）にお支払ください。また、お客様が当社提携
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。

●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（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
人的費用は含みません。）

●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。

　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）

　4）旅行開始日の前日の解除

　6）旅行開始後の解除または無連絡
　　不参加

　3）7日目にあたる日以降の解除
　　（4～6を除く）

　2）20日目にあたる日以降の解除
　　（日帰り旅行にあっては10日目）
　　（3～6を除く）

契 約 解 除 の 日

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

　5）当日の解除（6を除く）

取 消 料（おひとり様）

※各コースに適用取消料の明記がある場合は、その取消料を適用いたします。
＊貸切船舶を利用する旅行については、上記の表によらず、コースページ内に記載
　する取消料に拠ります。

●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）
旅行代金 お申込金

3万円未満 6,000円
6千円未満 旅行代金の20％

6万円未満 12,000円

10万円未満 20,000円
30,000円

旅行代金の20％

旅行代金

15万円未満
15万円以上

お申込金

豊似湖ヘリコプター遊覧飛行えりも町

【注意事項】 ❶安全運航のため、当日の気象状況や機体の不
具合、監察官庁の指示により、予告なく運航が中止になる場合
がございます。その際の旅行代金は全額ご返金いたしますが、
集合場所までの交通費、宿泊費はお客様のご負担となります。
❷当日の運航確認は、080-4105-5266までご連絡くださ
い。❸こどもの参加は保護者同伴の場合に限ります。❹２歳以
下のお子様は搭乗できません。❺気象状況により、コース変更
等のため豊似湖が見られない場合もございますが、代金の返
金はできません。

Q.高齢者のご搭乗について
A.ご搭乗いただけます。ただし、ご不安なお客様は事前に主治医の方とご相談いただくことをお勧めいたします。
Q.妊婦のご搭乗について
A.申し訳ありませんが、ご搭乗いただけません。
Q.その他、搭乗制限はありますか？
A.ご病気やお怪我をなさっているお客様は、事前に主治医の方とご相談いただくことををお勧めいたします。
Q.車椅子を使用している方のご搭乗について
A.ご搭乗いただけます。ご搭乗の際にはお手伝いをさせていただきますので、
　事前にお申し付けください。なお、車椅子は地上スタッフにてお預かりいたします。
Q.心臓ペースメーカーを使用していますが、搭乗できますか？
A.申し訳ございませんが、ご搭乗いただけません。無線通信等の計器により影響を及ぼす危険が
　ございますので、ご了承ください。

ご搭乗についてよくあるご質問

●「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」という）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」という）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
扱ができ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、当社が電話また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」等を通知していただきます。

（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をいいま
す。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日
は「契約解除依頼日」とします。（ただし、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用
日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日
の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）

（３）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。

●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故
の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。

これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることを
お勧めします。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員、運送・宿泊機関
等旅行サービス提供会社、または、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情
がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）

●お客様の責任（抜粋）
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領す
るため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地
において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又
はお申込店に申し出なければなりません。

●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、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範
囲内、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
内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等
及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただい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、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたしま
す。（2）当社及び販売店は、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しています。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及び販売店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。（3）その他、個人情報の取扱いについて
は、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個人
情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
株式会社JTB お客様相談室　〒140-8602　東京都品川区東品川2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年6月3日を基準としています。また、旅行代金は2019年6月3日現在
の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわら
ず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参
加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一
定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。
・死亡補償金：１５００万円　・入院見舞金：２～２０万円　・通院見舞金：１～５万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（ただし、補償対象品１個あたり１０万 
　円を限度とします。）

【公共交通機関でお越しになるお客様へ】　札幌からは、ジェイ・アール北海道バスが運行する、「高速えりも
号」（予約制）が便利です。詳しくは011-209-1315までお問い合わせください。

観光庁長官登録旅行業 第64号　　東京都品川区東品川2-3-11
一般社団法人日本旅行業協会正会員　ボンド保証会員　旅行業公正取引協議会会員株式会社JTB

旅行企画・実施

ご旅行条件（要約）

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場
合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

お申込み・お問合せ

※10/5～10/19限定の特別電話 ☎080-4105-5266（10/5～10/19間のみ無休）
※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、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

営業時間／9：30～17：30（土日祝休）　担当／原田、米津　　総合旅行業務取扱管理者／岩井　貴之

株式会社JTB 北海道事業部 営業第一課
〒060-0001  札幌市中央区北1条西6丁目1-2  アーバンネット札幌ビル8F

TEL：011-271-7023  FAX：011-222-5101

ツアー設定期間 2019年10月5日（土）～10月19日（土） 日帰り（15日間限定）

飛 行 時 間 ①約8分（ヘリポートより、ハート形の豊似湖上空を往復）
②約20分（ヘリポートより、ハート形の豊似湖上空と襟裳岬上空を遊覧）

旅 行 代 金 ❶豊似湖遊覧コース（約8分） おとな13,000円、こども10,000円
❷豊似湖、襟裳岬周遊コース（約20分） おとな33,000円、こども30,000円
※❶は、ファミリー割引あり。おとな2名・こども1名の場合36,000円⇒26,000円、
　おとな1名・こども2名の場合33,000円⇒23,000円
※❷は、ファミリー割引あり。おとな2名・こども1名の場合96,000円⇒66,000円、
　おとな1名・こども2名の場合93,000円⇒63,000円
※❷コースは、一人乗りの際は20,000円の追加となります。

集 合 時 間 予約時間の30分前集合受付

行 程 各地…森と湖の里ふれ愛館＝＝ヘリコプター遊覧＝＝森と湖の里ふれ愛館…各地
※＝＝はヘリコプター

食 事 条 件 朝食・無、昼食・無、夕食・無

乗 員 定 員 3名 最少催行人員 1名 添 乗 員 同行しません。係員がご案内します。

集 合 場 所 森と湖の里ふれ愛館（北海道幌泉郡えりも町目黒214-6 TEL：01466-4-7722）
担当者電話番号 080-4105-5266（10/5～10/19）

http://erimotoyoniko.jp/

時 間 9：00～16：00 ※毎時00分、15分、30分、45分で運航
15時以降は天候により暗くなることもあるため、お早目の時間帯のお申込みをお薦めします。

再校


