
後藤純男美術館（意象圖） 白金 青池（意象圖）　　　　　　

白須的瀑布（意象圖）　　雲霄飛馳之路（意象圖）

１７：４５左右
 富良野王子酒店 １７：５０左右

１，５００孩童

≫

≫

接續 11：07到的特急富良野薰衣草快車3號

≫

≫

麓郷展望台（意象圖） 麵包超人商店（意象圖）

●旅行金額／（一人）

１７：００左右

≫

 ＪＲ富良野站前　接續１６：５１發的特急富良野薰衣草快車４号

 基線巴士停留所
 NATURWALD富良野 酒店
 富良野王子酒店
 新富良野王子酒店

１６：４０左右
１６：４５左右
１６：５０左右

１６：３０左右

≫

●旅行金額／（一人）

大人 円３，０００
円

●運行期間／6月9日～17日  六日
　　　　　　　　　6月23日～8月19日 每日
　　　　　　　　　8月25日・26日

≫ ≫ ≫

≫

≫ ≫
●運行期間／6月30日～8月19日 毎日

２，０００大人 円

１，０００孩童 円

※１　店鋪・餐廳等可在營業時間前入場。

給在富良野住宿的客人的特別優待
帶您去看早上的富良農場！

●旅行金額／（一人）

５，０００接續 ９：４９到的特急富良野薰衣草快車１號 大人 円

 富良野王子酒店 ８：３０左右到
 新富良野王子酒店 ８：４５左右到

≫

≫

≫ ≫

円

≫

●運行期間／6月30日～8月19日  毎日

≫ ≫ ≫

≫ ≫ ≫ ２，５００孩童

 富良野王子酒店 １７：５０左右
 新富良野王子酒店 １８：００左右

 ＪＲ富良野站前 １７：３０左右
 基線巴士停留所 １７：４０左右

≫ ≫ ≫

 新富良野王子酒店 １８：００左右

≫ ≫

≫

●旅行金額／（一人）

４，０００接續 １１：０７到的特急富良野薰衣草快車３號 大人 円

≫ ≫ ≫ ２，０００孩童 円

≫

 ＪＲ美瑛站前　接續１７：２２（旭川方向）的富良野・美瑛慢車norokko６號 １６：４５左右

 NATURWALD富良野 酒店 １７：４５左右

●運行期間／6月9日～17日  六日
　　　　　　　　　6月23日～8月19日  毎日
　　　　　　　　　8月25日・26日

≫

 ＪＲ美瑛站前　接續 １７：２２發（旭川方向）富良野・美瑛慢車norokko６號 １６：４５左右
 ＪＲ富良野站前 １７：３０左右
 基線巴士停留所 １７：４０左右
 NATURWALD富良野 酒店

募集型企劃旅行

富良野・美瑛・旭川

觀光周遊巴士

照片提供：富田農場（意象圖）

富良野號 麓郷路線

ＪＲ富良野站前
（１１：５０發車）

富良野果醬園／麵包超人商店
（下車參觀：４５分）

麓郷展望台
（下車參觀：１０分）

富良野玻璃館
（下車參觀：３０分）

富田農場 ※徒步至薰衣草田站7分鐘左右

（下車參觀：６０分） 接續１６：４２發車的富良野・美瑛慢車norokko６

富良野號 富田農場路線

新富良野王子酒店
（６：３０左右發）

富良野王子酒店
（６：４５左右發）

富田農場
（下車參觀：４５分）※１

美瑛號 全景路線

ＪＲ富良野站前
（１０：３０發車）

富田農場
（下車參觀：６０分）

超廣角之路江花

千望峠
（下車參觀：２０分）

雲霄飛馳之路 四季彩的丘
（下車參觀：４５分）

白金 青池
（下車參觀：４０分）

北西的丘展望公園
（下車參觀：２０分）

白須的瀑布
（下車參觀：２０分）

拼布之路 ※在七星之木回轉

美瑛號 選擇路線

ＪＲ富良野站前
（１２：１０發）

富田農場
（下車參觀：６０分）

白金 青池
（下車參觀：２０分）

白須的瀑布
（下車參觀：２０分）

後藤純男美術館
（下車參觀：４０分）

推薦

重點



」
●募集人員／４０名（最少運行人員／大人１名以上）
●售票截止／運行日前日１７：００為止，但滿員時售票終止。
●導遊／無同行。
●集合場所／ＪＲ富良野站前１號站台又或是ＪＲ旭川站前廣場團體巴士停車場（１號or２號站台）
※請在出發前１０分辦好乘車手續。有費用問題時，請到ＪＲ富良野站前的富良野旅行中心處。

●無論哪種路線旅行金額中不包含早餐和午餐費用。吃完飯再參加或請各自準備。
●因旅行金額中不含有各設施的入場・入園料金、請各自支付。
（「美瑛號選擇路線」中的後藤純男美術館的門票是包含的）

●各路線的下車場所是事前指定的。在沒有預約下車的酒店前是不停的。
●一名成年人可免費帶一名未就學的兒童／未就学兒童若需要座位時，需繳納孩童的車費。
●利用巴士公司／富良野巴士或旭川電氣軌道（共同運行）

※宣傳單上所記載的內容與最終行程表上記載的確定情報無異

●募集型企画旅行契約

●旅行のお申込及び契約成立期間

●旅行代金のお支払い

●取消料

■ツアーのお申込・お問合せは

＊ 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。

●旅行代金に含まれるもの

共
通
案
内

予
約
專
線

在ＨＰ的
専用網址里預約
4月1日（預定）

http://www.furanobus.jp/

美瑛神社（意象圖）　　　

旭川設計中心（意象圖）上川神社 頓宮（意象圖）

※３　根據祭祀等不接受一般參拜時，不可靠近。

 ＪＲ旭川站前 接續 １８：００發的特急lilac40號

 ＯＭＯ７旭川 旧 旭川Grand Hotel

 ＪＲ旭川站前 接續 １８：００發的特急lilac40號

 ＯＭＯ７旭川 旧 旭川Grand Hotel

『日本的都市公園100選』常磐公園、『北海道遺産』旭橋、
旭川家具的常設展示場「旭川設計中心」、

酒造和名品甜點等、介紹旭川的『食』和『文化』！

2)５日目にあたる日以降の解除（3～5を除く）
取消人員14名以下の場合　無料

取消人員15名以下の場合　旅行代金の20％

3)５日目にあたる日以降の解除（4～5を除く） 旅行代金の20％

旅行企画・実施

4)当日の解除（5を除く） 旅行代金の50％

ＩＳＯ１４００１認証取得　（適用範囲：本社・旅行センター）

北海道知事登録旅行業 第2-182号　一般社団法人全国旅行業協会正会員

ふらのバス株式会社 ふらの旅行
〒０７６－００２５　北海道富良野市日の出町１番２６号

ＴＥＬ　０１６７－２３－１１２１　／　ＦＡＸ　０１６７－２３－３８８１
総合旅行業務取扱管理者／大西 美枝子　　　担当／白井・新山

営業時間／９：００～１８：００　　定休日／なし
総合旅行業務取扱責任者とは、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ご不明な点

がございましたら、ご遠慮なく上記記載の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

5)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

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。）

契約解除の日 取消料（おひとり様）

旅行開始

日の前日

から起算し

てさかの

ぼって

1)６日目にあたる日以前の解除 無　料

ご旅行条件（要約）　お申込の際には、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込ください。

この旅行はふらのバス株式会社 ふらの旅行（北海道富良野市日の出町1 番26号 北海道知事登録旅行業 第2-182

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。

（１） 必要事項をお申し出のうえ、下記のお申込金を添えてお申込ください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し

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込の場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して

３日以内にお申込内容を確認のうえ、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 旅行代金 お申込金

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。

６千円未満 旅行代金の２０％ １０万円未満 ２０，０００円

３万円未満 ６，０００円 １５万円未満 ３０，０００円

６万円未満 １２，０００円 １０万円以上 旅行代金の２０％

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（お申込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。

●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又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、生命又は手荷

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、補償金又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（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）

●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のが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保す

るため、お客様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。詳細については、販売店の係員に

お問合せください。

●事故等のお申し出について
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、又

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。）

●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、お客様との間の連絡

のために利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等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に必要な範囲内で利用させていただきます。

（２）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供

することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等

で送付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出

発前までにお申し出ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０１８年１月１日を基準としています。また、旅行代金は２０１８年１月１日現在の有効な運賃・規則を

基準として算出しています。

●旅行金額／（一人）

５，０００接續 １０：２５到的特急超級kamui７号 大人 円

≫ ≫ ≫ ２，５００孩童 円

●運行期間／6月30日～8月19日  毎日

≫ ≫

≫

※１　根據祭祀等不接受一般參拜時，不可靠近。

≫

≫

※２　旭川拉麵村的午餐時間是13點以後。

≫ ≫

※１　旭川市雕刻美術館，不可入場參觀，只可在外部攝影。

≫ ≫

１６：４５左右
到

 ＪＲ美瑛站前
接續 １７：２２發（旭川方向）富良野・美瑛慢車norokko６號
接續 １７：０５發（富良野方向）普通列車

≫ １７：３０左右
１７：４０左右

 Art Hotel旭川 １７：４５左右

≫

≫ ≫ ≫

≫

●旅行代金／（一人）

４，０００接續 ９：５５到的特急lilac５号 大人 円

≫ ≫ ２，０００孩童 円

●運行期間／6月30日～8月5日  毎日

≫

≫ ≫ ≫ ≫

 Art Hotel旭川 １７：４５左右

≫ ≫

１７：３０左右
１７：４０左右

旭川號 拼布路線

ＪＲ旭川站前
（１０：４０發）

拼布之路

雲霄飛馳之路 富田農場
（下車參觀：８０分）

白金 青池
（下車參觀：４０分）

美瑛神社
（下車參觀：１５分）※１

白須的瀑布
（下車參觀：２０分）

北西的丘展望公園
（下車參觀：２０分）

超廣角之路江花

旭川號 懸鈴木

ＪＲ旭川站前
（１０：２０發）

男山酒造資料館
（下車見学：３０分）

旭川設計中心
（下車參觀：４０分）

旭川拉麵村
（自由午餐：６０分）※２

常磐公園・上川神社頓宮・旭橋
（下車參觀：４０分）

旧旭川偕行社（旭川市雕刻美術館）
（下車參觀：１０分） ※１ 只可外觀攝影

Ｔｈｅ Ｓｕｎ蔵人
（下車參觀：３０分）

KI花杜
（下車參觀：３０分）

上川神社
（下車參觀：３０分）※３

懸鈴木行道樹

高砂明治酒造
（下車參觀：３０分）

推薦

重點


