羅臼

B

ご宿泊

ウトロ：知床第一ホテル

女満別空港B小清水原生花園B知床ウトロ17：00着
■羽田空港より航空機にて女満別空港へ。
■着後、オホーツク海の風景も素晴らしい、小清水原生花
園に立ち寄り知床半島のウトロへ。途中一直線の道が
続く、天に続く道に立ち寄ります。 （ウトロ泊）ssy

2 知床ウトロ(知床半島クルーズ)
■午前、知床観光のハイライト、知床半島クルーズを楽し
みます。
■知床岬までを巡る、3時間のクルーズです。ヒグマに出
会えるチャンスもあります。
■午後、知床八景のオロンコ岩へ。その後、知床五湖へ。
知床五湖の高架木道の散策へご案内します。
（ウトロ泊）ahy

知床の先端までのクルーズ
（添乗員撮影）

3 知床ウトロ

■午前、知床横断道路を走り、知床八景の知床峠を超え
て、半島の羅臼へ。羅臼漁港市場の競りを見学します。
■午後、その後フレぺの滝までご案内します。夕刻プユニ
の滝、夕陽台に立ち寄り、ホテルへ。
（ウトロ泊）ahy

4 知床ウトロ09：00発B摩周湖B屈斜路湖B
女満別空港13：40発H羽田空港15：35着

■午前、オシンコシンの滝を見学し、旧網走刑務所を移築
した、網走監獄へ。その後女満別空港へ向かいます。
■女満別空港より、航空機にて羽田空港へ。
ass
※写真はすべてイメージです。
※写真提供：標津町ポー川史跡自然公園、知床斜里町観光協会

観光船からみたヒグマ
（ルシャ湾）

夏の知床五湖

知床岬への3時間クルーズ

1 羽田空港11：15発H女満別空港13：00着

知床半島の先端近くまでご見学いた

利用予定航空会社：全日空／エア・ドゥ

だく3時間の﹁知床遊覧クルーズ﹂にご

オシンコシンの滝
（添乗員撮影）

案内します︒ヒグマを観察する機会が

旅程表

高い船旅です︒

天然翡翠の温泉パノラマ大浴場がございます。
シャワー・
トイレ付和室または洋室となります。

日本旅百景

（1 名利用追加料金 ¥30,000）

■最少催行人員：12名 ■食事：朝食3回、昼食2回、
夕食3回
■添乗員：羽田空港出発から羽田空港到着まで随行いたします。
■利用予定バス会社：株式会社美咲興業又は同等クラス

女満別
空港

知床半島

旅のポイント

6月13日
（木）
, 7月4日
（木）
……¥195,000

B

世界遺産知床を満喫

ウトロ
（3泊）

世 界 遺 産・知 床を楽しむためウトロ

3泊4日

小清水
原生花園

F

に３連泊するのが大きなポイントです︒

H
B

出発日・旅行代金

知床岬

知床半島クルーズ

H

ます︒

世界遺産・知床半島大自然の旅

バスで︑船で︑歩いて大 自 然を楽しめ

オホーツク海

世界遺産・知床に３連泊して楽しむ

日本有数の大自然

ヒグマに出会うチャンスも

世界遺産に登録され︑日本有数の大自然︑野生動物の宝庫となっ
ている知床半島︒この知床に3連泊し︑その美しい風景を満喫いた
だきます︒
まずは絶景展望台や滝などの見どころをバスで訪問︒また︑知
床五湖では遊歩道を歩いての散策も︒そして︑知床半島見学のハイ
ライトは知床半島クルーズです︒途中︑ヒグマに出会えるチャンス
もある︑知床岬までを往復する3時間クルーズを含めました︒

知床五湖

2

アルペンルート雪の大谷と
上高地散策の旅

5/15（水）、6/3（月）発

■合流：富山駅／離団：松本駅
■旅行代金より￥16,000引きとなります。

■途中での合流、離団はできません。

5/30（木）発

5

ページ

6/13（木）、7/4（木）発

3

■合流：女満別空港／離団：女満別空港
■旅行代金より￥43,000引きとなります。

6/11（火）、7/5（金）発

6/30（日）発

6

ページ

■合流：姫路駅／離団：姫路駅
■旅行代金より￥28,000引きとなります。

五島列島巡礼と
小値賀諸島の文化的景観

8

ページ

4/21（日）、6/29（土）発

■合流：長崎空港／離団：長崎空港
■旅行代金より￥34,000引きとなります。

4

ページ

古い町と伝統文化を訪ねる
小豆島の旅

佐渡

■合流：新潟駅／離団：新潟駅
■旅行代金より￥18,000引きとなります。

1

ページ

世界遺産・知床半島大自然の旅
ページ

■合流：稚内空港／離団：稚内空港
■旅行代金より￥50,000引きとなります。

伝統と芸能の島

世界自然遺産
小笠原・父島と母島の旅

4/9（火）、6/7（金）発

■合流：一ノ関駅／離団：新花巻駅
■旅行代金より￥26,000引きとなります。

利尻・礼文とサロベツ湿原の旅
ページ

魅力ある
文 化 的 景観を
訪ねて

■合流：会津高原尾瀬口駅／離団：会津田島駅
■旅行代金より￥8,000引きとなります。

日本各地を旅して感じることは︑

日本の文化は美意識がどんなことにも

根底に生きづいていることです︒

色であったり︑音であったり︑

普段の生活や自然︑

歴史と見事なまでに調和して

豊かさを生み出しています︒

風土に根ざした人々の営みが築き上げてきた

日本の原風景といえる景観を発見する旅は

実に楽しいものです︒

少し奥まった地域に伝承されてきた

古くからの民俗芸能や昔ながらの建築を残し︑

今も生活を営んでいる集落など︑

日本には地方独自の文化を継承してきた

素晴らしい文化的景観がたくさんあります︒

﹁いつまでも残したい日本﹂

をご紹介する旅を企画してみました︒

どうぞ皆様のご参加をお待ちしています︒

3/26（火）、4/16（火）、5/13（月）発

現地合流、離団の時刻に関しましては、各支店、営業所にご確認ください。

5/12（日）発

日本 旅百景

リアス線全通記念
三陸海岸走破の旅

「日本旅百景」は、現地合流でもご参加いただけます。
奥会津の伝統建築と
檜枝岐歌舞伎の旅

風土を旅する

7

ページ

古代からの架け橋
壱岐・対馬の旅

4/22（月）発

9

ページ

■合流：博多港／離団：博多港
■旅行代金より￥28,000引きとなります。

10

ページ

※各コース共通の旅行条件 ■相部屋希望の方で、
出発日45日前を切ってのお申し込みご入金の場合：組み合わせの都合で最終的に客室がおひとり利用となる場合には、
1名利用追加料金を申し受けます
ので、
予めお含みおきください。 ■お部屋は、
洋室ツインルーム(バス・トイレ付)または和室
（バス・トイレ付）
１室２名利用が基本です。
お一人部屋利用の場合は洋室シングルルーム(バス・トイレ付)または
和室
（バス・トイレ付）
となります。 ■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。ご注意ください。
旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
ご旅行条件
（抜粋）●この書面は、
別途交付する旅行条件書
（全文）
をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行
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。 旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、
ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に従ったすべての利用交通機関
2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
4. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。 その一部を例示します。
1. 国内空港の空港施設利用料金
2. 現地における個人的性質の費用
3. 国内旅行総合保険料
●お部屋について
1. お部屋は2名室をお二人でご利用いただきます。
（なお、ご出発の
45日前を切って、ご同行のお客様がご都合によりキャンセルされ、

結果としてお一人参加となる場合には１名利用追加料金を申し受
けます。）
2. おひとりでご参加の場合には、 追加料金にて2名室または1名
室をおひとりでご利用いただくこともできます。 なお相部屋希
望の場合でも、 出発の45日前を切ってお申込金をご入金され
る場合には、 最終的に組み合わせの都合で客室をおひとりで御
利用いただくこともあり、 その際には1名利用追加料金を申し
受けます。
3. 時期、あるいはツアー、ホテルによっては2名室のおひとり利用
が困難なこともあります。
4. 部屋割りは、原則として宿泊施設が予め定めております。 また、
部屋により調度品や広さが異なる場合があります。

■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日
以降〜8日目にあたる日まで……旅行代金の20％
■旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以
降〜前々日にあたる日まで……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％
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

●列車について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならな
い場合があります。 なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希
望をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

弊社は、旅行申込みの際に提出された申込書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、
お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関（主要
な運送・宿泊期間等については各日程表に記載されています）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きに必要な範囲内での利用、およ
び託送業者利用の場合の業者への提供とさせていただきます。このほか、弊社では、
将来、よりよい旅行商品の開発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様に
お届けするために、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。

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつで
も旅行契約を解除する事ができます。

お問い合わせ
お申し込み先
東京支店

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-5-1
日比谷マリンビル4階

大阪支店

〒530-0001

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル29階

ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・条件の
他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の旅行業約款によりま
す。ご旅行条件は、2019年2月1日現在の運賃・料金を基準としております。

●個人情報の取扱いについて

営業時間のご案内 ／月曜日〜金曜日 午前9：30〜午後6：00（土・日・祝日は休業日）
ホームページもご覧ください h t t p s : / / w w w . w a s t o u r s . j p

名古屋支店

〒460-0008

名古屋市中区栄3-14-7
RICCO栄6階

九州支店

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前2-2-1
福岡センタービル11階

札幌営業所

〒060-0001

札幌市中央区北1条西2-1
時計台ビルB1階

仙台営業所

藤沢営業所

〒980-0021

〒251-0052

仙台市青葉区中央2-2-10
仙都会舘ビル4階

神奈川県藤沢市藤沢484-1
藤沢アンバービル3階

TEL（03）3501-4111（代） TEL（06）6343-0111（代） TEL（052）252-2110（代） TEL（092）473-0111（代） TEL（011）232-9111（代） TEL（022）726-0111（代） TEL（0466）27-0111（代）
総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一

総合旅行業務取扱管理者 小島 晃

総合旅行業務取扱管理者 深澤 義博

総合旅行業務取扱管理者 原田 寛

総合旅行業務取扱管理者 真島 智

総合旅行業務取扱管理者 金崎 芳匡

総合旅行業務取扱管理者 近 博之

※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に関する責任者です。
この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。

旅行企画・実施：（株）ワールド航空サービス 観光庁長官登録旅行業201号

JATA 正会員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

