ご予約お問合せは

全コース添乗員同行

ご優待日帰りバスツアー

静内二十間道路桜並木観桜と

日帰り

先着30名様限定！！春のオススメ北海道 花の旅

浦河優駿桜ロードお花見ツアー
●ご旅行代金（大人お1人様）

2,000 円

※子供料金(3歳〜小学生）までは上記より200円引きとなります。
幼児0〜2歳は一律500円となります。（バス座席のみの利用）

お弁当がついてなんと！2,000円

出発日

並木の幅が二十間、直線で約 7 キロにわた
り桜が美しく咲き誇る一本道。
「さくらの
名所 100 選」
・
「日本の道百選」の栄誉に輝
いている桜の名所です。

ご予約いただきましたお客様には予約確認書をご郵送いたします。
パンフレットが最終行程表になりますのでご確認下さい。
当コース旅行代金お支払いは当日に添乗員がご集金いたします。

ＪＲ札幌駅北口団体待合鐘の広場
食事

日帰り

15名様より出発決定となります。

5月 24（月）

日本一とよばれる
滝の上芝ざくら公園
5 月中旬から 6 月上旬にかけて、滝の上公園
はメルヘンの世界へと変わります。大自然と
芝桜のおりなすコントラストはまさに絶景
です。
食事

※太平、南郷へお車でお越しのお客様は、車を駐車するスペースがありますが、青空
駐車となる為、物損事故等に関しましては関知できませんので予めご了承下さい。

（3）
上記の他、
当社の個人情報の取扱に関する方針については当社の旅行条件書
（全文）
、
店頭でご確認下さい。

お申し込みのご案内（国内企画旅行条件・抜粋）

SCOOP旅行センター／ENツアーズ
この旅行は、株式会社エコネットサービス（スコープ旅行センター及び EN ツアーズ）
（以下『当社』と
いう）が旅行を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
（以下『契約』という）
を締結することとなります。
又、契約の内容・条件は各コース毎に記載されている条件の他、下記条件、
出発前にお渡しする確定書面
（行程ご案内）
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、お申込み・契約成立／
（1）所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、次に」
定める申込金を添えてお
申込みいただきます。
申込金は、
旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取扱います。
（2）
当社は、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による契約の予約を受ける場合があります。
こ
の場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 5 日以内に旅行申込書と申
込金を提出していただきます。
（3）
契約は当社が契約の締結を承諾し、
申込金を受理した時に成立するものとします。
（4）旅行代金は旅行開始日の 14 日前までに全額お支払いいただきます。
ただし、旅行開始日の 13 日以
降にお申込みをされた場合は、
お申込時に全額お支払いいただきます。
2、旅行日程・旅行代金／各コース毎表示しています
（旅行代金は特に注釈の無い時は、満 12 歳以上の
方は大人旅行代金、満 3 歳以上 12 歳未満の方は子供旅行代金を大人、子供の区別表示が無い場合は満
3 歳以上全ての方に当該旅行代金を適用します。
3、旅行代金に含まれるもの／各コース毎に明示した運送機関の運賃、料金（注釈がない限り航空機は普
通席）、宿泊費、食事代、消費税等の諸税。旅客施設使用料
（空港により必要な場合）
及び特に明示したその
他の費用等。
4、旅行代金に含まれないもの／各コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費用、オプシ
ョナルプラン（別途料金）
の代金等
5、取消料等／契約成立後、
お客様
のご都合により契約を解除される場合、又は所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を
解除した場合、旅行代金に対しておひとりに付次の料率で取消料又は、取消料と同額の違約料をいただ
きます。尚、複数人数のご予約で、一部のお客様」
が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送宿
泊期間等の（1 台・1 室あたりの）
ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

取消料金
（出発日を含まず）
取消料率

北の森ガーデン
（休憩）20 ＝＝滝上※芝ざくら公園
（日本一とよばれる芝桜を見学）90 ＝＝
芝桜公園入園料も旅行代金に含まれます。

砂川ハイウェイオアシス
（お買い物）20 ＝＝南郷斎場
（18:30 頃）
＝＝JR 札幌駅北口
（18:50 頃）

行程（太文字は下車観光・※は下車入場観光となります。）

※交通諸事情によりコース・日程・時間（到着時間）が変更となる場合がございます。

※ 30 は観光地滞在時間（分）の表示です。
◆最少催行人員／15名様 ◆募集人員30名 ◆食事（昼食1回）お弁当 お茶なし ◆バスガイドは同乗いたしません。

無料

7日前〜2日前

前 日

当 日

20％

30％

50％

無連絡不参加
及び旅行開始後

100％

国内旅行傷害保険加入のおすすめ
ご安心してご旅行ができますよう国内旅行傷害保険の加入をおすすめします。

旅行／企画・実施
（観光庁長官登録旅行業第1561号） （社）日本旅行業協会正会員

スコープ旅行センター

＝＝太平斎場
（19:20 頃）

8日前まで

※出発日・コース・利用便／宿泊施設等行程中の一部変更される場合も上記取消料の対象に
なります。
但し旅行開始の 9 日前以降の変更はできません。
※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用になります。但し
旅行開始後の取消料は 100% となります。
6、添乗員／（１）添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。
お客様が旅行に
必要なクーポン券お渡しいたしますので、旅行サービスを受ける為の手続はお客様自身で行って
ください。尚悪天候、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの提供を受けられない場
合は、当該部分の代替サービスの手配や手続はお客様自身でおこなっていただきます。
（2）添乗
員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全か
つ円滑に必要な業務を行います。
7、旅行条件・旅行代金の基準日／この旅行条件は 2010 年 2 月 20 日を基準としております。
ま
た旅行代金は 2010 年 2 月 20 日現在有効な運賃、
料金、
規則を基準として算出しています。
（2）交通機関の渋滞
8、ご注意／（1）お客様のご都合による航空便の変更、行程変更はできません。
等、当社の責に帰すべき事由によらず航空便にお乗遅れの場合、別途航空券のご購入が必要とな
り航空券引換証の払い戻しも出来ません。
（3）悪天候等、お客様の責に帰すべき事由によらず旅
行サービスの受領ができなくなった場合、当該旅行サービスに対して取消料、違約料等支払うべ
き費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。但し、代替サービスの宿泊費・交通費等はお
客様のご負担となります。

太平斎場
（7:40 集合 )＝＝JR 札幌駅北口
（8:10 集合）
＝＝南郷斎場
（8:30 集合 )＝＝高速＝＝上川
１

南郷齋場
白石区南郷通15丁目43-154

（2）
当社及び販売店が取り扱う商品、
サービスに関する情報を郵便などでお客様に提供させていただくことがあります。

日本一とよばれる芝桜を見に行こう
出発日

太平斎場
北区太平7条5丁目43-154

個人情報の取扱について

行程（太文字は下車観光・※は下車入場観光となります。）
※交通諸事情によりコース・日程・時間（到着時間）が変更となる場合がございます。
◆最少催行人員／ 15 名様 ◆募集人員 30 名 ◆食事（昼食 1 回）お弁当お茶なし ◆バスガイドは同乗いたしません。※ 30 は観光地滞在時間（分）の表示です。

大感激の“滝の上芝ざくら”

添乗員がお待ちしております。
予約確認書をご提示ください。

（1）
株式会社エコネットサービス
（以下当社）
は旅行申込の際にご提出いただいた個人情報
（氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど）
について、お客様の連絡
や運送、
宿泊機関等の予約、
手配の為に利用させていただく他、
必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。

※桜の開花時期は道路が大変込み合います。道路状況により到着時間が大幅に遅れる場合がございます。

※子供料金(3歳〜小学生）までは上記より200円引きとなります。
幼児0〜2歳は一律500円となります。（バス座席のみの利用）

受付時間月曜〜金曜10:00〜18:00/土曜日10:00〜15:00(日曜日休み）

咲き誇る日本屈指の桜並木
静内二十間道路桜並木

（18:50 頃）＝＝JR 札幌駅北口 (19:10 頃 )＝＝太平斎場
（19:40 頃）

2,800 円

☎011-851-7411

5月 7（金）

ロード
（西舎桜並木）30 ＝＝静内二十間道路桜並木 ( 北海道を代表する桜の名所）70 ＝＝富川＝＝南郷斎場

●ご旅行代金（大人お1人様）

本社予約センター

15名様より出発決定となります。

太平斎場
（7:40 集合）
＝＝JR 札幌駅北口
（8:10 集合）
＝＝南郷斎場
（8:30 集合 )＝＝富川＝＝浦河 優駿さくら
１

スコープ旅行センター

（株）エコネットサービス

☎011-851-7411
〠003-0021 札幌市白石区栄通18丁目5-35 コープさっぽろルーシー店2階
ホームページ http://scoop-travel.jp
一般旅行業務取扱管理者 中島 央敬
総合（国内）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。この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の責任者へお尋ね下
さい。

