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羽田・中部・伊丹空港発

航空旅客機の空気循環について　
機内の空気は、上空のきれいな空気を取り込み、機内で循環さ
せ換気しています。詳しくは、各航空会社HPをご覧ください。

交通機関
の環境

パーソナル・フリープラン

羽田　3301305-001
中部　3400672-001
伊丹　3601066-001

B券コースコード

お申し込みは出発の10日前までOK!!お申し込みは出発の10日前までOK!! ※取扱はお申込店舗・利用プラン・施設により異なります。※取扱はお申込店舗・利用プラン・施設により異なります。

※旅行代金には諸税・サービス料、空港施設使用料が含まれています。
※旅行代金は基本代金に各種差額代金を加減した金額となります。

～Workation Monitor Tour in HAKODATE～～Workation Monitor Tour in HAKODATE～

市区町村魅力度ランキング 2019
         2 年連続 6度目の 1位
　　　　（株式会社ブランド総合研究所調べ）

ワーケーションとはワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み合わせた造語で、リゾート地で余暇を
楽しみながらテレワークで仕事をすることを指します。
日中はお仕事、夜は家族とゆっくり、週末には観光と限りある時間を有効に楽しむことができます！
モチベーションアップにも繋がり、いつものオフィスでは思いつかなかった斬新な発想が生まれることも
期待できます！
今回、函館市助成を受けてリーズナブルな金額でのワーケーションモニタリングツアーを募集します。

表紙写真：函館市公式観光情報表紙写真：函館市公式観光情報

函館ワーケーション函館ワーケーション

当社では日本旅行業協会策定の「旅行業におけるコロナウイルス対応ガイドライン」に基づき適切な衛生管理と
感染防止に努めております。また、当パンフレット掲載の交通機関や観光・宿泊施設の各業種によるガイドライン
に準じた機関・施設を利用しています。

＊ 函館の魅力 ＊

★ 東名阪より航空便で約 1時間 30 分の近さ！
★ 北海道新幹線で東京と新函館北斗を最速 3時間 58 分で運行
★ 年間通じた安定した快適な気候！　　
★ コンパクトシティ（ 狭いエリアに医療・福祉・商業等の都市機能集中）｠
★ 美しい夜景・温泉を代表とする国際観光都市｠｠
★ 海産物や農産物など豊かな食材

モニタリングツアーモニタリングツアー



■ コワーキングスペース（例）■ コワーキングスペース（例）

1日目視察について（全員参加/下記３箇所のうちいずれかの施設にご案内いたします。）1日目視察について（全員参加/下記３箇所のうちいずれかの施設にご案内いたします。）

■WB（ウェルビーイング）函館本町児童館（改装中）　
　※9月中旬リニューアルオープン予定

【住　　所】北海道函館市本町36-15
【アクセス】函館市電 中央病院前駅
　　　　　徒歩約4分
【利用時間】調整中

■函館大三坂オフィス
【住　　所】北海道函館市末広町18-25号
　　　　　大三坂ビルヂング 2階
【アクセス】函館市電　十字街駅徒歩約5分
【収容人数】10名程度
【設　　備】Wi-Fi、有線LAN、電源、
　　　　　プリンター 
【周　　辺】教会群、金森赤レンガ倉庫、
　　　　　カフェ等
【利用時間】10：00～19：00 不定休

■函館市産業支援センター
【住　　所】北海道函館市函館市桔梗町
　　　　　379-32
【アクセス】函館バス 南桔梗下車徒歩約5分
【収容人数】25名程度
【設　　備】Wi-Fi、電源、
　　　　　プロジェクター、プリンタ 
【周　　辺】スーパーマーケット、
　　　　　公立はこだて未来大学
【利用時間】平日9：00～17：00

■函館市臨海研究所
【住　　所】北海道函館市大町13-1
【アクセス】函館市電 大町駅徒歩約1分
【収容人数】6名程度（中会議室）、
　　　　　4名程度（小会議室）
【設　　備】Wi-Fi、電源、外付けモニター
【周　　辺】コンビニエンスストア、
　　　　　金森赤レンガ倉庫
【利用時間】平日9：00～17：00

■MIRAI BASE
【住　　所】北海道函館市美原2丁目7-21
【アクセス】函館バス 亀田支所前下車
　　　　　徒歩約4分
【収容人数】20名程度
【設　　備】Wi-Fi、電源、
　　　　　プリンタ＆スキャナ
【周　　辺】スーパーマーケット
【利用時間】ホームページの営業日カレンダー
　　　　　をご覧ください。

■ワークラボ函館
【住所】北海道函館市五稜郭町33-1
　　　フコク生命ビル８F
【アクセス】函館市電 五稜郭公園前駅
　　　　　徒歩約５分
【収容人数】6名程度
【設備】Wi-Fi、電源
【周辺】コンビニ、飲食店街（有名店多数）
　　　五稜郭公園、五稜郭タワー
※モニタリングツアー期間のみ、通常
　オフィスとして利用している施設を
　コワーキングスペースとして提供
【利用時間】平日9：00～18：00

https://h-workation.jphttps://h-workation.jp

【公立はこだて未来大学】
　2000年開学の情報系単科大学。AIに関する研究等を行うなど多くの人材を輩出。

【北海道立工業技術センター】
　バイオ、食品、材料、機械電子、プロセス技術を応用し、工業をはじめとしてIT、水産、農業等 幅広い
　分野の研究・支援を行う機関です。

【函館市国際水産・海洋総合研究センター】
　この施設は，入居型の貸研究施設として、学術試験研究機関や民間企業が一堂に入居できる研究
　室を備えているほか、水産・海洋分野の研究開発支援や産学官連携を促進するための施設です。

3日目マインドフルネスプログラムについて（任意参加）／催行日：10/14(水)11/18(水)3日目マインドフルネスプログラムについて（任意参加）／催行日：10/14(水)11/18(水)
自然体験を通して心を“今”に向けて仕事のパフォーマンスを上げていくセクション
研修内容：足立 信行氏（僧侶・企業経営者）による人間力アップ研修
　　　　（8：00～16：00/軽食付き/天候によりプログラム内容に変更になる場合がございます）
真宗大谷派 函館別院参拝（読経・写経・法話）後、函館山登山（肝づくり・山道でマントラ行）をした後、山頂にて瞑想・作務（ゴミ拾い）を行います。
自然体験を通じて心を”今”に向けて仕事のパフォーマンスを上げていく研修プログラムです。 
※このプログラムはツアー代金に含まれております。最少催行人員4名。予め参加確認させていただきます。

4日目農業体験・漁業体験その他について（自由参加）4日目農業体験・漁業体験その他について（自由参加）
・農業体験＜10/11－10/31＞　さつまいも又は落花生収穫体験
　亀尾ふれあいの里/函館市米原町
　TEL：01372-7-3500/080-9008-3859

・漁業体験　鹿部漁港と鮭の遡上見学／船釣体験と鮭の遡上見学　
　鹿部温泉観光協会　TEL：01372-7-3500　・函館より車60分

　別途体験費用・交通費がかかります。ご予約等はご参加者様各自にてお願いします。

3泊4日以上のコースにご参加者のみ
お申込み可能です。

4泊5日以上のコースのご参加者におすすめです。

公立はこだて未来大学
https://www.fun.ac.jp/ 

北海道立工業技術センター
http://www.techakodate.or.
jp/center/

函館市国際水産・海洋総合研究センター
https://center.marine-hako
date.jp/

函館市公式観光情報（はこぶら）
https://www.hakobura.jp/

函館市ワーケーションサイト
https://h-workation.jp



■ ツアー行程■ ツアー行程

■ 旅行代金（おとな・おひとり様につき） 各空港⇔函館空港・航空機代＋ユニゾインエクスプレス函館駅前2泊・朝食の場合■ 旅行代金（おとな・おひとり様につき） 各空港⇔函館空港・航空機代＋ユニゾインエクスプレス函館駅前2泊・朝食の場合

日数／プラン A.2泊3日 B.3泊4日 C.4泊5日
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＜期間共通＞
羽田空港07：45→（JAL585便）→09：05函館空港
＜～10月24日＞ 
中部空港11：00→（ANA4827便）→12：30函館空港
伊丹空港11：40→（JAL2123便）→13：10函館空港　　
＜10月25日～＞ 　  
伊丹空港11：30→（JAL2123便）→13：05函館空港　
中部空港10：55→（ANA4827便）→12：25函館空港

視察内容（必須全員参加）※14:00 各自「五稜郭タワー」集合
14：00～ 17：30
①五稜郭タワー
　（函館市役所より、「函館の魅力」のプレゼンテーション）　
②公立はこだて未来大学　
   又は函館市国際水産・海洋総合研究センター
　又は道立工業技術センター
　（概要説明・施設見学）（詳しくは左記ページをご覧ください）

函館市内泊【食事/朝× 昼× 夕×】

函館市内泊【食事/朝○ 昼× 夕×】

終日、ワーケーション体験（フリータイム）
③コワーキングスペースにてワーク
　２時間・体験必須となります
　・函館市産業支援センター（マルチメディアルーム）
　・函館市臨海研究所（中会議室・小会議室）
　・函館大三坂オフィス
　・MIRAI BASE
　・ワークラボ函館
　・WB（ウェルビーイング）函館本町児童館
※いずれかをご案内します。
（交通費は各自払いとなります）
（詳しくは左記ページをご覧ください）

④アクティビティ /函館の魅力体験（一例）
　・函館西部地区散策（元町・ベイエリア）
　 （目安/120分~150分）
　・函館山夜景観賞　（目安/60分～ 120分）
　・名湯 湯の川温泉　温泉入浴（目安/60分）
　・はこだて自由市場・函館朝市　（目安/30～ 60分）
　・函館市電　乗車
　※交通費・拝観・入場料等各自払いとなります。
　
　※③及び④を滞在中のお好きなお時間に実施ください。
　　旅行終了後、アンケートにお答え頂きます。

＜期間共通＞
函館空港13：45→15：30伊丹空港
　　　　　（JAL2124便）
＜～ 10月24日＞
函館空港13：05→14：40中部空港
　　　　　（ANA4828便）
 函館空港15：00→16：30羽田空港
　　　　　（JAL586便）　　　　　　　　　　

着後、解散

終日、マインドフルネスプログラム又はワーケーション体験（フリータイム）

⑦マインドフルネスプログラム
　・最少催行人員　4名
　・催行日：10/14(水)、11/18(水)
　（詳しくは左記ページをご覧ください） 函館市内泊【食事/朝○ 昼× 夕×】

函館市内泊【食事/朝○ 昼× 夕×】

函館市内泊【食事/朝○ 昼× 夕×】

終日、ワーケーション体験
（フリータイム）
農業体験・漁業体験
（詳しくは左記ページをご覧ください）

【旅行代金に含まれるもの】　往復航空代、宿泊代（朝食付）・1日目午後の視察代・3日目マインドフルネスプログラム費用・コワーキングスペース費用
★五稜郭タワー視察後、各ホテルまでは函館市にて移動手段を準備致します。その他の移動は各自公共交通機関ご利用となります。
★函館市の助成金は2泊3日33,000円、3泊4日38,500円、4泊5日44,000円です。最大で8泊9日コースまで助成金が支給されます。
★GOTOトラベルキャンペーン適用は別途ご相談ください。お支払い実額が基本となります。
【最少催行人員】　1名
【参加条件】　⑴動画撮影に協力いただける方⑵コワーキングスペースにてワーク（2時間以上）いただける方⑶旅行終了後アンケートにお答えいただける方。
　　　　　　またご出発前に会社名・役職名等お伺いさせていただきます。
【取消料】　取消料はお支払い実額ではなく、旅行代金を基準に算出いたします。
【その他】　★日程表1日目の視察①②は全員参加が必須です。3日目⑦マインドフルネスプログラムは無料です（任意ですが参加をお奨めします）
★③コワーキングスペースにてワーク（2時間以上）は必ず各自ご体験下さい。
★マスク着用，検温のほか，来函2週間前までには新型コロナウイルス接触確認アプリを入れていただくなど新型コロナウイルス対応をお願いいたします。
★上記以外の航空機のご利用、旅行日程の延長をご希望の場合は販売店までお問い合わせください。

出発まで、ワーケーション体験
　　　　　　　（フリータイム）
⑤コワーキングスペースにてワーク
⑥アクティビティ /函館の魅力体験
　
各自、函館空港へ

●掲載の利用便に関しましては2020年9月現在の10月搭乗予定フライトです。大幅に変更となる場合、都合により運休、変更となる場合がございますのでお申
込予約時にフライトスケジュールをご確認ください。便名と発着時間がずれる際は原則として便名が優先されます。　●各発地空港の組み合わせはできません。
●利用航空会社／JAL：日本航空、ANA／全日本空輸、AIR DO：エアドゥ　●JAL便は、日本航空、ジェイ・エアのいずれかの機材及び乗務員にて運航します。　
●ANA便は、全日本空輸、AIR DO、IBEXエアラインズ、ANAウィングスのいずれかの機材及び乗務員にて運航します。　●出発日により旅行代金が普通航空運
賃を上回る場合があります。　●ANA4000番台フライトはコードシェア便（共同運行）となり航空会社はAIR DOとなります。  ●宿泊施設は同一施設の連泊と
なります。●イマジンホテル＆リゾート函館宿泊の場合の食事条件は、夕朝食付となります。

＜10月25日～＞ 
函館空港13：00→14：40中部空港
　　　　　（ANA4828便）
函館空港14：45→16：20羽田空港
　　　　　（JAL586便）

出発地
出発日

羽　田 伊　丹

2泊3日
3泊4日
4泊5日

54,300
61,100
67,900

33,000
38,500
44,000

21,300
22,600
23,900

旅行代金
10/5（月） 10/12・19・26、11/9（月） 10/5・12・19・26、11/9・16（月）11/16（月）

お支払実額函館市助成金

51,300
58,100
64,900

33,000
38,500
44,000

18,300
19,600
20,900

旅行代金 お支払実額函館市助成金

51,300
58,100
72,900

33,000
38,500
44,000

18,300
19,600
28,900

旅行代金 お支払実額函館市助成金

54,600
61,400
68,200

33,000
38,500
44,000

21,600
22,900
24,200

旅行代金 お支払実額函館市助成金

出発地
出発日

名古屋

2泊3日
3泊4日
4泊5日

60,600
67,400
74,200

33,000
38,500
44,000

27,600
28,900
30,200

旅行代金
10/5・12・19・26（月） 11/9（月） 11/16（月）

お支払実額函館市助成金

48,600
55,400
62,200

33,000
38,500
44,000

15,600
16,900
18,200

旅行代金 お支払実額函館市助成金

48,600
55,400
86,200

33,000
38,500
44,000

15,600
16,900
42,200

旅行代金 お支払実額函館市助成金



赤東20-6015
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（営業所）での取引きに関する責任者です。この旅行契約に関し、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
取扱管理者にお尋ね下さい。

赤 い 風 船 東 日 本 事 業 部
〒131-8565 東京都墨田区堤通1-19-9 
リバーサイド隅田セントラルタワー6階

企画協力函館市役所
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ご旅行に
際してのお願い

・ご出発前にご利用施設のホームページ等をご参照いただくとともに、ご不明な点は係員にご相談ください。
・感染防止対策等の一環で、施設により検温、体調に関するアンケート等を実施する場合があります。あらかじめご了承ください。
・ご出発に際して感染症が疑われる症状や発熱等がある場合はご旅行をご遠慮いただくことがございます。また、ご旅行中に同様な事象がありました場合は最寄り保健所等へのご相談をいただく場合もございます。その際は、お申込み窓口にご相談ください。
・ソーシャルディスタンスをこころがけた行動をお願いいたします。ご旅行中は飛沫感染予防のため、マスクのご着用をお願いいたします。

ご旅行帰着後2週間以内に新型コロナウイルスと診断された場合には、速やかに当社お申込み窓口までご連絡ください。
ご報告内容については当社の把握する接触者への注意喚起に使用させていただきますが、お客様の個人情報については適切に取扱いさせていただきます。

国土交通省により発表された新しい旅のエチケットについてもご一読いただきますようお願いいたします。

共通のご案内－必ずお読みください－

●いずれも、旅行代金には「サービス料・消費税等諸税」が含まれています。
●幼児施設使用料、貸切風呂等現地にてお支払いいただく代金は税込表記となりますが、消費
税増税に伴い代金が一部変更になる場合がございます。
●添乗員・現地係員の同行しない個人旅行です。このご旅行では約款に定める旅程管理は行い
ません。ご旅行に必要なクーポン券類をお渡しいたしますので、ご旅行中の諸手続きはお客
様ご自身で行なっていただきます。
●最少催行人員：1名様（おとな1名様よりお申込みを受付）
●旅行開始後のお客様都合による旅行中止の場合、未使用部分についての払戻は一切できま
せん。（運休・欠航等による場合はこの限りではありません。）
●ご旅行日程中、当社による交通機関、ホテル、オプショナル等の手配が全く行われていない期
間にお客様が被った損害については当社約款に基づく補償金等の支払い対象になりません。
宿泊について
●宿泊プランの旅行代金は、各施設の宿泊プラン基本代金に各種加減代金（食事・客室差額
等）を計算した金額となります。
●お宿、プラン、宿泊日によりご用意したお部屋数に限りのある場合があります。
●宿泊について１室につきおとな1名様以上となるようにお申込みください。
料理提供内容について
●お食事場所・内容について、複数の場所・メニューが記載されている場合、選択可能な旨の明
記がない限りお選びいただけません。

●お食事場所は、お部屋の利用人数により記載場所と異なる場合があります。また、同様に食事
内容が「バイキング」の場合、お宿の都合により食事場所・内容が変更となる場合があります。
客室について
●洋室利用の場合で特に明記のない場合は１名１室はシングルとなります。
航空セットプランご利用について
●航空便は「ＩＩＴ」運賃を利用しています。
●本文中に掲載しているフライトスケジュール2020年9月現在の10月搭乗予定フライトの
ものであり、設定中止や大幅な変更が発生する場合があります。便名と発着時間がずれる場
合は、原則として便名を優先します。
●便指定プランをご利用の場合、ご予約時・ご出発前にフライトスケジュールをご確認ください。
●旅行商品上、ご利用いただける席数には制限がございます。一般席に空席があっても当該商
品では満席となる場合があります。
●お申込み最終期限は、原則としてご出発の7日前となります。
●利用便の決定について　予約と同時に確定いたします。
●集合場所・集合時間・出発時刻
　ご旅行は出発前に航空券・予約確認書をお渡しいたしますので、お客様ご自身でチェックイン
をお済ませの上、余裕を持って保安検査場を通過してください。手荷物のお預けや保安検査
場の通過時間は利用する航空会社・空港により異なります。詳しくは、ご旅行出発前にお渡し
する航空券・予約確認書をご確認ください。
●搭乗後は速やかに手荷物を収納し、着席およびシートベルト着用をお願いします。
●航空機が駐機場から移動を開始後、シートベルト着用サインが消えるまでは、機内での化粧
室の使用はお控えください。

●同一グループでも席が離れる場合がございますので予めご了承ください。
●ご予約後の利用便の変更・お名前の変更は一切できません。（変更する場合は新たに旅行契
約を締結していただくことになります。この場合、時期により所定の取消料をいただく場合が
あります。）
●ファーストクラスのご利用については、当日航空会社カウンターでお尋ねください（事前予約
はできません）。
 本パンフレットに記載している写真・マーク表示・情報・その他について
●各施設の情報として掲載している「各種マーク表示」「駐車場利用条件（車種・台数等）および
料金」「各種メニューの通常料金」等は施設の情報を基にしています。予告なく変更となる場
合がありますので、事前に各施設にご確認される事をお勧めいたします。
●宿泊施設により、客室までの荷物の上げ下げはお客様自身で行っていただきます。
●パンフレット掲載の観光情報は2020年9月資料に基づいて作成しておりますが営業日、営
業時間、料金等予告なく変更になる事があります。ご出発前に確認のうえお出かけください。
●一部インターネット予約ができないプランもあります。

◎特に記載の無い場合は下記のお取扱いとなります。

＜特別な配慮を必要とする方のお申込みについて＞
お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要
になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させ
ていただきますので係員に必ずお申し出ください。

１.募集型企画旅行契約
（１）赤い風船は（株）日本旅行（以下「当社」といいます）が企画・募集し
実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型
企画旅行契約を締結することになります。
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている
条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前に
お渡しする最終旅行日程表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．旅行のお申し込みと契約の成立
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金
または旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行
代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け
付けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の
旨を通知した後、予約のお申し込みの翌日から起算して3日以内に申込
書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を
提出されない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
（３）申込金（お一人様につき）

（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領
したときに成立したものとします。
（５）通信契約による旅行契約は、当社らがお申し込みを承諾する通知を
発し、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
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日前にあたる
日より前にお支払いいただきます。

４．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない
場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって13日前に当たる日（日帰り旅行は
３日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額
をお返しします。
５．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、
食事代、入場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が
含まれます。
（２）旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は
含まれません。
６．お客様からの旅行契約の解除（取消料）
（１）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払い
いただいて、旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受
している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い
戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を
申し受けます。（2020年12/31、2021年1/1・2は、ご宿泊のみの場合でも下
記の取消料が適用されます。）

（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨を
お申し出いただいた日とします。

（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される
場合、旅行費用全額に対して取消料が適用されます。
（４）宿泊のみご予約になった場合

※ただし、2020年12/31、2021年1/1・2にご宿泊の場合は、（1）の取消料
が適用となります。
７．個人情報の取り扱いについて
（1）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄
記載の受託旅行業者は（以下「販売店」といいます。）ご提供いただいた
個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運
送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続の
ため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する
保険手続のため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、
キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、に利用させて
いただきます。
（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、
搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店に提供する事があります。
（3）当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人
情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社
の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させて
いただきます。なお当社グループ会社の名称は当社のホームページ
（https://www.nta.co.jp/）をご参照下さい。
8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2020年4月１日を基準としています（更新日2020年9月
1日）。また旅行代金は2020年9月1日現在の有効な運賃・規則を基準と
しています。

この書面は、旅行業法第12条の４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の５の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認のうえお申し込み下さい。赤い風船旅行条件書 20.4月改定

旅行開始後の解除
または無連絡不参加 当日 前日 2日前3日前4日前5日前6日前7日前 8日前～20日前
100％1～14名 50％ 20％ 無料
100％15～30名 50％ 20％ 無料
100％31名以上 50％ 30％ 10％

旅行代金
申込金

20,000円未満
5,000円以上

20,000円以上50,000円未満
10,000円以上

50,000円以上100,000円未満
20,000円以上

100,000円以上
旅行代金の20％以上

旅行契約の解除期日 取消料
右記日帰り旅行以外 日帰り旅行

無料
旅行代金の20％
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％

無料
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
①21日目に当たる日以前の解除
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

■ 宿泊施設についてのご案内 （下記施設の中から、施設内容・ご予算に応じて宿泊施設をお選びください。）■ 宿泊施設についてのご案内 （下記施設の中から、施設内容・ご予算に応じて宿泊施設をお選びください。）

ユニゾインエクスプレス函館駅前

■住所／北海道函館市若松町18-19
■TEL ／ 0138-24-3811
■客室／洋室(シングル)バス・トイレ付
■朝食／和食又は洋食セットメニュー
■アクセス／ JR函館駅より徒歩約５分

函館国際ホテル（東館）

■住所／北海道函館市大手町5-10
■TEL ／ 0138-23-5151
■客室／洋室（シングル）・  バス・トイレ付
■朝食／バイキング
　　　　※当面はセットメニューの場合もございます。
■アクセス／ JR函館駅より徒歩約８分

イマジンホテル＆リゾート函館

■住所／北海道函館市湯川町3-1-17
■TEL ／ 0138-57-9161
■客室／洋室又は和洋室・バスなし（シャワーブース付）・
　　　　トイレ付
■夕食／和洋バイキング又はセットメニュー
■朝食／和洋バイキング又はセットメニュー
■アクセス／ JR函館駅より車約１５分

割増なし（基本ホテル） 5,000円増 8,700円増

基本
ホテル 函館 函館 湯の川温泉割増代金

ホテル
割増代金
ホテル

コースコード
素材グループ［001］

宿泊基本追加代金おひとり様•1泊につき（夕・朝食付）宿泊基本追加代金おひとり様•1泊につき宿泊基本追加代金おひとり様•1泊につき


