海外旅行気分を国内で満喫！

作家･奥田実紀さんと行く富良野＆小樽

ファーム富田

ラベンダー（イメージ）

カナディアンワールド

カナディアンワールド

日次

①
7/10
（日）

スケジュール

【交通マーク】 ✈：航空機 🚌：専用バス 🚃：鉄道

羽田空港7:45発 ✈ 航空機 ✈ 旭川空港9:25着

食事

朝：－

🚌 芦別 『赤毛のアン』の世界を再現したカナディアンワールド 訪問 昼：－
🚌 富良野〈泊〉 夕食：ホテル内にてイタリアン

【富良野泊】 夕：○

朝食：ホテルにてビュッフェ
ホテル 🚌 中富良野 ファーム富田（ラベンダーと季節の花） 🚌

朝：○

7/11

美瑛 展望花畑 四季彩の丘（なだらかな丘を埋め尽くす花景色） 🚌

昼：－

（月）

パッチワークの路（ケンとメリーの木など車窓から） 🚌 小樽〈泊〉

夕：－

②

【小樽泊】
朝食：ホテルにてビュッフェ
③
7/12
（火）

小樽フリータイム 各自小樽駅へ移動

小樽駅 🚃 JRエアポート快速 🚃 新千歳空港駅

朝：○

＊推奨電車 小樽14:35発 新千歳空港駅15:49着 乗車料金1,910円は
各自お支払いください。

昼：－
夕：－

新千歳空港17:10発 ✈ 航空機 ✈ 羽田空港18:45着
■1日目利用便変更について：1日目滞在時間の関係から羽田空港出発時間に変更がございます。予めご了承ください。
[変更前]羽田空港11:05-11:15発→旭川空港12:45-12:50着 [変更後]羽田空港７:４５発→旭川空港9：25着
※上記日程は気象条件、道路状況、交通機関、官公署の要請その他当社の関与し得ない事由が生じた場合や運送機関
及び宿泊・観光施設等のサービス提供が困難と判断された場合は、行程の変更やツアーを中止させていただく場合が
あります。※気象条件などにより花が見ごろにならない場合がございます。※飛行機のお座席は普通席となります。
■『Go To トラベル事業』 が再開しましたら割引対象となります。詳細はお問合せください。※記載内容は2022年4
月27日時点の情報となります。※写真はすべてイメージです。

芦別

カナディアンワールド

カナダの作家 ルーシー・モンゴメリに
よって1908年に発表され、世界中の
人々に愛され続ける小説『赤毛のアン』。
カナディアンワールドでは、グリーンゲ
イブルズ（アンの家）、教会、“腹心の友”
であるダイアナの家など、小説に出てく
る建物を忠実に再現。自然あふれるカ
ナディアンワールドで、アンの世界に浸
りましょう。

3日間

小樽運河（自由行動時）

出発日／旅行代金

2022年 7月10日(日)〈2泊3日〉
129,000円

羽田空港発着 2名1室利用おひとり

旭川空港集合・新千歳空港解散：44,000円引き
ひとり部屋利用追加代金： 12,000円（2泊分）
■ホテル：富良野／ラビスタ富良野ヒルズ（洋室）
小樽／ホテルノルド小樽（洋室）
■添乗員：同行なし
■食事 ：朝食2 昼食0 夕食1
■航空会社：日本航空 (普通席)
■専用バス：旭川中央交通または貸切バス事業者安全性評価認定
制度認定バス会社
■募 集 15名 （最少催行人員10名）

同行講師： 奥田実紀 Miki Okuda
宮城県仙台市生まれ。
コピーライター、編集者を経てフリーライター
として独立。25年以上のキャリアを持つ。
企画・取材・編集・校正・撮影まで、書籍や雑
誌に関わる作業をトータルにこなす。赤毛の
アン・児童文学・タータンチェック・紅茶など、
さまざまなテーマで取材を続け、著書を多数
出版。雑誌や新聞の寄稿はもちろん、ラジオ
出演、カルチャーセンター等での講演も行う。
現在、静岡県浜松市在住。
丘のまち

美瑛

ヨーロッパの農村風景にも似た、なだら
かな丘陵と田園風景が織り成す「パッチ
ワーク」。小麦の名産地としても有名で、
7月上旬にはジャガイモの花が美瑛の丘
を彩ります。美瑛町の面積は676.78㎢
と東京23区の広さに匹敵します。

＜1泊目＞ 天然温泉 紫雲の湯ラビスタ富良野ヒルズ

富良野・美瑛の人気観光地をめぐります

最上階に男女別大浴場完備。富良野観光に便利な立地と北海道産の食材を
ふんだんに取り入れたお食事が魅力です。

ファーム富田

中富良野

ラベンダー観光発祥の地

彩りの畑

トラディショナルラベンダー畑

ホテル外観

露天風呂

客室一例
食事一例

ファーム富田を開いた富田忠雄氏は昭和33年から香料用にラベ
ンダー栽培を開始し昭和40年代に最盛期に。その後、合成香料
の技術進歩と貿易自由化による安価な輸入香料の台頭で、ラベ
ンダー再生の道を模索していたところ、昭和51年国鉄のカレン
ダーに採用され一躍有名に。そのラベンダー畑（10a）はトラディ
ショナルラベンダー畑として現存しています。日本で最も歴史の
ある観光ラベンダー園の花々をお楽しみください。

【客室】 洋室（約18㎡） 禁煙/Wi-Fi対応
【客室備品】 ベッド/テレビ/冷蔵庫/電気ポット/金庫/ドライヤー/シャワーブース/トイレ
【アメニティ】タオル類/館内着/ハブラシ/バスアメニティ類/スリッパ/お茶セット
【大浴場】 男女別内風呂・露天風呂15：00～翌朝10：00
【夕食】 レストランにて イタリアンコース料理 19：30～
【朝食】 レストランにて 和洋ビュッフェ 6：30～

美瑛

＜2泊目＞ ホテルノルド小樽
小樽運河前に佇むヨーロッパ調のホテル。朝食は、小樽運河の眺めながら
北海道産の海産物や地野菜を使用したビュッフェをお楽しみいただけます。

朝食ではお好きなお刺身を選んでお好みの
海鮮丼をお楽しみいただけます。

客室一例

ホテル外観

ケンとメリーの木

昭和47年、日産自動車「愛のス
カイライン」のＣＭに登場した、
美瑛の丘を象徴するポプラの木。
ユニークな名前はＣＭ「ケンとメ
リー」の登場人物にちなんだもの
です。

【客室】 洋室（約25㎡） 禁煙/Wi-Fi対応
【客室備品】 ベッド/テレビ/冷蔵庫/電気ポット/金庫/ドライヤー/ユニットバス
【アメニティ】 タオル類/部屋着/ハブラシ/バスアメニティ類/スリッパ/お茶セット
【朝食】 和洋ビュッフェ 7：00～9:30
※お部屋から小樽運河はご覧いただけません。※大浴場はありません。

地区／7月

富良野市

小樽市

東京都内

最高気温（℃）

25.5

23.7

29.2

最低気温（℃）

15.5

16.6

21.8

降水量（mm）

100.0

79.3

153.5

富良野周辺は盆地のため昼夜の寒暖差が大きく、昼間は半袖と帽子など
日焼け対策と、朝夜は冷え込みますのでカーディガンなどの羽織るものも
必ずご用意ください。

旅行条件書（抜粋）※全文は別紙をご参照ください
〔募集型企画旅行契約〕
（１）この旅行は、株式会社セブンカルチャーネットワーク（東京都千代田区
二番町8-8、観光庁長官登録旅行業第1870号） (以下当社と言います。)
が企画・募集・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〕を締結することとなります。
（２）旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする
募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行業約款（募
集型企画旅行契約の部）によります。
〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕
当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みい
ただきます。
■ 申込金 （お一人様につき）

〔取消料〕
お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
当社の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取消の場合も下記取消
料をいただきます。
旅行契約の解除期日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①21日前に当たる日以前の解除

取消料
右記日帰り旅行以外

日帰り旅行

無料

無料

②20日前に当たる日以降の解除(③～⑦を除く)

旅行代金の20％

③10日前に当たる日以降の解除(④～⑦を除く)

旅行代金の20％

旅行代金の20％

無料

④7日前に当たる日以降の解除(⑤～⑦を除く)

旅行代金の30％

旅行代金の30％

15万円以上

旅行代金の20％以上旅行代金まで

⑤旅行開始日前日の解除

旅行代金の40％

旅行代金の40％

10万円以上15万円未満

30,000円以上旅行代金まで

⑥旅行開始日当日の解除(⑦を除く)

旅行代金の50％

旅行代金の50％

6万円以上10万円未満

20,000円以上旅行代金まで

⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100％

旅行代金の100％

3万円以上6万円未満

12,000円以上旅行代金まで

旅行代金(おひとり)

3万円未満

申込金(おひとり)

6,000円以上旅行代金まで

※お申込みから一週間以内にお支払ください
振込先： 三井住友銀行しらゆり支店（普通）１２０６９１１
口座名： （株）セブンカルチャーネットワーク
申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。お客様と
の旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって成立
するものといたします。
〔旅行代金のお支払い〕
残金はご旅行出発の前日から起算してさかのぼって１４日目にあたる日よ
り前にお支払いいただきます。
〔旅行代金に含まれるもの〕
旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、料金、観光料金（バス料金、ガイ
ド料金、入場料）・旅行日程に明示した宿泊料金及び税、サービス料金(部屋
条件は別途明記します) ・旅行日程に明示した食事料金（機内食を除く）・団
体行動に必要な心付・添乗員付コースの添乗員同行費用
〔旅行代金に含まれないもの〕
上記「含まれるもの」に記載のないもの。以下一例となります。定員以下で
の部屋利用の場合の追加代金（各コースごとに異なります）・超過手荷物料
金・飲み物代、クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ、メイド等に対
する心付・追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税金、
サービス料・日本国内における自宅から集合／解散場所までの交通費、宿
泊料・希望者のみ参加するオプショナルツアーの代金・お客様の傷害・疾病
に対する医療費
〔旅行契約内容・代金の変更〕
当社は、旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。
詳しくは、「条件書」によります。

〔当社の責任〕
当社は当社又は手配代行者がお客様に損害をあたえた時は損害を賠償いたしま
す。（お荷物に関する賠償限度額は当社に故意または重大な過失がある場合を除
きお１人15万円までとし、損害発生の翌日から起算して１４日以内に通知された
場合）その他は「条件書」によります。
〔特別補償〕
当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中急激かつ偶然な外来の事故
により生命、身体または手荷物に被った一定の損害の補償金及び見舞金を支払
います。詳しくは「条件書」によります。
〔旅程保証〕旅行日程に重要な変更が行われた場合には、当社はその変更の内容
に応じて変更保証金を支払います。詳しくは「条件書」によります。
〔お客様の責任〕
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは功序良俗に反する行為により当社
が損害を被った際はお客様から損害賠償を申し受けます。
〔クレジットカード利用の通信契約〕
当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といいます。）よ
り、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以下「通信契約」と
いいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合
があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」に加えて「カード名」「カード番
号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。通信契約による旅行契
約は、電話による申込みの場合、当社が受諾した時に成立し、その他の通信手段
による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成
立するものとします。通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契
約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は
契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

〔最少催行人員〕
募集パンフレットに記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止すること
があります。ただし、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日目(日帰り旅行の場合は3日目)にあたる日より前に通知いたします。
〔現地手配代行者との連絡方法〕添乗員が同行しない場合の現地での手配代
行者との連絡方法は最終日程表に明示します。
〔最終日程表の交付時期〕確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載
された最終日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降にお申込みいた
だいた場合には旅行開始日当日に交付することがあります。なお、期日前で
あってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
〔個人情報の取り扱い〕
当社は、旅行契約の申し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他、運送・宿
泊機関等（主要な運送・宿泊機関等についてはパンフレット記載の日程表及
び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されていま
す。）の提供するサービスの手配及びそれらの旅行サービスの受領のための
手続き（以下「手配等」といいます。）に必要な範囲内、または当社の旅行契
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にお
いて当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客様の買い物の便宜
のため、お客様のお名前および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電
子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申し込みいただく際
には、これら個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
※この他、当社では、1.当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、
キャンペーンのご案内 2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い 3.
アンケートのお願い 4.特典サービスの提供 5.統計資料の作成の目的でお
客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
〔旅行条件・旅行代金の基準日〕
この旅行条件は、下記の日付を基準としています。
2022年 4月27日

旅行企画・実施：

株式会社セブンカルチャーネットワーク
東京都千代田区二番町8-8
観光庁長官登録旅行業第1870号

2022-TR-030/J00127

WEBお申し込みはこちら

■お問い合わせ・お申し込み：

㈱セブンカルチャーネットワーク 「奥田実紀さんと行く北海道」 係
電話 ： ０３-６２３８-３０８５

ＦＡＸ ： ０３-６２３８-１９６７

〒102-0084 東京都千代田区二番町8-8

E-mail ： s1-tabi@7cn.7andi.co.jp

＜受付時間 月～金：10：00～17：00 土日祝：休業＞

観光庁長官登録旅行業第1870号／一般社団法人日本旅行業協会正会員／総合旅行業務取扱管理者：遠山晋一・船橋陽介

