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8/9、12
出 発 限 定

旅行代金・行程表のご案内 (お一人様/単位：円）

【道東フリーパス】
引き換え駅：富良野、網走、釧路、帯広、旭川

※金額は弊社HPツアー詳細オプション選択画
面、またはスタッフまでお問い合わせください。
※ご希望のお客様はオプション選択画面よりご
選択、またはスタッフへお申し込みください。

往復フライト 並び席をご用意！

自然豊かな道東エリアの

おすすめホテルを自由にチョイス♪
【有料オプション】

JR道東フリーパス
をご用意！

世界自然遺産知床をはじめ
大自然を満喫する

オプショナルツアー
を多数ご用意！ （別途追加代金）

【有料オプション】

JR道東
フリーパス

ご利用可能プラン

＜利用ホテル一例＞ ※一部追加代金あり

【旭川】アートホテル旭川

【トマム】星野リゾート リゾナーレトマム

【釧路】釧路プリンスホテル
【富良野】新富良野プリンスホテル

【帯広】森のスパリゾート 北海道ホテル

【知床】知床第一ホテル

【然別湖】然別湖畔温泉ホテル風水

星野リゾートリゾナーレトマム_雲海テラス「クラウドプール」／イメージ▲ 【知床】知床五湖／イメージ▲

要追加代金

2,000円

4日間 行程 食事

成田空港　⇒　とかち帯広空港

到着後、自由行動　各自にてホテルへ　

★有料オプションにて「JR 道東フリーパス」の手配が可能です★※1

 【各地 泊】

終日自由行動

【各地 泊】

出発まで自由行動、各自にて空港へ

とかち帯広空港　⇒　成田空港

※1：ご希望のお客様は弊社HPツアー詳細オプション選択画面、またはスタッフまでお問い合わせください。

※2：一部ホテル夕食付

1

4 朝

※2

2・3 ※2：朝

FDA（フジドリームエアラインズ） × エイチアイエス

成田空港 ⇔ とかち帯広空港 の チャーター便 利用！

■ お盆期間(8/9、12出発限定）
＆ 便利なフライト時間帯利用！

＜往路＞成田空港14:25頃発✈ とかち帯広空港16：20頃着

＜復路＞とかち帯広空港12:00頃発✈ 成田空港13:55頃着

※2022年6月現在、発着時刻は、1時間前後変更となる場合があります。

■ 追加代金2,000円で！
往復フライト並び席をご用意！

※詳細は下記にてご確認ください。

✈ 手触り滑らかなソフトレザーシート使用
✈ シート間隔７９cmで足もとゆったり
✈ 機内ではコーヒーやお茶、

ソフトドリンクをご用意
✈ 機内預け手荷物をおひとり

様につき20kgまでOK

[手荷物ルール]受託手荷物20kg/機内持込 10kgまで
※これを超える受託手荷物・持込は不可

※詳細はスタッフまでお問い合わせください
K

1. 知床五湖ガイドウォーク
2. 原始の森 けもの道ガイドウォーク
3. ナイトサファリ知床
4. フレペの滝ガイドウォーク
5. 阿寒湖遊覧船 乗船券

6. 上野ファーム

▲ 座席／イメージ

宿泊は富良野・トマム・旭川・釧路・知床など17ホテルから選択OK！

ひがし北海道チョイス

[適用条件]
※座席番号は事前にお知らせすることは
できません。またご要望も承ることはでき
ません。あらかじめご了承ください。
※3名以上の場合全員がお近くにならない場合があります。

お申し込み完了後に参加人数
の変更があった場合、並び席
にならない場合があります。

出発日 4名1室 3名1室 2名1室 1名1室 こども

8月9日 64,800 65,800 68,800 89,800 63,800

8月12日 64,800 65,800 68,800 90,800 63,800

　　4日間　　【ツアーコード：TK-FOF2206-HOC4】



【注意事項】※掲載の特典・食事内容・サービスは、新型コロナウイルス感染症を含む現地事情により規模・提供期間の縮小、変更・中止となる場合があります。その際の返金はありません。
【旅行代金に含まれるもの】往復航空運賃、各空港施設使用料、宿泊費、規定の食事代、入湯税（対象ホテルのみ）、消費税【利用航空会社】フジドリームエアラインズ※当チャーター便の発着時刻は2022年6月

現在のもので、1時間前後変更となる場合があります。便名・時間等が変更になる場合がありますので、必ず、最終のご案内書面にてスケジュールをご確認ください。【添寝こども代金】スタッフまでお問い合わせください。

◆パンフレット掲載の代金はおとな1～4名1室利用時のおひとり様あたりの代金となります。【添乗員】なし【最少催行人数】1名【減延泊】不可【食事条件】朝食付※一部ホテルは、夕朝食付 【利用ホテル】裏面記

載ホテル ※洋室の場合特に記載の無い限り、1名1室はシングルルーム、 2名1室はツインルームの利用となり、3名1室以上はツインベッドにエキストラまたはソファーベッドの利用となります。※ホテルにより幼児施設使

用料がかかる場合があります(現地払い)。詳しくはスタッフにお尋ねください。 【有料オプション/JRのきっぷ類について】旅行出発前に別途ご購入いただいた指定券と当プランの乗車票とを組み合わせてのご利用はでき

ません。・旅行出発後に有効期間の変更はできません。・JRフリーパスの現地販売（JRの駅など含む）はありません。JRフリーパスに引き換え後は未使用、列車の運休や遅れがあった場合でも、払戻、利用開始日の変

更は一切できません。・紛失などによる再発行はいたしません。【引き換え方法】引き換え指定駅の「みどりの窓口」に弊社発行の引き換え券をご提出の上、フリーパスをお受け取りください。＜ご利用できない列車＞本

州からの直通列車・北海道新幹線・道南いさりび鉄道＜ご利用できる列車＞特急・快速・普通列車の普通車指定席・自由席※グリーン車をご利用の場合は、別途特急料金とグリーン料金が必要です。（当日、み

どりの窓口でご購入ください）※空席がある場合に限り特急列車（普通車）の指定席を追加代金なしでご利用いただけます。 ※特典やその他プランに組込まれておりますオプションをご利用になられなかった場合で

も、ご返金等の対応は出来かねますので、予めご了承ください。 ※特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください（一部有料。歩行に自信がない、病気による食事制限があるなど）【

チャーター便ご利用のご案内 】 ※当商品のご利用航空会社は、フジドリームエアラインズのみです。ご利用便が欠航の場合(悪天候や天災、機材故障、ストライキ等いかなる理由）でも、他社便への振替はいたしま

せん。 ※預け荷物は合計重量20kg、または50cmx60cmx120cmまでは無料となります。※車椅子、ベビーカー等を除きます。機内持込分は含みません。

【SUPER SUMMER SALE FINAL2022 国内旅行商品 ご注意事項】※掲載商品のお申し込み有効期限は2022年7月1日～2022年7月31日となります。 ※掲載商品に限定人数がある場合、HIS東日本 国内旅行取扱

店舗での合計人数です。適用期間内でも限定数に達し次第、また限定数の設定が無いツアーにつきましては、売切れ次第、販売を終了いたします。また、適用期間内に満席にならない場合は、適用期間終了

後も継続して販売をすることがあります。掲載商品はHIS全国すべての店舗で受付可能です。ご予約はお1人様（1グループ）につき1店舗のみとさせていただきます。複数店舗へのご予約はご遠慮ください。なお、

お客様が同一日程のツアー、または期間が一部重複してお申込みされた場合、航空会社、ホテル等のシステムで重複予約が判明した段階で、予告なくキャンセルされる場合があります。その場合、当社では一切

の責任を負いかねますので予めご了承ください。※ホテルランクは当社独自の基準において契約のある宿泊施設をランクの高い順に「Ｓ（ラグジュアリー）」「Ａ（デラックス）」「Ｂ（スタンダード）」「C（エコノミー

）」に分類しております。ひとつの目安としてご参照ください。

宿泊ホテル・宿泊追加代金のご案内 朝食付 （一部ホテル夕食付） （宿泊日基準/おひとり様1泊あたり/単位:円）

【旭川】 アートホテル旭川 洋室1～4名1室 【富良野】富良野リゾートホテル エーデルヴェルメ 洋室1～4名1室基本ホテル

夕朝食付

【旭川】 ホテルWBFグランデ旭川

■ 客室/洋室1～2名1室/全室禁煙
・旭山動物園入場券付
・小中学生にはギフトプレゼント

【旭川】 OMO7旭川 by 星野リゾート

■ 客室/洋室1～3名1室/全室禁煙

・サウナプラトー滞在中利用無料
・旭山動物園入場券付
・小中学生にはギフトプレゼント

宿泊日 2名1室 1名1室

8/9～12 4,000 1,500

8/13・14 6,000 2,000

宿泊日 3名1室 2名1室 1名1室 こども

全日程 8,500 4,500 9,000 8,500

【富良野】 新富良野プリンスホテル

■ 客室/洋室1～3名1室/禁煙・喫煙

・富良野温泉「紫彩の湯」入浴可能

【トマム】 クラブメッド北海道トマム

■ 客室/洋室1～4名1室/全室禁煙

宿泊日 3名1室 2名1室 1名1室 こども

全日程 9,000 15,000 32,500 4,000

宿泊日 4名1室 2・3名1室 1名1室 こども

8/9・10 26,000 22,000 40,000 12,000

8/11～14 33,000 28,000 50,000 17,000

【トマム】星野リゾート トマム ザ・タワー
■ 客室/洋室1～4名1室/全室禁煙※

宿泊日 2-4名1室 1名1室 こども

全日程 22,000 37,000 14,000

※3名室利用時は低床ベッド2台+ロフトベッドのご案内に
なる場合があります。※低床ベッドになる場合があります。

宿泊日 2・4名1室 3名1室 1名1室 こども

全日程 42,000 39,000 81,000 26,000

【トマム】星野リゾート リゾナーレトマム

■ 客室/洋室1～4名1室/全室禁煙

【然別湖】 然別湖畔温泉ホテル風水

■ 客室/和室2～4名1室

/禁煙・喫煙

宿泊日 4名1室 2・3名1室 こども

8/9・10 1,000 2,000

8/11・12・14 2,000 3,000

8/9・10 4,000 5,000 1,000

8/11・12・14 5,000 7,000 2,000

※宿泊設定除外日：8/13

新館

本館 追加代金

なし

【帯広】 森のスパリゾート 北海道ホテル
■ 客室/洋室1～3名1室/禁煙

宿泊日 1名1室

8/9・10・14

8/11～13

追加代金

なし

2-3名1室・こども

1,500

2,500

【帯広】 ホテル大平原

■ 客室/和室1～4名1室/全室禁煙

・大人のみ1名につき500円分の館内利用券
・ガーデンスパ十勝川温泉利用券（1名につき1枚）

宿泊日 4名1室 1・3名1室 2名1室 こども

8/9 1,000 2,000 3,000 追加代金なし

8/10～12・14 7,000 8,000 9,000 4,000

※宿泊設定除外日：8/13

【釧路】 釧路プリンスホテル ※3名1室でご
予約の場合、ツ
インルームへエ
キストラベッド
を入れての対応
となります。

宿泊日 1名1室

全日程 追加代金なし

2-3名1室・こども

1,500

宿泊日 3名1室 2名1室 1名1室

8/9～13 3,000 7,000 10,000

8/14 追加代金なし 3,000 5,000

4名1室・こども

追加代金なし

【屈斜路】 屈斜路プリンスホテル

■客室/洋室1～4名1室/禁煙喫煙指定なし

【阿寒】 ニュー阿寒ホテル

■客室/和室1～4名1室/禁煙喫煙指定なし

夕朝食付

宿泊日 4名1室 3名1室 2名1室 1名1室 こども

全日程 5,500 6,500 7,000 6,000 3,000

シャングリラ館 全日程 8,000 9,000 9,000 8,500 4,500

クリスタル館

夕朝食付

【知床】 知床第一ホテル

■ 客室/和室2～4名1室/全室禁煙

夕朝食付 【知床】 ホテル知床

■ 客室/洋室1～2名1室/禁煙・喫煙・和室3～4名1室/禁煙

宿泊日 4名1室 3名1室 2名1室 1名1室 こども

8/9・10 2,000 3,000 4,000

8/11～14 3,000 4,000 6,000 3,000 1,000

8/9・10 4,000 1,000

8/11～14 6,000 3,000

1,000

設定なし

禁煙

喫煙

夕朝食付

【サホロ】 サホロリゾート
■ 客室/洋室1～4名1室/禁煙

宿泊日 1・4名1室 2・3名1室 こども

8/9、14

8/10～13 2,000 4,000 追加代金なし

追加代金なし

夕朝食付

[2ホテル・共通事項]・館内利用券1,000円分付（滞在中1回／おひとり様あたり）・朝食券を昼食券1,100円分として利用可能※
おつりは出ません・雲海テラス行きゴンドラ、ミナミナビーチ、木林の湯、滞在中利用可能・未就学のお子様にキッズアメニティご
用意・おむつ無料サービス（S/M/L）● ホテルフロンにお申し付けください"

■客室洋室1～3名1室/禁煙喫煙指定なし

宿泊日 4名1室 3名1室 2名1室 こども

全日程 8,000 9,000 11,000 5,000

追加代金ホテル

amade
新規スタンプ


