2010 GREEN

白馬山麓四季を訪ねて
前日昼14時まで申込OK

１

昼 食 付 バスツアー

白馬里山ツアー
前日昼14時まで申込OK

ガイド付

白馬の四季は、春に可憐な花々で始まり、夏は眩しいグリーンが
輝きます。秋には、赤や黄色に色づき厳しい冬を迎えます。この
ツアーはそんな白馬の魅力を存分に感じて頂ける内容です。そ
の時に一番「旬」な場所を訪れます。
※コースは、その日の天候などにより決定いたします。

春
日程
秋
大人
小人

旅行
代金

アルプスをバックに走る大糸線

平成22年5月8日〜7月17日
毎週水曜日・土曜日
平成22年8月21日〜10月30日

旅行
代金

※料金に含まれるもの：バス代金・昼食代・ガイド料金・消費税

白馬駅10：04発

信濃大町駅下車

12：00〜13：00
前日昼14時まで申込OK

半日ツアー

ガイド付

信州デスティネーションキャンペーン企画

13：00より
前日昼16時まで申込OK

自然の中を散策

木流川 「詩の小径」

旅行
代金

平成22年5月中旬〜11月30日
大人
小人

1,500 円

詩の小径散策

歩きやすい服装で
ご参加ください。

日程

各回１３名定員
最少催行人員２名より

旅行
代金

平成22年7月10日〜9月5日の毎週土曜日・日曜日
○夏休み期間：7/17〜8/22は毎日開催
１組(１名〜５名）

3,000 円

※料金に含まれるもの：チーズ作り体験代・消費税

チーズ作り体験は、１〜５名グループで行
います。６名以上の場合はグループが分
かれますのでご了承ください。

最少催行人員１名より
最大20組まで受入可能

《コース》 10：50 岩岳ホワイトプラザ集合

白馬駅前発9：30
駅裏・貸別荘素木庵にて解散
11：30

ヤギとのふれあい
ヤギのチーズ作り

岩岳ホワイトプラザ
11：00

12：00頃終了

協力：東八会
7月

前日12時まで申込OK

ノルディックウォーキングで巡る
公認ガイド付

①15：12着
②17：09着

北アルプス山麓ブランド

※料金に含まれるもの：ガイド料・消費税

《コース》 白馬駅集合（9：20）

白馬駅

岩岳の自然の中で、ヤギと触れ合ってヤギ
のミルクでチーズ作りを楽しんで頂く体験型
ツアーです。作ったチーズはお持ち帰り頂
けます。

きれいに整備された遊歩道を季節の花や山を眺めながら
お散歩してみませんか。
詩の小径を歩くと白馬の人気スポットでもある「大出の吊
橋」からの絶景をご覧頂けます。

日程

ファミリー・グループ

①14：25発
②16：28発

白馬岩岳ヤギとふれあい手作りチーズ体験

４

きながしがわ

３

信濃大町駅

自由散策

わちがい

到着

降車地
14：30頃

塩の道博物館見学

10：44着
発車

観音原・大出吊橋公園

昼食

昼食

岩岳スカイアーク
庄屋丸八

ＪＲ大糸線乗車

《コース》白馬駅前（9：45集合）

その時「旬」な観光地（数ヶ所）

または

各回定員１５名
最少催行人員２名より

※このツアーは、自由散策ツアーでございます。添乗員・ガイドは同行いたしません。

栂池ｺﾞﾝﾄﾞﾗ（8：30発） ・ 岩岳ｺﾞﾝﾄﾞﾗ（8：45発） ・ JR白馬駅前（8：55発） ・
八方ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（9：00発） ・白馬東急ホテル（9：10発）

乗車地

※火曜日・及び第４週月曜日は
催行致しません。

※料金に含まれるもの：JR運賃・塩の道博物館入館料・昼食代・消費税

選べる乗車場所 予約時にご指定下さい

《コース》

大糸線は、北アルプスの山並み、仁科三湖の眺めなど移り
変わる車窓の景色をお楽しみ下さい。
塩の道博物館は、千国街道（塩の道）の歴史や人々の歴史
を展示した博物館です。
お昼は、大町の名物「おざんざ」を古民家を改修した「わち
がい」にてお召し上がり頂きます。

平成22年5月8日〜11月30日
大人 2,950 円
小人 2,450 円

日程

各回定員１８名
最少催行人員５名より

5,000 円

フリー散策 信州デスティネーションキャンペーン企画

大糸線ローカル列車でのんびりぶらり旅

２

白馬の「旬」を巡るバスツアー

昼 食 付

白馬里山ツアー

スキーのポールを使った簡単な歩行運動です。トレッ
キングでのマラソンでもなく、季節を問わず簡単に始
められます。30分程で運動効果が表れダイエットにも
最適です！

9月 10月 11月

8月

白馬の夏、絶景の地 岩岳を巡る
360度大パノラマ岩岳でノルディックウォーク
開 催 日

平成22年7月17日〜8月31日

３，９００円（大人）
※料金に含まれるもの／ポールレンタル代・
保険・ガイド料・行程中の索道運賃・消費税
旅行代金

白馬の秋、田園風景の中を巡る
木流川と大出公園をノルディックウォークで歩く
開 催 日

平成22年9月1日〜11月30日

２，６００円（大人）
※料金に含まれるもの／ポールレンタル代・
保険・ガイド料・消費税
旅行代金

行

程

9：30〜11：30（歩行時間約２時間）

行

程

9：30〜11：30（歩行時間約２時間）

集

合

白馬岩岳ゆり園＆マウンテンビュー
チケットセンター前／9：20

集

合

JR白馬駅前／9：20

★ご準備頂く物・・・スニーカー又はランニングシューズ（歩きやすい履き慣れたもの）・
リュック又はポーチ（休憩時の飲み物、おやつを入れるのに便利）・
ズボン（伸縮性のある動きやすいもの、半ズボンでもOK・
小物（帽子・サングラス・日焼止めなど）

旅行企画・実施・受託販売

※公認指導員が同行しますが添乗員は同行しません。
※各回募集人員⇒１５名（最少催行人員２名）

旅行企画・実施

白馬村観光局（長野県知事登録旅行業第2‑471号）

ご旅行内容及び旅行条件については裏面を御覧下さい。
お申し込みは

旅行業務取扱管理者 太田 悟
長野県知事登録旅行業2‑414号
〒399‑9301 長野県北安曇郡白馬村北城6350‑3

TEL.0261‑72‑6900

白馬の名所巡り満喫ツアーご参加について 下記の旅行条件と合わせてご一読下さい
①当社判断により、安全性や病気などで行程に耐えられないと判断した場合は、ツアーの参加をお断りします。
②天候・その他の事由によりコースの変更、日程の延長・短縮、運輸機関のスケジュールなどに変更が生じる場合がありますこと
をご承知おきください。
③スタッフがツアー中に撮影した写真について当社ホームページ、ツアー・パンフレットなどに掲載する場合がありますが、ご都合
の悪い方はツアー時にスタッフまでお申し付け下さい。
旅行代金には、傷害保険料が含まれておりませんので、必要なお客様は、お客様ご自身で、国内旅行障害保険加入をおすすめし
ます。

ご旅行条件（要旨）

お申し込みの際には本紙を十分にお読み下さい。
（このパンフレットは、旅行業法代12条の4に定める取引条件説明書面及び同胞12条の5に定める契約書面の一部になります。）

当旅行は、白馬観光開発株式会社（長野県北安曇郡白馬村北城 長野県知事登録旅行業２−４１４号）（以下当社という）が企画・実施するご旅行
で、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。旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配、旅程管理をする
ことを当社は引き受けます。

お申し込みと契約の成立時期

旅行者の責任

・旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、代金を受領したとき
に成立するものといたします。
・旅行代金は別途ご案内する期日以内にお支払いただきます。
期日以内に支払いがなされない場合、当社はお申し込みは、
なかったものとして取り扱います。
・複数人員のお申し込みは、代表者を契約責任者とし、契約に
関する一切の代理権を有しているものとみなします。

・お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、損
害を賠償しなければなりません。また、このご旅行契約を締
結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行
者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理
解するように努めなければなりません。

お申し込み条件
・１５歳未満の方は保護者によるお申し込み、及び同行を条件
といたします。

代金について
・旅行代金には、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」の
額の算出の際の基準となります。
・消費税等諸税を含みます。特に注釈のない場合は、おとな・
こども同額となります。
・お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払
戻しは致しません。また、お客様のご都合による日程、施設
などの変更は、所定の取消料を頂戴いたします。

特別補償
・特別補償規定で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅
行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損
害について予め定める額の補償金及び見舞金見舞金を支払い
ます。
・より安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で国
内旅行障害保険の加入をおすすめします。

催行中止
・最少催行人員に満たない時は催行中止となり、この場合は旅
行開始日３日前までにご連絡いたします。

取消料
・お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合には、お一人様
につき下記の取消料（旅行代金をお支払されていない場合は
違約料）をお支払いただくことにより旅行契約を取消するこ
とができます。
旅 行 契 約 の 解 除 日
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

取 消 料

①１１日目に当たる日前日の解除

無料

②１０日目に当たる日以降の解除

旅行代金の２０％

③７日目に当たる日以降の解除

旅行代金の３０％

④旅行開始日の前日の解除

旅行代金の４０％

⑤旅行開始日の当日の解除（⑥を除く）
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

契約内容の変更・解除・中止
・天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令その他当社の関与し得
ない事由が生じた場合、安全かつ円滑な実施をはかるため
止むを得ず、旅行サービスの内容を変更、または旅行契約を
解除することがあります。（解除の場合は全額払戻しとなり
ます。）

旅行条件・旅行代金の基準
・この旅行条件は２０１０年４月１日を基準としています。
・また旅行代金は２０１０年４月１日現在有効な運賃・規則を
基準として算出しています。

個人情報の取扱について
・当社は、お客様の個人に関する情報（以下「個人情報」とい
います）につきまして、適切に保護することが社会的義務と
して重要と考え、お客様の情報の保護、管理、運用、利用を
徹底してまいります。
・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
機関等のサービスの受領のために手続きに必要な範囲内で利
用させていただきます。このほか当社は個人情報を当社グル
ープ会社において共同して運用、利用させていただくことが
ございます。

ツアーには添乗員は同行しません。
詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたします
ので、事前にご確認の上、お申込下さい。
旅行企画・実施

当社の責任
・当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときはその
損害を賠償する責に任じます。当社の関与し得ない事由（天
候・交通事情他など）により損害を被ったときは、その損害
を賠償する責任を負うものでありません。

白馬宿泊情報センター
電話 0261‑72‑6900
長野県知事旅行業登録２‑４１４号
〒３９９−９３０１

長野県北安曇郡白馬村北城６３５０−３

