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第 9回日本ジオパーク全国大会・アポイ岳（北海道様似町）大会 

  宿泊・シャトルバス申込要項  

 

１ 宿泊プランのご案内                                                                        

   全国大会に参加される皆様に、空港～会場・宿泊先間のシャトルバス、ご宿泊について、以下の

とおりご案内を申し上げます。 

● このプランは、日交ハイヤー(株) 日交旅行サービスが旅行企画・実施する募集型企画旅行に

なります。 

● 宿泊設定日：平成 30年 10月 5日（金）～7日（日）の宿泊。（2泊 3日） 

なお、5日までのプレジオツアー及び 7日からのポストジオツアーに参加される方は、各ジオツ

アーに宿泊が含まれております。 

● 旅行代金は１泊朝食付又は素泊まり、税金・サービス料・企画料を含むお一人様あたりの宿泊代

金です。 

● 最少催行人員：１名 

● 添乗員：同行しません。 

 

２ 宿泊ホテルのご案内                                                           

宿泊施設は、アポイ岳ジオパークの様似町のほかに、近隣の浦河町、えりも町、新ひだか町及び広

尾町のホテル、旅館等をご用意しております。なお、キャパシティの関係から、お申し込みはランク・

部屋タイプでの選択のみとさせていただき、個々の宿はご希望のタイプに応じて弊社にて割り当てさ

せていただきますので、ご了承ください。具体の宿泊場所が決まりましたら、別途お知らせいたしま

す。また、今回の大会では、地元住民とのふれあいを楽しんで頂けるよう、様似町の一般家庭がホス

トとなる民泊（イベント民泊）もご用意しておりますので、そちらのご利用もぜひご検討ください。 

（単位：円、１泊の料金） 

ラ
ン
ク 

施設種類 

1泊素泊り 1泊朝食付き 

1名 1室 2名 1室 
3～8名 
1室 

2段ﾍﾞｯﾄﾞ 
4・8名 

1名 1室 2名 1室 
3～8名 
1室 

2段ﾍﾞｯﾄﾞ 
4・8名 

Ｓ 
ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ 
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 

15,000 - 12,000 - 16,000 - 13,000 - 

Ａ 
ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ 
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 

10,000 9,000 8,000 - 10,500 9,500 8,500 - 

Ｂ 
ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ 
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 

旅館 
8,500 8,000 7,000 4,000 9,000 8,500 7,500 4,500 

Ｃ 
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 

旅館 
7,500 6,500 6,000 - 8,000 7,000 6,500 - 

Ｄ 
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 

旅館 
6,500 6,000 5,500 - 7,000 6,500 6,000 - 

Ｅ 
ｹﾞｽﾄﾊｳｽ 
民泊 

- 5,500 4,000 - - - - - 
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  ※申込みは、ランク・部屋タイプのみの選択で、個々のホテル・旅館等の選択はお受けかねますので、ご了承ください。 

  ※ご希望のランク・部屋タイプが満室の場合は、他のクラス・部屋タイプに変更させていただくことがあります。 

  ※1 泊 2 食付きは、アポイ山荘（様似町）、優駿ビレッジＡＥＲＵ（浦河町）、えりも町内の旅館のみ、追加料金にて別

途ご要望を承ります。その他のホテル・旅館等では夕食のご用意はありませんので、近傍の飲食店等をご利用くださ

い。 

  ※「2段ベッド」は、優駿ビレッジＡＥＲＵ（浦河町）の団体用ルームです。 

  ※「ゲストハウス」は、ゲストハウスまさご（浦河町）のもので、ドミトリーで 9ベッド用意しているほかに、ツイン

の個室が 1室あります。 

  ※「民泊」は、全国大会のイベント民泊として受け入れるもので、様似町内の一般家庭がホストとなります。 

 

３ 相部屋利用について                                                    

 アポイ岳ジオパーク（様似町）を含む周辺各町においては、宿泊施設の数が多くはないことか

ら、より多くの方にお越し頂けるよう「定員利用での相部屋」のお申込み受付を原則としており

ます。 

   ● 相部屋の利用は男女別での受付 

   ● 人数は定員での利用 

   ※ 具体の宿泊先は、人数、部屋割り希望、到着時間等の状況により、様似町、浦河町、えりも

町、広尾町、新ひだか町のいずれかとなります。 

※ 宿泊先が分散するなど割当上部屋の人数が定員に満たない場合は、お客様のご了承のもと、

実際に宿泊される人数での宿泊料金をご請求申し上げる場合があります。 

※ お一人でご参加及びお部屋割りの関係上お一人になり、他の方と相部屋をご希望される場合

は、申込様式の備考欄に相部屋になる方のお名前、宿泊日を記入してください。日交旅行サ

ービスにて部屋割を調整いたします。 

 

４ 空港シャトルバスのご案内                                                 

   全国各地よりご参加される皆様方に、以下のとおりシャトルバスのご案内を申し上げます。 

   お客様のご到着時間に合わせてお申込みください。 

● このプランは、日交ハイヤー(株) 日交旅行サービスが旅行企画・実施する募集型企画旅行に

なります。 

● 設定日 往路：平成 30年 10月 5日（金）及び 6日（土） 復路：平成 30年 10月 7日（日） 

なお、5日までのプレジオツアー及び 7日からのポストジオツアーに参加される方は、ジオツア

ーの代金に空港から又は空港までのバス代金が含まれているため、空港シャトルバスのお申込

みは必要ありません。 

● 旅行代金は一区間お一人様あたりの税込み代金です。 

● 最少催行人員：１名 

● 添乗員：同行しません。 

● 旅行代金（片道お一人様あたり、税込） 

新千歳空港－様似－えりも：＠3,500円  とかち帯広空港－えりも－様似：＠2,500円 
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【往路（各空港発）】 

 新千歳空港発 新ひだか着 浦河着 様似着 えりも着 

10月 5日（金） 

１０：３０ → → １３：００ || 

１３：３０ １５：００ １６：００ １６：３０ １７：００ 

１４：３０ １６：００ １７：００ １７：３０ １８：００ 

１６：００ １７：３０ １８：３０ １９：００ １９：３０ 

10月 6日（金） １０：３０ → → １３：００ || 

 

 とかち帯広空港発 えりも着 様似着 

10月 5日（金） 
１０：００ → １２：００ 

１５：００ １７：３０ １８：３０ 

 

【復路（各空港着）】 

10月 7日（日） 

様似発 新千歳空港着 

１５：３０ １８：００ 

様似発 とかち帯広空港発 

１５：３０ １７：３０ 

 

※ シャトルバスは、出発時間前でも乗車人数が揃い次第順次出発いたします。 

※ 往路（空港発）のバスは、ご乗車されるお客様の宿泊場所により、停車場所及び時間等が変化す

るため、各地の到着時間が前後する場合がありますので、予めご了承願います。（午前の直行便

は除く。） 

※ 復路の新千歳空港行きのバスについて、ご旅程の都合上、７日昼頃の早発を希望される場合は、

ご相談ください。 

 

５ 申込方法                                                              

   全国大会アポイ岳大会ウェブサイト（http://www.apoi-geopark.jp/9thjgnzenkoku/）からダ

ウンロードする「全国大会参加登録申込様式」（Excel形式）ファイル内にある宿泊およびシャ

トルバスの項目欄において、希望する部屋及びバスの便を選んでください。 

※ 分科会、大交流会、ポストジオツアー等と同時の申込になります。 

 

６ 申込締切                                                                               

   平成 30年８月 31日（金）18:00まで 

※ 宿泊施設については、御希望の登録内容に添えないことがありますので、予めご了承願い

ます。 

 

７ 支払い方法                                          

支払方法は口座振込にてお願い致します。 
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大会に係るその他の費用（参加登録料、大交流会、ジオツアー等）と併せてお支払いください。 

支払期日は平成 30 年 9 月 14 日（金）までにお願い致します。それ以降のお支払いはできませ

んのでご注意ください。 

 

  下記金融機関の所定の口座にお振込をお願いいたします。 

 ◆ 北洋銀行 浦河支店 当座 2014419 

 ◆ 日高信用金庫 本店営業部 普通 0266854 

 ◆ ゆうちょ銀行 九〇八支店 普通 2862298 

  （ゆうちょ銀行口座間の送金の場合は、記号 19090 番号 28622981） 

※ 口座名義はいずれも 【 ﾆﾂｺｳﾊｲﾔｰ(ｶ 】 

    ※ 振込手数料は申込者負担とさせていただきます。予めご了承ください。 

    ※ 振込の際、登録確認証記載の受付番号の枝番を除いた番号と代表者のお名前をご登録く

ださい。 

例）受付番号が「１０－１」で、代表者名が「様似 太郎」の場合 

     ⇒ １０ サマニ タロウ 

 

８ 予約の確認                                           

大会への登録状況等は、登録確定後、日交ハイヤー(株)日交旅行サービスより送付される「登録

確認証」の記載内容をご確認ください。 

ご不明点については、登録確認証に記載の登録番号を添えて、日交ハイヤー(株)日交旅行サービ

スまでお問合せ願います。 

 

９ 予約の変更・取消について                                           

    お申込後、お客様のご都合でキャンセルされる場合は、取消日より１名につき次の率により取消

料を申し受けます。また、返金につきましては、送金手数料を差し引き、大会終了後に返金させて

頂きます。 

   ● 日交旅行サービスの営業時間外に頂戴したキャンセル、変更については翌営業日での取扱

とさせて頂きます。 

   ● 当日の会場でのご返金、領収は致しかねますのでご了承ください。 

【取消料】１名１件ごと（宿泊・シャトルバスいずれも） 

20～8日前 7～2日前 前日 当日 

20％ 30％ 50％ 100％ 

 

１０ ご旅行条件                                                           

今回ご案内の旅行参加にあたり、募集会社である日交ハイヤー㈱日交旅行サービスは、パンフレ

ット等は発行せず、全てジオパーク全国大会ホームページ上でご案内を致します。この旅行に関す

る旅行条件は、日交旅行サービスの旅行業約款に準じます。内容については、次項「お問い合わせ

先」の日交旅行サービス宛てお尋ねください。また旅行代金については平成 30 年 7月 1日現在有
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効なものとして公示されている宿泊費、規則を基準として算出されています。 

なお、当募集要項により募集する旅行は、添乗員の同行はございません。ご宿泊の予約をされた

方につきましては、お手数ですが、各位において宿泊施設フロントでチェックインをお願い致しま

す。 

 

【旅行業登録票】 

業務範囲            国内旅行 

登録番号            北海道知事登録旅行業第 2-316号 

登録年月日           平成 6年 5月 23日 

有効期限            平成 27年 5月 23日～平成 32年 5月 22日 

名称              日交ハイヤー株式会社 

営業所の名称          日交旅行サービス 

国内旅行業務取扱管理者     木田 尚孝 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所における取引の責任者です。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りましたら上記の旅行業務取扱管理者にご質問

ください。 

 

１１ 宿泊・シャトルバスについてのお問い合わせ先                                                 

日交ハイヤー(株) 日交旅行サービス 

   第９回日本ジオパーク全国大会 2018アポイ岳（北海道様似町）大会 申込受付係 

   〒057-0013 北海道浦河郡浦河町大通２丁目２８ 

   【E-mail】entry9thjgnconference@gmail.com 

   【TEL】0146-22-3153  【FAX】0146-22-0275 

   営業時間：平日 9:00～18:00 土曜日 9:00～15:00（日・祝日休業） 

 

１２ 個人情報のお取扱について                                                                 

日交ハイヤー株式会社は、旅行申し込みの際にご提出頂いた個人情報について、お客様との連絡

や運送・宿泊施設等の手配のために利用させて頂くほか、必要な範囲内において当該機関等に提供

致します。申し込み前において「全国大会参加登録申込様式」内の個人情報提供同意書の内容をご

確認ください。 


