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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 

  ポストジオツアー募集要項  

 

１ ご案内                                           

プレジオツアーが分科会と連動した学びの旅であるのに対して、ポストジオツアーはアポイ岳ジ

オパーク及びその周辺地域の大地と自然、文化を楽しむ旅です。ツアー参加者は 7 日（日）の閉会

セレモニー終了後、各ツアー見学先及び宿泊先へバスでの移動となります。なお、申し込みは先着

順とし、定員になり次第締め切りとさせていただきます。 

 ※最少催行人員に達しない場合は、事前にお申込みいただいた連絡先までご案内申し上げます。 

※バスやレンタカーでお越しの方は、⑥・⑦のツアーには参加できません。①～⑤のツアーにお

申込みください。 

 

２ ポストジオツアーのご案内                                 

  ポストジオツアーの各コースは以下の通りです。 

●このプランは日交ハイヤー㈱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。 

●すべてのツアーに添乗員は同行いたしません。 

●旅館（ホテル）の客室は、男女別相部屋（複数人部屋）となりますので、あらかじめご了承下さい。 

●行程内の運輸機関は貸切バスを使用いたします。 

 

３ 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ファイル内にあるポストジオツアーの項目欄において、

参加を希望するツアーを選んでください。 

※ 分科会、宿泊、シャトルバス、ポストジオツアー等と同時の申込になります。 

 

４ 申込締切                                              

平成 30 年 8 月 31 日（金）18:00 迄 

※ 定員になり次第順次締め切らせていただきます。 

 

５．支払方法                                          

支払方法は口座振込にてお願い致します。 

支払期日は 2017 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。 
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  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 

 

６ 予約の確認                                           

ツアーへの予約状況等は、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。 

（分科会、大交流会、宿泊、シャトルバス等と共通） 

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。 

 

７ 予約の変更・取り消しについて                                

  お申込後、お客様の都合で取消される場合は、取消日より 1名につき次の率による取消料を申

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いただ

きます。 

  ● 当支店営業時間内に頂戴した取消、変更については翌営業日での取り扱いとさせていただき

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】 エクスカーション（ジオツアー） 

20～8日前 7～2日前 前日 当日 

20％ 30％ 50％ 100％ 

 

８ 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

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。 
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【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。 

 

９ 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） 

   ※なお、ツアーの内容に係るお問い合わせは、全国大会実行委員会事務局（北海道様似町商工観

光課）までお願いいたします。 

    【E-mail】apoi.geopark@samani.jp 

    【TEL】0146-36-2120   【FAX】0146-36-2662 

 

１０ 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。 
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かんらん岩と高山植物の共演！アポイ岳登山 ポストジオツアー① 

 

 

内 容 アポイ岳ジオパーク随一の秀峰、アポイ岳を登山するコースです。アポイ岳は、まだ人類が実際に

目にしたことのない「上部マントル」の構成物質“かんらん岩”でできた山です。この特殊な地質

と太平洋に面する気象条件などによって、アポイ岳固有の高山植物群落が育まれてきました。こ

のツアーでは、アポイ岳山頂付近からのパノラマを楽しみながら、地質の違いや日高山脈の成り

立ちなども学びます。 

行 程 1日目：ビジターセンター見学→アポイ山荘（宿泊） 

2日目：アポイ山荘（朝食）06:30発→五合目→頂上→下山・アポイ山荘（昼食・入浴）→ 

    新千歳空港 

催行日 10月 7日（日）閉会後～10月 8日（月） アポイ山荘発 13:30  

新千歳空港 16:30着 

ご旅行代金 お一人様 25,700円 

食事条件 朝食 1回、昼食 1回、夕食 1回 

募集人員 定員：30名様 （最少催行人員：25名様） 

宿泊場所 アポイ山荘（様似町） 

ツアーホテル 

客室の様式 

客室は、相部屋（２～５名部屋）となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの 登山靴、リュック等、雨具、飲料水、防寒着等 

その他 ・朝早くから出発するツアーです。山頂までは片道 3時間程度かかります。 

・アポイ岳は標高 810ｍと高くなく、登山道もしっかり整備されていますが、決して楽に登れる山

ではありません。参加される方は、登山の装備と体調を整えてください。 

・少雨決行ですが、荒天が予想される際は別メニューとなります。 
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内 容 新緑や紅葉に映える美しい流れの幌満川。ここは、水力発電所建設の際に、最初に“かんらん

岩”が発見された場所です。この流域には、日高山脈に由来する色々な転石も多く、またプレー

ト衝突の影響を受けた地層も多く見られます。かんらん岩の研究者が『新鮮だ！』と驚く幌満か

んらん岩体の『新鮮』の意味を体感し、地球の内部探検をしてみませんか？ 

行 程 1日目：ビジターセンター見学→アポイ山荘（宿泊） 

2日目：幌満峡→水力発電ダム→幌満川流域で標本作り→ルランベツ褶曲→東冬島断層見学 

    →アポイ山荘（昼食）→新千歳空港 

催行日 10月 7日（日）閉会後～10月 8日（月） アポイ山荘発 13:30 

 新千歳空港 16:30着 

ご旅行代金 お一人様 26,200円 

食事条件 朝食 1回、昼食 1回、夕食 1回 

募集人員 定員：30名様 （最少催行人員：25名様） 

宿泊場所 アポイ山荘（様似町） 

ツアーホテル 

客室の様式 

旅館（ホテル）の客室は、相部屋（２～５名部屋）となりますので、あらかじめ 

ご了承下さい。 

必要なもの 歩きやすい靴、雨具、防寒着等 

その他 ・見学地までバス移動し、地層やポットホール等を見学するツアーです。 

・河原に降りたり歩いたりしますので、靴や服装にお気を付け下さい。 

・少雨決行ですが、荒天が予想される際は別メニューとなります。 

・岩石標本づくりも楽しめます。 

 

地球内部を覗いてみよう！Ｈｏ！浪漫（幌満）峡 ポストジオツアー② 
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内 容 アポイ岳ジオパークを含む北海道の南側は“東蝦夷地”と呼ばれ、和人の入植が早くから始まっ

ていた地域です。このコースでは、陸繋島が作り出した天然の良港“エンルム岬”を中心に海上

交通の要衝として栄えた歴史や、江戸幕府が建立した等澍院の変遷などとともに、今年、国の史

跡に指定された様似山道周辺、通称“日高耶馬渓”を案内します。大地の変動が紡ぎ出した、極

地「東蝦夷地」の歴史に思いを馳せてみませんか？ 

行 程 1日目：優駿ビレッジＡＥＲＵ（宿泊） 

2日目：エンルム岬→様似郷土館→観音山→等澍院→日高耶馬渓と様似山道→アポイ山荘 

   （昼食）→新千歳空港 

催行日 10月 7日（日）閉会後～10月 8日（月） アポイ山荘発 13:30 

新千歳空港 16:30着 

ご旅行代金 お一人様 23,600円 

食事条件 朝食 1回、昼食 1回、夕食 1回 

募集人員 定員：30名様 （最少催行人員：25名様） 

宿泊場所 優駿ビレッジＡＥＲＵ（浦河町） 

ツアーホテル 

客室の様式 

旅館（ホテル）の客室は、相部屋（２～５名部屋）となりますので、あらかじめ 

ご了承下さい。 

必要なもの 歩きやすい靴、雨具、防寒着等 

その他 ・基本は見学地までバス移動しますが、エンルム岬や観音山では片道 15分ほど歩きます。 

・雨天決行を予定しています。 

 

ポストジオツアー③ 
東蝦夷地を歴史探訪！ブラリまち歩き 
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内 容 アポイ岳ジオパークの太平洋沖では暖流である日本海流（黒潮）と寒流である千島海流（親潮）

が交わっているため、国内有数の漁場となっています。このコースでは、早朝から定置網船に乗

り、海上から見えるアポイ岳ジオパーク周辺の景色を楽しみながら、間近で秋鮭の網起こしの

様子を見学します。その後は、浜の母さんの指導のもと、実際に秋鮭さばきやイクラの醤油漬け

作りを行います。なぜ、アポイ岳ジオパークの魚介や海藻は多種多様なのか、アポイ岳の麓の海

の豊かさを含め実感ください！ 

行 程 1日目：ビジターセンター見学→プラザ味寿々（宿泊） 

2日目：乗船体験・秋鮭漁見学→朝食→水産加工場見学→ 

    秋鮭さばき・イクラ醤油漬けづくり体験→昼食（浜の料理）→新千歳空港 

催行日 10月 7日（日）閉会後～10月 8日（月） 様似町中央公民館発 13:30 

新千歳空港 16:30着 

ご旅行代金 お一人様 26,400円 

食事条件 朝食 1回、昼食 1回、夕食 1回 

募集人員 定員：10名様 （最少催行人員：7名様） 

宿泊場所 プラザ味寿々 

ツアーホテル 

客室の様式 

旅館（ホテル）の客室は、相部屋（２～５名部屋）となりますので、あらかじめ 

ご了承下さい。 

必要なもの 歩きやすい靴、エプロン等、防寒着、船酔いの薬（必要な方） 

その他 ・定置網船に乗船するコースです。海上は風が冷たいことも想定されますので、暖かい服装で 

 参加ください。 

・このツアーは早朝から始まります。体調管理にはお気を付け下さい。 

・さばいた鮭やイクラの醤油漬けは、お土産として各自お持ち帰りいただきます。 

 

ポストジオツアー④ 
秋サケ三昧！漁師と浜のかあさんの暮らし体験 
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内 容 北海道の先住民であるアイヌ民族は、岬や崖などの特徴的な自然や地形に名前を付けて大切にして

きました。アポイ岳ジオパークにも『テレケウシ（いつでも跳ねて歩くところ）』という地名など、

多くのアイヌ語地名が残され、私たちの生活の中に溶け込んでいます。このツアーでは、アポイ岳ジ

オパークに残されたアイヌ語地名をたどり、その名前の由来となった現地を見たり、アイヌ古式舞

踊体験やアイヌ料理を堪能していただきたいと思います！ 

行 程 1日目：優駿ビレッジＡＥＲＵ（宿泊） 

2日目：塩釜ローソク岩→親子岩→観音山→冬島穴岩→チセ（アイヌ伝統家屋・昼食）→新千歳空港 

催行日 10月 7日（日）閉会後～10月 8日（月） 様似町中央公民館発 13:30 

新千歳空港 16:30着 

ご旅行代金 お一人様 22,800円 

食事条件 朝食 1回、昼食 1回、夕食 1回 

募集人員 定員：30名様 （最少催行人員：25名様） 

宿泊場所 優駿ビレッジＡＥＲＵ（浦河町） 

ツアーホテル 

客室の様式 

旅館（ホテル）の客室は、相部屋（２～５名部屋）となりますので、あらかじめ 

ご了承下さい。 

必要なもの 歩きやすい靴、雨具、防寒着 

その他 ・基本的には、見学場所近くまでバスで移動しますが、観音山では片道 15分程度歩きます。 

・昼食はチセの近くの生活館でアイヌ料理を堪能します。 

 

ポストジオツアー⑤ 
アイヌ語・アイヌ伝説からジオを学ぶ 
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内 容 北海道日高地方は、日本一の競走馬の産地として知られています。北海道開拓使が設置した新冠御

料牧場と日本一の桜で有名な「二十間道路」、国の重要文化財に指定されている「龍雲閣」はそれぞ

れ馬産地のルーツとつながっていきます。なぜ、日高に競走馬生産牧場が増えたのか、そのルーツを

地形的な特徴を見ながら解き明かしてみましょう。 

行 程 1日目：優駿ビレッジＡＥＲＵ（宿泊） 

2日目：ＪＲＡ日高育成牧場→馬事資料館→昼食（あま屋）→二十間道路・龍雲閣→新冠泥火山 

    →新千歳空港 

催行日 10月 7日（日）閉会後～10月 8日（月） ＡＥＲＵ08:00発 

                                      新千歳空港 16:30着 

ご旅行代金 お一人様 23,700円 

食事条件 朝食 1回、昼食 1回、夕食 1回 

募集人員 定員：30名様 （最少催行人員：25名様） 

宿泊場所 優駿ビレッジＡＥＲＵ（浦河町） 

ツアーホテル 

客室の様式 

旅館（ホテル）の客室は、相部屋（２～５名部屋） 

となりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの 歩きやすい靴、防寒着 

その他 ・徒歩行程が少ないコースです。 

・昼食は、新ひだか町のあま屋で食事となります。 

 参加される方は、エゾシカ肉しゃぶしゃぶ御膳 

 またはタコまぶし御膳のどちらかを選択してい 

 ただきます。 

 

ポストジオツアー⑥ 
馬産地日高のルーツを探る！日高優駿街道 
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内容 “風極の地”と言われるえりも岬。この岬に“北海道の背骨”と言われる日高山脈が落ちていく……

そう考えている方も多いと思います。このツアーは、本当に日高山脈はえりも岬で太平洋に没して

いるのか、周辺の地形を見ながら考えてみるツアーです。 

また、日高側と十勝側から日高山脈を眺め、日高山脈の成り立ちや地形の違いを目の当たりにする

ことができます。 

行程 1日目：ビジターセンター見学→田中旅館（宿泊） 

2日目：えりも郷土資料館→襟裳岬→風の館→昼食（守人）→黄金道路→ナウマンゾウ記念館 

    →とかち帯広空港 

催行日 10月 7日（日）閉会後～10月 8日（月）  えりも発 08:00 

                     とかち帯広空港着 15:00着 

ご旅行代金 お一人様 25,800円 

食事条件 朝食 1回、昼食 1回、夕食 1回 

募集人員 定員：30名様 （最少催行人員：25名様） 

宿泊場所 田中旅館（えりも町） 

ツアーホテル 

客室の様式 

旅館（ホテル）の客室は、相部屋（２～５名部屋）と 

なりますので、あらかじめご了承下さい。 

必要なもの 歩きやすい靴、防寒着 

必要なもの ・徒歩行程が少ないコースです。 

・昼食は、えりも町内の守人でえりも短角牛のバーベキューを堪能します。 

 

ポストジオツアー⑦ 
どんだけ～強風体験！えりも岬とんがりロード


