とかち 小 麦 ヌー ヴォー
共 同

育てる人

企 画

つくる人

「パン人生」
が変わる！ 小麦畑の旅

初夏の小麦畑ツアー2022

2 泊 3日の産 地 体 験
ご旅行
代金

7 4

月

6

水

2 泊 3日【大人お一人様】 66,000円（税込）

※ご自宅からJR帯広駅またはとかち帯広空港までの交通費は、実費となります。

■1泊目／3名1室
（相部屋になる可能性があります） ■2泊目／1〜2名1室
【1泊目追加料金】2名1室 ＋2,000円／1名1室 ＋11,000円

企画に関するお問い合わせ

旅行に関するお問い合わせ

小麦ヌーヴォー委員会 事務局：アグリシステム株式会社

ソーゴー印刷株式会社 Slow Travel HOKKAIDO

〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線15番地8 営業時間：8：30〜17：00
休業：第2・4土曜日、
日曜・祝日 E-mail：komugi-nouveau@agrisystem.co.jp

〒080-0046 北海道帯広市西16条北1丁目25 営業時間：8：30〜17：30
FAX：0155-34-1287 旅行業務取扱主任者：猿渡亜美

TEL 0155-62-2887（担当：佐藤）

TEL 0155-38-4188（担当：湯川）

To ur S ch e d u l e
1日目 7月4日（月）
13：20
13：30
14：00
15：00〜16：30
17：00〜18：00
18：30
19：30

JR帯広駅 集合（参加申込書で発着場所をJR帯広駅とされた方）
JR帯広駅 出発
とかち帯広空港

集合（発着場所をとかち帯広空港とされた方）

北海道農業研究センター＜試験圃場見学・品種育種他＞
小麦畑

見学（生産者交流）

十勝川温泉第一ホテル

チェックイン

夕食懇親会
十勝川温泉第一ホテル

2日目

北海道の旅を自由に楽しんでいただける様、出発地
から帯広までの交通手段は、参加者の自由計画と
なっております。左記の発着場所からはバスの旅で、
３日間のツアーを快適にご案内いたします。

泊

7月5日（火）

8：00
9：00〜10：45
12：30〜13：30
14：00〜17：30

十勝川温泉第一ホテル
小麦畑

出発

麦音

見学（生産者交流）
昼食

中札内村サイクリング旅
フェーリエンドルフ→中札内美術村→十勝野フロマージュ→
花畑牧場等（雨天時はバスで移動）

18：00
18：30〜20：00
20：00〜

帯広市内ホテル

チェックイン

夕食懇親会（生産者交流会）
帯広夜の街へ（自由行動）
帯広市内ホテル

泊

未来につながる情報をお土産に！

3日目

7月6日（水）

7：00
7：30〜 9：00
9：30〜11：30

WORK S HOP

帯広市内ホテル
小麦畑

出発

産地とつながり、小麦の安定供給を

朝食・見学（生産者交流）

アグリシステム

見学＜小麦蘇生倉庫・麦の風工房＞

セミナー

3日間の振返りワークショップ

12：00〜12：20
13：00〜13：50
14：10
14：40

JR帯広駅

昼食

セミナー

解散

とかち帯広空港

15名（定員40名）

添

JR帯広駅からJR帯広駅まで同行

1泊目…十勝川温泉第一ホテル

毎日交通（株）

2泊目…帯広市内ホテル

員

利用バス会社

ご旅行条件書【要約】

・ご当地小麦のパン屋さんが地域をリードする存在に
・通販による商圏拡大リスク、冷凍宅配パンの台頭
byパン食文化研究室 代表 青沼一彦

解散

最少催行人数
乗

byアグリシステム
（株） 代表 伊藤英拓

「パン製造小売り業の未来」

めむろ新嵐山展望台
帯広市内飲食店

「世界情勢を受けた小麦価格の動向」

利用ホテル

申し込み方法

別紙「申込書」にご記入の上、メール
またはFAXにてお申し込みください。

申し込み締切

2022年6月3日
（金）
※但し、定員に達し次第、募集締切

お申込の際、必ず「国内募集型企画旅行条件書」を別途お受け取り頂き、
ご確認の上、お申込ください。
当社ホームページhttps://slow-life-hokkaido.com/ja/tour/からもご覧になれます。

1．募集型企画旅行契約
（1）
この旅行はソーゴー印刷株式会社 Slow Travel HOKKAIDO（以下「当社」
と
いいます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、
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を締結することになります。
（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件の
ほか、
ご旅行お申込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅
行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
2．旅行のお申し込みと契約の成立
（1）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅
行代金の金額を添えてお申込頂きます。お申込金は旅行代金、取消料または違
約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
（2）電話、郵便、
ファクシミリその他の通信手段によるお申込を受け付けます。
こ
の場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、
予約の申込みの翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出して頂きま
す。
この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、お申込はなかったも
のとして取り扱います。
（3）申込金（お一人様につき）
旅行代金 20,000円未満

20,000円以上 50,000円以上
100,000円以上
50,000円未満 100,000円未満

お申込金 5,000円以上

10,000円以上 20,000円以上

旅行代金の20％以上

（4）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（3）の申込金を受領した時
に成立したものとします。
（5）通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に成立し
ます。ただし、E-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その
通知がお客様に到着したときに成立するものとします。
3．旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日からさかのぼって14日前にあたる日より前にお
支払いいただきます。

4．旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人数に満たない場合、当
社は旅行の催行を中止する場合があります。
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日前に当たる日
（日帰り旅行は3日前）
より前に連絡させて
頂き、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
5．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（1）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入
場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
（2）旅行日程に記載のない交通費などの諸費および個人的性質の諸費用は含ま
れません。
6．お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）
（1）お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただい
て、旅行契約の解除をすることができます。
この場合、既に収受している旅行代金
（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金で
取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
コ ース

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
右記日帰り旅行以外
①21日目に当たる日以前の解除
無料
②20日目に当たる日以降の解除（③〜⑦を除く） 旅行代金の20％
③10日目に当たる日以降の解除（④〜⑦を除く） 旅行代金の20％
④7日目に当たる日以降の解除（⑤〜⑦を除く） 旅行代金の30％
⑤旅行開始日前日の解除
旅行代金の40％
⑥旅行開始日当日の解除（⑦を除く）
旅行代金の50％
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加
旅行代金の100％

日帰り旅行
無料
無料
無料
旅行代金の20％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

（2）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出
頂いた日とします。
（3）お客様のご都合で出発日、
コース、宿泊ホテル等を変更される場合にも上記
の取消料が適用されます。

（4）宿泊のみご利用になった場合
旅行開始後の解除
または無連絡不参加
1〜14名 100%
15〜30名 100%
31名以上 100%

当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前〜20日前
50%
50%
50%

20%

無料
20%

無料
30%

10%

7．個人情報の取り扱いについて
（1）当社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との
連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要
な範囲内で利用させていただきます。
（2）当社では、①取り扱う商品、サービス等のご案内②ご意見ご感想の提供・ア
ンケートのお願い③統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただ
く事があります。
（3）
このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームペー
ジ（https://slow-life-hokkaido.com/ja/tour/）
でご確認ください。
8．
ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は、2019年4月1日を基準としています。また旅行代金は2019年4
月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

〈旅行企画・実施〉

ソーゴー印刷 株式会社
〒080-0046 北海道帯広市西16条北1丁目25
TEL. 0155-38-4188

（一社）日本旅行業協会正会員

北海道知事登録旅行業第2-757号

国内旅行業務取扱管理者：猿渡亜美

