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bB・ラクテイス金と
12時間と利用喰青絡機種別

塞6，480。

，露誰
4，536円

アクシオ・フィールター会と
12時間こ利用（鼻書籍調剛

琵8100円

春の∴∴30％
I涛㌢〇時／

ヴェルファイア・エスティマ金と
12暗闘こ利用（史書持直8m

寵17820円

，露説
5，670円12，474円
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【特集1】

富良野・美瑛で遊ぶ夏！……‥回

【特集2】

大人気の旭山動物園………‥・回

ConTen†S

賑やかさと静けさが
心地よい街　函館　‥　・・・固

札幌夏旅上　　　　　・圃

札幌グルメ情報………………‥圃

札幌（発）
ゴルフ場送迎プラン・・‥圏

山と海と歴史ある街
小樽………………………………・・固　　温泉⇔ご自宅送迎プラン・囲

ご当遺著櫓　　　　　　旅道夢VOi23でのご愛読感謝プレゼントは厳正なる抽選の結果、

東京都　山田様　左記の方がご当選なされました。誠におめでとうございます。

睡繁饗顕顕酸助鶉韓国固ま

㊧
新千歳空港⇒（直行）⇒札幌市内
ジャンボタクシー（9人乗り）
1台無料送迎券（22，000円相当） 鬱謙讃整霊

㊥1名機㊨認諾非職㊧講緯
一関－プレゼント応募の決まり　一

応募は官製八が手で応募して下さい。TEL　メール
では行なっておりません。当選発表は、次回号に
て、ご当選者の都道府県及び氏名（苗字）にて発表
致します。（ご応募いただいた方の個人情報はご当
選決定発送後、すべてデータは削除します）。葬送
は宅配便または普通郵便にて行ないますが　長期不
在、受け取り拒否などで未着の場合は当選を無効と
させていただきます。ご応募は日本国内Iこ在住の方
に限らせていただきます。ご応募はおひとり模1遇と
させていただきます。複数の応募を瞳認した場合は
無効といたします。本人以外の仮名や宗族亀最での
応裏は無効とさせていただきます。お一人様、各期
間に1ロ応募できます。（同じ住所、同じ電話番号
からの複数の応募については、一口の応募とみなす
場合がありますので　予めこ了承願います。）

①ご住所
②氏名
③年齢
④電話番号
⑤旅道夢を受取った場所
⑥旅道夢応募用紙

（表紙の三角応募券）
をお貼り下さい

⑦旅道夢について
一言コメント（感想）

国



田圃田嶋閏同園勝義園臨書鰹獅四郎細

多くの雑誌やパンフレット、ポスターで取り上げられ、名前は知らなくても写真は見

た事があるだろう。その花畑は毎年花の位置が変わっているのはご存知だろうかつそ

の理由は、同じところに同じ作物を作り続けると上手く咲かない傾向にあるからだ。

ラベンダー以外の花は一年一年場所を変えるので、スタッフの方は配置に頭を悩ま

せているという。その様な努力によって作り上げられた花畑は、紫のラベンダー、白

のカスミソウ、赤のポピー、ピンクのコマチソウ、オレンジのカリフォルニアポピーなど七色の花々がそのゆるやかな丘を彩

0、ファーム富田を、いや北海道を代表する花畑にまで成長したi

ファーム冨田はお花を見るだけでなく、ラベンダー資料館や香りの体験コーナーなどが

設けられている花人の舎、ドライフラワーやオリジナルグッズなどが取りそろえられているドライフラワーの含、展望デッキか

ら園内の花を眺めることが可能な森の合、ラベンダーからエッセンシャルオイルを蒸留する抽出工場の蒸留の含、香水を制作

する場が見られる香水の舎、1日ですべて廻るのが大変なほど各種施設も充実している。

またお手頃な価格で軽食も楽しむことのできる「ポプリの舎」では北海道産の野乗カレーや富良野パンを使用したジンギス

カンドッグの軽食。スイーツにはラベンダーのエキスが含まれているラベンダーソフトクリームやラベンダーラムネ、ラベン

ダー生シュークリームやラベンダーはちみつブノンといったものがあり、そのうちの幾つかは季節限定の商品となっている。

り同国調自画は聞因幡椅即葉音勧瞬陥動因日刊聞

ファーム富田といえば、花畑が有名なのは言う迄も無いが、もうひとつ

有名な物がある。それは「メロン」だ。目印は「とみたメロンハウス」と書か

れた大きなメロンのバルーンI花以上に目立っているそのバルーンは夏

季の間、大盛況である。現地でカットメロンを食べれる他、お土産に郵送

体制もバッテリな状態で営業している。カットメロンの他にも、北海道物

産屋でも大人気のこだわりのメロンパン、ラス

ク、メロンカタラーナ等が人気なメニューだi

メロンは7月から8月が一番甘く美味しい時

期。花畑もその時期に満開になるのでメロンと

花両方を楽しめる夏に訪れるのがおすずめだi

eラベンダーの輔はいつ頃でしょうか？
こ　例年7月中旬から下旬だが、丘一面が紫に

見れるのはせいぜい1カ月種度。富田ファー
ムさんは毎年WEBで開花状況を更新して
いるので、チェックしてから言†画をたてる事

田畦革靴何台くらいありますか？

富田ファームの駐車塚は約700台の註重
スペースを用意してはいるが、7月8月の
シーズンになるとあっという間に満車になっ

てしまうので早めに出発しよう。



丘のまち、美瑛の魅力をたっぷり味わう

ぬ 

金田的 ����布軸木、丘がいくつも摘魅力的な北海道の即 
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田圃四囲山口噛
一番有名なケンとメリーの木は、樹

齢80年ほどのポプラの大木で、昭和

48年頃に日産自動車のスカイライン

のCMに使われたことにより有名になっ

ていった。そのCMの登場人物がケンと

メリーだった為、ケンとメリーの木と名

付けられた。

賃＿閤間回向

どこを切り取ってみても絵になる風

景。美しい花々が咲き誇るテーマパー

クである。ひまわりをはじめ、ラベン

ダーやバンジー、サルビア、そしてペコ

二アなどが通年咲いており、年間約30

種類もの花々を楽しむことができる。
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ハイランドふらの
富良野市の開基80周年を記念して達成したラ
ベンダー園。3万4．000平方メートルにも渡って

広がるラ′ヾンダーの花畑は、あまりの広大さに
「ラベンダーの海」と呼ばれているほど。甘い香に
包まれて、花畑を縫うように設置した散策路を歩
くことができる。花の見ごろは7月中旬から8月上

業薪雑誌謬票∴鷺沼公園　　　旬。軸内‘こ立つ宿泊温泉施設「ハイランドふ
シター関連資料を展示して　名前の通Il数多くの烏が棲む公　らの」の大浴場からは、入浴しながらラベンダー
いる（まか、石けんやボブilなど　園で地元の人々に蜜されていの花畑を眺めることができる。目指入浴も可能o

難読書誌を諸認諾緯謂黙。
問は、温室内でラベンダーを
見学することができる。

…一　軒

「槍良野チーズ工法」「アイスミルク

富良野ワイン工場詔書嵩；誓≡鷲黒土
地元原料、厳達、販売という　を加えた「セピア」など様々なチーズを販売
一貫体制のふらのワイン。周　しており、コクのある「ふらの牛乳」も人気。 町費欒欒欝響然諾寵露繋瑠騎覇詫照聖二：董窯護諾窯窄
歓ができる。　　　　　　　　ができる。
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しらひげの滝
美瑛Iiiの白金温泉
の近く‘こある滝で、断
崖の裂け目から流れ
落ちる珍しい形状をし
ている。岩や石が湯
の花か付着したよう
に白く変色し、水はコ
バルトブルーをしてお

り非常に神秘的。
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ふれあい牧場
美しい自然の風寮が広がる
園内には、ポニーをはじめ多
くの動物が飼育されている。
千代田の丘見晴台から見る
丘は締鰹で、多くの子供連れ
の観光客が訪れている。

十勝岳展望台
十勝岳の中腹にある展望台。目前には壮大な
十勝岳がそびえ、眼下には緑豊かな美瑛と富良
野の街並みが広がる。高山植物を探勝できる歩
道があるので、散策を楽しむことができる。

三愛の丘展望公園
高台にあり大雪十勝の山並みを望める公園。周囲
の起伏に富んだ丘の風景が美しく、初更に「町花
すずらん」が見られる。森のなかを散策できる路な
どたくさんの家族連れや写真家で賑わっている。



旭山動物園の魅力を再発見。

旭山動物園には137種類730点の動

物が展示されており、ペンギンやホッキヨ

ククマ等の代表する動物たち以外（こも、

さる山、サイやキリン、猛禽類、は虫類、鳥

類などの、動物園らしいおなじみの動物
もいる。

その独特な展示方′去で今や日本国内
だけではなく海外からも見学客が押し寄

せる現在の大人気動物園へと変貌を遂

げ、今や北海道を代表する大人気観光ス

ポットのひとつだ。

ここでは「行動展示」、「もくもくタイ

ム」の2つに分けて、動物園に来た時に楽

しく見て回れるように詳しく堤藁しよう。

旭山動物園の中でも、行列ができるほどの人気があるのがあざらしの行動展示だ。

ここでは、2頭のあざらしがゆったり交差できる大きさに作られた直径15mの円柱

水槽を泳ぐアザラシを観察できる。

野生のアザラシは好奇心旺盛。動物園のアザラシもエサを求めて、この円柱水槽

を上下に泳ぎ繋がっている大水槽と頻繁に行き来する。お客さんのすく目の前に円

柱水樺があって、その様子を間近で見られるので迫力満点だあざらしが通るたびに

見物客からは大歓声が起こる。本当にすぐ側で観察できるので、体の斑点や紐かな動

きなど新たな発見ができるだろう。

チンパンジーの森チンパンジー館は人気の行動展示のひとつだ。

屋外放餌場は、高さ16mの鉄柱を森に見立てた遊具にロープが張D巡らされ、アフ

リカの森を再現しており、さまざまな遊具を使って遊ぶチンパンジーの姿が観察でき

る。チンパンジーたちの予想できない動きは必見だi

しかし、なんといってもチンパンジー館の1番の目玉は、地上5mの位置に設けられ

た空中トンネル「スカイブリッジ」だ。チンパンジーたちは好奇心旺盛で、自在に動き回

り、観察用のトンネルの上に来て興味深々で見物客に大接近してくる。さまざまな角度

からチンパンジーを観察することができ、コフのようなお尻から、手足の様子、足の裏

まで、普段見られない部分をじっくり観察できてしまうのた。

鳩山動物園の人気爆発のきっかけとなった行動展示は、1998年9月から目玉のひとつ

になっている「もうじゆう館」だ。ライオン、アムールトラ、ユキヒョウ、アムールヒョウ、グロ

ヒョウ、ヒクマと6桂瀬の猛獣たちが飼育されており、動物と同じ高さからの観察、動物を

上から観察をすることができるなど言さまざまな角度から動物を観察できるようになって

いる。中でもアムールヒョウは絶滅寸前の動物のため展示しているところは少なく、日本に

数顕しかいない。そのようなとても員重な動物を見れるのはとてもラッキーなことだ。

またアムールトラもアムールヒョウに並び、絶滅が高＼配されていて、トラの仲間では最

大で毛並みや模様がたいへん美しいが、世界に野生で500頭くらいしか生息していな

い珍しい動物なのだ。



オランウータンのもぐもぐタイムでは、地上17mで動き回るオランウータンの空中散歩を見

る事が出来る。もともと樹上生活者であるオランウータンたちは木登りが得意なので、飼育員さ

んが空中遊技捌こ置くエサを目指し、張り巡らされたロープを強い握力とたくましい腕、足を使

い遊具を自由自在に動き回るのた。エサを食べた後もここで寛いだDしていて、球型なのでさま

；ざまな方向からも観察することが出来る。ただこの空中散歩、オランウータンの残嫌次第では漬

「「　らないこともある。しかしその辺はご愛購。

鰯国謹躍頭重羽四匹ダイナミックな泳ぎ、迫力ある飛び込み（姫巻i

鳩山動物園でのQaA

ほっぎょくくまのもぐもぐタイムは、旭山動物園の目玉のひとつで、分厚いガラス1枚挟んだすぐ∃

の前で感じる（わきょくくまの大きさ、力強さは圧巻il日に2回行われるもぐもぐタイムでは、屋上

から餌が投げられるとほっぎょくぐまが豪快かつダイナミックに水中に飛び込み餌を食べる姿を体感

する事が出来るのた。大人気の為、とても混雑しているが1回のもぐもぐタイムで数回お客さんの入

善をしてくれる。特にお子さんは優先して前ぽ〒かせてくれるので混雑していても詰めず待つ事をオ

ススメするoあまりにも人数が多いと人数制限かかる時もある。しかしこれを見ずして旭山動物園は

語れないi迫力のあるはつきょくくまのもぐもぐタイム。ぜひ一度その日で確かめてほしい。

gmまるで空を飛んでる樹こ泳ぐペンギンに感馴
ペンギンのもくもくタイムは、1日iこ2回行われる旭山動物園でも人気が高いイベントのひと

つoその中でも水中で行われるもぐもぐタイムが大人気だ。スキューバダイビングによるエサや

りで、ダイバーが持つ工サのオキアミを食べにペンギンたちが群れをなして寄ってくるのだが、

泳いでいるペンギンはとても速く、その姿は本当に空を飛′書泥のようで、まさに水中を泳いでい

るというより飛んでいるという表現がぴったりだ。陸上でのもくもくタイムでは、飼育員さんにテ

ケテケと寄ってきてまるでおねだりをしている様な仕草がとてもかわいらしくてたまらないので

こちらも決して見逃せないi

eどんな服装がいいですか？　　　Qどのようiこ回ると見やすいでしょうか？

断裁鶉凝議謹繁　醒轄謀議謁課業認諾課業謡鷲
広くないので、気軽に楽しむ事が出来るi　　　　　ジュールを見てみようI

Q「もぐもぐタイム」はいつ結寄れますか？

閣議霊諜蒸器認　諾嵩繋柴認諾謂器議案見ると迷わないでよいでしょうi

÷∴‾－∴　∴三豊 
；講諾誤弊誌蕊器・甲 

冬期営業【11月中旬～4月初旬】10：30～15：30（入園は15：00まで） 

※営業日は各年で多少異なるので、旭山動物園のホームページをご確認下さい。 



彊鐘曲
⑭顕劾

閣醒薗
函館を訪れたことのおる方なら一度は目にした景色だろう、世界三大夜景のうちの一つで100万

ドルの夜景を誇る函館山だ。観光客はもとより、地元の子ともたちからお年寄りまで広く市民に親し

まれている。函館山山頂に向かう手段として、観光客と地元の子ともたちに人気なのか函館山ロー

プウエイだ。334mの山頂まで、約3分で到着するという、その約3分、窓の外にはロープウエイに

乗った人だけが味わうことのできる、賞沢な大パノラマが広がっている。空前の登山ブームに函館山でも多くの山ガールが

登山を楽しんでいる。登山初心者の入門編として登るにはピッタリの山で、子どもも一緒に登ることができるのが蟹しい。

その≡方向を海に囲まれ、海と街と自然のコントラストが美しい昼の景色をしっかり目に焼きつけて、夜も再び訪れてほし

い。昼間は鮮やかに青かった海が、暗黒の闇となD、街の灯りを引き立てている。山麓に広がる情緒あIilれる坂の街灯が夜景

に彩を添え、漁火は海の闇に幻想的に浮かぶ。

霜田躍顕
観光スポットとして有名なのか函館市重要文化財の旧函館区公会堂である。旧

函館区公会堂は明治43年に函館港を見下ろすことが出来る高台に建てられた。館

内は貴賓室や130坪の大広間などがあり、当時のままの華やかな雰囲気を残して

いる。また館内にはハイカラ衣装館があり、ロングドレスや燕尾服を纏い歴史ある

旧函館区公会堂の華やかな館内で記念写真を取ることも可能だ。子供のドレスな

ども用意されているのがうれしい。

ゴシック建築を用いた、高くそびえるとがっ

た屋根の大鐘楼が印象的な教会。北海道函館

市にある教会堂で、函館元町を代表する3教
抱

坂の上からは

函館港を望め

坂の下からは旧

函館区公会堂、函館港を一望できる元町公

園函館山山頂を見上げるように見ること

会の一つである。日本の坂百選に選ばれた石畳の続ぐ大三振“の一番上に　　ができる。またこの界隈は、函館市元町末

位置しており、日没後一夜のライトアップも美しく神秘的である。元町エリア　　広町伝統的建造物語保存地区として北海

は教会群洋館など22時までライトアップされており夜の散策も人気。　　　道で唯一国の選定を受けている。

醒顕司ニー「諏
ただ飲食店で注文するだけじゃ物足りない方へおすすめの遊んで

食べられる体験スポット「函館朝市　駅二市場」活イカ釣堀です。

釣ったイカは、その場でお刺身にしてもらい、鮮度抜群のまま食へら

れるのです。新鮮なイカは透明で、コリツコリの歯ごたえがたまりま

せん。醤油と生麦、ゴロ（イカの内臓）と一緒に食べてみてください。

日本でも有数の漁場で、矧こ鮮度は抜群です。やはり函館といえば海鮮丼。獲れたてのイカやキラキラしたイクラ、新鮮な

ウニなど単品でも美味しい食材を、オンザライスでいただくのですから、もうそれは至福のどん13わなワケですよ。



塾蟻酸餐壇
，廿里鴫へ

五稜郭へ来たら、まずは五稜郭タワーに上ってほしいです。てっぺんからは五稜

郭公園の全貌を見ることができ、大きさや形、堀や線、中央の箱館奉行所など眺望

してみてください。さらに展望室iこは展示スペースが設けられており、五稜郭歴史

回廊で五稜郭の歴史を学べます。そして16もの情景模型は五稜郭が経てきた激

動の歴史と戦争、人々の生活をイメージしやすくなっています。l／250の五稜郭

復元模型は竣工当時の五稜郭の姿を正確に再現しており、現在の姿と見比べるこ

とができるんです。タワー内の展望室で眺望し、歴史を学んで、それから実際に五

稜郭公園へ繰り出します。何も知らずに行くよりも何倍も楽しめて、感慨もひとし

おになること間違いないです。

結締奉行所は、1854年に蝦夷地の開拓や外交を目的として設置された江戸幕府の

役所。当初は函館山の麓に置かれていたが港湾に近かったため五稜郭の中心へと移転

し1864年に完成しました。その後、新撰組を含む旧幕府華が五稜郭を占拠し、箱館戦

争の舞台となり、激戦の末旧幕府軍が降伏し、1871年に箱館奉行所は解体されてしま

いました。そして2010年（平成22年）7月、140年の時を超えて箱館奉行所が復元さ　一m

れました。箱館戦争の最中、元新撰組副長土方歳三が戦死してしまうのは有名な話で、函館五稜郭周辺には土方歳三最期

の地としてその足跡が数多く残されています。

黛諸塾頭夢頑恐跳躍膝勤
ベイエリアは、函館山、元町エリアに並ぶ、多くの商業

施設が集結した人気の観光地です。おしゃれな工芸品や

お土産、スイーツ、レストラン、ご当地グルメ、ファッション

雑貨など何でも揃うので休日は特に賑わっています。函

館旅行を楽しむ上で、歴史も感じていただける金森倉庫群には、オルゴールやガラス

などの素敵なお店が入っていて、手づくりのお土産を制作できますよ。

ライトアップが素敵なベイエリア周辺では素敵なレストランもたくさんあります。夜

の遊覧船で海上散歩もいいですね。

画題膳勇者妻

トラピスチヌ修道院は日本初の女子修道院であり、フランスから8人の修道

女が派遣され、設立したものである。高台にあり、修道女が生活している建物内

国璽＝孟講義壷日誌崇竃謝謀議龍詰議護藷護憲業
函館にある立待岬は、夜景で有名な　ができる。綺麗に手入れされた美しい庭を見ながら、清楚で落ち着いた雰囲気

函館山の南端に突き出ており、津軽海峡　が楽しめるのたこの修道院の中では、現在も、修道女が厳しい規律の中で読書

に画した断崖絶壁の帽である。ダイナ　やお祈りをしながら生活しており、売店で販売

ミックな景色と押し寄せる波の音と強い　しているマタレナケーキやバター飴などを

風が印象的で、函館の海岸線などの街　作っているo

が一望できる。天気が良けれ快活の彼　　このマダレナケーキ

方に青森県の下北半島を望め、壮大な　は、大変な人気があ

海と見晴らしの良い景色が広がり、見て　〇・売り切れになるの

いるだけで満足できるのた。　　　　　で早めに行こう。

ll



襲讃頻頻醜
’夏の始まりを告げるお崇げといえばなんといってもYOSAKOiソーラン祭り】賑やかなソーラン節が流れ始める

と夏がきたな－iという感じでワクワクしちゃいますね。

地元民から親しまれているお祭りと言えば「北海道神宮例祭（札幌まつり）」でしょうか。お花見スポットとしても有名

な北海道神宮の境内と中島公園内に露店がずら一つと約500店ほど並ぶ大きなお祭りです。毎回前に進むのが大変

なくらいに賑わいます。

夏本番を迎えた7月いよいよ始まるのが、「札幌夏薫り」です。期間中の約1ケ月、札幌の街はイへント尽くしになりま

す。大通5丁目一日丁目までの大規模ビアガーデンから始まり、北海盆踊り、フリーマーケットのさきがけである札幌

バザールなどが連続で開催されます。

同時矧こ「狸まつり」や「すすきの祭り」も開催される為、どこにいってもお祭り状態。お祭りのはしごなんてなかなか

出来ないですよね）

そして夏と言えばやっぱり花火はし幌では皇平川で開催される「道新UHB花火大会」が有名です。

窃麺陳頭暖）
なんと東京ドーム54個分もの広さで“花を楽しめる公園“として親しまれていま

電離勤陪　器器器器器謀議㌶莞謀議
一面に百合が咲き乱れ、まるで絵本にでてくるようなお花畑が目の前に広がります。

亜題古玉田遷憂
この時期になると色とりどりの

お花がさいているのでかなり癒

されますね。実は大通公園にはパ

ラ園があるって知ってました？

初夏にはパラが見頃になるの

で、12丁目まで足をのはしてみ

るのもおすすめですよ。



擾堕幽圃図
夏に旬を迎えるものと言えば、なんといってもウニとイカ。札幌は海に画してこそいな

いものの、小樽をはじめ、様々な漁港から新鮮な海鮮が直送されてくるので居酒屋ひと

つとってもレベルが高いんです。とろけるような食感に濃厚な甘みのウニは絶品I新鮮な

イカは透明感があってコリコリの食感がたまりません。刺身だけではなく、焼き物、煮物、

揚げ物、撞類や部位によっていろいろな味わいを提供してくれます。一番美味しい食べ

方を聞いておまかせしてみるのか一番Iお店との出会い、料理人さんとの会話、初めての

味わい、鮮魚を通じて楽しい一期一会をお土産にして下さいね。

北海道グルメの定番であるジンギスカン日

夏、特におすすめしたいのは、青空の下で食べるジンギスカンです。お店の中で食べる

ジンギスカンももちろん美味しいですが、太陽が照りつiナる青空の下で熱々のジンギス

カンをピールとともに家族や友達とわいわい食べるのは格別です

敗報や≒麹離婚遷顕顕

最近園内が次々にリニューアルされ、以前より間近で動物を見ることができるようにな

りました。おすずめしたいのか夏休みなどに期間限定で行われている「夜の動物園」。閉

園時間が21時まで延長となり、動物達の夜ならではの姿を見ることができます。

また、SAPPOROCiTYJAZZとのコラボで園内でジャズが聞けたり、円山クラスの

人気スイーツが大集合したりと各回様々なイベントが開催されているのでそちらも一緒

にチェックしてみると面白いと思います。

馳蝿⑳頭萎

いろいろな体験をしてみたい1という方におすすめ。

夏の時期だと、とうきびやブルーベリー収穫体験を楽

しめます。アイスクームや生キャラメルの手作り体験もできますし、引き馬やパークゴル

フなどでアクティブに楽しむこともできます。

2011年12月にリニューアルし、施設も乗り物も装い新たになった「札幌もいわ山

ロープウエイ」。絶景以外にも見ところ満載i山頂には「スターホール」という最新鋭の施

設があり、次世代型のスーパープラネタリウムMAGASTAR（メガスター）」を楽しめる。

藻岩山展望台にある「THEJEWELS（ザ　ジュエルス）」では、夜景を見ながら食事を

楽しむことができるムード満点のレストランだ。北海道三大夜景のひとつとして知られる

地上531mからの夜景をバックに、フレンチを堪能しながら過ごす一時は忘れられない

思い出になるだろう。

」抽出情話餌　　　　　　　　　　　　　　　－‾「

幻想的にライトアップされた噴水がひときわ目を引く「旭山記念公園」。噴水の向こう側に

広がるのは、オフィスの灯りを中心とした190万都市の札幌の夜景だ。そんなに高くないた

め、石狩平野JRタワーノルペサの観覧車など近くに惑じる事が出来る。

札幌の中l己地から車で15分ほどの好立地にあるこのスポットは、気軽に行けるため地元人にも観光客にも人気が高い。

無料で夜景が見れる旭山記念公園は手軽に行けると好評だ。

13



塊蟻選溺
JR小樽駅から徒歩で約7、8分で運河に到着。

運河の歴史をさかのぼればなかなか長いので、このことは人力車や運河クルーズ体

鞍や博物館で知ってもらうことにしましょう】運河の中でも観光客で賑わう散策路のあ

る運河は、絵描きゃアクセサリー屋、音楽を演奏している人などが、その雰囲気を盛り上げてくれることでしょう。浅草

橋周辺には運河クルーズや写真スポットとして人気が高く、周辺には出抜小路や堺町通りもあり、多くの観光客が訪れ

てます。逆に「北運河」と呼ばれる運河の幅が昔と変わらないエリアは、ゆったりと落ち着いた情緒的な雰囲気で、静か

に散歩したい人にはオススメi

実は昔はヘドロで悪臭を放っていたiナビ昭和61年ころからキレイに清掃され、レトロ感あるガス灯と御影石により、

道が整備され「観光都市小樽」としてのきっかけになったんですよ。

選嬰頻胆躍勘
小樽運河沿いの大通り（道道臨港線）から一本内側にある堺町通りは、人力車を

利用するお客様からの「案内して欲しい」という要望が多い人気スポット。ただ人力

車だとだいたい10分程度で回れてしまうので、より街歩きを楽しんでもらうため

に、北運河や北のウォール街という小樽ならではの趣を感じられるエリアを巡り、最

後に堺町通りへお連れするというパターンが多いです。堺町通りにある店のほとん

どが夏は18時、冬は17時くらいでクローズしてしまいます。明るいうちに散策でき

るよう、スケジュールを組ものがポイントです。

小矧こは数多くのレトロな建物や歴史的

建造物がありますが、堺町通りも例外では

ありません。漁家倉庫店舗料亭寺院

教会銀行などさまざまな用途の建物が造　与

られ、現在もその面影を残しています。運河　毒

側から堺町通りに向かうと、まず最初に目に 這竃園

入るのが「大正硝子館」の本店。明治39年に建てられた名取高三郎商店を改装し

た趣のある店舗です。「大正硝子館」は「とんぼ玉館」や「び一どう領」など堺町通り

にいくつか姉妹店があり、どの店も個性豊かで違った魅力が楽しめます。「大正硝子

館」の道路を挟んで隣にある「小樽浪漫館」は、明治41年に建てられたi日百十三銀

行小樽支店を利用したもの。アンティーク家具が配された明治期の由緒ある建物

の中には、テーブルを埋め尽くすほどの天然石やアクセサリーを販売しています。

「堺町通り」と言えばスイーツの食べ歩きが楽しめることでも有名。全国的にも知られている「ルタオ」は、計5店舗が集結

しています。その他にも、シュークリームで知られる「北葉桜」や、創業40年のコーヒーショップ「可否菜館」が通りにずらり。明

治期に作られた漁業用倉庫を利用した北一硝子三号領館内の喫茶コーナー「北－ホール」は、石油ランプの灯りだけで営業

し幻想的な雰囲気が楽しめる。休憩がてら、各店の自慢の一品を食べ比べてみてはいかがでしょう。



寿司ネタにも句はありますo例えばウニを食べるなら6月一明主に香と秋に漁期があるシャコ

（ちな訓こ味はオスが良い）、秋口のサンマやいくら醤油責け等々o最近は冷凍技術も発達して、

年中美味しく味わえるのも事実ですかやはり天然の生ものを味わっていただきたい。そのため

I二は、ネタの入荷状況（シケなどで入荷しないことも有るので）を閥してから行くのが一番です

「園田二謙語霊認諾謹憲蒜
oI

圏がドーンとのったものまで　まさに北海道の食と言った燕があります。

小矧こ限らずなお話しではありますかせっかくカウンターの寿司屋に来た

なら、大将やお店のスタッフと積極的に会話を楽しむことをお勧めします。客と

向かい合って料理を出すカウンターでは、職人はいつだって目の前のお客様を

最高に持てないたいと思っているのですよ一今日一番食べてもらいたい、とっておきのネタが出てくるかも

しれませんし、小樽の魅力や穴場なスポットなどの耳寄り情報も聞けること間違いナシi

劃彰時事電撃輯董題翳鬱＿露
続いて坂から山へ。小樽（こは高い山は無いけど∴楽しめるスポットがたくさんありますよ。

北海道3大夜景の1つとして知られる「天狗山ロープウエー嶋、昼は小樽の街並みと、澄み

切った日本海に対岸の増毛連山が望め・夜は素晴らしい夜景をみせてくれることでしょう。

ロープウエーの頂上（こは「天狗山スライダー」と呼ばれる最高時速40kmで滑走する草原

ボブスレーや、森林浴のできる林道などもあるので家族連れにもオススメi

匿題額政教や＝敦魂蕩苗薗閲喫
おたる水族館は・バリエーション豊かな魚介類を展示している本館と、イルカショーが楽し

めるイルカスタジアム、そしてセイウチアザラシトドペンギンなどの海獣が飼育されてい

る区画、そして遊園地であるマリンランドで構成されている。実に遊びこたえがある水族館

ということが言えるだろう。ちなみに海獣のための公園I二は自然の入り江が利用されてお
。、野生のアザラシやトドが迷い込んでくることもあるo海鳥の姿も多く見られ・のびのびとした雰囲気が漂っている。

妙鱒暁闇膳妄評勇躍謹選醒証二
積丹は北海道西部、後志地方にある積丹半島の日本海に画し、北海道で唯一の「海

中国定公園」に指定されているe透き通った「積丹フルー」といわれる海で知られ、講

や大岩が点在し、入り江と断崖絶壁が続く涌丹といえば生ウニ厘の味覚の王道とも

言われている0ウニの解禁期の6月から8月末頃まで○旬の味覚を味わおうiその他に

も積丹ブルーを間近で楽しめるシーカヤックや和船、水中展望船などで体類もできる。

小樽や積丹といった後志の観光地を訪れる人が、必ずといってよいほど立ち寄る

スポットかニッカウヰスキー余市蒸溜所だ1934年に創業者竹鶴政孝氏により

開設され・敷地面積は13万2000平方メートルと広大○この中では、シングルモルト

ウイスキー「竹捌「余市」をはじめとしたニッカ製品が醸造されている。見学者は自

由Iこ敷地内へ立ち入ることができ、歴史ある建物を見たり、ガイド付きの無料見学に

参加したり・試飲を楽しんだりと、魅力いっぱいの観光スポットだ。
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二ノ　ノ　二ノ

馳職琵能易薄物曙
▲　ノ　ノ　ノ　ノ　ノ　　ノ′　ノ　ノ　ノ＿ノ、二ノ

Cテレ鴎か大越公幽∴∴∴∴受贈閤菅　　　　　　　　　i⑥IH道庁赤レンガ
大通公団の東側にある「さっぽろテレビ塔」の　　街のど真ん中にある上ビルに囲まれているため　　札幌のシンボル的名所といえげまずは旧道
地上から頂上までの高さは1472m。地上　　想像ほど目立ちはしないのですが記念撮影ス　　庁赤レンガ。春先から秋にかけては季節の
90mの位置には展望台があります。展望台へ　　ポットとしては外せれ、と思います。そして時計　　花を楽しめますし、周辺には多くの木々や小
は3曙よりエレベーターで約1分。10台ある望　　台の中には、時計台の仕組みや札幌の歴史　　さい潮もあり都心の中にあってマイナスイオ

道鏡より、大通公園はもちろん、日本海や石狩　　がわかる資料館があります。そして2階のホール　　ンたっぷりのスポットでもあります。
平野を背景にした札幌市全域が見渡せます。　　ではコンサートなど音楽イベントも行われます。

i④大倉山シャンツェ　　　　　（ら準ケ丘態整合　　　　　　i③iもいわ山ロープウエイ

「大倉山展望台」は、札幌市街の大通公田か　　眼下に広がる札幌の街並を見渡しながら、　藻岩山は、札幌市のほぼ中央という絶好の
ら西側へほぼ延長線上にか）、車で約20分の　クラーク博士の立像や、羊の放牧風景など　　ロケーションにあるため、山頂の展望台から、
距離だ。標高307mの展望台からは、ラージヒ　　の眺めが楽しめる景勝地。敷地内には　　札幌の街並みと自然豊かな景色を、360度
ルのスキージャンプ台と街の展望が広か）、抜　「羊ケ丘ほっと足湯」「さっぽろ雪まつり質料　　見渡すことができる。夜は宝石を散りばめた

潜の開放感と迫力を味わえる。北海道ならで　　舘」をはじめさまざまな施設があります。札幌　　ような夜景が目の前に広が）、その美しさは
はの景色、食、文化を満喫しに出かけては？　　　観光には外せないスポットだ。　　　　　　　圧巻。「北海道三大夜景」と呼ばれている。

（う白い恋人パーク　　　　　　⑧札幌場外市場　　　　　　　⑧札幌円山動物園
白い恋人パークは、「白い恋人」の製造工　　北海道旅行の楽しみといえば、なんといって　　雨や雪の日も屋内から生き物を観察できる
瑞があるチョコレートファクトiノー、中世イギリ　　もおいしい食べ物。「新鮮な魚介や農産物　　札幌市円山動物園は、展示館に配置する
スの建築様式を取り入れたチュダーハウ　　を買いたいiJ「安くてうまい海鮮丼を味わい　　植物の淫類や、本来動物が暮らしている環
ス、プロサッカーチーム「コンサドーレ札幌」　たいiJ「朝から魚が食べたいi」。そんな願望　　境にできるだけ近づけた生息環境展示が

専用のサッカー練習場もあります。そのス　　をすべて叶えてくれるのか「札幌市中央卸　　特徴。子ともはもちろん大人もワクワクする
ケールに驚くはずです。　　　　　　　　　売市境海外市塙」だ。　　　　　　　　　ような工夫がいっI乱、です。

【札腹痛的4時間コース】（モデルコース）
札幌⇒大通公園⇒時計台⇒旧道庁⇒千歳徳満ミュージアム⇒大倉山シャンツェ⇒羊ケ丘展望台など⇒札幌

〈小型車〉￥18400　　　〈中型車〉￥16，200　　　〈ジャンボ〉￥32，000



執轡爵鵠易蔀物語
メ　ノ　ノ　ノ　ノ　ノ∴ノ　ノ　ノ

（DIJ、樽運河

運河に沿って、石造りの倉庫群や歴史的
建造物などが点在している。夕蔓れ時にガ
ス煙の火が灯りはじめて、空にあわく夕陽が

残っている光景は、なんともいえない趣があ
り、ロマンチックな雰囲気をかもしたしてい
る。

②小樽オルゴール堂　　　　　③北一硝子
明治時代に建てられた赤レンガの建物を利　小樽のガラス専門店といえば、全国区でそ
用したオルゴールの専門店。広々とした空　の名を知られる「北一硝子」。日常使いの詰
問にこれでもかとガラスで作られたオルゴー　　から、アクセサリーに美術品まで、幅広い品
ルが飾ってあります。シンプルな箱形から壁　揃えと多彩な店舗展開で小樽観光には
掛けタイプまで約3400種がそろっている。　外すことのできか、スポットだ。
店舗前には蒸知謀†がある。

（引田日本郵船（株）小樽支店　　⑥石原裕次郎記念餌
（旧薄山別邸）明治39〈1906）年に建てられた、近世ヨー　小樽は、石原裕次郎が幼少期を過ごし、第2

大正時代に6年半の歳月をかけて建てられ　ロバ復興様式の石造りの重厚な建物。　の故郷として懐かしんだ町。その町に裕次郎
た。ニシン漁で財を築いた、祝津の大網元・　床、壁、天井、シャンテノア、暖炉などが建築　の軌跡をたどる記念館が建っている。出演作

青山家の別潅。国登録有形文化財に指　当時の状態に忠実に復元され、小樽の栄　品の上映、思い出の名場面の再現セット、
定されている。邸内の側二は、当時一流絵　華を今に伝えている。　　　　　　　　裕次郎の着用していた500着以上の洋服

のほか、ヨットや費享まで展示されている。

こ：ニーーm STl T／二、＿it二‾

⑦小樽天狗山ロープウェイ　　⑧小樽運河ターミナル　　　　⑨小樽水族館
春は山菜採り、夏はハイキング・秋（よ紅葉を　大王11（1922）年に三菱銀行小樽支店と　イルカやペンギンショー、姦快なトドのタイピ
観に、冬はスキーと四季を通じて楽しめる。　して建てられた欧風の建物を再利用。「洋　ンクなど様々なショーを楽しむことができま
ロープウエイが山麓と山頂を約4分で結ぶ　菓子・喫茶あまとう」「オルゴールラボ海鴨　す。「さあってEzone（エーゾーン〉北海道な

山頂には4つの展望台があるo小棒が一望　桜川よんじゅう桑田屋」など小樽にちなんだ　らではの日本一水が冷か、タ，チ水槽」が
できる夜景スポットでもある。　　　　　　店が揃う。　　　　　　　　　　　諸費現。生き物などに触れて学べぷことが

できます。

【礼譲と小樽観光7時間コース】（モデルコース）
札幌⇒（大通公園　時計台　大倉山シャンツェなど）⇒小樽（小樽運河　オルゴール堂北－ガラスなど）⇒札幌

〈小型車〉￥30，000　　〈中型車〉￥32．000　　〈ジャンボ〉￥46．000

17



お寿司
北′毎道はならではの新鮮な′毎の幸を、

寿司で食してみませんかつ
ウニやイクラはもちろん、旬の味覚がたっIiわ。

すし善本店　　監砦誓器西富岩豊2慧電器68

鮨田なべ　　詳雲字詰豊駕3苦言孝吉イノ宝器三2護器

ふしみ

金寿司（きんずし）

回札幌市中央区南6条西4丁目新宿通り高瀬ピルlF　回011－53十4533

回i昼1700－翌200　回不定休

園札幌市中央区北2条東7丁目　四〇11221－2808

回1130－2120　囲日曜日

四季はなまる　　　　固札幌市中央区南4集西2丁目2－4M－SOUARE2F囲年中無休

すすきの店図月一土1100－2300日祝1100－2200　回Oll－520－0870

か1こ料理議諾護荒い。
札幌かに本家

すすきの店

北海道かに将軍
札幌本店

かに料理　かに亭

札幌かに屋　本店

えびかに合戦
札幌本店

蟹食い処蟹工船

回札幌市中央区南6条西4丁目1－3　回011－551－0018

回1130－2300　困年末年始

回札幌市中央区南4条西2丁目14－6　回050－5789－0315

回1130－2230　回年中無休

回札幌市中央区南5条西6丁目　多田ビル2F　団050－5798－7377

回1700－2300　回年中無休

回札幌市中央区南4条西2丁目11回Ol1－222－1117　回年中無休

回目一会Il00－15001700－2230　土日祝日00－2230

回札幌市中央区南4条西5丁目　F－45ピル12F　四〇ll－210－0411

回1600－翌000　回年末年始

回札幌市清田区l条4丁目5－41回Ol1－8848050

清田本店国1100－2130回年中無休



ラ「メン議器諜認諾議
ら－めんでつや　　田札幌市中央区南7条西12丁目2－19アートMSIF　回011－563－0005

南7条本店国1100一望200　困水曜日

すみれ札幌本店　冨嵩誓嵩の電繁豊諸因0廿824掻5

えびそば一幻　　　国札幌市中央区南7条西9丁目102410　回0廿5－3－0098

総本店　　国1100一望300（ス‾プ切れ終了）困水曜日

白樺山荘札幌本店計器器岸詫諾7‾12回01－据8882

閣ビ胡園
北海道名物のジンギスカンを味わうビアホール。
工場直送の生ビールで乾杯しようii

札幌ビール国　　許器器条詳議書惹l50‾550

北海道ビール固　執驚器害3謹課外二ング9F回050－5834‾4552

キリンビール図本飽　田札幌市中央区南10条西lT目上60　回0廿533－3000

中島公園属国1130－2200（平日ランチ1030－1500）困年中無休

アサヒビール園　　　田札幌市白石区南郷通り4丁目南1－1回Oll－863－5251

白石はまなす館　国1130－2130　回年中無休

ジンギスカン諜繋…詳護嵩を

だるま本店　　鴇器器5詣慧器豊謀臣552‾6013

ふくろう亭　　　器深紫8詩誌2砦夕詔書詰月曜日

ラムハウス・ケケレ　冨票業苦謂書誌‾崇豊器諾2詰年中無休

松尾ジンギスカン　　回札幌市中央区南l条西4丁目16－1商館ピルIF　回Oll－219－2989

札幌南一条属　国ランチ1100－1500ディナー1700－2330　回年中無休
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堂山謹莞ン（片萱，量
、閏∴陸軍憲一：

ゴルフ培 �園 ��閣 �葛蓬田i 

10．000円 �18．000円 

札幌北 �C一一銭函iC 

12．000円 �20．000円 

札幌北 �C→朝里iC 

札幌北 �C→江別東IC 

札幌北 �C→恵庭iC 

札幌北 � 

札幌北 �〇一一恵庭iC 

札幌北 �C→江別東【C �14．000円 �22．000円 

札幌北 �C→千歳iC 

札幌北 �C→千歳iC 

札幌北 �C一一千歳iC 

札幌北 �C一一千歳iC 

札幌北 �C一一千歳東【C 

札幌北 � �16．000円 �24．000円 
札幌北 �C→千歳東IC 

札幌北 �C→千歳iC 

札幌北 �C一一千歳iC 

札幌北 � 

札幌北 �C一一千歳iC 

札幌北 � �18．000円 �26．000円 
札幌 �ヒ→追分町C 

喜璽垂
璽堕里

漢ゴルフバッグなど大きなお荷物が沢山ある場合は、軍内に積み込む事が難しい場合がございます。
ご予約の際には必ず、ゴルフバッグの個数などお荷物の畳をお知らせ願います。

Sお支払い方法は、当日現金支払いもしくは銀行振込となります。
S高速料金をご利用の場合は当日別途、お客様お支払いとなりますので、予めと了承願います。

新千歳空港発着ご希望のお宮様はお問合せ願います



出発地 �到着地 � � 

新千歳空港 �札幌市内 �11．000円 �22．000円 

新千歳空港 �ティネスキー場 �14，000円 �24，000円 

新千歳空港 �定山渓温泉 �16，000円 �26，000円 

新千歳空港 �国際スキー場 �18．000円 �28．000円 

新千歳空港 �朝里Iii温泉 �16．000円 �26．000円 

新千歳空港 �キロロリゾート �20．000円 �30．000円 

新千歳空港 �小樽市内 �16．000円 �26．000円 

新千歳空港 �登別温泉 �16，000円 �26，000円 

新千歳空港 �洞爺湖温泉 �24．000円 �34．000円 

新千歳空港 �富良野市内 �28，000円 �38，000円 

新千歳空港 �ルスツ）ゾート �20．000円 �30．000円 

新千歳空港 �ニセコリゾート �26，000円 �38．000円 

新千歳空港 �夕張市内 �18，000円 �28．000円 

新千歳空港 �トマムリゾート �26，000円 �36．000円 

新千歳空港 �サホロスキー場 �30．000円 �40，000円 

※高速料金は、当日別途お支払いとなります。

ご予約“お問合せは
こちらへご連絡
下さい！

様々な送迎プランや観光プランもございます！ 

是非、HPをご覧下さいませ！i 
www。Iikenet。infb／ 

≦遠道轟窒 

：ぷ三三三雲 
札幌市北区屯田5条7丁目1－60
北海道知事登録　旅行業第3－433号

受付時間／月～土　AM900－PM500
日“祝　AM9．00－PM300
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送迎料金込みのお得なプラン！
ご自宅の玄関からホテルの玄関まで

お車で快適に起こし頂き
温泉と美味しいお食事
そしてくつろぎをお楽しみ下さい。

警醒鶉馳評
定山渓グランドホテル瑞苑の場合

願 主● �露壇輩韓＝認答案駕羅諾券付き＞ 　ii札幌市内の場合同便近郊の填合i 

∴　∴十：∴∴∴∴「：∴∵∴∴ 
1　日　　　　　　〝 ��� �一組2名1畠ilS・000円1181000円i※紬の粗金舶載しておりませんので、鯛合せ下きい。i 

）＿＼高話五・ご宿泊プラン・人数・車種に、とII料金 ����� 

詰れ＝＼信二＼希望のご宿泊先にてお見散り致しますので 

∴∴：一幸∵∴「∴工 ／思いiI一 　　　書l一 ������笠の 積り ��承 �宿泊先にて ります！ 

開 発 �勤i 
（蕎緯≒謁‾二繭蓬 標を二言／／／－仲　卸磐罷　≡‾了＼要目圏喜田 

乙糞 � ��∴∴∴∴－－∴　占∴：∴　＿ir∴ ��・十 �↑∴ � �温 �泉　など 

∴÷∴㍉「∴ ����0 �3号 5：0 ：0 �� 

ご予約 お吉か－！ �・お �問合せI �たちらへ　　　　TELOl1－776－5050 

ノ �∴∴： �∴一∴ 　　　　中北海道知事登録旅行業第3－ フi）「 ���挑干　受付時間／月～土AM9：00－P ���M 

し，＿＿＿一一三＿ ���臨、さい（）縞　　　目“祝AM9：00～PM 



定山渓滞京限定
ホテルからススキノ直行

懇串♂ま電

6名標－9名機　10名標～13名標
（ジャンボ車輌1台）　　　　（スーパージャンボ車輌1台）

16，000円（税込み）20，000円（税込み）
●定山渓温泉からススキノまでの片道　　●満車の場合はご利用出来ません　　●定山渓温泉∴こ桔泊ホテル

●ご予約は前日の18．00までとなります　●お支払は当日、現金支払いとなります　こ出発時面罵17：00－20：Ooとなります。
●その他、各商品コースもございます。お問合せ、ご相談をお待ちしております。　　　ご予約の際、ご出発時問を伝え下さい

※大型l〈スもございます。

糞薫類童所期拳董掴司　側課㊦脚⑪遁⑤
国睦子網霞目，側棚㊤姫週申閉脚㊧鱈⑪
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≪鯵 ライクネット　℡（011）776°5050
予約センター　〒002－0855札幌市北区軸5条7丁目

【受付時間】㊥～㊧AM9：00－PM5：00

タクシー観光ガイド
㊥・㊨AM9：00－PM3：00

書棚旧市内1時間札幌市内卜大通公園卜時計台卜旧道庁卜大倉山シャンツェト札幌市内
《小型〉￥4，600　《中型》￥5．400

菓札幌市内2時間札幌市内卜大通公園卜時計台卜旧道庁卜大倉山シャンツェ卜千歳酒ミュージアムなどト札幌市内
航＼型か￥9，200　《中型か￥10，800　《普通ジャンボ〉￥20．00○

○札幌市内3時間札幌市内卜大通公園卜時計台卜旧道庁卜大倉山シャンツェ卜千第酉ミュージアムトもいわ山展望台などト札幌市内

糾し型〉￥13．800　《中型〉￥16．200　《普通ジャンボ》￥27，000

賀相続（纂）“小樽　札幌（着）札幌市内卜小梅運河オルゴール堂北一硝子石原裕次郎記念館旧日本郵船青山別邸などト小樽市内
＜e鴫Ⅲ＞　　　　　　　　　　　勅＼型〉￥28，000（中型》￥30iOOO　《替通ジャンボか￥44．000

8札幌（乗）小鳩・余市　札幌（着）札幌市内卜小樽運河オルゴール堂北一硝子などト余市ニッカ工場卜札幌市内
＜6晴間＞　　　　　　　　　　　　鮎jl型》￥30．000　《中型》￥32，000　《普通ジャンボ〉￥46，000

0札鯛（繋）札請“小樽　札鴨（篇）札幌市内卜大通公園時計台旧道庁大倉山シャンツェなどト小樽市内小樽運河
＜7晴間＞　　　　　　　　　　　　オルゴール堂北一硝子石原裕次郎記念館旧日本郵船青山別邸などト札幌市内

鮎」1型か￥30．000　倍中型〉￥32，000　《普通ジャンボ》￥46，000

●富良野・美瑛●

S相続（発ル富良野・美瑛　奮良圏（欝）札幌もしくは新千歳空港ト（高速）♭美瑛の丘♭柘真歴世富田ファームト
＜7時間＞　　　　　　　　　　　　　　　謹郷の森（北の国から）ト富良野

仙＼型か￥34，000　《中型船￥36．000　《普通ジャンボ〉￥48，000

8札幌（輔）富良野・美瑛＿富良野（禦）札幌市内か（高速）を美瑛の丘拓真録富田ファーム麗郷の森（北の国か
＜9時間＞　　　　　　　　　　　　　　　ら）など♭札幌市内　　　　　　　　　　※新千歳空港発着もOKli

鮎jl型》￥38，000　《中型》￥40．000　《普通ジャンボ〉￥50．000

●旭山動物園●

獲旭山動物園号くさ職場一g晴間＞
札幌卜旭山動物園（自由見学5時間）ト札幌または新千歳空港

鮎」＼型〉￥30，000　《中型〉￥34．000　《普通ジャンボ》￥46．000

0鳩山動物田・貰い池＜8機軸＞
札幌卜鳩山動物園（自由見学25時間）ト青い池卜札幌または新千歳空港

糾し型〉￥38，000　《中型〉￥40．000　〈普通ジャンボ》￥50．000

喜伯山動物na富農野・興噴デラックスコース＜11晴間＞
札幌ト（高速）ト旭山動物園（2時間）ト美瑛（パッチワークの丘新米の丘など）レ
富良野（畠田ファーム麓郷の森など）ト（高速）ト札幌

《普通ジャンボ〉￥60，000

議〇・着重で職しい蘭書
軸ULlス●イルt雪調書し細事●
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蟄避酸訴き姑掴

軸物（本社）
東　京支　店

仙　台営業所

大　阪営業所

名古屋営業所

広　島営業所

岡　山営業所

福　岡営業所

挙養田重野デ三二二二些顎

℡011・241°6668（代裏）

℡03－5408－6688

℡022－395－7208

℡06－6344－8860

℡050－5533－6868

℡082－207－1111

℡086－230－5511

℡092－433－8181

本社営業所
〒060－0063　札幌市中央区南3条西6丁目3　ジヤラン狸小路2F

営業時間　平日／930－1830　土曜日／930－1530　日・祝／定休日
観光スポット「狸小路商店街」に位置しております○お気軽にお立ち寄り下さいり

5月一10月末

乗車定員7人

就寝定員6人

免責補償料金
を含みます。

orSレお宮万一謙二謀議託1．（ンまで
千歳空港営業所　千歳市柏台南1－3ゼ　℡012327－7000

函　館営業所　函館市高松町130－7　℡0138－36－1122

新千歳空港　函館空港より無料送迎をおこなっております。
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⑲たびらい北海道
北海道の観光情報をお届けするWebマガジン

二＿ゴ 　　　　諦　　ヽ＿■－1 －－番重頭認憲一1－－　　－一二　i言＝ 

：たこ二軍＝ 

「騨鞍 

＿、・し＿二撃墜型二二二二＝ 

たびらい北海道の観光コラム「達人指南」で、

人気観光地の『楽しみ方』を詳しくお教えします。

レンタカー・体験アクティビティなどの事前予約

札幌発i日帰りバスツアー　　　　　　大手各社を一括比較iレンタカー　　　　　大自然を満喫i体験アクティビティ

【注意】利用当日の予約申込みはできません。ご利用の隙は、予約受付の締切日までに専用フォームから事前予約をお願いします。

予約受付の締切日時は予約プランごとに異なります。各プランの予約締切日時は「たびらい北海道」サイトよりご確認ください。

たびらい北海道　亘軽率ヽで模索！ �圏 

http：／／www．tabirai．net／Sightseeing／hokkaido／ �挟帝電蓄からは 上記のORコードを 

運富．株式会社北海道バム（北海道札幌市中央区北2条西2丁目34ダイアビルディング札幌2F）

旅道夢⑫雑音2。平成27年6月12輔


