
屈斜路湖からカヌーを浮かべ、釧路川源流へ。

国の天然記念物
わたすげの花。
本ツアーでは季
節が違うので見
えません。

木道はバリアフリー

これからカヌーに乗る! 身体の不自由な方と一緒に。

トラベルボランティア同時募集
詳しくはP2上を参照。

旅行介助を受ける方はトラベル
ボランティアの旅行費用の30%を負担

日　程  2020年11月3日（火）～11月7日（土）
旅行代金  248,000円（できる限りバリアフリーの宿を選び、できるだけひと

り部屋を実現。全行程をリフト付きバスで旅します。）  最少催行人員  10名（添乗員が1名羽田
から同行します。）  発着地  東京・羽田空港

現地参加  204,900円（往路は稚内空港で集合
帰路は釧路空港で解散）

企　　画：トラベルデザイナー おそどまさこ
後　　援：一般社団法人 日本旅行福祉推進会議（えあけあaircare.jp）
旅行主催：�株式会社シィ.エイ.エヌ（CANツアー）�

観光庁長官登録旅行業�第1785号/�日本旅行業協会正会員/

右記ホームページからパンフレットを印刷できます。http://traveldesigner.co.jp/udtour/

イメージ写真

リフト付きバスで、宿泊はひとり部屋を基本
GoToトラベルキャンペーン適用見込みの旅（詳細は3面左下）

盲導犬は8頭まで、
車いすは3台まで。

江戸時代の探検家・間
ま

宮
み や

林
り ん

蔵
ぞ う

の樺
サ ハ

太
リ ン

探検に思いをはせ、
日本最北、稚内市卸売市場でさかなの朝セリを五感で感じ、
オホーツク海からウソタンナイ川を遡上する鮭と、

ねらうオオワシ（大鷲）対決を見たい!
屈斜路湖から釧路川源流をカヌー旅２つ。
びるわ橋までと塘

と う

路
ろ

湖から細岡展望台まで。
カヌーから降り岩保木水門をのぞいたら、西側の釧路市
湿原展望台下の鶴居軌道跡を温根内ビジターセンターまで

湿原ウォークしたい5日間の旅

オオワシと鮭
さけ

の遡
そじょう

上対決を見たい！

※おことわり　ツアータイトルが長いのは、視覚に障がいのある方に知人がこのパンフレットのツアータイトルを読み上げると、ツアー概要を把握できるようにと考え、このようにしております。
※本パンフレットに記載の写真はすべてイメージ写真です。本ツアー実施日程をオオワシと鮭の遡上対決がみられる可能性が高い季節に合わせたので、 花の見える風景はありません。予めおことわりしておきます。

トラベルデザイナーおそどまさこ　オリジナルデザインのUDツアー

旅大学



お願いとおことわり ユニバーサルデザイン（UD）の取り組みについて
●�このツアーでは普段自立した生活をしている方は旅も自分でできるという考えから、単独参加していただけます。
どのような自助具を使い、どんな作戦で旅されたいか、ご相談ください。おそどまさこ携帯090-3208-1051まで。
●�添乗員は同行いたしますが、1.生活介助　（a.食事、b.排せつ、c.着替え、d.入浴などの日常的なサポート）が必要、
2.移動中に連続的な誘導や車いすを押す必要がある。3.�動作のスピードがかなり遅い方の場合は、介助者のご同行
をお願いいたします。
●�同行介助してくれる方が見つからない場合、おそどまさこが代表をしているJWPC（一般社団法人　日本旅行福祉
推進会議）にできるだけ早くご相談ください。
●�えあけあ（aircare.jp）の登録者（旅行介助ガイド検定合格者78名）に同行サポートを声がけします。ツイッター、
facebook等で呼びかけます。手引き介助や、手動車いすを昼間の時間帯に押す程度で、排せつや入浴等の介助がな
ければ、旅費の30%増し。それ以上の介助がある方の場合は、50%から100%増しで参加を実現してきた実績があ
ります。Faxか、伝言メッセージで☎050-3588-4150あて、または旅顧問プチ一般旅相談の携帯電話090-3208-
1051にご相談ください。
●�自分の車いすでツアーに参加されたい方へ。車いすはご自身の足の代わりです。タイヤの摩耗を解消して旅先へは
パンク修理剤をご持参ください。ほかの人の善意をあてにせず、自力走行が原則です。
●�このツアーでは、参加者の誰もが自己判断、自己決定、自己責任で、その日のコンディションによって、行けるとこ
ろまで行くという考え方をします。目的地にできる限り近づいたら、自分の限界を受け止めて、きっぱりあきらめ
ることも大切かと思います。今回、向かうところは、自然の中、バリアフリーのところばかりではありません。が、
過去にペルーのマチュピチュ、トルコのカッパドキア、エジプトのピラミッドなども手動車いすの方や目が不自由
な方をご案内した実績があります。創意と工夫で前向きに�!

宮崎県生まれ。学習院大学卒。21歳から地
球ひとり旅をスタート。著述を中心にして、
UDツアーの企画立案をしてきた。著書に
「無敵のバリアフリー旅行術（岩波書店刊）」、
「車椅子はパスポート（山と溪谷社刊）」、「障
害者の地球旅行案内（晶文社刊）」など多数。
八ヶ岳南麓標高1000m在住。
本ツアーに12名以上の参加者の場合、ツアー
企画者・トラベルデザイナー、おそどまさこも
皆さんとご一緒いたします。

トラベルデザイナー

おそどまさこ
プロフイール

おそどまさこがこのツアーで実行したいプラン 19
❶ �開基百年記念塔：北方記念館に、江戸時代の隠密、探検家、徳川将軍家のお庭番だった、北方
探検家・間宮林蔵の展示を見に行きましょう。数日前に閉館で、特別に開けて見せていただけ
ないか、市役所観光課長と教育長にお願いしています。

❷ �温泉：天北の湯（ドーミーイン内）をのぞいてみますか?���（自由）
❸ �昼ごはんは、海鮮どんぶりを駅の近くで探していただきましょう。
❹ �夕食は、フランス料理店にて、エゾシカのジビエ料理を楽しみます。　
❺ �日本最北、早朝（午前6時半から7時半まで。）　稚内市地方卸売市場の朝セリ見学を予定して
おります。市役所の担当課によると、この時期に釣れるのは　まだらとのこと。漁に出る日、5
隻150トンが手分けしてトル。本ツアーで、市場のルールの範囲でできるだけセリ場に近づき、
朝セリの雰囲気を五感で感じたいと思います。

　※おことわり：海がしけると朝セリがなくなる場合もあります。
❻ �宗谷岬手前の日本海とオホーツク海がぶつかる浜辺へ行き、海の水に触りましょう。
❼ �間宮林蔵渡樺出港の地の碑を見ましょう。
❽ �浜頓別町のクッチャロ湖へ。越冬するオジロワシ、飛来コハクチョウを見に行きましょう。
❾ �オオワシの森へ。希少巨大淡水魚イトウも生息を確認されたと伝わるこのあたりの川流域ウソ
タンナイ（宇曽丹内）川、幌別川、頓別川等をオオワシと鮭の遡上を探して車を走らせましょう。

❿ �翌朝、もう一度、オオワシの森へ。クッチャロ湖やウソタンナイ川他も。斜内Pの近くにオオワ
シなどがみられるという地元情報get。試してみましょう。

⓫ �サロマ湖の一番奥に位置するワッカの水、別名「花の聖水」を触り、味わいにいきましょう。
⓬ �「サロマ湖展望台」へ。湖の南側、標高376mの幌岩山（ほろいわやま）山頂付近をめざします。
⓭ �希望者は屈斜路湖畔　和琴半島ウォーキングをしましょう。
⓮ �釧路川源流のカヌー旅を楽しみましょう。屈斜路湖からびるわ（美留和）橋まで。3時間の行
程です。

⓯ �この日は摩周湖へ行きましょう。霧が晴れるといいですね。
⓰ �カヌーUDツーリング2.（塘路湖～細岡約9㎞コース）を楽しみます。
⓱ �細岡展望台の昼間の展望を楽しみましょう。
⓲ �バスで旧岩保木水門まで行き、15分ぐらい滞在しましょう。
⓳ �釧路湿原の反対側（西側）の温根内ビジターセンターへ。この日は2コースに分かれ歩きま
しょう。

　 �A健脚コース：釧路湿原展望台（スタート）木道下の鶴居軌道跡を温根内ビジターセンターま
で木道も含めて健脚の方は歩きます。

　 �Bやさしいバリアフリーコース：温根内ビジターセンターからガイド付きで木道ウォーキング
しましょう。

おことわり　上記プランを実現できるように最大限の努力をいたしますが、天候や諸般の事情ででき
ないこともあります。必ずしもお約束するものではないことを、あらかじめご承知おきいただきすよう
お願いいたします。



日付 都市名 時刻 日程内容

11/03
（火）

羽田空港
稚内空港

10：35
12：30

全日空にて羽田から稚内空港へ。
稚内空港到着後、リフト付き専用バスにて間宮
林蔵関連資料を見学後野寒布岬（ノシャップミ
サキ）へ、ドームインで天北の湯体験（参加自
由）。
稚内副港市場見学、ホテルへ、。夕食はフランス
料理店にてエゾシカのジビエ料理を堪能

食事：朝× 昼〇 夕〇
サフィールホテル稚内泊

11/04
（水）

06：00 早朝、稚内市地方卸売市場の朝セリ見学。
朝食レストランへ（店未定）。
その後、稚内から宗谷岬へ。希少巨大淡水魚イ
トウが確認されたと伝わるこのあたりの川流域

（宇曽丹内川、幌別川、頓別川等）をオオワシと
鮭の遡上を探して車を走らせホテルへ。

食事：朝× 昼〇 夕〇
浜頓別温泉ウィング泊

11/05
（木）

ホテルにて朝食、バスにて紋別を経てサロマ湖
へ。
サロマ湖のワッカの水、別名「花の聖水」を味
わった後サロマ湖展望台へ、幌岩山山頂付近を
めざします。

食事：朝〇 昼〇 夕〇
サロマ湖鶴雅リゾート泊

11/06
（金）

サロマ湖から美幌峠を越えて摩周湖そして屈
斜路湖へ。
希望者は屈斜路湖畔　和琴半島ウォーキング。
屈斜路からびるわ橋まで釧路川源流のカヌー
旅を楽しみます（天気次第で日程変更有）。

食事：朝〇 昼× 夕〇
屈斜路湖プリンスホテル泊

11/07
（土）

釧路空港
羽田空港

18：30
20：20

唐路湖から細岡へ。細岡展望台の展望を楽しみ
ます。
塘路湖から細岡Pへカヌー旅。
車で岩保木水門に立ち寄り、見学。
〇釧路湿原1日ウォーキング
　Ａ健脚コース
　Ｂ優しいバリアフリーコース
途中、釧路フィッシャーマンズワーフで買い物。
釧路空港発
羽田にご到着、お疲れさまでした。

食事：朝〇 昼× 夕

●浜頓別

●サロマ湖

稚内●

●宗谷岬

クッチャロ湖●

日本 北海道 5 日間

●�全員マスクをつけて旅をします。ホテル
はできるだけ、一人部屋を確保します。

●�リフト付きバスはできるだけ隣の席をあ
けるようにします。

●�食事の際には対面を避けて、ひとりひと
りが密にならないように、少し距離を置
く配置にします。

●�ツアー参加者、主催者共に、常に手洗い、
うがい、抗菌に心がけます。

本ツアーのコロナ対策

出発日と帰宅日

ご旅行条件

GoToトラベル キャンペーンについて

11月3日（火）～11月7日（土）
旅行代金： 248,000円（東京発着

の場合 ）
	 204,900円（稚内空港集合、

釧路空港解散の場合）
Gotoトラベルキャンペーン対象商品
登録正式確定後、割引販売予定
キャンペーン基準に従い手続きいたします

□食事　朝3回、昼3回、夕4回
□発着地　羽田空港
□利用航空会社　全日空
□添乗員　羽田空港より同行します
□最少催行人数　10名様　最大募集15名様まで
　�12名以上の場合、トラベルデザイナーおそどまさ
こさんも同行します
□ご旅行代金に含まれないもの
　・�任意国内旅行傷害保険料及び発着地までの交通費
等個人的費用

　・ご自宅と空港間などの託送荷物代
　・その他個人的な費用と勘案されるもの

本ツアーはGoToトラベルキャンペーン対象予定で、申請結果待ち
の旅です。政府発表では、ご承知のように、東京都在住以外の方に適
用され、ツアー参加費用の最大　旅行代金の35%引きとなるとされ
ています。が、（2020年8月20日現在）時点では本申請が確定され
ておらず、決定ではありせん。
例えば
248,000円の場合　助成金：86,800円　お客様代金：161,200円
204,900円の場合　助成金：71,800円　お客様代金：133,200円
と割引が見込まれます。が、あくまでも政府決定の、Gotoトラベル
キャンペーンの規則に沿って適用いたします。コロナ感染状況によ
り、適用条件が変更になる可能性もあります。
詳しくはお問合せ下さい。

屈斜路湖● ● 摩周湖

● 塘路湖
釧路川

●美幌峠

●
釧路

●サロマ湖



 

1 募集型企画旅行契約 

 この旅行は、株式会社シイ.エイ.エヌ.（以下「当社」という）が企画・募集・実施 

するものであり、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。旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはウエブサイト・別

途お渡しする旅行条件書（全文）・出発前にお渡しする最終旅程表および当社旅行業約

款募集型企画旅行契約の部（以下「約款」という）によります。 

2 ご旅行のお申込みおよび契約成立 

①ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、後記申込金を添えてお

申し込みいただきます。 

②当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットおよびその他の通信手段による旅

行契約のお申し込みを受け付ける場合があります。この場合、契約はご予約の時点では

成立しておらず、当社がご予約の承諾の旨を通知した日の当日から起算して 3 日以内）

（営業時間および支払い方法によりましては、当社が定める期間内）に申込書の提出と

お支払いをしていただきます。この期間内にお支払いがない場合は、当社はお申し込み

がなかったものとして取り扱います。 

3 お申込み条件 

①お申し込み時に、未成年（満 20 歳未満）の方が、契約責任者となる場合は、原則と

して受付しません。15 歳未満の方のご参加には、保護者等との全行程同一行動を条件に

受け付けます。15 歳以上 20 歳未満の方のみ参加の場合、お申し込み時に親権者の同意

書提出が必要です。 

②特定のお客様層を対象にした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、

年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお

断りする場合があります。 

③お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、お申し込みを

お断りする場合があります。 

4 旅行代金のお支払い 

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日前までにお支払いいた

だきます。なお、21 日前以降にお支払いされた場合は旅行開始日前の当社が指定する期

日までにお支払いいただきます。 

5 お支払い対象旅行代金 

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告・パンフレットまたはウェブサイトの価格表

示欄に「旅行代金として表示した金額」または「基本料金として表示した金額」と「追

加料金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引

いた金額をいいます。この合計金額「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の

額を算出する際の基準となります。参加されるお客様は旅行開始日当日を基準に満 12

歳以上の方は大人料金、満 3 歳以上 12 歳未満の方は小人料金が適用となります。ただ

し、コースによって小人料金を設定していない場合があります。この場合大人料金が適

用となります。また、コースによっては幼児料金・乳幼児料金等の設定があります。た

だし、2 歳のお子様がご参加で旅行中に 3 歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗

日に有効な商品または航空券をお買い求めください。 

6 取消料 

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお

ひとりにつき下記の表に定めた取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一

部の方がキャンセルされる場合は、ご参加のお客様からは 1 室ご利用人数の変更に対す

る差額代金をいただきます。 

契約成立後、お客さまのご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様お 1 人

様につき次に定める取消料をいただきます。 

 

取消日（契約解除の期日） 取消料（お 1 人さま） 

旅行開始日の前日から 

起算してさかのぼって 

21 日前まで 無料 

20 日～8 日前まで  旅行代金の 20％ 

7 日～2 日前まで 旅行代金の 30％ 

旅行開始日前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日当日（下記を除く） 旅行代金の 50％ 

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

旅行取引条件説明書〔要約〕旅行業約款の旅行取引条件説明書〔旅行条件書〕の要約となります。ご確認下さい。 

■当ツアーの企画・ご質問・ご相談は 

トラベルデザイナーおそどまさこ事務所 
 （一般社団法人 日本旅行福祉推進会議 内） 

おそどまさこ直通 旅のご相談  090-3208-1051  
E メール osodomasako@aircare.jp 

URL①:http://traveldesigner.co.jp/ 

URL②: http://traveldesigner.ne.jp/ 

URL③: http://aircare.jp/ 

〒206-0011 東京都多摩市関戸 4-4-1-801  ☎042-372-8501 

メッセージ電話＆FAX:050-3588-4150 

■旅行主催・お申し込み 

株式会社 シイ.エイ.エヌ.（CAN ツアー） 

☎ 03-3352-5200 FAX 03-3352-5225 

担当：勅使河原  teshigawara@cantour.co.jp 
営業時間：平日： 9:50 – 18:30 土曜日：9:50 – 15:30 

（日・祝祭日、特別営業期間中は特別期間中時間を優先） 

観光庁長官登録旅行業第 1785 号 
〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-8-18  第Ⅰバーデイトライビル１階 

7.旅程管理業務 

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に

対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結

んだ場合には、この限りではありません。 

(1)旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められ

るときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられる

ために必要な措置を講ずること。 

(2)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、

代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の

旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅

行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービ

スと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよ

う努力すること。 

（当社の指示） 

旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行

を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 

（添乗員等の業務） 

1）当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第 23 条各号に掲げ

る業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は

一部を行わせることがあります。 

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認め

たときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社

の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の

負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で

支払わなければなりません。 

8 旅行条件・旅行代金の基準日 

この旅行条件は、2020 年 7 月 1 日を基準日としています。また、旅行代金は

2020 年 7 月 1 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

9.個人情報の取り扱いについて 

①当社では、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客様から所定の申込書にて、

お申し込みいただいた旅行のサービスの手配およびそれらの受領のために必要と

なる個人情報を、お客様よりすべてご提供いただきます。ご提供いただきました

お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス等）について、お客様

のご連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において、運

送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービス受領のため

の手続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関、保険会社等に対し、電子的方法に

より提供いたします。 

10.その他 

各パンフレットまたはウェブサイト等に明示した申込期限を過ぎた期間では、お

客様の都合による航空券の変更、行程変更、新規のご予約はお受けいたしませ

ん。旅行代金には消費税等諸税・サービス料が含まれております。 

お申し込みの際には詳しい旅行条件書(全文)と個人情報の取り扱いを説明したご案

内をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。 


