
■表中記載の時刻は現地時間です。
　（日本との時差は２時間）

■表記時刻が変更になる場合がございます。

日次 [スケジュール ] 食 事

【ユジノサハリンスク泊】

ホテルで朝食

終日：自由行動終日：自由行動

【ユジノサハリンスク泊】

ホテルで朝食

 新千歳空港着

■お申込は別紙の申込書に記入ください。

　この旅行は手配旅行のため、　

　発生手配となります。

■相部屋 / 不可　■３名１室 /不可

■最少催行人員：２名様

■お申込は別紙の申込書に記入ください。

　この旅行は手配旅行のため、　

　発生手配となります。

■相部屋 / 不可　■３名１室 /不可

■最少催行人員：２名様

①オーロラ航空代金（新千歳～ユジノサハリンスク～新千歳）エコノミー席

②宿泊代金：ユジノサハリンスク /３泊３朝食　■２名１室または１名１室利用　　

               ※シングル利用の場合、シャワーのみとなる場合があります。

③食事代金：朝食（３回）/ 昼食（０回）　機内食０回 / 夕食（１回）

④往復送迎専用車代：１日目 : ユジノサハリンスク空港～ユジノサハリンスク市内

　　　       　　　　　  ４日目：ユジノサハリンスク市内～ユジノサハリンスク空港

⑤現地旅行会社ガイド代金　ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ空港でのﾐｰﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽおよび

　最終日のﾎﾃﾙからﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ空港への送迎ｻｰﾋﾞｽ　⑥国際観光税

⑦ｻﾊﾘﾝ旅行会社の取扱手数料　⑧旅行取扱手数料

⑨新千歳空港施設使用料

①オーロラ航空代金（新千歳～ユジノサハリンスク～新千歳）エコノミー席

②宿泊代金：ユジノサハリンスク /３泊３朝食　■２名１室または１名１室利用　　

               ※シングル利用の場合、シャワーのみとなる場合があります。

③食事代金：朝食（３回）/ 昼食（０回）　機内食０回 / 夕食（１回）

④往復送迎専用車代：１日目 : ユジノサハリンスク空港～ユジノサハリンスク市内

　　　       　　　　　  ４日目：ユジノサハリンスク市内～ユジノサハリンスク空港

⑤現地旅行会社ガイド代金　ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ空港でのﾐｰﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽおよび

　最終日のﾎﾃﾙからﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ空港への送迎ｻｰﾋﾞｽ　⑥国際観光税

⑦ｻﾊﾘﾝ旅行会社の取扱手数料　⑧旅行取扱手数料

⑨新千歳空港施設使用料

①日程表に明示された以外の費用は含まれておりません。　②ホテルでの飲食代、電話代

　など個人的な費用。③任意の海外旅行傷害保険　④超過手荷物料金　

⑤ロシア査証にかかる費用 [ 査証代金・郵送料・取扱手数料・査証招待状代金 ]

⑥ロシア査証取得手続手数料（７,５６０円）

　※ロシア査証代金（実費）は、取得日数により変わります。

⑦添乗員同行費用

⑧燃油サーチャージ（付加なし）０円 [２月現在 ]

   ※今後発生する場合は、別途旅行代金に加算させていただきます。

①日程表に明示された以外の費用は含まれておりません。　②ホテルでの飲食代、電話代

　など個人的な費用。③任意の海外旅行傷害保険　④超過手荷物料金　

⑤ロシア査証にかかる費用 [ 査証代金・郵送料・取扱手数料・査証招待状代金 ]

⑥ロシア査証取得手続手数料（７,５６０円）

　※ロシア査証代金（実費）は、取得日数により変わります。

⑦添乗員同行費用

⑧燃油サーチャージ（付加なし）０円 [２月現在 ]

   ※今後発生する場合は、別途旅行代金に加算させていただきます。

■ご旅行代金に含まれないもの■ご旅行代金に含まれないもの

■ご旅行代金に含まれるもの■ご旅行代金に含まれるもの

新千歳発オーロラ航空便利用

■モデルコースご旅行代金■モデルコースご旅行代金

１人部屋追加料金

（３泊分）9,000 円割増
１人部屋追加料金

（３泊分）9,000 円割増１３４,000１３４,000円円

（新千歳発：お一人様）（新千歳発：お一人様）

(２名１室利用の場合）

2019年

出発の２時間前までに新千歳空港国際線出発ロビーにお越しください。

ホテルより日本語ガイドが同行し、専用車で

ユジノサハリンスク空港へお送り致します。

オーロラ航空（HZ4536 便）

オーロラ航空（HZ4537 便）

< オプショナルツアーでお楽しみください >

☆選べるオプショナルツアーおすすめ３コース☆

旅行期間は、2019 年３月３１日～ 2019 年１０月２６日
　　　　　 新千歳空港発　毎週【月・水・木・土・日】 です。

サハリンサハリン４日間

フリータイム

【ユジノサハリンスク市内のホテル利用】

北海道から一番近いヨーロッパ！　　　サハリン４日間 （フリータイム）北海道から一番近いヨーロッパ！　　　サハリン４日間 （フリータイム）

1

2

3

4

夕食

朝食

朝食

ユジノサハリンスク空港発

新千歳空港発　お手続きは各自となります。

ユジノサハリンスク空港到着後、日本語ガイドの

お出迎え。

専用車でホテルへご案内。

ホテルで朝食

終日：自由行動終日：自由行動

【ユジノサハリンスク泊】

朝食

< オプショナルツアーでお楽しみください >
①現地発　ホルムスク日帰とユジノ市内見学コース [昼食付 ] 　

 ■料金  ◆２名参加 ４３,０００円  ◆３名参加３８,０００円  ◆４名参加 ２９,０００円

  ● 出発 /９：００　   ● 帰着予定 /１８：００

②現地発　コルサコフ、プリゴロドノエとユジノサハリンスク市内見学コース [昼食無 ]

 ■料金  ◆２名参加 ３５,０００円  ◆３名参加 ３０,０００円  ◆４名参加 ２３,０００円

  ● 出発 /９：００　　● 帰着予定 /１７：００

③現地発　ドリンスク・スタロドプスコエとユジノ市内見学コース [昼食付 ]

 ■料金  ◆２名参加 ４３,０００円  ◆３名参加 ３８,０００円  ◆４名参加 ２９,０００円

  ● 出発 /９：００　   ● 帰着予定 /１７：３０

☆下記の料金は全てお１人様当りです。

北海道知事登録業第２－１２８号

北都観光株式会社
■住所　〒097-0022 北海道稚内市中央４丁目５番２９号

★お申込み・お問合せ先★ http://www.hoktokanko.co.jp/北都観光 HP は

近畿日本ツーリスト　特約店

電話(0162）２３-３８２０

総合旅行業務取扱管理者　米田正博

●受付時間 / 月～金曜日 8:00 ～ 18：00 土・日・祝日は 17：00 まで

FAX.(0162)22-4252 北都観光

◆お客様による旅行契約の解除・払戻（旅行開始前）・取消料
　お客様は、下記の定める取消料を支払って旅行契約を解除することが出来ます。

旅行開始日の前日か

ら起算しさかのぼっ

て１５日目にあたる

日以降３日目にあた

る日まで

３０万円以上  ５万円

１５万円以上３０万円未満  ３万円

１０万円以上１５万円未満  ２万円

１０万円未満　旅行代金の２０%相当 

旅行契約解除の日 取消料（お一人様）

旅行代金の３０％

旅行代金の５０％

旅行代金の

１００％

旅行契約解除の日 取消料（お一人様）

旅行開始日の前々日

および前日

旅行開始日の当日

不参加または旅行

開始後の取消

ご旅行代金が

手配
旅行

北海道から一番近いヨーロッパ！

①メガパレス　②パシフィック ・ プラザ　

③ガガーリン　④サハリン ・ サッポロ

利用予定ホテル

※ホテルの指定・眺望指定はできません。

運行スケジュール

月 14:25 発→13:55 着

水 13:50 発→13:20 着

木 13:30 発→13:00 着

土 09:20 発→08:50 着

日 18:25 発→17:55 着

運行スケジュール

月 15:00 発→18:30 着

水 14:20 発→17:50 着

木 14:00 発→17:30 着

土 09:50 発→13:20 着

日 19:00 発→22:30 着

■土曜日発の設定はございません。


