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1人1泊あたりの本来の販売価格

６,０００円以上（税込）

１人１泊あたりの支援割引額

５，０００円

食　事

●出発日／2020年8月1日～2020年8月31日

12,550 14,750

2名1室

8,800休前日

【0161174】

8,700 9,250 11,450

■客室/シングル・禁煙14㎡（1名）・ツイン・禁煙21㎡（2～3名）

1名1室

■客室/ダブル・禁煙14㎡（1名）、ツイン・禁煙18㎡（2名）

すすきの スマイルホテルプレミアム札幌すすきの

★朝食なしは1,100円引き　 　※こども代金は大人と同額です

★朝食なしは500円引き 　※こども代金は大人と同額です★カルロビスバリスパ１回利用券付き（8/3は休館）

8,200

7,500 8,700

休前日

7,000平日・休日

★朝食なし割引はありません
★当社の設定は禁煙ルームのみです

平日・休日

休前日

■旅行代金（大人おひとり様/朝食付）　単位：円

1名1室2名1室

■旅行代金（大人おひとり様/朝食付）　単位：円

8/8～15 14,750 16,950 20,800

■旅行代金（大人おひとり様/朝食付）　単位：円

■客室/ダブル・禁煙16㎡（1名）ツイン・禁煙20-30㎡（2～3名）

10,350

■旅行代金（大人おひとり様/朝食付）　単位：円

14,200

【0161193】

狸小路

平日・休日

平日・休日

3名1室

11,450

　※こども代金は大人と同額です

13,100

★朝食なしは1,１00円引き　 　※こども代金は大人と同額です ★朝食なしは2,200円引き

すすきの

2名1室 1名1室

■食事/朝食：和定食
チェックイン チェックアウト

14:00 11:00

8,050 9,800

12,650 14,300 16,500

■客室/禁煙ダブル15㎡（1名）ツイン・禁煙20～24㎡（2～3名）

平日・休日 11,000 11,550 13,750

■食事/朝食：バイキング
チェックイン チェックアウト

14:00 11:00
■旅行代金（大人おひとり様/朝食付）　単位：円

【0161177】 3名1室 2名1室

3名1室

休前日・8/10～14

平日・休日 8,700 9,250

3名1室 2名1室 1名1室

2名1室 1名1室

休前日

ザ ノット札幌 【20年8月1日オープン】 全室禁煙

9,800

朝　×　×

全室禁煙

■客室/シングル19㎡（1名）・ツイン24㎡（2～3名）

チェックイン チェックアウト

15:00 11:00

12,550

休前日 10,350 11,450 15,630

★朝食なしは1,250円引き 　※こども代金は大人と同額です

札幌 Ｔマークシティホテル札幌大通

札幌 ホテルモントレエーデルホフ札幌

チェックアウト

【0161135】

【0161182】

休前日

※３名1室利用時はツインベッド＋敷布団1枚のご対応となります。

【0161178】 1名1室

★朝食なしは1,500円引き 　※こども代金は大人と同額です

7,700

11:00

●旅行企画・実施

すすきの レンブラントスタイル札幌
■客室/セミダブル・禁煙15㎡（1名）ツイン・禁煙21㎡（2名）

■旅行代金（大人おひとり様/朝食付）　単位：円

ﾍﾞｯｾﾙﾎﾃﾙｶﾝﾊﾟｰﾅすすきの 全室禁煙大浴場/有

平日・休日 8,700 9,800

■食事/朝食：セットメニュー
チェックイン チェックアウト

15:00 10:00
■食事/朝食：和食セットメニュー

チェックイン チェックアウト

15:00

■食事/朝食：バイキング
14:00 11:00

■食事/朝食：セットメニュー

チェックイン

×　×　※

支援額と
支援条件

★当社は当プランについてＧＯＴＯトラベルキャンペーンとの併用は受付いた
しません。予め了承の上お申し込みください。

6,500

7,000

※このパンフレット掲載の価格は本来の販売価格（旅行代金）となります。ここから上記、支援割引額が適用となった金額でご利用いただけます。

行　程

自宅又は宿泊箇所…（お客様ご負担）…宿泊箇所

宿泊箇所…（お客様ご負担）…自宅又は宿泊箇所

★共通のご案内　[スケジュール]
※札幌市・すすきの・狸小路は朝食付き。定山渓は夕・朝食付きとなりま
す
※最少催行人員／１名様（添い寝幼児は人数に含まれません）
※添乗員の同行しない個人型プランとなります。

新型コロナウィルスの影響による観光客の激減によって危機的状況に陥って
いる観光産業を支援し、多くの皆様に札幌市内で宿泊していただくため、札幌
市の予算にて宿泊代金の割引を行います。※当社の支援金予算が消化さ
れ次第、予告なく販売を終了します。※裏面の注意事項もご覧下さい。

札幌 札幌ガーデンパレス
■客室/シングル16㎡（1名）・ツイン26㎡（2～3名）

■食事/朝食：セットメニューまたは、バイキング 注 チェックイン チェックアウト

15:00 11:00
■旅行代金（大人おひとり様/朝食付）　単位：円

【0161161】 3名1室 2名1室 1名1室

さぁ!サッポロ夏割宿泊プラン



旅行代金が30,000円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円以上旅行代金まで

旅行代金が30,000円以上60,000円未満・・・・・・・・・・・・・・10,000円以上旅行代金まで

旅行代金が60,000円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円以上旅行代金まで

（4）残金は旅行開始日の前日からさかのぼって4日前にあたる日より前にお支払ください。

●旅行代金に含まれるもの

（1）旅行日程に記載された、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税。

（1）旅行のお申込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申込みください。当社が契約の締結

を承諾し、申込金を受理したときに契約が成立します。電話、郵便、FAX等により予約いただいた場合は、

当社が予約を承諾する旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込手続きをお願いします。

（2）申込金は「旅行代金」又は「取消料」「違約料」の一部又は全部として取り扱います。

（3）お申込みの際、お1人様につき、以下の申込金をお支払いただきます。

14日前 15日前 16日前

料金の変更（増額）がございます。

14人以下
100% 50% 20% 無料

15～30人

（2）当社は旅行開始後、お客様の都合で宿泊・食事･観光等のサービスの提供をお受けにならな

（3）申込み後減員が発生した場合、取消料の他に、部屋1室あたりの利用人数がかわるために生じる

旅行開始後 当日 前日 2日前 3日前 4・5日前 6日前 7日前 8日前

かった場合は、その払い戻しはいたしません。

この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参
加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになりま
す。旅行契約の内容・条件はパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面
及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。

定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌

■旅行代金（大人おひとり様/夕朝食付）　単位：円

西館 ４・５名1室 3名1室 2名1室

全日(8/8-15除）

タワー館 ４・５名1室

定山渓 定山渓ビューホテル（本館）

（2）上記の諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●お客様からの旅行契約の解除

（1）お客様はいつでも次に定める取消料（お1人様につき）お支払いいただくことにより旅行契約を解除

することができます。

3名1室

●申し込みの方法と契約の成立時期及び旅行代金のお支払い

除外日：8/8～15全日(8/8-15除）

■旅行代金（大人おひとり様/夕朝食付）　単位：円

■旅行代金（大人おひとり様/夕朝食付）　単位：円

定山渓 定山渓万世閣ホテルミリオーネ 定山渓

■旅行代金（大人おひとり様/夕朝食付）　単位：円

2名1室

■旅行代金（大人おひとり様/夕朝食付）　単位：円

定山渓 花もみじ定山渓 定山渓ホテル

■旅行代金（大人おひとり様/夕朝食付）　単位：円

<8,750>

13,650 <9,450>

■食事/
夕食：バイキング
朝食：バイキング

13,650 <9,450> 14,650

定山渓 定山渓ビューホテル（新館）

お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体または手荷物の上に
被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

●旅程保証

当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第29条別表
左欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条に定めるところによる変更補償金をお支払いいたしま
す。●基準日　このパンフレットは令和2年7月10日現在の運賃･料金・情報を基準としております。

個人情報の取り扱いについて
（個人情報の取り扱いについては別途お渡しする旅行条件書にてご確認ください。）

注意事項　（お申し込みの前に必ずお読みください）

■客室/　和室（2～5名）
チェックイン チェックアウト

15:00 10:00
■3歳未満は無料（入館料なし）、4歳以上は大人と同額です

■食事/
夕食：バイキング
朝食：バイキング

●特別補償

16,150 <11,200>

■客室/　和室（2～5名）
チェックイン チェックアウト

15:00 10:00
■こども代金（小学生/6～12歳）は <　 >の料金です

■幼児入館料/1,100円(0歳～小学生未満)

チェックアウト

10:00

16,150 <11,200> 17,150 <11,900>

■客室/　和室（2～5名）

■こども代金（小学生/6～12歳）は <　 >の料金です

■幼児入館料/2,750円（1歳～小学生未満）

チェックイン

14:00

15,150 <10,500>

４・５名1室 3名1室

12,650

◎下記に該当する場合は、対象外となります。
・札幌市域が、新型コロナウイルス感染拡大により、北海道アラートのステージ2（行動制限）および、ステージ3の発令期間中
・宿泊者の居住地が、地域の往来の抑制や外出自粛などの発令期間中　・ご予約後、実際に宿泊をされなかった場合（無連絡取消 / ノーショウ）

◎ＧＯＴＯトラベルキャンペーンとの重複も適用とはしません 　◎連泊の上限は、最長5泊までとなります。◎どうみん割や、その他キャンペーン・優待券などの併
用不可　◎宿泊施設までの移動、チェックインはお客様ご自身でお願いします。交通費などはお客様のご負担となります。◎こども代金（小学生・６～１２歳）、お
よび添い寝のおこさま代金は、宿泊施設によって設定が異なります。料金表をご確認ください。◎支援金の予算が消化され次第、予告なく販売を終了します。
◎旅行契約成立後のお客様のご都合による取消は、割引後の旅行代金を基準として当社所定の取消料を申し受けます。◎記載の代金は、入湯税込となりま
す。◎新型コロナウイルス対策のため、食事内容や各施設の営業時間などが変更となる可能性があります。
◎当社は「さぁ！サッポロ泊まってスマイルクーポン（サッポロスマイルクーポン）」の取り扱いはありません。対象各施設へお問合せください。

■客室/　和室（2～5名）

■こども代金（小学生/6～12歳）は <　 >の料金です

■幼児入館料/2,750円（1歳～小学生未満）

チェックイン チェックアウト

14:00 10:00

■食事/
夕食：バイキング
朝食：バイキング

11,650

12,650

14,150

<8,050>

<8,750>

<9,800>

■食事/
夕食：セット
朝食：バイキング

8/2～7

■こども代金（小学生/6～12歳）は <　 >の料金です

■幼児入館料/1,100円（0歳～2歳）3歳～は小学生と同料金

チェックイン チェックアウト

15:00 10:00

■食事/
夕食：バイキング
朝食：バイキング

４・５名1室 3名1室【0162010】

■客室/　和室（3～5名）　洋室（2名）

14,450 <14,300>

15,650 <15,500>

10,050 <6,930> 11,150 <7,700>

12,250 <8,470> 14,350 <9,240>

14,350 <9,240> 14,450 <10,010>

15,550 <10,780> 16,650 <11,550>

13,350 <13,200>

8/10～15
8/22・29

8/1・8・9

32,050 <31,900>

35,350 <35,200>

22,150 <15,400> 23,250 <16,170>

25,450 <17,710> 26,550 <18,480>

27,650 <19,250> 28,750 <20,020>

30,950 <21,560> 32,050 <22,330>

8/1～7
8/16～22

8/8～15

ご旅行条件（要約）　 ※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。

※西館はクーラーなし　扇風機のみ【0162004】

6,000

6,500

４・５名1室 3名1室

12,150 <8,400> 12,650 <8,750>

15,650 <10,850>

【0162002】

平日
(8/8-15除）

休前日
(8/8-15除）

2名1室

13,150 <13,000>

16,650 <16,500>

29,850 <29,700>

【0162005】2名1室 2名1室

8/23～31
の平日

8/29.

チェックイン チェックアウト

15:00 10:00
■こども代金（小学生/6～12歳）は <　 >の料金です

■食事/
夕食：バイキング
朝食：バイキング

■幼児入館料/1,100円(1歳)、3,300円(2歳～小学生未満)

４・５名1室

<15,500>

16,650休前日

8/13～15

13,650 <13,500>

【0162005】

3名1室【0162011】

8/16～31
の平日

<10,150>

14,650 <10,150> 15,650 <10,850>

４・５名1室

■客室/　和室（2～5名）

平日

休前日

8/13～15

平日

2名1室

26,550 <26,400>

14,650 <14,500>

16,150 <16,000>

15,650

3名1室

<16,500>

18,150 <18,000>

2名1室

11,150 <11,000>


