
さっぽろサイクルラボ 一般社団法人シーニックバイウェイ支援センター、認定ＮＰＯ法人ポロクル、ＮＰＯ法人エコ・モビリティ サッポロ、
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主催：

旅行企画・実施：株式会社北海道藍天旅遊社　　協力：石狩振興局、札幌市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町観光協会

ピクニックライド

に出かけよう！
いつもの街並、いつもの道を
自転車で走る。
きっと見慣れた風景の中にも
新たな発見があるはず。
その街ならではのお店や景色を巡りながら
自転車で爽快に駆け抜ける
ピクニックライドに出かけてみませんか？

ピクニックライド

ホームページのピクニックライドツアー【申込み
フォーム】よりお申し込みください。
Eメール、FAXでもお申し込みいただけます（チラ
シ裏面参照）。

ツアー参加者募集! !
今回のコースラインナップはこちら!
北広島 いちご狩りツアー  6.22土
札幌街中 スイーツめぐりツアー 7.4木
恵庭 オープンガーデンツアー  7.13土
当別 開拓の祖「伊達邦直公」ゆかりの
　　 歴史をめぐるツアー 7.20土
札幌街中 パン屋めぐりツアー  8.28水



※写真はイメージです

※ツアーの解散場所は大通公園駅となります。

※ツアーの解散場所は大通公園駅となります。

さっぽろサイクルラボ事務局
〒001-0011　札幌市北区北11条西2丁目2-17 セントラル札幌ビル4階
一般社団法人シーニックバイウェイ支援センター内
受付時間　9：00～18：00（土・日・祝日を除く）
TEL 011-708-0429　FAX 011-708-0430　　　picnic@sapporocyclelabo.jp

この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件説明書面、及び同法第12
条の5に定める契約書面の一部となります。

この旅行は、（株）北海道藍天旅遊社（以下「当社」という）が企画・実施する旅行であ
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（以下「旅行契約」と
いいます）を締結することになります。契約の内容・条件は、本旅行条件書及び当社旅
行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款をご希望の方はご
請求ください。
●お申込み方法と契約の成立
（1）当社ではファクシミリ、インターネットにてお客様からの旅行契約のお申込みまたは
ご予約を承ります。
（2） 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、下記の申込み金を添えてお申込み
下さい。申込み金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入
れます。
（3） 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込み金を受理したときに成立するも
のとします。

●旅行代金のお支払い
旅行代金（申込金を除く残金）は、旅行出発当日の開始前にお支払いいただきます。
●お客様による契約の解除
お客様は、次の取消料をお支払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。

●当社による旅行契約の解除及び催行中止
当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約
を解除することがあります。 
①お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者
の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられない
と認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれ
があると認められるとき。
④お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場
合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日より前に旅行
を中止する旨をお客様に通知します。
⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した
旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令そ
の他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日
程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極
めて大きいとき。
●旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
旅行日程に明示された交通費、食事代、入場料、消費税等諸税が含まれます。旅行日
程に記載のない諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません。
●旅行契約内容及び旅行代金の変更
当社は天災地変、運送機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他当社
の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るため契約内容を
変更する場合があります。また、その変更に伴い旅行代金を変更する場合があります。
●当社の責任
（1）当社は、当社または当社が手配を代行させた者が故意または過失によりお客様に
損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日か

ら起算して２年以内に当社に対して通知があったときに限ります。手荷物について生じ
た損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があっ
たときに限り、１名につき15万円を限度として賠償します。
（2）お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものでは
ありません。
①天災地変、気象条件、暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の
中止　②運送・宿泊機関の事故若しくは火災、サービス提供の中止、またはこれらのた
めに生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止　③官公署の命令、または伝染病に
よる隔離　④自由行動中の事故　⑤食中毒　⑥盗難　⑦運送機関の遅延、不通、経
路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
●特別補償
お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害に
ついては、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、
補償金及び見舞金をお支払します。
●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
行契約の部第29条）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り変
更補償金をお支払いします。
●個人情報の取り扱い
（1）当社及び受託旅行会社は旅行申し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為に必
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。
●旅行条件・旅行代金の基準
旅行日程等の旅行条件は、2017年9月1日現在を基準としています。公示されている交
通費の運賃改定等があった場合、旅行代金が変更になることがあります。

旅行条件（要旨）　お申し込み頂く前に、この旅行条件書を必ずお読み下さい。

取消日
3日前まで
2日前
前日及び当日旅行開始前
旅行開始後及び無連絡不参加

取消料
無　料
旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行代金
申込み金

2000円～
400円

3000円～
600円

4000円～
800円

5000円～
代金の20％

旅行企画・実施
（一社）全国旅行業協会正会員
募集型企画旅行実施可能区域：
　札幌市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、
　当別町、小樽市、喜茂別町、京極町、赤井川村、伊達市
総合旅行業務取扱管理者：石川めぐみ

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う
営業所での取引きに関する責任者です。この旅行契
約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありまし
たら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質
問ください。

北海道知事登録旅行業3-575号　
株式会社 北海道藍天旅遊社
003-0025 札幌市白石区本郷通7丁目北1-16
ブランシャール本郷通901号

●ツアーにはサイクルガイドが同行します。 　●旅行
代金は、自転車・ヘルメットレンタル料、ガイド料、保
険料を含みます。　●電動アシスト自転車をご希望の
方は、旅行代金にプラス1,000円をお支払いください。
●ご自身の自転車での参加も可能です。その場合、
旅行代金から1,000円お値引きします。　●上記料金
に当日の飲食費、交通費（ＪＲ・バス等に乗車する場合）
は含まれていません。 　●お申込み時は、参加される方
の氏名、年齢、連絡先住所、電話番号、メールアドレス
を明記の上、メールまたはFAXにてお申込みください。 

参加
対象

「初心者だけど、ちょっと
乗ってみたい方」大歓迎！

旅行
代金

●半日コース：3,000円
●1日コース ：3,500円

募集
定員

各コース10～15名
（各ツアーにより異なります）

申込
締切

各ツアー開催日の
一週間前まで

お
ひ
と
り

ピクニックライド募集要項

お
問
合
せ
先

土

旅行
代金 円3,000

札幌
街中

集合
場所

初心者
向け

初心者
向け

6.22 10:00 –16:00 土7.13 10:00 –16:00木7.4 11:00 –14:00

土7.20 10:00 –16:00 水8.28 11:00 –14:00

円3,500 JR北広島駅集合
場所

旅行
代金 JR恵庭駅

いちご狩りツアー スイーツめぐりツアー オープンガーデンツアー

パン屋めぐりツアー

北広島

初心者
向け

●半日コース　●走行距離：約5km

旅行
代金 円3,500

開拓の祖「伊達邦直公」
ゆかりの歴史をめぐるツアー

恵庭

集合
場所

●1日コース　●走行距離：約15km●1日コース　●走行距離：約25km

旅行
代金 円3,000

札幌
街中

集合
場所

初心者
向け

円3,500 JR石狩
太美駅

地下鉄
円山公園駅

地下鉄
円山公園駅

集合
場所

旅行
代金

当別

中級者
向け

●半日コース　●走行距離：約5km●1日コース　●走行距離：約30km
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