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㈱星野リゾート・トマム国内旅行条件（要約/オプショナルツアー）
※その他条件は標準旅行約款に準じております。

北海道での心に残る旅をお手伝いいたします。

ツアーデスク営業時間：
09:00-12:00,  16:00-18:30

日本の中でも豊かな自然環境が広がる北の大地北
海道。夏は避暑地としても人気の北海道には、体で
体験し、目で見て楽しみ、食べて味わうなど五感を存
分に使い観光を楽しんでいただけます。
ツアーデスクでは、皆様のバカンスが素敵なものにな
るようお手伝いさせていただきます。

旅行企画・実施 株式会社星野リゾート・トマム
北海道知事登録旅行業第2-729号
北海道勇払郡占冠村字中トマム2171番地2クラブメッド北海道トマム内

TEL 0167-56-9800 内線3266
総合旅行業務取扱管理者 松山 寛光

オプショナルツアー

Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ
Ⓕ

◆観光タクシープラン 3時間～8時間

周辺の観光施設への送迎や、富良野や札幌方面の観光地への周遊コースも

アレンジ可能。ご希望にあわせてモデルコースをご案内します。

北海道内の主な都市・施設への所要時間

★ 新千歳空港 90 分 Ⓓ 旭山動物 180分
★ とかち帯広空港 70分 Ⓔ サホロリゾート 45分
Ⓐ 札幌市 120 分 Ⓕ 池田ワイン城 70分
Ⓑ 富良野 80 分
Ⓒ 美瑛 120 分

◆空港送迎（新千歳空港・帯広空港）

混載にて空港送迎も手配できます。（レセプションにてご予約）

新千歳空港 大人お一人 10,100円 2－11歳 お一人 8,080円 1歳以下無料

帯広空港 大人お一人 7,100円 2－11歳 お一人 5,480円 1歳以下無料

*ご予約・ご相談はお早めにレセプションまでお問合せ下さい。

6/25～9/4の出発

1.募集型企画旅行契約
（1）この旅行は、株式会社星野リゾート・トマム（以下【当社】といいます。）が企画・実施する旅行であ

り、この旅行契約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。）を締結する事になります。

（2）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件の他、ご旅行のお申し込み
時にお渡する旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企
画旅行の部によります。

2.旅行の申し込みと契約の成立
（1）当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、旅行代金を添えて申し込みください。
（2）募集型企画旅行の契約は、契約の締結を承諾し旅行代金を受理した時に成立するものとします。

3.旅行代金について
（1）満12歳以上の方は大人代金、満4歳以上12歳未満の方は、子供代金となります。
（2）別途子供代金の年齢が定められており、当パンフレットにおいて明記されているものはそちらを優先する

ものと致します。

4.旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（1）旅行日程に明示した運送機関の運賃、食事代、入場料、旅行取扱料金及び消費税等の費用が

含まれます。
（2）旅行日程に記載のない交通費等の諸経費及び、個人的性質の諸経費は含まれません。
（3）添乗員は同行致しません。

5.お客様からの旅行契約の解除（取消料）
（1）お客様は、いつでも次に定める取消料（お一人様につき）を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。この場合、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き払い戻
し致します。

（2）お客様のご都合でコース等変更される場合も次に定める取消料が適用されます。
（3）取消日とは、お客様が当社の営業日・営業時間に解除する旨を、申し出いただいた日とします。

1）旅行開始日の前日に解除 旅行代金の40％
2）旅行開始当日の解除 旅行代金の50％
3）旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％

申し込み条件・取消料等はメニューにより異なります。
実施内容は予告なく変更となる場合があります。悪天候等により出発・到着
時間の変更、遅延及び催行中止となる場合がございます。予めご了承下さい。
ツアーの内容等はエクスカーションデスクまでお問い合わせください。



大自然に囲まれながら

14.富良野 オリカゴルフクラブ
平日 6,000円
土日祝日 (2名プレー) 9,620円 / (3－4名プレー）8,000円
【受付人員】2名様より
【営業時間】08:00～日没
富良野に広がる、雄大な十勝岳連峰を遠景に、
自然と調和した美しい戦略性の高い18Hをお楽しみください。
【代金に含まれるもの】グリーン代、カート代
*キャディーはつきません。

6.十勝川ラフティング
大人:7,260円 子供：5,500円 (7歳－12歳）
出発時間 13:00-18:00
最少催行人員 4名
水量豊富な十勝川で急流を漕ぎ下りながら
北海道の大自然をお楽しみ頂けるラフティングコースです。
【旅行代金に含まれるもの】インストラクター・用具レンタル代

15.北海道 クラシックゴルフクラブ帯広
平日 8,000 （2名プレー）/ 6,950円 （3-4名プレー）
土日祝日 10,000（2名プレー）/9,500円（3-4名プレー）
【受付人員】2名様より
【営業時間】08:00～日没
【代金に含まれるもの】グリーン代、カート代
*キャディーはつきません。

17.ゴルフ練習
【営業時間】09:00-12:00/16:00-18:30

【受付人員】 1名様より

30分 300 / 1時間 500（16歳以上）

場所: アーチェリー場近く
雄大なマウンテンビューと共にゴルフの練習をお楽しみください。

※ゴルフクラブはツアーデスクにて貸し出ししております。

4.空知川リバーボーディング
大人:7,700円 13歳以上対象
出発時間 08:30-12:00 / 13:00-16:30
最少催行人員 2名
透明度の高い空知川をボディーボードで川下り。川の流れを全
身で感じられるアクティビティーです。
【旅行代金に含まれるもの】インストラクター・用具レンタル代

5.空知川ダッキー
大人:7,700円 13歳以上対象
出発時間 08:30-12:00 / 13:00-16:30
最少催行人員 2名
2人乗りのゴム製のカヤック。パドルを使って自分で漕ぎながら
川下りを楽しむコースです。
【旅行代金に含まれるもの】インストラクター・用具レンタル代

ゴルフ

12.木のアクセサリー作り体験
大人・子供同額: 2,500円 5歳以上対象
場所 3階 劇場
夜のイベント 20:00-22:00
催行人員 1名
北海道の素材を使い
自分だけのアクセサリーが作れます。
【代金に含まれるもの】体験代・材料費

13.羊毛フェルト
シート:2,400円 ボール:3,600円 6歳以上対象
場所 3階 劇場
夜のイベント 20:00 - 22:00
催行人員 1名

羊毛を使ってオリジナルの作品を作っていただけます。

トマムならではの体験をぜひ、

北海道のイベントでお楽しみください。

【代金に含まれるもの】体験代・材料費

1.空知川ラフティング
大人:6,600円 子供：5,500円 (5歳-12歳）
出発時間 08:30-12:00 / 13:00-16:30
最少催行人員 2名
道内でもトップクラスの透明度を誇る空知川で、大自然の
景観と急流でのちょっとしたスリルを楽しんで頂けるコースです。
空知川までは、送迎車で片道30分です。
【代金に含まれるもの】インストラクター・用具レンタル代

2.鵡川ラフティング
大人:7,700円 14歳以上対象
出発時間 08:30-12:00 / 13:00-16:30
最少催行人員 2名
よりレベルの高い興奮とスリルを楽しみたい方におすすめコース
鵡川ラフティング。急流の中をボートで進み、たくさんの水しぶ
きを浴び、やみつきになること間違いなしです。鵡川までは、
送迎車で片道30分です。
【代金に含まれるもの】 インストラクター・用具レンタル代

3.渓流釣り
大人・子供同額:4,950円 6歳以上対象
出発時間 08:50-11:30 / 13:20-15:30
最少催行人員 2名
クラブメッドのすぐ近くにある渓流で行うキャッチ&リリース
スタイルのフィッシング。釣りをしたことがない方でも
親切なインストラクターと一緒に釣りを楽しんでいただけます。
【代金に含まれるもの】 インストラクター・用具レンタル代

7.空知川ラフティング
大人:6,600円 子供：5,500円 (6歳-12歳）
出発時間 08:45-12:00 / 13:00-16:15
最少催行人員 2名
道内でもトップクラスの透明度を誇る空知川で、大自然の
景観と急流でのちょっとしたスリルを楽しんで頂けるコースです。
空知川までは、送迎車で片道30分です。
【代金に含まれるもの】 インストラクター・用具レンタル代

8.リバーエクスペリエンス
大人:6,600円 子供：5,500円 (3歳-12歳）
出発時間 08:45-12:00 / 13:00-16:15
最少催行人員 2名
ラフティングだけでなく、釣りやチューブ遊びなど様々な川遊びを
体験できます。お子様だけでなく大人の方も楽しんで頂ける
コースとなっています。
【代金に含まれるもの】 インストラクター・用具レンタル代

10.乗馬体験
大人:9,900円 13歳以上対象
出発時間 09:00～日没（火曜日を除く）
最少催行人員 1名

1名1頭ずつ馬に乗り、ゆっくり1時間北

海道の大自然を馬と共に楽しんでいただけます。

【代金に含まれるもの】 乗馬体験代・用具レンタル代

11.ジンギスカンBBQランチ
大人・子供同額:2,000円 （2歳～）
受付時間 11:00～15:00
最少催行人員 2名

北海道ならではの食材を広大な大地を見

下ろしながらお召し上がりいただけます。

富良野観光の昼食場所として最適

【代金に含まれるもの】 食事代

9.富良野・美瑛観光（半日）【送迎あり】
大人:9,500 子供:6,500（2歳-11歳）
出発時間 07:30-14:00

開催日 毎週 月・水・金
最少催行人員 8名
夏人気の観光スポット「青い池」と「ファーム富田」を訪れるコースです。

車窓より眺めるパッチワークの景色は夏の北海道の代名詞ともいえ、さわやかな夏
の北海道を体感できるツアーです。 GOも同行いたします。
【スケジュール】クラブメッド発 => (バス等) => ファーム富田
=> (バス等) => 青い池 => クラブメッド着
【代金に含まれるもの】 往復の送迎代・駐車場代
【運行バス会社名】 飛内運輸

人気のアクティビティー リゾート内で体験

～ご案内～

掲載のツアーNo.9半日観光以外の商品（No.10～17）につきましては

現地集合、現地解散となります。ただしNo.1～8につきまして送迎をご希望のお客様は

各アクティビティー提供会社の無料送迎サービスをご利用頂けます。

当社主催旅行区間は、アクティビティーの開始から終了までとなり、当該無料送迎サー

ビス区間は含まれません。 旅行条件書は必ずお読みください。

16.サホロカントリークラブ
平日 5,600円(別途 ゴルフ場利用税400円 現地払い)

土日祝日 (2名プレー) 8,100円(別途 ゴルフ場利用税400円 現地払い)

【営業時間】 08:00～日没
【代金に含まれるもの】グリーン代、カート代
*キャディーはつきません。
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Excursions

旅行企画・実施 株式会社星野リゾート・トマム
北海道知事登録旅行業第2-729号
北海道勇払郡占冠村字中トマム2171番地2クラブメッド北海道トマム内

TEL 0167-56-9800 内線3266
総合旅行業務取扱管理者 松山 寛光

We reserve the right to cancel or alter the products offered due to adverse 
weather conditions or if the minimum number of participants is not reached. 
(Information available at the Excursions desk)

◆A LA CARTE 3hours～8hours

A tailor-made tour with Private Taxi to go around Hokkaido to 
make most of its nature and culture.

Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ
Ⓕ

◆Airport Transfer（Chitose・Obihiro）

Collective Airport Transfer（Book at Reception）

Chitose Airport Adult 10,100JPY Kids 8,080JPY Under 1years Free

Obihiro Airpo Adult 7,100JPY Kids 5,480JPY Under 1years Free

*Please check availability with reception

6/25～9/4

Opening Hours

09:00-12:00 / 16:00-18:30

Time to city / tourism spots in Hokkaido
New Chitose Airport 90Mins
Tokachi Obihiro Airport 70Mins

Ⓐ Sapporo City 120Mins
Ⓑ Furano 80Mins
Ⓒ Biei 120Mins
Ⓓ Asahiyama Zoo 180Mins
Ⓔ Sahoro resort 45Mins
Ⓕ Ikeda Wine Castle 70Mins
Ⓖ Fujita Farm Cow Milking 60Mins

1.Recruitment type planned tour.
I. This trip is similar to Hoshino Resorts Tomamu Co. 

Ltd. It is planned and Implemented and customers 
who participate in this travel contract are referred to 
as a collective travel within the contract with the 
company named above

II. Contents or the Recruitment-type planned travel 
contract in addition to the conditions described for 
each tour, the travel condition document will be 
given at the time of booking, according to travel 
agency contract.

2. Application for travel and establishment of contract.
I. Please fill in the prescribed items in the travel 

schedule prescribed by our company and apple the 
travel fee.

II. The contract for recruitment type travel shall be 
concluded at the completion of the contract and 
payment is made.

3. Travel price regarding children.
I. Children will be considered as those who are 4 years 

old and older and younger than 12 years old, in the 
case of differing regulations by our vendors this may 
change based on safety grounds.

4.What is/is not included in the tour price
I. Transportation fee, admission fee, travel specified in 

the travel schedule and consumption tax.
II. Options such as traffic and personal contracts are not 

stated in the travel schedule are not included.
III. There will be no tour guide provided by our 

company.
5.Cancellation of the travel contract.
I. The customer can cancel the travel contract at any 

time paying the following fee(per person).
- on the day prior to the tour 40% if the full rate will be 
charged.
-on the day of the tour 50% of the full rate will be 
charged.
-No show/Late after start time of the tour 100% of the 
rate will be charged.

Hoshino Resorts Tomamu Domestic Travel 
Conditions (excerpts and supplements)



Excluding No.9 all the options available are non-transfer options.
No.1 - No.8 all G.M are free to use the vendors free shuttle bus 
which is available at specified timings. These options are only 
considered our tour when the activities begin until completion, not 
transfer time.

16.Golf Practice Range
【Operating Hours】 09:00-12:00/16:00-18:30

Perfect your technique and practice on site with a beautiful 
mountain view
Club Rental available at Excursion Desk

1.Sorachigawa River Rafting
【Schedule】 08:30-12:00 / 13:00-16:30

Adult: 6,600JPY Kids: 5,500JPY (5－12yrs）

Because of the ice melting from the 
mountain, Sorachi river is very clean and more 
abundant than others. Only take you 30 minutes 
to visit this beautiful river.
【Included in Package】 Instructor, Equipment

13.Furano Orika Golf Club 【No Shuttle Service】

【Operating Hours】 08:00～Sunset
Weekday 6,000JPY
Weekend, Holiday (2pax) 9,620JPY / (3－4pax）8,000JPY

【Included in Package】 Green Fee, Cart Fee *No Caddies
Play golf on a magnificent course with a distant view of the 
Tokachi Mountain Range. With a breathtaking landscape, Orika
Golf Club unfolds across 1,380,000 m² of gentle terrain in 
Hokkaido. Each hole was designed with the arrangement of natural 
forest, ponds and other hazards. You will enjoy the real thrill of 
golf on these beautiful, strategically designed 18 holes, which are 
in perfect harmony with their surrounding natural environment.

6.Tokachigawa River Rafting
【Schedule】 13:00-18:00

Adult: 7,260JPY Kids: 5,500JPY (7－12yrs）

Enjoy rafting on the 6-kilometer Tokachi river. 
The best choice for family and groups team 
building, time to bond the relationship. The river 
impress you, it’s a good chance to see the 
beauty of nature.
【Included in Package】 Instructor, Equipment

Tomamu Art and Craft
11.Wooden Accessory Making
【Schedule】 Saturday 20:00～22:00

【Place】 3F Theater

2,500JPY/ Per Accessory

Enjoy the local Tomamu Art 

Homemade  accessories by yourself, during the 
Hokkaido Night Event.
【Included in Package】 Material cost

12.Needle Felting

【Schedule】 Wednesday 20:00～22：00

【Place】 ３F Theater

Small: 2,400JPY Ball: 3,600JPY From 6yrs

Enjoy the local Tomamu Art

Homemade using wool and your own design 
during the Hokkaido night event.
【Included in Package】 Material cost

Searching for Emotions

7.Sorachigawa Rafting
【Schedule】 09:00-12:00 / 13:10-16:20

Adult: 6,600JPY Kids: 5,500JPY (6－12yrs）

Because of the ice melting from the 
mountain, Sorachi river is very clean and 
more abundant than others. Only take you 30 
minutes to visit this beautiful river.
【Included in Package】 Instructor, Equipment

8.River Experience

【Schedule】 09:00-12:00 / 13:10-16:20

Adult: 6,600JPY Kids: 5,500JPY (3-12yrs)

Enjoy the holiday with family in beautiful Sorachi 
river, family fun time of the rafting, fishing, tube, 
unforgettable family memory in Hokkaido.
【Included in Package】 Instructor , Equipment

Golf 

14.Hokkaido Classic Golf Club Obihiro
【No Shuttle Service】

【Operating Hours】 08:00～Sunset
Weekday（2pax）8,000JPY /（3-4pax）6,950JPY
Weekend, Holiday（2pax）10,000JPY /（3-4Pax）9,500JPY

【Included in Package】 Green Fee, Cart Fee *No Caddies

2.Mukawa River Rafting
【Schedule】 08:30-12:00 / 13:00-16:30

Adult: 7,700JPY From 14yrs

The highest level of rafting in Hokkaido. Mukawa
has been leveled as extreme rafting abroad. 
Why not to challenge yourself in your amazing 
holiday.
【Included in Package】 Instructor, Equipment

Nature Larger Than Life

9.Furano / Biei sightseeing (Half Day)

【Schedule】 ：Mon・Wed・Fri 07:30～14:00
Adult: 9,500JPY Kids: 6,500（2－11yrs）

A day trip tour to Furano and Biei. Including
visiting the "Must Visit Destination", «Farm Tomita»
and the beautiful «Biei Blue Pond».
【Included in Package】 Transfer, Parking Fee

10.Horse Riding 【No Shuttle Service】

【Schedule】 09:00-Sunset

【Not available Tuesday】

Adult: 9,900JPY From 13yrs

After training and practicing with our 
professional instructor in Village 432, we ride 
the horse in the beautiful and quiet forest. 
Enjoy the 1-hour Horse Ride.
【Included in Package】 Instructor, Equipment

3.Sorachigawa Riverboarding
【Schedule】 08:30-12:00 / 13:00-16:30

Adult: 7,700 From 13yrs

Slide down with body board on the very 
clear river Sorachigawa. You can feel river 
flowing with your body. 
【Included in Package】 Instructor, Equipment

4.Sorachigawa Ducky
【Schedule】 08:30-12:00 / 13:00-16:30
Adult: 7,700 From 13yrs

Ducky is the Kayak for 2pax. You can 
control the boat by yourself. Get ready to 
enjoy the water splash! 
【Included in Package】 Instructor, Equipment

5.River Fishing
【Schedule】 08:50-11:30 / 13:20-15:30

Adult, Kids: 4,950JPY From 6yrs
Enjoy the Zen way of fishing, 10 minutes away 
from Club Med. We have experienced instructor 
take you to fish in the river. To respect the 
beautiful nature, we return the fish back to their 
home.
【Included in Package】 Instructor, Equipment

15. Sahoro Country Club 【No Shuttle Service】
【Operating Hours】 08:00～Sunset
Weekday 5,600JPY

(Separately Golf Course surcharge 400JPY Payment at 
Course )

Weekend, Holiday (2pax) 8,100JPY
(Golf Course surcharge 400JPY Payment at Course )

【Included in Package】 Green Fee, Cart Fee *No Caddies


