
0717 祝・月  大阪～函館  

時刻  予算額  内容 

1100―1241 \3980  ¥4000 ずつ ICOCA にて支払   ICOCA 入金☐ 

    家発 ― 移動 15ｍ ―  

    上牧駅 1115 発準急天下茶屋行  

     天下茶屋駅 1202 着 1209 発 南海特急ラピートβ45

号関西空港行 

関西空港駅 1241 着 ― 移動 9ｍ 

 

1250―1400 \3000  関空着 昼食 

 

1400～    飛行機 バニラエア  搭乗手続き 

    第一ターミナル 2F 国内線フロア 南出発口横  

チェックインカウンター 

 

～1420 厳守   搭乗口集合 

 

1450―1640 \16,960cf 飛行機 関空発 1h40m ― 函館空港着 10ｍ  

 

1640ー1655 \1630  タクシー15ｍ ―  

 

1655―1715 ￥1000  湯倉神社着 20ｍ 

 

1715―1810 \500  移動・足湯 15ｍ ― 電停湯の川温泉発 40ｍ 

 

1810―1920 \5000  電停宝来町着 10ｍ ― 夕食 Jolly Jelly fish 1h 

 

1920―2010 \1200  移動 15ｍ ― ロープウェイ 15ｍ ― 函館山 20ｍ 

 

2010―2045 \1200  ロープウェイ 5ｍ ― 移動（ベイエリア）30ｍ 

 

2045  \34200c ホテル ラビスタ函館ベイ ☎0138-23-6111 

 



0718 火  函館～支笏湖 

時刻  予算額  内容 

0630―    ホテル ラビスタ函館ベイ  朝食 

0730       チェックアウト 

 

0730―  \5000  移動 30ｍ 函館朝市通る  

― 昼食購入 30ｍ 駅弁の函館みかど 1F 改札左  

海鮮雲丹めし 

― チケット購入等 24ｍ  

 

0854―  \15300  函館駅発  

     JR 北斗 1 人¥7650 昼食 

―1151    苫小牧駅着 

 

1151―1215 \4600  移動 ５ｍ ― タイムズカーレンタル苫小牧駅 15ｍ 

予約☑ 支払☐ 

 

1215―1250 \1000  車移動 20ｍ ― 樽前山神社 25ｍ 

 

1250―1330 ￥410  車移動 35ｍ ― 移動 5ｍ 

 

1330―1530 \17200c 雨天決行 荒天中止  

    日本一キレイな湖で SUP クルージング！支笏湖・半日

プラン 

Hokkaido Great Adventure 

     

1530―1635 \3000  雨天中止 休憩 10ｍ ― 車移動 55ｍ 樽前山 

 

1635―1705   樽前山 7 合目ヒュッテ 5ｍ ― 移動 10ｍ ― 見晴

台 5ｍ― 移動 10ｍ 

 

1705―1800   休憩 5ｍ ― 車移動 55ｍ 

 

1900―  \85,158cf ホテル しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌 ☎0123-



25-2211 

  

0719 水  支笏湖～旭川 

時刻  予算額  内容 

0700―    ホテル しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌 朝食 

0750         チ ェ ッ ク

アウト 

0800―0935   車移動   

    国道 453 号線 経由 1ｈ40ｍ  

タイムズカーレンタル札幌駅北口店 返却 5ｍ 

〒060-0809 北海道札幌市北区北９条西４丁目１ 

― 移動 5ｍ ― 札幌駅 10ｍ  

 

1000―1125 \9620  札幌駅発 ライラック 11 号特急旭川行 ― 旭川駅着 

     1 人\4810 

1129―1139 \460  旭川駅発 なよろ 1 号快速名寄行 ― 永山駅着  

     1 人\230 

1139―1200 \1890  移動 11ｍ ― タクシー10ｍ  

 

1200―1400 \5000  昼食 上野ファーム ２ｈ   

 

1410―1435 \2210  タクシーを呼ぶ 10ｍ ― タクシー15ｍ 7.1ｋｍ 

 

1435―1450 \1000  旭川神社 15ｍ 

 

1450―1505 \1010  タクシー10ｍ 2.8ｋｍ ― 移動 5ｍ 

 

1505―1715 \1640  旭山動物園 2ｈ10ｍ 

     1 人\８2０ 

1731―1815 \840  旭山公園入り口発 バス 40ｍ ― 旭川駅着 ― 移

動 5ｍ 

     1 人\420 

1815  \20000c ホテル ホテル WBF グランデ旭川 ☎0166-23-8000 



0720 木  旭川～札幌 

時刻  予算額  内容 

―0820   ホテル ホテル WBF グランデ旭川 チェックアウト 

0820―0850   移動 5ｍ ― 朝食購入 15ｍ ― チケット購入等 10

ｍ  

 

0900―1025 \9620  旭川駅発 ― 札幌駅着 ライラックカムイ 

1 人\4810 

 

1025―1040 \400  移動 10ｍ ― 地下鉄 さっぽろ駅発 5ｍ  ― す

すきの駅着 ― 移動 5ｍ 

 

1040―1200 \6000  昼食 えびそば一幻（駐車場あり） ― けやき本店  

― フルーツケーキファクトリーすすきの店 

 

1200―1210 \9000  移動 10ｍ ― タイムズステーション札幌すすきの店

20ｍ 

タイムズステーション札幌すすきの, 〒064-

0804  

北海道札幌市中央区 南４条西６丁目５ 

予約☑ 支払☐ 

 

1210―1230 \700  車移動 20ｍ ― 円山動物園駐車場(1 回\700) 

     満車時 タイムズ南２西２４ 北海道札幌市中央区

南２条西 24-131 

 

1230―1310 \1000  移動 5ｍ ― 北海道神宮 30ｍ ― 移動 5ｍ  

 

1310―1600 \1200  円山動物園 2ｈ50ｍ 

     入園料 1 人\600 モルモットガイド 14：00

～ 

      

1600―1820 \1200  移動 5ｍ ― 車移動 25ｍ ― 白い恋人パーク 1ｈ

50ｍ   



 

1820―1930 \6000  車移動 10ｍ ― 夕食 Soup Curry SAMURAI. 西野店

1ｈ 

 

1930―2010 \28000cf ホテル シャトレーゼガトーキングダムサッポロ ☎

011-773-2211 

     北海道札幌市北区東茨戸 132 番地  

 

0721 金  札幌～大阪 

時刻  予算額  内容 

0830―    ホテル シャトレーゼガトーキングダムサッポロ チ

ェックアウト 

 

0830―1130   車移動 30ｍ ―石狩浜（石狩灯台）２ｈ30ｍ 

 

1130―1150   車移動 5ｍ ― 石狩八幡神社 15ｍ 

 

1150―1300 \8000  車移動 5ｍ ― 金大亭 1ｈ5ｍ 予約☑ 

      

1330―1510 \1300  車移動 1ｈ40ｍ（休憩 15m） 56.8ｋｍ  ―  

    伏古 IC ―（札樽自動車道）― 札幌ＪＣＴ 

札幌ＪＣＴ ―（道央自動車道）― 札幌南  

札幌南 ―道央自動車道― 新千歳空港 

 

1510―1530   タイムズカーレンタル 千歳空港 車返却 ― 移動

20ｍ 

 

1530―1800 \20000  新千歳空港内 買物 2ｈ20ｍ ― 移動 10ｍ 

    （夕食の弁当代含む、￥10000 は会社・近所・親戚など

へのお土産） 

 

1725―1825   飛行機 peach 搭乗手続き 1810 頃 

チェックインカウンター 1F 到着ロビーの団体カウン



ター隣 

―1830    保安検査場通過時間〆 

―1835    搭乗口集合〆 

 

1855―2105 \21780ｃｆ 飛行機 新千歳空港発 1h40m 夕食 ― 関空着 

 

2105―2310 \3980  関西国際空港 移動 10ｍ ―  

関西空港（鉄道）2133 着 2135 発 南海特急ラピート

a8 号難波行 ― 

    天下茶屋 2206 着 2213 発 大阪市営堺筋線高槻市行 

―  

淡路 2235 着 2239 発 阪急京都本線快速急行河原町行 

―  

高槻市 2251 着 2253 発 阪急京都本線河原町行 

    上牧 2256 着 ― 移動 15ｍ ― 帰宅 (^O^)お疲れ

様でした！  

 


