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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。皆様方におかれましてはますますご清栄のことと

お喜び申し上げます。 
この度は、第１9 回定期総会の開催、誠におめでとうございます。 
標記の総会参加者の宿泊・視察ツアーにつきましては、弊社にて斡旋させていただくことになりました。 

 下記の要項をご覧いただき、お早めに申込くださいますようご案内申し上げます。 
 
１．取扱期間  平成２４年７月１１日（水）～７月１３日（金） 
 
２．スケジュール・会場案内 
  平成２４年７月１２日（木）  役員会（理事会）  １４：００～１５：００ ３Ｆ「大会議室」   
                 定期総会      １５：３０～１６：４５ １Ｆ「美丘ホール」 
                 記念講演      １７：００～１８：００ １Ｆ「美丘ホール」 

交流レセプション    １８：３０～２０：００ ３Ｆ「大会議室」 
交流レセプション：会費６，０００円(税込) ※定期総会のみのご参加の場合は、不要となります。 
会場は、いずれも『美瑛町町民センター』です。（美瑛町寿町２丁目 3-13 電話 0166-92-4141） 

                                       

 

全国森林環境税創設促進議員連盟 

第１9 回定期総会 

ご宿泊・視察ツアー取扱要項 

※町民センターは、JR 美瑛

駅から徒歩で約１０分かか

ります。 

 



3．シャトルバスについて 
 下記のとおりシャトルバスを運行いたしますので、ご利用下さい。 

日時：平成２４年 7 月１２日（木） 
 ●シャトル１号～旭川空港（13：00 発）⇒ 美瑛町町民センター（13：30 着） 
●シャトル 2 号～旭川空港（13：30 発）⇒ 美瑛町町民センター（14：00 着） 
●シャトル 3 号（旭川市内ホテル宿泊の方） 

  美瑛町町民センター（レセプション終了後）⇒ 旭川ワシントンホテル（所要時間約３０分） 
尚、美瑛町町民センター⇒白金温泉のバスは、別途ご用意致します。 
7 月 11 日にお越しの方は、誠に恐れ入りますが、各自にて各ホテルまでお越しいただきすようお願いいたします。 

 

4．宿泊施設のご案内 
美瑛町白金温泉および旭川市内ホテル ※別紙宿泊ご案内参照 
＜ご宿泊期日：平成２4 年７月１１日（水）･･･前泊 ７月１２日（木） ２日間＞ 
※トップシ－ズンの為、ご希望の宿泊タイプにてご回答できない場合もございますので予めご了承下さい。  
※お取扱い期間外の宿泊を希望される場合はお気軽にお問合せ下さい。 
 
5．視察ツアーについて 
 日時：平成２４年 7 月１３日（金） 参加費用 ２，０００円/最少催行人員 15 名 
Ａコース（白金温泉発）申込記号Ａ 
日 時 行          程 食事 
７/１３ 
（金） 

JR 美瑛駅===白金温泉===（青い池、四季彩の丘、ﾊﾟｯﾁﾜｰｸの丘など）===旭川空港===旭川駅 

 8:30        9:00                                              12:00     13:00   
× 

Ｂコース（旭川ワシントンホテル発）申込記号Ｂ 
日 時 行          程 食事 
７/１３ 
（金） 

旭川 ======（ﾊﾟｯﾁﾜｰｸの丘、四季彩の丘、新栄の丘など）=========旭川空港======旭川駅 

 8:30                                                        12:00       13:00 × 

※旭川空港～JAL1104・ANA4758・ADO58(いずれも羽田行き)に接続可能 
※旭川駅～札幌駅行/毎時 00 分・30 分 新千歳空港行毎時 00 分 

 
6．申込方法 
※別紙申込書に必要事項をご記入の上、６月 1 日（金）１３：００までに名鉄観光サービス(株) 
旭川支店 ＦＡＸ（０１６６）２５－４５８４まで お申込下さい。 
※行き違いの防止のため、電話でのお申込、ご変更は一切受付しかねますので、ご了承下さい。 
※宿泊はご希望のタイプが満室の場合、他のタイプにて手配させていただきます。 
宿泊決定通知のご案内 
※申し込み責任者様宛てに、振込み確認後、予約回答書にて回答いたします。 
  
7．お支払方法について 
 ※宿泊費、交流レセプション費及び視察ツアー費を６月２９日（金）までに下記口座へお振込みくださ

い。 
 ※振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。 

 
 
 
     

振込先 
北洋銀行 旭川中央支店 （普通）３１３９８９９２ 
名鉄観光サービス㈱旭川支店 
 



8．宿泊・視察ツアーの変更・取消しについて 
※到着日以前の変更、取消しについては、弊社までＦＡＸにてご連絡下さい。 

 ※行き違いの防止のため、電話での変更・取消しは一切できませんのでご了承下さい。 
 ※宿泊施設到着後の変更、取消しにつきましては、直接宿泊施設の者にお申し出下さい。  
 ※変更・取消しによって生じた差額は、大会終了後、振り込み手数料を差し引いて銀行 
  振込にて返金いたします。（振込申込書に振込先を明記して下さい。） 
 
 【変更・取消料】 

お申し出日 宿泊取消料 視察ツアー取消料 
１０日前～８日前 無 料 ２０％ 
７日前～２日前 宿泊費用の２０％ ３０％ 

前  日 宿泊費用の５０％ ５０％ 
無連絡不泊 宿泊費用の１００％     １００％ 

 
9．交通機関斡旋について 

各地から美瑛・旭川までの航空機等の計画輸送は行いませんので、お客様にて手配をお願いします。 
  ◆宿泊のお申込・問合せ先◆  

 
 
 
 
 
 
 
 

美瑛町の位置                     

 

〒０７０－００３５ 旭川市 5 条通 9 丁目左 1 号（ECS 第２１旭川５条ビル１階） 
       名鉄観光サービス㈱旭川支店 
      全国森林環境税創設促進議員連盟第１９回定期総会 係 
      担 当 土山、大井、竹原 
営業時間 月～金 ９：００～１８：００  土・日曜日・祝祭日は休業 
ＴＥＬ（０１６６）２３－４７１１  ＦＡＸ（０１６６）２５－４５８４ 

 

新千歳空港、札幌方面から JR で来る場合は、

旭川駅で JR 富良野線にお乗り換えくださ

い。 

 

          （乗り換え） 

新千歳発 ⇒ 札幌発 ⇒ 旭川発 ⇒ 美瑛

着 

9:19   ⇒   10:00 ⇒  11:31 ⇒ 12:03 

            10:30 12:25  12:58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪宿泊施設・料金について≫ 

（1泊あたり、税金・サービス料込み） 

宿泊施設名 宿泊日 部屋タイプ 食事条件 宿泊代金 
申込 

記号 
備  考 

大雪山白金観光ホテル 

美瑛町白金温泉 

0166-94-3111 

7/11 

(水) 

１名１室利用 
１泊２食 

設定なし  和室利用 

２名以上利用 18,000 円 １ 

7/12 

(木) 

１名１室利用 
１泊朝食 

設定なし  

２名以上利用 13,000 円 ２ 

湯元白金温泉ホテル 

美瑛町白金温泉 

0166-94-3333 

7/11 

(水) 

１名１室利用 
１泊２食 

23,000 円 3 和室利用 

２名以上利用 18,000 円 4 

7/12 

(木) 

１名１室利用 
１泊朝食 

18,000 円 5 

２名以上利用 13,000 円 6 

ホテルパークヒルズ 

美瑛町白金温泉 

0166-94-3041 

7/11 

(水) 

１名１室利用 
１泊２食 

22,000 円 7 洋室利用 

２名 1 室利用 15,000 円 8 

7/12 

(木) 

１名１室利用 
１泊朝食 

19,000 円 9 

２名 1 室利用 12,000 円 10 

旭川ワシントンホテル 

旭川市１条通６丁目 

0166-25-3311 

7/11 

(水) 

１名１室利用 

１泊朝食 

7,000 円 11 洋室利用 

２名利用 6,500 円 １2 

7/12 

(木) 

１名１室利用 7,000 円 １3 

２名利用 6,500 円 １4 

 
 
 
 
 
 
 大雪山白金観光ホテル    湯元白金温泉ホテル    ホテルパークヒルズ  旭川ワシントンホテル 

 

※この時期は、美瑛白金温泉・旭川市内は、大変混んでおります。ご希望のタイプに添えない場合もござ

います。 
※7月 12 日(木)の夕食会場は、レセプション会場(美瑛町町民センター)となります。 
※各宿泊施設とも、定員になり次第〆切らさせていただきます。 
※ご希望のタイプが満室の場合は誠に勝手で申し訳ございませんが、代案にてご回答させていただく場合

がございます。 
※上記以外の施設になる場合もございますので予めご了承願います。 

    

 

青い池 
太陽からの光が水中のコロイド粒子

と衝突し、色々な方向に散乱され、コ

ロイド粒子が、光の散乱を促し、波長

の短い青い光が散乱されやすいため、

その光が私たちの目に届き、青く見え

ると言われております。 

 


