
URAKAWA

“優駿のふるさと・浦河”で乗馬レッスン＆厩舎の作業体験

期間：2016年 10月 ~12月

◆４泊５日コース 10/5( 水 ) ～ 12/25( 日 ) 間の、毎週水曜日から日曜日の 4泊 5日間
◆６泊７日コース 10/3( 月 ) ～ 12/25( 日 ) 間の、毎週月曜日から日曜日の 6泊 7日間

うらかわで！

2016
秋季短期集中

乗馬レッスンプログラム

【募集人員】各週２名（定員になり次第〆切）
【集合・解散場所】うらかわ優駿ビレッジ AERU
　　　　　　　　　　※本プログラムの料金は集合から解散までの料金です。集合場所までの往復交通費は自己負担となります。

【旅行代金】　◆４泊５日コース　54,000 円（税込）1名 1室料金　全朝食付

　　　　　◆６泊 7日コース　70,000 円（税込）1名 1室料金　全朝食付

◆新千歳空港から　　　バス：約３時間（道南バス）　車：約２時間 40 分
◆札幌から　　　　　　バス：約 3時間 30 分（道南バス高速ペガサス号 )　車：約 3時間

※新千歳空港または札幌からバスをご利用の方は、
　終点の浦河バスターミナルまでホテルの車がお迎えに上がります。（要各自予約）
※航空券手配が必要な場合はご相談ください。

Access

功労馬のお世話も
体験できます！



6:00　朝飼・放牧
7:00　廐舎作業
8:00　プログラム
　　　スタート
9:00　乗馬場
　　　営業開始
レッスン①基礎
※場合によっては午後に実施

【例】　曳き馬
　　　　 |
　　　手入れ
　　　 　|
　　　  馬装
　　　　 |
　　  レッスン
｝約90分

12:00 ～ 13:00
昼休み

13:30　午後の部
　　　  営業開始
一般予約がない場合や、
参加者が希望する場合等、
条件が合えば二鞍目も可能

15:00　放牧
　　　手入れ、チェック
　　　 夕飼
              終了

火
6:00　朝飼・放牧
7:00　廐舎作業
8:00　プログラム
　　　スタート
9:00　乗馬場
　　　営業開始
レッスン②基礎
※場合によっては午後に実施

12:00 ～ 13:00
昼休み

13:30　午後の部
　　　  営業開始
一般予約がない場合や、
参加者が希望する場合等、
条件が合えば二鞍目も可能

15:00　放牧
　　　手入れ、チェック
　　　 夕飼
              終了

水
6:00　朝飼・放牧
7:00　廐舎作業
8:00　プログラム
　　　スタート
9:00　乗馬場
　　　営業開始
レッスン③基礎
※場合によっては午後に実施

12:00 ～ 13:00
昼休み

13:30　午後の部
　　　  営業開始
一般予約がない場合や、
参加者が希望する場合等、
条件が合えば二鞍目も可能

15:00　放牧
　　　手入れ、チェック
　　　 夕飼
              終了

木
6:00　朝飼・放牧
7:00　廐舎作業
8:00　プログラム
　　　スタート
9:00　乗馬場
　　　営業開始
レッスン④応用
※場合によっては午後に実施

12:00 ～ 13:00
昼休み

13:30　午後の部
　　　  営業開始
一般予約がない場合や、
参加者が希望する場合等、
条件が合えば二鞍目も可能

15:00　放牧
　　　手入れ、チェック
　　　 夕飼
              終了

金
6:00　朝飼・放牧
7:00　廐舎作業
8:00　プログラム
　　　スタート
9:00　乗馬場
　　　営業開始
レッスン⑤応用
※場合によっては午後に実施

12:00 ～ 13:00
昼休み

13:30　午後の部
　　　  営業開始
一般予約がない場合や、
参加者が希望する場合等、
条件が合えば二鞍目も可能

15:00　放牧
　　　手入れ、チェック
　　　 夕飼
              終了

土
6:00　朝飼・放牧
7:00　廐舎作業
8:00　プログラム
　　　スタート
9:00　乗馬場
　　　営業開始
  トレッキング

日

景色や自然を楽しむ
ホーストレッキング
（約 60 ～ 90 分）

◆　月曜日の午後に
　　各自チェックイ
　　ンしてください。

◆　プログラムは毎
　　朝 8時スタート
　　です。希望者は
　　6時からの作業
　　体験も可能です。

◆　火曜日の集合場
　　所等はチェック
　　イン時にご案内
　　いたします。

6 泊 7日の
スケジュール

【うらかわ優駿ビレッジ AERU の宿泊・食事について】

・朝食はツアー代金に含まれます。昼食・夕食は各自のご負担となります。
  ホテル内のレストランにて昼食 900 円～、
  夕食 1,500 円～お召し上がりいただけます。
・街へ出て食事をとる際はホテルの車でお送りいたしますが、
  お帰りはタクシーをご利用ください。

（宿泊ホテル AERU は町の中心部より約 10 ㎞、タクシー代約 1,800 円）
・パジャマ、歯ブラシはご持参ください。
・プログラム期間中、一度だけお部屋にクリーニングが入ります。

【4 泊 5 日間コースについて】
・水曜日の午後、各自ホテルにチェックインしてください。
・ホテルチェックインから日曜の午前中までの 4 泊 5 日間のプログラムです。
・翌日から始まるプログラムの集合場所はチェックイン時にご案内いたします。
・1 日のスケジュールは 6 泊 7 日間コースと同じです。
・木曜日から土曜日までは基礎から応用までのレッスンを行い、
  日曜の午前中にはトレッキングに出かけます。
  浦河の景色や自然をお楽しみください。

【注意事項】
・乗馬場営業時間内にレッスンと作業体験をするプログラムです。
   レインジャケット・長靴・軍手をご用意ください。
・レッスン内容及びトレッキングコースは参加者の経験を基に
   インストラクターが決定します。
・スタートする曜日・日数の変更を希望する場合はご相談ください。
・お申込みいただき、参加決定後に参加決定通知を送付いたします。
・旅行代金は、参加決定通知に記された振込先に期限以内にお振込みください。

【旅行条件】（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。）

・表記ツアーは、日交ハイヤー㈱　日交旅行サービス（以下｛当社｝という）が旅行を企画募集して実施するもの
でありお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
・お申込方法
当社所定の申込書に必要事項を記入の上、お一人様につき下記の申込金を添えてお申込ください。
電話によるお申込の場合はお申込の翌日から３日以内に申込金をお支払いください。

　　旅行代金　　　 　 　３万円未満　　６万円未満　　１０万円未満 　１０万円以上
申込金（お一人様） 　 　　5,000 円　　　10,000 円　　　　20,000 円　  　30,000 円

・旅行代金に含まれるもの
　パンフレットに明示した日程の交通費、宿泊代、食事代及び、観光料金等
・旅行代金に含まれないもの
　日程に含まれない交通費、飲食費及び個人的性質の諸費用等。
・取消料
お申込のあと、お客様のご都合により旅行を取り消した場合には旅行代金に対してお一人様につき下記の利率で取消
料を申し受けます。下記に定められた日時は旅行開始日の前日から起算してさかのぼった日以降を示しております。
※（）内は日帰り適用。
　  取消料金　　　２０日間～８日前　　７日前から２日前　　旅行開始日　　 旅行開始日　　旅行開始後の解除
（発日を含まず）　（１０日前～８日前）　　　　　　　　　　　　前　　日　　     当　　日　          無連絡不参加
　   取消料　　　　　　 ２０％　　　　　　　３０％　　　　　  ４０％　　　　５０％　　　　　 １００％

運輸機関のスケジュール、気象条件、その他不可抗力による事由でまた運輸機関の運賃料金の改訂により旅行
日程、旅行代金を変更することがあります。
・旅行の取り止め
当社はあらかじめ明示した最少催行人員に満たないときには旅行の実施を取り止めることがあります。　この
場合出発日の前日から起算してさかのぼって１４日目に当たる日より前に（日帰り旅行については旅行開始日
の４日前までに）連絡致します。
・当社の責任及び免責事項
（１）当社は当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えられたときはその損害を賠償する責に任じます。
（２）当社はお客様が以下の事由によって損害を受けられた場合は賠償の責任は負いません。
天災地変、戦乱暴動、運送宿泊機関の事故、もしくは火災、運送機関の遅延、不通またはこれらのために生ず
る旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、
食中毒、盗難など。
・特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害に
ついて旅行業約款特別補償規定により、一定の補償金および、見舞金を支払います。
この旅行条件は、2013 年 3 月 7 日を基準としております。この条件に定めのない事項は当社旅行業約款によ
ります。旅行業約款については係員にお尋ねください。

【旅行企画・実施】
北海道知事登録旅行業第２－３１６号　国内旅行業務取扱管理者　木田尚孝

（社）全国旅行業協会正会員
日交ハイヤー（株）日交旅行サービス

【事業主体】
浦河観光協会

【お申し込み・お問い合わせ】日交ハイヤー（株）日交旅行サービス

TEL　0146-22-3153
FAX　0146-22-0275

北海道浦河郡浦河町大通 2 丁目 28
営業時間 / 平日 9:00 ～ 18:00
　　　　　土曜 9:00 ～ 15:00
定休日 / 日曜・祝日プログラムお問い合せ…浦河観光協会

☎ 0146-22-3200（9:00 ～ 18:00 、不定休）


