
Horse Riding Lessons in Urakawa

＼ 短期集中  ／

プログラム

Go To トラベル事業・どうみん割事業支援対象ツアー

円分付

円分付

乗馬レッスン

浦河
★

※浦河町までの往復交通費、昼・夕食代はプランに含まれません。

●宿泊料金（スタンダードツインルーム利用） ●乗馬レッスン体験料
●ご朝食

旅行代金に含まれるもの

名馬に “会える” うらかわ優駿ビレッジAERU泊
アエル

Go To トラベルキャンペーン
　　　　　　　　　　　　　　　　　OR どうみん割 が使えます！

50,000 円

47,000 円
＼ お友達と一緒にご予約いただくともっとお得に！ ／

( 税込 )

( 税込 )

3泊 4日　朝食付き

2020年

9 30月 日［水］▶
2020年

12 30月 日［水］

50,000円→   　　円！
お二人で

ご参加の場合は 47,000円→          円！
40,00040,000
37,00037,000

50,000円→        円32,50032,500

お支払い実額

地域共通
クーポン 8,0008,000+ 円分付

お二人で
ご参加の場合は 47,000円→        円30,55030,550 地域共通

クーポン 7,0007,000+ 円分付

北海道民 限定！
ツアー代金

ツアー代金

催行
期間

水 土

IN OUT

日 水
Aコース
Bコース

木 金

月 火

１
名
１
室

２
名
１
室

各日程　定員 2 名様限定！

旅行代金

● Go To トラベルキャンペーンとどうみん割の併用はできません。
● 弊社に割り当てられた支援金の上限金額に達し次第終了となります。



おすすめポイントおすすめポイント

01 初心者さんも、もちろんOK！
02開放的な自然環境で 3密回避！
お客様のレベルに合わせてインストラクターが丁寧に指導を行います。

お客様に安心して滞在していただけるよう、感染予防と 3密回避に
取り組んでいます。『新しい旅のエチケット』にご協力ください。

最終日にはホーストレッキングも楽しめる！
これぞ醍醐味！レッスンの成果を存分に発揮してください。
03

国内のサラブレッド生産の約 8割を占める北海道日高地方。

浦河にも約 200 の牧場があり、約 3,000 頭のサラブレッドが自由にまきばを駆けまわります。

『乗馬レッスンプログラム』は、お客様の経験に合わせた乗馬レッスンはもちろん、

えさやりや手入れなど牧場仕事の体験もできる、「馬のまち」うらかわならではの特別なプログラムです。

都会の喧騒から少し離れ、大自然の中で馬との優しい時間を過ごしてみませんか。

馬とのふれあい、美味しい食、雄大な自然が、忙しい日々にちょっぴり疲れたあなたをきっと癒してくれるはず。

レッスンや厩舎作業が終わればフリーの時間も多いので、

町で映画を見たり居酒屋で地元の人と交流したり、楽しみ方も十人十色。

ぜひあなただけのうらかわでの過ごし方を見つけてください。

6:30

8:00

AM

12:00

PM

15:00

夕方

1日の流れ

厩舎作業
馬のお手入れ etc.

※希望者のみ

馬の朝ごはん
放牧のお手伝い

乗馬レッスン

お昼休み

厩舎作業
※一般予約が無い場合
は乗馬レッスンも可能

馬の夕ごはん
引退名馬の
お世話体験

おつかれさま

でした！

AERUや近隣の飲食店を
ご利用ください。

自慢の大浴場で、一日の疲れを
ゆっくり癒して下さい♪

10月中旬～

色とりどりの

美しい紅葉を

楽しめます！

AERUより車で 20分

オオワシ
オジロワシ

12月上旬～

うらかわ観光協会

主催の観察ツアーも

開催予定！

ー 見どころたくさん！秋冬のうらかわ ーー 見どころたくさん！秋冬のうらかわ ー

天馬街道の紅葉



うらかわ優駿ビレッジAERU
宿泊ホテル

アエル

〒057-0171　浦河町西舎 141-40
TEL　0146-28-2111
日高山脈を望む展望風呂は 7種の浴槽とサウ
ナを完備し、ゆったり温まることができます。
人気の和食膳は浦河産の海鮮やお肉を使用♪

【設備】全室Wi-Fi 有／レストラン・売店／
コインランドリー／全室バス・トイレ付

馬と自然とふれあえるやすらぎの里 うらかわ優駿ビレッジAERU

50,000

50,000

★ JR浦河駅★ JR浦河駅

★ JR東町駅

★ JR 日高幌別駅★ JR 日高幌別駅
● セイコーマート西幌別店● セイコーマート西幌別店

● 浦河町乗馬公園● 浦河町乗馬公園

● Restaurant Eyam● Restaurant Eyam
● 道南バス浦河ターミナル● 道南バス浦河ターミナル

うらかわ優駿ビレッジ
AERU

うらかわ優駿ビレッジ
AERU

至 帯広方面

至 えりも方面

至 札幌方面

236

● Sellers天馬街道店● Sellers天馬街道店

● 優駿さくらロード入口● 優駿さくらロード入口

※公共交通機関をご利用の場合、無料送迎がございますので前日までに各自でご予約をお願いいたします。
☎ 0146-28-2111（うらかわ優駿ビレッジAERUフロント係）送迎場所：浦河ターミナル・JR日高幌別駅

浦河へのアクセス

● ＜Aコース＞期間中の水～土曜日、＜Bコース＞期間中の日～水曜日に開催する3泊4日のプログラムです。お申し込みの際はご希望のコースと日
程をお知らせ下さい。初日は移動日とし、２・３日目は基礎～応用のレッスンを行い、最終日の午前中にトレッキングに出かけ、ツアーは終了となります。
※スタートする曜日・日数の変更をご希望の場合はご相談ください。
● 昼食・夕食は各自のご負担となります。お食事はホテル内のレストランにて900円～にてお召し上がりいただけます。市街へのお出かけの際はホ
テルの車でお送りいたします (※１) がお帰りはタクシーをご利用ください。（AERU⇔浦河町の中心部：約10 km／タクシー代 片道 約3,000円）
● ご用意いただくもの：厩舎作業用の長靴、防寒着、帽子、手袋、パジャマ、歯ブラシ
● お部屋に備え付けのアメニティ：ドライヤー、スリッパ、シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、フェイスタオル、バスタオル  (※2) 
● プログラム期間中、ご希望の日に一度だけお部屋にクリーニングが入ります。

道央自動車道・日高自動車道
国道 236 号線

日高自動車道
日高厚賀
IC新千歳空港

帯広・広尾自動車道 国道 236 号線（天馬街道）
忠類 IC

札幌

高速ペガサス号（道南バス）

特急ひだか優駿号（道南バス）
浦河

ターミナル
【 終点 】

札幌

浦河帯広

約  　時間　　 分3 30
約  　時間　  分3 5

約  　時間　　 分1 30

約  　時間1
約  　時間　　 分1 15

約　　 分40 約  　時間　　 分1 20

お車

高速バス

※１ 前日までにフロントにてご予約下さい。　※２ タオル類は毎日交換いたします。

浦河

新千歳空港
浦河の中心部～AERUまでは、お車で ＋20分程度かかります。

よくあるご質問よくあるご質問

01 乗馬は初めてなのですが、参加可能ですか？

02 4 日間のプログラムは体力的に少し不安です。

お客様のご経験に合わせたレッスンを行いますので、ご安心ください。
ただし習熟度に差のあるお連れ様との参加の場合、経験が浅い方に合わせたプログラムの提供になりますので、ご了承ください。

お客様の体力・体調等に合わせたタイムスケジュールで、実施いたしますので、ご安心ください。
お客様が馬達とリラックスした時間を過ごすことを第一に考えておりますので、「ゆっくり休んでから始めたい」
「疲れたので今日は早めに終わりたい」等のご要望がありましたら、遠慮なくスタッフまでご相談ください！

年齢など、参加資格はありますか？

安全に乗馬をしていただくために、下記の条件を設けております。
・小学 4年生以上（※３）、140ｃｍ以上であること
・体重 80kg 以下であること。
また特別の配慮が必要な傷病や、既往歴のある方は事前にお申し出ください。

03
※３　小学生のお子様のご参加であっても旅行代金は変わりません。

日程的に全てのプログラムへの参加が難しいです。04
お客様のご都合に応じて調整も可能ですので、まずはご相談ください。
過去には「最終日は帰りの飛行機の時間に間に合うか心配なので 11時は終わりたい」というお客様もいらっしゃいました。
その場合は、朝の作業は省略し、トレッキングを楽しんでいただきました。

天候等によるプログラムの変更はありますか？05
屋内馬場がない為、天候によってプログラム内容が変わることがございます。最終日の天気予報があまりに悪い場合は前日に
トレッキングを前倒しにしたり、2・3日目で午前より午後の方が天気が回復しそうな場合は、午前は厩舎作業を体験して、
午後に乗馬レッスンを行うこともあります。



ご参加までの流れ

Step 1 下記の旅行条件をご一読のうえ、うらかわ旅 乗馬レッスンプログラム専用お問い合わせフォーム

またはお電話にてご希望の日程をお知らせください。

空き状況を確認し、3日以内にうらかわ観光協会の担当者より予約の可否を折り返しご連絡いたします。

その際に、各キャンペーンの適用についてご案内させていただきます。

ご入金の確認ができた時点でお申込み完了となります。

送付するご案内書面をご確認いただき、指定の口座へ旅行代金のお振込みをお願いいたします。

初日の午後（��時以降）、各自ホテルにチェックインしてください。

旅行企画・実施／お問合せ・お申込み

一般社団法人 浦河観光協会

北海道知事登録旅行業 第 3-742 号　
（一社）全国旅行業協会 正会員
国内旅行業務取扱管理者 木田尚孝

0146-22-3200TEL
〒057-0013　北海道浦河郡浦河町大通 2-27　■営業時間 9:00 ～ 18:00　■年末年始を除き無休、土日祝営業　 ■Email：urakan@minos.ocn.ne.jp

うらかわ旅

ご旅行条件【要旨】
● 募集型企画旅行契約
この旅行は一般社団法人浦河観光協会（北海道浦河郡浦河町大通 2-27　北海道知事登録旅行業第 3-742 号 
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
契約を締結することになります。また、旅行条件は下記による他、別途郵送する旅行条件書、確定書面及び
標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
● 旅行代金（1名様あたり）：50,000 円 ( 税込 )　
※2名様でお申し込みの場合：47,000 円 ( 税込 )/ 人
● 旅行代金に含まれるもの
乗馬料金、宿泊料金、朝食代金、国内旅行傷害保険代（死亡・後遺障害 1,000 万円）
● 旅行代金に含まれないもの
集合・解散場所までの交通費、昼・夕食代金、その他個人的性質の諸費用等。
● 定員：各回 2名様
● 添乗員は同行いたしませんが、プログラム開催中はうらかわ優駿ビレッジ AERU乗馬課スタッフがお客様
のご滞在をサポートいたします。
● 旅行の契約成立時期
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。旅行代金は当
社が指定する期日までに指定の口座へご入金ください。
● 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、身体また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。

浦河町の観光情報はコチラ！
うらかわ旅 

http://www.urakawa-tabi.com/

● 取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

● 当社の責任及び免責事項
（１）当社は当社の行為又は過失によりお客様に損害を与え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、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。
● 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2020 年 4月 1日を基準としております。
この条件に定めのない事項は標準旅行業約款によります。

旅行契約解除の日 取消料（1 名様あたり）

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

①　21日目にあたる日以前の解除
②　20日目にあたる日以降の解除
③　7日目にあたる日以降の解除
④　旅行開始日前日の解除
⑤　旅行開始日当日の解除
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加

無料
旅行代金の 20％
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

Step 2

Step 3

Step 4

Go t o トラベルキャンペーンご利用の際の注意事項

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行によってダメージを受けた旅行業界や国内旅行の再活性化を目指して国が国内旅行を対象に旅行代金の 1/2 相当
額を支援するキャンペーンです。支援額の内訳は 7割が旅行代金の割引に、3割が旅行先で使える地域共通クーポンとして付与を予定しています。
1. このプログラムはGoTo トラベルキャンペーン支援対象です。
2. 旅行代金 47,000 ～ 50,000 円からGoTo トラベル事業による支援金 16,450 ～ 17,500 円を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。また、別途、
7,000 ～ 8,000 円分の地域共通クーポンをフロントにてお渡しいたします。
3. 支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行
代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客
様は、当社による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。
４．旅行者が東京都内在住の場合、割引の対象外となります。宿泊施設でのチェックイン時、公的機関が発行する身分証明書等により確認を行います。申込代表
者が東京都以外に在住の場合でも、同行者の中に東京都在住の方がいる場合は東京都在住の方は割引対象外となります。
Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるものです。次の内容を必ず守り、安全・安心な
ご旅行をお願いします。お約束、ご協力いただけない場合には、Go To トラベル事業の利用を認めないこととし、事務局より給付金の返還を請求することがあり
ます。
① 旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、ご旅行はお控えください。また、接触確認アプリのご利用を
お願いします。
② 旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。3密が発生する場や施設等は回避し、声を出すような行為もご遠慮ください。
③ 宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での３密対策の徹底、食事の際の 3密の回避等が本事業の参加条件です。宿泊
施設等の従業員の指示に必ず従ってください。
④ 若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスクが高いと考えられています。
実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切なご旅行をお願いします。
※こちらは 2020 年 8月 14 日 ( 金 ) 時点の観光庁発表情報となります。実施における詳細条件は日々変わっておりますため、
最新情報はGoto キャンペーン事務局の公式Webサイトをご確認ください。
● コロナウィルス感染症の感染拡大や不可抗力等が発生した場合など、Goto トラベルキャンペーンおよびどうみん割事業を中止または停止する場合があります。

Goto キャンペーン
公式Webサイト
（旅行者向け）

弊社に割り当てられた支援金の上限金額に達し次第終了となります。詳しくはお電話にてお問い合わせください。

WEBサイトから
お申込みいただけるように

なりました！
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参加される皆様へのお願い
● ツアーお申し込み後、出発日の前日から起算して１４日以内に発熱・呼吸困難・倦怠感・臭覚、味覚の異常などの症状がある場合や海外旅行歴、コロナウイル
ス感染の診断を受けた方と濃厚接触された疑いがある場合は、弊社までご連絡ください。


