
うれしいおみやげ付

遺物や貝塚が含まれる
地層をモチーフに
ベルギーチョコレートのパイで
ブラウニーをサンド。

五島軒
縄文サンド

（イメージ）

縄文の地の豊かな海を体験

豪快にたらこがのった
ご飯でいただく
前浜でとれた
新鮮な海の幸の定食

浜のかあさん食堂（昼食）

プレミアム
たらこ御膳

（イメージ）

「北海道・北東北の縄文遺跡群」
〈函館市「史跡垣ノ島遺跡」「史跡大船遺跡」〉

函館市内で確認されている325カ所の埋蔵文化
財包蔵地(遺跡)のうち、今回訪れる南茅部地域
には98カ所の遺跡が確認されて、そのほとんど
が縄文時代の遺跡です。これまでの発掘調査で
は、北海道唯一の国宝「土偶」(中空土偶)や、世
界最古の漆製品等、貴重な資料も数多く発見さ
れています。
特に重要な遺跡として国の史跡に指定されてい
る、垣ノ島遺跡と大船遺跡は、「北海道・北東北
の縄文遺跡群」の構成資産として、2021年（令
和3年）7月27日にユネスコの世界文化遺産に
登録されました。

函館の世界遺産を体験
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史跡垣ノ島遺跡

史跡大船遺跡
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20名（最少催行人員１0名）

旅行日程表記載のバス代・食事代・入館料（しか
べ間歇泉公園・函館市縄文文化交流センター）、
及び消費税等諸税

全行程同行いたします。
朝：0回 昼：1回 夕：0回
2022年10月24日（月）10：00～
先着順。募集人員に達し次第、募集を締め切ります。
エイチ・ビー観光

おとな・こども
おひとり様 （税サ込）6,8００円
※6歳未満の方は、おとな1名様につき、最大1名様までご旅行代金不要で
ご参加いただけます。ただし、お座席・お食事等のご提供はございません。

　お座席、お食事等をご利用の場合には別途ご旅行代金を頂戴します。

国宝・中空土偶◀
道南の函館市南茅部地区
（旧南茅部町）で発見され
た「中空土偶」は、北海道
で唯一、2007年に国宝に
指定された土偶です。
南茅部の「茅（カヤ）」と、
中空土偶の「空（クウ）」を
合わせて、「茅空（カック
ウ）」という愛称で親しま
れています。（イメージ）

（イメージ）出典：JOMON ARCHIVES

（イメージ）
出典：JOMON ARCHIVES
（函館市教育委員会撮影）

垣ノ島遺跡◀
縄文時代早期から後期(約9,000年前
から約3,000年前)にかけての長期間
にわたり、縄文人が集落を形成した遺
跡です。国内最大級規模の盛り土遺構
もみつかっています。これまで20万点
以上の遺物が出土しています。遺跡に
隣接する函館市縄文文化交流センター
では「国宝 中空土偶」をはじめとする展
示物を見学することができます。

大船遺跡▶
縄文時代中期(約5,500～4,000年前)の約
1,500年間にわたって営まれた、太平洋をのぞむ
段丘上に立地する大規模な拠点集落遺跡です。
集落には100棟を超える竪穴建物跡からなる居
住域と大規模な盛土があり、その南西には墓や
貯蔵穴を含む100基以上の土坑群が確認されて
います。沿岸地域における生業と精神生活の在
り方を示す重要な遺跡です。現在、竪穴住居や盛
り土遺構が復元されています。

2022年11月11日（金）日帰り

※荒天の場合や、野生動物の出現等により
　見学が中止となる場合がございます。
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契約解除の日 取消料（おひとり様）
旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

1）11日目にあたる日以前の解除
2）10日目にあたる日以降の解除（3～6を除く）
3）7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）

5）当日の解除（6を除く）
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30％
旅行代金の20％

旅行代金の50％
4）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％

旅行代金の100％
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旅行企画・実施 お申込み先・お問い合わせ先

函館市元町33番14号　旧イギリス領事館内

北海道知事登録旅行業 第2-725号

営業時間 ： 平日 8：45～17：30（土・日・祝・振替休日除く） 
総合旅行業務取扱管理者 ： 高松　義彦、西田　弘明

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引きの責任者です。この旅行の契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく右記の総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

一般社団法人
函館国際観光コンベンション協会

体験ツアー担当
TEL：0138-27-3535

ご旅行条件（要約） お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は一般社団法人函館国際観光コンベンション協会（函館市元町33-14　北海道知事登録旅行業第2-725号。以
下、「当協会」という）が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約を締
結することになります。また、契約の内容・条件は、当パンフレット、国内募集型企画旅行取引条件説明書、最終日程表、当協
会の旅行業約款によります。なお、当パンフレットに記載の旅行条件と別途お渡しする国内募集型企画旅行取引条件説明書
に記載の条件に相違がある場合は、当パンフレットに記載の条件が適用されます。

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）当協会所定の申込書に申込金を添えてお申込みいただきます。申込金については、「旅行代金」「取消料」「違約料」の
それぞれ一部又は全部として取り扱います。

（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、予約の時点では契約は成立しておりません。当パンフ
レット及び国内募集型企画旅行取引条件説明書の内容をご確認のうえ申込書に必要事項を記入し当協会にお送りくだ
さい。当協会がこれを受理した日の翌日から起算して3日以内に申込金をお振込みいただき、当協会がこの申込金を受理
したときに契約は成立します。

（３）お申込金（おひとり）：旅行代金の全額

●旅行代金のお支払い
お申し込みいただいた後、当協会より受理についてご連絡をいたします。この日の翌日から起算して３日以内に申込金を以下
の口座までお振込ください。期日にお振込みが確認できない場合、当協会はお申し込みをキャンセルしたものとして取り扱わ
せていただく場合がございます。
《お振込み先》
北洋銀行　末広町支店　普通　０２８８０３８
一般社団法人函館国際観光コンベンション協会

●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。

●旅行代金に含まれるもの
当パンフレットに記載の運送等サービス料、食事代、入場料、及び消費税等諸税。これらの費用はお客様のご都合により一部
利用されなくても払い戻しはいたしません。

●特別補償
当協会の責任が生じるか否かを問わず、当協会約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急
激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金（1500万円）・後遺障害補償金
（1500万円を上限）・入院見舞金（2万円～20万円）及び通院見舞金（1万円～5万円）を、また手荷物に対する損害につきま
しては損害補償金（手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。）
を支払います。

●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求
や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加
入されることをお勧めします。

●個人情報の取扱について
当協会は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させて
いただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な
範囲内で利用させていただきます。その他、当協会は、当協会や提携する企業の商品、サービス、キャンペーンのご案内、
旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させて
いただくことがあります。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022年10月24日を基準としています。また、旅行代金は2022年10月24日現在の有効な運賃・規則を基準
として算出しています。

●新型コロナウイルス拡大による緊急事態宣言等により、ツアー内容の変更や中止と
　なる場合がございます。
●ツアー中は参加者全員（添乗員、現地係員、ガイド含む）の体調確認をおこないます。
　なお、ツアー中はお客様の安全確保のためマスクの着用を必須とさせていただきます。
●利用交通機関および宿泊・観光・食事施設は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策が
取られていることを確認しています。

■「新しい旅のエチケット」ご協力のお願い
国土交通省、観光庁協力のもと、感染症リスクを避けながら安全に旅行をするための留意点がまとめら
れました。感染リスクを避けて安心で楽しいご旅行にするために、ご旅行中は「新しい旅のエチケット」に
ご協力をお願いいたします。

お客様に安心してツアーにご予約・ご参加いただけるよう以下の
新型コロナウイルス「安心・安全・清潔」対策を実施します。

〈バスについて〉
●お座席は全て自由席となります。
〈観光について〉
●大沼国定公園・垣ノ島遺跡・大船遺跡は屋外のため、気温にあった歩きやすい服装で
ご参加ください。また、雨天時に備え雨具等をご用意ください。なお、荒天の場合や、野
生動物の出現等により見学できない可能性もございます。
〈ご注意〉
●当日は、記録写真の撮影やメディアによる取材や撮影が行われる可能性がござ
います。ツアーのご様子がテレビ／新聞／雑誌／WEB等に露出／掲載される場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。
●参加者アンケートにご協力頂きます。

函館市縄文文化交流センター
北海道で唯一の国宝「中空土偶」を常設展示し、南茅部縄文遺跡群を中心に、
函館市の縄文遺跡から出土した、様々な土器や石器などの遺物を数多く展示しています。

縄文人が食していたであろう栗やクルミなどの
木の実を使用したスイーツや道南産の食材を
使用したスイーツ、縄文時代の土器や土偶のデ
ザインをあしらったスイーツ
等が函館を中心とした道南
エリアの菓子店で販売され
ています。詳細は「函館ス
イーツ推進協議会」のホーム
ページをご確認ください。

お客様へ　必ずお読みください

（イメージ）

（イメージ）

▲集合場所／JR函館駅西口
　集合時間／8：45
添乗員がお待ちしております。

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮・措置が必要になる場合が
あります。詳細は、「旅行条件書」の「お申込み条件」をご確認ください。特別な配慮・措置が必要となる
可能性がある場合は、ご相談させていただきますので、お申込み時に必ずお申出ください。

旅行日程表

※旅行日程表記載のスケジュール、発着時間等は天候・交通事情等により変更になる場合があります。 　 〈凡例〉 ：  bb 専用バス　赤字は下車観光、青字は入場観光、それ以外は車窓観光

1

日　　程月日（曜）日次 食事

11/11(金)
朝：－
昼：○
夕：－

大船遺跡（ガイドツアー）bbbbbbb 垣ノ島遺跡（ガイドツアー）・函館市縄文文化交流センター（解説付）bbbbbbb JR函館駅

JR函館駅前 bbbbbb 大沼国定公園（フリー）bbbbbb 道の駅しかべ間歇泉公園・浜のかあさん食堂（昼食）bbbbbb
8：45 集合 10：00頃9：10頃 11：00頃 12：40頃11：55頃11：30頃

13：00頃 15：10頃13：30頃 13：40頃 16：10頃

世界文化遺産世界文化遺産世界文化遺産世界文化遺産

かん けつ せん

一般社団法人
函館国際観光コンベンション協会


