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【イオンカード会員様限定特別プラン】夜発ﾊﾞｽ/ﾎﾃﾙｻﾝ
ﾌﾟﾗｻﾞ栂池 1泊

3⽇間

20,900円〜40,900円
基本代⾦

3⽇間

20,900円〜40,900円
基本代⾦

出発地  関東他5カ所

⾏き先  栂池⾼原スキー場

交通機関 夜発池袋⽩⾺栂池往路*

⽇数 3⽇間

その他 
プラン詳細を⾒る滞在中リフト乗り放題＋レン

タル付
1泊につきリフト1⽇券＋レン
タル付
フリープラン（リフト券な
し）＋レンタル付

スキーツアー＆スノボツアーTOP 【イオンカード会員様限定特別プラン】夜発ﾊﾞｽ/ﾎﾃﾙｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ栂池 1泊

 つがいけ滑⾛  ゲレンデまで徒歩1分︕︕ゴンドラ乗り場までは道を挟んですぐそこ。すぐに遊びに出かけられるカジュアルな温
泉ホテルです

［ コースコード / S0-4134-A603D1 ］

出発⽇

2023年01⽉  ⽉ 11  ⽇ 

⽇数
3⽇間

⼈数

1  名

部屋数

1  部屋

コースの魅⼒

   

■事前にチェックで安⼼

 ホテル情報を⾒る   スキー場情報を⾒る

■わくわくメニュー
 ①アーリーチェックイン(1⼈1,500円)「7:00から、但し当⽇空室時のみ」
 ②⼣⾷︓【陶板焼き】を1⼈2,200円にて追加可能（グループごと申込）
  ※⾷事変更︓要予約→宿泊⽇2⽇前までに直接申込
 ③チェックアウト後の温泉⼊浴（1⼈800円／タオル付／15︓00から）
  但し貸切⽇、休館⽇は除く

■⾷事メニュー
  ⼣⾷ ・・・⽇替わり鍋料理

  朝⾷ ・・・和⾷⼜は洋⾷セットメニュー

■レンタル情報
レンタルメニュー 取扱いサイズ 料⾦

ボードセット 22.0-30.0cm 滞在中付

カービングスキーセット 22.0-30.0cm 滞在中付

ウェア S-3L 滞在中付

グローブ・ゴーグル・キャップ － 各500円

ジュニアスキーセット 15.0cm〜 1,000円

ジュニアボードセット 15.0cm〜 1,000円

ジュニアウェア 90-150cm 1,000円

※単位︓1⽇
※途中交換はできません。
※物損免責補償料（必須）ボードセットまたはスキーセット【1⽇500円】ウェア【1⽇500円】がかかります。
※現地申込・現地払い
※貸出場所︓クリフレンタル栂池1号店（宿泊施設内）
※ジュニアサイズ、ビッグサイズは在庫が多くありません。事前予約をオススメします。

旅⾏代理店専⽤サイト

このツアーを申し込む

料⾦を⾒る

現在もこのページを28名の⽅が⾒ています。

◆企画担当者からのオススメポイント

ゴンドラ乗り場はすぐそこ︕温泉もお楽しみいただけるカジュアルなホテルです♪

質問する

LINEで送る

ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る
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⾏ 基 注

2022年12⽉23⽇(⾦)〜2023年03⽉17⽇(⾦)/3⽇間/
交通機関︓夜発池袋⽩⾺栂池往路*/ 往路︓ 池袋(21:10〜23:00)→栂池⾼原
(07:35) / 復路︓ 栂池⾼原(16:00)→新宿着(21:30〜21:50)

１⼈あたり 20,900円 〜 40,900円

交通機関 往路 夜発池袋⽩⾺栂池往路* 利⽤⽇ 2023年01⽉11⽇(⽔)

出発地 池袋 ⾏き先 栂池⾼原

交通機関 復路 昼発池袋⽩⾺栂池復路* 利⽤⽇ 2023年01⽉13⽇(⾦)

出発地 栂池⾼原 ⾏き先 池袋着

本コースはリフト券・宿泊券等のチケット類を「バス受付場所にてお渡し」いたします。事前の郵送等はございません。

⾏程表

⽇程 ⾏程 宿泊 朝⾷ 昼⾷ ⼣⾷

1⽇⽬ 各出発地(5ヶ所)＝池袋(23︓00発)＝ ⾞中（泊） × × ×

2⽇⽬
バス停︓栂池⾼原（早朝7︓35頃着）（ホテルまで徒歩4分）
各⾃フリータイム ホテルサンプラザ栂池（泊） × × ○

3⽇⽬
出発まで各⾃フリータイム
バス停︓栂池⾼原（平⽇／16︓00発、⽇曜／15︓30発）＝
＝新宿駅周辺（21︓30頃着）＝池袋駅周辺（21︓50頃着）

○ × ×

⾏程表｜ ツアー内容選択（交通機関・ホテルなど）｜ イメージ｜ 基本代⾦

ツアー内容の選択（交通機関・ホテル等）

⽇程
⼈数

⽇程・⼈数を選択してください

出発⽇ 2023年01⽉  ⽉ 11  ⽇ ⽇数 3⽇間 ⼈数 1  名 部屋数 1  部屋

交通
機関

交通選びに迷ったら・・・

時間

空席 出発時刻 到着時刻 出発場所 到着場所 割増

× 21:10〜23:00 07:35 池袋 栂池⾼原 設定なし

交通
機関

交通選びに迷ったら・・・

時間

空席 出発時刻 到着時刻 出発場所 到着場所 割増

× 16:00 21:30〜21:50 栂池⾼原 新宿着 －

ホテル

1泊⽬︓ご利⽤⽇ から1泊

料⾦を⾒る

申し込む

バス⾞内はWi-Fiが使えます︕

バス⾞内はWi-Fiが使えます︕

質問する

ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る
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4名以上おまかせ 3名1室 2名1室 1名1室 添い寝料⾦

01⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

1
36,900

(36,900)

2
25,400

(25,400)

3
－

 

4
－

 

5
－

 

6
40,900

(40,900)

7
36,900

(36,900)

8
－

 

9
－

 

10
－

 

11
－

 

12
－

 

13
31,400

(31,400)

14
－

 

15
－

 

16
－

 

17
－

 

18
－

 

19
－

 

20
31,400

(31,400)

21
25,400

(25,400)

22 23 24 25 26 27 28

02⽉

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

1
26,400

(26,400)

2
26,400

(26,400)

3
36,900

(36,900)

4
26,400

(26,400)

5
26,400

(26,400)

6
26,400

(26,400)

7
26,400

(26,400)

8
26,400

(26,400)

9
26,400

(26,400)

10
36,900

(36,900)

11
26,400

(26,400)

12
26,400

(26,400)

13
26,400

(26,400)

14
26,400

(26,400)

15
26,400

(26,400)

16
26,400

(26,400)

17
36,900

(36,900)

18
26,400

(26,400)

19 20 21 22 23 24 25

宿泊地
栂池⾼原・⽩⾺乗鞍・コルチナ

選択可能ホテル

プラン

プラン

プラン名 内容 割増

滞在中リフト乗り放題＋レ
ンタル付

滞在中、栂池⾼原ゴンドラ共通リフト乗り放
題+レンタル付※レンタルは⼤⼈のみ

設定なし

1泊につきリフト1⽇券＋レ
ンタル付

1泊につき、栂池⾼原ゴンドラ共通リフト1⽇
券付＋レンタル付※レンタルは⼤⼈のみ

設定なし

その他を選ぶ

イメージ

基本代⾦  ⼤⼈代⾦(⼦供代⾦)

サンプラザ栂池

チェックイン15:00
チェックアウト09:30

ホテルサンプラザ栂池 外観 客室⼀例（洋室） 客室⼀例（洋室） ⾷事会場

プラン詳細を⾒る

«前の⽉へ 次の⽉へ »

質問する

ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る

https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=13&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=20&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=21&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=22&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=23&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=24&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=25&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=26&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=27&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=28&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=02&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=03&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=04&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=05&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=06&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=07&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=08&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=09&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=10&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=11&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=12&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=13&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=14&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=15&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=18&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=19&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
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出発⽇を選ぶ 2023年01⽉  ⽉ 11  ⽇ 

現在の受付状況

… 余裕あり
… 残数１－４
… 交通⼜は宿泊が現在満席ですが、キャンセルが出れば○や△に変わります。
… 予約の受付期間が終了致しました。

- … 設定なし

⾏程表｜ ツアー内容選択（交通機関・ホテルなど）｜ イメージ｜ 基本代⾦

ご案内・ご注意

ご案内

ご旅⾏条件
【⾷事条件】朝1昼0⼣1
【最少催⾏⼈員】1名様 
【添乗員】なし

ご案内①

【無料連絡バスについて】
各集合場所と池袋（サンシャインシティ）間は無料連絡バスとなり、受付は池袋サンシャインシティ⽂化会館1Fスキーツアー受付
カウンターになります。

※無料連絡バスは定刻に出発致します。
出発時にお客様がいらっしゃらない場合でも、当社からの電話連絡は基本⾏っておりません。予め集合場所のご確認をお願い致し
ます。
（各集合場所はこちらをご覧ください。）

【出発当⽇キャンセルの連絡先】
 夜発バス 
※緊急連絡先の為、出発当⽇の旅⾏キャンセル、無料連絡バスのキャンセル以外のご連絡はご遠慮ください。また、連絡先にお電
話いただきましてもバスは定刻に出発致します。予めご了承ください。
ＴＥＬ 080-8052-4312
受付時間 出発30分前〜出発時間まで

 朝発バス 
※早朝出発の緊急連絡先はありませんが、出発当⽇の旅⾏キャンセルは下記連絡先に受付時間内に連絡して頂いた場合に限り、出
発後でも旅⾏開始⽇の取消当⽇料（50％）にて対応させていただきます。
ＴＥＬ 03-3818-5140
受付時間 10:00-12:00

ご案内②

■感染症対策について
 ビッグホリデーではお客様に安⼼してご利⽤いただけるツアーを提供するために
 提携取引施設・バス事業者と協⼒し、様々な感染症対策を⾏っております。
 詳しくはこちら⇒「感染症対策について」

※お申し込みの前に必ずこちら⇒「国内旅⾏条件書」をご覧ください。
※あわせてこちら⇒「ビッグホリデー本州スキーツアーのご案内」も必ずご覧ください。
【旅⾏代⾦のお⽀払い⽅法】
■WEBでのお⽀払⽅法は以下の3通りからお選び頂けます。
（お⽀払い⼿続き完了をもって旅⾏契約が成⽴するものとさせて頂きます。）
・クレジットカード決済
  VISA・MASTER・JCB・AMEX・DinersClub
・コンビニエンスストア決済
  ローソン、FamilyMart、セブンイレブン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア
・銀⾏振り込み

ご注意

ご注意① ■「旅⾏代⾦」は基本代⾦に各種割増代⾦（割引代⾦）を加算（減算）した⾦額となります。
■基本代⾦に含まれるもの︓往復のバス代⾦、宿泊代⾦、規定の⾷事代⾦（各コース毎に記載）、レンタル代⾦(●●付と記載して
ある場合はその料⾦が含まれます。割引代⾦が記載してある場合は現地払いとなります。)、サービス料、諸税、旅⾏取扱料⾦等。
■旅⾏代⾦の算出⽅法︓基本代⾦+リフト券プラン変更割引代⾦+宿泊⽇割増代⾦（必要泊数分）+部屋種別割増代⾦（必要泊数
分）＝旅⾏代⾦
■各プラン内容について

このツアーを申し込む

質問する

ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る

https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=22&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=23&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=24&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=25&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=26&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=27&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=28&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=19&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=20&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=21&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=22&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=23&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=24&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=25&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=22&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=23&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=24&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=25&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=26&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=27&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=28&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202301&DAY=29&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=19&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=20&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=21&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=22&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=23&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=24&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=25&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=26&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=27&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://agentski.bigs.jp/booking_sys/big/main/begin?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1&MEDIA=BIG&ROOMTYPE=002&YEARMONTH=202302&DAY=28&HEAD=K3&PAX=1&ROOMNUM=1
https://ski.bigs.jp/map_bus/
https://ski.bigs.jp/bus/virusprotect/
http://ski.bigs.jp/company/joken_kokunai.html
http://ski.bigs.jp/support/ski_honshu.html
javascript:;
javascript:history.back()
javascript:;


2022/12/23 13:45 【イオンカード会員様限定特別プラン】夜発ﾊﾞｽ/ﾎﾃﾙｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ栂池 1泊｜スキーツアー・スノボツアーのビッグホリデー

https://agentski.bigs.jp/booking_proc/big/main/detail?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1 5/6

【イオンカード会員様限定
特別プラン】朝発ﾊﾞｽ/北志

賀ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ本館 1泊

13,800円〜20,700円

【イオンカード会員様限定
特別プラン】夜発ﾊﾞｽ/ﾎﾃﾙｻ

ﾝﾌﾟﾗｻﾞ栂池 2泊

29,900円〜69,300円

・表⽰の「1泊につき」とは⾞中泊を含まず、現地宿泊⽇につき1回または1⽇利⽤となります。また「滞在中」とは、スキー場滞
在中ご利⽤頂けます。
※特に明記がない限り表⽰の「リフト券付プラン」とは、現地宿泊開始⽇よりのご利⽤分となります。（最終⽇のリフト券は付き
ません。）
・リフト1.5⽇券以上ついている場合は連続した⽇数の利⽤となります。
※リフト券などの各プランメニューをお客様のご利⽤如何に関わらず払い戻しは⼀切いたしません。
■リフト券、宿泊券などのバウチャー券の受け取り⽅法はコースによって異なります。コースの魅⼒よりご確認ください。
■こども代⾦︓3名以上1室のご利⽤でおとな代⾦２名以上と同室する6-11歳に適⽤。（⼀部コース除く）
※⼀部宿泊施設では6歳未満のお⼦様でもこども代⾦をお⽀払い頂く場合がございます。ホテル詳細の「幼児施設使⽤料」をご覧
ください。
※安全運⾏の為、バス乗⾞時に3-5歳の幼児を座席なし・無賃扱いでお受けする事は出来ません。別途、バス座席の予約・購⼊
（往復￥7,000／座席のみ）をして頂くかこども代⾦にてご参加ください。（こども代⾦でご参加頂く場合は座席・宿泊代、規定
の⾷事代＜各コース毎に記載＞、他が含まれます。）

ご注意②

■バスの安全等に関する情報
（詳しくはこちらをご覧ください。）
・当社は安全運⾏協議会を設置して、契約している貸切バス事業者等とともに安全運⾏に努めています。
・⾃動⾞運送事業者に対する⾏政処分状況についてはこちらからご覧いただけます。
■道路交通法改正により、⾛⾏中はバスに乗⾞されているお客様もシートベルトの着⽤が義務付けられています。乗務員の指⽰に
必ず従っていただくようお願いします。
■出発・休憩・到着場所での荷物等の盗難、紛失、置き忘れ、お客様同⼠での荷物の取り違いなどにはくれぐれもご注意くださ
い。尚、バス乗⾞・下⾞の際の荷物、スキー・ボードの積み下ろしはあくまでも、バス乗務員及び当社係員のサービス⾏為であ
り、これによる保管管理の責には応じられません。荷物の管理はお客様⾃⾝で⾏って頂きますようお願いいたします。万⼀、盗
難、紛失、破損等がありましても、当社やバス会社では⼀切責任を負いかねます。
■スキー・スノーボードはおひとり様１個お預かりいたします。また、スノースクートは、お預かりできませんのであらかじめご
了承ください。バスへの積み下ろしの際、破損の原因となる可能性が⾼い為、スノーボードのビンディングは取り外しカバーをつ
けてお持ちください。（ソールカバーだけではお預かりできません）また、スキー板、ストック等も同様に重ねて、荷物が置かれ
た場合でも破損しないようにカバーを付けてお持ち頂くか、事前に宿泊施設やスキー場へ宅配便にてご発送ください。バス会社並
びに当社では破損に対する⼀切の責任は負いかねますのでご了承ください。

ご注意③

■集合場所には時間厳守でご集合ください。定刻までにご集合されない場合は前途放棄されたものとみなし定刻に出発させていた
だきます。（当社よりお客様へのご連絡はしておりません。）無連絡不参加の場合、⼿配していた内容はすべてお取消させていた
だきます。また返⾦はありません。
■各集合場所と池袋（サンシャインシティ）間は無料連絡バスとなり⾃由席で運⾏致します。無料連絡バスは10名様より出発保証
となります。尚、出発の6⽇前までに集客がない場合、道路事情・天候・その他やむを得ない事由により運⾏を中⽌する場合があ
ります。この場合、事前に代表者の⽅に連絡し、池袋サンシャイン⽂化会館1階に直接ご集合いただきます。その際の交通費はお
客様負担となります、あらかじめご了承の上ご予約ください。
■集客状況によりバス⾏程中、途中までタクシー（他のお客様と混乗、料⾦は当社負担）⼜は他社で旅⾏企画・運⾏のバス⼜は新
幹線にてご案内させていただく場合があります。その際、集合場所・集合時間・到着時刻が変更になる場合がありますので、あら
かじめご了承ください。
■座席は指定席です。（乗⾞⼈数によっては⾃由席でご案内する場合もございます）座席位置にご希望がある場合、ツアー予約時
にリクエストでお申し出ください。リクエストになりますので、ご希望に添えない場合がございます。バスの最後列の座席及び⼀
部の座席はリクライニングがあまり倒れない場合があります。⼜、シートピッチが他の座席よりせまい場合があります。予めご了
承ください。
■道路事情、天候、その他やむを得ない事由により、東京地区等もしくは現地スキー場でのバス配⾞時刻、出発・到着時刻が遅れ
るこよがあります。万⼀、現地到着が遅れ、フリータイムの縮⼩、帰着地の到着が遅れ、タクシーの利⽤もしくは宿泊しなければ
ならない事態が⽣じても、当社は⼀切の請求には応じられません。
■往路と復路ではご乗⾞のバスが変わる場合があります。下⾞される際、お荷物はすべてお持ちください。
※復路バスは複数のバスで運⾏するため、グループで異なった帰着場所をお申し込みの場合は、別々のバスになる可能性がありま
す。
■各路線とも、２つ以上の路線を組み合わせて運⾏する場合があります。（お客様の⽬的地以外のスキー場を数ヶ所経由する場合
があります）その際、集合場所・集合時間・到着時刻が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。⽬的地をご
確認の上、降り間違いにはご注意ください。
■お帰りの集合時間は出発の10分前となります。
※⽇曜⽇運⾏は平⽇運⾏より30分早発となります。（祝⽇の1/2、1/9、2/11、2/23、3/21は平⽇運⾏時間となります。）
※各路線とも記載されていないバス停に停⾞する場合があります。

最近チェックしたツアー

このツアーを⾒る このツアーを⾒る

20,900 円〜40,900
円

夜発池袋⽩⾺栂池往路*

⽩⾺・栂池
01/11 〜 01/13

3 ⽇間

19,900 円〜28,300
円

池袋L志賀（往路）

志賀・北志賀
01/11 〜 01/13

3 ⽇間

16,300 円〜34,500
円

ﾓｰﾆﾝｸﾞﾗｲﾅｰ斑尾（往路）*

野沢・斑尾
01/11 〜 01/12

2 ⽇間

質問する

ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る

https://ski.bigs.jp/anzen/
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi
https://agentski.bigs.jp/booking_proc/big/main/detail?CODE1=S1&CODE2=7134&CODE3=A301D1&MEDIA=BIG
https://agentski.bigs.jp/booking_proc/big/main/detail?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D2&MEDIA=BIG
https://agentski.bigs.jp/booking_proc/big/main/detail?CODE1=S0&CODE2=4134&CODE3=A603D1
https://agentski.bigs.jp/booking_proc/big/main/detail?CODE1=S0&CODE2=7134&CODE3=A101D1
https://agentski.bigs.jp/booking_proc/big/main/detail?CODE1=S1&CODE2=6134&CODE3=A301D1
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Copyright (C) Bigholiday Co. ltd. All rights Reserved. ビッグホリデーはSKI&BOARDが24時間予約OK!!

現在もこのページを28名の⽅が⾒ています。

質問する

ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る ページトップへ戻る<前の画⾯へ戻る

http://agentski.bigs.jp/company/index.html
http://agentski.bigs.jp/company/license.html
http://agentski.bigs.jp/company/recruit.html
http://agentski.bigs.jp/company/privacy.html
http://agentski.bigs.jp/company/aboutlink.html
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