
現地・スキー場でのご案内（必ずお読みください）
1　宿泊施設到着
※夕食グレードアップ等をご希望の場合はお申し付けください。

※医療上の理由でマスク着用が困難なお客様は、必ず事前に当社までご連絡ください。

●宿泊先ではフロント（業務開始は7時頃）に宿泊券を提出し、着替え場所、荷物預かりの案内を受けてください。

バスプランのご案内（バスプランをご利用のお客様は必ずお読みください）
1　当日の人員変更は当社係員にお申し出ください
●当日出発前の人員減は50％の払い戻しがありますので必ずお申し出ください（客室タイプ変更による料金変更
がある場合がございます）。但し、バス席、お食事は人数分となり、リフト券等のイベント券は返品いただきます。
ごく稀に部屋タイプ、宿泊先の変更をお願いする事になる場合もありますのでご了承ください。

2　バスへのお荷物の積み込みは必ずお客様ご自身でお立ち会いください
●バスの出発場所は大変混み合います。シーズン中には盗難、紛失事故が起こる事も珍しくありません。そのために
も、必ず自分のお荷物がちゃんと積み込めたかをお客様ご自身でご確認ください。尚、スノーボードは必ずビン
ディングを外してカバーに入れてお持ちください。また、万が一、盗難、紛失、破損があっても、当社並びに運送機
関ではその責任を一切負いかねますので予めご了承ください。

4　バス車内は全車完全禁煙です
●おタバコをお吸いのお客様は現地到着までに数回トイレ休憩がございます。その際に喫煙スペースにて喫煙をお
願いします。

5　トイレに行きたい、気分が悪い。お早めにバス乗務員にお声かけください
●混乗バスになりますので、すぐに対応できない場合もございます。お早めにバス乗務員へお知らせください。

6　必ずお荷物の確認を！荷物には目印などをお付けください
●バスにお荷物をお預けになる際は荷物タグを付けていただきますようお願い申し上げます。お客様同士によるお
荷物の取違いが多発しております。バスのトランクよりお荷物を取り出した際には中身を必ずご確認ください。

7　現地到着後、宿泊先まではお客様各自にて移動となります
●早朝、現地到着後にこのガイドブックのタウンマップ、または現地の案内板を見てお客様各自にて宿泊先までご
移動ください。送迎の表示がある施設へはお客様ご自身でお電話いただき、送迎車をお待ちください。宿泊先に
よってはしばらくお待ちいただくケースもございます。

8　バス車内に忘れ物をした場合はサンシャインツアーへ
●出来るだけ早めにサンシャインツアーへご連絡ください。その際はご予約の代表者名とご乗車されましたバス会社、
また何号車かをお伝えください。但し、その責について当社およびバス会社では一切負いかねます。また、お客様ご自
身が実費で取りに来ていただくことになります。サンシャインツアー   0570-666-681（11:00～18:30）

9　帰りの集合時間は厳守してください。集合時間は、出発の10分前です
●万が一、集合時間までに集合場所にいらっしゃらない場合は復路バス放棄とみなし出発いたします。

11 その他、バス運行について
●バスの座席は全便指定席となります。バスには添乗員は乗車いたしません。
●バス運行中はバス乗務員の案内する時刻、指示をお守りください。
●道路交通法改正に伴い、シートベルトの着用が義務化されました。高速道路走行中はシートベルトの着用をお願
いいたします。
●多客時の増発便及び閑散期において混合ルートや他社主催の同グレードバスをご利用いただく場合があります。
その際、往路の到着時間や現地の出発時間が変更になる場合がございますので予めご了承ください。

●発着予定時刻は、駐車場状況、道路状況や天候・バス運行ルートの変更、その他やむを得ぬ事情などで遅れる場合
がございますので予めご了承ください。
●長野～各スキー場間で一部タクシーまたはシャトルバスで運行する場合がございます。予めご了承ください（代
金は当社負担）。

●帰路ルートによりドライブインに寄ることができない場合があり、ご乗車までに夕食を済まされることをおすす
めします。

10 帰着は京都駅周辺（5：00頃／22：00頃）・大阪駅周辺（6：00頃／23：00頃）・
　  難波駅周辺（6：20頃／23：15頃）着となります　（夜行便／昼行便）
●シャトルバスで各地よりご乗車の方もお帰りは京都駅付近、大阪駅付近、難波駅周辺の3ヶ所のいずれかの降車
となります。

3　バス車内での携帯電話のご使用はご遠慮ください
●新型コロナウィルス感染症拡大防止のひとつとして、バス車内ではマスクの着用をお願いします。また、食事、飲
酒、大声での会話はお控えください。

●バス車内は団体行動となりますので携帯電話やポケットゲーム、またミュージックプレーヤーなどのボリューム
なども他のお客様にご迷惑がかからないように、出来るだけ音量をさげていただくようご協力ください。

2　施設使用料について
●宿泊先によってはチェックインまたはチェックアウト時に施設使用料300円～1,500円程度を請求される場合
があります。施設使用料の内容をご確認いただき、お支払いください。施設使用料については当社では管理をして
おりません。また、幼児（6才未満）の施設使用料も同様です。

3　レンタルスキー・ウェア・ボードの貸出場所（宿泊先または指定店）
●クーポン券記載の施設をご確認ください。サイズが合わない場合は無料で交換をいたします。レンタル貸出の際
に破損補償料が必要となります。各自現地のレンタル場所にてお支払いください。レンタルに関しては、現地にて
メンテナンス料・グレードアップ等の案内をさせていただく場合がございます。ご説明を受けた上で、お客様各自
にてご判断の上、お支払いください（現地レンタル場所でご精算されたレンタル等に対するお支払いの返金はご
ざいません）。また、別途保証料が必要な場合がございます。

4　宿泊先のチェックインは15：00前後、チェックアウトは10：00前後
●到着してもすぐにはお部屋には入れません。ご希望のお客様はフロントにお申し出ください。有料でお部屋に入
ることができる場合もございます。また、チェックアウト時に、個人費用の清算をお済ませの上、チェックアウト
後の入浴、夕食（有料）をご利用のお客様はお申し付けください。

5　宿泊先にはルールがあります。
●門限、入浴時間、食事時間等、宿泊先毎にルールがあります。必ずお守りください。夕食時に飲食類の持ち込みはで
きません。館内の器物破損や著しく室内を汚した場合等、実費請求される場合があります。また、他のお客様の迷
惑になる行動は、旅行を取りやめていただく場合もあります。その場合のツアー代金の返金はございません。

6　スキー場での事故・トラブルはサンシャインツアーへ
●あらゆるトラブル事故が予想されます。宿泊先内でのことならホテルフロントへ。また、スキー場などで発生した
場合はサンシャインツアー   0570-666-681（11:00～18:30）までご連絡ください。

マイカー宿泊プランのご案内（必ずお読みください）
1　宿泊券等のクーポン券は宿泊施設でのお渡しとなります
●宿泊券・リフト引換券（お申し込みの方のみ）・宿泊特典等のクーポン券は現地お渡しとなります。朝7時以降に宿
泊施設フロントまでお越しください。

2　早朝・深夜のチェックインはできません
●チェックインが深夜になる場合は予めお客様ご自身で宿泊先に確認を取ってください。お断りされる場合もござ
いますが当社ではその責は負いません。

3　現地駐車場代はお客様ご負担となります
●ホテル内の駐車場であっても有料となる場合があります。また、ホテル内駐車場が満車の場合は公営駐車場（有
料）になりますのでホテルフロントにてお尋ねください。

4　宿泊当日15：00以降の宿泊先到着は前もって連絡を
●連絡のない場合はトラブルの原因となります。また、17：00以降となりますと夕食の提供ができなくなる場合
や、キャンセル扱いとされる事がございますので、必ずお客様ご自身で連絡をしてください。夕食の提供がない場
合でもその際のご返金は一切ございません。

●日本道路交通情報センター　ＴＥＬ：0570-011-011（携帯短縮ダイヤル＃8011）
●長野情報　ＴＥＬ：026-244-0011　●新潟情報　ＴＥＬ：025-283-5252
●ＪＡＦロードサービス救援コール　ＴＥＬ0570-00-8139（携帯短縮ダイヤル＃8139）
●ハイウェイラジオ　1620ＫＨｚ

5　宿泊当日15：00以降のキャンセルは払い戻しはできません
●当日15時までの人員減は50％の払い戻しをいたしますので必ずご連絡ください。

6　主催旅行保険並びに特別補償の適応はチェックインよりチェックアウト迄です

雪道ドライブSAFETY＆CHECK
●往復の交通事故などは保険の適応外となりますので、個人にて出発前に保険にご加入することをお勧めいたします。

①出掛ける前にバッテリーチェック！
②雪道走行の必需品、スノーヘルパーとスコップ
③落ち着いてスタッドレス・ドライビング
④4ＷＤの能力過信は禁物！
⑤急発進、急停止に充分注意

⑥発進は、「じわ～と」が雪道の鉄則
⑦冬の駐車はノーサイド・ブレーキ
⑧スキー場で駐車する時は、
　フロントガラスに市販カバーや古毛布を掛ける
⑨ドアーが凍って開かない時、お湯をかけましょう
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リクルート新大阪ビル
●

●連絡バスは定刻に出発いたします。乗り遅れた場合、お客様ご負担でメイン集合地の  
新大阪または京都に集合していただきます。(連絡バス代の払戻しはございません。)
●各連絡バスは出発日の3日前までにご予約がない場合、運休となる事がございます。
●連絡バス取消料…前日まで無料、当日100％となります。
●当日の連絡バスの変更はできません。

新大阪までの連絡バス
1名様より催行保証〈予約制〉1名様より催行保証〈予約制〉

出発日：12/18・25～3/19出発日：12/18・25～3/19

帰着場所（各駅周辺着）
JR 京都駅（八条口）
JR 大阪駅
近鉄なんば駅

夜行便

5：00頃着
6：00頃着 
6：20頃着 

22：00頃着
23：00頃着
23：15頃着

※帰路スキー場での集合場所・時間は往路集合受付でお渡しするクーポン券をご確認ください。

昼行便

代表者名 参加人数 予約No.

リフト券 日券付

名

コース名 スキー場 プラン

バスタイプ
往 路 □3列独立ワイドシート　　□のびのびシート　　□スタンダードシート

□のびのびシート　□スタンダードシート　□昼行便3列シート　□昼行便スタンダード復 路

宿泊施設 TEL （　　　　）　　　　ー
2021年 12月 ～
　　　2022年3月出発分


