
クイックライナーで行く近郊朝発日帰りプラン行程表

旅行期間　　　　　　年　　　月　　　　日～　　　　年　　　月　　　日

代表者名 参加人数　　　　　　　　　　　　名様

予約No.

全コース共通インフォメーション

スキージャム勝山
鷲ヶ岳スキー場

国境高原スノーパーク
おじろスキー場
氷ノ山国際スキー場

ダイナランド

スキー場　　　　　　　　　　　　　現地出発時間（集合は現地出発時間の15分前）

11:00 頃着 → 17:00 発 
11:00 頃着 → 17:00 発 
11:00 頃着 → 17:00 発 
11:00 頃着 → 17:00 発 

10:30 頃着 → 全日 17:30 発
10:45 頃着 → 全日 17:15 発
10:45 頃着 → 全日 17:00 発
当日ご案内のスキー場をご確認ください。

先
発
便

後
発
便

旅行企画実施：株式会社日本案内通信
TEL：0570-666-681 FAX：06-6341-9161

※1)ミステリーツアーのスキー場は当日バス乗り場でご案内となります。●ダイナ●鷲ヶ岳●勝山のいずれか
※2)ミステリーツアーのスキー場は当日バス乗り場でご案内となります。●おじろ●氷ノ山●国境高原のいずれか

■利用予定バス会社

クイックライナーで行く近郊朝発日帰りプラン行程表

旅行期間　　　　　　年　　　月　　　　日～　　　　年　　　月　　　日

代表者名 参加人数　　　　　　　　　　　　名様

予約No.

全コース共通インフォメーション

スキージャム勝山
鷲ヶ岳スキー場

国境高原スノーパーク
おじろスキー場
氷ノ山国際スキー場

ダイナランド

スキー場　　　　　　　　　　　　　現地出発時間（集合は現地出発時間の15分前）

11:00 頃着 → 17:00 発 
11:00 頃着 → 17:00 発 
11:00 頃着 → 17:00 発 
11:00 頃着 → 17:00 発 

10:30 頃着 → 全日 17:30 発
10:45 頃着 → 全日 17:15 発
10:45 頃着 → 全日 17:00 発
当日ご案内のスキー場をご確認ください。

先
発
便

後
発
便

旅行企画実施：株式会社日本案内通信
TEL：06-6344-3077 FAX：06-6341-9161

※1)ミステリーツアーのスキー場は当日バス乗り場でご案内となります。●ダイナ●鷲ヶ岳●勝山のいずれか
※2)ミステリーツアーのスキー場は当日バス乗り場でご案内となります。●おじろ●氷ノ山●国境高原のいずれか

■利用予定バス会社

クイックライナーで行く近郊朝発日帰りプラン行程表

旅行期間　　　　　　年　　　月　　　　日～　　　　年　　　月　　　日

代表者名 参加人数　　　　　　　　　　　　名様

予約No.

全コース共通インフォメーション

スキージャム勝山鷲ヶ岳スキー場

国境高原スノーパークおじろスキー場氷ノ山国際スキー場

ダイナランド

スキー場　　　　　　　　　　　　　現地出発時間（集合は現地出発時間の15分前）

11:00 頃着 → 17:00 発 11:00 頃着 → 17:00 発 11:00 頃着 → 17:00 発 11:00 頃着 → 17:00 発 

10:30 頃着 → 全日 17:30 発10:45 頃着 → 全日 17:15 発10:45 頃着 → 全日 17:00 発10:45 頃着 → 全日 17:00 発当日ご案内のスキー場をご確認ください。

先発便

後発便

旅行企画実施：株式会社日本案内通信TEL：06-6344-3077 FAX：06-6341-9161

※1)ミステリーツアーのスキー場は当日バス乗り場でご案内となります。●ダイナ●鷲ヶ岳●勝山のいずれか※2)ミステリーツアーのスキー場は当日バス乗り場でご案内となります。●おじろ●氷ノ山●国境高原●今庄365のいずれか

■利用予定バス会社

今庄365スキー場

ご出発前日にご乗車いただく「バス会社」が決定いたします。決定通知はメール配信のみとさせていただきます。アドレスの登録とバス会社確認ウェブサイト　⇒http://www.sunshinetour.co.jp/quickliner/・ご予約完了後、ウェブサイトにログインしお客様のメールアドレスをご出発日の3日前までにご登録ください。・ご登録のメールアドレスへバス会社の決定通知をメール配信いたします。・メール受信後に再度ログインでご乗車いただく「バス会社」をご確認いただけます。・期日までにメールアドレスを登録いただいていないお客様への通知はございません。・ご出発の3日前を過ぎてからのご予約の場合は配信がない場合がございます。・当メールは運行会社「ラド観光株式会社」より配信されます。

●お申込は集合出発日でお申込ください。●添乗員は同行しません。●バス車内は終日禁煙となります。●バス乗車中はシートベルトを着用していただきます。●バスの座席は当社にて予め決めさせていただきます。●バスにトイレは付いておりません。●休憩はバス運行２時間毎に15～30分程度をとります。（但し、不可抗力による到着時間の遅れが予想される場合を除く）●運転士はバス運行会社により１名又は２名乗車します。●スキー・スノーボードの積み込みは無料です。●お荷物はバストランクに積み込みますが、トランクに収納できない場合は車内に積み込む場合があります。●バストランクに積み込むお荷物は、破損する危険性があります。事前に保護対策いただきますようお願いいたします。バス会社並びに当社は破損に対する一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●お荷物の保管管理はお客様自身にて行っていただきます。盗難・紛失・置忘れ・お客様同士の取り違いには十分ご注意ください。バス会社並びに当社はお荷物の保管管理の責任を負いかねますのでご了承ください。●集合場所、時間を厳守してください。定刻までに集合されない場合は前途放棄されたものとしてバスは出発いたします。●雪不足時の催行決定は出発日の２日前となります。リフトが１本以上運行している場合は催行いたします。●積雪や天候等のゲレンデコンディションにより事前に告知していた営業時間（早朝営業）どおりに営業ができない場合がございますが返金対象にはなりません。又、その際の取消・変更の場合は規定の取消・変更手数料を申し受けます。営業時間はスキー場のホームページ又はスキー場までお問合せください。●事前に、又は出発後に、強風等でスキー場が営業できない事が予測される場合及び大雪や事故等による道路不通の場合は他のスキー場へご案内させていただく場合があります。その際の旅行代金は代替スキー場のコース料金となり差額はご返金いたします。事前に予測できた場合でも状況によってはその判断及びお客様への告知が集合場所にてご案内となる場合がありますのでご了承ください。●現地到着時間及び出発時間は道路・気象状況に応じて変更になる場合があります。●道路事情その他やむを得ない事情のため、現地到着又は、帰着時間が遅れたために、タクシーあるいはホテル利用の事態が生じてもその請求には一切応じられません。●スキー場により別途リフト券のICカード等の預かり金が必要です。●レンタル割引券はアイテム及びサイズの在庫を保証するものではありません。希望アイテム及びサイズを借りれなくても旅行代金の返金はできません。また、前途の理由のためリフト券が未使用であっても返金はできません。●特に混雑が予想される日程はレンタルアイテム・サイズの事前予約を受付けておりますのでご予約いただく事をお勧めいたします。ご予約いただいても貸出時にはお待ちいただく場合がございます。また、多少のサイズ違い（ワンサイズ以内の範囲で）のアイテム貸出をお願いする場合がございますのでご了承ください。●集合場所でお渡しするチケット（リフト引換券、割引券等）は、全て、その場でご確認下さい。紛失等の場合も、再発行は出来ません。●道路状況等（高速通行止・大雪による渋滞）に応じてスキー場出発時間を早める場合があります。●未就学児童のお客様が現地スキー場リフト券が無料の場合も払戻しはできません。（リフト券の権利放棄となります）●幼児様の無賃扱い及び割引はお受けできません。必ず子供又は大人料金でお申込お願いいたします。●乳児様（0～1歳）はバス乗車時にシートベルトの着用が困難な為、ご予約いただけません。●ご出発14日前までにお客様からのご予約がないコースの日程は設定を予告なく中止させていただく場合がございます。

近鉄バス・奈良観光バス・奈良交通バス・帝産観光バス・滋賀観光バス・国際興業観光バス・滋賀中央観光バス・商都交通バス・日本交通バス・阪急観光バス・ヤサカ観光バス・名阪近鉄バス・両備バス・永平寺観光バス・越前観光バス・福井交通バス・トマト観光

利用バス会社のご連絡について

ミステリーツアー（※1）

ミステリーツアー（※2）

今庄 365･国境おじろ･氷ノ山コース

ご出発前日にご乗車いただく「バス会社」が決定いたします。決定通知は
メール配信のみとさせていただきます。アドレスの登録とバス会社確認
ウェブサイト　⇒http://www.sunshinetour.co.jp/quickliner/
・ご予約完了後、ウェブサイトにログインしお客様のメールアドレスをご
出発日の3日前までにご登録ください。・ご登録のメールアドレスへバス
会社の決定通知をメール配信いたします。・メー
ル受信後に再度ログインでご乗車いただく「バス
会社」をご確認いただけます。・期日までにメール
アドレスを登録いただいていないお客様への通
知はございません。・ご出発の3日前を過ぎてから
のご予約の場合は配信がない場合がございます。
・当メールは運行会社「ラド観光株式会社」より配
信されます。

●お申込は集合出発日でお申込ください。●添乗員は同行し
ません。●バス車内は終日禁煙となります。●バス乗車中は
シートベルトを着用していただきます。●バスの座席は当社に
て予め決めさせていただきます。●バスにトイレは付いており
ません。●休憩はバス運行２時間毎に15～30分程度をとりま
す。（但し、不可抗力による到着時間の遅れが予想される場合
を除く）●運転士はバス運行会社により１名又は２名乗車し
ます。●スキー・スノーボードの積み込みは無料です。●お荷
物はバストランクに積み込みますが、トランクに収納できない
場合は車内に積み込む場合があります。●バストランクに積み
込むお荷物は、破損する危険性があります。事前に保護対策
いただきますようお願いいたします。バス会社並びに当社は破
損に対する一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
●お荷物の保管管理はお客様自身にて行っていただきます。
盗難・紛失・置忘れ・お客様同士の取り違いには十分ご注意く
ださい。バス会社並びに当社はお荷物の保管管理の責任を負
いかねますのでご了承ください。●集合場所、時間を厳守して
ください。定刻までに集合されない場合は前途放棄されたも
のとしてバスは出発いたします。●雪不足時の催行決定は出
発日の２日前となります。リフトが１本以上運行している場合
は催行いたします。●積雪や天候等のゲレンデコンディション
により事前に告知していた営業時間（早朝営業）どおりに営業
ができない場合がございますが返金対象にはなりません。又、
その際の取消・変更の場合は規定の取消・変更手数料を申し
受けます。営業時間はスキー場のホームページ又はスキー場
までお問合せください。●事前に、又は出発後に、強風等でス
キー場が営業できない事が予測される場合及び大雪や事故
等による道路不通の場合は他のスキー場へご案内させていた
だく場合があります。その際の旅行代金は代替スキー場の
コース料金となり差額はご返金いたします。事前に予測できた
場合でも状況によってはその判断及びお客様への告知が集
合場所にてご案内となる場合がありますのでご了承ください。
●現地到着時間及び出発時間は道路・気象状況に応じて変
更になる場合があります。●道路事情その他やむを得ない事
情のため、現地到着又は、帰着時間が遅れたために、タクシー
あるいはホテル利用の事態が生じてもその請求には一切応じ
られません。●スキー場により別途リフト券のICカード等の預
かり金が必要です。●レンタル割引券はアイテム及びサイズの
在庫を保証するものではありません。希望アイテム及びサイズ
を借りれなくても旅行代金の返金はできません。また、前途の
理由のためリフト券が未使用であっても返金はできません。●
特に混雑が予想される日程はレンタルアイテム・サイズの事前
予約を受付けておりますのでご予約いただく事をお勧めいた
します。ご予約いただいても貸出時にはお待ちいただく場合が
ございます。また、多少のサイズ違い（ワンサイズ以内の範囲
で）のアイテム貸出をお願いする場合がございますのでご了承
ください。●集合場所でお渡しするチケット（リフト引換券、割
引券等）は、全て、その場でご確認下さい。紛失等の場合も、再
発行は出来ません。●道路状況等（高速通行止・大雪による渋
滞）に応じてスキー場出発時間を早める場合があります。●未
就学児童のお客様が現地スキー場リフト券が無料の場合も
払戻しはできません。（リフト券の権利放棄となります）●幼児
様の無賃扱い及び割引はお受けできません。必ず子供又は大
人料金でお申込お願いいたします。●乳児様（0～1歳）はバス
乗車時にシートベルトの着用が困難な為、ご予約いただけま
せん。●ご出発14日前までにお客様からのご予約がないコー
スの日程は設定を予告なく中止させていただく場合がござい
ます。

近鉄バス・奈良観光バス・奈良交通バス・帝産観光バス・滋賀観光バス・国際興業観光バス・滋賀中央観光バス・
商都交通バス・日本交通バス・阪急観光バス・ヤサカ観光バス・名阪近鉄バス・両備バス・永平寺観光バス・
越前観光バス・福井交通バス・トマト観光

利用バス会社のご連絡について

ご出発当日の緊急連絡先はございません。
当日取消の場合、出発当日の正午までにご連絡いただければ当日出発前取消扱いの 50％額の返金となり
ますが、上記時間までに連絡なき場合は無連絡不参加扱いとなり旅行代金の 100％の取消料を頂きます。

ミステリーツアー（※1）

ミステリーツアー（※2）

国境・
おじろ･氷ノ山コース

ご出発前日にご乗車いただく「バス会社」が決定いたします。決定通知は
メール配信のみとさせていただきます。アドレスの登録とバス会社確認
ウェブサイト　⇒http://www.sunshinetour.co.jp/quickliner/
・ご予約完了後、ウェブサイトにログインしお客様のメールアドレスをご
出発日の3日前までにご登録ください。・ご登録のメールアドレスへバス
会社の決定通知をメール配信いたします。・メー
ル受信後に再度ログインでご乗車いただく「バス
会社」をご確認いただけます。・期日までにメール
アドレスを登録いただいていないお客様への通
知はございません。・ご出発の3日前を過ぎてから
のご予約の場合は配信がない場合がございます。
・当メールは運行会社「ラド観光株式会社」より配
信されます。

●お申込は集合出発日でお申込ください。●添乗員は同行し
ません。●バス車内は終日禁煙となります。●バス乗車中は
シートベルトを着用していただきます。●バスの座席は当社に
て予め決めさせていただきます。●バスにトイレは付いており
ません。●休憩はバス運行２時間毎に15～30分程度をとりま
す。（但し、不可抗力による到着時間の遅れが予想される場合
を除く）●運転士はバス運行会社により１名又は２名乗車し
ます。●スキー・スノーボードの積み込みは無料です。●お荷
物はバストランクに積み込みますが、トランクに収納できない
場合は車内に積み込む場合があります。●バストランクに積み
込むお荷物は、破損する危険性があります。事前に保護対策
いただきますようお願いいたします。バス会社並びに当社は破
損に対する一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
●お荷物の保管管理はお客様自身にて行っていただきます。
盗難・紛失・置忘れ・お客様同士の取り違いには十分ご注意く
ださい。バス会社並びに当社はお荷物の保管管理の責任を負
いかねますのでご了承ください。●集合場所、時間を厳守して
ください。定刻までに集合されない場合は前途放棄されたも
のとしてバスは出発いたします。●雪不足時の催行決定は出
発日の２日前となります。リフトが１本以上運行している場合
は催行いたします。●積雪や天候等のゲレンデコンディション
により事前に告知していた営業時間（早朝営業）どおりに営業
ができない場合がございますが返金対象にはなりません。又、
その際の取消・変更の場合は規定の取消・変更手数料を申し
受けます。営業時間はスキー場のホームページ又はスキー場
までお問合せください。●事前に、又は出発後に、強風等でス
キー場が営業できない事が予測される場合及び大雪や事故
等による道路不通の場合は他のスキー場へご案内させていた
だく場合があります。その際の旅行代金は代替スキー場の
コース料金となり差額はご返金いたします。事前に予測できた
場合でも状況によってはその判断及びお客様への告知が集
合場所にてご案内となる場合がありますのでご了承ください。
●現地到着時間及び出発時間は道路・気象状況に応じて変
更になる場合があります。●道路事情その他やむを得ない事
情のため、現地到着又は、帰着時間が遅れたために、タクシー
あるいはホテル利用の事態が生じてもその請求には一切応じ
られません。●スキー場により別途リフト券のICカード等の預
かり金が必要です。●レンタル割引券はアイテム及びサイズの
在庫を保証するものではありません。希望アイテム及びサイズ
を借りれなくても旅行代金の返金はできません。また、前途の
理由のためリフト券が未使用であっても返金はできません。●
特に混雑が予想される日程はレンタルアイテム・サイズの事前
予約を受付けておりますのでご予約いただく事をお勧めいた
します。ご予約いただいても貸出時にはお待ちいただく場合が
ございます。また、多少のサイズ違い（ワンサイズ以内の範囲
で）のアイテム貸出をお願いする場合がございますのでご了承
ください。●集合場所でお渡しするチケット（リフト引換券、割
引券等）は、全て、その場でご確認下さい。紛失等の場合も、再
発行は出来ません。●道路状況等（高速通行止・大雪による渋
滞）に応じてスキー場出発時間を早める場合があります。●未
就学児童のお客様が現地スキー場リフト券が無料の場合も
払戻しはできません。（リフト券の権利放棄となります）●幼児
様の無賃扱い及び割引はお受けできません。必ず子供又は大
人料金でお申込お願いいたします。●乳児様（0～1歳）はバス
乗車時にシートベルトの着用が困難な為、ご予約いただけま
せん。●ご出発14日前までにお客様からのご予約がないコー
スの日程は設定を予告なく中止させていただく場合がござい
ます。

近鉄バス・奈良観光バス・奈良交通バス・帝産観光バス・滋賀観光バス・国際興業観光バス・滋賀中央観光バス・
商都交通バス・日本交通バス・阪急観光バス・ヤサカ観光バス・名阪近鉄バス・両備バス・永平寺観光バス・
越前観光バス・福井交通バス・トマト観光

利用バス会社のご連絡について

ご出発当日の緊急連絡先はございません。
当日取消の場合、出発当日の正午までにご連絡いただければ当日出発前取消扱いの 50％額の返金となり
ますが、上記時間までに連絡なき場合は無連絡不参加扱いとなり旅行代金の 100％の取消料を頂きます。

ミステリーツアー（※1）

ミステリーツアー（※2）

国境・
おじろ･氷ノ山コース


