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令和４年７月 21 日  

  報道機関 各位 

 

函館市経済部企業立地担当課長   

 

   ワーケーション体験ツアーについて 

 

本市では，ワーケーションの導入を検討している企業，およびワーケーションを通

じて地域との交流やビジネス的つながりを求めている企業を本市に呼び込み，ワーケ

ーションのリピーター確保やサテライトオフィス開設，二拠点居住などの移住・定住

につなげてもらうため，「函館市ワーケーション体験ツアー」を実施することとなり

ました。 

つきましては，参加を希望する企業の募集を開始しましたので，報道についてよろ

しくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 申込み先  株式会社 JTB 北海道事業部 営業第四課内 

「函館市ワーケーションコンシェルジュデスク」 

 

２ 実施概要  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：経済部企業立地担当課長 竹崎 （℡：21-3987） 



2022 年 7 月 20 日  
PRESS RELEASE                                          函館市経済部 
報道機関各位  

                           
仕事・アクセス・観光・食など魅力満載の街でワーケーション体験を︕ 

「函館市ワーケーション体験ツアー」を実施 
〜8 月 22 日より函館でワーケーションを〜 

 
近年、テレワークの普及や働き方改革による多様で柔軟な働き方の選択など、新しいワークスタ

イルの定着が進む中、リゾート地や観光地で余暇を楽しみながら仕事を行う「ワーケーション」の

取り組みが、首都圏を中心に拡がりをみせるなど、全国的な関心を集めております。 

函館市では、関係人口の増加、将来的な企業誘致につなげるきっかけとして「ワーケーション」

を推進しており、この度、首都圏等の IT 関連企業など社員の働く場所の自由度が高い企業者や福

利厚生に力を入れている企業を主な対象として、夏から冬にかけて３つの季節を選べる「ワーケー

ション体験ツアー」を実施することとなりました。アクセスに優れ、観光や食など多彩な魅力を持

つ函館のお好きな季節を選んで「ワーケーション」を体験していただく絶好の機会となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本ツアーは、令和２年度のモニタリングツアー開始以降、今年度で３年目の実施となります。  

本年は、本市の季節ごとの魅力を感じていただくため、夏から冬にかけて長期間設定しました。 

ワーケーションの導入を検討している企業、およびワーケーションを通じて地域との交流やビ

ジネス的なつながりを求めている企業、二拠点居住を検討しているフリーランスの事業者などを

本市に呼び込み、ワーケーション環境や立地環境等を PR するとともに、滞在期間中には、希望者

にワーケーション導入の参考となるセミナーなどを実施し、企業側のワーケーション実施を後押

しするほか、市民や地元企業との交流を通じて参加企業と地域とのつながりを創出することで、

本市との関わりを持つ人（関係人口）や企業（関係企業）の増加を図り、ワーケーションのリピ

ーター確保やサテライトオフィス開設、移住などにつなげていくことが最大の目的となります。 

なお本ツアーは、函館市が実施する「ワーケーション体験ツアー等実施業務」の一環として、

受託事業者の株式会社ＪＴＢ 北海道事業部（以下、ＪＴＢとする。）が、企画・実施するもので

す。 

体験ツアーは３泊４日と６泊７日の２種類をご用意しています。ご出発前には、ＪＴＢの「函

館市ワーケーションコンシェルジュ」が、函館での過ごし方・体験プランのご提案・企業視察や

ビジネスマッチング等のコーディネートをお手伝いいたします。 

  函館で働くこと、暮らすこと、楽しむことを知る機会に、皆様のご参加をお待ちしております。 



【函館ワーケーション体験者の声】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・環境が変わることでやる気も出てきますし、他の業務に邪魔されないので、いつもより効率的に

仕事に取り組めた。 

・（仕事の後）函館山や赤レンガなどの観光名所をまわることで仕事の疲れがリフレッシュできて、

一日が充実して過ごせました。 

・朝６時に起きて、朝市に行って海鮮丼を食べたり、朝楽しんでから仕事を開始することができた。 

・日常生活にて、つい億劫で後々にのばしてしまう仕事が場所を変えて働くことによって、気分が

変わり「チャレンジしてみようかな！」という気になりますね。 

など参加者から様々な感想をいただきました。ぜひこのチャンスに仕事でも・休暇でも函館の街を

満喫してください。 

 

動画の詳細は下記 URL からご覧いただけます 

【ワーケーション in 北海道函館市】 

ワークもバケーションも充実！函館だから実現する魅力的なワーケーション 

https://www.youtube.com/watch?v=UT2S4Jakmvs&t=26s 

ワーケーションのメリット＆デメリットと、北海道函館市の事例紹介 

https://www.youtube.com/watch?v=ldYnAjtji9A 

函館ワーケーション体験談【北海道函館市】 

https://www.youtube.com/watch?v=P20NpCImPO0 

 

【ワーケーション体験ツアー概要】 

● 出発日 

  3 泊 4 日コース（平日のみ）：8/22(月) 

  3 泊 4 日コース（土日含む）：9/11(日)、11/6(日)、11/10(木)、2/23（木） 

  6 泊 7 日コース：8/22(月)、9/11(日)、11/6(日)、2/13(月)、2/20(月) 

 

● 参加条件 

・企業に属している方。 

・転職なき移住の制度を導入する企業に所属している方や二拠点居住を検討している個人事業主。

（※フリーランスの方も可） 

・1 日目のオリエンテーションイベント、最終日の意見交換会に必ずご参加いただける方。 

・最終日に、体験コンテンツ、コワーキングスペース、ワーケーションなどに関するアンケート 

にご回答いただける方。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UT2S4Jakmvs&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=ldYnAjtji9A
https://www.youtube.com/watch?v=P20NpCImPO0


● ツアーのポイント 

・ＪＴＢの ｢函館市ワーケーションコンシェルジュ｣による「旅の過ごし方」のサポート 

・趣味趣向に合ったモデルコースのご提案 

・えらべる体験プランのご案内、ご予約 

・函館市企業とのマッチングサポート 

・ワーケーション導入セミナーの開催 

・移住検討者向けオプションの設定 

 

● 旅行代金（出発日、宿泊施設により料金が異なります。）※大人 1 人あたり 

＜3 泊 4 日＞  

                          ＋ 

  

＜6 泊 7 日＞  

 
 
  

 ※宿泊費・ｺﾜｰｷﾝｸﾞ利用代等は、ご旅行代金から函館市負担分を差し引いた「お客様支払実額」

となります。 

※詳細は、募集パンフレットをご確認ください。 

 

● 募集定員：各回１０名様（最少催行人数 1 名様）全１０回予定 

 ※詳細は、募集パンフレットをご確認ください。 

 

● 予約方法 

①オンライン予約 
https://forms.office.com/r/pG0m29wqKq      
 

②電話予約 

株式会社ＪＴＢ 北海道事業部 営業第四課内 「函館市ワーケーションコンシェルジュデスク」  

担当：大熊・原田・菊池  TEL：011-271-7024  

営業時間：平日 09:30～17:30（土日祝休業） 

 

● 企画協力：函館市経済部 

● 旅行主催：株式会社ＪＴＢ 北海道事業部 

以上 

 
【本プレスリリース・情報掲載・取材に関するお問い合わせ先】 

函館市経済部企業立地担当 担当：竹崎 
E-mail:yuchi@city.hakodate.hokkaido.jp TEL:0138-21-3987 

 
【本ツアーの内容および申し込みに関するお問い合わせ先】 

株式会社ＪＴＢ 北海道事業部 営業第四課 
「函館市ワーケーションコンシェルジュデスク」 

担当：大熊・原田・菊池 
TEL:011-271-7024 

営業時間：平日 09:30～17:30（土日祝休業） 

東京⇔函館 
移動交通費（航空機JR） 

宿泊費・ｺﾜｰｷﾝｸﾞ利用代等 
10,300 円～13,250 円（税込） 

現地交通費 
オプション代等 

東京⇔函館 
移動交通費（航空機JR） 

宿泊費・ｺﾜｰｷﾝｸﾞ利用代等 
22,800 円～23,750 円（税込） 

現地交通費 
オプション代等 

＋ ＋ 

＋ ＋ 

 

https://forms.office.com/r/pG0m29wqKq
mailto:yuchi@city.hakodate.hokkaido.jp


ご参加の条件

●募集型企画旅行契約

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
 所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。
お申込金は、旅行代金お支払の際差し引かせていただきます。

（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、当社らの予約を
承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して３日以内に申込書の
提出と申込金の支払をしていただきます。

（３） お客様が旅行予約サイトで予約・店舗でお支払いする方法を選択した場合、当社
の予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して2日以内に
お申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この場合、前
項の定めにより契約が成立します。

（4） 旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、本項（2）により申込金を当社らが受領
したときに、また、郵便又はファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、申
込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達した
ときに成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し
込みの場合でも、通信契約によって契約を成立させるときは、右記●「通信契約」
を希望されるお客様との旅行条件（１）の定めにより契約が成立します。

（5）お申込金（おひとり）旅行代金全額

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込み
が間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社
提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、
追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様
からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●取消料
（１） 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。

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

除解の前以日るたあに目日12  ）1
　（日帰り旅行にあっては11日目） 無　料

2）20日目にあたる日以降の解除
　（日帰り旅行にあっては10日目）
　（3～6を除く）

旅行代金の20％

除解の降以日るたあに目日7  ）3
　（4～6を除く） 旅行代金の30％

4）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
5）当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％
6） 加参不絡連無はたま除解の後始開行旅  旅行代金の100％

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。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員、運送・宿泊機関
等旅行サービス提供会社、または、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事
情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報につい
て、お客様との間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
た旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの
受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社及び販売
店では、①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅
行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの
提供⑤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2021年7月1日を基準としています。また、旅行代金は2021年7月
1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された
場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した宿泊代金、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税（一部注釈
のあるコースにおける宿泊税を含みます）。これらの費用は、お客様の都合により一部利用
されなくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び
個人的費用は含みません。）
●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわら
ず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参
加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一
定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。
なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当
社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
・死亡補償金：１５００万円　・入院見舞金：２～２０万円　・通院見舞金：１～５万円
・ 携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（ただし、補償対象品１個あたり 
１０万円を限度とします。）
●お客様の責任（抜粋）
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領
するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅
行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供
機関又はお申込店に申し出なければなりません。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社らは、社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社（以下「会員」という）
より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信
契約」という）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なりま
す。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカード
の種類も受託旅行業者により異なります。）
（１） 通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知が 

お客様に到達したときに成立するものとします。
（２）   「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をい
います。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの
利用日は「契約解除依頼日」とします。（ただし、契約解除依頼日が旅行代金のカー
ド利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除
依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）

（３） 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場
合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。た
だし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただい
た場合はこの限りではありません。

●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

お申込のご案内（お申込いただく前に、この頁と各コース毎のご案内とご注意を必ずお読みください。） 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。

旅行企画・実施

北海道事業部 
観光庁長官登録旅行業第64号　日本旅行業協会正会員
札幌市中央区北1条西6丁目1-2 アーバンネット札幌ビル8階 〒060-0001

この旅行は（株）JTB北海道事業部（札幌市中央区北1条西6丁目1-2アーバンネット
札幌ビル8階 観光庁長官登録 旅行業第64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（以下「旅
行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お
渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅程表と称する確定書面及び
当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。なお、当パンフレットに記載さ
れた旅行条件と別途お渡しする旅行条件書（全文）に記載された条件との相違があ
る場合は、当パンフレット記載の旅行条件が適用されます。

契
約
成
立

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済

011-271-7024

ご旅行のお申込・お問い合わせ先
〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目1-2
アーバンネット札幌ビル8階株式会社 JTB 北海道事業部

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不明な点がありましたら、
ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

FAX（011）232-5272
担当／大熊・原田・菊池

営業時間／平日9：30～17：30、土・日・祝 休業
総合旅行業務取扱管理者／岩井 貴之

Ｈ2 2 - 0 2 5 企画協力 旅行企画・実施函館市経済部 株式会社 JTB 北海道事業部

企業に属している方

1日目の「オリエンテーションイベント」、
最終日の「意見交換会」に必ずご参加いただける方

転職なき移住の制度を導入する企業に所属している
方や、二拠点居住を検討している個人事業主

最終日に、体験コンテンツ、コワーキングスペース、
ワーケーションなどに関する「アンケート」にご回答いただける方

その１ 選べる観光体験プログラム付き！ その2 函館を味わう朝食１回付き！

その3
滞在中市内コワーキング
スペースご利用可能
※コワーキングスペースについては、中面をご確認ください。

その4
ご希望の方には
モバイルWiFiを貸出

出発日の
3週間前

申込締切日

10名様

各日程定員

コース名 3泊4日コース（平休日のみ） 3泊4日コース（休前日含む） 6泊7日コース

8/22（月）、9/11（日）、11/6（日） 11/10（木）、2/23（木） 8/22（月）、9/11（日）、11/6（日）、2/13（月）、2/20（月）出 発 日

利用施設※5 食事条件 旅行代金 函館市負担分 お支払実額 旅行代金 函館市負担分 お支払実額

HOTEL＆SPA
センチュリーマリーナ函館

滞在中1回
朝食付 ¥27,750 ¥16,500 ¥11,250 ¥29,750 ¥16,500 ¥13,250 ¥56,750 ¥33,000 ¥23,750

函館国際ホテル（東館） 滞在中1回
朝食付 ¥27,500 ¥16,500 ¥11,000 ¥29,500 ¥16,500 ¥13,000 ¥56,500 ¥33,000 ¥23,500

HAKODATE
男爵倶楽部ホテル＆リゾーツ

滞在中1回
朝食付 ¥26,800 ¥16,500 ¥10,300 ¥28,800 ¥16,500 ¥12,300 ¥55,800 ¥33,000 ¥22,800

函館湯の川温泉 海と灯 滞在中1回
朝食付 ¥27,000 ¥16,500 ¥10,500 ¥29,000 ¥16,500 ¥12,500 ¥56,000 ¥33,000 ¥23,000

イマジン
ホテル＆リゾート函館

滞在中1回
朝食付 ¥27,200 ¥16,500 ¥10,700 ¥29,200 ¥16,500 ¥12,700 ¥56,200 ¥33,000 ¥23,200

旅行代金 函館市負担分 お支払実額

事前に専任コンシェルジュにてご相談承ります。
モデルコースのご提案、プラン内容・視察・
ビジネスマッチングのコーディネートなどの細かなご要望にお応えします。

函館ワーケーションコンシェルジュ

hkd-work@jtb.com
コンシェルジュに 相談は

WORKATIONWORKATION
HAKODATEHAKODATE

ツアー参加の 4つの特典 お申込受付の流れ

函館×WORKATION のポイント！

このパンフレットに記載のお支払い実額（函館市補助負担有）は、
函館空港までの航空券（羽田発着）と同時のお申込のみが対象となります。

01
ご参加者の興味・関心に合った函館での滞在

時間を「函館市ワーケーションコンシェルジュ」が

「旅マエ」からご提案します！

POINT

02
ご希望の方には、函館市内の企業とのマッチングや

ワーケーション導入セミナーをセッティングします！

POINT

■事業名称：ワーケーション体験ツアー等実施業務‥本ツアーは、ワーケーションの導入の検討や、地域との
交流・ビジネス的なつながりを求めている企業様を対象として、函館市のワーケーション環境のPRをはかるとと
もに、意見交換会や個別商談会を通じ、函館市と関わりを持つ（関係人口）や企業（関係企業）の増加を図り、
ワーケーションのリピーター化やサテライトオフィス開設、移住促進などを目的として実施します。

宿泊代／朝食（滞在中1回分）／指定のコワーキングスペース利用料／市電・バス共通乗車券（2日目～最終日）／1
日目オリエンテーションイベント⇒宿泊施設までの貸切バスまたはハイヤー利用代金／えらべる観光体験プログラム／
オリエンテーションイベント・意見交換会の参加料

1名

1日目のみ函館空港より添乗員が同行します。

◯羽田空港（または東京駅）から参加可能な方。　◯企業に属している方。
◯転職なき移住の制度を導入する企業に所属している方や二拠点居住を検討している個人事業主。（※フリーランスも可）
◯1日目の「オリエンテーションイベント」、最終日の「意見交換会」に必ずご参加いただける方。
◯最終日に、体験コンテンツ、コワーキングスペース、ワーケーションなどに関する「アンケート」にご回答いただける方。
◯函館空港までの航空券（羽田発着）を同時にお申し込みの方。

取消料は、旅行代金（「函館市負担分」記載金額適用前）を基
準として算出致します。詳細の条件は、P.4の「ご旅行条件（要
約）」にてご確認ください。

※4 ご利用人数について‥記載の代金は、おとな・おひとり様
での参加を基準としております。ご家族も同行頂けますが、
その場合は別途旅行代金をご案内致します。　

※5 ご利用施設について‥利用する宿泊施設は、3泊4日、6
泊7日問わず同一施設の連泊となります。

※6 食事条件‥滞在中1回分の朝食利用券をおひとり様につ
き1枚お渡しします。追加の場合は、当日各施設で別途朝
食代をお支払い頂きます。

ご旅行代金に
含まれるもの

取 消 料

最少催行人員

添 乗 員

参加条件

ご旅行条件（要約）

函館ワーケーション体験 モニターツアー 【函館空港集合～函館空港解散】ご旅行代金・お支払い実額（おとなおひとり様あたり）※4

お申し込みの際には、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し込みください。

季 節 選 べ る

3泊4日
コース 8/22 or 9/11出発

夏 summer
11/6 or 11/10出発

秋 autumn
2/23出発
冬 winter 6泊7日

コース 8/22 or 9/11出発
夏 summer

11/6出発
秋 autumn

2/13 or 2/20出発
冬 winter

お申込は
こちら！

お
申
込
フ
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ム
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函館空港までの
移動交通費

（航空機またはＪＲ）
※モニターツアーお申込みと同時にご
希望便をお知らせください。モニターツ
アーとあわせてJTBでのお手配が必須
条件となります。 ※個別にお手配のう
え、金額をお知らせいたします。 ※発着
地は関東に限ります。（飛行機利用：羽
田空港発着／ＪＲ利用：東京駅発着）

お支払い実額（大人おひとり様あたり）

※上記は、函館市補助負担分を差し引いたお支払い実額です。 ※函館空港集合～函館空港解散までの代金
です。羽田空港(または東京駅)⇔函館空港間の移動交通費は含まれておりません。 ※泊数、出発日、利用ホテ
ル、食事条件によって料金は変動いたます。詳細はP4のお支払い実額一覧にてご確認ください。

函館ワーケーション体験 モニターツアー

10,300円～13,250円（税込）
3泊4日
おひとり様

22,800円～23,750円（税込）
6泊7日
おひとり様

+ + ＝
現地交通費、
オプション等の
追加手配料金

お客様の
お支払い

ご旅行代金総額

1
2

3

4

函館市ワーケーション体験 モニターツアー2022
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ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ
センチュリーマリーナ函館

【住 所】函館市大手町22-13　【アクセス】JR函館駅より徒歩5分

※1 客室の消臭対応をご希望の場合は、お申込時にコンシェルジュまでご相談下さい。

企業向けイベント

※1航空機について

※2移動手段について

※3食事条件について

羽田空港～函館空港間（JRの場合は東京駅～函館駅）はお支払い実額には含まれておりません。別途お手配のうえ、金額をお知らせいたします。函館ワーケーションコンシェル
ジュでのお手配がご利用条件となります。
1日目の空港～コワーキングスペース視察～ホテルまでは、専用車でご移動となります。それ以外は、公共交通機関で各自ご移動となります。専用車は、1名～5名の場合はハイヤー、
6名～10名の場合は貸切バスとなります。　【利用予定バス会社】北海道観光バス、ケーエス北の星観光バス、函館帝産バス、函館バス、HKB、厚沢部観光バスのいずれか。　
基本プランは滞在中1回朝食がつきます。

※ツアー行程に記載した事項について、下記の例のようなご要望がある場合には、事前にご相談ください。なお、変更にあたり追加代金が発生する場合がございます。（例：関東以外からの発着、日程の延長・短縮、発
着地の変更、ご家族の同行など）　※期間中に、函館市主催のイベント等が開催される場合があります。該当の日程の参加者様には、別途お知らせ致します。可能な限りのご参加をお願い致します。 ※本ツアーは、
函館市の「夏季ワーケーション体験ツアー等実施業務」の一環として、株式会社JTBが旅行募集を行います。　※事業の成果報告のため、期間中に写真撮影や取材等にご協力頂く場合がございます。※新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のための各種対策へのご協力をお願い致します。なお、全国的な感染状況を踏まえ、ツアーが中止となる場合がございます。

3泊4日プラン 6泊7日プラン 食事宿
泊

終了後、専用車にてコワーキングスペースの見学後、各宿泊施設へ移動（16:00頃解散予定）

［ご利用便例（8月）］

［ご利用便例（8月）］

①「e-Janネットワークス”新しい働き方”ワーケーション導入のすすめ」
②「函館市国際水産・海洋総合研究センター視察」 ※休館日あり

各自イベント参加・ワーケーション体験

※A～Eコースからお好きな体験プログラムをひとつお選びください。

函
館
市
内
泊

函
館
市
内
泊

ツアー行程について
宿泊施設についてのご案内

おすすめのコワーキングスペース

日数

プラン

ANA553 羽田空港（09:55）-函館空港（11:15）

当日空港集合

JAL586  函館空港（15:05）-羽田空港（16:30）

前日のJR東京駅－JR函館駅も手配可能。※函館
空港ご集合までの交通費は別手配のうえ、金額をお
知らせいたします。

JR函館駅－JR東京駅も手配可能。※函館空港解
散後の交通費は別手配のうえ、金額をお知らせいた
します。

各自空港へ移動

移住希望者向けイベント
①「まちセン茶論」
②親子向け「Ｂ-ラボ　プログラミング教室」

移住希望者向けイベント

えらべる体験プログラム
A.季節のおすすめプラン（夏・秋・冬）／B.親子連れアクティビティ
C.心と手と頭のリフレッシュ／D.アウトドア好き／E.のんびり食を楽しむ

企業向けイベント
希望者のみ個別マッチング

親子ワーケーション
向けオプション

○ 希望者のみ（※要事前申込）
○ ワーケーション滞在中函館市内保育園での
  一時預かり保育を手配いたします。
○ 料金・詳細はお問い合わせください。

※一時預かり保育のアレンジはキッチハイク社が行います

【備　考】

【その他】

函館市臨海研究所
函館市大町13-1

【アクセス】市電「大町電停」より徒歩1分 
【利用時間】平日9時～17時（最終入場
16時 【休館日】土・日・祝日、年末年始 【ツ
アー特典】ツアー滞在期間中の平日に「小
会議室」（定員4名）が自由にご使用可能

函館大三坂オフィス
函館市末広町18-25
大三坂ビルヂング2階

【アクセス】市電「十字街電停」より徒歩
5分 【利用時間】10時～18時 【休館
日】不定休

HAKOWORKS
函館市大町18-7
NEWPORT BLDG.

【アクセス】JR函館駅より徒歩7分 【利
用時間】詳細はご出発日前にご案内い
たします 【休館日】不定休

はこだてみらい館 テラススペース
函館市若松町20-1
キラリス函館3階

【アクセス】JR函館駅より徒歩3分 【利
用時間】10時～20時（最終入場19時
30分） 【休館日】8/24（水）、9/14（水）、
11/9（水）

MIRAI BASE
函館市美原2-7-21万勝ビル1階

【アクセス】函館バス「亀田支所前バス
ターミナル」より徒歩6分 【利用時間】金
曜日14時～20時（最終入場19時）※
上記以外のご利用はご相談ください 【休
館日】木・土・日・祝日、年末年始

CoSta
函館市末広町14-1
ウエストサイドテラス2F

【アクセス】市電「十字街電停」より徒歩4
分 【利用時間】詳細はご出発日前にご案
内いたします 【休館日】不定休

※下記の中より、ご利用を希望される宿泊施設をお選びください。

最上階の天空露天風呂からは夜景や函館山、ベイエリアを一望できます。

※グループ参加で会議室のご利用を希望される場合は、ご相談ください。

【共通のご案内】　宿泊施設のご利用に関して、下記のご要望がございましたら、お申込み時に「函館市ワーケーションコンシェルジュ」までご相談ください。
（例）●参加者複数での客室のご利用　　●喫煙室のご希望　●客室のグレードアップ　●延泊　●会議室等のご利用　●食事の追加　●その他のご要望　
※上記は、全てリクエストベースでの対応となり、ご要望にお応えできない場合がございますのでご了承ください。※ご希望の内容によっては、追加代金を頂戴することがございます。

函館移住のワンストップ相談窓口「移住サポートセンター」が主催する、市民と移住者の集
い。移住後に情報交換や仲間づくりができるだけでなく移住を決断する前に先輩移住者の
声を聞くために参加することも可能。

函館のMIRAI BASEにある工作・ロボット・プログラミング
スクールです。今回はScratchを利用した「プログラミング
入門講座」「はんだづけで作るノータッチゴミ箱作り講座」
を開催いたします。親子での参加も可能です。
料金・詳細はお問い合わせください。

e-Janネットワークス講演 ①まちセン茶論（サロン）

e-Janネットワークス株式会社は、2000年3月に設立以来、『テ
レワークにセキュリティを』を標榜し、テレワークソリューションの
企画・開発・販売・運営を中心として事業を展開。

①

②Bラボ（子ども向け参加イベント／プログラミング教室）

※下記のA～Eの中より、体験を希望されるプログラムをひとつお選びください。企業向けイベント

”新しい働き方”ワーケーション導入のすすめ

情報通信業の経営層を対象に、函館市国際水産・海洋総合研究
センター視察をアレンジ。
※休館日と重なる場合があります。

②函館市国際水産・海洋総合研究センター視察

えらべる体験プログラム

客室FREE Wi-Fi・LAN接続 洋室ダブル シャワーブース・トイレ付

滞在中1回に限り朝食バイキング付 ♨温泉大浴場 禁煙

HAKODATE
男爵倶楽部ホテル＆リゾーツ

【住 所】函館市大手町22-10　【アクセス】JR函館駅より徒歩3分

全室41㎡以上の広々客室を備えたリゾートホテル。リビング・キッチン・ビューバス・バルコニーを完備しています。

全室パスワード付き個別Wi-Fi・LANポート完備 洋室ツイン（シングルユース）バス・トイレ付

滞在中1回に限り朝食バイキング付 全室ビューバス付 禁煙※1

函館国際ホテル（東館）

【住 所】函館市大手町5-10　【アクセス】JR函館駅より徒歩8分

函館朝市など、観光スポットへのアクセス抜群な函館の老舗ホテルです。 
自分で盛り付ける海鮮丼やライブキッチンが人気の朝食を滞在中1回お楽しみください。 

客室FREE Wi-Fi・LAN接続 洋室ツイン（シングルユース）バス・トイレ付

滞在中1回に限り朝食バイキング付 ♨温泉大浴場 禁煙
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モニター・HDMI・延長コードを、期間中貸出致します！

※JAL585 羽田空港（07:50）-函館空港（09:15）／ANA4757羽田空港（07:15）-函館空港（08:35） 他、
　この時間以降のJR、航空券

※ANA556 函館空港（15:20）-羽田空港（16:45）／ADO060 函館空港（16:45）-羽田空港（18:10） 他、
この時間以降のJR、航空券

函館には魅力的なコワーキングスペースが多数あります。詳細については函館市ホームページでご確認ください。 https://h-workation.jp

プログラム内容の詳細については函館市ホームページでご確認ください。https://h-workation.jp
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オリエンテーションイベント（函館空港内） ①到着次第（11:40頃目安）～12:30 ②12:45~13:30の2回で実施必須参加

意見交換会（函館空港内または函館駅周辺ホテル）必須参加

特典

特典 特典

特典 保育園留学で
話題！

青の洞窟・矢越（854）クルーズ夏（5～10月）

A.季節のおすすめプラン（夏・秋・冬） B.親子連れアクティビティ「食育」

住吉ウォッチング＆磯遊び
※荒天の場合・冬季はクラフト体験

夏～秋

はこだて焼きピロシキ作り体験夏～冬

D.アウトドア好き

カナディアンカヌー川下り 函館・汐泊川
〈探検コース〉

夏～冬

C.心と手と頭のリフレッシュ

心のリフレッシュ（お寺での写経及びお守り輪数珠作り）夏～冬

クラフト体験（レザー、タイル、ハーバリウムなど製作）夏～冬

E.のんびり食を楽しむ

手焼き珈琲焙煎体験夏～冬

白浜のイカ飯作り体験夏～冬

「函館まちたび」電動バイクで巡る 函館恋空コース秋

きらめきライトアップ 教会編秋

氷上わかさぎ釣り体験冬（1月中旬～3月中旬）

氷上スノーモービル乗車体験
（大沼湖）

冬（1月中旬～3月中旬）

特典特典特典

別
料
金

別
途
手
配

会議室あり（応相談）

イマジンホテル&リゾート函館

【住 所】函館市湯川町3-1-17
【アクセス】函館市電 湯の川温泉電停より徒歩15分

函館湯の川温泉「イマジンホテル＆リゾート函館」は目の前に
オーシャンビューが広がる絶好の立地のリゾートホテルです。

客室FREE Wi-Fi・LAN接続 和室（オーシャンビュー）バス・トイレ付

滞在中1回に限り朝食バイキング付 ♨温泉大浴場 喫煙可能※1

HDMI・延長コードを、期間中貸出致します！

会議室あり（応相談）

函館湯の川温泉 海と灯

【住 所】函館市湯川町3-9-20
【アクセス】函館市電 湯の川温泉電停より徒歩11分

北海道三大温泉郷のひとつに数えられる名湯、湯の川温泉の温泉リゾートホテル。
最上階12階には海を臨む展望大浴場があります。

客室FREE Wi-Fi・LAN接続 スーペリアツイン（シングルユース）バス・トイレ付

滞在中1回に限り朝食バイキング付 ♨温泉大浴場 禁煙 会議室あり（応相談）

※客室のほか、1階のカフェでもお仕事が可能です。（10:00～17:00）

※1 喫煙室ご希望の方は、
　　コンシェルジュにご相談ください。



別
料
金

別
途
手
配

ＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ
センチュリーマリーナ函館

【住 所】函館市大手町22-13　【アクセス】JR函館駅より徒歩5分

※1 客室の消臭対応をご希望の場合は、お申込時にコンシェルジュまでご相談下さい。

企業向けイベント

※1航空機について

※2移動手段について

※3食事条件について

羽田空港～函館空港間（JRの場合は東京駅～函館駅）はお支払い実額には含まれておりません。別途お手配のうえ、金額をお知らせいたします。函館ワーケーションコンシェル
ジュでのお手配がご利用条件となります。
1日目の空港～コワーキングスペース視察～ホテルまでは、専用車でご移動となります。それ以外は、公共交通機関で各自ご移動となります。専用車は、1名～5名の場合はハイヤー、
6名～10名の場合は貸切バスとなります。　【利用予定バス会社】北海道観光バス、ケーエス北の星観光バス、函館帝産バス、函館バス、HKB、厚沢部観光バスのいずれか。　
基本プランは滞在中1回朝食がつきます。

※ツアー行程に記載した事項について、下記の例のようなご要望がある場合には、事前にご相談ください。なお、変更にあたり追加代金が発生する場合がございます。（例：関東以外からの発着、日程の延長・短縮、発
着地の変更、ご家族の同行など）　※期間中に、函館市主催のイベント等が開催される場合があります。該当の日程の参加者様には、別途お知らせ致します。可能な限りのご参加をお願い致します。 ※本ツアーは、
函館市の「夏季ワーケーション体験ツアー等実施業務」の一環として、株式会社JTBが旅行募集を行います。　※事業の成果報告のため、期間中に写真撮影や取材等にご協力頂く場合がございます。※新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のための各種対策へのご協力をお願い致します。なお、全国的な感染状況を踏まえ、ツアーが中止となる場合がございます。

3泊4日プラン 6泊7日プラン 食事宿
泊

終了後、専用車にてコワーキングスペースの見学後、各宿泊施設へ移動（16:00頃解散予定）

［ご利用便例（8月）］

［ご利用便例（8月）］

①「e-Janネットワークス”新しい働き方”ワーケーション導入のすすめ」
②「函館市国際水産・海洋総合研究センター視察」 ※休館日あり

各自イベント参加・ワーケーション体験

※A～Eコースからお好きな体験プログラムをひとつお選びください。

函
館
市
内
泊

函
館
市
内
泊

ツアー行程について
宿泊施設についてのご案内

おすすめのコワーキングスペース

日数

プラン

ANA553 羽田空港（09:55）-函館空港（11:15）

当日空港集合

JAL586  函館空港（15:05）-羽田空港（16:30）

前日のJR東京駅－JR函館駅も手配可能。※函館
空港ご集合までの交通費は別手配のうえ、金額をお
知らせいたします。

JR函館駅－JR東京駅も手配可能。※函館空港解
散後の交通費は別手配のうえ、金額をお知らせいた
します。

各自空港へ移動

移住希望者向けイベント
①「まちセン茶論」
②親子向け「Ｂ-ラボ　プログラミング教室」

移住希望者向けイベント

えらべる体験プログラム
A.季節のおすすめプラン（夏・秋・冬）／B.親子連れアクティビティ
C.心と手と頭のリフレッシュ／D.アウトドア好き／E.のんびり食を楽しむ

企業向けイベント
希望者のみ個別マッチング

親子ワーケーション
向けオプション

○ 希望者のみ（※要事前申込）
○ ワーケーション滞在中函館市内保育園での
  一時預かり保育を手配いたします。
○ 料金・詳細はお問い合わせください。

※一時預かり保育のアレンジはキッチハイク社が行います

【備　考】

【その他】

函館市臨海研究所
函館市大町13-1

【アクセス】市電「大町電停」より徒歩1分 
【利用時間】平日9時～17時（最終入場
16時 【休館日】土・日・祝日、年末年始 【ツ
アー特典】ツアー滞在期間中の平日に「小
会議室」（定員4名）が自由にご使用可能

函館大三坂オフィス
函館市末広町18-25
大三坂ビルヂング2階

【アクセス】市電「十字街電停」より徒歩
5分 【利用時間】10時～18時 【休館
日】不定休

HAKOWORKS
函館市大町18-7
NEWPORT BLDG.

【アクセス】JR函館駅より徒歩7分 【利
用時間】詳細はご出発日前にご案内い
たします 【休館日】不定休

はこだてみらい館 テラススペース
函館市若松町20-1
キラリス函館3階

【アクセス】JR函館駅より徒歩3分 【利
用時間】10時～20時（最終入場19時
30分） 【休館日】8/24（水）、9/14（水）、
11/9（水）

MIRAI BASE
函館市美原2-7-21万勝ビル1階

【アクセス】函館バス「亀田支所前バス
ターミナル」より徒歩6分 【利用時間】金
曜日14時～20時（最終入場19時）※
上記以外のご利用はご相談ください 【休
館日】木・土・日・祝日、年末年始

CoSta
函館市末広町14-1
ウエストサイドテラス2F

【アクセス】市電「十字街電停」より徒歩4
分 【利用時間】詳細はご出発日前にご案
内いたします 【休館日】不定休

※下記の中より、ご利用を希望される宿泊施設をお選びください。

最上階の天空露天風呂からは夜景や函館山、ベイエリアを一望できます。

※グループ参加で会議室のご利用を希望される場合は、ご相談ください。

【共通のご案内】　宿泊施設のご利用に関して、下記のご要望がございましたら、お申込み時に「函館市ワーケーションコンシェルジュ」までご相談ください。
（例）●参加者複数での客室のご利用　　●喫煙室のご希望　●客室のグレードアップ　●延泊　●会議室等のご利用　●食事の追加　●その他のご要望　
※上記は、全てリクエストベースでの対応となり、ご要望にお応えできない場合がございますのでご了承ください。※ご希望の内容によっては、追加代金を頂戴することがございます。

函館移住のワンストップ相談窓口「移住サポートセンター」が主催する、市民と移住者の集
い。移住後に情報交換や仲間づくりができるだけでなく移住を決断する前に先輩移住者の
声を聞くために参加することも可能。

函館のMIRAI BASEにある工作・ロボット・プログラミング
スクールです。今回はScratchを利用した「プログラミング
入門講座」「はんだづけで作るノータッチゴミ箱作り講座」
を開催いたします。親子での参加も可能です。
料金・詳細はお問い合わせください。

e-Janネットワークス講演 ①まちセン茶論（サロン）

e-Janネットワークス株式会社は、2000年3月に設立以来、『テ
レワークにセキュリティを』を標榜し、テレワークソリューションの
企画・開発・販売・運営を中心として事業を展開。

①

②Bラボ（子ども向け参加イベント／プログラミング教室）

※下記のA～Eの中より、体験を希望されるプログラムをひとつお選びください。企業向けイベント

”新しい働き方”ワーケーション導入のすすめ

情報通信業の経営層を対象に、函館市国際水産・海洋総合研究
センター視察をアレンジ。
※休館日と重なる場合があります。

②函館市国際水産・海洋総合研究センター視察

えらべる体験プログラム

客室FREE Wi-Fi・LAN接続 洋室ダブル シャワーブース・トイレ付

滞在中1回に限り朝食バイキング付 ♨温泉大浴場 禁煙

HAKODATE
男爵倶楽部ホテル＆リゾーツ

【住 所】函館市大手町22-10　【アクセス】JR函館駅より徒歩3分

全室41㎡以上の広々客室を備えたリゾートホテル。リビング・キッチン・ビューバス・バルコニーを完備しています。

全室パスワード付き個別Wi-Fi・LANポート完備 洋室ツイン（シングルユース）バス・トイレ付

滞在中1回に限り朝食バイキング付 全室ビューバス付 禁煙※1

函館国際ホテル（東館）

【住 所】函館市大手町5-10　【アクセス】JR函館駅より徒歩8分

函館朝市など、観光スポットへのアクセス抜群な函館の老舗ホテルです。 
自分で盛り付ける海鮮丼やライブキッチンが人気の朝食を滞在中1回お楽しみください。 

客室FREE Wi-Fi・LAN接続 洋室ツイン（シングルユース）バス・トイレ付

滞在中1回に限り朝食バイキング付 ♨温泉大浴場 禁煙
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モニター・HDMI・延長コードを、期間中貸出致します！

※JAL585 羽田空港（07:50）-函館空港（09:15）／ANA4757羽田空港（07:15）-函館空港（08:35） 他、
　この時間以降のJR、航空券

※ANA556 函館空港（15:20）-羽田空港（16:45）／ADO060 函館空港（16:45）-羽田空港（18:10） 他、
この時間以降のJR、航空券

函館には魅力的なコワーキングスペースが多数あります。詳細については函館市ホームページでご確認ください。 https://h-workation.jp

プログラム内容の詳細については函館市ホームページでご確認ください。https://h-workation.jp

1
日
目
の
み
函
館
空
港
よ
り

添
乗
員
が
同
行
い
た
し
ま
す

オリエンテーションイベント（函館空港内） ①到着次第（11:40頃目安）～12:30 ②12:45~13:30の2回で実施必須参加

意見交換会（函館空港内または函館駅周辺ホテル）必須参加

特典

特典 特典

特典 保育園留学で
話題！

青の洞窟・矢越（854）クルーズ夏（5～10月）

A.季節のおすすめプラン（夏・秋・冬） B.親子連れアクティビティ「食育」

住吉ウォッチング＆磯遊び
※荒天の場合・冬季はクラフト体験

夏～秋

はこだて焼きピロシキ作り体験夏～冬

D.アウトドア好き

カナディアンカヌー川下り 函館・汐泊川
〈探検コース〉

夏～冬

C.心と手と頭のリフレッシュ

心のリフレッシュ（お寺での写経及びお守り輪数珠作り）夏～冬

クラフト体験（レザー、タイル、ハーバリウムなど製作）夏～冬

E.のんびり食を楽しむ

手焼き珈琲焙煎体験夏～冬

白浜のイカ飯作り体験夏～冬

「函館まちたび」電動バイクで巡る 函館恋空コース秋

きらめきライトアップ 教会編秋

氷上わかさぎ釣り体験冬（1月中旬～3月中旬）

氷上スノーモービル乗車体験
（大沼湖）

冬（1月中旬～3月中旬）

特典特典特典

別
料
金

別
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配

会議室あり（応相談）

イマジンホテル&リゾート函館

【住 所】函館市湯川町3-1-17
【アクセス】函館市電 湯の川温泉電停より徒歩15分

函館湯の川温泉「イマジンホテル＆リゾート函館」は目の前に
オーシャンビューが広がる絶好の立地のリゾートホテルです。

客室FREE Wi-Fi・LAN接続 和室（オーシャンビュー）バス・トイレ付

滞在中1回に限り朝食バイキング付 ♨温泉大浴場 喫煙可能※1

HDMI・延長コードを、期間中貸出致します！

会議室あり（応相談）

函館湯の川温泉 海と灯

【住 所】函館市湯川町3-9-20
【アクセス】函館市電 湯の川温泉電停より徒歩11分

北海道三大温泉郷のひとつに数えられる名湯、湯の川温泉の温泉リゾートホテル。
最上階12階には海を臨む展望大浴場があります。

客室FREE Wi-Fi・LAN接続 スーペリアツイン（シングルユース）バス・トイレ付

滞在中1回に限り朝食バイキング付 ♨温泉大浴場 禁煙 会議室あり（応相談）

※客室のほか、1階のカフェでもお仕事が可能です。（10:00～17:00）

※1 喫煙室ご希望の方は、
　　コンシェルジュにご相談ください。



ご参加の条件

●募集型企画旅行契約

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
 所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。
お申込金は、旅行代金お支払の際差し引かせていただきます。

（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、当社らの予約を
承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して３日以内に申込書の
提出と申込金の支払をしていただきます。

（３） お客様が旅行予約サイトで予約・店舗でお支払いする方法を選択した場合、当社
の予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して2日以内に
お申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この場合、前
項の定めにより契約が成立します。

（4） 旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、本項（2）により申込金を当社らが受領
したときに、また、郵便又はファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、申
込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達した
ときに成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し
込みの場合でも、通信契約によって契約を成立させるときは、右記●「通信契約」
を希望されるお客様との旅行条件（１）の定めにより契約が成立します。

（5）お申込金（おひとり）旅行代金全額

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込み
が間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社
提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、
追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様
からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●取消料
（１） 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。

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

除解の前以日るたあに目日12  ）1
　（日帰り旅行にあっては11日目） 無　料

2）20日目にあたる日以降の解除
　（日帰り旅行にあっては10日目）
　（3～6を除く）

旅行代金の20％

除解の降以日るたあに目日7  ）3
　（4～6を除く） 旅行代金の30％

4）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
5）当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％
6） 加参不絡連無はたま除解の後始開行旅  旅行代金の100％

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。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員、運送・宿泊機関
等旅行サービス提供会社、または、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事
情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報につい
て、お客様との間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
た旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの
受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社及び販売
店では、①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅
行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの
提供⑤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2021年7月1日を基準としています。また、旅行代金は2021年7月
1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された
場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した宿泊代金、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税（一部注釈
のあるコースにおける宿泊税を含みます）。これらの費用は、お客様の都合により一部利用
されなくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び
個人的費用は含みません。）
●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわら
ず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参
加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一
定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。
なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当
社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
・死亡補償金：１５００万円　・入院見舞金：２～２０万円　・通院見舞金：１～５万円
・ 携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（ただし、補償対象品１個あたり 
１０万円を限度とします。）
●お客様の責任（抜粋）
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領
するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅
行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供
機関又はお申込店に申し出なければなりません。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社らは、社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社（以下「会員」という）
より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信
契約」という）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なりま
す。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカード
の種類も受託旅行業者により異なります。）
（１） 通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知が 

お客様に到達したときに成立するものとします。
（２）   「カード利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をい
います。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの
利用日は「契約解除依頼日」とします。（ただし、契約解除依頼日が旅行代金のカー
ド利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除
依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）

（３） 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場
合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。た
だし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただい
た場合はこの限りではありません。

●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

お申込のご案内（お申込いただく前に、この頁と各コース毎のご案内とご注意を必ずお読みください。） 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。

旅行企画・実施

北海道事業部 
観光庁長官登録旅行業第64号　日本旅行業協会正会員
札幌市中央区北1条西6丁目1-2 アーバンネット札幌ビル8階 〒060-0001

この旅行は（株）JTB北海道事業部（札幌市中央区北1条西6丁目1-2アーバンネット
札幌ビル8階 観光庁長官登録 旅行業第64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（以下「旅
行契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お
渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅程表と称する確定書面及び
当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。なお、当パンフレットに記載さ
れた旅行条件と別途お渡しする旅行条件書（全文）に記載された条件との相違があ
る場合は、当パンフレット記載の旅行条件が適用されます。

契
約
成
立

ク
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ッ
ト
カ
ー
ド
決
済

011-271-7024

ご旅行のお申込・お問い合わせ先
〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目1-2
アーバンネット札幌ビル8階株式会社 JTB 北海道事業部

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不明な点がありましたら、
ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

FAX（011）232-5272
担当／大熊・原田・菊池

営業時間／平日9：30～17：30、土・日・祝 休業
総合旅行業務取扱管理者／岩井 貴之

Ｈ2 2 - 0 2 5 企画協力 旅行企画・実施函館市経済部 株式会社 JTB 北海道事業部

企業に属している方

1日目の「オリエンテーションイベント」、
最終日の「意見交換会」に必ずご参加いただける方

転職なき移住の制度を導入する企業に所属している
方や、二拠点居住を検討している個人事業主

最終日に、体験コンテンツ、コワーキングスペース、
ワーケーションなどに関する「アンケート」にご回答いただける方

その１ 選べる観光体験プログラム付き！ その2 函館を味わう朝食１回付き！

その3
滞在中市内コワーキング
スペースご利用可能
※コワーキングスペースについては、中面をご確認ください。

その4
ご希望の方には
モバイルWiFiを貸出

出発日の
3週間前

申込締切日

10名様

各日程定員

コース名 3泊4日コース（平休日のみ） 3泊4日コース（休前日含む） 6泊7日コース

8/22（月）、9/11（日）、11/6（日） 11/10（木）、2/23（木） 8/22（月）、9/11（日）、11/6（日）、2/13（月）、2/20（月）出 発 日

利用施設※5 食事条件 旅行代金 函館市負担分 お支払実額 旅行代金 函館市負担分 お支払実額

HOTEL＆SPA
センチュリーマリーナ函館

滞在中1回
朝食付 ¥27,750 ¥16,500 ¥11,250 ¥29,750 ¥16,500 ¥13,250 ¥56,750 ¥33,000 ¥23,750

函館国際ホテル（東館） 滞在中1回
朝食付 ¥27,500 ¥16,500 ¥11,000 ¥29,500 ¥16,500 ¥13,000 ¥56,500 ¥33,000 ¥23,500

HAKODATE
男爵倶楽部ホテル＆リゾーツ

滞在中1回
朝食付 ¥26,800 ¥16,500 ¥10,300 ¥28,800 ¥16,500 ¥12,300 ¥55,800 ¥33,000 ¥22,800

函館湯の川温泉 海と灯 滞在中1回
朝食付 ¥27,000 ¥16,500 ¥10,500 ¥29,000 ¥16,500 ¥12,500 ¥56,000 ¥33,000 ¥23,000

イマジン
ホテル＆リゾート函館

滞在中1回
朝食付 ¥27,200 ¥16,500 ¥10,700 ¥29,200 ¥16,500 ¥12,700 ¥56,200 ¥33,000 ¥23,200

旅行代金 函館市負担分 お支払実額

事前に専任コンシェルジュにてご相談承ります。
モデルコースのご提案、プラン内容・視察・
ビジネスマッチングのコーディネートなどの細かなご要望にお応えします。

函館ワーケーションコンシェルジュ

hkd-work@jtb.com
コンシェルジュに 相談は

WORKATIONWORKATION
HAKODATEHAKODATE

ツアー参加の 4つの特典 お申込受付の流れ

函館×WORKATION のポイント！

このパンフレットに記載のお支払い実額（函館市補助負担有）は、
函館空港までの航空券（羽田発着）と同時のお申込のみが対象となります。

01
ご参加者の興味・関心に合った函館での滞在

時間を「函館市ワーケーションコンシェルジュ」が

「旅マエ」からご提案します！

POINT

02
ご希望の方には、函館市内の企業とのマッチングや

ワーケーション導入セミナーをセッティングします！

POINT

■事業名称：ワーケーション体験ツアー等実施業務‥本ツアーは、ワーケーションの導入の検討や、地域との
交流・ビジネス的なつながりを求めている企業様を対象として、函館市のワーケーション環境のPRをはかるとと
もに、意見交換会や個別商談会を通じ、函館市と関わりを持つ（関係人口）や企業（関係企業）の増加を図り、
ワーケーションのリピーター化やサテライトオフィス開設、移住促進などを目的として実施します。

宿泊代／朝食（滞在中1回分）／指定のコワーキングスペース利用料／市電・バス共通乗車券（2日目～最終日）／1
日目オリエンテーションイベント⇒宿泊施設までの貸切バスまたはハイヤー利用代金／えらべる観光体験プログラム／
オリエンテーションイベント・意見交換会の参加料

1名

1日目のみ函館空港より添乗員が同行します。

◯羽田空港（または東京駅）から参加可能な方。　◯企業に属している方。
◯転職なき移住の制度を導入する企業に所属している方や二拠点居住を検討している個人事業主。（※フリーランスも可）
◯1日目の「オリエンテーションイベント」、最終日の「意見交換会」に必ずご参加いただける方。
◯最終日に、体験コンテンツ、コワーキングスペース、ワーケーションなどに関する「アンケート」にご回答いただける方。
◯函館空港までの航空券（羽田発着）を同時にお申し込みの方。

取消料は、旅行代金（「函館市負担分」記載金額適用前）を基
準として算出致します。詳細の条件は、P.4の「ご旅行条件（要
約）」にてご確認ください。

※4 ご利用人数について‥記載の代金は、おとな・おひとり様
での参加を基準としております。ご家族も同行頂けますが、
その場合は別途旅行代金をご案内致します。　

※5 ご利用施設について‥利用する宿泊施設は、3泊4日、6
泊7日問わず同一施設の連泊となります。

※6 食事条件‥滞在中1回分の朝食利用券をおひとり様につ
き1枚お渡しします。追加の場合は、当日各施設で別途朝
食代をお支払い頂きます。

ご旅行代金に
含まれるもの

取 消 料

最少催行人員

添 乗 員

参加条件

ご旅行条件（要約）

函館ワーケーション体験 モニターツアー 【函館空港集合～函館空港解散】ご旅行代金・お支払い実額（おとなおひとり様あたり）※4

お申し込みの際には、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し込みください。

季 節 選 べ る

3泊4日
コース 8/22 or 9/11出発

夏 summer
11/6 or 11/10出発

秋 autumn
2/23出発
冬 winter 6泊7日

コース 8/22 or 9/11出発
夏 summer

11/6出発
秋 autumn

2/13 or 2/20出発
冬 winter

お申込は
こちら！

お
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函館空港までの
移動交通費

（航空機またはＪＲ）
※モニターツアーお申込みと同時にご
希望便をお知らせください。モニターツ
アーとあわせてJTBでのお手配が必須
条件となります。 ※個別にお手配のう
え、金額をお知らせいたします。 ※発着
地は関東に限ります。（飛行機利用：羽
田空港発着／ＪＲ利用：東京駅発着）

お支払い実額（大人おひとり様あたり）

※上記は、函館市補助負担分を差し引いたお支払い実額です。 ※函館空港集合～函館空港解散までの代金
です。羽田空港(または東京駅)⇔函館空港間の移動交通費は含まれておりません。 ※泊数、出発日、利用ホテ
ル、食事条件によって料金は変動いたます。詳細はP4のお支払い実額一覧にてご確認ください。

函館ワーケーション体験 モニターツアー

10,300円～13,250円（税込）
3泊4日
おひとり様

22,800円～23,750円（税込）
6泊7日
おひとり様

+ + ＝
現地交通費、
オプション等の
追加手配料金

お客様の
お支払い

ご旅行代金総額

1
2

3

4

函館市ワーケーション体験 モニターツアー2022
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