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時間 出発、開始 時刻 到着、終了 時刻

電車 自宅で入浴後に出発 〇 橋本 京急蒲田

アパホテル＜京急蒲田駅前＞
〇 禁煙室、 スタンダードダブル(d1k)×１部屋
インターネット有線LAN接続無料

¥14,000 現地

東急ステイ蒲田：キャンセル\124,00
× セミダブル（洗濯機付き）【禁煙】 (sdn)
ベッド幅はゆったり140cm♪全室WIFI、有線LAN対応。電子レン
ジ・洗濯乾燥機をお部屋に完備！

現地 チェックイン予定 23:00 チェックアウト 6:00

東急ステイ蒲田：キャンセル\15,300 × トリプル（ツイン＋エキストラベッド）【禁煙】朝食無し、大人３ 現地 チェックイン予定 21:00
電車 〇 0:08 京急蒲田 5:34 羽田国内線T駅 5:42

スカイマーク 703, 19AB 〇 大手航空会社と何も変わりませんね。 ¥85,160 楽天済 1:35 羽田T1 6:45 新千歳空港 8:20
スカイマーク 703, 19ABC：\127,740 キャンセル手数料⇒ ¥6,000 楽天済 1:35 羽田T1 6:45 新千歳空港 8:20
スカイマーク 705, 11ABC × ￥127,740。時間を変更済み 楽天済 1:35 羽田T1 8:20 新千歳空港 9:55
Times レンタカー 〇 国内線ターミナルビル1階レンタカーカウンターにて受付、送迎 ¥17,348 楽天済 レンタル開始 8:30
Times レンタカー × ￥22923。開始時間を変更済み 楽天済 レンタル開始 10:00
トヨタレンタカー × 予約キャンセル済み

登別くま牧場
◎ なんとアヒルレースで賭けていた緑のアヒルが１位となりまし
た！商品は小さなタオルです

8:30 16:30

登別地獄谷 〇 ライトアップ日没 19:00 21:30
大湯沼、大湯沼川天然足湯 〇 足湯はかなり賑わっていました。 なし なし
第一滝本館 × 女湯からは地獄谷も見えないらしく、スキップしました 夕割開始 16:00 18:00

車 〇 2:00 新千歳空港 9:00 洞爺湖 11:00

西山火口散策路、金比羅火口災害遺構
△ 桜ヶ丘団地、やすらぎの家を見た後、時間があったのでT-1'か
らT1への散策路を歩いたところ、縮尺が全然あっておらず、カヌー
に少し遅刻しました。

開始 7:00 終了 17:00

クリアカヌー：とうやBINOCOLO：2名連絡OK
◎ 青空とクリアカヌーは合いますね。湖内の魚探しが増えてしま
いますが、酔うほどではないです。108binocolo@gmail.com。
サンダル（底の固くない靴）、帽子、日焼け止め

¥15,000 現金 1:30 14:30 16:00

レークヒル・ファーム 〇 ジェラート、ピザをいただきました。
軽食 ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ ◎ 無料で大ガラス越しに洞爺湖を見下ろせます。

お気軽プチ☆カヌー
× キャンセルさせていただきました。TOYA TOY BOX。帽子、脱げ
ないサンダル、上着。スカート×。ハンドタオル。\12,000

当日 1:20 集合時間厳守 15:30 16:50

白鳥湾展望台：工場夜景 × 寝不足で遅い時間なので、あきらめ
洞爺湖ロングラン花火大会 × 寝不足で遅い時間なので、あきらめ 20:45 21:05

車 〇 1:05 洞爺湖 ニセコ

阿武茶２号店
〇 割高な店と決めつけて多めに頼んでしまったら、一皿ずつが大
盛でした。。。

ザ・ヴェール・ニセコ、\30,600
キャンセル済み

× キャンセルさせていただきました。1ベッドルームBirchアパート
メント （収納ベッド付）、Wifi、エアコン
大人 3 名、禁煙, キングサイズベッド、リゾート ビューの 76 ㎡
冷蔵庫、オーブン、電子レンジ、食器洗浄機を備えたキッチン、
朝食なし（計7500円）

楽天保 チェックイン 15:00
Hotel.com→

キャンセル済み

木ニセコ：Hotels.com特定\17,141使用
◎ 広くない部屋なのにスタイリッシュで良いホテルでした。羊蹄山
ビュー、マウンテン ビューの 25 ㎡、シングルベッド 2 台、 無料
WiFi 、冷蔵庫、エスプレッソメーカー、電気ポット

¥13,029 楽天済 Hotels.com→

朝食 ホテル内：朝食ビュッフェ 〇 結構混んでいたので、6:00付近に入って正解でした ¥0
車 〇 0:15 ホテル 8:15 HANAZONO 8:30

キャニオニング：2名連絡済み

◎ 本当に怪我人が出ないスポーツなのでしょうか。とてもスリリン
グでした。最後の５ｍの滝はどこに落ちるのか全く見えません。そ
の後の５ｍの飛び込みも人生最大ジャンプでした。Niseko
HANAZONO Resort 、創立記念セール。
ニセコ花園スキー場 HANAZONOアクティビティセンター

¥9,900 当日 3:30 集合時間 8:30 12:30

JoJo's カフェレストラン
〇 パスタとハンバーガーをいただきました。後方羊蹄山の眺めも
最高です。

ホテルで洗濯
〇 ホテルのフロアごとに無料の洗濯機があります。川で濡れた水
着を洗濯しました

車 〇 1:15 ホテル 定山渓

カフェ崖の上
× 閉店１時間前に到着したのに、「本日の分は全部売り切れまし
た」とのことで入れず、、、

10:00 18:00

心の里 定山（足湯カフェ） △ 40分くらいしかいれなかったのが残念でした。 10:00 18:00
ラーメン：可楽 〇 こういう庶民的なお店にはエアコンはありません
定山渓：ネイチャールミナリエ 〇 あり、ではないでしょうか。 19:00 21:00
ザ・ヴェール・ニセコ、\30,600、キャンセル済み × 楽天保 チェックアウト 10:00
木ニセコ ◎ ¥13,029 楽天済 Hotels.com→

朝食 ホテル内 〇 この日は空いてました ¥0
チェックアウト 〇 10:00

車 〇 0:15 ホテル 8:30 HANAZONO 8:45

ダッキー：2名連絡済み
◎ Mは一人でも十分OKなくらいうまく乗れてます。Niseko
HANAZONO Resort 、リピータ割引30%
ニセコ花園スキー場 HANAZONOアクティビティセンター

¥11,550 当日 3:10 集合時間 8:50 12:00

木ニセコホテルで洗濯
△ 洗濯機を使わせてもらいましたが、食事後にすっかり忘れてし
まい、着払いで洗った水着を送ってもらいました。。。

JoJo's カフェレストラン
〇 ここのハンバーガーは美味しいですね。後方羊蹄山の眺めも
最高です。

ノースサファリサッポロ：危険な動物園
〇 悪くはなかったですが、暑かったですね。。。ノースサファリアド
ベンチャーにも行きました。

レンタカー返却 〇 返却 20:00

空港内温泉
◎ 遅い時間の飛行機と発着前のお風呂はとても相性が良いと思
います

夕食 クロワッサン、ローソン 〇
スカイマーク 730, 9GH 〇 -- 1:40 新千歳空港 21:00 羽田 22:40
スカイマーク 730, 9FGH：キャンセル済み × -- 1:40 新千歳空港 21:00 羽田 22:40

電車 仲木戸、東神奈川経由の終電 △ さすがにこの時間になると疲れますね。。。 羽田T1 23:28 橋本 1:08
¥185,016

北
海
道

7/
29
日

7/
30
月

関
東

7/
28
土

7/
27


