
2018 Freedom&Motorrad北海道ツーリングのご案内

桜も散り始め、いよいよ本格的ツーリングシーズンに入ります。

大変お待たせいたしました。北海道ツーリングの開催概要をご案内いたします。

今年は北海道中央部を走破するルー トを設定しホテル予約をいたしましたが、我夜の予定の週末に

サロマ湖 1 00 kmウ ル トラマラソンが開催されるため、ルー トを変更せざるを得な<な りました。今

人気のカーリングの常呂町を訪ねることも出来な<な ってしまいましたが、充分に北海道の美しい

自然と雄大な景色は堪能していただけることと確信しております。

また、今年は15」 年よリー日多<走る事になリライディングを更に堪能していただきます。

【スケジュール】

6月 20日 (水 )

大洗港よリフェリー  19:45発   苫小牧行に乗船 ― 船内泊

最新の設備の新造船です。素 0青らしい設備を愉しんで行きましょう !

6月 21日 (木 )

苫小牧港       13:30着  ⇒ 札幌  APAホ テル &リ ゾート 泊

◆夕食は サッポロ ビール園  ライラックホール  PM7:○○ ～ 9:○○

6種味付けジンギスカン +アラカル ト料理 食べ放題 !

サッポロ製の飲み物―飲み放題 !       ◎往復タクシー利用

※ サッポロビール園の明治時代建築の旧工場等の美しい建物、庭園をお楽しみ

<ださい 1 特に夕亥」のライ トアップ時は素晴しいと思います。

6月 22日 (金 )

枝幸温泉 ホテル ニュー幸林  泊

6月 23日 (土 )

羅日の宿 まるみ  )白

30年前に宿泊した民宿まるみです。羅日のお魚が楽しめます !

6月 24日 (日 )

温根湯温泉  美肌の湯宿 大江本家  泊

初めて泊まりますが良い温泉とうたっておりますので楽しみです。



6月 25日 (月 )

十勝幕別温泉 グランディオホテル   泊

冬季オリンピックで大活躍した高木姉妹の出身地。素晴らしい設備のホテル !

6月 26日 (火 )

苫小牧 港   18:45 発 大洗行き 船内泊

お風呂に入りゆつ<り と休養し疲れを取つて下さい。

6月 27日 (水 )

大洗港 着  14:○○  自宅へ Gol
自宅に帰るまでがツーリングです、安全にゆっ<り と走って帰宅して<ださい。

● ツーリングルートは添付いたします地図の様になります。ルート上にご存知の名所等がありました

らお知らせ<ださい。

【参加料金】

1.宿泊       5泊 朝食、夕食 付   ¥70,○○〇.―

2.フ ェリー運賃

① BIKE  片道  ¥16,460.―      往復  ¥32,920.―

② 乗客

(ア )ツーリス ト (大部屋)片 道 ¥8,740.

往復 ¥17,480.× 90% 往復害」引 ¥15,732.一

(イ )スーペリア indde(へ
゛
ッド) 片道 ¥15,910
往復 ¥31820.× 90% 往復害」引 ¥28,638.―

3.国内旅行傷害保険 7泊 8日  ¥1,○○○

● 宿)白  + 往復フェリー (ツーリス ト)  丁○丁AL¥119,652.―
● 宿泊 + 往復フェリー (スーペリア)  丁○丁AL¥132,558.―

> フェリー内の飲食、ツーリング中の昼食は自己負担にてお願い致します。
》 初日のサッポロ ビール園のジンギスカンは飲み放題が付きますが、2日 日以降のお飲み物代はご自

分の部屋に付けて頂き、翌朝フロントにて各自お支払いをお願い致します。

定員 :20名様     お申込〆切 :4月 16日 (月 )

申込書にてお申込ください。お待ちいたしております。

Freedom &Motorrad Hokkaido Tou‖ng
事務局 佐藤

丁EL  03-3744-1101
携帯 090‐ 8051-5484



Freedom on Two Wheels

′

6月 20日 (水)大洗港 19:45発苫小牧行き (商船三井 さんふらわ―さつぱろ)に乗船 船内泊
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パホテル&リゾー

2018年 (平成30年)北海道ツーリンう糠

6月 21日 (木)苫小牧港着 13:30下船～支笏湖～札幌(アノ財ミテル&リゾートオL幌)¨約80k m

6月 22日 (金)オL幌～当別町～滝川～北竜町～沼田～幌加内～美深～歌登～枝幸温泉 (ホテリレニュー幸林)0・約335k m

6月 23日

6月 24日

土

　

日

枝幸温泉～紋別～滝上～遠軽～美幌～斜里～ウトロ～知床峠～羅自 (民宿まるみ)・ "約384k m

羅臼～野付半島～中標津～夢風舎～遠矢～川湯～津別峠～北見～温根湯温泉 (大江本家)…約407k m

温根湯温泉には山の水族館 (閉館17:00)、 北キツネ牧場 (閉館18:00)なが あります

6月 25日 (月 )温根湯温泉～層雲峡～旭川～美瑛～富良野～南富良野～新得～十勝幕別温泉 (グランヴィツ沐テル)

。̈ 約304km

6月 26日 (火)十勝幕別温泉～芽室～十勝清水IC～占冠IC～穂別～平取～鵡川～安平～ノー1カ赤―:〃 (―ク～苫小牧港

・00約260km 苫小牧港 18:45発大洗行き (商船三井 さんふらわ―さつぱろ)に乗船 船内泊

6月 27日 (水)大洗港着 14:00各自自宅へ帰還

※ 北海道内走行距離 約 1′770km
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Hanehon Freedom Touring

北海道ツーリング 2018 参加申込書
Haneda Hondaノ Motorrad Haneda

開催 日: 2018年 6月 20日 (水 )～ 27日 (水 ) 行き先 : Jヒ 海道

フリガナ
生年月日 19 年 月  日  年齢   歳

氏 名
血液型 RH+・ ロ A B 0 AB

住 所

一Ｔ )

連絡先
ご自宅 E― ma‖

携帯電話 携帯mJ:

緊急
連絡先

氏名 続柄 連絡先

住所

自動車保険加入情報

保険会社

証券番号

満期日

参加車両

メーカー モデル名

ご希望のコンテンツにИ印をお付けください。

□ Hokkaido Touring(ッ ーリスト) ¥119,652.ロ

□ Hokkaido Touring(ス ーヘ
゜
リア)¥1321558.ロ

5泊 10食、フェリー往復、国内旅行傷害保険

5泊 10食、フェリー往復、国内旅行傷害保険

ツーリングご参加について

私は当ツーリングヘ参加するにあたり心身ともに健全です。

万―、参加中に関連して起こつた死亡、負傷ならびに車両等の破損事故、および第二者に対し障害および損害など

が発生した場合にはその原因に関わらず私自身が一切の責任を負います。また、主催者および関係者に対して

一切の損害賠償を要求しないことを誓約いたします。このことは事故が主催団体又は関係団体などに起因した場合

でも変わりありません。そして、運営スタッフの指示に従い、本催事を安全かつ円滑に実施する為に協力いたします。

なお、参加費はいかなる理由があっても返済の請求はいたしません。

〔肖像権などの広報使用と商業的利用について〕

私は、私の肖像、氏名、年齢、アンケート内容などが、Haneda Hondaお よびMotorrad Hanedaに関連する広報物

全般および報道、情報メディアにおいて使用されることを了承し、これらに付随してHaneda Hondaお よびMotorrad

Hanedaが制作する印刷物、ビデオ、情報メディアなどによる商業的利用を承諾いたします。

年  月  日     参加者署名

未成年者の方は親権者のご署名を以下にお願い致します。

私は上記、参加者署名人の親権者であり、Haneda Hondaお よびMotorrad Hanedaが主催するツーリング

に参加することを承認いたします。

年  月  日     参加者署名

Haneda Hondaお よびMotorrad Hanedaは 下記目的の為に本参加申込書記載の個人情報を利用することがございます。

本イベント開催について郵使、電話、電子メール等の方法によりお知らせすること。国内旅行傷害保険加入時に保険

会社にお知らせすること。本参加申込書で取得した個人情報はHaneda Hondaお よびMotorrad Hanedaに より厳重

に管理されます。

HANEDA HONDA 株式会社羽田ホンダ販売
〒144-0033東京都大田区東糀谷3-η 8-14  803-3744‐ 1101

担当:佐藤 隆夫

ファックス 送 信 先  必要事項を全てご記入の上、以下へご送信ください。

03‐3743‐1109


