
［体験型ツアー参加費用助成について］ 

 

★２０１９年度の共済会利用手引にてご案内しています「体験型ツアー参加費用」の

助成について、助成対象ツアーの一部変更がありましたので下記のとおりご案内い

たします。 

例年好評の「手ぶらキャンプ」の参加費用助成も行いますので、これからの夏休み

等の時期にぜひご利用ください。 

 

助成対象  会員ならびに家族（健康保険組合の被扶養者） 

１人年１回１ツアーに限ります。 

※ 年齢制限があるツアーもあります。別添「ツアー資料」にてご確認 

ください。 

 

対象ツアー 開催期間、参加料金等については別添「ツアー資料」をご参照ください。 

 

プログラム名 コース№ 

①  千歳の農家でそば打ち体験＆打ち立てそばの食事 2316 

②  鮭の本場・石狩でいくら作り体験と漁師料理 2926 

③  北海道手ぶらでキャンプ in 恵庭ルルマップ自然公園 3718 

④  北海道手ぶらでキャンプ in しのつ公園キャンプ場 2272 

⑤  
手ぶらで贅沢キャンプを楽しもう♪大人気グランピング in しのつ

公園キャンプ場 
4354 

館  

2019 年 4 月にお送りしました「共済会利用手引」にてご案内の下記プログラムは

終了となりましたので、ご了承願います。 

・気軽に陶芸体験（コース№2927） 

・森の中のアトリエで吹きガラス体験（コース№3542） 

・空港近くでお手軽牧場体験！北海道箱根牧場（コース№2969） 

・牧場チーズ工房でケーキ作りとラクレットランチ（コース№3248） 

・千歳ﾜｲﾅﾘｰﾌﾟﾚﾐｱﾑﾃｲｽﾃｨﾝｸﾞﾂｱｰと地産地消ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ（コース№2981） 

 

委託事業者 株式会社 北海道宝島旅行社 

 

問合せ・申込先 ホームページ：https://h-takarajima.com/ 

 

申込方法  別紙「申込方法」をご参照ください。 

 

 

https://h-takarajima.com/


 

締め切り  利用日の１０日前までに直接、北海道体験.com のホームページより 

お申込みください。 

 

参加料金  5００円～１４,０００円／人 

（負担金）  ツアーコース及び参加人数により参加料金は異なります。 

別紙「ツアー資料」にてご確認ください。 

      参加料金は宝島旅（タカラジマタビ）へ直接お支払いください。なお、

お支払い方法につきましては、予約確定時に宝島旅（タカラジマタビ）

よりご案内いたします。 

 

助成金額  ３,5００円～５,０００円／人 

 

助成人数  ツアー合計 ７０人 

 

そ の 他 

※ プログラム①「千歳の農家でそば打ち体験＆打ち立てそばの食事」はタクシー

送迎なし（自家用車等で現地集合）も対応できますが、参加料金に変更はあり

ません。 

※ 北海道体験.com では一部のツアーコースについて現地集合のプランも取り 

扱いしていますが、現地集合のプランをご利用の場合は共済会の助成対象と 

なりませんのでご注意願います。 

 

注意事項 

※ お申込の際、健康保険証の記号・番号が必要になりますので、事前にご確認く 

ださい。なお、健康保険証の記号・番号の情報がない場合は、当共済会の助成 

を受けることができなくなりますので、ご注意ください。 

 ※ 会員ならびに家族（健康保険組合の被扶養者）以外の方も参加することができ

ます。なお、その場合の会員以外の方の参加料金は通常料金となります。 

※ 当共済会にて参加者の会員資格確認のため、宝島旅（タカラジマタビ）にお申

込された内容は、当共済会へ提供いただくこととなっていますので、ご了承願

います。 

※ 当共済会では、ツアーにおける事故やケガなどについては一切責任を負いかね

ますのでご了承願います。 

 

 

 

【助成に関するお問い合わせ】 

札幌市中央区大通西１６丁目１番２４ 

北海道コンピュータ関連産業共済会 

ＴＥＬ ０１１－６３３－８３５３ 

ＦＡＸ ０１１－６３３－８３７３ 



ツアー申込方法 

 

 

 

申込の際は、健康保険証の記号と番号が 

必要となりますので、予めご準備ください。 

 

 

●お申込みはインターネット予約のみとなります 

 

①北海道体験.com のサイトを開く  https://h-takarajima.com/ 

 

②コース№を入力しプログラム詳細ページを開く。 

    

 

③希望日を選択するとプログラムお問い合わせフォームが開きます。規約に同意し、必要事項を 

入力します。その際、参加者全員の詳細（お名前・フリガナ、年齢）入力欄に保険証の記号と 

番号を入力してください。 

   

 

【予約確定後】 

予約確定後、宝島旅（タカラジマタビ）よりメール等にて参加料金などの詳細をご連絡いたします。 

 

 

 

申込方法 

 

プログラム№を入力します。 

例）気軽に陶芸体験であれば 

２９２７を入力 

「ご予約はこちら」をクリックすると、 

お申し込みフォーム画面になります 

 

希望日を選択してください 

 

参加者全員の詳細（お名前・フリガナ・年

齢）を入力後、保険証の記号と番号を入力

してください 

 

http://h-takarajima.com/


①千歳の農家でそば打ち体験＆打ち立てそばの食事 

開催期間 
 2019 年 4 月 1 日～2019 年 9 月 30 日（火曜日と第 4 月曜日を除く） 

※年末年始（12 月 28 日～1月 5 日）を除く 

参加料金 

 
2 名で参加の場合[お一人様料金]: 5,000 円（通常料金 10,000 円、共済会助成 5,000 円） 

3 名で参加の場合[お一人様料金]: 3,000 円（通常料金  8,000 円、共済会助成 5,000 円） 

4 名で参加の場合[お一人様料金]: 2,000 円（通常料金  7,000 円、共済会助成 5,000 円） 

集合場所 
札幌駅北口鐘の広場、又は札幌市内中心部(札幌駅前、大通り公園、すすきのエリア)ホテル 

※ご希望のお迎え場所をお知らせください。ただし、住所によっては追加料金が発生する場合

があります。 

送迎 
タクシープラン（自家用車等ご利用の場合はご案内のその他をご参照ください） 

コース 

所要時間：約４時間 

 

※コース時間は、あくま

でもおおよその目安時

間です。 

 当日の天候や道路状

況によって変更となる場

合がありますので、予

めご了承ください。 

＜コース内容＞ 

【4 月下旬～11 月まで】 

◆13:50 札幌市内集合場所からタクシーにて出発 

◆14:50 千歳市「キウスの郷ふれあいファームいずみ会」到着 

◆15:00-17:00 そば打ち体験＆打ち立てそばの食事 

◆17:00 千歳市「キウスの郷ふれあいファームいずみ会」出発 

◆18:00 頃 札幌市内集合場所にタクシーにて到着 

【12 月～4 月中旬まで】（11：50 札幌市内発コースへの変更も可能） 

◆08:50 札幌市内集合場所からタクシーにて出発 

◆09:50 千歳市「岩本農場」到着 

◆10:00-12:00 そば打ち体験＆打ち立てそばの食事 

◆12:00 千歳市「岩本農場」出発 

◆13:00 頃 札幌市内集合場所にタクシーにて到着 

参加条件 
最少催行人数: 2 名様（一度に体験できるのは１０名様程度です。） 

・当日ご用意いただくもの エプロンと三角巾（バンダナ等で OK） 

詳細 
詳細は北海道体験.comの HPをご覧ください。 

ホームページ：https://h-takarajima.com/detail/index/2316 プログラム№：2316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツアー資料 

https://h-takarajima.com/detail/index/2316


②鮭の本場・石狩でいくら作り体験と漁師料理 

開催期間 
 2019 年 4 月 1 日～2019 年 9 月 30 日 

参加料金 
【現地集合プラン】 

参加人数関係なく[お一人様料金]: 1,800 円（通常料金 5,300 円、共済会助成 3,500円） 

【送迎付きプラン】 

2 名で参加の場合[お一人様料金]: 5,500 円（通常料金 9,500 円、共済会助成 4,000円） 

3 名で参加の場合[お一人様料金]: 4,000 円（通常料金 8,000 円、共済会助成 4,000円） 

4 名で参加の場合[お一人様料金]: 3,300 円（通常料金 7,300 円、共済会助成 4,000円） 

※幼児(3 歳以下)イクラ作り体験、昼食無し：プランに関係なく 300 円 

集合場所 【現地集合プラン】 ザ・吉岡（石狩市親船町 24-2） ※石狩温泉 番屋の湯 近く。 

【送迎付きプラン】 札幌駅北口鐘の広場、又は札幌市内中心部(札幌駅前、大通り公園、すす

きのエリア)ホテル ※ご希望のお迎え場所をお知らせください。ただし、住所によっては追加料

金が発生する場合があります。 

コース 

所要時間 

【現地集合プラン】 

：約 1 時間 30 分 

【送迎付きプラン】 

：約 3 時間 30 分 

 

※コース時間は、あくま

でもおおよその目安時

間です。 

 当日の天候や道路状

況によって変更となる場

合がありますので、予

めご了承ください。 

＜コース内容＞ 

【現地集合プランにご参加の方】 

◆11:20 石狩「ザ・吉岡」現地集合 

◆11:30-13:00 イクラ作り体験（5 分程度） 

その後、自分で作ったイクラと台鍋のご昼食（新鮮な味わいを楽しめるお刺身で！） 

◆13:00 頃 現地解散 

【送迎付きプランにご参加の方】 

◆10:30 札幌市内集合場所からタクシーにて出発 

◆11:20 石狩「ザ・吉岡」到着 

◆11:30-13:00 イクラ作り体験（5 分程度） 

その後、自分で作ったイクラと台鍋のご昼食（新鮮な味わいを楽しめるお刺身で！） 

◆13:00 石狩「ザ・吉岡」出発 

◆14:00 頃 札幌市内集合場所にタクシーにて到着 

参加条件 
最少催行人数: ２名様（幼児含まず） ※お子様が体験される場合は保護者同伴で参加 

・当日ご用意いただくもの 動きやすく、多少汚れても良い服装 

詳細 
詳細は北海道体験.comの HPをご覧ください。 

ホームページ：https://h-takarajima.com/detail/index/2926 プログラム№：2926 

   

ツアー資料 

https://h-takarajima.com/detail/index/2926


③北海道手ぶらでキャンプｉｎ恵庭ルルマップ自然公園 

開催期間 
2019 年 7 月 13 日～2019 年 9 月 23 日 

※7 月 13 日～20 日、8 月 19 日～9 月 23 日の期間は土日祝のみ開催 

参加料金 

 
大人（１２歳以上）        : 2,500 円（通常料金 7,500円、共済会助成 5,000 円） 

子供（6 歳以上-11 歳以下）: 1,000 円（通常料金 5,000円、共済会助成 4,000 円） 

子供（2 歳以上-5 歳以下） :  500 円（通常料金 4,000円、共済会助成 3,500 円） 

幼児（０歳-１歳）：料金は発生しませんが、寝袋・食事の用意はございません。 

※支払は事前決済のみとなります。（現地払いは助成の対象外となります） 

集合場所 
ルルマップ自然公園ふれらんど（恵庭市西島松 275 番地） 

 札幌中心部から車で約 45 分。 

≪公共交通機関で行く場合≫ 

ＪＲ島松駅からタクシーで約 8 分（徒歩約 30 分）。 

送迎 
現地集合のみ 

コース 

所要時間：１泊２日 

ﾁｪｯｸｲﾝ ：当日 14：00 

ﾁｪｯｸｱｳﾄ：翌日 10：00 

【料金に含まれるもの】 

◆キャンプセット（14:00-翌日 10:00 まで） 

・テント（定員 4-6 名様） ※組み立て済みの完成されたテントです。 

・バーベキューサイト ・イス ・炭 ・コンロ ※炭の火おこしはご自身でお願いします。 

・LED ランタン×2 つ、LED ハンドライト×1 つ ・寝袋 ・寝袋インナー 

◆お食事 

・夕食：るるまっぷスペシャルバーベキュー ※子供は大人より量が少なくなります。 

 ＜ 味付きジンギスカン・牛ジンギスカン・焼き野菜・ライス・うどん＞ 

・朝食：自分で作ろう♪マイホットサンドとスモア、温かいコーヒー又はスープ 

 ※仕入れ状況によりバーベキューの食材は変更となる場合があります。 

◆施設内パークゴルフ 夕方 17 時～翌朝 8 時まで回り放題 

◆消費税 

参加条件 
・最少催行人数: 2 名様（幼児含まず） 

・テント 1 張りの最少利用人数: 2 名様（幼児含まず）、1 テント定員 4～6 名様 

・最大テント 10 張りのため、1 日 10 組限定 

詳細 
詳細は北海道体験.comの HPをご覧ください。 

ホームページ：https://h-takarajima.com/detail/index/3718 プログラム№：3718 

         

ツアー資料 

https://h-takarajima.com/detail/index/3718


④北海道手ぶらでキャンプｉｎしのつ公園キャンプ場 

開催期間 
2019 年 6 月 22 日～2019 年 9 月 30 日 

参加料金 

 
大人（中学生以上）  : 5,000 円（通常料金 10,000 円、共済会助成 5,000 円） 

子供（小学生以上）  : 3,000 円（通常料金  8,000 円、共済会助成 5,000 円） 

幼児（0 歳-未就学児）:3,000 円（通常料金  8,000 円、共済会助成 5,000 円） 

幼児（0 歳-未就学児）:添い寝のみで寝袋・食事なしの場合、料金は発生しません。 

期間割引（6 月 22 日～7 月 12 日,9 月 1 日～9 月 30 日）：-1,000 円 

※支払は事前決済のみとなります。（現地払いは助成の対象外となります） 

集合場所 
新篠津村しんしのつ温泉 たっぷの湯（石狩郡新篠津村第 45 線北 2） 

 札幌中心部から車で約 50 分。 

送迎 
現地集合のみ 

コース 

所要時間：１泊２日 

ﾁｪｯｸｲﾝ ：当日 14：00 

ﾁｪｯｸｱｳﾄ：翌日 10：00 

【料金に含まれるもの】 

◆キャンプセット（14:00-翌日 10:00 まで） 

・テント（定員 4-6 名様） ※組み立て済みの完成されたテントです。 ・タープテント ・イス 

・テーブル ・炭 ・コンロ ※炭の火おこしはご自身でお願いします。 

・ランタン（明かり） ・寝袋 ・マット ・キャンプ場使用料金 

◆お食事 （表示写真は過去のイメージです。内容が異なりますのでご確認ください。） 

・夕食：特製バーベキュー＆ダッチオーブン料理 

 ※子供は大人より量が少なくなり内容が変更となります。 

 ※仕入れ状況により夕食の内容は変更となる場合があります。 

・朝食：ホテル内レストランでバイキング（6:45-9:00） 

◆天然温泉「しんしのつ温泉 たっぷの湯」入浴券（営業時間内）、タオル 

◆釣り道具貸し出し 

◆消費税 

参加条件 
・最少催行人数: 2 名様（添い寝のみの幼児含まず） 

・テント 1 張りの最少利用人数: 2 名様（添い寝のみの幼児含まず）、1 テント定員 4～6 名様 

・最大テント 10 張りのため、1 日 10 組限定 

詳細 
詳細は北海道体験.comの HPをご覧ください。 

ホームページ：https://h-takarajima.com/detail/index/2272 プログラム№：2272 

 

   

ツアー資料 

https://h-takarajima.com/detail/index/2272


⑤手ぶらで贅沢キャンプを楽しもう♪大人気グランピングｉｎしのつ公園キャンプ場 

開催期間 
2019 年 6 月 22 日～2019 年 10 月 31 日 

参加料金 

 
大人（中学生以上）  :14,000 円（通常料金 19,000 円、共済会助成 5,000 円） 

子供（小学生以上）  : 6,000 円（通常料金 11,000 円、共済会助成 5,000 円） 

幼児（0 歳-未就学児）: 6,000 円（通常料金 11,000 円、共済会助成 5,000 円） 

幼児（0 歳-未就学児）:添い寝のみで寝袋・食事なしの場合、料金は発生しません。 

期間割引（6 月 22 日～7 月 12 日,9 月 1 日～10 月 31 日）：-1,000 円 

※支払は事前決済のみとなります。（現地払いは助成の対象外となります） 

集合場所 
新篠津村しんしのつ温泉 たっぷの湯（石狩郡新篠津村第 45 線北 2） 

 札幌中心部から車で約 50 分。 

送迎 
現地集合のみ 

コース 

所要時間：１泊２日 

ﾁｪｯｸｲﾝ ：当日 14：00 

ﾁｪｯｸｱｳﾄ：翌日 10：00 

【料金に含まれるもの】 

◆キャンプセット（14:00-翌日 10:00 まで） 

・テント（定員 2-4 名様）※組み立て済みの完成されたテントです。・タープテント・イス 

・テーブル・炭・コンロ ※炭の火おこしはご自身でお願いします。・ランタン（明かり） ・ベッド 

（最大３つ）・ソファー・冷蔵庫・電気ケトル・タオル類・常用カート・自転車・キャンプ場使用料金 

◆お食事 （表示写真は過去のイメージです。内容が異なりますのでご確認ください。） 

・夕食：特製バーベキュー＆ダッチオーブン料理 

 ※子供は大人より量が少なくなり内容が変更となります。 

 ※仕入れ状況により夕食の内容は変更となる場合があります。 

・朝食：ホテル内レストランでバイキング（6:45-9:00） ・ジェラートダブル券 

◆天然温泉「しんしのつ温泉 たっぷの湯」入浴フリーパス券（営業時間内） 

◆釣り道具貸し出し 

◆消費税 

参加条件 
・最少催行人数: 2 名様（添い寝のみの幼児含まず） 

・テント 1 張りの最少利用人数: 2 名様（添い寝のみの幼児含まず） 

・最大テント 5 張りのため、1 日 5 組限定 

詳細 
詳細は北海道体験.comの HPをご覧ください。 

ホームページ：https://h-takarajima.com/detail/index/4354 プログラム№：4354 
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