
 
 

 
 

平成２３年 ８月３０日 
ＪＲ北海道 旭川支社 

列列車車をを乗乗りり継継ぎぎ最最北北のの駅駅かからら最最南南のの駅駅ととそそのの先先のの終終点点･･枕枕崎崎駅駅へへ！！  

途中下車と寄り道。「がんばっている日本！」を列車で縦断！ 

列列車車でで貫貫くく１１５５回回目目のの日日本本縦縦断断！！  

列列車車でで巡巡るる日日本本縦縦断断！！  

途途中中下下車車＆＆寄寄りり道道のの旅旅  
日本縦断挑戦者･募集開始！ 
■ 出 発 日：2011 年 10 月７日(金)  

■ 募集人員：40 名様（最少催行人員 20 名様） 

■ 旅行代金： 稚内発新千歳空港着大人お一人様 193,000～203,000 円 

※旭川・札幌･南千歳発や、鹿児島中央にて途中解散のコースもございます。(詳しくは専用パンフレットをご覧下さい) 

 

 

 

 

 
 

① ＪＲ各社の列車を乗り継いで行く壮大な旅行へ！指宿枕崎線の終点･枕崎まで走破！ 
ＪＲ最北端の駅･稚内から、JR 最南端の駅･西大山駅、そしてその先の枕崎へ…！７泊８日の旅！ 

ＪＲ北海道・ＪＲ東日本・ＪＲ東海・ＪＲ西日本・ＪＲ九州の列車を乗り継いで日本列島を縦断します！ 

② 「はやぶさ」「はやて」「のぞみ」「ひかり」「こだま」「さくら」の６種類の新幹線に乗車！ 
３月に登場の東北新幹線Ｅ5 系「はやぶさ」、東北新幹線「はやて」、東海道新幹線「ひかり」「こだま」、 

山陽新幹線「のぞみ」、九州新幹線「さくら」の６新幹線に乗車します！ 

③ 美深トロッコ王国、西村京太郎記念館、リニア･鉄道館、九州鉄道記念館にも立ち寄り！ 
旧･国鉄美幸線(びこうせん)の廃線跡を走るトロッコの運転体験、鉄道ミステリーの先駆者「西村京太郎」氏の 

ライフワーク溢れる記念館、鉄道の未来を知るリニア･鉄道館、九州の鉄道の歴史が楽しい九州鉄道記念館等、 

鉄道ファンだけでなくても楽しい施設に立ち寄ります。 

④ 宿泊は観光も楽しい！旭川･仙台･名古屋･新大阪･博多･指宿･鹿児島！指宿では砂蒸し温泉も。 
日本縦断達成の日には指宿名物:砂蒸し温泉もお楽しみ下さい。 

⑤ 西大山駅から日本縦断達成の葉書を送ろう！また参加者限定･日本縦断証明書付！ 
   日本縦断達成報告用の絵葉書付！西大山駅前に新登場の「幸せを届ける黄色いポスト」から出そう！ 

また参加者限定！エンブレム(列車名票)形透明アクリル製のお名前入り日本縦断証明書付！ 

⑥ 日本縦断達成後はその先の枕崎へ！鰹を使った昼食も！ 
   ７日目は風光明媚な車窓が展開する指宿枕崎線で枕崎へ！薩摩焼酎工場見学や、太平洋の黒潮が美しい 

火之神公園・立神岩等、枕崎周辺をミニ観光します。鰹の街･枕崎の本場の料理も賞味！ 
 

  

■■当当旅旅行行代代金金のの一一部部にに東東日日本本大大震震災災のの災災害害にに遭遭わわれれたた方方へへのの義義援援金金をを含含んんででいいまますす■■  

ＪＪＲＲ旅旅行行セセンンタターー旭旭川川支支店店  00116666--2222--88118800    

ＪＪＲＲ北北海海道道  稚稚内内駅駅  00116622--2233--22558833    
▼報道各社様のお問合せ先：JR 北海道 旭川支社 

販売グループ 勝又 

０１６６－２５－５８８９ 

本年 3/18 に出発予定でした俊足日本縦断の旅は東日本大震災により中止となりましたが、前回の行程を一部追加･変更し、10/7 発の７泊８日の

旅で新たに登場しました！今回は美深トロッコ王国や鉄道ミステリー作家の記念館や鉄道資料館等を見学。東北新幹線「はやぶさ」等にも乗車し、 

最北の駅･稚内駅からＪＲ最南端の駅･西大山駅そして、その先の指宿枕崎線の終点･枕崎駅と枕崎市街も訪問します！ 

当当ツツアアーーののポポイインントト  

当旅行のお問合せ・ 

お申し込みはこちらへ！ 



７泊８日・添乗員同行

途中下車と寄り道。「がんばっている日本！」を列車で途中下車と寄り道。「がんばっている日本！」を列車で縦断！縦断！

列車の旅好きあつまれ！鉄道浪漫の旅
商品コード：Ｂ13110027-00

①JR最北の駅・稚内

からJR最南の駅・
西大山と

その先の枕崎まで
列車で日本縦断！

②音威子府では

名物の駅そばを

賞味！
※お客様各自負担です。

③旧･国鉄美幸線

「トロッコ王国」で
トロッコ乗車体験！

④新型東北新幹線

「はやぶさ」に
乗車！

⑤鉄道ミステリーの

先駆者！

「西村京太郎」
記念館を見学！

⑥名古屋に登場！

鉄道の未来を学ぶ

「リニア･鉄道館」
を見学！

⑦九州の鉄道と

歴史が楽しい

「九州鉄道記念館」
を見学！

⑧九州新幹線

「さくら」で
一気に

鹿児島へ！

⑨南国鹿児島・

指宿枕崎線の終点

「枕崎」を観光！

鰹料理も！

★日本縦断･途中下車＆寄り道ツアーのおすすめポイント★

途中下車＆途中下車＆寄り道の行程は次ページへ！寄り道の行程は次ページへ！

⑩宿泊は

観光も楽しい
旭川・仙台・名古屋・

新大阪・福岡・
指宿・鹿児島！

⑪新幹線

「はやぶさ」「はやて」
「ひかり」「こだま」
「のぞみ」「さくら」の
６列車に乗車！

⑫列車参加者限定！

バゲージタグ型
プレート付き！

⑬沿線の
名物グルメを

積み込み＆賞味！
何が出るかは

当日のお楽しみ。

⑭日本縦断

達成後は

「薩摩半島」
ミニ観光！

⑮６日目･指宿では

「砂蒸し温泉」で
リフレッシュ！

⑯西大山駅前の

「幸せを届ける
黄色いポスト」から
日本縦断達成記念
絵葉書を出そう！

⑰宿泊地には

なるべく日没までに
着くよう設定！
荷物を置いたら

散策に出かけよう！

⑱参加の方限定

列車名標型
名前入り縦断証明書を

プレゼント！
《今回は透明アクリル製》

上記の他に上記の他に幌延･音威子府･幌延･音威子府･名寄名寄･･
10/810/8札幌･南千歳発札幌･南千歳発がございます。がございます。
詳しくは 後のページをご覧下さい。詳しくは 後のページをご覧下さい。

出出

 

発発

 

日日

 

：平成：平成2323年年1010月月７７日日((金金))
※※旭川･札幌･南千歳旭川･札幌･南千歳発は発は1010月月88日日((土土))

募集人員：募集人員：4040名様名様（最少催行人員（最少催行人員2020名様）名様）

旅行代金：稚内発旅行代金：稚内発

 

大人お一人様大人お一人様((新千歳解散新千歳解散))

193193,000,000～～203203,000,000円円

10/810/8

 

旭川発旭川発

 

大人お一人様大人お一人様((新千歳解散新千歳解散))

181877,000,000～～197,000197,000円円

食事：朝食事：朝７７・昼・昼２２・夕・夕１１（稚内発の場合）（稚内発の場合）

旅行代金に含まれるもの：旅行代金に含まれるもの：

交通費交通費(JR/(JR/私鉄私鉄//バスバス//飛行機飛行機))･宿泊代･食事代･･宿泊代･食事代･

入場料･入場料･施設利用料･施設利用料･諸税諸税

■がんばれ東北！■

 

当旅行代金の一部に東日本大震災の災害に遭われた方への義援金が含まれています。

終日(10月14日)の朝、鹿児島中央で
解散のプランもございます。

詳しくは 後のページをご覧下さい。



旅行旅行代金･オプション代金･オプション代金代金((大人お一人様大人お一人様／単位：円／単位：円))
※※こどもこどものの旅行代金旅行代金((２名１室２名１室))は下記からは下記から2525,000,000円引き円引き

ご案内ご案内とお願いとお願い

■販売店各位■
予約･会員券発券コード⇒Ｂ13110027-00（共通）
※後方端末に発着箇所・部屋タイプ要MS入力

　　旅行業務取扱管理者とは、営業所における旅行取引の責任者です。

　　ご不明な点がありましたら上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

　　お問い合わせ・お申込みは

提販Ⅴ種

お申込みいただく前に、下記の旅行条件（要約）と各コースのご案内や注意事項を必ずご確認ください。

また、お申込の際に詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、ご確認の上お申込ください。

旅行条件（要約）

●この旅行は、北海道旅客鉄道株式会社（以下「当社」という）が旅行を企画して実施するも ⑤添乗員／同行と記載されたコースを除き同行いたしません。同行するコースでも、コースにより

のであり、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」）を締結することになります。 一部同行しない区間があります。

①お申込みと契約成立／所定の旅行申込書に記入の上、次に定める申込金を添えてお申込 ⑥通信契約／当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社のカード会員より所定の伝票への

みいただきます。契約は申込金を受理した時に成立するものとします。 「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリ

旅行代金 ３万円未満 ６万円未満 １０万円未満 その他の通信手段による旅行のお申込み」を受けることがあります。なお、受託旅行業者により

お申込み金 ６，０００円 １２，０００円 ２０，０００円 当該取り扱いができない場合や取り扱いできるカードの種類に制限がある場合があります。

●当社及び当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は、電話、郵便、ファクシミリその他の通 ⑦旅行条件・旅行代金の基準日／この旅行条件は、 2011年8月1日 を基準としています。また旅行

信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場合当社が予約 代金は2011年8月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。

の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内にお申込書とお申込金を提出されない場合 ⑧個人情報のお取り扱い／当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書等に記載された個人

は、当社はお申込みはなかったものとして取扱います。旅行代金は、旅行開始日の１４日前 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、お客様がお申込みいただ

までに全額お支払いください。 いた旅行において運送・宿泊機関及び施設等の提供するサービスの受領のために手続きに必

②旅行代金に含まれるもの／各コースごとに明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代 要な範囲内で利用させていただきます。

消費税等の諸税、及び特に明示したその他の費用等。

③旅行代金に含まれないもの／各コースに含まれない交通費等の諸費用、個人的性質の諸費 ◎国内旅行傷害保険の加入のおすすめ

用、オプショナルプラン（別途料金）の代金等。

④取消料等／契約成立後、お客様のご都合により契約を解除される場合は、旅行代金に対して

お一人につき次の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数でのご参加で、一部のお客様

が契約を解除される場合は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の（１台・１室あたりの）ご

利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。また、お客様のご都合による出

発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみな

し、所定の取消料を収受します。

安心してご旅行いただくよう、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。

お申込のご案内

旅行代金の１００％

取消日

①２１日目までの解除（日帰り旅行は11日目）

②２０日～８日前の解除（日帰り旅行は10日目以降）

③７日～２日前の解除

④旅行開始日の前日の解除

⑤当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の５０％

１０万円以上

代金の２０％

取消料

無料

旅行代金の２０％

旅行代金の３０％

旅行代金の４０％

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行開始日の

前日からさかの
ぼって

旅行企画
実施

北海道旅客鉄道株式会社
（観光庁長官登録旅行業第１０４３号）

ＪＲ北海道営業部／札幌市中央区北１１条西１５丁目１－１
ＪＲ北海道旭川支社／旭川市宮下通り６丁目

RA2308-05

悠遊旅倶楽部会員は下記代金より5,000円引き

出
発
日

コース名

（以下のコースからご参加下さい）

２人部屋利用

（ツイン）

１人部屋利用
※指宿泊のみ

男女別相部屋と
なります。

※こども設定なし

旅
行
日
程

出発当日の

集合日時と場所

10/7

（金）

Ａコース:稚内･幌延発

 

新千歳空港解散 193,000 203,000

７泊８日

10:30稚内駅／11:30幌延駅

Ｂコース:音威子府発

 

新千歳空港解散 192,500 202,500 13:00音威子府駅

Ｃコース:名寄･士別発

 

新千歳空港解散 191,500 201,500 16:00名寄駅／16:20士別駅

10/8

（土）

Ｄコース:旭

 

川発

 

新千歳空港解散 187,000 197,000

６泊７日

9:45旭川駅西改札前

Ｅコース:札

 

幌発

 

新千歳空港解散 186,000 196,000
※別途お知らせします。

Ｆコース:南千歳発

 

新千歳空港解散 185,500 195,500

①ＪＲＪＲ 北の稚内駅北の稚内駅((宗谷本線宗谷本線))からからＪＲＪＲ 南に位置する西大山駅南に位置する西大山駅((指宿枕崎線指宿枕崎線))とその先終点の枕崎駅とその先終点の枕崎駅へへ。。
ＪＲＪＲ北海道北海道･ＪＲ･ＪＲ東日本東日本･ＪＲ･ＪＲ東海東海･ＪＲ･ＪＲ西日本西日本･ＪＲ･ＪＲ九州と九州と列車を列車を乗り継乗り継ぎぎ、北海道から九州へ日本各地を寄り道、北海道から九州へ日本各地を寄り道しし
ながらながら縦断する壮大な旅行縦断する壮大な旅行です。

②当ツアーは稚内発に加えて当ツアーは稚内発に加えて幌延･音威子府･名寄幌延･音威子府･名寄･･士別･士別･旭川･旭川･札幌札幌･･南千歳南千歳発を設定しています。発を設定しています。
（集合場所･時間は上記をご覧下さい）※※旭川旭川･･札幌･南千歳札幌･南千歳発は発は10/810/8((土土))の出発となります。の出発となります。

※この他の出発地はありませんのでご了承下さい。
③ 終日終日((10/1410/14))の朝の朝に鹿児島に鹿児島中央中央で解散のプランもございます。旅行代金は上記をご覧下さい。で解散のプランもございます。旅行代金は上記をご覧下さい。
④行程中の乗車する列車の一部には自由席が含まれています。混雑状況によりお座席を利用できない場合があります

ので、譲り合ってご利用をお願いいたします。
また貸切バスについては 初にお座席を指定させていただきますが、お客様同士で交替して頂いて構いません。

⑤行程中のＪＲ列車・貸切バスのお座席は全て禁煙席となります。
⑥１日目:美深トロッコ王国では旧･国鉄美幸線の廃線跡を活用したトロッコの運転体験がございます。

※運転には自動車運免許が必要です。免許をお持ちでない方でも体験乗車が可能です。
※稚内･幌延･音威子府発でお申込の際は免許証の有無をお知らせ下さい(当日持参下さい)。

⑦10/8は仙台泊ですが遅いチェックイン(20時頃)になります。この日の夕食は途中の駅･車内販売等でご用意をお勧
めします（仙台にも飲食街はございます）。

⑧⑧昼食は10/8に札幌で駅弁「たらば蟹と紅鮭の贅沢寿司」、10/13に枕崎でレストラン昼食をご用意します。
※前記以外の日程は各自手配の昼食(お客様負担)となります。

⑨宿泊宿泊についてについてはは、、１人部屋使用の方のみ１人部屋使用の方のみ10/1210/12の指宿の指宿泊は泊は男女別男女別相部屋となります。相部屋となります。
※指宿泊１名１室希望の際はリクエスト対応となります(必ず確保できるとは限りません)。
※また行程途中から「１人部屋⇔２人部屋」への部屋タイプ変更は出来ませんので、予めご了承ください。

⑪参加された方にはお名前入りの参加者限定「列車名標型･日本縦断証明書」お名前入りの参加者限定「列車名標型･日本縦断証明書」を贈呈いたします。
(サイズ:横約240mm×縦約140mm：透明アクリル製／本物とほぼ同じ大きさです)

⑫当ツアーは長期間・長時間の列車での移動旅行となります。体調・準備は万全にしてご参加ください。当ツアーは長期間・長時間の列車での移動旅行となります。体調・準備は万全にしてご参加ください。
また、行程中適宜ストレッチ･体操の実施や座布団等クッションの用意をする等、体調の維持･管理は万全にお願い
いたします。
※事前に医師の診察を受けることをおすすめします。また念のため保険証や常備薬をご用意ください。

⑬ご案内の行程は諸事情により変更となる場合がありますので予めご了承ください。
⑭当パンフレットの日程及び旅行代金は2011年8月１日現在を基準としています。
⑮行程以外の交通（出発地まで、又は解散地からの交通）は下記でもお取扱しています。

■当ツアー代金の一部は当ツアー代金の一部は東日本大震災で被害東日本大震災で被害に遭われた方への義援金を含んでいます。に遭われた方への義援金を含んでいます。

★ 終日(10/14)の朝/鹿児島中央解散の場合

⇒上記代金より20,000円引き



列車で巡る日本縦断！途中下車＆寄り道の旅

 

行程

1日目・１０／７（金）
稚内10:51発【日本最北端の駅】→（宗谷線･普通列車(自)）→南稚内10:55発→幌延11:54発→音威子府13:02着/13:40頃発⇒

「美深トロッコ王国(トロッコ乗車体験)

 

」⇒美深16:12発→《特急サロベツ(指)》→名寄16:34発→士別16:49発→旭川17:33着（泊）
○宿泊先：旭川【旭川ターミナルホテル】
◆食事：朝なし・昼なし(音威子府駅にてフリー)・夕なし

２日目・１０／８（土）
旭川10:11発→《特急オホーツク２号(指)》→札幌11:46着/12:22発→《特急スーパー北斗12号(指)》→函館15:38着/15:55発→

《特急スーパー白鳥40号(指)》→新青森17:56着/18:14発→《東北新幹線・はやぶさ６号(指)》→仙台19:47着（泊）
○宿泊先：仙台【ホテルメトロポリタン仙台】
◆食事：朝ホテル・昼駅弁「札幌：たらば蟹と紅鮭の贅沢寿司」・夕なし

３日目・１０／９（日）
仙台9:26発→《東北新幹線･はやて16号(指)》→東京11:08着/12:00発→《特急踊り子115号(指)》→湯河原13:14着⇒

「西村京太郎記念館」⇒湯河原15:25発→（東海道線･普通列車(自)）→熱海15:31着…(フリータイム)…熱海16:43発→

《東海道新幹線･ひかり479号(指)》→名古屋18:10着(泊)
○宿泊先：名古屋【名鉄グランドホテル】
◆食事：朝ホテル・昼なし(東京駅にてフリー)・夕なし

４日目・１０／１０（祝・月）
名古屋10:00頃発→【名古屋臨海高速鉄道･あおなみ線(自)】→金城ふ頭…「ＪＲ東海

 

リニア・鉄道館」…金城ふ頭→

【名古屋臨海高速鉄道･あおなみ線(自)】

 

】→名古屋14:15頃着/14:47発→《東海道新幹線･こだま653号(指)》→新大阪15:53着（泊）
○宿泊先：新大阪【チサンホテル新大阪】
◆食事：朝ホテル・昼なし(リニア鉄道館にてフリー)・夕なし

５日目・１０／１１（火）
新大阪9:09発→《山陽新幹線･のぞみ５号(指)》→小倉11:26着/11:50発→（鹿児島線･普通列車(自)）→門司港12:03着…

「九州鉄道記念館」…門司港15:06発→(鹿児島線･普通列車(自))→小倉15:18着/15:41→《特急ソニック38号(指)》→博多16:28着（泊）
○宿泊先：博多【ホテル日航福岡】
◆食事：朝ホテル・昼なし(門司港駅前にてフリー)・夕なし

旅旅 行行 行行 程程 ①① 凡例

 

《

 

》(

 

):ＪＲ列車

 

【

 

】:私鉄

 

(指):指定席

 

(自):自由席
→:ＪＲ･私鉄

 

⇒:バス･タクシー

 

>>>:航空

 

･･･:徒歩･フリー

以下、下記旅行行程②に続く

１泊目：旭

 

川／旭川ターミナルホテル

※旭川駅直結

２泊目：仙

 

台／ホテルメトロポリタン仙台

※仙台駅徒歩１分

３泊目：名古屋／名鉄グランドホテル

※名古屋駅徒歩３分

４泊目：新大阪／チサンホテル新大阪

※新大阪駅徒歩５分

５泊目：博

 

多／ホテル日航福岡

※博多駅徒歩３分

６泊目：指

 

宿／指宿いわさきホテル

※指宿駅より車で４分

７泊目：鹿児島／鹿児島東急イン

※鹿児島中央駅より徒歩５分
（鹿児島市電:高見橋電停そば）

宿泊のご案内宿泊のご案内

６日目・１０／１２（水）
博多9:36発→《九州新幹線･さくら409号(指)》→鹿児島中央11:04着…（フリータイム）…鹿児島中央12:00発→（指宿枕崎線･普通列車(自)）→

西大山13:36着【ＪＲ最南端の駅(無人駅)】14:00頃発⇒長崎鼻⇒指宿温泉16:00頃着（泊）
○宿泊先：指宿温泉【指宿いわさきホテル】
◆食事：朝ホテル・昼なし(鹿児島中央でフリー)・夕ホテル

７日目・１０／１３（木）
ホテル10:30頃発⇒指宿11:19発→（指宿枕崎線･普通列車(自)）→山川【ＪＲ最南端の駅(有人駅)】11:25着/11:43発→（指宿枕崎線･普通列車(自)）→枕崎12:49着⇒

枕崎お魚センター（昼食）⇒枕崎･明治蔵(焼酎:さつま白波醸造元)⇒火之神公園・立神岩⇒鹿児島市内ホテル17:30頃（泊）
○宿泊先：鹿児島【鹿児島東急イン】
◆食事：朝ホテル・昼レストラン(枕崎)・夕なし

８日目・１０／１４（金）
鹿児島中央駅前バスセンター8:30頃発⇒(空港連絡バス)⇒鹿児島空港9:30頃着/10:10頃発>>>『ＡＮＡ羽田乗継』>>>新千歳空港14:35頃着【解散】
◆食事：朝ホテル・昼なし・夕なし

旅旅 行行 行行 程程 ②②
上記、旅行行程①からの続き

稚内●

●旭川

●
札幌

●南千歳

▲大雪山連峰

樽前山▲

●
函館

▲羊蹄山

●新青森

●
仙台

●東京

● 湯河原●名古屋 ●
熱海

●
新大阪

●●

●

門司港
小倉

博多

●
鹿児島中央

●西大山
●枕崎

富士山▲

∴関ヶ原

琵琶湖∴

瀬戸大橋∴

∴安芸の宮島

広島

岡山

熊本

天草諸島∴

京都
∴浜名湖

八戸

盛岡

名寄

大宮･鉄道博物館∴

宇都宮

福島

∴しまなみ海道

∴松島

∴青函トンネル

▲駒ケ岳

利尻富士▲

美深トロッコ王国

東北新幹線

はやぶさ

西村京太郎記念館

リニア･鉄道館

九州鉄道記念館

ＪＲ最南端の駅
指宿枕崎線終着駅

日本最北の駅

音威子府

六甲山▲

関門海峡∴

安達太良山▲

∴大沼国定公園

蔵王連峰▲

大宮

▲阿蘇山

北緯45度24分！
本年４月にリニューアルオープンした

日本最北端の駅･稚内を出発！
今回は鈍行でスタート!

南稚内を過ぎると進行方向右手に
利尻富士がお見送り！

天気が良いことを祈るべし！

全国にファンが多い音威子府の駅そばは

 

殻ごと挽いた蕎麦も出汁も
黒々としているのが特徴。

お昼は是非ご賞味を！

旧･国鉄美幸線(びこうせん)の廃線跡を

 

活用したエンジン付きトロッコを運転！
迫力の景色と線路のサウンドは圧巻！

１泊目は道北の中心地･旭川。
夜は繁華街のさんろく街に出てはいかが？

昨年10月に新駅舎が一次開業。
秋には駅舎がグランドオープン！

いわずと知れた北海道の中心地･札幌
今春に駅から大通公園まで地下歩行空間が開通！

また劇団四季のミュージカルシアター
「北海道四季劇場」もオープン！

苫小牧を過ぎると右に樽前山、左に太平洋！

渡島大野駅付近は北海道新幹線の建設が盛ん！

室蘭は焼鳥の街。
…でもここでは豚串を

焼鳥と言います。

東室蘭

新青森から東北新幹線の新型車両
Ｅ５系「はやぶさ」で杜の都･仙台へ！

２日目は杜の都･仙台に宿泊。
仙台は牛タン料理がお馴染み。

新幹線は長いトンネルで
奥羽山脈を貫いて行く。

大宮の鉄道博物館は
スケールも迫力も大きい！

東京駅丸の内口のレンガ駅舎は
現在、戦前のスタイルに復原工事中！

完成は2012年の6月予定。

３日目は「名古屋」泊。
味噌カツ･味噌煮込みうどん･
きしめん等、名物の宝庫♪

三島を過ぎると右手に霊峰･富士山の姿が…。

 

当日は快晴であることを祈るべし！
本年３月にオープンした

「JR東海

 

リニア･鉄道館」で
鉄道の歴史と未来を学ぼう！

４日目は新大阪泊。
味覚と笑いの街へ繰り出そう！

笑いの殿堂「なんばグランド花月」は
地下鉄御堂筋線が便利♪

徳山を過ぎると左手に瀬戸内海がちらほらと…。

門司港駅横の「九州鉄道記念館」は
九州を駆け抜けた車両が展示されている他、

リニューアルした
「811系運転シュミレーター」にも

Let’sトライ！

５日目は博多泊！
博多ラーメン･モツ鍋･水炊き等、

ホテルに荷物を置いたら
美味いもんを探しに中州へ！

●指宿

６日目は一気に西大山へ！
開聞岳が待っている！

指宿名物･砂蒸し温泉で
長旅の疲れを癒そう！

７日目は列車で
その先の南薩摩へ！

鰹と焼酎の里･枕崎観光！

７日目は鹿児島泊。
黒豚料理に舌鼓はいかが？

天文館へ繰り出そう！

鉄道ミステリー小説の先駆
「西村京太郎」さんの記念館に寄り道！

館内の展示模型にも事件発生！
あなたはこの謎を解けるか？？？
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