
 

 

 

 

平成２３年１０月１９日 

ＪＲ北海道旭川支社 

おお座座敷敷列列車車でで、、ぐぐううたたららにに過過ごごすすククリリススママススへへ出出発発進進行行！！  

「「ぐぐううたたららククリリススママスス号号」」でで行行くく  

函函館館ククリリススママススフファァンンタタジジーーのの旅旅  

参参  加加  者者  募募  集集  中中  ！！  

■出 発 日：２０１１年１２月１０日(土)(１泊２日) 

■募集人員：９０名様（最少催行人員 50 名様） 

■旅行代金：旭旭川川発発着着大大人人おお一一人人様様 2233,,000000～～2277,,000000 円円  

※※悠悠遊遊旅旅倶倶楽楽部部会会員員はは 11,,000000 円円引引きき・・ここどどももはは 44,,000000 円円引引ききでですす。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

①①  旭旭川川･･近近文文かからら函函館館ままでで乗乗換換ななししのの専専用用列列車車。。ゆゆっっくくりり足足もも伸伸ばばせせ、、ゴゴロロ寝寝もも出出来来るる嬉嬉ししいい企企画画！！  

臨臨時時専専用用おお座座敷敷列列車車「「ぐぐううたたららククリリススママスス号号」」をを運運転転！！  

函館までお座敷列車３両で運転！足も伸ばせて、ゴロ寝も可能！お友達で・家族で・楽しい旅行を！ 

また当ツアー専用のクリスマスデザインのヘッドマークで走行の予定です。 

今回は旭川駅の隣、近文駅にも停車！近文駅付近にお住まいの方は、旭川駅まで往復せずにご参加頂けます。 

②②  「「ぐぐううたたらら号号」」恒恒例例、、途途中中特特徴徴的的なな無無人人駅駅ににもも停停車車！！  

函館までの往路は苫小牧経由、復路は小樽経由。途中、特徴のある無人駅にも小時間停車します。 

※停車駅例：虎杖浜・北舟岡・小幌・中ノ沢・山崎・鷲ノ巣・本石倉・流山温泉・仁山・渡島大野・比羅夫・小沢等 

③ 苫小牧・長万部で名物駅弁をご用意！また沿線のグルメも積み込み！ 

旅を演出する陰の立役者「駅弁」…苫小牧で「ほっきめし」、長万部で「かにめし」をご賞味下さい。 

沿線の名物菓子、グルメも積み込みます。何が出るかは当日のお楽しみです。 

④④  函函館館でではは「「ははここだだててククリリススママススフファァンンタタジジーー」」をを開開催催！！函函館館のの冬冬をを彩彩りりまますす！！  

   金森倉庫周辺は色とりどりにライトアップされ、花火や楽しいイベントも計画されています。（変更の場合あり） 

また足を伸ばして函館山からの雪夜景もいかがですか？（交通費等はお客様負担となります） 

⑤⑤  宿宿泊泊はは金金森森倉倉庫庫付付近近かか函函館館駅駅前前かかららチチョョイイスス！！  

クリスマスイベント会場に近いホテルや行動もスムーズの函館駅前からお選びいただけます。 

⑥⑥  参参加加者者限限定定「「ババゲゲーージジタタググタタイイププ乗乗車車記記念念証証」」付付きき！！  

ご参加のお客様に、旅行鞄に着けられる記念乗車証を差し上げます！ 

⑦⑦  参参加加者者限限定定！！追追加加オオププシショョンンでで「「ぐぐううたたららククッッシショョンン」」もも！！  

旅に楽しいアイテム！「イメージキャラクター：ぐうたらおやぢとヘッドマーク」がデザインされた 

「ぐうたらクッション（右図はイメージ）」はいかがですか？（11/25 までに要予約） 

 

★当ご旅行のお問合せ・お申し込みは下記へどうぞ！★ 

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

 

 

 

 

 

乗り換えなしで足も伸ばせる！お座敷列車ぐうたら号で行く、浪漫の街･函館への旅！ 

異国情緒漂う港町･函館では 12 月より幻想的な光のイベント･クリスマスファンタジーが開催され、街は輝きを増します。 

今回はこのイベントへ向けて、好評を頂いているお座敷列車ぐうたら号で、浪漫の街函館へご案内致します。 

専用列車に揺られ、イルミネーション輝く街で一足早いのんびりとしたクリスマスを過ごしてみませんか？ 

旭川駅グランドオープン記念企画／ぐうたら号の旅･第３弾 

★★当当ツツアアーーののポポイインントト★★  

イメージイメージイメージイメージ 



●●●●12/1012/1012/1012/10((((土土土土))))：：：：旭川旭川旭川旭川8:408:408:408:40頃発頃発頃発頃発→近文8:45頃発→深川9:05頃発→滝川9:13頃発→岩見沢10:08頃発→

苫小牧11:29頃発→虎杖浜→東室蘭→北舟岡(10)→小幌(4)→中ノ沢(5)→山崎(9)→鷲ノ巣(5)→

本石倉(5)→鹿部(5)→流山温泉→仁山→渡島大野(13)→函館函館函館函館17:2017:2017:2017:20頃着頃着頃着頃着…または⇒ホテル(泊)

○食 事：朝:なし／昼:駅弁(苫小牧ほっきめし)／夕:なし

◆宿泊先：ラビスタ函館ベイ／ロワジールホテル函館／ルートイングランティア函館駅前のいずれか

●●●●12/1112/1112/1112/11((((日日日日))))：：：：ホテル…または⇒函館函館函館函館8:138:138:138:13頃発頃発頃発頃発→大沼公園→森(11)→八雲(31)→長万部(10)→ニセコ(10)→

比羅夫(3)→倶知安→小沢(9)→小樽14:25頃着(4)→札幌15:18頃着(12)→岩見沢16:30頃着→

滝川17:09頃着→深川17:27頃着(8)→近文17:55頃着→旭川旭川旭川旭川18:0118:0118:0118:01頃着頃着頃着頃着

○食 事：朝:ホテル／昼:駅弁(長万部かにめし)／夕:なし

■凡例■ →ぐうたら号／…徒歩または各自／⇒車／( )…概ねの停車時間(分)

行行 程程

１泊２日/添乗員同行

2011年の師走。日頃の生活や仕事等でストレスや悩みの多い

ここ昨今。「何もかも忘れてゴロゴロしたい～！」とお悩みの方

もいらっしゃると思います。

そこで今回は好評だったお座敷列車でゴロ寝も出来る「ぐうた

ら号」が函館クリスマスファンタジーに向けて出発！

日頃の仕事や緊張を頭から解放して、ぐうたらな自分に戻って

みませんか？

宿泊は大浴場付ホテルも選択でき、クリスマスのひと時をぐう

たらにお過ごし下さい。

旭川駅グランドオープン記念･ぐうたら企画第３弾･鉄道大好きの旅

②クリスマスを

迎える12月に

ぐうたら号で

函館往復！

⑤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。

⑧当ツアー限定！

クッションも

オプションで

希望できます。

※裏面参照

★当ツアーのポイント★★当ツアーのポイント★

｢ぐうたら｣の旅に楽しいアイテム★

「ぐうたらクッション」も

オプションでございます(+3,000円)

１１月２５日までに事前申込が必要です。

※参加者限定（左図はイメージです）

出 発 日：平成23年１２月１０日(土)

募集人員：90名様(最少催行人員50名様)

旅行代金：旭川発着 大人お一人様

23,000円～27,000円

食事：朝１・昼２・夕なし

旅行代金に含まれるもの：ＪＲ代･宿泊代･食事代･記念品代･諸税

③昼食は

苫小牧・長万部の

名物駅弁を

ご用意！

⑥函館までの

往復は

特色ある沿線の

無人駅にも

停車！

⑨宿泊は

駅前と金森倉庫の

いずれかを

チョイス！

大浴場付ホテルも！

①専用列車は

足も伸ばせて

ゴロ寝もＯＫ！

お座敷車両で運行！

④今回は

旭川市内からの

参加も便利に

近文駅にも停車！

⑦当ツアー

ご参加の皆様へ

バゲージタグ

タイプ

記念乗車証付！

～旭川駅グランドオープン記念・お座敷列車でゴロ寝でＧＯ！ぐうたらに過ごすクリスマス～～旭川駅グランドオープン記念・お座敷列車でゴロ寝でＧＯ！ぐうたらに過ごすクリスマス～

(クッションイメージ)

★毎年12月に行われる函館･赤レンガ倉庫群周辺で行われる幻想的なイベントです。

函館市と姉妹都市のカナダ･ハリファックス市より寄贈された「巨大もみの木」を中心に

期間中クリスマスツリー点灯式をはじめ、花火やコンサート･ライトアップ等で函館の街が

輝きに溢れます！(イベントスケジュールは変更となる場合があります)

★当日(12/10)の予定

クリスマス点灯式：18:00～ 赤レンガ倉庫付近にて(金森倉庫周辺)

★スープバー／17:00～20:00：イベント会場にて

函館独自の食文化によるオリジナルスープ多数が登場/１杯¥500(チケット要購入)

20201111はこだてクリスマスファンタジーはこだてクリスマスファンタジー

B13110034-01～05＆11



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は下記からは下記から44,000,000円引き円引き

ご案内ご案内とお願いとお願い

①専用列車「ぐうたらクリスマス号」を運転いたします。※専用ヘッドマークの掲出を予定しています。

②予定編成はキハ400形お座敷気動車３両で運転します(車内は全面禁煙/カラオケ機器は使用しません)。

③当ツアー参加者限定の「バゲージタグタイプ記念乗車証」を進呈します。

④構内や列車付近での撮影は係員の指示に従って下さい。線路上や移動中の車両に接近した写真撮影等は絶対におや

め下さい。(当旅行を中止せざるを得ない場合があります。)

⑤ラビスタ函館ベイ宿泊の方は駅前⇔ホテル間のタクシーで送迎がございます(タクシーは相乗りになります)。

（函館駅前から自由行動をする場合、タクシー送迎はありませんので、ご了承下さい）

⑥ご乗車頂く列車車両については乗車号車は指定しますが自由席です。車内のスペースは譲り合ってご利用下さい。

⑦当列車の飲食物の車内販売はありませんので、事前にご用意下さい。

⑧オプションの「ぐうたらクッション」は製作工程の都合により11/25までにお申し込み下さい。

※サイズ450mm×450mm ※ツアー不参加の方でオプション希望は受付けません。

⑨表記の行程から離脱する場合、以後の交通手配はお客様負担となります。

⑩列車･宿泊施設内等と外気では温度差が生じる場合がございますので、体調･準備は万全にしてご参加下さい。

⑪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。

⑫当ご案内の日程及び旅行代金は2011年10月1日現在を基準としています。

■販売店各位■

☆旅行･オプション予約コード☆ 上記の通り

★会員券発券コード★ Ｂ13110034-00 ※金額入力で発券

　　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。

旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件（（（（要約要約要約要約））））

●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10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10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 ◎◎◎◎国内旅行傷害保険国内旅行傷害保険国内旅行傷害保険国内旅行傷害保険のののの加入加入加入加入のおすすめのおすすめのおすすめのおすすめ

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。

おおおお申込申込申込申込のごのごのごのご案内案内案内案内

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

旅行企画旅行企画旅行企画旅行企画

実施実施実施実施

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

RA2310-06

悠遊旅倶楽部会員は下記代金より1,000円引き

22,500

こども設定なし

21,500

24,500

こども設定なし

23,500

25,500

岩見沢

発着

23,500

こども設定なし

22,500

25,500

こども設定なし

24,500

26,500

深川

発着

B13110034-0421,00022,00023,000

TWN

(２名１室)

B13110034-0223,00024,00025,000

TWN

(２名１室)

23,000

こども設定なし

25,000

こども設定なし

26,000

滝川

発着

苫小牧発

小樽･札幌

着

旭川･近文

発着

24,000

こども設定なし

26,000

こども設定なし

27,000

旅行代金（単位：円）

B13110034-05
22,000

こども設定なし

SGL

(１名１室)

ルートイングランティア

函館駅前

（温泉大浴場有）

函館駅から徒歩１分

B13110034-03
22,000

こども設定なし

SGL

(１名１室)

ロワジールホテル

函館

函館駅から徒歩１分

B13110034-0125,000

TWN

(２名１室)

ラビスタ函館ベイ

（温泉大浴場有）

函館駅から徒歩15分

[タクシー送迎付]

予約専用コード

部屋

タイプ

ホテル名

約450mm

×約450mm

布製

サイズ･材質

ご参加でご希望の方に製作します。

ご参加の方以外はお申し込み頂けません。

（ツアーキャンセルの際は当製作も取消します）

B13110034-11

+3,000円

（大人･こども同額）

●ぐうたらクッション

※11/25までにお申込下さい。

※ご注意※予約コード追加代金■オプション■

■オプション■

ぐうたら号キャラクター

「ぐうたらおやぢ」

クリスマスデザインの

「ぐうたらクッション」

※参加者限定です。

（右図はプリントイメージ）
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