
お問い合わせ・お申込みは

2019.5.20（W）

お客様担当（外務員）：
旅行業務取扱管理者とは、営業所における旅行取り引きの責任者です。
ご不明な点がありましたら遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。

お申込みのご案内 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、お申込みの際に詳しい旅行条件と個人情報の取扱いを説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。

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のであ
り、お客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。
①お申込みと契約成立／所定の旅行申込書に記入の上、次に定めるお申込金を添えてお
申込みいただきます。契約はお申込金を受理したときに成立するものとします。
旅行代金（お一人様） 30,000円未満 60,000円未満 100,000円未満 150,000円未満
お申込金 6,000円 12,000円 20,000円 30,000円

150,000円以上
旅行代金の20％

⑤添乗員／添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。お客様が旅行に必要なクーポン
類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。

⑥通信契約／当社等は、当社等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「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当該取り扱いができ
ない場合や取り扱いができるカードの種類に制限がある場合があります。
⑦旅行条件・旅行代金の基準日／この旅行条件は、2019年5月1日を基準としています。また旅行代金
は2019年5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。●当社及び当社の受託営業所（以下「当社等」という）は、電話、郵便、ファクシミリその他の

通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
ない場合は、当社はお申込みはなかったものとして取り扱います。旅行代金は、旅行開始日
の14日前までに全額お支払いください。
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、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
体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。

※オプショナルプラン等は別途定める取消料が適用となります。詳しくは係員におたずねください。

（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番1号

旅行企画・実 施

無　　料

旅行代金の20%

旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

2. 10～8日目にあたる日までの解除

1. 11日目にあたる日までの解除

3. 7～2日目にあたる日までの解除
4. 旅行開始日の前日の解除
5. 旅行開始日当日の解除（6を除く）
6. 旅行開始後の解除または無連絡不参加

取  消  日 取  消  料

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

当社等は、旅行お申込みの際に提出されたご旅行申込書に記載された個人情報について、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いた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の
旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先土産
品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産
品店等に対し、お客様の氏名等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お
申込みいただく際には、これらの個人データ提供についてお客様に同意いただくものとします。
このほか、当社等は、旅行保険等旅行に必要な当社と連携する企業の商品やサービスのご案内、商品
やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

個人情報の取扱いについて

提販不可

JR北海道ツインクルデスク
営業時間［全日］9：30～19：00

※電話番号はお間違いのないようにおねがいいたします。 北海道札幌市中央区北3条西2丁目8番地　総合旅行業務取扱管理者　斉藤　博満

お受け取りは最寄りのツインクルプラザ（旅行センター）にて
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夕張 旅への夕張 旅への

お客様へのご案内

特産品・お土産 2019年6月15日㈯出
発

募集人数：先着40名

※パンフレットに掲載している写真はすべて一例、およびイメージです。

パンフレット番号 RS3104-003

添乗員
同　行

1名様より
出発保証

1名様より
申込OK！

団体
旅行 JR バス

＋5日前までの
お申し込み限定

※写真は合成イメージです。

行って!行って! 観て!観て! 食べて!食べて!

大人お1人様
旅行代金

（こども8,500円）9,800j

幸福の黄色いハンカチ想い出ひろば幸福の黄色いハンカチ想い出ひろば

夕張神社夕張神社

清水沢ダム清水沢ダム

夕張鹿鳴館夕張鹿鳴館

日帰り
旅　行

札幌駅
発　着

「JR北海道わがまちご当地入場券」のご案内

夕張市
6月イベント情報

日本遺産認定記念祝

・ご当地入場券提示でホテルマウントレースイの売店にて、お会計額の5％を割引（1,000円以上ご購入の
方のみ）
・バリー屋台 ゆうばり屋台村にて、ソフトドリンクサービス、小鉢一品サービス、ライスサービスなど（店舗
によって特典が異なります）
わがまちご当地入場券購入当日に限り有効。１枚につきお一人様１回限り。

JR北海道では101の市町村にご協力いただき、それぞれの街の表情と鉄道風景をひとつのきっぷにのせて「JR北海道わがまちご当地入場
券」を発売しています。101種類の入場券は、それぞれ101の街に行かないとお求めいただけません。

お得がいっぱい

※掲載の施設・店舗の営業時間、定休日等は、変更になる場合がございます。お客様ご自身でご確認ください。　※写真・イラストは全てイメージです。

※募集人員／40名
※受付最少人員／1名様
※最少催行人員／1名様
※食事／昼食1回
※お申込みは出発日5日前の営業時間内まで受付しますが、出発日によっては受付締切が早まる場合も
ございますので、係員へお尋ねください。
※交通機関の満席、その他行程に含まれる施設の状況により、お申込み受付を終了する場合があります
ので、お早めのお申込みをおすすめいたします。

※旅行代金は大人／満12歳以上、こども／満１２歳未満（小学生）が対象となります。 ただし、食事につい
てはこども用のメニューになる場合があります。 満６歳未満の幼児は無料（食事なし）です。 
※道路交通法に伴い、幼児・こどももバス座席を確保しての参加を義務付けさせていただいています。 
※年齢は出発日基準となります。
※旅行当日にご意見・ご感想のアンケートのご協力をお願いします。
※旅行当日に報道機関関係者の同行、ならびにツアーにご参加の様子をホームページ等で紹介させてい
ただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お買物をされるお客様は保冷バッグ等をご用意されることをおすすめします。 
■添乗員
●JR札幌駅より同行いたします。 
　添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。 なお、労働基準法の定め
からも勤務中一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配を
お願い申し上げます。

■旅行代金に含まれるもの
●行程表に明記された、JR利用代金（旅行商品用割引代金適用）、貸切バス等の交通機関費用、観光施設
入場料、食事代金、添乗員同行費用、消費税等諸税（追加飲食等には、別途消費税がかかります）。

■行程について
●天候および道路事情により、途中行程上の経由及び観光箇所、順番、見学時間が変更となる場合があり
ますので、あらかじめご了承ください。
●行程は変更となる場合がありますので最終行程表でのご案内となります。
●昼食場所・食事内容は変更となる場合があります。
■JR（列車）及びバス座席について
●お席は禁煙となります。
●お席はできる限りグループごとに公平になるよう努力いたしますが、座席割りの都合により同じグルー
プでも通路をはさんだり、前後の席利用になる場合もありますのであらかじめご了承ください。
●貸切バス内は禁煙とさせていただいております。
　きれいな空気のバス車内にて、快適な旅をお楽しみください。
●原則として、大型バスを利用いたしますが、参加人数によりマイクロバスまたは、ジャンボタクシーの利
用となる場合もあります。 
●バス酔いされやすい方につきましては申込時に係員にご相談ください。
●お客様の安全確保のため、バス走行中は常に「シートベルト着用」をお願いします。
■運輸機関の運行時間について
●列車名、運転時刻が変更となる場合があります。最終行程表にて確定となります。

夕張メロン
食べ放題
ランチ

夕張メロン
食べ放題
ランチ

昼食は昼食は

（ホテルマウントレースイにて）（ホテルマウントレースイにて）
※入荷状況により道産赤肉メロン
となる場合がございます。

※入荷状況により道産赤肉メロン
となる場合がございます。

みずみずしいオレン
ジの果肉の上品な甘
みを持った夕張メロン
は、地理的表示（GI）
保護制度で北海道の
産品で第一号に登録
された地域ブランド品
です。
※旬は6~7月下旬頃

花豆を原料にふっくらとまろやかに仕
上げました。甘さをおさえた味は、お料
理の付け合わせやお酒のおともに最適
です。

特有の風味、他には類を見ない高い糖
分と栄養価が大好評の逸品。揚げても
焼いても美味。
※旬は10月末~12月中旬頃

夕張長いも

阿部菓子舗

「夕張ぼっちゃん」かぼちゃ

ONSEN・ガストロノミー
ウォーキングinゆうばり

夕張メロン

花豆甘煮

「夕張ぼっちゃん」かぼちゃは手のひら
サイズ。糖質・タンパク質が多く、濃厚
で甘いかぼちゃです。
※旬は10月頃

石炭をイメージした「たんどら」は竹炭
を練りこんだ黒い表面が特徴的。
■夕張市紅葉山529-9 道の駅・夕張メ
ロード内　TEL0123-58-2021
営業時間10：00～19：00（不定休）

6
29
㈯

第11回 復活!
夕張メロンまつり

6
23
㈰

清水沢まちあるき
6
22
㈯

発売箇所／ホテルマウントレースイ（フロント）
営業時間／9：00～18：00
発売箇所／新夕張駅（みどりの窓口）
営業時間／7：25～15：30（休業日／日曜・祝日）

〔夕張市のご当地入場券〕



JR新夕張駅JR新夕張駅

● ホテルマウントレースイ

●ゆうばりホテルシューパロ

●
南大夕張駅跡●

●

夕張シューパロダム

●
●

夕張市農協銘産センター／
めろんのテラス

北炭滝ノ上発電所

●ゆうばり屋台村

●小倉屋ぱんぢゅう店

夕張メロンドーム●

●●

←栗山・岩見沢
　札幌方面

石勝線
道東
自動
車道 夕張ICJR滝ノ上駅JR滝ノ上駅

●

●
夕張市石炭博物館・
石炭の大露頭・天龍抗・模擬坑道・坑夫の像

シューパロ湖
幸福の黄色いハンカチ想い出ひろば

●
夕張神社

清水沢ダム（北炭清水沢水力発電所）
●

道の駅（夕張メロード）

夕張鹿鳴館
（北炭鹿ノ谷倶楽部）

うさぎや菓子舗●

（2019年5月21日現在、建物内閉鎖中）

（2019年5月21日現在、閉館中）
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石炭の歴史（特別講演）

ホテルマウントレースイ

夕張市農協検査場（集荷場見学）

夕張神社
道の駅（夕張メロード）

清水沢ダム（北炭清水沢水力発電所）

　　幸福の黄色いハンカチ想い出ひろば（石炭燃焼体験〈予定〉）

夕張鹿鳴館（北炭鹿ノ谷倶楽部）
集合場所 JR札幌駅北口「鐘の広場」集合 7：20

出発 7：54

  9：30頃着
11：00頃発

12：05頃着
13：05頃発

13：10頃着
13：50頃発

11：30頃着
11：55頃発

新夕張駅8：57着
9：10頃発

特別会場（ホテルマウントレースイ〈予定〉）に
てツアーガイド吉岡石炭博物館館長による石
炭の歴史についての講演があります。
※夕張市石炭博物館再開時は会場を石炭博物館に移
し一部展示のみ見学なります。
※模擬坑道には入場できませんのであらかじめご了
承ください。

1889（明治22）年の北海道炭
鉱鉄道株式会社の設立ととも
に、夕張炭山並びに鉄道敷設の
安泰祈願のために神殿を築造
したのが発祥。その後移転、再
建され現在に至ります。
●宮司による夕張神社の説明
があります。

生産者の中から選ばれた
検査員が一つ一つメロン
をチェック。厳しい検査に
合格した選りすぐりの夕張
メロンは丁寧に箱詰めさ
れ、出荷されます。

北海道炭礦汽船株式会社
が大正2年に建てた本格的
な和風建築。平成19年、近
代化産業遺産に。平成23年
には国の登録有形文化財に
も登録。贅を尽くした造りで
皇族、政財界人の宿泊施設
に用いられていました。
※建物の外を散策となります。
（建物内には閉鎖中のため入館
できません）

14：05頃着
14：20頃発

14：30頃着
15：00頃発

15：15頃着
15：30頃発

16：00頃着
16：30頃発

昼食

指定特急スーパーとかち1号

行程／6月15日㈯

夕張市からのお知らせ
【ふるさと納税について】

〒068-0492　北海道夕張市本町4丁目2番地　夕張市役所（ふるさと納税担当）

TEL：0123-52-3131㈹　FAX：0123-52-1054　Mail：ybrkai@city.yubari.lg.jp

夕張市

添乗員同行

■出 発 日／2019年6月15日㈯
■募集人員／40名（最少催行人員1名）
　※お申込みは1名様より受付（こども1名不可）
■食　　事／昼食1回
■集合場所／ＪＲ札幌駅北口「鐘の広場」
■集合時間／7：20
運行バス会社　夕張鉄道㈱
販売店：コースコード　（予約・発券）Ｂ15019006-01　T5

※行程及び時間は予定のため、変更となる場合がございますのでご了承ください。

●ご参加の皆様には、ツアー終了後にご意見・ご感想のアンケートのご協力をお願いします。
●旅行当日に報道関係者の同行ならびにツアーにご参加の様子をホームページ等で紹介させていた
だく場合がございます。あらかじめご了承ください。

ＪＲ札幌駅発着
旅行代金（大人1名様）9,800円 （こども8,500円）

夕張市から皆さまへ
この度、夕張市の歴史遺産や観光地を皆様に体感いただけるツ
アー「夕張への旅」をJR北海道様と企画しました。
当市には日本遺産の認定を受けました炭鉄港のストーリーや歴
史・文化を感じる見どころが沢山あります。また地域ブランドとし
て有名な「夕張メロン」も季節到来となりました。是非この機会に
お越しいただき、夕張をお楽しみください。
夕張市石炭博物館は平成31年4月18日に発生しました坑道火
災の影響により、休館とさせていただいておりますが、現在本館
の再開に向けて取組を進めているところであります。皆様には
大変ご迷惑とご心配をお掛けしております。夕張市長　厚谷 司

●夕張市末広２丁目４
●P：0123-52-3456
●昼食／夕張メロン食べ放題付ランチ
※入荷状況により道産赤肉メロンとなる場合がございます。

●お１人様1/8サイズのカット夕張メロンをプレゼント

第1回日本アカデミー賞最優秀作品賞をはじめ数多くの国内映画賞を受賞した名作
『幸福（しあわせ）の黄色いハンカチ』（山田洋次監督）のロケ現場。全国から多くの映画
ファンが訪れます。

お買い物

JR札幌駅北口18：30頃着

発電専用の目的で建設された清
水沢ダムは、上流に大夕張ダムが
完成したため、農業用水の確保に
利用されてきました。現在は、上
流に農業用水確保の役目も担う
夕張シューパロダムが完成したこ
とにより、このダムに農業用水確
保の役目がなくなったことから、
発電専用ダムに変えるため、現
在、改修工事を行っています。

写真提供 /㈱NEXT YUBARI HALKS写真提供 /㈱NEXT YUBARI HALKS 写真提供 /夕張市写真提供 /夕張市

JR新夕張駅に隣接。農産物や特産品、加工品、お菓子など豊富に揃っています。
※お買い物代金はお客様自身でのお支払いとなります。

※交通状況等により出発・到着時刻が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

札幌国際大学観光学部教授、
NPO法人炭鉱の記憶推進事業
団理事長、夕張市石炭博物館
館長、三笠市出身。著書に、「明
るい炭鉱」「炭鉱遺産でまちづ
くり」（単著）「産業観光への取り
組み」（共著）など。

今回の
ツアー限定特別ガイドのご案内
ガイド／吉岡　宏高 館長

（イメージ）

（イメージ）

（石炭イメージ）

500円引き 
※大人の休日倶楽部旅行商品割引との併用はできません。

大人の休日
倶楽部会員は （同行者もOK!）大人

祝

祝

祝

祝

祝

祝

マークの見方 ：JR線 ：貸切バス ：日本遺産認定地祝


