
　

　

〇出 発 日 ２０２０年１０月１０日（土）日帰り〈旭川駅発着〉

〇旅行代金 おとな５，９８０円（こども５，０００円）

※この商品は道から５，０００円の支援を受けています。

〇行程内容 詳しくはパンフレットをご覧ください。

〇募集人数 ４０名（最少催行人員３５名）

※「どうみん割」適用のため、２名様以上でお申込み下さい。

〇発売開始 ２０２０年８月２０日（木）１４：００～開始

〇発売箇所 ＪＲ北海道　ツインクルプラザ旭川支店（営業時間 9:30～17:30）

TEL 0166-22-8180（※お申込みはツインクルプラザ旭川支店でのみ承ります）

（一例）

〇使用車両（２両編成）※編成など変更になる場合があります。

　 【商品概要】　　 　団体臨時列車「山紫水明」号で行く富良野線の旅

2020 年 8 月 20 日

富良野線全線開通１２０周年記念企画
団体臨時列車「山紫水明」号で行く富良野線の旅 発売のお知らせ

旭 川 支 社

当ツアーのおすすめポイント
①富良野線で初めて「山紫水明」号２両で運転します！

②ツアー参加者特典として、「富良野線全線開通１２０周年特製ピンバッジ」「ツアーオリ

ジナル記念乗車証」「オリジナル乗車記念カード（ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ付き）」を差し上げます！

③ご昼食は、地元食材を中心に使用したオリジナル特製弁当をご用意します！

④座席は４名掛けＢＯＸ席のところ、２名様でゆったりとお座りいただけます。

⑤お帰りの車内では、「富良野線１２０周年記念抽選会」を実施します！

山紫水明シリーズ「紫水」号山紫水明シリーズ「山明」号

２０２０（令和２）年８月１日に、おかげさまで富良野線全線開通１２０周年を迎えました。

この１２０周年を記念し、富良野線で初めて団体臨時列車「山紫水明」号の２両で運転する団

体ツアーを企画しました。富良野線全線開通１２０周年を記念する最初で最後の団体ツアーとな

ります。この機会に是非ご参加下さい。

※ＪＲ北海道ホームページ内の国内ツアーページでも、パンフレットをご覧いただけます。（準備でき次第掲載）

４名掛けのＢＯＸ席を２名様で

ゆったりとお座りいただけます！

特製ピンバッジ



２０２０年１０月１０日(土)出発

行 程（日帰り） ※記載されている行程や時間は予定のため、変更となる場合がございます。

募集人数：４０名（最少催行人員３５名）

旅行代金

日帰り

大人お１人様

旭川駅発着 ５，９８０円（こども５，０００円）

ツアー参加者特典

ツアーオリジナル記念乗車証

旅行代金に含まれるもの/ＪＲ利用代、貸切バス代、食事代（昼食）、消費税等諸税

オリジナル乗車記念カード（ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ付き）

旭川駅

発 着

❔

❔

富良野線全線開通120周年特製ピンバッジ

コースコード：Ｖ１２０００００１－００

昼食

「ふらのグリル」の地元食材を

中心に使用したオリジナル特製弁当

をお召し上がりいただきます。

オリジナル特製弁当

（イメージ）

お飲み物

ふらのワイン（赤）

180ml付き

（イメージ）

※お子様は、ソフトドリンクを

ご用意します。

■申込期限/出発日の１１日前までにお申込み下さい。

募集人数に達し次第、お申込みを締め切ります。

★全線開通120周年記念のポイント
●富良野線で初めて「山紫水明」号２両で運転します！

●座席は４名定員のところ、２名様でゆったりとお座り

いただけます。(テーブル付きＢＯＸシートでご用意)

※ご家族やお子様が参加するグループの場合、申込状況により調整する場合があります。

ＢＯＸシート（ｲﾒｰｼﾞ）

「この商品は道から５，０００円支援を受けています。」

どうみん割支援後の旅行代金

どうみん割支援前の旅行代金 大人お1人様10,980円（こども10,000円）

〇どうみん割適用のため、２名様以上でお申込み下さい。

〇ツアー参加者全員「道民」であることが、「どうみん割」を

受けるための条件となっております。

詳しくは、裏面の〈どうみん割〉のご利用条件をご覧下さい。

４名掛けの席を２名様でゆったり

座れます！

貸切バス運行会社：ふらのバス株式会社

日帰り

旅 行

「どうみん割」

対象商品です!

日 程 　　　　 　　 　　行　　程

★１号車のお客様
富良野駅 → 貸切バス → 富良野ワイナリー見学 → 貸切

バス → フラノマルシェ散策 → 徒歩 → 富良野駅

団体臨時列車
旭川駅

集合場所：旭川駅「西改札口前」
添乗員は同行しませんが、受付･のりばへ

のご案内は現地係員がご案内します。
また、列車内についても現地係員が乗車し、
お帰りの旭川駅までお世話します。

美瑛駅

駅舎は美瑛軟石
を使って建築さ
れており、趣の
ある駅です。

美馬牛駅

2020年「青春18きっぷ」
夏版ポスターに、美馬牛駅が
選ばれました。富良野線の旅
の思い出に停車します。

上富良野駅

雄大な十勝岳連峰を
はじめ、ラベンダー
の町としても有名な
地域に長年親しまれ
ている駅です。

集合時間:9:40 10:30頃着 10:39頃発 10:48頃着 10:52頃発

11:02頃着

14:59頃着

11:10頃発 11:18頃着

富良野駅

昼食はお帰りの車内
で「ふらのグリル」特
製弁当をお召し上がり
いただきます。

※貸切バスは、２名分の座席を１名様でゆったりとお座りいただきます。

中富良野駅

まちは北海道の中央
にある富良野盆地に
位置し、駅は８月に
おかげさまで１２０
周年を迎えました。

11:22頃発

富良野駅

北海道の中心に位置する富良野市の玄関口で、大
雪十勝連峰、芦別・夕張山系に囲まれた盆地であ
り、自然環境に恵まれた田園地帯です。
８月におかげさまで開駅１２０周年を迎えました。

11:30頃着

富良野線全線開通
120周年記念企画

抽選会

※お帰りの車内で
おこないます！

旭川駅

旭川駅到着後、係員
が「西改札口」出口
までご案内します。

★観光・フリータイム★
※集合時間等は現地でお知らせします。

★２号車のお客様
富良野駅 → 徒歩 → フラノマルシェ散策 → 貸切バス →

富良野ワイナリー見学 → 貸切バス → 富良野駅

行程表マークの説明 :ＪＲ線 ：貸切バス ：徒歩

少し遅めのご昼食となります

10:00頃発

13:35頃発



　〇旅行代金はおとな/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、食事はこども用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。（こどものみの参加はできません）
　〇お申込み状況（満席等）により、予約受付を終了する場合があります。お早めにお申し込みいただくことをおすすめします。
　〇旅行当日に報道関係者の同行、ならびにツアー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。
　　 あらかじめご了承のうえ、お申込み下さい。
　〇パンフレットに記載されている行程、食事内容、時刻等は変更となる場合があります。確定した内容は最終行程表でお知らせします。
　■添乗員
　〇添乗員は同行しませんが、現地係員がお世話します。（例：当日の受付、列車へのご案内、お帰りの旭川駅改札出口まで）
　■旅行代金に含まれるもの
　〇JR利用代、貸切バス代、食事代（昼食）、消費税等諸税
　■列車の座席及び貸切バスの座席
　〇お席は、列車及び貸切バスについても、２名分の座席を１名様でゆったりとお座りいただくようご用意します。
　〇お席は可能な限りグループごとにお座りいただけるよう努めますが、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、前後のお席で
　　 ご利用いただく場合がございます。座席位置の希望はお受けできかねますのでご了承下さい。
　　 また、団体臨時列車はすべて指定席です。車内はテーブル付きボックスシート（席が向かい合わせの座席）の座席でご用意するため、相席で
　　 ご利用いただく場合がございます。あらかじめご了承のうえお申込み下さい。

　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、次に定める申込金を添えてお申込みい 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
 　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。 　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「会

●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　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
　 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
　 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  　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。
 　は、当社はお申し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⑦旅行条件・旅行代金の基準日／この旅行条件は、2020年8月1日を基準としています。また旅行
　 前までに全額お支払いください。 　 代金は2020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。
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 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情
　 消費税等の諸税、及び特に明示したその他の費用等。  　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
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  　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要
　用、オプショナルプラン（別途料金）の代金等。 　 な範囲内で利用させていただきます。
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。

１．１１日目にあたる日までの解除

２．１０～８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 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。

５．旅行開始日当日の解除（６．を除く） 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。

６．旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行開始日の

前日から起算し

てさかのぼって

無　料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

取　消　料取　　消　　日

20,000円 30,000円 旅行代金の20%

お申込みのご案内

6,000円 12,000円

30,000円未満 60,000円未満

お申込金

旅行代金(お一人様) 100,000円未満

旅行代金の100％

旅行代金の50％

旅行代金の40％

150,000円未満 150,000円以上

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６丁目１番２号

キハ４０形「山紫水明」シリーズ車両概要

提販不可

お問合せ・お申込みは

旭川支店でのみ承ります。

ツインクルプラザ旭川支店

TEL：0166-22-8180

〒070-0030

旭川市宮下通８丁目３番１号

総合旅行業務取扱管理者

渡 辺 洋 一

１号車「紫水」号

テーブル付きＢＯＸシート（イメージ）

お客様へのご案内

２号車「山明」号

１９００（明治３３）年８月１日に、北海道官設鉄道十勝線として上富良野～下富良野（現富良野）間延伸開業に伴い、

前年に開通していた旭川～上富良野間とつながり全線開通しました。その後、１９１３（大正２）年に現在の富良野線に

改称して沿線地域の歴史とともにあゆみ、おかげさまで全通１２０周年を迎えました。

美瑛・富良野→←旭川

〇車両デザイン

山は日に映えて紫に見え、川の水は澄んで清らかであることを表し、山や川の景色が美しい姿を表現しています。

富良野線全線開通１２０周年のご紹介

※車両編成は、予告なく変更する場合があります。

〈どうみん割〉のご利用条件（ご注意事項）

〇ツアー参加者全員「道民」であることが、「どうみん割」を受けるための条件となっております。ご予約時に参加者全員のフルネーム・住所をお伝えください。

〇ご旅行当日受付にて居住証明が必要となります。参加者全員の北海道居住を示す証明書が必要となりますので、運転免許証、健康保険証、パスポート、その他住民であること

が確認できる書類などを当日ご用意ください。確認できない場合はご参加をお断りする場合がございます。また、必要に応じて取消料等を請求する場合がございます。

※保護者同伴の１５才以下（中学生まで）は、証明書不要です。

〇お客さま都合による取消の場合は「どうみん割」割引後の旅行代金を基準として規定の取消料を申し受けます。

日 程 　　　　 　　 　　行　　程

★１号車のお客様
富良野駅 → 貸切バス → 富良野ワイナリー見学 → 貸切

バス → フラノマルシェ散策 → 徒歩 → 富良野駅

団体臨時列車
旭川駅

集合場所：旭川駅「西改札口前」
添乗員は同行しませんが、受付･のりばへ

のご案内は現地係員がご案内します。
また、列車内についても現地係員が乗車し、
お帰りの旭川駅までお世話します。

美瑛駅

駅舎は美瑛軟石
を使って建築さ
れており、趣の
ある駅です。

美馬牛駅

2020年「青春18きっぷ」
夏版ポスターに、美馬牛駅が
選ばれました。富良野線の旅
の思い出に停車します。

上富良野駅

雄大な十勝岳連峰を
はじめ、ラベンダー
の町としても有名な
地域に長年親しまれ
ている駅です。

集合時間:9:40 10:30頃着 10:39頃発 10:48頃着 10:52頃発

11:02頃着

14:59頃着

11:10頃発 11:18頃着

富良野駅

昼食はお帰りの車内
で「ふらのグリル」特
製弁当をお召し上がり
いただきます。

※貸切バスは、２名分の座席を１名様でゆったりとお座りいただきます。

中富良野駅

まちは北海道の中央
にある富良野盆地に
位置し、駅は８月に
おかげさまで１２０
周年を迎えました。

11:22頃発

富良野駅

北海道の中心に位置する富良野市の玄関口で、大
雪十勝連峰、芦別・夕張山系に囲まれた盆地であ
り、自然環境に恵まれた田園地帯です。
８月におかげさまで開駅１２０周年を迎えました。

11:30頃着

富良野線全線開通
120周年記念企画

抽選会

※お帰りの車内で
おこないます！

旭川駅

旭川駅到着後、係員
が「西改札口」出口
までご案内します。

★観光・フリータイム★
※集合時間等は現地でお知らせします。

★２号車のお客様
富良野駅 → 徒歩 → フラノマルシェ散策 → 貸切バス →

富良野ワイナリー見学 → 貸切バス → 富良野駅

行程表マークの説明 :ＪＲ線 ：貸切バス ：徒歩

少し遅めのご昼食となります

10:00頃発

13:35頃発
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