2020年4月4日㈯・5日㈰出発

2020年2月17日㈪14：00発売開始

募集人数：各日76名
（最少催行人員各日60名）

添乗員 札幌駅 日帰り 1名様より
同 行 発 着 旅 行 申込OK！
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（一部特典はツアー終了後にお渡しいたします）

詳しくは裏面をご覧ください

札沼線4町号に乗る

当別町･月形町･浦臼町･新十津川町
［日帰り］
旅行代金 大人お1人様
札幌駅発着

14,600j

（こども12,300円）

行

程

使用予定

道内で唯一!

車両

スタフ交換は
ここだけ

北海道の恵みシリーズ

山紫水明シリーズ

「流氷の恵み号」

「山明号」

下徳富駅

於札内駅

南下徳富駅

浦臼駅

鶴沼駅

札的駅

晩生内駅

豊ヶ岡駅

札比内駅

石狩月形駅

月ヶ岡駅

知来乙駅

中小屋駅

石狩金沢駅

本中小屋駅

石狩当別駅

北海道医療大学駅

石狩太美駅

札沼線石狩川橋梁︵橋︶

拓北駅

篠路駅

太平駅

新川駅

新琴似駅

八軒駅

桑園駅

札幌駅

百合が原駅

集合場所

JR札幌駅
「鐘の広場」

あいの里公園駅

7：30

あいの里教育大駅

集合時間

︵旧︶釜谷臼駅︵周辺︶

●：停車駅
（ドアの開閉を行います）

への旅

新十津川駅

8：21発

11：52着

注目の秘境駅

ゆっくり走行します。車窓をお楽しみください。

19分間
停車

札沼線４町号の車内では
各町民や職員が観光ＰＲ・特産品の配布・販売を実施
貴重な昭和２０年代から現在までの札沼線の写真を展示

イメージ

札幌駅

（駅舎内を
見学いただ
けます）

新十津川駅

14：39着

ゆっくり走行します。車窓をお楽しみください。

?

12：11発

お弁当

札沼線４町号オリジナル掛け紙付
お弁当（お茶付）を車内でお配りします。
※新十津川駅発後にお配りいたします。
（予定）

※各町内の観光はございません。途中駅からの乗降はできません。当日の運行状況により、停車時間、減速運転が変更になる場合があります。

車内では、特産品の配布や車内販売をお楽しみいただけます
当別町の特産品

当別町産のななつぼし米を使用した砂糖不
使用、
ノンアルコールの甘酒（180ml）
をお1
人様１本ずつお配りいたします。
■車内では、当別町の特産品や姉妹都市が
あるスウェーデンのお菓子などを販売いた
します。

月形町の特産品

浦臼町の特産品
町内で販売されてい
る札沼線とコラボし
た限定の札沼線ワイ
ン（720ml）をお1人
様1本ずつお配りい
たします。
4月4日は白ワイン、
4月5日は赤ワインを
ご提供いたします。

月形町の人気のパン屋「ベーカリー萌木」
さ
んの大人気商品「アップルパイ」
をお1人様1
つずつお配りいたします。町内外から愛さ
れる地元の味をご賞味ください。

新十津川町の特産品

金滴酒造で作られたオリジナル金滴甘酒丹
切飴をお1人様１袋ずつお配りいたします。
■車内では、終着駅饅頭、キハラーメン、キ
ハ缶を販売いたします。

各種イベント、使用車両、配布物等は変更になる場合がございます。

お申込み・お問い合わせはツインクルデスク
（0570-07-5489）
まで

※ツインクルプラザ
（旅行センター）
ではお申込みになれません。

ツアー参加者特典
ツ
アー参加者特典

1 札沼線４町号乗車記念証

■出 発 日／2020年4月4日㈯・5日㈰
■募集人数／各日76名
（最少催行人員60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
（お弁当）
■集合場所／ＪＲ札幌駅北口
「鐘の広場」
■集合時間／7：30

添乗員同行

?

2 ツアーオリジナルタンブラー
4月4日と5日ではデザインが異なります。
3 ツアーオリジナルネックストラップ

コースコード Ｂ15019010-01
（予約用） -91
（発券用） T5

14,600円

ＪＲ札幌駅発着

旅行代金
（大人1名様）

4 札沼線４町号オリジナルサボデザインシール

大人の休日倶楽部会員は

500円引き

駅舎や
（表面参照）
5 札沼線の一部駅に臨時停車ホームを見学

6 札沼線４町号オリジナル弁当（オリジナル掛け紙付）
※上記特典は実際にツアーにご参加されたお客様に限りお渡しいたします。一部特典はツ
アー終了後にお渡しいたします。途中離団の場合受け取れない場合がございます。キャ
ンセルまたは予約のみでツアーに参加されていないお客様にはお渡しできません。

当別町は都会の機能が身近にありながら、き
れいな空気、高い空、新鮮・安全・安心で美味し
い農産物、田園風景に囲まれた「田舎暮らし」
ご当地キャラクター
が満喫できるまちです。
「とべのすけ」
また、2017年９月に開業した『北欧の風 道の
駅とうべつ 』は来場者数200万人を超え当別町の特産品・加工品をはじ
め、姉妹都市（スウェーデンレクサンド市、宮城県大崎市、愛媛県宇和島
市）の商品も多数取り揃えています。今回ご乗車いただき車内販売にて
お買い上げ頂いたお客様には次回道の駅でご利用いただける素敵な特
典をプレゼント！ぜひご利用ください。

月形町から皆さまへ

月形町は、明治１４年に設置された重罪人の収監
施設
「樺戸集治監」
とともに拓かれ発展してきま
した。現在の基幹産業は農業でお米やトマト、ス
イカ、メロンなどの栽培が盛んに行われていま ご当地キャラクター
「ベルデくん」
す。お勧めは月形町のトマトで作った｢月形まん
まるトマト｣です。契約農家さんが栽培した完熟トマト｢桃太郎｣｡採れたての
トマトを直接加工場に運び、素早く搾って容器に閉じ込めています。完熟トマ
トの美味しさをそのまま味わっていただくため、塩、添加物、合成着色料など
は一切使っていません。
ツアー当日は
「石狩月形駅」
の駅前で販売しております。ぜひお買い求めください。

（同行者もOK!）

※大人・こども同額 ※大人の休日倶楽部旅行商品割引との併用はできません

●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。

※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。

浦臼町から皆さまへ
浦臼町のおみやげは…

なっななんとー

札沼線
ワイン１本

ぜひお楽しみください

ん〜 臼子よ〜♥
私の大好きなワインを用意して︑
浦臼駅で待ってるわよ♪

当別町から皆さまへ

（こども12,300円）

ご当地キャラクター

「臼子ねぇさん」

新十津川町から皆さまへ

肥沃な土地と清流に恵まれ、農業が基幹産業
であり、お米、ミニトマト、アスパラを始め多彩
な農作物を生産しています。また、町内で生産
されている酒米の作付面積は全道一を誇り、 ご当地キャラクター
「とつかわ こめぞー」
道産酒の生産及び品質向上を支えています。
酒米を活用した特産品として、酒米粉を使った煎餅「キハ缶」があります
が、札沼線を走行しているキハ40型をイメージした缶としており、食べ
てもおいしく、インテリアとしてまた小物入れとしても利用できるかわい
い逸品です。
様々な催しもご用意しております。是非一度、新十津川町にお越しください!

お客様へのご案内
※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（列車の座席・食事
なし）
です。
※年齢は出発日基準となります。
※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、
お申し込み受付を終了する場合があ
りますので、
お早めのお申し込みをおすすめいたします。
※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。
■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
とご協力をお願い申し上げます。

お申込みのご案内

という）
が旅行を企画して実施するものであ
●この旅行は、北海道旅客鉄道株式会社（以下「当社」
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 150,000円以上
6,000円

12,000円

20,000円

30,000円

旅行代金の20％

●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。

取 消 日
旅行開始日の 1. 11日目にあたる日までの解除
前日から
2. 10〜8日目にあたる日までの解除
起算して
さかのぼって 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

●列車はボックスシート
（2席が向かい合わせの座席）のため、
「相席」でご用意を
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ください。
●ご乗車いただく車両はお選びになれません。
※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。

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）

お申込金

■旅行代金に含まれるもの
●各コースの行程に明記された、JR利用代金（旅行商品用割引代金適用）、食事代金、添乗員同行費
用、
各種特典等、消費税等諸税（追加飲食等には、別途諸税がかかります）。
■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。
■JR
（列車）座席について
●お席はできる限りグループごとに公平になる様努力致しますが、
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。

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、2020年2月1日を基準としています。
また旅行代金
は2020年2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。

個人情報の取扱いについて
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。

料

旅行代金の30%

※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。

（一部コースを除く）
（注）

「JR北海道 ツインクルデスク」
ツインクルデスクの予約専用ダイヤル ※電話番号はお間違いのないようにおねがいします。

0570 07 5489
ご

よ

や

く

営業時間【全日】9:30〜19:00
（年末年始休業）

国際電話・050IP電話の場合は

クーポン受取りは

旅行代金の20%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

ご予約はご出発の５日前まで承ります

011（219）5489

北海道旅客鉄道株式会社 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

取 消 料
無

電話申込

旅行企画
・
実施

宅配等で受取り（送料無料）

※お支払いはクレジットカードまたは銀行振込、
コンビニ決済となります。
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

2020.2.5
（W）

