
日　次 行　程 ※行程及び時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。 食事

ツアー特典!ツツツアアアアアアーーーー特特特特特特典典典典!!!
32,000円(27,500円)
19,500円(15,500円)

パンフレット番号 RE0311-018

●ツアー内容の企画については、北海道新幹線建設促進期成会の参画を、見学・お出迎え等の実施については、上記共同企画・協力の皆様の支援・協力をいただいています。

1名様より
申込OK！

2022年1月15日■土出
発

2022年1月16日■日出
発

1名様より
申込OK！

2022年 月 日■■■出
発

2022年年 月月 日■■■出
発発発発発

最少催行人員：各コース20名
添乗員
同　行

南千歳駅
発着

札幌駅
発着

宿泊
旅行

日帰り
旅行 JR バス

＋

日帰りコース
宿　泊コース

特急北斗4号

1/15
●土1宿

泊
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ー
ス

日
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り
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ー
ス

■行程表

■旅行代金／札幌駅発着、おとなお一人様　（　）内はこども代金
宿　泊
コース
2名1室利用

日帰り
コース

（見学／約60分）

（お買い物／約20分） 17：００頃着

7：23発

指 定

6：52発

指 定 普通車指定席バス北海道新幹線JR線

8：00頃発

10：38着 12：00頃発

北海道新幹線はやぶさ34号

15：00着

←木古内駅新幹線観光駅長
　キーコ

北海道新幹線つなげる応援大使→
どこでもユキちゃん　

14：48発

指 定

15：30着 16：04着12：00頃着 12：34発 

（お買い物／約20分）

（見学／約180分）

（見学／約180分）

特急北斗17号

20：03着

指 定

特急北斗11号 指 定

20：35着16：40頃着 16：56発 

〈車両所でのご案内〉●諸事情により車両および作業の見学ができなくなる場合や変更となる場合がございます。●事故防止のため、機械等による巻き込み、挟まれやすい服装はご遠慮ください。●線路に近接した箇所となりますので、
傘のご利用はお控えいただき、雨合羽等のご利用をお願いいたします。●構内や駅、列車付近の撮影時は現地係員の指示に従って下さい。また移動中の車両には絶対近づかないでください。●列車のスケジュールの変更等で撮影でき
ない場合がございます。

1/16
●日2

1/16
●日1

冬休みの
絵日記や
課題に
冬休みの
絵日記や
課題に

新幹線の安全を守る裏側を見学

新幹線の安全を守る裏側を見学

親子で学べる
社会科見学
親子で学べる
社会科見学

大人も学べ
る

車両所見学
大人も学べ

る

車両所見学

徒歩

特急北斗6号

9：06発

指 定

8：32発 12：07着 12：20頃発

●ツアーオリジナルストラップと入構証付　
●小学生のお子様には新幹線グッズプレゼント
※各コース特典は実際にツアーにご参加された方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。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方にはお渡しできません。

旅行企画・実施：北海道旅客鉄道株式会社
共　同　企　画：北海道新幹線建設促進期成会
協　　　　　力：独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構（JRTT）、北海道、木古内町、北海道新幹線建設促進道南地方期成会、一般社団法人 北海道商工会議所連合会

北海道新幹線のトンネル工事を
見学

北海道新幹線のトンネル工事を
見学

※宿泊コースのみ

ポイントポイント
ポイントポイント

ポイントポイント

ポイントポイント

ポイントポイント

ポイントポイント

ポイントポイント

ポイントポイント

ポイントポイント

見て・知って・学ぼう!
北海道新幹線見学ツアー

札幌駅 函館駅南千歳駅 新函館北斗駅

木古内駅

札幌駅新函館北斗駅 南千歳駅

JRイン函館

朝

昼

夕

―

―

―

朝

昼

夕

ホテル

列車内
ツアーオリジナル
北海道新幹線弁当

―

北海道新幹線札幌延伸トンネル工事現場

道の駅なないろ・ななえ 札幌駅新函館北斗駅

新函館北斗駅

南千歳駅

道の駅みそぎの郷 きこない

お部屋はトレインビュールーム

函館新幹線総合車両所・函館新幹線工務所
北海道新幹線の基地! めったに見れないよ!

函館新幹線総合車両所・函館新幹線工務所
北海道新幹線の基地! めったに見れないよ!

"どこでもユキちゃんとキーコ"がお出迎え!!
"木古内町"からちょっぴりグッズプレゼント

札幌駅 南千歳駅
朝

昼

夕

―

列車内
ツアーオリジナル
北海道新幹線弁当

列車内
ツアーオリジナル
掛け紙付き弁当

夕食

特製新幹線弁当!

特製新幹線弁当!

昼食オリジナル掛け紙付き弁当!

到着後自由行動（昼食など各自）

北海道新幹線乗車体験

昼食

←

大使→
ゃん　

JRイン函館

JR北海道新幹線車両基地見学ツアー 表



旅行条件（要旨）
●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、インター
ネット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、2021年12月1日を基準としています。また旅行代金
は2021年12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、インター

ネット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。

○宿泊コース

※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。

○日帰りコース

（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
2021.12.6（W）

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

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%

1. 21日目にあたる日までの解除
2. 20～8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
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

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%

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
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

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、当社公式ホームページにて、詳しい旅行条件と個人情報の取扱いを、事前にご確認の上お申込みください。

※お支払いはクレジットカードまたは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。

※お支払いはクレジットカードのみとなります。
※年末年始の休業期間（12/31～1/3）の予約については1/4以降にご回答いたします。

電 話 申 込 ご予約は2022年1月4日まで承ります

インターネット申込 ご予約は2022年1月4日まで承ります

※電話番号はお間違いのないようにおねがいします。
ご よ や く

0570(07)5489
予約専用ダイヤル

スマホなら
簡単で便利
ご予約は
こちら➡

インターネットでは24時間受付中
WEBブラウザでの検索ワードは

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

宅配等で受取り（送料無料）クーポン受取りは

営業時間 9：30～17：30（12/31～1/3休業）

JR北海道団体旅行予約センターへ
お申し込み、お問い合わせは

検索JR北海道国内ツアー

新型コロナウイルス感染症に対する当社ツアーの主な取り組み新型コロナウイルス感染症に対する当社ツアーの主な取り組み

　　　　が進める北海道新幹線札幌延伸に向けた
トンネル工事現場を見学トンネル工事現場を見学
　　　　が進める北海道新幹線札幌延伸に向けた
トンネル工事現場を見学

■出発日／［宿　泊］2022年1月15日（土）
　　　　　［日帰り］2022年1月16日（日）
■最少催行人員／各コース20名
※お申込みは1名様より受付（こども1名、未就学児の参加は
不可）
■参加対象者／大人、こども（小学生以上）
■利用運送機関／行程表記載の新幹線、特急列車普通車指定席
■利用バス会社／函館帝産バスまたは
　　　　　　　　北の星観光バス、函館バス
■添乗員／同行します。　
■バスガイド／同行しません。
■食　事／［宿　泊］朝食1回・昼食1回（弁当）・夕食0回
　　　　　［日帰り］朝食0回・昼食1回（弁当）・夕食1回（弁当）
■集合場所／札 幌 駅：ＪＲ札幌駅東コンコース（東改札口側）
　　　　　　南千歳駅：ＪＲ南千歳駅（改札口前）
■集合時間／［宿　泊］札幌駅6：30　南千歳駅7：00
　　　　　　［日帰り］札幌駅8：00　南千歳駅8：35
■宿泊先／JRイン函館
●JR函館駅隣接　北海道函館市若松町12番14号　
　P：0138-22-2333
●朝食6：30～10：00（L.O.9：30）
　食堂「函館まるかつ水産」にて北海道らしいメニューをバイ
キング形式でお召し上がりいただけます。（変更となる場合
がございます。）
●部屋／シャワーブース・トイレ付洋室（1～4名）、全室禁煙、
全室トレインビュー
※3・4名1室はソファベッドまたはエキストラベッド利用となり
ます。
■旅行代金／大人お一人様 （  ）内はこども代金 
※小学生未満のお子様はお申し込みできません。

お客様へのご案内
※旅行代金はおとな12歳以上、こども代金は小学生
（6歳以上12歳以下）のお子様が対象となります。
年齢は出発日基準となります。

※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。

※催行人員に満たないときは、ご旅行が中止になる
場合もございます。中止の場合のみ弊社よりご連
絡をさせていただきます。

※幼児（添い寝含む）代金の設定はございません。
■観光地と旅程管理について
●観光地では、手すりのない階段、段差のある道路や
長時間の徒歩、足元の悪い場所などが含まれてい

る場合があります。お客様の身体の状態によって
は、身体に大きな負担がかかり、介助が必要となる
可能性があります。なお、添乗員やガイドは、参加
者全員の旅程を管理するために同行させていただ
きます。軽微なお手伝いは可能ですが、業務に支
障が生じる場合や、医学的・専門的知識が必要な
場合には対応いたしかねますので、予めご了承く
ださい。

■添乗員
●JR札幌駅より同行いたします。
■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および貸切バス
等の交通機関費用、観光施設入場料、函館新幹線
総合車両所・函館新幹線工務所見学代金、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。

●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。

●食事内容は変更となる場合があります。
●当商品は途中離団の設定はございません。
■ホテルについて
●お部屋のタイプをご指定できません。
●ホテルの都合によりサービスの内容が変更になる
場合があります。

●朝食時間、内容については変更となる場合がござ
います。

●その他設備等については有料となる場合もござい
ます。直接ホテルにご確認ください。

■JR（列車）・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予めご了承ください。

●原則として、大型バスを利用いたしますが、参加人
数および行程によりマイクロバスまたは、タクシー
等の利用となる場合もあります。

※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。

函館新幹線総合車両所とは、
新幹線車両の日常的な検査か
ら大規模な検査・修繕など、安
全・安心・快適に運行させるた
めの設備を有する北海道で唯
一の総合車両基地です。

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、国や自治体・各業界の対策ガイドラインに基づき、お客様の健康と安全を考慮し旅行の円滑な実施に向け、以下の取り組みに努めてまいります。

添乗員・係員は体調管理に努め、業務中
はマスクまたはフェイスシールド等を着
用します。

〈ツアーに参加されるお客様へお願い〉
●ツアー参加前に検温を実施ください。37.5度以上の発熱、咳が出る、喉が痛いな
どの症状がある場合は参加をご遠慮ください。●ツアー参加前にお渡しする健康
チェックシートにご記入の上、当日受付にて必ずご提出ください。●ツアー参加中は
マスクの着用、手洗い、咳エチケットにご協力いただき、大声での会話はお控えくだ
さい。●写真撮影は接触機会を減らすため各自にてお願いします。●ツアー参加中
はソーシャルディスタンス確保にご協力いただき、場合によっては入場制限等を設
ける場合もございます。●お食事中の会話はなるべくお控えください。

体調管理・マスクの着用
定期的に車内換気を実施しております。
また車内消毒を行っております。

車内の換気・消毒

南千歳駅 -1,000j

(27,500j)

(26,000j)

(25,000j)

(15,500j)

37,000j
32,000j
30,500j
29,500j
19,500j

1名1室
2名1室
3名1室
4名1室

■札幌駅発着との代金差額 （  ）内はこども代金

JR札幌駅発着

宿泊コース

日帰りコース

函館新幹線総合車両所函館新幹線総合車両所函館新幹線総合車両所

北海道新幹線の線路設備、トン
ネルや高架橋などの土木設備、
函館新幹線総合車両所内の車
両検修機器・駅の出改札機・エ
レベーター・エスカレーター・空
調機器などの機械設備や列車
火災検知装置などの青函トンネ
ル内の防災設備を保守管理し
ている列車の安全運行を支え
る重要な箇所です。

北海道新幹線（新函館北
斗・札幌間）は、２０３０年度
末の完成を目指し、建設
主体であるJRTT鉄道・運
輸機構により整備が進め
られています。将来、新幹
線が走るトンネルを見学
してみませんか?

(-500j)●写真はすべてイメージです

提供：JRTT鉄道・運輸機構

トンネル検査用保守用車確認車

JRTT
公式ＨＰで
整備状況を
紹介中!

　　　
宿泊コースのみ

迫力 
満点!
迫力 
満点! 必見!必見!

必見!必見! 必見!必見!

必見!必見!

車両基地に入出庫する
新幹線を間近で見学
車両基地に入出庫する
新幹線を間近で見学
車両基地に入出庫する
新幹線を間近で見学
車両基地に入出庫する
新幹線を間近で見学

新幹線の重要なパーツ
や台車を間近で見学
新幹線の重要なパーツ
や台車を間近で見学
新幹線の重要なパーツ
や台車を間近で見学
新幹線の重要なパーツ
や台車を間近で見学

新幹線設備の保守作業後
新幹線の初列車を運転する前に
安全確認をするための保守用車
「確認車」を見学

新幹線設備の保守作業後
新幹線の初列車を運転する前に
安全確認をするための保守用車
「確認車」を見学

新幹線設備の保守作業後
新幹線の初列車を運転する前に
安全確認をするための保守用車
「確認車」を見学

新幹線設備の保守作業後
新幹線の初列車を運転する前に
安全確認をするための保守用車
「確認車」を見学

トンネルの点検に使用する
「トンネル検査用保守用車」
を見学

トンネルの点検に使用する
「トンネル検査用保守用車」
を見学

トンネルの点検に使用する
「トンネル検査用保守用車」
を見学

トンネルの点検に使用する
「トンネル検査用保守用車」
を見学

延伸工事の
最前線
延伸工事の
最前線
延伸工事の
最前線
延伸工事の
最前線

函館新幹線工務所函館新幹線工務所函館新幹線工務所

JR北海道新幹線車両基地見学ツアー 裏


