
 
 
 

 
平成２１年７月２２日 

 
あありりががととうう 5500 年年。。ここれれかかららもも「「オオホホーーツツクク」」ををよよろろししくく！！  

懐懐かかししのの国国鉄鉄色色１１８８３３系系「「オオホホーーツツクク５５００周周年年号号」」でで行行くく  

  網網走走１１泊泊・・石石北北本本線線・・釧釧網網本本線線のの旅旅  
参参  加加  者者  募募  集集  開開  始始  ！！  

■出 発 日：2009 年９月１２日(土)(1泊 2日) 
■募集人員：150 名様（最少催行人員 80 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 2222,,880000～～2244,,880000 円円（（ここどどももはは 55,,000000 円円引引きき）） 

 

 

 

 
 

 

 
 

①①  旭川から網走・知床斜里まで乗乗換換ななししのの専専用用列列車車  
鉄道ファンにも嬉しい企画！専専用用列列車車「「オオホホーーツツクク５５００周周年年号号」」をを  
懐かしい旧･国鉄色気動車で運転！ 
今は懐かしい旧･国鉄色の 183 系気動車４両で運転！ 

なお、旭川→網走間は「オホーツク 50 周年号」ヘッドマーク 

網走→知床斜里→旭川間は「旧オホーツク」ヘッドマークで走行の予定です。 

② 釧網本線にも入線！知床斜里駅や人気の北浜駅にも停車！ 
   ２日目は網走から知床斜里まで往復！ 

オホーツク海に一番近く、旅情溢れる人気の駅「北浜駅」にも約１５分間停車します！ 
③ 宿泊は網走駅前か市街をチョイス出来ます！ 

駅付近や市街に泊って遊ぶも良し、お好きなお泊り方でどうぞ！ 
④ 参加者限定「硬券タイプ記念乗車証」付き！（Ｄ型硬券を予定しています） 

ご参加のお客様全員になつかしい硬券タイプの記念乗車証をご用意！何が出るかはお楽しみです。 

⑤ 旭川・網走で歓迎弁当をご用意！ 
旅を演出する陰の立役者「弁当」…旭川・網走で歓迎のツアー専用弁当をご賞味下さい。 

⑥ 旭川運転所フェア開催（9/12 予定）に併せて、最寄り駅の新旭川駅にも停車！ 
旭川運転所フェア（予定）ご来場の方にも対応！新旭川駅から乗車もＯＫ！（詳しくはパンフレットをご覧下さい） 

⑦ 参加者限定！追加オプションで名前入りエンブレム形記念乗車証も！ 
当日実際に使用されるエンブレムのレプリカにあなたの名前を入れた記念乗車証はいかがですか？ 

（要予約・参加者のみ。詳しくはパンフレットをご覧下さい） 

★JR 旭川支社ホームページ★ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｒａｓａｈｉ．ｃｏ．ｊｐ/ 

■列車運行予定時刻(変更の場合あり)■ 

9/12 旭川 11:31 頃発→新旭川 11:37 頃発→上川→遠軽→北見→網走 17:37 頃着 

9/13 網走 8:20 頃発→知床斜里 9:10 頃着/10:22 頃発→北浜(約 15 分停車)→北見→遠軽→上川→旭川 16:54 頃着 
 

★当ご旅行のお問合せ・お申し込みは下記へどうぞ！★ 

ＪＪＲＲ北北海海道道  旅旅行行セセンンタターー旭旭川川支支店店  00116666--2222--88118800 

石北本線全線開通 77 周年＆「オホーツク号」登場 50 周年！ 

 

特急オホーツクが行きかう石北本線。新旭川～網走間の 234.0km が全線開通して今年で７７周年を迎えます。 

また列車の愛称で親しまれている「オホーツク」が登場してから５０周年を迎えます。 

今回はツアー専用で、しかも国鉄塗装の専用列車「オホーツク５０周年号」を運行し、旭川から浪漫溢れるオホーツク海へご案内いたします。

石北線全通７７周年＆「オホーツク」登場５０周年記念企画 

当当ツツアアーーののポポイインントト  

列車イメージ

http://www.jrasahi.co.jp


●9/12(土)：旭川11:31頃発→新旭川11:37頃発→《オホーツク50周年号》→上川12:25頃着/12:50頃発→
遠軽14:12頃着/14:37頃発→北見16:09頃着/16:35頃発→網走17:37頃着…ホテル（泊）

◆宿泊先：①網走駅前 ホテルしんばし（朝食:セットメニュー/大浴場有）
②網走駅前 網走ロイヤルホテル（朝食:バイキング/大浴場有）
③網走市街 網走セントラルホテル（朝食:セットメニュー）

○食 事：朝:なし／昼:特製駅弁(旭川積込)／夕:なし

●9/13(日)：ホテル…網走8:20頃発→《旧:オホーツク号》→知床斜里9:10頃着/10:22頃発→
北浜11:16着/11:31頃発→網走11:44頃着/11:48頃発→美幌12:14頃着/12:24頃発→
北見12:50頃発→遠軽14:09頃着/14:13頃発→上川15:40頃発→旭川16:54頃着

○食 事：朝:ホテル(バイキング又はセットメニュー)／昼:駅弁(網走積込)／夕なし

■凡例／→：当ツアー専用列車／…徒歩または各自行行 程程

１泊２日/添乗員同行

特急オホーツク号が通る石北本線。新旭川～網走間234kmが
全線開通して今年で77周年を迎えます。

また列車愛称「オホーツク」が皆様に親しまれ、登場して50
周年を迎えることとなりました。

今回は記念列車「オホーツク50周年号」を運行！

懐かしい紅とクリーム色の国鉄カラー特急に揺られて、オホー
ツクの街へ出かけてみませんか？

石北線全通77周年・オホーツク号50周年企画・鉄道大好きの旅

②１日目は

「50周年号」
２日目は

「旧オホーツク」
ヘッドマーク！

（予定）

⑤今回は特別に

釧網本線に入線！
オホーツク海に

一番近い駅
「北浜駅」に停車！

⑧本物仕様の

エンブレム形
記念乗車証も
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★

オプションであなたの名前が入った
エンブレムタイプ記念乗車証も

ございます。（+5,000円）
８月28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21年９月12日(土)
募集人員：150名様(最少催行人員80名様)
旅行代金：旭川発着網走泊 大人お一人様

22,800円～24,800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･弁当代･記念品代･諸税

③石北本線の両端で

地元ならではの
歓迎弁当をご用意！

（旭川･網走）

⑥行程中、

オレンジカードや
記念券等の
臨時発売！

(予定)

⑨宿泊は

網走駅前及び
市街のホテルを

チョイス！
大浴場付も！

①専用列車に

懐かしい紅色と
クリーム色の
国鉄色183系

気動車で運行！

④9/12開催

「旭川運転所フェア」
から参加も可能！
新旭川駅に停車！
※下記お知らせ参照

⑦参加者限定！

当ツアー限定
硬券タイプの

記念乗車証付！
（４種予定）

懐かしの国鉄色懐かしの国鉄色183183系系

「オホーツク「オホーツク5050周年号」周年号」で行くで行く
網走１泊･石北本線･釧網本線網走１泊･石北本線･釧網本線の旅の旅

ありがとうありがとう5050年！これからも「オホーツク号」をよろしく年！これからも「オホーツク号」をよろしく！！

★9月12日は旭川運転所においでよ！旭川運転所フェアも開催予定！（10:00-14:00）
★催事予定★ミニノースレインボー号運転／軌道自転車体験試乗／車両展示／ミニ縁日／野菜直販 等
※お問合せ先→JR旭川運転所0166-47-7834

★旭川運転所から新旭川駅(11:37頃発)までの交通（タクシー又はバス）

◎バス⇒永山２条８丁目バス停(旭川運転所から徒歩約３分：家電量販店100満ボルトさん前)から

道北バス：67/68/70/71/630/667/669番で約10分「大雪通２丁目」で下車。徒歩約10分。

運賃大人230円。

※お問合せ先→道北バス総合案内0166-23-4161（※ご利用の際は事前に必ずご確認下さい）

※バスが遅れる等して、当ツアーに参加出来なくても旅行代金の払戻等には一切応じられませんので、

予めご了承下さい。（時間に余裕を持ってご参加下さい）

お知らせお知らせ



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は一律一律55,000,000円引き円引き

ご案内ご案内とお願いとお願い
①専用臨時列車「オホーツク50周年号」を運転いたします。
②予定編成はJNR国鉄色キハ183系特急気動車４両で運転します。

※ヘッドマークについて、１日目旭川→網走では「オホーツク50周年号」、２日目網走→知床斜里→旭川では
「旧:オホーツク（流氷デザイン）」の予定です。

③当ツアーにご参加のお客様限定で「硬券タイプの記念乗車証/４種」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当ツアーは往路新旭川に停車しますが、同日に行なわれる旭川運転所フェアにご参加のお客様の乗車を保証をする

ものではありません。移動には余裕を持ってご乗車をお願いいたします。また万が一乗遅れとなっても旅行代金の
払戻には応じられませんので、ご注意下さい。

⑥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。
⑦オプションのエンブレム形記念乗車証は製作工程の都合により8/28までにお申し込み下さい。

なお、当日ご参加の方のお名前で製作いたします。またツアー不参加の方でオプション希望は受付けません。
⑧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。
⑨列車･宿泊施設内等と外気では温度差が生じますので、体調･準備は万全にしてご参加下さい。
⑩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。
⑪当ご案内の日程及び旅行代金は2009年7月1日現在を基準としています。
⑫行程以外の交通(出発地まで、又は解散地からの交通)、旅行前後の宿泊手配は、下記の箇所及び、他のＪＲ北海道

の各駅･旅行センター(ツインクルプラザ)･ＪＲ北海道プラザ(東京･大阪･仙台)でもお取扱しています。

■販売店各位■
☆旅行･オプション予約コード☆ 上記の通り

★会員券発券方法★ Ｂ-13009015-00 ※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

ＪＲ旅行センター旭川支店
0166-22-8180

総合旅行業務取扱管理者
大 谷 佳 伸

ＪＲ北海道 旭川駅
0166-25-6736

国内旅行業務取扱管理者
茶 畑 繁 美

〒070-0030旭川市宮下通８丁目

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 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、 2009年7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2007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。

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 ◎国内旅行傷害保険の加入のおすすめ

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。

お申込のご案内

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

日からてさかの
ぼって

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北海道営業推進本部／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

旭
川
発
着
と
同
額

新旭川発

旭川着
上川発着旭川発着

B-13009015-0622,80023,300TWN(２名１室)

24,300

23,800

24,800

22,800

23,800

旅行代金

B-13009015-0523,800SGL(１名１室)網走セントラルホテル

《網走駅･車で５分》

(セットメニュー)

B-13009015-0423,300TWN(２名１室)

B-13009015-0324,300SGL(１名１室)網走ロイヤルホテル

《網走駅･徒歩５分》

(バイキング・大浴場有)

B-13009015-0222,300TWN(２名１室)

B-13009015-0123,300SGL(１名１室)ホテルしんばし

《網走駅前･大浴場有》

(セットメニュー･大浴場有)

予約コード部屋タイプ
★ホテル名★

（朝食/大浴場の有無）

約243mm

×約170mm

鉄製

サイズ･材質

ご希望の方１名につき１枚製作します。
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）

B-13009015-07+5,000円
（大人･こども同額）

参加者名入り

エンブレム形記念乗車証

※8/28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■

RA2107-02

オプションの参加者限定・
エンブレム形記念乗車証の

イメージです。
お申し込みの方の

お名前が銘記されます。
※参加者限定です。


