
平成22年9月8日

旭川鉄道高架開業記念イベントの開催等について

本年10月10日に旭川鉄道高架が開業いたします。開業に向けた記念イベント等につきましては、「旭川鉄道高
架開業記念行事実行委員会」（北彩都あさひかわ開発促進期成会・北海道・旭川市・ＪＲ北海道＝以下、実行委員
会という。）を設置し調整を進めてまいりましたが、概要が決まりましたのでお知らせします。

１.開業記念イベントの開催内容

(1)旭川鉄道高架開業記念「旭川駅舎内覧会」

・主 催 実行委員会
・日 時 平成22年10月2日(土) 9時00分～16時30分
・募 集 500名（9月8日から9月24日まで、旭川市駅周辺開発課で郵送受付）
※10月1日：報道機関向け内覧会を実施します。（詳細は、改めてお知らせします。）

(2)旭川鉄道高架開業記念 北彩都あさひかわシンポジウム「駅からのまちづくり」

・主 催 実行委員会
・日 時 平成22年10月9日(土) 14時00分～16時30分
・場 所 旭川ターミナルホテル 6階 慶雲
・定 員 300名（9月21日から、旭川市駅周辺開発課（℡.0166-25-6212）で受付）
・内 容 ■基調講演「駅からのまちづくり」 建築家 内藤 廣（東京大学副学長）

■パネルディスカッション「新たな都心のあり方」
コーディネーター 大矢二郎（東海大学教授）
パネラー 篠原 修（政策研究大学院大学教授）

辻井達一（北海道環境財団理事長）
加藤 源（日本都市総合研究所顧問）

(3)旭川鉄道高架開業記念式典等（10月10日(日)）：出席者は予定です

①モザイクアート除幕式（9時00分～9時30分）

・主 催 はしっくす（旭川市内の学生自主組織）
・出席者 旭川市、ＪＲ北海道、はしっくす
・場 所 旭川駅東コンコース南面

②出発式（9時45分～10時05分）

・主 催 実行委員会
・出席者 北海道運輸局、北海道、旭川市、北彩都あさひかわ開発促進期成会、ＪＲ北海道
・場 所 旭川駅３番・４番ホーム

③旭川鉄道高架開業記念式典（10時30分～11時00分）

・主 催 実行委員会
・出席者 国会議員、北海道議会議員、旭川市議会議員、国土交通省、北海道、旭川市、

旭川高架推進懇談会、北彩都あさひかわ開発促進期成会、設計会社、施工会社、
ＪＲ北海道グループ各社、ＪＲ北海道、他

・場 所 旭川駅東コンコース
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④旭川駅に名前を刻むプロジェクト除幕式（11時10分～11時25分）

・主 催 旭川駅に名前を刻むプロジェクト実行委員会
・出席者 応募者代表、北海道、旭川市、ＪＲ北海道、旭川駅に名前を刻むプロジェクト実行委員会、他
・場 所 旭川駅西ラチ内コンコース

⑤旭川鉄道高架開業記念祝賀会（12時00分～13時00分）

・主 催 実行委員会
・出席者 出発式、開業式典の参加者、他
・場 所 旭川ターミナルホテル ６階 慶雲

２.展示イベントの開催内容（旭川駅東コンコース・南連絡通路）

(1)第１７回「鉄道の日」児童絵画展

・主 催 ＪＲ北海道
・期 間 平成22年10月10日～17日
・内 容 鉄道に関する児童絵画を展示

(2)旭川駅模型・パネル展

・主 催 ＪＲ北海道 （協力：東海大学、旭川工業高校、内藤廣建築設計事務所）
・期 間 平成22年10月10日～平成23年春
・内 容 新駅舎及び北彩都あさひかわ事業の紹介

(3)旭山動物園ハイビジョン・３Ｄ映像展

・主 催 旭川市、ＪＲ北海道 （協力：ソニー、NPO法人旭山動物園くらぶ、他）
・期 間 平成22年10月10日～17日
・内 容 旭山動物園を映像で紹介

(4)「みんなのえがお」モザイクアート展

・主 催 はしっくす
・期 間 平成22年10月10日～平成23年春
・内 容 学生制作アートの展示

(5)生け花展

・主 催 旭川文化連盟華道協会
・期 間 平成22年10月10日～12日（生け花実演：10月10日、14時00分～14時30分）
・内 容 華道8流派による生け花の展示及び実演
・位 置 展示は待合室など、実演は東コンコース

３.開業記念商品等

①旭川発最終列車＆初列車記念乗車づくしの旅

・出 発 日 平成22年10月9日（土）
・募集人員 40名

②旭山動物園号で行くこども列車ツアー

・出 発 日 平成22年10月10日（日）、11日（月）
・募集人員 各日200名

－2－



③みんなで超得♪レンタカーオプション券

・ご利用期間 平成22年9月4日（土）～11月30日（火）
・発 売 期 間 平成22年9月1日（水）～11月27日（土）
・お ね だ ん 24時間 2,000円

・ご利用条件 2人以上のグループが、対象のお得なきっぷを利用して、同一行程でご旅行されること
駅レンタカーのご利用は、１グループ１台に限ります。
利用開始の３日前までにお近くの駅・旅行センターでお申し込みください。
（電話・インターネットでは承りません）

・対象きっぷ 旭川駅を着駅とする以下のきっぷ
自由席往復割引きっぷ（Sきっぷ）・指定席往復割引きっぷ（Rきっぷ）・Sきっぷフォー

※Sクラス、AT車限定です。車名の指定はできません。
※ご利用時間２４時間。但し、貸出及び返却は、旭川営業所の営業時間に限ります。
※旭川営業所以外への乗り捨てはできません。

④層雲峡温泉・白金温泉２連泊スペシャルパック

・出 発 日 平成22年10月1日（金）～平成22年11月30日（火）
・おねだん 例えば層雲閣グランドホテル（10月11日出発 3名1室の場合）

16,500円（札幌発着／大人お一人様2泊2夕・2朝食付）
往復JR（札幌～旭川間は限定列車）＋ホテル2泊（1泊につき夕・朝食付）

⑤旭川鉄道高架・駅舎（一次）開業記念／旭川市開村１２０周年記念
あき いろ

「お座敷列車で行く 秋 彩 の白金温泉」
・出 発 日 平成22年10月10日（日）
・募集人員 60名（最少催行人員 45名）
・旅行代金 札幌駅発着 おとなお一人様 2名1室 18,700円（こども 13,700円）

※ホテルのお部屋は2名1室となります
※このほか、厚別、森林公園、大麻、野幌、江別からもご参加いただけます
（野幌駅、江別駅発着は旅行代金が18,300円となります）
※旅行代金に含まれるもの JR代金、宿泊代金（1泊）、食事代金（1日目昼食・夕食、2日目朝
食）、貸切バス代金、入場観光施設料金、消費税等諸税（追加飲食には別途料金がかかります）

・ご宿泊ﾎﾃﾙ 白金温泉 白金四季の森 ホテルパークヒルズ
・お問合せ・お申し込みは、江別駅、野幌駅、大麻駅、森林公園駅、厚別駅、桑園駅、石狩当別駅へ

⑥記念商品販売：10月10日（日）～

・記念オレンジカード：3種類（各1,000円）
・記念入場券：5種類（各160円）
・記念入場券付きポストカード（160円）

⑦記念品の配付：10月10日（日）
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●10/９(土)：旭川16:30発→(普通列車(自))→美瑛17:03着/17:20発→
《富良野･美瑛ノロッコ６号(自)/現地上駅舎 後のノロッコ号》→旭川17:45着…(フリータイム)…
旭川20:46発または21:00発→《普通列車またはオホーツク８号(自)／現地上駅舎発 後の列車》→
深川着⇒ホテル22:20頃着…ホテル屋上から旭川駅見学(約30分)…(泊)

◆宿泊先：「旭川ターミナルホテル」〔コード→SGL：B13010019-01／TWN：B13010019-02〕
○食 事：朝:なし／昼:なし／夕:なし

●10/10(日)：ホテル…旭川5:20発→《スーパーカムイ２号(自)／新高架駅舎 初の列車》→深川5:37着⇒
ホテル(朝食)…旭川10:03→《富良野･美瑛ノロッコ１号(自)/新高架駅舎 初のノロッコ号》→

美瑛10:32着/10:39発→(普通列車(自))→旭川11:11着/11:22頃発→【開業記念特別企画列車】→
(近文)→(旭川/乗降不可)→美瑛→旭川13:08頃着【解散】

○食 事：朝:ホテル(バイキング)／昼:なし／夕なし

※当日の列車の運行状況や旭川新駅舎切替工事の進捗状況により行程が変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。

■凡例／→:ＪＲ／(自):自由席／⇒:専用バス／…:徒歩または各自
行行 程程

１泊２日/添乗員同行20102010年年1010月月1010日・旭川駅新駅舎誕生日・旭川駅新駅舎誕生！！

平成22年10月10日･旭川駅に４代目の新駅舎が誕生します！

「川のある駅」をコンセプトに新しく高架に切り替わり、新しい
旭川の顔として生まれ変わります！

そこで、現･地上駅 後の日に翌日から発着場所が変わるノ
ロッコ号や現駅舎発 終列車、新駅舎発初列車・臨時イベント列
車に揺られつつ、旭川駅の懐かしさと将来を浮かべながら列車の
旅に出かけてみませんか？

旭川鉄道高架･駅舎(一次)開業記念企画・鉄道大好きの旅

②この日で最後の「ホームから郵便物が
発送出来る窓口」がある

旭川駅内郵便局から手紙を出そう！
当ツアー用限定葉書付！

④旭川駅新駅舎

開業記念
特別企画列車に

乗車！
（旭山動物園号車両使用予定）

★当ツアーのポイント★★当ツアーのポイント★

出 発 日：平成22年10月９日(土)
募集人員：40名様(最少催行人員20名様)

旅行代金：旭川発着 大人お一人様

21,800円(こども3,000円引)

食事：朝１・昼なし・夕なし
旅行代金に含まれるもの：
ＪＲ代･バス代･宿泊代･食事代･記念品代･諸税

⑤当ツアー限定！

最終列車･一番列車
乗車証、

旭川駅来駅証を
進呈！

①旭川駅現駅舎

最後の列車・
新駅舎初の列車

に乗車！

③現駅舎での

最後のノロッコ・
新駅舎で初の

ノロッコ号に乗車！

B13010019-00

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
清 水 貴 志

ＪＲ北海道 旭川駅
0166-25-6736

国内旅行業務取扱管理者
石 橋 大 明

〒070-0030旭川市宮下通８丁目

提販Ⅴ種

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、 2010年9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2010年9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

RA2209-02

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

旭川駅完成イメージ図



　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、2010年9月1日を基準としています。また旅

　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 　行代金は2010年9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。

　　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。

ＪＲ旭川支社サイトＵＲＬ：http://www.jrasahi.co.jp/ 　　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

旅行代金の５０％

旅行代金の３０％

旅行代金の２０％

　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。

お問い合わせ・お申込みは

旅行代金の４０％

１０万円以上

代金の２０％

取消料

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）

無料 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／旭川市宮下通り６丁目

近文

美瑛

旭川

行程イメージ

①

②
③

④

■旅行代金に含まれるもの：JR代金、菓子代、記念品代、諸税
　※添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内します。
　※未就学児童は無料ですが、座席が必要の際は子供料金が必要です。
　※座席は相席になる場合がございますので、予めご了承下さい。
　※食事は含まれておりませんので、事前にご用意下さい。

旅行行程（日帰り）

旭川鉄道高架・駅舎（一次）開業記念・旭川開村１２０周年記念企画

旭川鉄道高架･駅

募集人員

ご旅行代金 大人お一人様／（　　　）内はこども代金

出発日

◎旅行ポイント◎

①列車がまるごと動物園！かわいい動物の絵がいっぱいの旭山動物園号車両で運転します。
②鉄道少年団が一日駅長･車掌になった「こども列車」に乗って、旭川鉄道高架から新しい街･北彩都あさひかわ、
　美瑛までの田園風景を車窓から眺めてみませんか？
③旭川鉄道高架開業記念紅白饅頭付！

※（　　　）の駅は下車できません。
※当日は11:00までに旭川駅旧改札口で受付をお済ませ下さい。

旭
　
川

（

近
文
）

（

旭
川
）

美
　
瑛

旭
　
川

11:22頃 12:17頃 12:40頃 13:08頃

旭山動物園号

美瑛方面

近文方面

旭山動物園号

※○の番号は行程順序です。

僕たちがご案内します！

日帰り旅行
Ｂ13010010-10

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
清　水　貴　志

ＪＲ北海道 旭川駅
0166-25-6736

国内旅行業務取扱管理者
石　橋　大　明

〒070-0030旭川市宮下通８丁目

ＲＡ２２０９－０３


















