
 
 

 
 

平成２３年１０月１７日 
ＪＲ北海道 旭川支社 

  

列列車車をを乗乗りり継継ぎぎ最最北北のの駅駅かからら最最南南のの駅駅へへ！！  

ククリリススママスス日日本本縦縦断断!!    
函函館館･･神神戸戸･･長長崎崎･･指指宿宿･･鹿鹿児児島島のの旅旅  
日本縦断挑戦者募集開始！ 
■ 出 発 日：201１年１２月２日(金)  

■ 募集人員：40 名様（最少催行人員 25 名様） 

■ 旅行代金： 稚内発新千歳空港着大人お一人様 153,000～169,000 円 

旭川発新千歳空港着大人お一人様 152,000～168,000 円 

※札幌･南千歳発や指宿･鹿児島にて途中解散のコースもございます。(詳しくは専用パンフレットをご覧下さい) 

 

 

 

 

 

 

 

① ＪＲ各社の列車を乗り継いで行く壮大な旅行へ！異国情緒溢れる長崎にも立ち寄ります！ 
ＪＲ最北端の駅･稚内から長崎に立寄り、JR 最南端の駅･西大山駅へ…！５泊６日の旅！ 

ＪＲ北海道・ＪＲ東日本・ＪＲ東海・ＪＲ西日本・ＪＲ九州の代表列車を乗り継いで日本列島を縦断します！ 

② 挑戦者限定！稚内駅長･指宿駅長サイン入りの日本縦断達成証を進呈！ 
参加者のお名前とＪＲ九州の協力により指宿駅長と稚内駅長のサイン入りです！ 

今回も透明アクリル板にお名前を彫り込んだお洒落なタイプです。 

③ 宿泊は観光も楽しい！函館･神戸･長崎･指宿･鹿児島！日本三大夜景を制覇！ 
列車を降りたらミニ観光も可能な宿泊をチョイス！今回は日本三大夜景も制覇！ 

函館ではクリスマスファンタジー、神戸ではルミナリエ、 

長崎ではハートフル･イルミネーションが開催！ 

日本縦断達成日の前に指宿で名物:砂蒸し温泉も楽しめます。 

④ 札幌･新青森･博多･新鳥栖の駅弁を賞味！ 
    札幌「えぞ賞味」・新青森「青森祭り弁当･逸杯辣星(いっぺいらっせい)」・ 

博多「博多彩時記弁当」・新鳥栖「焼麦(しゃおまい)弁当」をご賞味いただきます。 

⑤  日本縦断達成後はその先の枕崎へ！鰹を使った昼食も！ 
 5 日目は風光明媚な車窓が展開する指宿枕崎線で枕崎へ！  

 枕崎･知覧周辺をミニ観光します。鰹の街･枕崎の本場の料理も賞味！ 
 

 

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

ＪＪＲＲ北北海海道道  稚稚内内駅駅  00116622--2233--22558833    
▼報道各社様のお問合せ先：JR 北海道 旭川支社 

販売グループ 三塚 

０１６６－２５－５８８９ 

当当ツツアアーーののポポイインントト  

ＪＲ各社の列車に乗って、ＪＲ最北の駅「稚内駅」からＪＲ最南の駅「西大山駅」を目指し、クリスマスを迎える日本を縦断し、

また、さらにその先の指宿枕崎線の終点･枕崎駅も訪問します！壮大な日本縦断鉄道旅行は今回で１６回目を迎えました！過去 15

回の開催で、ご参加頂いたお客様は 470 名様にのぼります。今回で記念すべき 500 名様達成なるか！？ 

当旅行のお問合せ・ 

お申し込みはこちらへ！ 

函函館館･･神神戸戸･･長長崎崎のの三三大大夜夜景景もも堪堪能能！ 



●12/2：稚内7:10発【日本縦断開始！】→《スーパー宗谷２号(指)》→名寄9:53発→旭川10:45発→
滝川11:17発→岩見沢11:40発→札幌12:22発→《スーパー北斗12号(指)》→南千歳12:48発→

函館15:38着…ホテル(泊)
◆宿泊先「ロワジールホテル函館」
◎食事：朝なし・昼駅弁(札幌)・夕なし

●12/3：ホテル…函館8:08発→《スーパー白鳥22号(指)》→新青森10:28発→→《《はやはやてて2222号号((指指))》》→→東京東京→

《のぞみ43号(指)》→新神戸17:22着…ホテル(泊)
◆宿泊先「ANAクラウンプラザ神戸」
◎食事：朝ホテル・昼駅弁(新青森)・夕なし

●12/4：ホテル…新神戸8:59発→《のぞみ３号(指)》→博多11:55発→《かもめ21号(指)》→

長崎13:48着…ホテル(泊)
◆宿泊先「ホテルニュー長崎」
◎食事：朝ホテル・昼駅弁(博多)・夕なし

●12/5：ホテル…長崎9:21発→《かもめ12号(指)》→新鳥栖11:18発→《さくら411号(指)》→

鹿児島中央→《普通列車(自)》→指宿14:13着⇒ホテル(泊)
◆宿泊先「指宿いわさきホテル」
◎食事：朝ホテル・昼駅弁(新鳥栖)・夕ホテル

●12/6：ホテル⇒指宿7:13発→《普通列車(自)》→西大山7:33着【日本縦断達成！】8:30発→
《普通列車(自)》→指宿8:47着⇒ホテル（朝食）★⇒指宿11:19発→（指宿枕崎線･普通列車(自)）→

山川【ＪＲ最南端の駅(有人駅)】11:25着/11:43発→（指宿枕崎線･普通列車(自)）→

枕崎12:49着⇒枕崎お魚センター（昼食）⇒枕崎･明治蔵(焼酎:さつま白波醸造元)⇒
知覧･特攻平和会館･武家屋敷⇒鹿児島市内ホテル18:00頃（泊）
◆宿泊先：鹿児島【鹿児島東急イン】
◎食事：朝ホテル・昼レストラン(枕崎)・夕なし

●12/7：ホテル★⇒鹿児島空港11:00頃発→〔JAL羽田乗継便〕→新千歳空港15:05頃着【解散】
◎食事：朝ホテル・昼なし・夕なし

★…５日目指宿の朝、また６日目鹿児島の朝に
解散するコースもございます。

★おすすめポイント★

５泊６日・添乗員同行
最北の駅から最南の駅へ！函館･神戸･長崎の三大夜景も堪能！

出

 

発

 

日

 

：2011年12月2日(金)
募集人員：40名様（最少催行人員25名様）

旅行代金：稚内発

 

大人お一人様(千歳解散)

153,000～169,000円

旭川発

 

大人お一人様(千歳解散)

152,000～168,000円

食事：朝５・昼５・夕１

●悠遊旅倶楽部会員特典
会員のお客様は、ご旅行代金より3,000引き！

★ご好評を頂いた日本縦断ツアー挑戦者募集中！★

ＪＲ各社の列車に乗って、ＪＲ最北の駅からＪＲ最南の駅へ

 

目指して南北日本縦断の旅に出かけてみませんか？

今回はクリスマスを迎える日本を縦断します！

縦縦 断断 行行 程程 ★凡例★

 

→ＪＲ線

 

⇒バス又はタクシー

 

･･･徒歩または各自

 

(指)指定席

 

(自)自由席

日本縦断･鉄道浪漫の旅
商品コード：Ｂ-13011036-00

③函館では
冬の函館の街を彩る
「はこだてクリスマス

ファンタジー」
開催中！

②宿泊は
観光も楽しい

函館・神戸・長崎
指宿・鹿児島！

三大夜景も制覇！

④参加者限定
お名前入り日本縦断
記念達成証付！

⑤神戸では
ロマンティックな
光のライトアップ
「神戸ルミナリエ」

開催中！

⑥異国情緒溢れる
長崎では

長めの滞在時間！
味覚と夜景の街へ

出かけよう！

⑦札幌・青森･
博多・鳥栖で

名物駅弁を賞味！

⑧縦断達成前日は
指宿名物

砂蒸し温泉で
長旅の疲れを癒そう！

早いうちに異国情緒の漂う函館へ！
100万ドルの夜景が待っている！

はこだてクリスマスファンタジー開催！

新幹線と特急を乗り継いで長崎へ！
夜景･ちゃんぽん･カステラが待っている！
長崎ハートフル･イルミネーション開催！

一気に異国情緒の街･神戸へ！
神戸ルミナリエ開催！

５日目の朝はＪＲ最南の駅「西大山」へ！
薩摩富士･開聞岳が待っている！

日本縦断達成後は薩摩半島･鹿児島観光へ！

５日目の朝･指宿解散、６日目の朝･鹿児島で解散等の

コースもございます。詳しくは裏面をご覧下さい。

この他の発着地

 

もございます。

裏面をご覧下さ

 

い。

九州新幹線に乗って指宿へ！
指宿温泉名物・砂蒸し温泉で

長旅の疲れを癒そう！

⑨南国鹿児島・
指宿枕崎線の終点

「枕崎」を観光！

鰹料理も！

①JR最北の駅・稚内
からJR最南の駅・

西大山と
その先の枕崎まで
列車で日本縦断！

旅行代金など、詳しくは裏面をご覧下さい。



①JR最北の稚内駅(宗谷本線)から、異国情緒漂う長崎に立寄り、JR最南に位置する西大山駅(指宿枕崎線)とその先
終点の枕崎駅へ。
『JR北海道･JR東日本･JR東海･JR西日本･JR九州各社の列車を乗り継いで日本列島を北から南へ縦断する』
壮大な鉄道旅行です。（なお、お座席は普通座席で禁煙席です）
※５日目の普通列車は自由席(禁煙)となりますので、譲り合いの上ご乗車下さい。

②今回のツアーは稚内発の他、名寄発･旭川発･滝川発･岩見沢発･札幌発･南千歳発もございます。
(この他の出発地設定はありません)※集合時間と場所は別途連絡致します。

③行程中のお昼は「１日目:札幌駅･えぞ賞味」、
「２日目:新青森駅･青森祭り弁当･逸杯辣星(いっぺいらっせい) 」、
「３日目:博多駅･博多彩時記弁当」「４日目:新鳥栖駅･焼麦(しゃおまい)弁当」の各種駅弁、
「５日目:枕崎･黒潮膳 」の予定です。

④宿泊は日本三大夜景といわれる「函館」「神戸」「長崎」と砂蒸温泉で有名な「指宿」、そして南国情緒溢れる･
「鹿児島」に泊まります。（ホテル到着後の観光･交通･飲食等は各自負担です。）

⑤お一人様でご参加の場合、４泊目の指宿泊は２人使用の部屋(男女別相部屋)となりますので、予めご了承ください。
⑥日本縦断達成日(５日目)には西大山駅で日本縦断達成会を開催します。(予定)
⑦参加された方にはお名前入りの参加者限定「日本縦断証明書」を贈呈いたします。
⑧行程中、指宿駅前には稚内駅と姉妹駅締結をした記念碑がありますので、石碑と共に記念撮影をしてはいかがで

しょうか？
⑨５日目、日本縦断を達成の後は、枕崎･明治蔵(焼酎:さつま白波醸造元)、知覧･平和特攻会館等を専用バスで

見学します。
⑩当ツアーは長時間の列車での移動旅行となります。体調・準備は万全にしてご参加ください。

また、行程中適宜ストレッチ・体操の実施や座布団等クッションの用意をする等、体調の維持・管理は万全に
お願いいたします。また念のため保険証や常備薬をご用意ください。

⑪５日目指宿で朝食後、また６日目鹿児島の朝に離団する場合、離団場所から先は各自負担となります。
⑫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。
⑬当パンフレットの日程及び旅行代金は2011年10月現在を基準としています。
⑭行程以外の交通（出発地まで、又は解散地からの交通･宿泊）は下記でもお取扱しています。

ご案内ご案内

旅行代金旅行代金（大人お一人様代金）（大人お一人様代金）※※こどもこども((小学生小学生))はは20,00020,000円引き円引き

　　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

RＡ2310-08

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、 2011年10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10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／旭川市宮下通り６丁目

提販Ｖ種

宿泊部屋タイプ 途中解散の場合の減額

※４泊目は２名１室の部屋になり、

１名様でご参加の場合は男女別相部屋になります。
５日目の朝

指宿で

朝食後解散

６日目の朝

鹿児島で解散1･2･3･５泊目が

２名１室

1･2･3･5泊目が

１名１室

Ａコース：稚

 

内発

 

新千歳空港解散 153,000円 169,000円

左記金額

より

25,000円

引き

左記金額

より

20,000円

引き

Ｂコース：名

 

寄発

 

新千歳空港解散 152,500円 168,500円

Ｃコース：旭

 

川発

 

新千歳空港解散 152,000円 168,000円

Ｄコース：滝

 

川発

 

新千歳空港解散 151,800円 167,800円

Ｅコース：岩見沢発

 

新千歳空港解散 151,500円 167,500円

Ｆコース：札

 

幌発

 

新千歳空港解散 151,000円 167,000円

Ｇコース：南千歳発

 

新千歳空港解散 150,500円 166,500円

ＪＲ北海道

悠遊旅倶楽部会員特典
右記旅行代金より

3,000円引き
※お申し込み時に会員証を
必ず提示してください。

※旅行代金に含まれるもの：ＪＲ代・バス･タクシー代・航空代・宿泊代・食事代・入場料・諸税
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