
１．「ＳＬオホーツク号」の運転概要

（１）運  転 日 ： 平成24年6月30日（土）・7月1日（日）の2日間

（２）運転区間 ： 北見～知床斜里（90.3km）

（３）使用車両 ： 機関車「C11-207」+客車4両（全指定席）+DL1両（※定員256名）

（４）運転時刻

（５）車両編成

←北見 知床斜里→

※全車指定席（定員256名）

（６）発売開始：乗車日の1ヶ月前の午前10:00より全国一斉発売

（７）おねだん：北見～知床斜里　【片道】2,590円（乗車券+ＳＬ指定席券）

２．その他

（１）北見駅・網走駅・知床斜里駅にて出発式を予定しております。

（２）ＳＬオホーツク号運転に合わせて沿線においてイベントを予定しております。

（３）ＳＬオホーツク号を利用した団体旅行を発売致します。（別紙をご覧下さい）

平 成 24 年 5 月 18 日

旭 川 支 社

【下り】

【上り】

「ＳＬオホーツク号」運行のお知らせ

北見 美幌 女満別 網走 北浜 原生花園 浜小清水 知床斜里

着 ---- 9:02 9:31 10:08 11:24 11:31 11:41 12:10

発 8:27 9:14 9:46 11:08 11:25 11:32 11:46 ----

知床斜里 浜小清水 原生花園 北浜 網走 女満別 美幌 北見

着 ---- 13:48 14:01 14:10 14:28 15:52 16:20 17:02

発 13:24 13:54 14:02 14:11 15:31 16:03 16:30 ----

下り

上り

停車駅

停車駅

→

→

昨年、36年ぶりに"北見～網走～知床斜里"間で運転をし、大変好評を頂きました「ＳＬ

オホーツク号」が今年も7月から9月までの「北海道デスティネーションキャンペーン」の

キックオフイベントとして同区間で運転します。今年はＳＬの向きを逆向きににし、日本百

名山に選ばれた斜里岳、知床連山をバックにＳＬが正面を向きます。ＳＬの車窓からは網走

湖、オホーツク海や原生花園の花々など風光明媚な景色が広がります。運転期間中には沿線

自治体のご協力を頂き、各種イベントを実施いたします。ぜひ、この機会に夏のオホーツク

圏にお越し下さい。



１．「ＳＬオホーツク号」に乗車する団体旅行商品の概要

①「SLオホーツク号」乗車＆撮影とりくべつ鉄道・北見運転所見学の旅①「SLオホーツク号」乗車＆撮影とりくべつ鉄道・北見運転所見学の旅①「SLオホーツク号」乗車＆撮影とりくべつ鉄道・北見運転所見学の旅①「SLオホーツク号」乗車＆撮影とりくべつ鉄道・北見運転所見学の旅

SLオホーツク号に全区間往復乗車し、さらに参加者限定で「北見運転所」にてSL見学を実施！

■出 発 日 ： 平成24年6月２９日（金）

■行程

■おねだん ： 旭川発着大人お一人様　43,000円～45,000円

（札幌駅・岩見沢駅・滝川駅・深川駅・上川駅発着の設定がございます）

■募集人員 ： ４０名様（最少催行人員２５名様）

②SLオホーツク号と北見温泉「金の湯」１泊の旅②SLオホーツク号と北見温泉「金の湯」１泊の旅②SLオホーツク号と北見温泉「金の湯」１泊の旅②SLオホーツク号と北見温泉「金の湯」１泊の旅

北見温泉にてゆったりと過ごし、2日目はSLに乗車します！

■出 発 日 ： 平成24年6月29日（金）・30日（土）

■行程

■おねだん ： 旭川発着大人お一人様　25,000円～28,500円

（札幌駅・岩見沢駅・滝川駅・深川駅発着の設定がございます）

■募集人員 ： ４０名様（最少催行人員２５名様）

③SLオホーツク号と網走かに料理の旅③SLオホーツク号と網走かに料理の旅③SLオホーツク号と網走かに料理の旅③SLオホーツク号と網走かに料理の旅

1日目は「かに本陣 友愛荘」にて、かに料理に舌鼓！２日目はSLに乗車！

■出 発 日 ： 平成24年6月29日（金）・30日（土）

■行程

■おねだん ： 旭川発着大人お一人様　27,500円～30,500円

（札幌駅・岩見沢駅・滝川駅・深川駅発着の設定がございます）

募集人員 ： ４０名様（最少催行人員２５名様）

「ＳＬオホーツク号」利用団体旅行商品の発売について

別　紙

送迎バス

送迎バス

17:12着 18:47着 朝 昼 夜

○ ○ ×

網　走 旭　川 札　幌

7:30頃発 8:27発 12:10着 12:37発 13:24着 13:29発

2222

ＳＬオホーツク号 普通列車 オホーツク６号（指定席）

ホテル 北　見 知床斜里

朝 昼 夜

× × ○

札　幌 旭　川 北　見

ホテル

9:41発 11:19発 14:17着

1111

オホーツク３号（指定席）

ノーザンアークリゾート

貸切バス

貸切バス

オホーツク流氷館

下車観光

17:12着 18:47着 朝 昼 夜

○ ○ ×

網　走 旭　川 札　幌

10:00頃 11:08発 12:10着 12:37発 13:24着 13:29発

2222

ＳＬオホーツク号 普通列車 オホーツク６号（指定席）

ホテル 網　走 知床斜里

昼 夜

× × ○

ホテル

9:41発 11:19発 15:09着 朝

1111

オホーツク３号（指定席）

かに本陣　友愛荘

札　幌 旭　川 網　走

オホーツク１号（指定席） 貸切バス 貸切バス 貸切バス

乗車＆

ＳＬオホーツク号 ＳＬオホーツク号 ＳＬオホーツク号

オホーツク８号（指定席）

下車観光 朝

ホテルルートイン北見駅前

川上駅跡 りくべつ鉄道

ホテル

7:21発 9:01発 11:38着 下車観光

1111

札　幌 旭　川 留 辺 蘂

夜

× ○ ×

3333

北　見

16:50頃着 18:08発

北　見

8:30発

昼

夜

○ × ×

旭　川 札　幌

22:38着

徒歩

朝 昼20:59着

2222

ホテルルートイン北見駅前

徒歩 徒歩

昼 夜

○ × ×

北　見

17:02着

ホテル

北見運転所

約60分10:08着 11:08発

知床斜里

12:10着 13:24発 朝

ＳＬオホーツク号を沿線で撮影

徒歩

ホテル

ホテル

貸切バス貸切バス

北　見

8:27発

網　　走





●●●●6/29(6/29(6/29(6/29(金金金金))))：：：：札幌7:21発→《特急オホーツク１号(指)》→旭川9:01発→留辺蘂11:38着⇒川上駅跡⇒

りくべつ鉄道(13:30頃-16:30頃/乗車＆運転体験)⇒ホテル18:30頃着(泊)

◆宿泊先：ルートイン北見駅前(大浴場あり)

○食 事：朝:なし／昼:弁当(旭川で積込)／夕:なし

●●●●6/30(6/30(6/30(6/30(土土土土))))：：：：ホテルホテルホテルホテル…………北見北見北見北見8:278:278:278:27発発発発→→→→【【【【ＳＬＳＬＳＬＳＬオホーツクオホーツクオホーツクオホーツク号号号号((((指指指指))))】】】】→→→→知床斜里知床斜里知床斜里知床斜里12:1012:1012:1012:10着着着着…………（（（（フリータイムフリータイムフリータイムフリータイム））））…………

知床斜里知床斜里知床斜里知床斜里13:2413:2413:2413:24発発発発→→→→【【【【ＳＬＳＬＳＬＳＬオホーツクオホーツクオホーツクオホーツク号号号号((((指指指指))))】】】】→→→→北見北見北見北見17:0217:0217:0217:02着着着着…………北見運転所見学北見運転所見学北見運転所見学北見運転所見学(60(60(60(60分程度分程度分程度分程度))))…………

ホテルホテルホテルホテル((((泊泊泊泊))))

◆宿泊先：ルートイン北見駅前(大浴場あり)

○食 事：朝:ホテル／昼:なし(各自)／夕:なし

●●●●7/1(7/1(7/1(7/1(日日日日))))：：：：ホテル…北見駅前8:30頃⇒沿線でSL撮影＆適宜昼食⇒北見16:50頃着/18:08発→

《特急オホーツク8号(指)》→旭川20:59着→札幌22:38着

○食 事：朝:ホテル／昼:なし(各自)／夕:なし

■凡例／→：列車／⇒：専用バス／…徒歩または各自／(指)…指定席

行行程程〈〈添乗員同行添乗員同行〉〉

２泊３日/添乗員同行

ＳＬ乗車と撮影ＳＬ乗車と撮影//りくべつ鉄道の旅へ出発進行！りくべつ鉄道の旅へ出発進行！

オホーツクの海に「ＳＬオホーツク号」の汽笛が帰ってきます！

そこでこのSL列車と、旧ちほく高原鉄道の「りくべつ鉄道」の乗

車＆運転体験、また今年開設の「銀河コース(1.6km)」の体験乗車

とSLオホーツク号の撮影日程も設けました。

さぁ、この機会にオホーツク海ＳＬの旅に出かけてみませんか？

②旧ちほく高原鉄道

りくべつ鉄道で

乗車＆運転体験！

(運転体験は銀河コース除く)

⑤最終日は沿線で

SLオホーツク号を

撮影！

※カメラ等、

ご持参下さい

⑧オプションで

参加者限定！

乗車記念サボ＆

エンブレムも用意！

（詳しくは裏面をご覧下さい）

★★当ツアーのポイント★当ツアーのポイント★

岩見沢･滝川･深川･上川発着の

プランもございます。

※旅行代金については裏面をご覧下さい。

出出 発発 日：日：平成平成2424年年66月月2929日日((金金))

募集人員：募集人員：4040名様名様((最少催行人員最少催行人員2525名様名様))

旅行代金：旅行代金：札幌発着札幌発着 大人お一人様大人お一人様

45,00045,000円円～～47,00047,000円円

食事：朝２・昼１・夕なし食事：朝２・昼１・夕なし

旭川発着旭川発着 大人お一人様大人お一人様

43,00043,000円円～～45,00045,000円円

食事：朝２・昼１・夕なし食事：朝２・昼１・夕なし

旅行代金に含まれるもの：旅行代金に含まれるもの：

ＪＲ代・バス代・宿泊代・記念品代・施設利用代・諸税ＪＲ代・バス代・宿泊代・記念品代・施設利用代・諸税

③今年1.6km延長

「銀河コース」に

体験乗車！

（今回運転体験はありません）

⑥２日目は

SLオホーツク号の

整備基地

北見運転所を見学！

⑨参加者限定！

SLオホーツク号

乗車記念タオル＆

硬券乗車証付！

①初日の

ＳＬオホーツク号を

北見⇔知床斜里間

往復乗車！

④宿泊は

北見駅前連泊！

２日目は荷物を

置いてラクラク

SL乗車！

⑦沿線では

地元イベントが

目白押し！

北見・網走

知床斜里駅前

■2012年6月30日･７月1日の２日間、オホーツクに蒸気機関車が帰ってきます！

★運転時刻:

下り/北見8:27発→美幌→女満別→網走→北浜→原生花園→浜小清水→知床斜里12:10着

上り/知床斜里13:24発→浜小清水→原生花園→北浜→網走→女満別→美幌→北見17:02着

★使用車両

C11-207蒸気機関車＋14系客車４両(茶色)＋DE15ディーゼル機関車

※SLの向き…北見発時点:逆向き、知床斜里発時点:正向き

（都合により機関車の位置･向きが変わる場合があります）

SLSLオホーツク号についてオホーツク号について

北海道デスティネーションキャンペーン企画＆ＳＬ企画・鉄道大好きの旅



■オプション■ サイズ･材質 追加代金 予約専用コード ※ご注意※

サボ形記念乗車証

(下図は表面イメージ) 約140mm

×

約600mm

鉄板製

+5,000円

（大人･こども同額）

B13120008

-11

■6/15までにお申込み下さい。

①裏面に乗車証明とお名前が銘記さ

れます。

※お名前を漢字でお知らせ下さい。

②ご希望の方１名につき１枚製作し

ます。

③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）

エンブレム形記念乗車証

(下図は表面イメージ)

約160mm

×

約240mm

鉄板製

+4,000円

（大人･こども同額）

B13120008

-12

旅行代金旅行代金((大人お一人様／単位：円大人お一人様／単位：円))※※こどもは下記旅行代金より一律こどもは下記旅行代金より一律5,0005,000円引き円引き

ご案内ご案内

①１日目は旧･ちほく高原鉄道ふるさと銀河線・りくべつ鉄道を訪問します。

※施設内の運転体験が可能です（「銀河コース」は今回不可）。

※今年4/28にオープンとなった1.6kmの「銀河コース」には体験乗車が出来ます。

（当ツアーの行程管理及び保安の都合上“運転”体験については今回は出来ませんので、あらかじめご了承下さい。

体験乗車は可能です）

②２日目はSLオホーツク号に乗車し、北見⇔知床斜里間を往復します(全車禁煙･指定席です)。

※お座席は指定できません。また座席の希望はお受けできません。

お座席は指定させていただきますが、他の方と相席になる場合がありますので予めご了承下さい。

③２日目の夕方は北見運転所でSLの整備風景を見学します。砂利道ですので、歩きやすい靴でご参加下さい。

※保安上、見学･撮影箇所が制限される場合がありますので、予めご了承下さい。

④当ツアーオリジナルの「記念乗車タオル」「硬券タイプ記念乗車証」を差し上げます。

※オプションの名前入りサボ形・エンブレム形記念乗車証をご希望の際は申込箇所へ6/15までにご連絡下さい。

⑤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。)

⑥ＳＬオホーツク号では飲食物の車内販売の予定はありませんので、事前にご用意下さい。

⑦今行程の昼食について１日目は旭川駅で幕の内弁当を積み込みますが、２・３日目分は各自手配となります。

※特に３日目の昼食はバス出発前に北見市街のコンビニエンスストア等で事前にご用意下さい。

⑧３日目の撮影地の場所は道路事情・天候等により変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。

（撮影予定場所/往路:呼人～網走間、北浜～浜小清水間、復路:止別～浜小清水間･網走駅の４箇所を予定しています）

※当ツアー専用での撮影場所確保はありません。またマナーを守った撮影をお願いします。

⑨旅行開始後の宿泊部屋タイプ変更(例:1名1室→2名1室への変更)はお受け出来ませんのでご了承下さい。

⑩表記の行程から離脱する場合、以後の交通手配等はお客様負担となります。

⑪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。

札幌

発着

岩見沢

発着

滝川

発着

深川

発着

旭川

発着

上川

発着

【予約専用コード】

１名１室

(こども設定なし)
47,000 46,500 46,000 45,500 45,000 44,500 B13120008-01

２名１室 45,000 44,500 44,000 43,500 43,000 42,500 B13120008-02

■販売店注■

★会員券発券コード★ B13120008-00 ※オプションと合算で金額入力

　　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

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。

旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件（（（（要約要約要約要約））））

●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、 2012年5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2012年5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 ◎◎◎◎国内旅行傷害保険国内旅行傷害保険国内旅行傷害保険国内旅行傷害保険のののの加入加入加入加入のおすすめのおすすめのおすすめのおすすめ

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。

おおおお申込申込申込申込のごのごのごのご案内案内案内案内

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

RA2405-01

悠遊旅倶楽部会員は2,000円引き
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