平成２６年８月２０日

７１１系電車引退予告企画

～北海道の大動脈を走り続けてきた名車と縦横断の旅へ～

「７１１系国鉄形電車」で行く
道央縦横断の旅
参 加 者 募 集 開 始 ！
■出 発 日：平成

26 年 10 月 5 日(日)[1 泊 2 日]
■募集人員：150 名様（最少催行人員 80 名様）
■旅行代金：旭川発着大人お一人様 26,800 円～27,800 円(こどもは 5,000 円引き）
今年度末までに営業運転終了予定の 711 系電車で行く道央縦横断の旅
711 系電車は、昭和 43 年の函館線小樽～滝川間の電化に伴い登場した北海道専用の交流電車で、かつては「さちかぜ」や「かむい」等の
札幌～旭川間の急行列車にも使用されておりましたが、現在は函館本線の一部普通列車で使用されています。
登場当初は紫掛った赤にクリーム色の塗色(上図左絵)でしたが、その後、現在の赤とクリーム色線の塗色(上図右絵)に変更となっており、フ
ァンの間では「赤電」や「赤電車」とも呼ばれています。
しかし車両の老朽化が進み、今年度末までに営業運転終了を予定していることから、今回当該車両を使用した旅行を企画し、募集を開始しま
した。
今回は道央の主要電化区間を運転し、道央縦横断の旅へ向かいます。

当ツアーのポイント
① 臨時専用列車で道央を縦横断！専用列車「ありがとう７１１系・道央縦横断号」を運転！
当日は登場当初の塗色(上絵左の塗色)に戻された車両で運行予定(※上絵右の塗色に変更の場合あり)。
※専用のヘッドマーク・エンブレム装着で運行の予定です(鉄板サボの装着はありません)。
最近では珍しくなった窓が開く車両です。秋風に吹かれる旅もいかがですか。

② 旭川を起点に小樽・室蘭・北海道医療大学まで～道央を十字に縦横断！
旭川→小樽→室蘭(泊)、室蘭→北海道医療大学→旭川への道央十字コースです。
１日目の桑園→札幌間は初の通常とは異なるコース(函館線→札沼線の渡り線を使用)で運行予定です。
※途中、深川・滝川・岩見沢・札幌からもご参加いただけます。

③ 参加者限定「硬券タイプ記念乗車証」「７１１系バゲージタグ」付！
なつかしい硬券タイプの記念乗車証と、711 系が刻印されたオリジナルバゲージタグ(アクリル製)付き！

④ 「深川名物：ウロコダンゴ特別バージョン」他、サプライズを計画中。
今回の旅行だけに「深川名物・ウロコダンゴ 711 系特別バージョン」をご用意(ご協力:㈱高橋商事)。
その他、サプライズイベントや記念品を計画しています。何が出るかは当日のお楽しみです。

⑤ 東室蘭駅前泊のお客様には室蘭⇔東室蘭間の往復乗車券付！
東室蘭駅前泊のお客様には室蘭到着後に東室蘭へお戻り頂き、また翌日室蘭までお越し頂ける、
室蘭⇔東室蘭間の往復乗車券をご用意。

⑥ ご希望により「お名前が入ったエンブレムタイプ・サボタイプ記念乗車証(要追加料金)」もございます。
今回の専用列車で使用されるエンブレムと同デザインの記念乗車証もご希望(オプション)により作成します。
またサボ(今回は実車に使用しません)タイプの記念乗車証もご希望により作成します。
※いずれも 9/21 までの事前申込とし、裏面に 711 系のイラストと参加者のお名前等が銘記されます(鉄板製)。
★当ご旅行のお問合せ・お申し込みは下記へどうぞ！★

ＪＲ北海道 ツインクルプラザ 旭川支店 0166-22-8180
この他、道内の各ツインクルプラザ・本州内のＪＲ北海道プラザ・ツインクルデスク(011-219-5489)でもお取扱い致します。

会員券発券コード:Ｂ15014711-00

711系電車引退予告企画/ありがとう711系の旅

北海道の大動脈を走り続けてきた名車と縦横断の旅へ･･･

１泊２日/添乗員同行

711系国鉄形電車で行く
道央縦横断の旅
出 発 日 ：平成26年10月５日(日)(～１泊)
募集人員：150名様（最少催行人員80名様）
旅行代金：旭川発着大人お一人様

26,800円～27,800円
食事：１日目:なし／２日目:朝食・昼食(弁当)
旅行代金に含まれるもの：ＪＲ代・宿泊料・食事代・記念品代・諸税・添乗員同行費用

711系電車は、昭和43年の函館本線小樽～滝川間の電化に伴い登場
した、国内初の交流専用、且つ北海道用最初の電車です。
北海道独特の耐寒耐雪構造の他、当時新開発のサイリスタ位相制御方
式を採用、冬季でも安定した性能を発揮し「さちかぜ」「かむい」等の
札幌～旭川間の急行列車にも使用されました。
登場当初は上絵図の様な紫掛った赤にクリーム色でしたが、昭和60年
に現在の赤にクリーム線の塗色に変更となっており、ファンの間では
「赤電」や「赤電車」と呼ばれています。
現在は函館本線内の一部普通列車で使用されておりますが、この車両
も老朽化が進み、今年度末までに営業運転を終了する予定です。
そこで、この車両が去り行く前にこの名車両と共に道央縦横断の旅に
出かけてみませんか？

行 程

①北海道の大動脈を
駆け抜け続けてきた
711系電車の旅！

②登場当初の
塗色車両編成を予定

③列車は道央地区を
十字型に縦横断

④１日目:桑園→札幌間
珍コースで運転予定

⑤ご乗車記念
711系デザイン
バゲージタグ付

⑥当旅行オリジナル
硬券タイプ
記念乗車証付

⑦東室蘭泊のお客様には
室蘭～東室蘭間
往復乗車券付

⑧札幌発着等の
プランもございます。

(変更の場合有)

※裏面をご覧下さい。

■オプション■
お名前入りエンブレム形記念乗車証(+¥5,000)や
サボ形記念乗車証(+¥6,000)もございます。
※９月21日までに事前申込が必要です。参加者限定。
※詳細は裏面をご覧下さい。
※当日の実車に鉄板サボは使用しません。

⇒:臨時専用列車、→普通列車、…徒歩又は各自
◆宿泊先：①ホテルサンルート室蘭(東室蘭下車)/②ホテルルートイン東室蘭駅前(東室蘭下車)
③室蘭プリンスホテル(室蘭下車)のいずれか

１日目：旭川8:30頃発⇒深川8:55頃発⇒滝川9:35頃発⇒岩見沢10:20頃発⇒札幌11:16頃発⇒
小樽12:00頃着…(フリータイム)…小樽14:08頃発⇒(桑園・札幌運転停車/ドアは開きません)⇒
苫小牧⇒東室蘭16:51頃着⇒室蘭17:07頃着…ホテル③(泊)
(ホテル①②泊のお客様：室蘭17:35発→(普通列車)→東室蘭17:48着…ホテル①②(泊))
◆食事：朝なし・昼なし・夕なし
２日目：(①②ホテル泊のお客様：ホテル①②…東室蘭9:11発→(普通列車)→室蘭9:24着)
ホテル③…室蘭10:14頃発⇒東室蘭10:30頃発⇒苫小牧⇒札幌⇒北海道医療大学13:28頃着…
(フリータイム)…北海道医療大学14:00頃発⇒札幌14:36頃着(※)⇒岩見沢15:33頃着⇒
滝川16:18頃着⇒深川16:35頃着⇒旭川16:59頃着
(※は札幌着の解散地点/裏面参照)
◆食事：朝ホテル・昼弁当(札幌積込)・夕なし

ご案内(お申込み前に必ずご一読下さい)

◆当旅行の臨時専用列車はご参加のお客様専用です◆
～参加者以外の方のご乗車は出来ません～

①今年度末までに営業運転終了予定の711系電車「ありがとう711系・道央縦横断号」(ヘッドマーク・エンブレム装備予定)で巡ります。
②使用車両は、登場当初の色(上絵図塗色)に戻されたS-110編成、またはＳ-114編成を予定しておりますが、車両の都合により、
別車両(現在塗色の車両/裏面下部右絵図参照)になる場合がありますので予めご了承の上、お申込み下さい。
③この列車はデッキも含め全座席禁煙です。また飲食物の車内販売はありませんので、ご乗車前にご用意下さい。
④当日のお座席は初めに指定させて頂きますが、他のお客様とご相談の上、代わって頂いても結構です。
※1～３名様でお申し込みの場合、相席になる場合がありますので、ご了承下さい(4名様掛ボックス席を使用します)。
⑤当ツアーでの１日目の昼食はありません。行程中適宜お取り下さい。
⑥東室蘭下車のホテルにお泊りのお客様には室蘭⇔東室蘭間の往復乗車券をお渡しします。
２日目は当該団体列車の発車までに室蘭駅にお越し頂くか、東室蘭駅から直接団体列車(10/6東室蘭10:30頃発)にご乗車下さい。
⑦２日目の昼食は札幌駅からお弁当をご賞味いただきます。
⑧ご参加のお客様には、当旅行オリジナル硬券タイプの記念乗車証と711系バゲージタグをお渡しします。
⑨当ツアーの列車のみのお申し込み(日帰り)はお受け出来ません。宿泊を伴った予約とさせて頂きます。
⑩当日の悪天候や運行異常時等で、行程離脱・解散後の他列車・他交通機関への接続が出来ない場合がありますので、
予めご了承の上、お申込み下さい(行程離脱後までの責は負えません)。
⑪列車撮影時は他のお客様と譲り合いの上お楽しみ下さい。また駅構内の列車の出入りにご注意下さい。
⑫当行程の途中離脱による旅行代金差額の払戻はありません。離脱時からの交通費はお客様負担となります。
⑬列車･宿泊施設内等と外気では温度差が生じる場合がありますので、体調･準備は万全にしてご参加下さい。
⑭上記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。

旅行代金(大人お一人様/※小学生は下記旅行代金より一律5,000円引き(2名1室利用時のみ)
★悠遊旅倶楽部会員の皆様へ割引特典★
下記旅行代金より￥2,000引きになります(会員ご本人様のみ)。※お申し込み時に会員証をご提示下さい。

部屋
タイプ

★ホテル名★
《最寄駅からの交通》

旅行代金(いずれも1泊2日)

●販売店注意●

※下記「札幌解散」は、２日目北海道医療大学から、
旭川に向かう途中での札幌到着時(14:36頃)です。

B15014711-00

旭川発
旭川解散

①ホテルサンルート室蘭
《東室蘭駅西口下車徒歩10分》

1名様1室
(SGL)

【室蘭⇔東室蘭間往復乗車券付】

②ホテルルートイン東室蘭駅前
《東室蘭駅西口下車徒歩2分》

【室蘭⇔東室蘭間往復乗車券付】

③室蘭プリンスホテル
《室蘭駅下車徒歩7分》

会員券発券時は

札幌発

札幌解散

旭川解散

札幌解散

★予約専用コード★

¥26,800 ¥24,800 ¥24,800 ¥22,800
Ｂ15014711-01
※2名1室(TWN)の設定はございません。

1名様1室
(SGL)

¥27,800 ¥25,800 ¥25,800 ¥23,800

Ｂ15014711-03

2名様1室
(TWN)
1名様1室
(SGL)
2名様1室
(TWN)

¥26,800 ¥24,800 ¥24,800 ¥22,800

Ｂ15014711-04

¥27,800 ¥25,800 ¥25,800 ¥23,800

Ｂ15014711-05

¥26,800 ¥24,800 ¥24,800 ¥22,800

Ｂ15014711-06

※この他、深川/滝川/岩見沢発着の設定もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

■オプション■

サイズ･材質

追加代金

参加者名入り

約240mm
×約170mm
鉄製

+¥5,000

エンブレム形記念乗車証
[下左図参照]
参加者名入り

約600mm
×約140mm
鉄製

サボ形記念乗車証
《下右図参照》

受付
締切

予約コード

①お申込時はお名前の「漢字書き」もお知らせ下さい。

B15014711-88 ②裏面は乗車証明書となっており、お名前が銘記されます。

（大人･こども同額）

9/21
まで

+¥6,000
（大人･こども同額）

●ご注意(ご一読下さい)●

B15014711-99

③１名様につき１枚を作成します。
④ご参加のお客様のみお受けいたします。
⑤ご旅行キャンセル時は記念乗車証作成も取消します。
⑥当該団体列車の実車で鉄板サボは使用されません。
※実車には使用されませんが、サボ形をご希望の方も
いらっしゃることから、サボ形記念乗車証も作成します。

《■サボ形記念乗車証イメージ■》

[■エンブレム形記念乗車証イメージ■]

「おトクなお買いものチケット」

★ツインクル ジョイクーポン★

表
面

●旭川・小樽・東室蘭・札幌等のキヨスクを始め、道内各地
の飲食店・土産店で使用出来るお得なチケットです。
●チケット1枚を550円分としてご利用頂けたり、お得な
サービスを受けることが出来ます。
●2枚セット¥1,000/4枚セット¥2,000/6枚セット
¥3,000で発売しています。
※道内の駅・ツインクルプラザで発売しています。
※利用可能店舗や使い方等、詳しくは専用パンフレットをご
覧下さい(一部取扱外の商品がございます)。

裏
面

７１１系国鉄形電車とは？

※エンブレム形・サボ形とも
デザインは実物と異なる場合がございます。

北海道の電化に向けて、耐寒耐雪機能を加えて開発された北海道用初の国鉄電車で、当時は国内在来線でも初めての
交流専用電車として設計されました。
昭和42年には試作車が登場し、量産車が昭和43年の小樽～滝川間電化時に営業運転を開始しています。
この車両は汎用的に使用できる車内設備になっており、普通列車だけでなく、かつては急行「かむい」や「さちかぜ」にも
使用されました。
現在は老朽化が進み、一部の車両は廃車となっていますが、函館本線小樽～旭川間の一部普通列車でその雄姿を見る事が
出来、ファンからは「赤電」や「赤電車」と呼ばれています。
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。

お申込のご案内

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
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。
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
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。
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

150,000円以上

お申込金

6,000円

12,000円

20,000円

30,000円

旅行代金の20%

●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
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とみな
し、所定の取消料を収受します。
取

消

日

①２１日目にあたる日までの解除
②２０日～８日目にあたる日までの解除
③７日～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
旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

取消料
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％

お問い合わせ・お申込みは
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
一部同行しない区間があります。
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
「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
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、 2014年8月1日 を基準としています。また旅行
代金は2014年8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。
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
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
要な範囲内で利用させていただきます。
◎国内旅行傷害保険の加入のおすすめ
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。

RS2607-094
提販V種

観光庁長官登録旅行業第1043号

ＪＲ北海道
ツインクルプラザ(JR旅行センター)
旭 川 支 店
〒078-8238旭川市宮前通西4153番地1

電話：0166-22-8180
総合旅行業務取扱管理者 清水貴志

北海道旅客鉄道株式会社
旅行企画
実施

（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
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。

