
2014年８月２２日（金）出発限定

Railway Project

富山の自然と
エコを体感する鉄道の旅

お願い
行程については、当日の天候条件や現地事情等により変更となる

可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

鉄軌道王国とやま 体感モニターツアー

「鉄軌道王国とやま」の魅力を、

大自然とともに満喫！

鉄道はエネルギー効率がよく、水力発電は

電気をクリーンに産み出します。

自然と鉄道を体感しながら、水力発電所や

ダムも見学し、エコについて楽しく学んで見

ませんか。

７月２５日（金）１２：００ 受付開始

お泊まりは
１泊目 宇奈月温泉・部屋から黒部峡谷鉄道のトロッコ列車が見える「ホテル黒部」
２泊目 富山市内・富山駅隣接の交通至便「富山地鉄ホテル」

をご用意！！

旅行代金 東京発 ２泊３日
（宇奈月温泉宿泊４名１部屋の場合）

大人 ５７，８００円
小人 ３７，８００円

富山の鉄道グッズ
のお土産付き

夏休みの自由研究にもピッタリ



魚津埋没林博物館

展示されている埋没林

欅平ビジターセンター

関西電力
黒部川電気記念館

黒部峡谷（欅平付近）

①富山の大自然を体感します
○魚津埋没林博物館で埋没林と

蜃気楼の不思議を

○黒部峡谷鉄道・欅平で黒部峡谷の厳しさを

○黒部川電気記念館・宇奈月発電所
・宇奈月ダムで川と水力発電についてを

宇奈月発電所

黒部峡谷鉄道・トロッコ列車

富山地方鉄道電車

はくたか

ワイドビューひだ

②富山の鉄道を体感します
○富山地方鉄道の特急列車などに乗車します

○黒部峡谷鉄道のトロッコ列車に乗車します

○行きは北越急行の「はくたか」で時速１６０ｋｍを、帰りは
「ワイドビューひだ」で高山本線の車窓を楽しめます



富山市内線・旧型車両

万葉線・ドラえもんトラム

ご旅行代金

ホテル黒部の１部屋利用人数 ２名１室 ３名１室 ４名以上１室

大人１名様 ５９，８００円 ５８，８００円 ５７，８００円

小人１名様 ３９，８００円 ３８，８００円 ３７，８００円

ホテル黒部は５名定員のお部屋となりますが、富山地鉄ホテルは２人部屋と３人部屋の組み合わせとなります。

小人は小学生が対象となります。

日

次

月/日

(曜)
行 程 食事

１

日

目

８／２２

（金）

7:00頃 上越新幹線 9:14 はくたか４号

東京――――――――――越後湯沢――++++++++++++―――魚津････魚津埋没林博物館････海の駅「蜃気楼」････

11:06 昼食

朝 ×

昼 ○

夜 ○

14:16 普通電車 到着後、

････新魚津++++++++++++++宇奈月温泉 15:15～16:00 黒部峡谷鉄道車庫見学･･･････ 旅館チェックイン

14:55 16:15～17:00 黒部川電気記念館見学 以降フリータイム

２

日

目

８／２３

（土）

再集合 9:00 11:46

黒部峡谷鉄道・宇奈月駅 宇奈月+++++欅平（ビジターセンター見学）++++++++宇奈月････宇奈月ダム・発電所見学････

８：４５ 10:18 昼食11:10～11:40 13:04 （徒歩で見学します）

朝 ○

昼 ○

夜 ×

15:31 特急「うなづき１２号」

宇奈月温泉+++++++++++++++++++++++++++++電鉄富山 着後各自でホテルへ

16:38 ※夕食は各自でお取りください

３

日

目

８／２４

（日）

フリータイム 富山市内電車やライトレール、万葉線などを各自で体験していただけます。

モデルコース① 富山駅++++（ライトレール）++++岩瀬浜～～（富岩水上ライン）～～環水公園････富山駅（昼食）

② 富山―高岡++（万葉線）++越の潟～（県営渡船）～堀岡････（新湊大橋）････越の潟++++高岡－富山

朝 ○

昼 ×

夜 ×

再集合 13:02 ﾜｲﾄﾞﾋﾞｭｰひだ１４号 17:42 のぞみ２４４号

富山駅 富山―――――――――――――名古屋―――――――――――東京

１２：４５ 17:02 19:23

※この日程表は、２０１４年７月２２日現在のものです。運輸機関のダイヤ改正、各地の道路状況により、多少行程が変更になる場合がございます。

※記入例 ――ＪＲ線 －→航空機 ＝＝バス ++++私鉄 ～～船舶 ･…徒歩

宿泊予定施設

１泊目

宇奈月温泉
「ホテル黒部」

和室（バス・トイレ付き）

２泊目

富山市内
「富山地鉄ホテル」
洋室（バス・トイレ付き）

○フリータイムには富山市内線や富山ライトレール、万葉線に乗車する
ことも可能です（乗車に関する費用はツアー代金には含まれません）

富山県営渡船 富山ライトレール

コースNo,３３４０２９０－０１４



ご 案 内 必ずお読みください

●添乗員・・・８月２２日東京駅集合から８月２４日東京駅解散まで同行（フリータイムを除く）します。
●募集人員・・・３０名
●最少催行人員・・・２０名 ※最少催行人員に満たない場合は催行中止となります。
●大人２名様もしくは大人１名様・小人１名様以上でお申し込みください。
●催行中止について・・・最少催行人員に満たない場合は、ご出発の１３日前までに催行中止とさせていただきます。
●お申し込みの締め切り・・・８月１７日（日）まで予約を受け付けます。（定員に達し次第、終了とさせていただきます。）
●集合時刻・集合場所・出発時間・行程詳細・・・ご旅行出発前にお渡しする確定日程表にてお知らせします。
●往復の新幹線・特急列車は普通車指定席となります。黒部峡谷鉄道は普通客車の予定です。
●富山地方鉄道は自由席となりますので、ご着席出来ない場合があります。予めご了承ください。
●お席のご希望（窓側・通路側等）についてはお引き受けいたしかねます。お席は当日にお知らせいたします。
●行程中、前途の参加を取りやめた場合は前途放棄となり、返金等いたしかねます。
●ご旅行実施中は現地ご担当者・添乗員の指示に従ってください。円滑なツアーの実施にご協力いただけない場合は、

旅行業約款に基づき、前途の参加をご遠慮いただく場合がございます。ご参加の皆様のご協力を、よろしくお願い申し上げます。
●新聞、テレビ等の取材が入る場合がございますので、ご了承ください。
●このパンフレットでご案内のご旅行代金以外の入場料・運賃・利用料金などは全て予告なく変更になることがあります。

また天候や交通事情・運送機関の遅れ、現地事情等により行程が一部短縮・変更・削除される場合があります。
この場合の返金はございません。 予めご了承ください。

●パンフレットに掲載の写真はイメージです。車両運用の都合や季節・撮影時間等の関係で実際と情景が異なります。

ご旅行条件（要約）
【このパンフレットは、旅行業法第12条の４に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の５に定める契約書面の一部となります。】
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、事前にご確認のうえお申し込みください。

旅行企画・実施

株式会社日本旅行赤い風船東日本事業部
〒１３１-８５６５
東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー6階

お問合せは・・株式会社日本旅行上野支店
℡ ０３-３８３３-５７６０ Fax ０３-３８３３-７４０５ 担当 柳田
営業時間 平日・土曜11:00～19:00 日曜・祝日11:00～18:00
（水曜休業）
総合旅行業務取扱管理者 柳田 政之

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 赤東14-0612

１．募集型企画旅行契約
（１）当ツアー（株）日本旅行赤い風船東日本事業部（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企
画旅行契約を締結することになります。
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日
程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
２．旅行のお申し込みと契約の成立
（１）申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の金額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または
違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予
約の申し込みの翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、お申し込みはなかったも
のとして取り扱います。
（３）申込金（お一人様につき） ２０，０００円
（４）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領したときに成立したものとします。
（５）通信契約による旅行契約は、お申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、ｅ－ｍaｉｌ等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通
知がお客様に到着したときに成立するものとします。
３．旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日前にあたる日より前にお支払いいただきます。
４．旅行中止の場合

ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。
この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日前に当たる日（日帰り旅行は３日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額を

お返しします。
５．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（１） パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
（２） 旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。
６．お客様からの旅行契約の解除（取り消し料）
（１）お客様は、いつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、
旅行契約の解除をすることができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは
申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみ取消料がまか
なえないときは、その差額を申し受けます。
（２）なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いた
だいた日とします。
（３）お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人数等を変更される場合、旅行費用
全額に対して取消料が適用されます。
７．個人情報の取り扱いについて
（１）株式会社日本旅行（以下「当社」といいます）及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は（以下「販売店」といいます）ご提供頂いた個人情報について、①お客様
との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の
費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、に利用させて
いただきます。
（２）上記②③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を輸送・宿泊機関、土産物店に提供することがあります。
（３）当社および当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン
等のご案内のために、共同して利用させていただきます。なお当社グループ会社の名称は当社ホームページ（http://www.nta.co.jp)でご参照下さい。
８．ご旅行条件・ご旅行代金の基準

この旅行条件は2014年7月1日を基準としています。また旅行代金は2014年7月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

旅行契約の解除期日
取消料（おひとり）

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

[1]21日前に当たる日以前の解除 無 料

[2]20日前に当たる日以降の解除（[3]～[7]を除く 無 料

[3]10日前に当たる日以降の解除（[4]～[7]を除く） 旅行代金の20％

[4]7日前に当たる日以降の解除（[5]～[7]を除く） 旅行代金の30％

[5]旅行開始の前日の解除 旅行代金の40％

[6]旅行開始の当日の解除（[7]を除く） 旅行代金の50％

[7]旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％


