
鉄道好き有名人と行く 

試験走行列車イースト・アイ歓迎セレモニー ＆ 
       北越急行 時速160km 体感の旅 

２０１３年１２月１日（日） 出発限定 

旅行代金 東京発着コース         １泊２日   大人４３，８００円  
       長野発越後湯沢着コース   １泊２日   大人３３，８００円 
※子供料金はお問い合わせください。 

Railway Project 

＜ここがお勧め！！＞ 
○珍しい「スイッチバック」の二本木駅で途中下車、信越本線の列車を見学します。 
○新幹線開業後は移転（上越妙高駅）となる脇野田駅に立ち寄ります。 
○上越市主催の「歓迎セレモニー」に参加、上越妙高駅のホームで初めてやってくる 
 新幹線車両「イースト・アイ」を出迎えます。 
○見送りは駅舎の外ですが、ツアーのために見学場所をご用意、出発するイースト・アイが見られます。 
○北越急行では、時速１６０ｋｍで走行する「はくたか」の通過を見学します。 
 特にトンネル内の信号場に停車する貸切車両との交換は、ここでしか体験出来ない迫力です。 
○宇宙船をイメージした駅舎の「くびき」、日本に数少ない「トンネル駅」の美佐島に立ち寄ります。 
○六日町では車両基地ならびに運転指令を見学するとともに、グッズ・鉄道部品の販売会を行います。 

ついに新幹線が上越妙高駅にやって来る 

  この瞬間を現地で迎えてみませんか！ 

鉄友ツアー 

 １２月２日（月）、試験列車「イースト・アイ」が、初めて上越妙高駅にやって来ます。 
 この歴史的な瞬間を、地元上越市では多くの市民とともに歓迎することになりました。 
 私たちも歓迎セレモニーに参加し、期待に湧き上がる瞬間をぜひ一緒に体験してみませんか。 
 また北越急行では在来線最速となる時速１６０ｋｍ運転を体感するため、トンネル内の信号場
で「はくたか」と交換する貸切列車を運転、駆け抜ける特急電車の迫力を間近に感じられます。 
 その他スイッチバックの二本木駅にも立ち寄るなど、楽しみ満載の企画をご用意。 
 滅多に体験出来ない、貴重なチャンスです！！。 

パンフレットに使用している写真はイメージです 

平成２７年春北陸新幹線 「上越妙高駅」開業 

鉄道好き有名人もご一緒いたします  

    南田 裕介さん   久野 知美さん      田中いちえさん 



月 日 行     程    （貸切バスの行程は予定時刻です） 食事 

１２/１ 
 
 

＇日（ 

 東京駅集合    9:20  あさま５１１号    11:24   ３４７Ｍ  
  ８：５０    東京－－－－－－－－長野－－－－－－－－－－二本木 珍しいｽｲｯﾁﾊﾞｯｸ駅に途中下車 
  ＇予定（                11:05   ＇昼食：車中にて（  12:26      発着する列車を見学します 

朝：× 
 

昼：○ 
 

夕：× 
(ｵﾌﾟｼｮﾝあり) 

    14:35  ３４９Ｍ                                       15:41   ３５１Ｍ 
 二本木－－－－－－－脇野田 ＇新幹線開業後の上越妙高駅（   脇野田－－－－－－－高田 高田泊 
               14:52      付け替え前の在来線駅を見学               15:47          

 高田駅到着後、ホテルへ徒歩で移動。 
 チェック・イン後はフリータイム。 

＜オプション＞ 
   鉄道好き有名人との懇親会＇夕食会（ 
     １８：３０～２０：３０＇予定（ 

１２/２ 
 
 

＇月（ 

集合 ホテルフロント      5:45 ＇貸切バス（            
     ５：３０      ホテル＝＝＝＝＝＝＝上越妙高駅 
※朝食は弁当になります               6:00 

○一番列車(試験列車)歓迎イベント参加 
○ホームで試験列車撮影 
○イースト・アイお見送り 等 

朝：○ 
 

昼：○ 
 

夕：× 

                  11:30頃 北越急行貸切列車       
上越妙高駅＝＝＝＝＝犀潟++++++++++++++++++++++++++くびき+++++++++++トンネル内信号場停車++++++  
                               車内にて昼食                                        ＇儀明または薬師峠（   

    珍しいトンネル内駅に途中下車  14:15＇定期列車で移動（ 
++++美佐島                  ++++++++++++++++++++六日町 

  13:40頃 ＇待合室で通過列車体験（                       14:25  

○車両基地ならびに 
                   運転指令の見学 
○グッズ・鉄道部品の販売会 

   16:31  ８４３Ｍ       17:06    Ｍａｘたにがわ４２２号 
六日町－－－－－－越後湯沢－－－－－－－－－－－－－東京  到着後、解散 
            16:48                       18:40 

移動交通機関  －－－－ＪＲ  ＝＝＝＝貸切バス  ++++++++私鉄＇北越急行（ 

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。 

東京発着コース 

大人２名１室利用 
＇ツイン バス・トイレ付き（ 

大人１名１室利用 
＇シングル バス・トイレ付き（ 

４３，８００円 ４３，８００円 

行  程  表 

宿泊予定施設 
 

ロワジールホテル上越（高田駅前） 

長野発越後湯沢着コース 

大人２名１室利用 
＇ツイン バス・トイレ付き（ 

大人１名１室利用 
＇シングル バス・トイレ付き（ 

３３，８００円 ３３，８００円 

ご旅行代金 ＇大人１名様（ 
●ご旅行代金には以下のものが含まれます。 
 ・行程表に記載のある運賃・料金、食事代、見学代金、 
 添乗員・係員経費、諸税。 
 
●ご旅行代金には以下のものは含まれません。 
 ・行程表に記載のない交通費、食事の際の有料飲食代、 
 その他個人的経費。 
 
●「長野発越後湯沢着コース」は、行程表の長野駅から 
 越後湯沢駅までの旅行代金となります。 
 
●子供料金＇小学生（の旅行代金につきましては、 
 取り扱い支店にお問い合わせください。 
 
●オプションは３日前までのキャンセルは無料ですが、 
 それ以降は返金出来ませんのでご了承ください。 

二本木駅スイッチバック用引き上げ線＇左側（ 

オプション＇夕食会・飲み物付き（※ホテル付近に会場をご用意します 

ツアー参加者 夕食会のみ参加 

５，０００円 ８，０００円 

美佐島駅＇ホーム（ 



（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
金のみで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、プラン、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）当社及び下記「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2013年11月1日を基準としています。 
また旅行代金は2013年11月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。 

１．募集型企画旅行契約 
（１）当ツアーは(株)日本旅行上越支店（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他、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
金の全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または全部として取り扱いします。 
（２）ファクシミリ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日の翌日から起算して３日以内に申込
書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書と申込金の支
払いがなされない場合は、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） 
 
 

（４）募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前（３）の申込金を受領し
たときに成立するものとします。 
（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。  
(６)団体、グループ（家族）でのお申し込みの場合は、その代表者を契約責任者とし
て、契約の締結及び解除に関する取引を行います。 
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。 

  ご 案 内    必ずお読みください 
 
●添乗員・・・１２月１日東京駅集合から１２月２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・・・４０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１名様以上でお申し込みください。お子様（小学生）のみのご参加はご遠慮いただいております。 
●子供（小学生）とご一緒にツアーへご参加の場合は、お申し込み時にご相談ください。 
●今回の企画は安全上「小学生以上」の方を対象とさせていただきます。 
●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・・・１１月２２日（金）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。 
●往復の新幹線は普通車指定席、現地の定期列車は自由席を利用します。（自由席はご着席出来ない場合がございます。） 
●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担当者・協力者・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。  
 
○南田さん、久野さん、田中さん（以下、出演者という）は適宜休憩を取らせていただきます。 
○出演者の撮影は係員よりご案内する撮影タイム以外はご遠慮ください。 
 車窓や車両の撮影は周りのお客様や一般のお客様へのご配慮のうえ、お願いいたします。 
○出演者が体調不良等でツアーに参加出来なくなった場合は、ご連絡のうえご参加の確認をさせていただきます。 
 その場合はキャンセル料の対象とはなりません。 

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。 

旅行代金   20,000円以上 50,000円未満 50,000円以上 
お申込金 10,000円以上 20,000円以上 

旅行企画・実施 

 株式会社日本旅行 上越支店 
 〒943-0804 
  新潟県上越市木田２-１-１ 山和ビル５階 

お問合せは・・株式会社日本旅行 上越支店 
ＴＥＬ： ０２５－５２３－６４１１ ＦＡＸ： ０２５－５２３－６５７１ 担当 藤田 
営業時間 平日9:30～17:30（土・日・祝休業） 総合旅行業務取扱管理者 藤田 浩 

※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。 東日本H25-186 

コース 取消料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 右記日帰り旅行以外 日帰り旅行 

①21日目に当たる日以前の解除 無料 無料 

②20日目に当たる日以降の解除＇③～⑦を除く（ 旅行代金の２０％ 無料 

②10日目に当たる日以降の解除＇④～⑦を除く（ 旅行代金の２０％ 旅行代金の２０％ 

④7日目に当たる日以降の解除＇④～⑦を除く（ 旅行代金の３０％ 旅行代金の３０％ 

⑤旅行開始日前日の解除 旅行代金の４０％ 旅行代金の４０％ 

⑥旅行開始日当日の解除 旅行代金の５０％ 旅行代金の５０％ 

⑦旅行開始後の解除または務連絡不参加 旅行代金の１００％ 旅行代金の１００％ 



１２月１日（日）出発 

鉄友ツアー「イースト・アイ歓迎セレモニー＆ 

北越急行時速 160km 体感の旅」 
 

 

 

■ご参加ご希望の方は、下記のご参加申込書に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸで 

「ご参加申込書」をお送りください。 
パンフレット記載の旅行条件及び旅行手配のために必要な範囲での運送機関等への個人情報の提供について、 

同意の上申し込みます。 

フリガナ  性別 男性  ・  女性 

①代表者氏名  ご年齢          歳 

お申し込み人員 大人      名 小人（小学生）     名 ※未成年者単独のお申込はお受け出来ません。 

ご希望部屋数 ①１人部屋     部屋      ②２人部屋     部屋 

出発地（○を付けてください）  ①東京発着コース （  ）   ②長野発越後湯沢着コース （  ） 

夕食オプション  ご参加の方は右の（ ）内に参加希望者数をご記入ください。    （     ）人 

 ご 住 所 

（書類等の送付先） 

 

〒          － 

 

ご連絡先お電話      （           ）             －               （自宅・勤務先） 

携帯電話      （           ）             － 

ＦＡＸ      （           ）             － 

メールアドレス                           @ 

↑ ご連絡を差し上げる際の優先順位をご記入ください。 

ご旅行中の緊急連絡先               様 （続柄       ）：  （       ）        － 

【ご同行者】 
フリガナ  性別 男性  ・  女性 

②同行者氏名  ご年齢          歳 

フリガナ  性別 男性  ・  女性 

③同行者氏名  ご年齢          歳 

フリガナ  性別 男性  ・  女性 

④同行者氏名  ご年齢          歳 

※ご同行の方が５名様以上の場合は、コピーしてご使用ください。 

(１)お申し込みを受け付けましたら、ＦＡＸ、メールもしくはお電話にてご回答を差し上げます。 

   なお満席の場合もございますので、その際はご了承ください。 

(２)ご予約受け付けのご連絡を差し上げましたら、お申し込み金またはご旅行代金の全額を（オプションをお申し込ま

れた方はその費用を合わせて）以下の口座にお振り込みください。 

【振込口座 】 みずほ銀行 十五号支店  普通預金口座 ３１０３５９５  口座名 （株） 日本旅行 

《クレジットカードでお支払いを希望の方》 カード情報をお伺いしますので、ご連絡下さい。  

※銀行の振込み受取書をもって、勝手ながら領収証に替えさせて頂きます。 

※振込み手数料は、お客様にてご負担下さいますようお願い申し上げます 

(３)ご出発の７日～１０日前頃までに「旅のしおり等」を代表者様宛にお送りいたします。 

日本旅行記入 

 (株)日本旅行上越支店  担当：藤田宛 
         ＦＡＸ：０２５－５２３－６５７１ 

ご 参 加 申 込 書 


