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平成 ２３年 ５月 ２４日

茨城県 ひたちなか海浜鉄道 6月25日出発

車両清掃応援と営業再開一番列車の旅

発売                          

㈱日本旅行（本社：東京都港区、社長：丸尾和明）は、３月１１日の東日本大震災で大きな被

害を受けた、ひたちなか海浜鉄道の車両清掃応援と６月２５日の運行再開一番列車に乗車する

日帰りのツアーを発売します。

ひたちなか海浜鉄道湊線は、茨城県ひたちなか市の常磐線勝田駅から阿字ヶ浦駅まで走る、ひ

たちなか市と茨城交通が出資する全長１４.３KMの第三セクター鉄道。路線の半分が鹿島灘沿い

を走っており、線路は大部分が海岸から１KM程度内陸を走っているため津波の直撃こそは免れ

ましたが、一部区間で路盤が損傷して、全線で運行を中止しています。その後、鉄道会社の懸命

な復旧作業と地元の方々の支援により６月２５日（土）に、那珂湊駅から中根駅まで３.４KM
の営業運転が再開される事になりました。

ひたちなか海浜鉄道を走る車両は、８両のうち５両が廃止になった私鉄や第３セクターで活躍

していたもの。バラエティに富む車両と風光明媚な景色を目的に、全国から訪れる鉄道ファンに

よる運賃や物販収入も会社運営の基盤となっています。今回は、６月２５日の運転再開一番列車

に乗車。同時に、運行開始前の車両の清掃を行う、運行

再開の支援ツアーを企画しました。この企画は、１人で

も多くの方に鉄道乗って頂き、また記念品等を買って頂

き、ひたちなか鉄道の収入アップを図る事により、再開

に協力したいと言う、当社の申し入れを鉄道が受け入れ

て頂き実現したものです。

詳細は、以下の通りです。

＊上部写真：左→キハ2004、中央→キハ2005、右→ミキ300
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撮影会を実施する那珂湊駅
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１．商品名

ひたちなか海浜鉄道 応援＆営業再開一番列車の旅

２．ツアー内容

実施日：平成２３年６月２５日（土）限定 日帰り

行  程
食

事

上野（8：30発)→＜特急 普通車指定席＞→勝田(9：54着)→＜代行バス＞→那珂湊

【那珂湊駅構内にて車両清掃手伝い、車両撮影会。その後。運転再開一番列車

（貸切車両）で中根駅へ】→中根【再び貸切車両で那珂湊へ】→那珂湊。着後解散

昼

・

車

内

３．旅行代金等 (代金は、お一人様/円)

・料金・・・・おとな：８，０００円 こども（小学生並びに座席使用の幼児）５，５００円

・添乗員・・・同行

・募集人員・・４０名様 （最少催行人員２０名様）

＊詳細は、添付のパンフレットをご覧ください。

  

４．商品のポイント

①参加者の皆さんで、車両の清掃をします。

②運行再開１番列車（貸切車両）で中根まで往復します。（昼食は車内）

＊１番列車は、複数車両編成となり、そのうち１両が日本旅行貸切となる予定です。

  運行車両（車両番号）は、未定です。

③営業再開記念硬券乗車券（那珂湊～中根間）をプレゼント。

④那珂湊駅構内見学会や車両撮影会を実施。

⑤ひたちなか海浜鉄道の全線乗り降り自由のフリー切符付。

５．販売方法

①発売日時：平成２３年５月２５日（水） ９：３０～

②発売箇所：日本旅行東京予約センターの電話による受付のみ

03-3614-3011(平日9:30～18：30､土日祝9:30～18:00）

  

＊添付の写真データは転用可能。必要な場合は、ご連絡ください。メールさせていただきます。

＜ひたちなか海浜鉄道HP>

http://www.hitachinaka-rail.co.jp/htdocs/?page_id=86

以 上



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０６日ぶりの営業列車が出発進行 

 

旅行代金 
 

 ３月１１日の東日本大震災で大きな被害を受けたひたちなか海浜鉄道。複数の箇所で被害が発生し、

代行バスによる運転を余儀なくされてきました。 

 しかし、鉄道会社の懸命の努力と地元の方々の支援により、６月２５日（土）から那珂湊－中根間で

営業運転を再開する予定です。 

今回、７月中旬に予定される全線復旧に向けてひたちなか海浜鉄道を応援するため、那珂湊駅構内で

「車両清掃のお手伝い」をさせていただくことに 

なりました。 

そして震災から１０６日ぶりに運転される最初

の営業列車に中根まで乗車します。 

 また那珂湊駅構内でケハ６０１などの見学会や

車両撮影会を行い、貴重な車両と間近に接する機

会もあります。 

 ぜひ、完全復旧を目指すひたちなか海浜鉄道

の応援に行きませんか。 

 

 

 

 
ひたちなか海浜鉄道 金上－中根間  2011 年５月１日撮影 

上野出発・那珂湊解散 日帰り 

大人 8,000 円 小人※5,500 円 

2011 年６月２５日(土)出発限定 

協力 おらが湊鉄道応援団 

※小人は小学生ならびに座席を必要とする幼児が対象となります 

５月２５日９：３０

受付開始 
上野発 那珂湊解散 日帰り 



 

 

 

 

 

 

■行程表 

日程 コース 食事

６
／
２
５
（土
） 

集合 上野駅 （8:00 頃を予定） 

上野 8:30――「フレッシュひたち」――9:54 勝田 10:05＝＝「代行バス」＝＝10:21 那珂湊 

那珂湊駅構内にて「車両清掃のお手伝い」「構内見学＆車両撮影会」を実施します。 

那珂湊――「貸切車両」――中根・・・（徒歩）・・・沿線見学・・・（徒歩）・・・中根――「貸切車両」――那珂湊 

昼食は貸切車内で取ります。（お弁当とお茶をご用意します。） 

那珂湊駅解散 １６：００頃  勝田駅まではフリー乗車券で代行バスに乗車出来ます。 

※那珂湊到着から解散までの細かい行程は、当日ひたちなか海浜鉄道よりご案内します。 

※パンフレットに記載の時刻・列車・車両等、ならびに予定についてはやむを得ない事情で変更となる場合が 

ございます。またその場合でも、その区間の行程が成立した場合は返金等いたしかねます。 

－ 

 

昼 

 

－ 

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。】 

 この旅行は、㈱日本旅行システムトラベルセンター（以下「当社」といいます）が企画･実施する旅行であ

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していただくことになります。 
 
１．お申込み方法と契約の成立 

(1) 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込金 5,000 円を添えてお申込み下さい。お申込金は、旅

行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。 

(2)  契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。 

(3) 団体、グループ(家族)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。 

(4) 旅行代金は旅行出発日の 15 日前までにお支払いいただきます。 

２．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３日目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。 
３．取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、

取消日とはお客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。 

取  消  日  区  分 取 消 料 

旅行開始日の前 
日から起算して 
さかのぼって 

11 日目に当たる日まで 無料 

10 日目に当たる日以降８日目に当たる日まで 旅行代金の 20％ 

７日目に当たる日以降２日目に当たる日まで 旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の全額 
 
 

４．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの 
パンフレットに記載された日程に明示された交通費、食事代、入場料、消費税等諸税及び添乗員同行費

用が含まれます。旅行日程に記載のない交通費、空港施設使用料（羽田空港 1 回につき 100 円）等の諸費

用及び個人的性質の諸費用は含まれません。 
５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。 
 ・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止 
 ・運送機関等の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 
 ・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難 
 ・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮 
６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、

当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払い

します。 
７．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の

部第 29 条別表二欄）に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更補償金をお支払

いします。 
８．個人情報の取り扱い 
（１）当社及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様との連絡や運送、宿泊

機関等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 
（２）当社、当社グループ会社および販売店では、①取り扱う商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・ア

ンケートのお願い ③統計資料の作成。 にお客様の個人情報を利用させていただく事があります。 

（３） このほか当社の個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ（ http://www.nta.co.jp )でご確認

下さい。 

（４）当社は、お客様のお買い物等の便宜のために、免税店等に電子的方法等によりお客様の個人情報を提供します。

なお、これらの事業者への個人情報の提供の「停止」を希望される場合は、お申込み窓口に出発の○日前までに

お申し出下さい。 

９．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2011 年５月２０日現在を基準としています。 

旅行企画・実施 

 株式会社日本旅行 システムトラベルセンター 
 〒１３１－８５６５ 

 東京都墨田区堤通 1-19-9 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ隅田 10 階 

 観光庁長官登録旅行業第２号 

（社）日本旅行業協会正会員 

 

  ・参加者の手で車両の清掃を実施します。（汚れてもいい服装でお越しください） 

・震災後初となる営業列車に乗車、中根まで往復します。（車内で昼食を取ります） 

・「応援券付きフリー乗車券」をお配りします。解散後も代行バスに乗車出来ます。 

・営業再開記念硬券乗車券（那珂湊－中根）をプレゼントします。 

・更にひたちなか海浜鉄道記念グッズもプレゼント！ 

・那珂湊駅構内の見学と車両撮影会を実施、ケハ６０１も間近に見学出来ます。 

・現地解散なので、解散後はぜひ那珂湊の街を楽しんでください。 

お申込・お問合せは・・株式会社日本旅行東京予約センター 
観光庁長官登録旅行業第２号・（社）日本旅行業協会正会員 

〒１３１－８５６５ 東京都墨田区堤通 1-19-9 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ隅田 10 階 

℡ ０３－３６１４－３０１１ 
営業時間 平日 9:30～18:30 土・日・祝 9:30～18:00 （休業 年末年始） 

総合旅行業務取扱管理者  田 口  勲 

  ご 案 内      必ずお読みください 

 

●添乗員・・・上野駅集合から那珂湊解散まで同行します。 

●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。 

●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３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・・・６月１７日まで予約を受け付けます。 

●集合時刻・集合場所・出発時間・コース詳細・・・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。 

■ご注意事項 
●フレッシュひたちのお席のご希望（窓側・通路側等）についてはお伺いいたしかねます。お席は当日ご集合時にお知らせいたします。 

●代行バスは一般のお客様とご一緒になる可能性があります。また、着席出来ない場合がございます。予めご了承ください。 

●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。 

●ご旅行実施中は鉄道会社社員・現地ご協力者（おらが湊鉄道応援団員）・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。 

●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。天候や交通事情・運

送機関の遅れ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については、車両運用の都合や撮影時間等の関係で実際と情景が異なる場合があります。 

ツアーの 

 ポイント 

東メディア 11-0095 


