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品川発
ＪＲ東日本のハイグレード車両「なごみ」を貸切り

ひたちなか海浜鉄道 キハ 2005

ＪＲ東日本 Ｅ６５５系 「なごみ」

鉄道写真家 広田泉さんと行く
なごみ＆ひたちなか海浜鉄道の旅
㈱日本旅行（本社：東京都港区、社長：丸尾和明）は、鉄道写真家の広田泉さんと、ＪＲ東日
本のハイグレード車両Ｅ６５５系「なごみ」を利用したツアー専用（貸切）列車で行く、首都圏
地区の鉄道ファンとそのご家族向けを対象とした、品川駅発の「鉄道写真家 広田泉さんと行く
なごみ＆ひたちなか海浜鉄道の旅」を発売開始します。
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です。３月の東日本大震災
時には、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３ヶ月余りの間運行を休止。その後、会社を挙げての復旧作業や
地元の方の協力もあって７月２３日に全線営業再開しましたが、現在でも乗降客の減少に苦労を
されています。当社では、６月の部分運転再開日に「応援＆営業再開一番列車の旅」を発売して
多くのお申込を頂き、微力ながら運賃収入アップ等に寄与させて頂きました。今回はその第２弾
として、鉄道ファンの方により喜んで頂ける様な内容としております。
ツアーに同行する鉄道写真家の広田泉さんは、被災した鉄道を応援する写真集「ここから始ま
る」を出版。収益をひたちなか海浜鉄道などに寄付するなどの応援活動をされています。（プロ
フィールは３ページ目参照）
また、往路に乗車するＪＲ東日本のハイグレード車両 Ｅ６５５系「なごみ」は全車がグリー
ン車。運行回数は限定されており乗車するのが難しく、鉄道ファンを中心に非常に人気の高い車
両です。今回その車両をツアー専用に貸切り、通常走らない経路を走行したり、途中で進行方向
を転換したりする等、ファンの方に喜んでいただける様々な工夫をしています。
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ツアーの詳細は、以下の通りです。
１．商品名
鉄道写真家 広田泉さんと行く

なごみ＆ひたちなか海浜鉄道の旅

２．ツアー内容
実施日：平成２３年１２月１０日（土）限定 (日帰り)
行
程
品川（8：54発)→＜団体貸切列車 Ｅ６５５系「なごみ」。経路は、当日までのお楽しみ！＞
→勝田(12：23着)→＜ひたちなか海浜鉄道＞→那珂湊→阿字ヶ浦（13：04着・13：17発）→
那珂湊（13：30着）
昼食後、ケハ６０１見学会ならびに撮影用列車の運転（那珂湊→勝田→那珂湊）。
１６：００頃現地にて解散
＊朝食は、「なごみ」車内で、軽食をご用意します
＊昼食は、那珂湊駅であんこう鍋 （旧型車両内でお召し上がり頂くことも可能です）
＊ひたちなか海浜鉄道、「応援券つきオリジナルフリー乗車券」をお配りします。
解散後の沿線見学等に便利です。
３．旅行代金等 (代金はお一人様あたり)
・料金・・・・おとな：１８，０００円 こども:（小学生並びに座席使用の幼児）１５，０００円
＊帰路の料金は含まれていません（各自でお買い求めいただきます）
・添乗員・・・同行
・募集人員・・１００名様 （最少催行人員８０名様）
＊参考資料として、ツアーパンフレットを添付します。
４．商品のポイント
①勝田までは、ＪＲ東日本のハイグレード車両、Ｅ６５５系「なごみ」を利用。
ポストカード（予定）などの「なごみ」グッズも付いています。
②人気の鉄道写真家、広田泉さんが同行。撮影の為の撮影列車を那珂湊→勝田→那珂湊間で
運行。広田さんと一緒に沿線で鉄道写真撮影会を実施。
③ひたちなか海浜鉄道内は、鉄道ファンに人気の旧型気動車の専用車両にご乗車頂きます。
＊定期列車に増結となります。運行車両は、ツアー当日お知らせします。
④那珂湊駅では、１９６０～１９９２年の間に日本初のステンレス製気動車として活躍し、
現在、那珂湊駅構内に留置されている「ケハ６０１」の見学も特別に可能。保存活動を
している「おらが湊鉄道応援団」の方からご案内頂きます。
⑤昼食は名物の「あんこう鍋」です。那珂湊駅のホームや専用車両内でお召し上がり頂きま
す。

保存されているケハ６０１
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あんこう鍋は、専用車両内でもお召し上が
り頂けます。
（写真は、別ツアー時のもの）

５．販売方法
①発売日時：平成２３年１１月１日（火） ９：３０～
②発売箇所：日本旅行新宿法人営業部のみ （その他、日本旅行グループ店舗では受付ません）
電話 ０３－５３６９－３９３０ (平日９：３０～１７：３０ 土･日･祝休業）
＊パンフレットは、当社ＨＰにも掲載されています。

http://www.nta.co.jp/entame/tour/hitachinaka20111210.pdf
＜広田泉さんプロフィール＞

全国に走る鉄道の現在を撮影し写真展、書籍で発表するなか各種イベント
などで写真の楽しさを広めようと活動、また写真機材の開発などもこなす。
鉄道写真歴４０年目となる今年は写真集「ここから始まる」を自社出版し
て被災した線路を繋げるための運動を始めた。

＜ひたちなか海浜鉄道HP>
http://www.hitachinaka-rail.co.jp/htdocs/?page_id=86

＊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。
＊ このリリースは、国土交通記者会、東京都庁記者クラブ、国土交通省運輸記者会に配信して
います。

以
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上

2011 年１２月１０日(土)出発限定

１１月１日（火）９：３０
受付開始

品川発

那珂湊解散

日帰り

旅行代金

大人 18,000 円

小人 15,000 円※
※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

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。会社を挙げての懸命な復旧作業に
より、７月２３日に全線営業再開を果たし、大切な地元の足として走っています。
この「ひたちなか海浜鉄道」に熱い気持ちをお持ちなのが、鉄道写真家の広田泉さん。震災の被害を目の当
たりにして、プロとしてこの現実を記録するとともに、被災した鉄道を応援すべく写真集「ここから始まる」
を出版、収益を三陸鉄道とともにひたちなか海浜鉄道に寄付されるなど、精力的な応援活動を続けていらっ
しゃいます。
全線復旧を果たしたとはいえ、被災の影響は決して小さくなく、いつまでもひたちなか海浜鉄道が走り続け
るためには、まだまだ多くの応援が欠かせません。一人でも多くの方が鉄道を利用して那珂湊を訪ね、思い思
いに楽しんでいただくことも応援になる、そんな思いから広田さんにもご協力をいただき、今回の様々な形で
ひたちなか海浜鉄道を楽しめる企画が実現しました。
まず、勝田まではＪＲ東日本のハイグレード車両「なごみ」を利用、ゆったりした汽車旅を堪能していただ
きます。そして、昭和生まれの懐かしい旧型気動車に乗車、阿字ケ浦まで乗ったあと那珂湊へ。
那珂湊では魚市場の回転寿司や、様々な魚料理の人気が高く、また最近では「那珂湊焼きそば」も話題を呼
んでいますが、今回は、冬の味覚の代表「あんこう鍋」を那珂湊駅ホームで味わっていただきます。
また乗るだけではなく、旧型気動車の撮影専用列車を運転、走っている姿も記録してください。
そして、「おらが湊鉄道応援団」のご協力により、那珂湊駅構内のケハ６０１見学会も予定しています。
ぜひ、広田さんと一緒に、魅力いっぱいの「ひたちなか海浜鉄道」を訪ねてみませんか。

一緒にひたちなか海浜鉄道の魅力を堪能しませんか
こんにちは。広田です。
ひたちなか海浜鉄道の旧型気動車に乗り、そして撮影する企画が出来ました。
那珂湊駅で、沿線で、今も現役で活躍する彼らとの時間を楽しめることでしょう。
大震災の被害から立ち直ったひたちなか海浜鉄道は、今多くのファンに来ていただけ
ることを待ち望んでいます。訪ねることも大事な応援、ぜひ一緒に楽しんでみませんか。
（今回の企画に向けて、広田さんよりメッセージをいただきました。）

ツアーの
ポイント

・勝田まではＪＲ東日本の団体用ハイグレード車両「なごみ」を利用します。
・なごみ車内では朝食とともに、オリジナルグッズをプレゼント。
・勝田～阿字ヶ浦～那珂湊に旧型気動車の貸切を運転します。（定期列車に増結となります。）
・那珂湊駅ではホームに「あんこう鍋」をご用意、旧型車両を休憩用として利用出来ます。
・「応援券付きオリジナルフリー乗車券」をお配りします。解散後も湊線列車にご乗車出来ます。
・那珂湊駅構内にあるケハ６０１の見学を予定しています。
・撮影列車を那珂湊－勝田間に運転、広田さんとご一緒に沿線での撮影をご体験ください。
・現地解散なので、解散後はぜひ那珂湊の街もお楽しみください。

行程表

食事

１２／１０（
土）

集合 品川駅 （8:00 を予定）
品川 8:54――「なごみ（団体貸切列車）」――12:23 勝田 朝食は「なごみ」車内でお配りします。
勝田 12:37++++12:52 那珂湊++++13:04 阿字ヶ浦 13:17++++13:30 那珂湊 定期列車に貸切車両を増結します。
└那珂湊下車の方 ケハ６０１見学にご案内いたします。 （12:55～13:25 予定）
昼食 那珂湊駅構内にて「あんこう鍋」。（13:30～14:30 の時間帯で提供いたします。）

朝
昼

○撮影用旧型車両運転予定時刻 那珂湊 14:30++++14:47 勝田 14:58++++15:13 那珂湊
有名撮影地の中根へは以下の列車をご利用すると便利です。（下記以外の列車にもご乗車可能です。）
那珂湊 14:07++++「定期列車」++++14:12 中根・・・（自由撮影）・・・中根 16:04++++「定期列車」++++16:11 那珂湊

－

那珂湊にご滞在の方 ケハ６０１見学にご案内いたします （14:45～16:00 予定）
那珂湊駅解散 １６：１５予定 解散後も当日中はフリー乗車券で湊線列車に乗車出来ます。
※勝田からのお帰りの乗車券等は各自でお買い求めください。

ご 案 内

必ずお読みください

●添乗員・・・品川駅集合から那珂湊解散まで同行します。
●募集人員・・・１００名 （最少催行人員８０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７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３０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。
●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。
●ひたちなか海浜鉄道の貸切車両は号車指定とさせていただきますので、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。
●本ツアーご参加中、新聞、テレビ等の取材が入る場合がございます。ご了承ください。
●広田さんがやむを得ない事情でご同行出来ない場合でも、ツアーは催行いたします。その場合、ご参加を取りやめる場合には取消料はい
ただきません。
●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。

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、㈱日本旅行新宿法人営業部（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、お申込みいただくとともに、旅行代金をお振り込みください。
(2) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代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１４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
11 日目に当たる日まで
無料
旅行開始日の前
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％
日から起算して
さかのぼって
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、個人的性質の諸費用は含まれません。

旅行企画・実施

株式会社日本旅行 新宿法人営業部
〒160-0017
東京都新宿区左門町１６－１ 四谷ＴＮビル３階
観光庁長官登録旅行業第２号・ＪＡＴＡ正会員

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、急激かつ偶然な外来の事故により生命、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１０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１０月２５日現在を基準としています。
10．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、事前にご確認の上お申し込みください。

お申込・お問合せは・・株式会社日本旅行新宿法人営業部
観光庁長官登録旅行業第２号・ＪＡＴＡ正会員

〒160-0017 東京都新宿区左門町１６－１ 四谷ＴＮビル３階

ＦＡＸ ０３－３２２５－１００５
営業時間

℡ ０３－５３６９－３９３０ 担当 澤藤・阿部

平日 9:30～17:30（土・日・祝休業） 総合旅行業務取扱管理者

※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。

岡田雅教
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