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四十数年に渡り、関西と東北・北陸を結んだ
夜行名列車も遂に第一線から引退します

ありがとう [定期運行終了]
寝台特急「日本海」急行「きたぐに」
ツアーを発売開始します
㈱日本旅行（本社：東京都港区、社長：丸尾和明）は、本年３月のＪＲダイヤ改正により、定期運転を終了
する寝台特急｢日本海｣および急行｢きたぐに｣に乗車し、別れを惜しむパッケージツアーを発売します。
「日本海」と「きたぐに」の両列車に乗車する「完乗プラン」２プラン、
「日本海」又は「きたぐに」の片
道のみ乗車する３プランを設定しています。また、ツアー参加者には記念のオリジナルストラップ等オリジナ
ルグッズもご用意しています。
詳細は、以下の通りです。

◆寝台特急｢日本海｣について◆
1968 年 10 月のダイヤ改正で、急行「日本海」
を格上して、大阪～青森間に日本海縦貫線初の
20 系ブルートレインとして誕生。1975 年には、
14 系客車に置き換え、1978 年には、臨時だった
1 往復を加え、2 往復となる。14 系の 1 往復が
24 系に置き換わった後、1988 年の青函トンネル
開通に伴い 1 往復は函館へ。近年、夜行列車の
利用が低迷する中、健闘していたが、2006 年に
函館乗り入れ中止の後、2008 年に 1 往復が廃止。
そして、今回 2012 年 3 月のダイヤ改正で残る 1
往復が廃止され定期運行が終了する。
EF81＋24 系客車「日本海」 イメージ
◆急行｢きたぐに｣について◆
「きたぐに」はもともと、1961 年に誕生した
金沢～新潟間の気動車急行の愛称であったが、
1968 年 10 月のダイヤ改正で、「日本海」に格上げ
され、大阪～青森間の急行の愛称が「きたぐに」
になったのが、現在の列車の前身である。1982 年
の上越新幹線開業に伴い、運転区間が大阪から新
潟に短縮された。その際、車両が 14 系の寝台車
＋客車の編成に置き換わった。そして 1985 年 3 月
現在の使用車両である 583 系電車に再度変更され
た。近年は残り少ない急行列車かつ夜行列車、ま
た、1967 年に日本初の寝台列車として登場した
鉄道ファンに人気の 583 系電車を利用する唯一の
定期列車として活躍していたが、利用者の低迷に
伴い今回 2012 年 3 月のダイヤ改正をもって定期運
転を終了することになった。

583 系「きたぐに」
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１．商品名
ありがとう[定期運行終了] 寝台特急「日本海」 急行「きたぐに」
２．設定プラン（旅行代金：お一人様/発着/出発日）
プ
ラ
ン

①
②
③
④
⑤

＊Ｂ寝台・グリーン車料金は同額です。

設定プラン／旅行代金

発着

出発日

ありがとう きたぐに ＋ 日本海 完乗プラン３日間Ａ＜Ｂ寝台プラン＞
大阪発着
3/9
おとな ４９，８００円 こども３４，８００円
ありがとう きたぐに ＋ 日本海 完乗プラン３日間Ｂ＜Ｂ寝台プラン＞ 新潟集合・青森解散
3/9
おとな ４４，６００円 こども２９，６００円
ありがとう 日本海 下り列車プラン２日間 ＜Ｂ寝台プラン＞
大阪集合・青森解散 3/15・16
＜3/15発＞おとな24,800円、こども17,800円 ＜3/16発＞おとな29,800円、22,800円
ありがとう きたぐに 下り列車プラン２日間<Ｂ寝台ﾌﾟﾗﾝ/グリーン車ﾌﾟﾗﾝ＞
大阪集合・新潟解散 3/9･15･16
＜3/9・15発＞おとな19,800円、こども15,800円 ＜3/16発＞おとな24,800円、20,800円
新潟集合・大阪解散
3/9
ありがとう きたぐに 上り列車プラン２日間＜Ｂ寝台ﾌﾟﾗﾝ/グリーン車ﾌﾟﾗﾝ＞
おとな

１９，８００円

こども１５，８００円

＊オプション Ｂ寝台下段確約プラン：お一人様２，０００円（おとな・こども共通）
＊最少催行人員：各コース１５名様
３．日 程
①ありがとう きたぐに ＋ 日本海

Ｐ
1
2
3

完乗プラン３日Ａ

【大阪発着】

日程
コース
食
夜弁
3/9(金) 大阪（23：27発）→【急行きたぐに号（Ｂ寝台）
】→（車中泊）→
新潟→【特急いなほ１号（普通車指定席）
】→秋田→【特急つがる3号（普通車指定席）】
（8：29着/8：34発）
（12：11着/13：10発）
3/10
→青森→【特急日本海号（Ｂ寝台）】→（車中泊）
（土)
（15：53着/19：31発）
3/11（日） →大阪（10：27着） 着後解散

②ありがとう きたぐに＋日本海
日程

完乗プラン３日間Ｂ

【新潟集合・青森解散】
コース
食
1 3/9(金) 新潟（22：58発）→【急行きたぐに号（Ｂ寝台）
】→（車中泊）→
2
3/10 大阪（6：49着）→＜フリータイム＞→大阪（17：47発）【特急日本海号（Ｂ寝台）】
夕弁
（土)
→（車中泊）
3 3/11（日） →青森（8：45着） 着後解散

EF81＋24 系客車「日本海」 イメージ
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③ありがとう 日本海 下り列車プラン２日間 【大阪集合・青森解散】
日程
コース

1
2

3/15（木）又は3/16(金)
3/16（金）又は3/17（土）

大阪（17：47発）→【特急日本海号（Ｂ寝台）】→（車中泊）→
→青森（8：45着） 着後解散

食
夕弁

④ありがとう きたぐに 下り列車プラン２日間＜Ｂ寝台プラン/グリーン車プラン＞【大阪集合・新潟解散】
日程
コース
食
3/9（金）又は3/15（木） 大阪（23：37発）→【急行きたぐに号（Ｂ寝台又はグリーン車）】 夜弁
1
又は3/16（金）
→（車中泊）
3/10（土）又は3/16（金） 新潟→（8：29着） 着後解散
2
又は3/17（土）
⑤ありがとう きたぐに 上り列車プラン２日間＜Ｂ寝台プラン/グリーン車プラン＞【新潟集合・大阪解散】
日程
コース
食
新潟（22：58発）→【急行きたぐに号（Ｂ寝台又はグリーン車）】
1
3/9（金）
→（車中泊）
2
3/10（土）
朝弁
大阪→（6：49着） 着後解散

４．商品のポイント
①以下の特典付きです。
・ツアーオリジナル記念乗車証 （日本海・きたぐに乗車列車毎に１枚。デザインが異なります）
・ツアーオリジナルストラップ （日本海・きたぐに乗車列車毎に１個。デザインが異なります）
・ツアーオルジナル弁当
（プラン毎に１個。デザインは共通です）
②ツアー参加の方には、日本海・きたぐにの日本旅行オリジナルグッズを販売します。
５．販売方法
①発売日時：２０１２年２月１日（水） １５：００
②発売箇所：・大阪予約センター：06-6347-1212(平日9:30～19:00､土日祝9:30～18:00）
・日本旅行グループ全国各支店
（日本旅行、日旅サービス、日本旅行オーエムシートラベル店舗）
★日本旅行ホームページアドレス：

http://www.nta.co.jp/kansai/kokunai/pdf/nihonkai&kitaguni.pdf
６．設定人数
・プラン①②③
・プラン④(3/9出発)及び⑤
・プラン④(3/15.16出発)

各コースとも約 ６０名
各コースとも約 ４０名
各出発日とも約１００名

＊ツアー内容詳細につきましては、以下のパンフレットをご覧ください。

ツアー内容に関してのお問合せは
大阪予約センター
℡０６－６３４７－１２１２
平日：９：３０～１９：００ 土・日・祝９：３０～１８：００

