
当旅行は株式会社日本旅行大阪法人営業支店（以下当社という）が企画・実
施する旅行であり、当旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
を締結する事になります。
●申込方法と契約の成立：①当社所定申込書に必要事項をご記入の上お一人
様に付旅行代金の２０％を添えてお申込み下さい。お申込金は旅行代金・取
消料・違約料の一部又は全部に取扱います。②契約は当社が旅行締結を承認
し申込金を受理した時に成立します。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
旅行出発日前日から起算して1５日目に当たる日よりも前にお支払い頂きます。
●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、当社は旅行催行を中止する場合があります。この場合、
旅行開始日前日から起算して１３日目（日帰り旅行は３日目）に当たる日よ
り前にご連絡し、お預かりしている旅行代金全額をお返し致します。
●旅行代金に含まれるもの含まれないもの：パンフレットに記載された日程
に明示した交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税、添乗員同行の場合は
同行費用、イベント費用が含まれます。旅行日程に記載のない交通費等の諸

ご旅行条件の要約（各コース共通／当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類及び同法第１２条の５に定める契約書面の一部となります）

定の損害について当社の故意・過失の有無に関らず特別補償規定に定めると
ころにより補償金又は見舞金をお支払いします。
●個人情報の取扱い：①当社は旅行申込みの際にご提供頂いた個人情報につ
いてお客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及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頂きます。②当社、当社グループ会社及
び販売店では、⑴取扱う商品、サービス等のご案内、⑵ご意見、ご感想の提
供・アンケートのお願い、⑶統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用さ
せて頂く事があります。③この他当社の個人情報の取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
お買物等の便宜のために免税店等に電子的方法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日前までにお申出下さい。
●当パンフレットに記載されている旅行日程および旅行代金は２０１９年
１１月２５日現在の資料を基準として作成されています。
●当社は安心してご旅行頂くため、旅行保険に加入されることをお勧めして
います。

お問い合わせは・・・

平日 ９：３０～１７：３０ 土・日・祝休業／総合旅行業務取扱管理者：浅野太一

〒５４１－００５１ 大阪市中央区備後町３－４－１ 山口玄ビル６階

ＴＥＬ０６-６２０４-１８１２ ＦＡＸ０６-６２０４-１７６３ 担当：山中・前田

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第２号／（一社）日本旅行業協会正会員

・総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。この旅行の契約に際し担当者からの説明に不明点がありましたらご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

・詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上お申込み下さい。旅行条件書（国内募集型企画旅行条件書）全文は右ＵＲＬから参照下さい。https://www.nta.co.jp/syuku/nihon/ryokojoken_shusai.htm

・お客様の状況によっては当初の手配内容に含まれていない特別な配慮や措置が必要になる可能性があります。特別な配慮や措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお申出下さい。

西日本１９－２００

12/21
(土)

ご夕食はストーブ列車内で津軽の冬の味覚をお楽しみ下さい

ストーブ列車 ストーブ列車

津軽五所川原++++++津軽中里++++++津軽五所川原
17：00                17：45/18：44 19：29

オプショナルツアー／ホテルサンルート五所川原宿泊プラン

【食事】朝－/昼－/夕弁

費用及び個人的性質諸費用は含まれません。
●取消料：お客様は次の取消料をお支払い頂く事により旅行契約を解除できます。
なお取消日とは当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申出頂いた日とします。
（日帰り旅行は③以降が適用）旅行開始日前日からさかのぼって
①２１日目前まで ：無料 ⑤旅行開始日前日：旅行代金の４０%
②２０日目に当る日以降：旅行代金の２０% ⑥旅行開始日当日：旅行代金の５０%
③１０日目に当る日以降：旅行代金の２０%⑦無連絡不参加 ：旅行代金の全額
④７日目にあたる日以降：旅行代金の３０% ⑧旅行開始後 ：旅行代金の全額
●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。
①天災地変・気象条件・暴動又はこれらのために生ずる旅行日程に変更若しくは旅
行中止。②運送・宿泊機関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。③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変更・滞在時間の短縮。
●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

■最少催行人員：２０名様 ■食事：朝０/昼０/夕１(弁当) ■添乗員：全区間同行

■旅行代金 ：９，８００円 (お一人当たり／大人・小人同額／２席占有)

★車両はオハ4６2（テーブル大きめ）の予定です。

★窓側から２席（ＡＢ又はＣＤ席）の２席占有プランのみの設定となります。
■大人・小人・幼児について
※大人は中学生以上、小人は小学生、幼児は未就学の子どもを指します。
※幼児は大人に同伴し大人の占有枠内の座席を利用する場合に限り無料です（食事なし）。幼児が座席
を使用する場合は小人（大人同額）となります。幼児は催行人員には数えません。

※親権者が同行しない未成年者の参加には親権者同意書が必要です。小人以下のみの参加はできません。
■お座席について
※占有座席を複数人でのご利用はできません。有料人員１名様につき乗車票を１枚ご用意します。
※席割は弊社一任とさせていただきます。座席指定はできませんので了承下さい。
※車内は全席禁煙となります。喫煙は停車中に指定場所でお願いいたします。
■その他
※行程表は2019年１１月２５日現在のスケジュールです。津軽鉄道の都合により変更となる場合が
ございます。確定時刻は最終書面にてご案内します。

※途中駅から途中参加はできません。また乗り遅れた場合は前途放棄となり再度合流することは
できません。この場合旅行代金の払戻しはありません。

～ツアーポイント～
・国内でも珍しいストーブ列車をトワイライトタイムに
運行（通常は日中のみの運行）

・１ボックスをお２人でご利用（お１人様２席占有）
・往路は津軽の幸の前菜とリンゴモチーフのお酒をご用意
・津軽中里では停車中に「けの汁」と津軽弁当をご用意

・復路はリンゴスイーツとコーヒーをご用意
・津軽鉄道名物みそドーナツ付き

お申込み方法・ご案内 【受付開始２０１９年１１月２９日１５：００／締切：２０１９年１２月１６日 ※満席の場合はご容赦下さい】

①「日本旅行 鉄道の旅」又は「日本旅行 大阪法人営業支店」のホームページ

からお申込みサイトへ進みお申込み下さい。津軽鉄道では受付けておりません。

直接ＵＲＬを入力する場合はhttps://va.apollon.nta.co.jp/tsugaru191221/です。

②キャンセル待ちは受付けておりません。空席がある機会にお申込み下さい。

③インターネットをご利用いただけない方はお問い合わせ下さい。

④お申込後３日以内にご旅行代金を銀行振込み・クレジットカード・コンビニ払

いのいずれかでお支払下さい。詳細はお申込みサイトのお支払欄をご参照下さ

い。お支払いが確認できない場合にはお申込みが取消される場合がございます。

⑤旅行保険に加入ご希望の方は「日本旅行 国内旅行保険」の受付サイトから各自

様でお手続き・ご精算下さい。

⑥最終ご案内書面は１２月１８日までに受付サイトのトップページに掲示します。

⑦ご出発当日はお申込み確認画面などを受付にご提示下さい。

⑧１２月１６日時点でお申込み人数が最少催行人数未満となった場合は、催行を中

止しご旅行代金をご返金します（受付サイトトップページに掲示します）。

⑨報道等の取材が車内にお邪魔する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

行程表 ●列車は全行程普通車・指定席
●凡例：++++鉄道、弁：弁当

行 程

※すべて旅行代金に含まれています。

■オプショナルツアー ： ホテルサンルート五所川原の宿泊プランです。
ご旅行代金：７，５００円（お一人当たり／大人・小人同額／ツイン・シングル同額）

○旅行企画・募集：㈱日本旅行大阪法人営業支店 ○最少催行人員：１名様
○食事：朝食付き ○部屋：ツインルームまたはシングルルーム（バス・トイレ付）
○旅行条件はご旅行本体に準じます。

お土産「みそドーナツ」
五所川原農林高校の生徒さんが造った味噌を練り込んだ焼ドーナツ
高校×地元菓子店「あるる」×津鉄のコラボ商品です。

食事提供「神家（じんや）」
津軽鉄道のストーブ弁当を始めとする
季節ごとの駅弁を製造し、地元の食材を
使った手作り料理が人気のお店です

https://www.nta.co.jp/syuku/nihon/ryokojoken_shusai.htm
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津軽鉄道＆日本旅行共同企画 第 2弾 12月 21日（土）出発限定 

 ストーブ列車で楽しむ「津軽のクリスマストワイライト」 

～津軽の冬の味覚を、レトロな客車で楽しむ夕暮れのひととき～ 

2019年 11月 29日（金）から発売開始 
 

 

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、社長：堀坂明弘）は、津軽鉄道株式会社（本社：青森県五所川原

市、社長：澤田長二郎）と共同企画第２弾として、ストーブ列車で楽しむ「津軽のクリスマストワイライト」

を以下のとおり発売いたします。 

津軽鉄道は、五所川原と津軽中里 20.7ｋｍを結ぶ民鉄で、今年も 12月 1日より名物の「ストーブ列車」が

走りはじめます。沿線には太宰治誕生の地で知られる金木や桜の名所・芦野公園があり、特に 8月に開催され

る「立佞武多（たちねぶた）」は青森三大ねぶたとして夏の津軽を代表する祭りとして知られていますが、   

冬の津軽と言えば「ストーブ列車」が代名詞となっています。 

この津軽鉄道ストーブ列車は、通常は日中時間帯のみの運行ですが、今回「クリスマスの雰囲気を、レトロ

な客車と地元の料理で楽しんでいただこう」と、トワイライト運行することになりました。 

「昭和の急行列車」の雰囲気を残す「旧型客車」に置かれたダルマストーブは、石炭を燃やして 2基で 1車

両を温めます。間近に座るとその熱さに驚かれることでしょう。また今回の食事は、津軽鉄道のストーブ弁当

を始めとする季節ごとの駅弁を製造し、地元の食材を使った手作りランチが人気のお店「神家（じんや）」さ

んが、クリスマスらしさを楽しんでいただける料理をご用意します。津軽の冬を暖かい車内で楽しんでくださ

い。お土産もご用意して多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

 
 

 

◎ 日本旅行 インターネット受付サイト URL https://va.apollon.nta.co.jp/tsugaru191221/ 
 

 

このリリースに関するお問い合わせ先 

 
 

秘書広報部 広報担当 TEL 03-6895-7860 

担当：桑名・宇野 
東京都中央区日本橋 1-19-1 日本橋ダイヤビルディング 12 階 

 

 
 

              
News Release 
日本旅行ニュース 2019 

トワイライト・ストーブ列車（イメージ） 

当日は気動車が客車を牽引する場合もあります 



  参 考 資 料   

◎ ツアー概要 

 

 

1. ツアー名称  ストーブ列車で楽しむ「津軽のクリスマストワイライト」 
2.  旅行日程  2019年 12 月 21日（土）のみ （日帰り） 

3.  旅行代金  お一人様 9,800円（大人・こども同額） 

4.  募集人員  32名 （最少催行人員 20名） 

5. 車両・座席  お座席は 4人掛けのボックス席を 2人でご利用いただきます。（お一人様 2席占有プラン） 

   ※お一人様でご参加の場合、相席となる場合があります。 

6.  お申込み  インターネット受付のみ 

      ※津軽鉄道では受付けておりません。 

   2019年 11 月 29日（金）15時から発売開始 24時間お申込み・決済が可能 

   受付サイト  https://va.apollon.nta.co.jp/tsugaru191221/ 

   募集パンフレット 

         https://va.apollon.nta.co.jp/tsugaru191221/files/panflet.pdf 

 

7. 取扱支店  株式会社日本旅行 大阪法人営業支店（担当：山中・石田） 

   ＴＥＬ：06-6204-1812 ＦＡＸ：06-6204-1763 

      営業時間：平日 9:30～17:30（土・日・祝休業） 

   ※お電話ではご予約を承っておりません。 

◎ ツアースケジュール 

12 月 21日（土） 

参加者集合 16:50までに津軽五所川原駅改札にお越しください 

下り 津軽五所川原 17:00発  津軽中里   17:45着 

上り 津軽中里   18:44発  津軽五所川原 19:29着 到着後解散 

https://va.apollon.nta.co.jp/tsugaru191221/
https://va.apollon.nta.co.jp/tsugaru191221/files/panflet.pdf


◎ ツアーの POINT  

● 国内でも珍しいストーブ列車を、夕方から夜にかけて運行します。 

 （通常は日中のみの運行で、日没後には運行していません） 

 

● お座席は 4人掛けのボックス席を 2人でご利用いただきます。 

 （お一人様 2席占有プラン） 

  ※お一人様でご参加の場合、相席となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 往路（津軽五所川原→津軽中里）では、 

  津軽の食材を活かした前菜とリンゴをモチーフにしたお酒をお出しします。 

 

● 折り返し駅の津軽中里駅では、「けの汁」とともに夕食弁当をご用意。 

  （停車中の客車内でもお召し上がりいただけます） 

 

● 復路（津軽中里→津軽五所川原）では、 

  リンゴを使ったスイーツと珈琲をお出しします。 

 

● 津軽鉄道名物の「みそドーナツ」をプレゼント 

 

  

    

    

 

 

 

 

 

※ 2019 年 11月 25日の情報により作成されています。運行時間の変更や運休になる場合があります。 

五所川原農林高校の生徒さんが造った味噌を練り込んだ焼ドーナツ 

高校×地元菓子店「あるる」×津鉄のコラボ商品です！ 

車内のダルマストーブ 

ボックスごとに大きめのテーブルが設置されています 

津軽の郷土料理 

けの汁 

ボックスごとに大きめのテーブルが設置されています 


