
JR 東日本 30 周年記念「フレテミーナ」ご招待！について 

ＪＲ東日本 30 周年を迎え、この間当社グループを支えていただきましたお客さまに感謝の気持ち

をこめて、合計 12 組 46 名様を「フレテミーナ」にご招待します。 

★応募期間

2017 年 6 月 1 日(木) ～ 2017 年 6 月 20 日(火) 

★賞品

体験学習型ツアー「フレテミーナ」 各コース 1 組、合計 12 組 46 名様 

★応募資格

賞品の体験学習型ツアー「フレテミーナ」の参加にあたっては、小学生のお子様（1 名以上）を含むご参加を条

件とさせていただきます。（未成年者のみでの参加、大人のみでの参加はできません。） 

★応募方法

応募にあたっては応募規約をご確認の上、同意された方のみご応募が可能です。 

★当選発表

厳正なる抽選の上、当選された方には、キャンペーン事務局から当選者様へ応募いただきました際のメールアド

レス宛てに 6 月 25 日頃までに当選通知をお送りいたします。

その後、旅行企画・実施会社（以下、㈱びゅうトラベルサービス）よりツアーの詳細につきまして、お電話にて

ご連絡をさせていただきます。なお、お電話は 2017 年 6 月 26 日～30 日頃を予定しております。 

ツアー内容にご同意いただき、(株)びゅうトラベルサービスとご契約いただいた時点で当選確定とし、発表にか

えさせていただきます。 

希望コースＮＯ 出発日 宿泊地区 コース名 組数

1 7月21日(金） 山形県蔵王 特別運行の上野発「とれいゆ つばさ」で行く!「山形・蔵王」満天の星観賞と楽しく学ぶ「牧場体験」※宿泊施設は選べません 1組4名

2 7月23日(日） 栃木県那須烏山 感動体験！那須烏山の大祭「山あげ祭」高根沢の農業にふれる～遊んで、食べて、学ぶ旅～ 1組4名

3 7月26日(水）

4 7月30日（日）

5 7月28日(金） 岩手県釜石 「カシオペア号盛岡行き乗車」ＳＬ銀河と釜石・橋野地区でドキドキの民泊体験と家族でチャレンジ！目指せ究極の塩作り 1組3名

6 7月28日(金） 岩手県田野畑 「カシオペア号盛岡行き乗車」三陸・田野畑で漁業体験と三陸鉄道車両基地探検＆お掃除体験 1組4名

7 7月28日(金） 岩手県雫石 「カシオペア号盛岡行き乗車」岩手の大自然の中で森のめぐみにふれる！小岩井農場で自然プログラム 1組3名

8 7月28日(金）

9 8月4日(金）

10 8月5日(土） 岩手県安比高原 青森ねぶた祭で跳人(はねと)体験＆大自然の安比高原　神秘のブナの森探検 1組4名

11 8月18日(金） 新潟県南魚沼 郷土に伝わる伝統工芸や料理教室も！里山・川で学べる田舎暮らし体験 1組4名

12 8月20日(日） 群馬県みなかみ ここは第2の故郷　はじめての農村民泊に挑戦！水の楽園「みなかみ」の不思議に迫る大冒険 1組4名

13 8月20日(日）

14 8月26日(土）

15 8月26日(土） 宮城県石巻(雄勝） MORIUMIUS(モリウミアス)で自然と共に生きる暮らし体験3日間 1組4名

山梨県北杜

福島県いわき

秋田県小坂

1組4名

1組4名

新鮮な夏野菜を収穫！自然の恵みを味わう夏色の「八ヶ岳高原」で過ごす夏休み

南国ムードあふれる「スパリゾートハワイアンズ」と新鮮野菜の収穫体験！いわきの魅力発見旅

秋田に残るブルートレインあけぼの客車宿泊と廃線跡で学ぶ・遊ぶ鉄道体験 1組4名

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/fretemina/form/


応募規約 

プレゼントにご応募いただくには、下記の応募規約に同意していただく必要があります。 

★賞品 体験学習型ツアー「フレテミーナ」 各コース 1 組、合計 12 組 46 名様

＜賞品内容に含まれるもの＞ 

「フレテミーナ」パンフレットの各行程に明示された交通費、食事代等、消費税等諸税およびサービス料、国内

旅行傷害保険が含まれます。ただし、幼児代金（3 歳～未就学児のお子様/乳児含む）は別途施設が定める施設使

用料、食事代金、入場料、交通費の一部等がかかる場合があります。現地にてお支払ください。その際、宿泊施

設（カシオペア車内含む）での寝具等の提供は原則としてありません。 

★応募時の注意事項

ご応募いただく際、以下のいずれの場合も、当選は無効となります。ご注意ください。 

・応募者の住所、電話番号、メールアドレスが不明、不備があり連絡が不能などの理由により、

当選の通知ができない場合。

・応募はお一人様 1 回に限らせていただきます。複数回の応募の際は無効となります。

・応募につきましては、小学生のお子様（1 名以上）を含むご参加を条件とします。

未成年者のみ、大人のみでのご利用はできません。

未成年者のみ、大人のみでのご利用の場合は、当選の権利を無効とさせていただきます。

・当選権利を他人に譲渡したり、換金したりすることはできません。

当選者以外の第三者を賞品のお受け取り先に指定された場合、当選の権利を無効とさせていただきます。

・個別の当選結果のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※複数回当選はございません。

※本キャンペーン関係者の応募はできません。
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★当選発表および当選後のご案内

厳正なる抽選の上、当選された方には、キャンペーン事務局から当選者様へ応募いただきました際のメールアド

レス宛てに 6 月 25 日頃までに当選通知をお送りいたします。

その後、㈱びゅうトラベルサービスよりツアーの詳細につきまして、お電話にてご連絡をさせていただきます。

なお、お電話は 2017 年 6 月 26 日～30 日頃を予定しております。 

ツアー内容にご同意いただき、(株)びゅうトラベルサービスとご契約いただいた時点で当選確定とし、発表にか

えさせていただきます。 

都合により、ご案内のお電話が遅れる場合もございますので、予めご了承ください。 

ご連絡時に、ご同行者様のお名前、ご年齢等旅行契約に必要な情報をお伺いいたします。 

★「フレテミーナ」ご旅行に関するご注意

・「フレテミーナ」のご参加にあたっては、小学生のお子様（1 名以上）を含むご家族等でのご参加を条件とさ

せていただきます。お子様のみでの参加、大人のみでの参加はできませんのでご注意ください。親権者以外の

方と同行される未成年者の方は親権者の同意書のご提出が必要となります。

・当選者様ご負担の場合でも追加の参加者様はお受けできません。

・宿泊施設等をお選びいただくことはできません。

・行程中の体験プログラムや一部の民泊を含む宿泊施設等のグループ分けやお部屋の指定についてはご希望を承

ることはできません。

・天候や参加者の体調などにより当日やむを得ず行程を一部変更する場合や、安全確保のためプログラムを変更

する場合があります。

・乳児・幼児のツアーへの同行は可能ですが（一部コースを除く）、原則未就学児は体験プログラムに参加でき

ません。

・カシオペア乗車コースの寝台個室の定員は、おとな 2 名までとなり、3 名以上利用の場合、小学生のお子様は

添い寝となります。なお、1 室の最大利用人数は乳幼児の添い寝含めて 4 名までとなります。

・ＭＯＲＩＵＭＩＵＳ（モリウミアス）コースの参加プログラムは小学生のみ参加可能です。おとなの方は 20歳

以上の方のみ参加可能となり、プログラムは小学生と別プログラムになります。

・詳しい旅行内容及び参加条件等は、「フレテミーナ」パンフレットにてご確認ください。

・ご旅行の出発期間は当選した商品毎に指定されており、変更はできません。

・ご旅行終了後、「フレテミーナ」旅行に関するアンケートへのご回答にご協力いただきます。

・ご旅行参加時の写真撮影等の取材へのご協力（場合により、写真等の提供）をお願いする場合がございます。

http://www.jreast.co.jp/fretemina/assets/pdf/fretemina_pdf.pdf


★その他、ご旅行に関するご注意

・当選確定後、ツアーが集客不足のため、催行中止となる場合がございます。催行中止のご連絡は、ご参加予定

コースの出発日の 21 日前頃に㈱びゅうトラベルサービスよりご連絡させていただきます。催行中止の場合 

は、「フレテミーナ」の他の空きのあるコースをご案内させていただきます。（コースは選べません。当初

ご参加予定のコースと出発日が異なります。ご参加コースの変更による旅行代金の差額のご返金等はできませ

ん。集客状況により「フレテミーナ」の他のコースにご参加いただけない場合がございます。ご参加いただけ

る「フレテミーナ」のコースが無い場合、出発日や旅行日程が変更になったことで他のコースへのご参加が出

来ない場合には、別の旅行商品（各種体験等はつきません。利用条件がございます。利用条件については別途

ご案内します）をご案内させていただくことがございますので予めご了承ください。 

・当選後の出発日やコースの変更はできません。宿泊施設等の選択もできません。

・ご旅行中に発生した事故・盗難等につきまして、東日本旅客鉄道㈱及び㈱びゅうトラベルサービスは一切の責

任を負いません。

・ご旅行の申込みにあたっては、お送りするご旅行条件書をお読みください。

・やむを得ない事由により、ご旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった場合は、当ツアーを延期、中止また

は内容を変更する場合がございます。

・当選者様及び同行者様は、日程、内容、交通機関に対して健康上支障のないこと（※場合により医師の診断書

の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください）

・当選者様には、㈱びゅうトラベルサービスからのご連絡時に、ご同行者様のお名前、ご年齢等旅行契約に必要

な情報をお伺いいたします。本キャンペーンでは、当選者様からの必要な情報提供の通知をもって、ご当選の

手続きを完了とさせていただきます。期日までに旅行契約に必要な書面等を提出できない場合、当選を無効と

させていただきます。

・当選案内のご連絡から 1 週間以内にお電話でのご連絡が取れない場合は、ご当選を無効とさせていただく場合

がございます。

・ご当選の権利譲渡、換金はできませんので予めご了承ください。

・住所不明、転居先不明等で必要書面等をお届けできない場合も、ご当選を無効とさせていただく場合がござい

ます。

・旅行企画・実施：株式会社びゅうトラベルサービス（観光庁長官登録 旅行業第 1135 号）

・賞品（ホテル宿泊及びＪＲ券等）の費用は一時所得とみなされる場合があります。

★権利について

・当社による本キャンペーンの管理、安全性、公平性、整合性の維持、適切な実施を阻害し、またはこれに影響

を与えるコンピュータウイルスの感染、バグ、改ざん、不正な妨害、不正行為、その他当社が制御できない原

因を含め、何らかの理由で、本キャンペーンが予定どおり実施できない場合、当社は適切な対策（本キャンペ

ーン・投票の中止、終了、変更、延期を含む）を講じる権利を有します。

・応募者が本キャンペーンの公正または適切な実施を阻害するような、または阻害する可能性のあるような、違

法または不正な行為に関連していると当社が判断した場合、または応募者が応募過程に適切に従っていないと

当社が判断した場合には、応募者は受賞資格を失います。

・当社は、本規約に準拠していない当選者を無効にする権利を有します。本キャンペーンにおける当社の判断は

最終的なものであり、各応募者に適用されますが、これに関する特別な通知は行われません。



★個人情報の取り扱いについて

・ご応募の際にお預かりしました個人情報は、東日本旅客鉄道(株)の委託する会社が厳重に管理し、『フレテミー

ナ』ご招待！の抽選・当選者へのご連絡・発送及び個人を特定しない統計情報に利用させていただきます。お預か

りしました個人情報をご本人さまの同意なく業務委託先、旅行企画・実施会社である㈱びゅうトラベルサービス以

外の第三者に開示・提供することはございません。（法令等により開示を求められた場合を除く）

その他お客さまの個人情報の取り扱いについては、東日本旅客鉄道(株)（http://www.jreast.co.jp/）・㈱びゅう

トラベルサービス（http://www.v-travels.co.jp/）のホームページ内の「個人情報の取扱いに関する基本方針」を 

ご参照ください。 

http://www.jreast.co.jp/
http://www.v-travels.co.jp/



