
2016 年８月 24 日 

ＪＲ東日本秋田支社 

ＪＲ東日本盛岡支社 

田沢湖線全線開通 50周年記念キャンペーンを実施します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 実施期間 

2016年 10月 1日（土）～2016年 11月 30日（水） 

 

２ 実施場所 

田沢湖線（盛岡駅～大曲駅間）及び秋田支社管内の主な駅・列車内 

 

３ 実施内容 

(1) 「沿線魅力発掘キャンペーン～みんなの写真がポスターに～」を開催します 

田沢湖線沿線には、名所、旧跡、祭事、美しい自然など、訪ねてみたくなる風景が

いっぱいです。このキャンペーンでは、そんな風景を切り取ったベストショットを募

集します。その写真でＪＲ秋田支社がポスターを制作し、駅等に掲出して、沿線の魅

力を発信します。 

写真募集期間：2016年 9月 1日（木）～2016年 9月 30日（金） 

ポスター掲出期間：2016年 11月 1日（火）～2016年 12月下旬 

※募集要項は別紙をご覧ください。 

 

(2) ラッピング列車を運転します 

田沢湖線の普通列車に、四季折々の美しい沿線風景をデザインに取り入れたラッピ

ングを施し、沿線の皆さまやご旅行でお越しの皆さまに田沢湖線の魅力を PR します。

また、10月 8日に大曲駅で出発式を実施します。 

1966年（昭和 41年）10月 20日に田沢湖線が全線開通してから今年で 50周年を迎えます。

これを記念し、沿線の皆さまに感謝の気持ちをお伝えするとともに、未来に向けてさらに多

くのお客さまに愛される鉄道をめざしてキャンペーンを実施いたします。第 1弾として、各

種イベントについてお知らせいたします。 

ここがポイント！ 

・田沢湖線の魅力を伝える写真を皆さまから募集し、ポスターに加工して駅に掲出します。 

・ラッピング列車を田沢湖線（盛岡駅～大曲駅間）で運転します。 

・団体専用列車を運転し、日帰りツアーを発売します。 

・横手駅、大曲駅、田沢湖駅、角館駅で多彩な駅イベントを開催します。 

・沿線の四季と鉄道の歩みをモチーフにした記念ロゴマークを作成しました。 

 



・運転期間：10 月 8 日（土）～12月下旬（運用の都合により変わる場合があります） 

・使用車両：701系 5000番台 2両 2編成 

・運転区間：田沢湖線 盛岡駅～大曲駅間 

 

※ラッピング列車イメージ 

 

 

 

 

 

 

(3)ラッピング列車を団体専用列車として運転し、日帰りツアーを発売します 

行きの秋田駅～盛岡駅間を田沢湖線経由で約 3時間半（秋田新幹線「こまち」の 2

倍以上）かけてゆっくりと走るユニークな団体専用列車を運転し、「つなぎ温泉」での

お食事と入浴がセットになった「つなぎ温泉日帰りツアー」3コースを発売します。 

秋の行楽シーズンのお出かけにぜひご利用ください。 

① 田沢湖線全線開通 50周年記念号で行く 大曲エキまつり＆つなぎ温泉日帰りツアー 

 出発日 10月 8日（土） ご旅行代金 秋田駅発着大人 6,500円 
     8:47発   9:31着  11:05発     12:34着   13:10頃～ 15:00頃 

■行程 秋田駅―大曲駅（大曲エキまつり）――盛岡駅＝＝つなぎ温泉（昼食・入浴） 

      15:56発      18:38着   
    ＝＝盛岡駅―――――秋田駅  

 

② 田沢湖線全線開通 50周年紅葉号で行く 田沢湖駅まつり＆つなぎ温泉日帰りツアー 

 出発日 10月 22日（土） ご旅行代金 秋田駅発着大人 6,500円 

       8:24発   9:45着 10:32発      12:02着   12:40頃～ 15:00頃 

■行程 秋田駅――田沢湖駅（田沢湖駅まつり）―盛岡駅＝＝つなぎ温泉（昼食・入浴） 

      15:56発    18:38着 

     ＝＝盛岡駅―――――秋田駅 

 

③ 田沢湖線全線開通 50周年紅葉号で行く角館駅まつり＆つなぎ温泉日帰りツアー 

  出発日 10月 29日（土） ご旅行代金 秋田駅発着大人 6,500円 

        8:24発  9:14着  10:05発      12:02着   12:40頃～ 15:00頃 

■行程 秋田駅――角館駅（角館駅まつり）―盛岡駅＝＝つなぎ温泉（昼食・入浴） 

      15:56発    18:38着 

     ＝＝盛岡駅―――――秋田駅 

 

 

 

 

車両イメージ 

【おススメポイント】 

１ 田沢湖線専用 701系 5000番台電車を特別に秋田駅から営業運転します。 

２ 大曲駅、田沢湖駅、角館駅では駅イベントをお楽しみいただけます。 

３ 県境の仙岩峠では絶景ポイントで徐行運転を行います。（10月 8日を除く） 



※団体専用列車となります。普通乗車券ではご乗車になれません。 

※列車時刻は変更となる場合がございます。 

※秋田支社管内の駅のびゅうプラザ、またはびゅう予約センターでお申し込みくださ

い。（詳しくは専用チラシをご覧ください。） 

 

(4) 駅イベントを開催します 

地元の皆さまへの感謝の気持ちを込めて、ご家族そろって楽しめる駅イベントを開

催します。イベント内容の詳細については決まり次第お知らせいたします。 

① 10月 8日（土）大曲駅 

② 10月 8日（土）～10日（月・祝）横手駅 

③ 10月 22日（土）田沢湖駅 

④ 10月 29日（土）角館駅 

 

 

(5) 記念ロゴマーク 

田沢湖線沿線の彩り豊かな四季を桜、花火、紅葉、雪の結晶で表現し、その中に 50

年の間に田沢湖線で活躍した主な車両のイラストを配置しました。このロゴマークは

各種宣伝物やグッズ等に使用します。 

 

 

 

※デザイン原案は田沢湖線の

普通列車に乗務している 

社員が考案しました。 

４ 宣伝展開   

多くのお客さまが集う「全国花火競技大会（大曲の花火）」（8月 27日開催）からポス

ター、のぼり等の掲出を開始いたします。なお、デザインは記念ロゴマークのデザイン

に準じています。 

 

 ※宣伝物イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
（Ｂ１ポスター） （のぼり旗） 

H1800mm×W600mm 

過去の開催の様子（大曲駅） 



田沢湖線全線開通 50周年記念 

「沿線魅力発掘キャンペーン～みんなの写真がポスターに～」募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ テーマ 

「あなたが見つけた田沢湖線沿線の魅力」 

 

２ 写真募集期間 

2016年 9月 1日（木）0時～2016年 9月 30日（金）23時 59分 

 

３ ポスター掲出期間 

2016年 11月 1日（火）～2016年 12月 31日（土） 

 

４ ポスター掲出場所 

湯沢駅、十文字駅、横手駅、大曲駅、角館駅、田沢湖駅、雫石駅 

盛岡駅、秋田駅、土崎駅、追分駅、八郎潟駅、東能代駅、二ツ井駅、 

鷹ノ巣駅、大館駅、弘前駅、川部駅、浪岡駅、津軽新城駅、象潟駅、 

羽後本荘駅、新屋駅、羽後牛島駅、船越駅、男鹿駅、能代駅、岩館 

駅、深浦駅、鰺ケ沢駅、五所川原駅、板柳駅 

 

５ 写真募集点数 

60点 

※Ｂ１版ポスターに写真 20枚を掲載し（右図参照）、3種類のポスターを制作します。 

 

６ 応募条件 

2014年 12月 1日（月）～2016年 9月 30日（金）の間に田沢湖線（盛岡駅〜大曲駅間）沿線で撮影

した未発表のカラー写真とします。 

※デジタルデータ規格：JPEG形式 3MB以上 5MB以下。 

※写真の応募はお一人様 1点とさせていただきます。 

 

７ 応募方法 

JR秋田支社ホームページ内専用ページのメールフォームに必要事項を入力し、写真を添付して送信

してください。 

 

８ 応募特典 

ご応募いただいた方全員に田沢湖線全線開通 50周年記念ステッカーセット（1組）を差し上げます。 

 

９ 応募作品の公開について 

応募作品は当社において選考を行い、ＪＲの駅に掲出するポスターに掲載いたします。また、ＪＲ

秋田支社ホームページ等での公開も予定しております。 

 

 

このキャンペーンは、田沢湖線沿線の魅力を広く伝えるために、四季折々の名所、旧跡、祭事、

美しい自然などの写真を皆さまから募集し、ＪＲ東日本の駅に掲出するポスターを制作するもの

です。 

★沿線をご旅行されたときに出会い、心を動かされた風景 

★沿線にお住まいの方だからこそ知るスポット 

「ぜひ人にすすめたい」田沢湖線沿線の魅力を捉えたとっておきの 1枚をお待ちしております。 

別紙 

ポスターレイアウト（イメージ） 

あなたの 1枚が 
ポスターに！ 



 

 

 

 

 

 

 

※ 応募状況や選考結果などに関してのお問い合わせにはお答えできません。 

※ 応募の際にいただいた個人情報は、当企画に関連したもののみに使用いたします。 

※ ポスターを制作する際に都合により応募作品の一部を修正させていただく場合があります。 

※ 応募作品に係る一切の著作権（二次的著作物の利用に係る権利を含む）は、応募により主催者 

（東日本旅客鉄道株式会社秋田支社）に譲渡され帰属しますので、予めご了承ください。 

※ 都合によりプレゼントは変更となる場合がございます。 

  ※ 応募にあたっては、ＪＲ秋田支社ホームページの応募専用サイトをご覧ください。 

 

【キャンペーンのお問い合わせ先】 

「田沢湖線沿線魅力発掘キャンペーン」事務局 

〒010-0001 秋田市中通４-５-６ 秋銀・明治安田ビル９階 

株式会社ジェイアール東日本企画秋田支店内 

電話 018-831-0962 平日 10：00～12：00、13：00～16：00 土日祝日は休業 



（画像は全てイメージです） 

 個人情報の 

取扱について 

(1) 当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では、【1】会社及び提携する企業の商品やサービス、キャンペ
ーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】各種アンケートのお願い【4】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。 

(2) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同
して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。 

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。この旅行条件は、当チ

ラシに記載されている旅行条件のほか当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅行条件書、最終

日程表によります。 

１． 旅行の申し込み及び契約成立 

(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行

代金、取消料、または違約料の一部として取扱います。 

(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際ご予約の

時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内（当社が定めた期

間内）にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約が

なかったものとして取り扱います。 

(3) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立するものとします。 

(4) ビューカード又は当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びク

ーポン券の宅配を希望される場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載す

る通信契約の条件によります。 

(5) お申込金（お一人様）) 

旅 行 代 金 お 申 込 金 

1 万円未満 3,000 円 

1 万円以上 3 万円未満 6,000 円 

3 万円以上 6 万円未満 12,000 円 

6 万円以上 10 万円未満 20,000 円 

10 万円以上 旅行代金の 20% 

 

2. 旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始

日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日

までにお支払いいただきます。 

3. 旅行代金に含まれるもの 

    旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費税等諸税を含んでいます。 

なお、上記の経費はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

4. 取消料 

旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消される場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、

ご参加のお客様からは 1 室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 

旅 行 契 約 の 解 除 日 取 消 料 

旅行開始日の 

前日から起算して 

さかのぼって 

①21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11 日目） 無 料 

②20 日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては 10 日目）
（③～⑥を除く） 

旅行代金の 20% 

③7 日目にあたる日以降の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の 30% 

 ④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% 

⑤旅行開始日当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の 50% 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 

5. 旅行代金の基準 

この旅行条件は 2016年 6月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2016年 6月 1日現在の有効な運賃・規則を基準

としています。 

6. 詳しい旅行条件は係員におたずねください。 

ご旅行条件（要旨） 
 

お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください 
（このチラシは、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の 5に定める契約書面の一部になります。） 

 個人情報の 

取扱について 

(3) 当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では、【1】会社及び提携する企業の商品やサービス、キャンペ
ーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】各種アンケートのお願い【4】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。 

(4) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同
して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。 

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。この旅行条件は、当チ

ラシに記載されている旅行条件のほか当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅行条件書、最終

日程表によります。 

２． 旅行の申し込み及び契約成立 

(6) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行

代金、取消料、または違約料の一部として取扱います。 

(7) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際ご予約の

時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内（当社が定めた期

間内）にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約が

なかったものとして取り扱います。 

(8) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立するものとします。 

(9) ビューカード又は当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びク

ーポン券の宅配を希望される場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載す

る通信契約の条件によります。 

(10) お申込金（お一人様）) 

旅 行 代 金 お 申 込 金 

1 万円未満 3,000 円 

1 万円以上 3 万円未満 6,000 円 

3 万円以上 6 万円未満 12,000 円 

6 万円以上 10 万円未満 20,000 円 

10 万円以上 旅行代金の 20% 

 

ご旅行条件（要旨） 
 

お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください 
（このチラシは、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の 5に定める契約書面の一部になります。） 

7. 旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始

日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日

までにお支払いいただきます。 

8. 旅行代金に含まれるもの 

    旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費税等諸税を含んでいます。 

なお、上記の経費はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

9. 取消料 

旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消される場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、

ご参加のお客様からは 1 室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 

旅 行 契 約 の 解 除 日 取 消 料 

旅行開始日の 

前日から起算して 

さかのぼって 

①21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11 日目） 無 料 

②20 日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては 10 日目）
（③～⑥を除く） 

旅行代金の 20% 

③7 日目にあたる日以降の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の 30% 

 ④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% 

⑤旅行開始日当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の 50% 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 

10. 旅行代金の基準 

この旅行条件は 2016年 8月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2016年 8月 1日現在の有効な運賃・規則を基準

としています。 

11. 詳しい旅行条件は係員におたずねください。 

 
18:38 頃着 
 

 
                                                            

    

 

      

 

 

  

     
                   

                                                                              

                                                                            

 

 

 

 

 

 

※この行程は最も新しい資料に基づいて作成されていますが交通機関等の都合により発着時間に変更が生ずることがあります。車内販売は、ございません。 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
                                     

                                       

   

                                                               

                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

月/日 行       程                      Ｂ２２１６００３１-０１ 食 事 

①  
10月 8日 
（土） 

                                    

秋田 大曲・・・・・・駅前広場         ･･････ 
8：47発                          9：31着 

 

大曲 角館 田沢湖 盛岡＝＝＜送迎バス＞＝＝ホテル紫苑（昼食・入浴）＝＝ 
11:05発     11:18 発       11:40発      12:34 着              13:10頃着            15：00頃 

 

＝＝＝＝盛岡 田沢湖 角館 大曲 秋田 
15:30頃着  15:56発                     16:47着       17:09着     17:33着          18:38着 

朝 × 

  

昼 ○ 

 

夕 × 

大曲駅で約１時間 30分間停車い
たします。「大曲エキまつり」を
楽しんでください。 

 

（田沢湖線全通 50 周年記念号） 

（田沢湖線全通 50周年記念号） 

★ご旅行代金：秋田駅発着:大人（こども）お一人様 

★募集人員１００名様（最少催行人員６０名様） 

大曲駅－8００（-400）円、角館駅 -1,000（-500）円、田沢湖駅-1,400（-700）円 

秋田駅発着以外の旅行代金差額 大人（こども）お一人様 

★出発日 

（田沢湖線全通 50 周年記念号） 



（画像は全てイメージです） 

 個人情報の 

取扱について 

(1) 当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では、【1】会社及び提携する企業の商品やサービス、キャンペ
ーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】各種アンケートのお願い【4】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。 

(2) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同
して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。 

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。この旅行条件は、当チ

ラシに記載されている旅行条件のほか当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅行条件書、最終

日程表によります。 

１． 旅行の申し込み及び契約成立 

(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行

代金、取消料、または違約料の一部として取扱います。 

(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際ご予約の

時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内（当社が定めた期

間内）にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約が

なかったものとして取り扱います。 

(3) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立するものとします。 

(4) ビューカード又は当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びク

ーポン券の宅配を希望される場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載す

る通信契約の条件によります。 

(5) お申込金（お一人様）) 

旅 行 代 金 お 申 込 金 

1 万円未満 3,000 円 

1 万円以上 3 万円未満 6,000 円 

3 万円以上 6 万円未満 12,000 円 

6 万円以上 10 万円未満 20,000 円 

10 万円以上 旅行代金の 20% 

 

2. 旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始

日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日

までにお支払いいただきます。 

3. 旅行代金に含まれるもの 

    旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費税等諸税を含んでいます。 

なお、上記の経費はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

4. 取消料 

旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消される場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、

ご参加のお客様からは 1 室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 

旅 行 契 約 の 解 除 日 取 消 料 

旅行開始日の 

前日から起算して 

さかのぼって 

①21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11 日目） 無 料 

②20 日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては 10 日目）
（③～⑥を除く） 

旅行代金の 20% 

③7 日目にあたる日以降の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の 30% 

 ④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% 

⑤旅行開始日当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の 50% 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 

5. 旅行代金の基準 

この旅行条件は 2016年 6月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2016年 6月 1日現在の有効な運賃・規則を基準

としています。 

6. 詳しい旅行条件は係員におたずねください。 

ご旅行条件（要旨） 
 

お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください 
（このチラシは、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の 5に定める契約書面の一部になります。） 

 個人情報の 

取扱について 

(3) 当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では、【1】会社及び提携する企業の商品やサービス、キャンペ
ーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】各種アンケートのお願い【4】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。 

(4) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同
して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。 

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。この旅行条件は、当チ

ラシに記載されている旅行条件のほか当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅行条件書、最終

日程表によります。 

２． 旅行の申し込み及び契約成立 

(6) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行

代金、取消料、または違約料の一部として取扱います。 

(7) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際ご予約の

時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内（当社が定めた期

間内）にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約が

なかったものとして取り扱います。 

(8) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立するものとします。 

(9) ビューカード又は当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びク

ーポン券の宅配を希望される場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載す

る通信契約の条件によります。 

(10) お申込金（お一人様）) 

旅 行 代 金 お 申 込 金 

1 万円未満 3,000 円 

1 万円以上 3 万円未満 6,000 円 

3 万円以上 6 万円未満 12,000 円 

6 万円以上 10 万円未満 20,000 円 

10 万円以上 旅行代金の 20% 

 

ご旅行条件（要旨） 
 

お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください 
（このチラシは、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の 5に定める契約書面の一部になります。） 

7. 旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始

日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日

までにお支払いいただきます。 

8. 旅行代金に含まれるもの 

    旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費税等諸税を含んでいます。 

なお、上記の経費はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

9. 取消料 

旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消される場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、

ご参加のお客様からは 1 室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 

旅 行 契 約 の 解 除 日 取 消 料 

旅行開始日の 

前日から起算して 

さかのぼって 

①21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11 日目） 無 料 

②20 日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては 10 日目）
（③～⑥を除く） 

旅行代金の 20% 

③7 日目にあたる日以降の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の 30% 

 ④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% 

⑤旅行開始日当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の 50% 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 

10. 旅行代金の基準 

この旅行条件は 2016年 8月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2016年 8月 1日現在の有効な運賃・規則を基準

としています。 

11. 詳しい旅行条件は係員におたずねください。 

 
18:38 頃着 
 

 
                                                            

    

 

      

 

 

  

     
                   

                                                                              

                                                                            

 

 

 

 

 

 

※この行程は最も新しい資料に基づいて作成されていますが交通機関等の都合により発着時間に変更が生ずることがあります。車内販売は、ございません。 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
                                     

                                       

   

                                                               

                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

月/日 行       程                      Ｂ２２１６００３１-０２ 食 事 

①  
10月 22日 
（土） 

                                    

秋田 大曲 角館 田沢湖・・・駅前広場 
8：24発               9：03発     9：21発   9：45着 

 

田沢湖 盛岡＝＝＝＜送迎バス＞＝＝＝ホテル紫苑（昼食・入浴）＝＝＝＝ 
10:32発                    12:02 着                 12:40頃着            15：00頃 

  

＝＝＝＝盛岡 田沢湖 角館 大曲 秋田 
15:30頃着  15:56発                     16:47着       17:08着     17:31着          18:38着 

朝 × 

  

昼 ○ 

 

夕 × 

田沢湖駅で約 45 分間停車いた
します。「田沢湖駅まつり」を
楽しんでください。 

 

（田沢湖線全通 50周年紅葉号） 

（田沢湖線全通 50周年紅葉号） 

★ご旅行代金：秋田駅発着:大人（こども）お一人様 

★募集人員１００名様（最少催行人員６０名様） 

大曲駅－8００（-400）円、角館駅 -1,000（-500）円、田沢湖駅-1,400（-700）円 

秋田駅発着以外の旅行代金差額 大人（こども）お一人様 

★出発日 

（田沢湖線全通 50 周年紅葉号） 



（画像は全てイメージです） 

 個人情報の 

取扱について 

(1) 当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では、【1】会社及び提携する企業の商品やサービス、キャンペ
ーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】各種アンケートのお願い【4】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。 

(2) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同
して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。 

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。この旅行条件は、当チ

ラシに記載されている旅行条件のほか当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅行条件書、最終

日程表によります。 

１． 旅行の申し込み及び契約成立 

(1) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行

代金、取消料、または違約料の一部として取扱います。 

(2) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際ご予約の

時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内（当社が定めた期

間内）にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約が

なかったものとして取り扱います。 

(3) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立するものとします。 

(4) ビューカード又は当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びク

ーポン券の宅配を希望される場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載す

る通信契約の条件によります。 

(5) お申込金（お一人様）) 

旅 行 代 金 お 申 込 金 

1 万円未満 3,000 円 

1 万円以上 3 万円未満 6,000 円 

3 万円以上 6 万円未満 12,000 円 

6 万円以上 10 万円未満 20,000 円 

10 万円以上 旅行代金の 20% 

 

2. 旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始

日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日

までにお支払いいただきます。 

3. 旅行代金に含まれるもの 

    旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費税等諸税を含んでいます。 

なお、上記の経費はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

4. 取消料 

旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消される場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、

ご参加のお客様からは 1 室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 

旅 行 契 約 の 解 除 日 取 消 料 

旅行開始日の 

前日から起算して 

さかのぼって 

①21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11 日目） 無 料 

②20 日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては 10 日目）
（③～⑥を除く） 

旅行代金の 20% 

③7 日目にあたる日以降の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の 30% 

 ④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% 

⑤旅行開始日当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の 50% 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 

5. 旅行代金の基準 

この旅行条件は 2016年 6月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2016年 6月 1日現在の有効な運賃・規則を基準

としています。 

6. 詳しい旅行条件は係員におたずねください。 

ご旅行条件（要旨） 
 

お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください 
（このチラシは、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の 5に定める契約書面の一部になります。） 

 個人情報の 

取扱について 

(3) 当社及び受託旅行業者は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他当社及び受託旅行業者では、【1】会社及び提携する企業の商品やサービス、キャンペ
ーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】各種アンケートのお願い【4】特典サービスの提供等にお客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。 

(4) 当社は、当社が保有するお客さまの個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客さまへのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同
して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。 

このご旅行は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施するものです。この旅行条件は、当チ

ラシに記載されている旅行条件のほか当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）及び別途お渡しする旅行条件書、最終

日程表によります。 

２． 旅行の申し込み及び契約成立 

(6) 当社所定のお申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行

代金、取消料、または違約料の一部として取扱います。 

(7) 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約のお申し込みを受け付けします。この際ご予約の

時点では、契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して 3 日以内（当社が定めた期

間内）にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合、当社は予約が

なかったものとして取り扱います。 

(8) 企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理した時に成立するものとします。 

(9) ビューカード又は当社提携クレジットカード会社のカード会員のみなさまがクレジットカードによる決済及びク

ーポン券の宅配を希望される場合は前(1)～(3)によらず、当社旅行業約款及び別途お渡しする旅行条件書に記載す

る通信契約の条件によります。 

(10) お申込金（お一人様）) 

旅 行 代 金 お 申 込 金 

1 万円未満 3,000 円 

1 万円以上 3 万円未満 6,000 円 

3 万円以上 6 万円未満 12,000 円 

6 万円以上 10 万円未満 20,000 円 

10 万円以上 旅行代金の 20% 

 

ご旅行条件（要旨） 
 

お申し込みの際には別途お渡しする詳細旅行条件書をお受け取りになり十分にお読みください 
（このチラシは、旅行業法第 12条の 4に定める取引条件説明書面及び同法第 12条の 5に定める契約書面の一部になります。） 

7. 旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始

日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が定める期日

までにお支払いいただきます。 

8. 旅行代金に含まれるもの 

    旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費税等諸税を含んでいます。 

なお、上記の経費はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

9. 取消料 

旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取消される場合に旅行代金に対してお一人様につき下記の料率で取消料を、

ご参加のお客様からは 1 室ご利用人員の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 

旅 行 契 約 の 解 除 日 取 消 料 

旅行開始日の 

前日から起算して 

さかのぼって 

①21 日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては 11 日目） 無 料 

②20 日目にあたる日以降の解除（日帰り旅行にあっては 10 日目）
（③～⑥を除く） 

旅行代金の 20% 

③7 日目にあたる日以降の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の 30% 

 ④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% 

⑤旅行開始日当日の解除（⑥を除く） 旅行代金の 50% 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100% 

10. 旅行代金の基準 

この旅行条件は 2016年 8月 1日を基準としています。又、旅行代金は 2016年 8月 1日現在の有効な運賃・規則を基準

としています。 

11. 詳しい旅行条件は係員におたずねください。 

 
18:38 頃着 
 

 
                                                            

    

 

      

 

 

  

     
                   

                                                                              

                                                                            

 

 

 

 

 

 

※この行程は最も新しい資料に基づいて作成されていますが交通機関等の都合により発着時間に変更が生ずることがあります。車内販売は、ございません。 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
                                     

                                       

   

                                                               

                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

月/日 行       程                      Ｂ２２１６００３１-０３ 食 事 

①  
10月 29日 
（土） 

                                    

秋田 大曲 角館・・・・・駅前広場 
8：24発               9：03発        9：14着 

 

角館 田沢湖 盛岡＝＝＝＜送迎バス＞＝＝＝ホテル紫苑（昼食・入浴）＝＝＝＝ 
10:05発      10:32発           12:02 着                 12:40頃着            15：00頃 

  

＝＝＝＝盛岡 田沢湖 角館 大曲 秋田 
15:30頃着  15:56発                     16:47着       17:08着     17:31着          18:38着 

朝 × 

  

昼 ○ 

 

夕 × 

角館駅で約 50 分間停車いたし
ます。「角館駅まつり」を楽し
んでください。 

 

（田沢湖線全通 50周年紅葉号） 

（田沢湖線全通 50周年紅葉号） 

★ご旅行代金：秋田駅発着:大人（こども）お一人様 

★募集人員１００名様（最少催行人員６０名様） 

大曲駅－8００（-400）円、角館駅 -1,000（-500）円、田沢湖駅-1,400（-700）円 

秋田駅発着以外の旅行代金差額 大人（こども）お一人様 

★出発日 

（田沢湖線全通 50周年紅葉号） 


