２０１０年１２月８日

「武蔵小金井駅開業８５周年記念イベント」を開催します
中央線武蔵小金井駅は、１９２６年（大正１５年）１月１５日に開業し、２０１１年１月１５日
（土）で８５周年を迎えます。これを記念して、日頃から武蔵小金井駅をご利用いただいている
お客さまに、感謝の気持ちを込めて、地元自治体の皆さまと連携をとりながら、武蔵小金井駅開業
８５周年記念イベントを開催します。
旅行商品の設定や「駅からハイキング」、記念入場券の発売など様々なイベントを同時開催しま
す。

１．イベント開催日
２０１１年１月１５日（土）

２．武蔵小金井駅開業８５周年記念イベント
（１）「１１５系の日・武蔵小金井駅開業８５周年号」旅行商品
１月１５日を１１５系の日とし、「１１５系」電車で行く
「１１５系の日・武蔵小金井駅開業 85 周年号」を発売します。
・設 定 日
２０１１年１月１５日（土） 【日帰り】
・募集人数
２１６名
・食
事
昼食１回（１１５系乗車記念弁当）
・旅行代金
武蔵小金井駅発着 おとな ８，５００円
こども ６，１００円
甲府駅発着
おとな ６，７００円
１１５系電車（イメージ）
こども ５，２００円
・内
容
ＪＲ運賃 ＋ 記念弁当 ＋ 記念乗車証 ＋ 115 系オリジナルグッズ
・行
程
団体専用列車(弁当+記念品引換)
武蔵小金井駅―――甲府駅―（篠ノ井線内姨捨駅・桑ノ原信号所でのスイッチバック体験）――篠ノ井駅
７：１９頃発

９：１３頃発

１３：０３頃着

団体専用列車
篠ノ井駅―（篠ノ井線内姨捨駅・桑ノ原信号所でのスイッチバック体験)――甲府駅―――――武蔵小金井駅
１３：３３頃発

１６：４２頃着

１８：３４頃着

＜びゅう旅行商品のお申し込み方法＞
この旅行商品のご予約はハガキによるお申し込みになります。往復はがきに以下の①～⑧をご記
入の上、ご応募下さい。お申し込みのお客さまが募集人員を超えた場合は抽選とさせていただきま
す。抽選の当否は返信はがきにてお知らせします。
①お名前（ふりがな）、②性別、③年齢、④住所、⑤電話番号、⑥お申し込み人数（１～４名ま
で、大人･小人の内訳をご記入下さい）、⑦旅行商品名、出発日および乗車駅（武蔵小金井駅また
は甲府駅）を必ずご記入下さい。⑧ご指定のびゅうプラザ（旅行クーポン券類をお受け取りにな
るご希望のびゅうプラザ吉祥寺駅･三鷹駅･国分寺駅･立川駅･八王子駅･甲府駅の６店舗から１店
舗選択し、ご記入ください。）
なお、応募に際しての個人情報は本件に関する連絡にのみ使用します。
＊１名さまからお申し込みいただけます（幼児は含みません）。
＊お申し込みは、往復はがき１枚で１～４名様までとなります。
＊同一商品にお 1 人さまが複数枚のお申し込みをいただいても１件のお申し込みとなります。

＊上記①～⑧のうち一つでもご記入の無いお申し込みは、無効となります。
＊返信はがきにも必ず住所・氏名をご記入下さい。
【応募先】
〒１９２－８５０２ 東京都八王子市旭町１番８号
ＪＲ東日本 八王子支社 営業部「１１５系」事務局
【募集期間】
２０１０年１２月１７日（金）到着まで有効
【発
表】
２０１０年１２月２０日（月）に当否の返信用はがきを発送します。返信はがきをご持参の上、
ご指定のびゅうプラザで引き取りをお願いします。2010 年１２月２６日（日）までに引取りがな
い場合は、当選を無効といたしますのでご了承下さい。また、当選者の引取りが募集人員に達しな
かった場合や、キャンセルが出た場合は、2010 年１２月２７日（月）１５：００に吉祥寺駅･三
鷹駅･国分寺駅･立川駅･八王子駅･甲府駅のびゅうプラザ６店舗の店頭にて追加募集の有無を発表
します。追加募集がある場合は、発表を行った６店舗において、２０１０年１２月２８日（火）の
営業開始時間より、予約を受付します。
※詳しくは、１２月１０日（金）以降八王子支社内びゅうプラザにて専用パンフレットをご覧下さい。
（２）武蔵小金井駅開業８５周年記念入場券＜硬券＞
武蔵小金井駅の８５年のあゆみと新旧駅舎がデザインされた記念台紙付き武蔵小金井駅入場券
＜硬券＞を発売します。
・発売日時
２０１１年１月１５日（土）６時３０分～ （なくなり次第終了となります）
・発売箇所
武蔵小金井駅改札口前
・発売枚数
２,０００セット
・発売価格
１９０円（大人 130 円×１枚、小人６０円×１枚）
・発売方法
先着順にお一人様５セットまでの発売
※お支払いは現金のみのお取り扱いとさせていだきます。
※複数人で発売しますので、券番順の発売にはならない場合があります。
※郵送での受付･販売はいたしません。

記念入場券台紙（イメージ）

（３）武蔵小金井駅開業８５周年記念「駅からハイキング」
湧水とはけの道 小金井を巡るウォーキングコース
・日
時
２０１１年１月１５日（土）９時３０分～１５時００分
（受付は１１時３０分まで）
・コ ー ス
武蔵小金井駅（受付）→どんぐりの森→滄浪泉園→貫井神社
→野川公園→はけの森美術館→小金井神社→金蔵院→黄金の
水→武蔵小金井駅（ゴール）

・募集人員

２,０００名

はけの小路

（４）「親子でそろって駅長さん」記念撮影会
駅長制服（白）を着て、家族で記念撮影ができます。
※撮影をご希望の方は、カメラをご持参下さい。
・実施日時
２０１１年１月１５日（土）１０時００分～１５時 00 分
・実施場所
高架下イベントスペース
（５）ハンドベル等の演奏会
ハンドベルサークル“トライアングル”による「さくらさくら」演奏や、馬頭琴の演奏会を実施
します。
・実施日時
２０１１年１月１５日（土）１３時３０分～１４時３０分
・実施場所
高架下イベントスペース
（６）武蔵小金井駅パネル展示および立体交差化事業 VTR 放映を実施します
武蔵小金井駅周辺の歴史を物語るパネル展示を実施します。８５年の歴史と共に、武蔵小金井駅
が新しい駅舎になるまでの VTR をご覧いただき、駅とその周辺の発展を感じてみて下さい。
・実施日時
２０１１年１月１５日（土）１０時００分～１５時００分
・実施場所
高架下イベントスペース

2011 年 1 月 15 日（土）

■ 旅行代金／おとな（こども）１名様
武蔵小金井駅発着
■ 食事１回（車内弁当）

発着駅による代金の差額

甲府駅 1,800 円（900 円）引

■ 添乗員は同行しません

■ 旅行代金に含まれるもの

■ 募集人員 ２１６名様
■ 最少催行人員 １名様

コース番号 A27004448-01(1 号車),-02(2 号車),-03(3 号車),-04(4 号車),-05(5 号車),-06(6 号車) 企 3

行程表なし

武蔵小金井駅開業８５周年号 〔限定列車〕 (車内弁当)
【スイッチバック】
武蔵小金井駅
甲府駅
姨捨駅
7：19 発
9：13 発
桑ノ原信号所

販売店様へ

篠ノ井駅
13：03 着

往復ともに号車指定定員制普通車自由席・号車指定は出来ません。
車両は豊田車両センター所属 115 系を使用します。

武蔵小金井駅開業８５周年号 〔限定列車〕
篠ノ井駅
13：33 発

甲府駅
16：42 着

武蔵小金井駅
18：34 着

参加上のご注意
・このツアーの参加は武蔵小金井駅または甲府駅からの限定となります。そのほかの途中駅からご参加、ご乗車はできません。
・車内のトイレ数が少ないため、できるだけ武蔵小金井駅出発前におすませくださいますようお願いいたします。

この商品のご予約はハガキによるお申し込みとなります。
お申し込みのお客さまが募集人員を超えた場合は抽選とさせていただきます。
詳しくは裏面をご覧ください。
販売様店へ

枠外手配不可・手配登録不可

武蔵小金井駅開業８５周年号 １月１５日１１５系の日

お申し込みが募集人員を超えた場合は抽選となります。往復はがきに以下の①～⑧をご記入の上、ご応募ください。抽選の当否は返信はがきにて
お知らせいたします。
①お名前(ふりがな) ②性別 ③年齢 ④住所 ⑤電話番号 ⑥お申し込み人数（１名様～４名様まで、大人・小人の内訳をご記入ください）
⑦商品名・出発日及び乗車駅の別(武蔵小金井駅または甲府駅) を必ずご記入ください。⑧ご指定のびゅうプラザ（旅行クーポン券類をお受け取り
になるご希望のびゅうプラザを吉祥寺駅・三鷹駅・国分寺駅・立川駅・八王子駅・甲府駅の 6 店舗から 1 店舗を選択しご記入ください。）
※１名様からお申し込みください。（幼児は含みません。こどものみの申し込みはできません。）

お申し込み方法

※お申し込みは、往復はがき 1 枚で１名様～４名様までとなります。
※同一商品にお１人様が複数枚お申し込みいただいても、1 件のお申し込みとなります。
※上記①～⑧のうち一つでもご記入のない場合は、無効となります。
※返信はがきにも、必ず住所、氏名をご記入下さい。
【応 募 先】

〒192-8502 東京都八王子市旭町 1－8 ＪＲ東日本八王子支社営業部「１１５系」事務局
【募集期間】 2010 年 12 月 17 日（金）到着まで有効
表】 12 月 20 日（月）に当否を返信はがきで発送してお知らせします。

【発

【受け渡し】 返信はがきに指定された日までに当選の返信はがきをご持参の上、ご指定のびゅうプラザで引き取りをお願いします。指定の期日ま
でに引き取りが無い場合は、当選を無効といたしますのでご了承下さい。
《追加募集》 上記の応募で募集人員に達しなかった場合やキャンセルがでた場合は、12 月27 日（月）15 時に吉祥寺駅・三鷹駅・国分寺駅・立川駅・
八王子駅・甲府駅のびゅうプラザ店頭にて追加募集の有無を発表します。追加募集がある場合は発表を行った６店舗で 12 月 28 日
（火）の営業開始時間より予約の受付を行います。（発表した６店舗は 12/31～1/3 まで休業いたします。）

必ずお読みください

旅行代金には行程に明示された交通費、旅行業務取扱料金、消費税等諸税が含まれています
★大人１名様からお申し込みいただけます。（最少催行人員 1 名）ただしこどものみのお申し込みはできません。★添乗員 ●全コース個人旅行プランです。添乗員の同行
はございません。ご旅行に必要なクーポン券類をお渡しいたしますので、ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます。★JＲご利用のご案内 ●途中下
車・途中乗車はできません。乗降駅については券面表示の駅に限り有効です。（但し、券面上に途中下車駅が指定されている場合は、その駅に限り可能となります。）●ご
旅行中の行程は、グループ内同一となります。（同一列車・同一設備のご利用となります。）●ご旅行開始後のお客様の都合により利用されなかった区間の払戻しは一切で
きません。（運休等による場合はこの限りではありません。）★限定列車利用コースについて ●ご利用いただける列車に制限がございます。詳しくはコースの行程表をご
覧ください。●お客様の都合で限定列車をご利用されない場合は、乗車券は無効になります。こども代金●6 歳以上12 歳未満(小学生)のお子様が対象となります。★料理・
食事場所について ●料理内容は時期により変わる場合があります。★取消および変更 ●取消・変更が生じた場合はお申し込み店にご来店のうえ手続きを行ってくださ
い。取消・変更のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。その場合当社が定める旅行業約款に基づき取消料等を収受いたします。 ★パンフレット内の
列車時刻等、運輸機関の運行時間については、2010 年12 月1 日現在のものとなります。ダイヤ改正等の事情により時刻が変更となる場合がございますので出発前にご確
認ください。
※確定情報を記載する最終日程表につきましては当社より特に連絡がない場合は、当パンフレット記載内容をもって替えさせていただきます。※未成年者の方（20歳未満）
の一人またはお友達同士での参加および親権者以外の方とご同行される場合は、ご親権者様の同意をいただいてのお申込みとなりますので、同意書のご提出をお願い
いたします。
（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。
）

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下さい
＜パック型 企 マークのある商品＞
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、当パンフレ
ットに記載されている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.
旅行のお申し込み及び契約成立

４.

（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（お一人様につき）を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取
消料、又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（当社の定めた期間内）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とき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

1万円未満

金

お

申

込

旅 行 契 約 の 解 除 日
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）
旅行開始日の
②20 日目にあたる日以降の解除
前日から起算して
（日帰り旅行にあっては10 日目）
さかのぼって
（③～⑥を除く）
③7 日目に当たる日以降の解除
（④～⑥を除く）
④旅行開始日の前日の解除
⑤旅行開始日当日の解除（⑥を除く）
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加

金

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

２.

代

取消料
旅行契約の成立後、お客様のご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。

５.

取

消

料

無料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2010 年12 月1 日を基準としています。又、旅行代金は2010 年12 月1 日現在の有効な運賃・規則を基準としていま
す。

旅行代金の20％

６.

旅行代金のお支払い

詳しい旅行条件は係員におたずねください。

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期間の運賃・料金、宿泊費、食事代、旅行業務取扱料金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ご
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。

個人情報の取扱いについて
（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、電話番号又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。

この旅行契約に関してご不明な点がありましたら、ご遠慮なく営業所の総合（国内）旅行業務取扱管理者におたずねく
ださい。旅行契約に係る業務を行う営業所名、所在地及び旅行業務取扱管理者の氏名は別にお渡しする詳細旅行条
件書にてご確認ください。

八王子支社営業部 東京都八王子市旭町1 番8 号 総合旅行業務取扱管理者 小澤 美保子

