
パッケージコードR24183001-00 企   3 

■出発日      2018年4月22日（日） 日帰り 
■行  程     【往路】豊田～甲府  
          ※豊田車両センター内体験乗車（車内にて） 
           【復路】甲府～豊田 
         ※往復とも団体臨時列車普通車指定席利用 

            （189系M52編成） 

■募集人数  300名 
■食 事    昼食１回付 
          （オリジナル掛け紙付お弁当・お茶350ml1本） 
■旅行代金に含まれるもの 
           往復のＪＲ券（豊田～甲府） 
           オリジナル掛け紙付お弁当・お茶350ml 1本 

【共通のご案内】●募集人員：各コース300名（最少催行人員大人１名）●おとな1名様からお申込みいただけます。こどものみのお申込みはできません。●添乗員は同行しませんが、
車内では係員がご案内します。●車内販売はございます。●ご旅行出発駅と帰着駅を変更することはできません。●ご乗車いただく座席は、お渡しする乗車票に記載いたします。 

●座席番号の希望は承れません。また、同一グループでも座席番号が離れる場合があります。●うれしいポイント類は旅行代金に含まれます。ただしご利用にならない場合でも、返
金の対象にはなりません。●昼食・記念品およびうれしいポイントは未就学児にはつきません。●お弁当・お茶、乗車証明書（M52編成ラストランのみ）、記念品（M51編成ラストランの
み）は車内でお引き換えいたします。●お弁当・お茶及び4月27日M51編成ラストランの記念品のお引き換えには引換券（バウチャー券）が必要となります。バウチャー券を忘れた場合
はお引き換えができませんので、忘れずにお持ちください。●列車が車両故障、荒天等で運行中止となった場合、ツアーは催行中止となり、同様のツアーの追加設定はありません。 

●クーポン購入後の参加者の変更に関する取扱いは旅行業約款の定めのとおりとなります。クーポンに記載されたお客さま以外は、譲渡・転売によりクーポンをお持ちの場合であって
も旅行に参加いただくことはできません。●未成年者（20歳未満）の参加、および未成年者（20歳未満）の方で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、同意書の提出をお願いいたします。 

 さよなら189系Ｍ51編成・M52編成         G8401-01 ※おとな１名様よりお申込みいただけます。  

日帰り旅行 

※列車は189系Ｍ52編成6両です。（1号車はスタッフ用）※往復の列車は企画枠利
用となります。列車名は往復とも「さよなら189系Ｍ52」です。※枠外・手仕舞後の手

配不可。※商品内容のお問合せ及び手仕舞後の変更・取消連絡は八王子支社営
業部販売促進課（053-8132/平日のみ）へ、端末操作のお問合せはヘルプデスク
（057-7719）へお願いします。※各種割引対象外です。 

販売店 
様へ① 

189系Ｍ51編成（左）・M52編成（右） ※写真はすべてイメージです 

4/22（日）・27（金） 

販売店 
様へ② 

※列車は189系Ｍ51編成6両です。（1号車はスタッフ車両）※列車は企画枠利用と
なります。列車名は「さよなら189系Ｍ51」です。※枠外・手仕舞後の手配不可。 

※商品内容のお問合せ及び手仕舞後の変更・取消連絡は八王子支社営業部販
売促進課（053-8132/平日のみ）へ、端末操作のお問合せはヘルプデスク（057-
7719）へお願いします。※各種割引対象外です。 

■出発日   2018年4月27日（金） 日帰り 
■行  程   【片道のみ】豊田～長野 
          ※団体臨時列車普通車指定席利用 

           （189系M51編成）車内のトイレは一部使用を制限します。 

           ※復路のＪＲ券はお客様負担となります 

■募集人数  300名 
■食 事    昼食１回付 
          （オリジナル掛け紙付お弁当・お茶１本） 
■旅行代金に含まれるもの 
          片道のＪＲ券（豊田～長野） 
          オリジナル掛け紙付お弁当 
          お茶350ml 1本 

     記念品【行先方向幕3コマ（レプリカ）】 
      【愛称幕1コマ（レプリカ）】 

            
          

コース 

行 
 
程 
 

 

        団体臨時列車「さよなら189系M52」限定 

豊田 ■□（豊田車両センター内体験乗車）■□豊田□■□■□  甲府 
10：25頃発          【普通車指定席】                        13：33頃着                           
                     ※豊田車両センター内体験乗車（車内にて） 

                      ※往路車内でお弁当・お茶・乗車証明書をお渡しします 
                          

          団体臨時列車「さよなら189系M52」限定                                 

甲府  ■□■□■□□■□■□■□□■□■□■□□■□■  豊田 
15：34頃発          【普通車指定席】              16：50頃着                  

コース                         

行 
 
程 

           団体臨時列車「さよなら189系M51」限定 

豊田 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 長野 
11：08頃発          【普通車指定席】                  16：18頃着 

                   ※車内でお弁当・お茶・記念品をお渡しします 

 

4/22（日）出発 

さよなら189系 
M52編成ラストラン 

基本代金（豊田駅発着） 

大人1名様 ８，９００円 
こども1名様   ６，０００円 

基本代金（豊田駅発・長野駅着） 

大人1名様 １８，９００円 
こども1名様   1６，０００円 
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甲府駅到着後はフリー
となります。 

各種割引 
対象外 

各種割引 
対象外 

販売店様へ① 

販売店様へ② 

※列車は往復とも全席禁煙となります。 
※ヘッドマーク・行き先方向幕撮影会はありません。 

※列車は全席禁煙となります。 
※ヘッドマーク・行き先方向幕撮影会はありません。 

日帰り旅行 はがきによる 
事前申込・抽選商品 

【うれしいポイント】 
・ 乗車証明書付（お一人様1枚）          

さよなら189系 
M51編成ラストラン 

4/27（金）出発 

愛称幕（イメージ） 行先方向幕（イメージ） 

※記念品は本物と同じ 
  サイズ、素材で作成 
     しています。 



“びゅう[日帰りコース]”の旅行代金には行程に明示された交通費、食事代等、消費税等諸税、およびサービス料が含まれています。 
★共通のご案内 ●旅行代金は、代金表等に記載された基本代金に各種差額代金を加減した金額となります。●おとな１名様よりお申込みいただけます。 ●最少催行人員大人１名。 ●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類及び最終行程表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利用コースに

ついて ●旅行商品にご利用いただける席数には制限がございます。●旅行商品用の特別割引運賃・料金適用のため、途中下車不可（パンフレットに記載のある途中下車可能駅を除く）、乗車変更の
制限など、ご利用に際して一部制限があります。●途中下車・途中乗車はできません。ただし、パンフレット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。なお、途中下車する際
は有人改札をお通りください。●ご旅行中の行程は、グループ内同一となります（同一発着駅・同一列車・同一設備のご利用となります）。●ご希望列車の指定席が満席のため自由席をご利用となる場
合、差額の払い戻しはいたしません。●一部区間が普通列車となる特急列車をご利用の場合、特急券の払い戻しはいたしません。●予約された指定席の変更は、ご出発前1回に限り、お申込み店で営

業時間内のみお取扱いいたします（旅行開始後、お申込み店以外、および営業時間外での変更はできません）。ただし一部店舗ではお取扱いできない場合がございます。 ●ご旅行の開始前に取消・
減員が発生した場合でお申込み店に連絡できない場合は、最寄りのＪＲ駅にて指定席の取消証明を受けてください（証明がない場合は払い戻しができません）。 ●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についての払い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。グ
ループ内同一発着駅となります。詳しくは各コースの行程表をご覧ください。 ●お客様の都合で指定された列車をご利用されない場合は、乗車券・特急券は無効となります。改めて乗車券・特急券をお
買い求めください。 ●往復ともの指定列車の座席が確保された場合のみ発売いたします。限定列車利用コースは、予約された指定券の変更はできません。 ●ご乗車される列車名はお渡しする乗車
券類に記載したとおりとなります。 ★こども代金について ●こども代金は小学生（６歳以上１２歳以下）のお子様が対象となります。 ●６歳未満のお子様は施設が定める施設利用料がかかる場合が
ございます。特に表記がない限り現地にてお支払いください。なおこの場合、施設での食事等の提供は原則としてございません。 ●幼児代金は募集型企画旅行には含まれません。★料理・食事場所
について ●料理内容、食事場所は、ご利用人数、時期により変更となる場合がございます（バイキングが定食に、定食がバイキングになる場合もございます）。●こども代金のお客様の食事は、施設
により「こども用料理」となる場合がございます。 ★平日・休日等の記載について ●パンフレット内の「平日」「休日」「休前日」の表記は、「平日＝月曜日～金曜日」「休日＝日曜日・祝日および振替休
日」「休前日＝土曜日、休日の前日」を原則といたします。ただし、休日であっても翌日も休日の場合は休前日の代金が適用となります。 ★取消および変更について ●取消・変更が生じた場合はお
申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。 ●お
客様のご都合による出発日および行程の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更・取消についても全体に対するお取消しとなり、取消料の対象となります。 ★その他のご案内 ●うれしいポイン
ト類は旅行代金に含まれます。ただし、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。また、こども代金が適用となるお客様は対象外となる場合がございます。 ●確定情報を記載する最終日
程表については、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。 ●行程に明示されていない観光施設等の送迎は当社の取扱いに含まれません。詳しくは
各観光施設等にお問い合わせください。 ●未成年者の方（20歳未満）の１名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、同意書の提出をお願いいたします。 ●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、措置が必要となる場合があります。詳細は「旅行条件書」の「お申込み
条件」を確認のうえ、特別な配慮、措置が必要となる場合は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。 ●パンフレット内の列車時刻等運輸機関の運行時刻、施設情報、観光情報等に
ついては、２０１８年２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。 

【ご予約方法】 

V-着春01    G8401-01 

お引き取りは下記のびゅうプラザ（旅行カウンター）へ 

■発売箇所  吉祥寺駅・国分寺駅・立川駅・八王子駅のびゅうプラザ 
          ※インターネット、びゅう予約センターでの発売はいたしません。 

■受付方法   通常はがきに右記の必要事項をご記入のうえ、下記宛先までお送りください。 

          ご予約は厳正なる抽選により決定します。 
          はがき1枚につき、1コースの申込みが可能です。（M52編成ラストラン・M51 
          編成ラストランの両方にご参加を希望されるお客さまは、各コースで1枚ず 

          つはがきをお出しいただき、お申し込みください。） 
           ※電話やFAXによる受付はいたしません。 
■応募締切   ２０１８年３月１８日（日）※必着 

■結果連絡       ２０１８年４月４日（水）までに当選者にのみ、発売箇所から電話にてご連絡 
          します。それまでにご連絡が取れない場合は無効となります。当選連絡を受 
                               けましたら、発売箇所が指定する期日までに、発売箇所へご来店いただき、 

                               ご旅行代金のお支払をお願い します。（振り込みによるお支払いはできません） 

          ※当選・落選についての個別のお問い合わせにはお答えいたしかねます。 
          ※お申込みの際に伺った発売箇所は、変更することができません。 

■その他    ●同一グループでも座席番号が離れる場合がございます。 
                            ●１回のお申込みは最大５名までといたします。代表者名による抽選となり 
            ます。 

                            ●お一人様につき、各コースはがき１枚のみのお申込みとなります。各コー 
           ス２枚以上お申込みいただいたことが判明した場合、すべて無効となります。 

必

ず

お
読
み
く
だ
さ
い 

2018   2    1 2018   2   1 
※店頭でお支払の 
  場合のみ 

受託販売 

【はがきの宛先】 
〒108-8799 日本郵便高輪郵便局私書箱50号  
 さよなら189系M51編成・M52編成事務局 

お申込みに際しましては、下記の必要事項を通
常はがきにご記入いただくか、下記に直接ご記入
いただき、切り取って通常はがきに貼付けてご郵
送ください。（２０１８年３月１８日必着） 
※必要事項が記入されていないものは無効となります。 

 

 
・代表者氏名                                                                      
 
・代表者電話番号 
 
・お申込み人数 
 （大人男性）        名 （こども男性）        名 

   

 （大人女性）        名  （こども女性）          名      

 

・参加希望コース 
    4/22（日） M52編成ラストラン 
 

     4/27（金） M51編成ラストラン  
 

・発売箇所   吉祥寺駅    国分寺駅   

          立川駅      八王子駅 

【個人情報の取扱いについて】 

ご提供いただきましたお客様の個人情報は、ＪＲ東日本八王子支社、
下記発売箇所および株式会社ジェイアール東日本企画が適切に管
理し、当旅行商品当選のご案内のために使用いたします。これ以外
の目的で個人情報を利用したり、第三者へ個人情報を開示すること
は一切ありません。 

（お支払にご来店いた
だけるびゅうプラザ） 

（フリガナ） 

 

切
り
取
り
線 

【必要事項】 

びゅうプラザ吉祥寺駅  東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 総合旅行業務取扱管理者 大澤芙美子 
                  （平日）11：00～19：00  （土休日）10：30～18：00  TEL 0422-22-7276 

びゅうプラザ国分寺駅  東京都国分寺市本町2-1-23  総合旅行業務取扱管理者 永塚 いずみ 
                  （平日）11：00～19：00  （土休日）10：30～18：00  TEL  042-324-4335 

びゅうプラザ立川駅    東京都立川市曙町2-1-1  総合旅行業務取扱管理者 土屋 美保 
                  （平日）10：30～19：00  （土休日）10：30～18：00  TEL 042-527-0019 
                                                     ※電話受付時間11：00～18：00 

びゅうプラザ八王子駅  東京都八王子市旭町1-1  総合旅行業務取扱管理者 友貞 美希 
                  （平日）11：00～19：00  （土休日）10：30～18：00  TEL 042-625-8531 
 


