
募集型企画旅行

「予土線３兄弟三重連 ウィンタークルーズ奥四万十号」の発売について

2 0 2 0 年 1 2 月 11 日

宇和島駅ワーププラザでは、Go To Travel事業支援対象商品として“予土線３兄弟”を連結した
団体貸切列車の募集型企画旅行を発売致します。

当ツアーでは、予土線３兄弟（しまんトロッコ・海洋堂ホビートレイン・鉄道ホビートレイン）を

連結し、予土線３兄弟を三重連として運転致します。また、停車駅では沿線自治体によるおもてなし

を計画しております。

この機会に“予土線３兄弟三重連”と予土線沿線の風景・おもてなしをお楽しみください。

1 商品概要

（1）商品名
「予土線３兄弟三重連 ウィンタークルーズ奥四万十号」

「予土線３兄弟三重連 ウィンタークルーズ奥四万十号＆おさかな館の旅」

（2）出発日
2021年 1月 24日（日） 日帰り

（3）旅行代金・募集人員
①宇和島駅発着 ウィンタークルーズ奥四万十号 往復乗車プラン（ Aコース・Bコース ）

お支払い実額（Go To Travel事業割引適用後）
おとな１名様 ４，５５０円 小学生１名様 ３，１２０円 幼児（４歳より）１名様 ２，２１０円

旅行代金・・・大人７，０００円 / 小学生４，８００円 / 幼児（４歳より）３，４００円
旅行代金への給付金・・・大人２，４５０円 / 小学生１，６８０円 / 幼児（４歳より）１，１９０円
地域共通クーポン・・・大人１，０００円 / 小学生１，０００円 / 幼児（４歳より）１，０００円
宇和島駅発 ウィンタークルーズ奥四万十号 片道乗車プラン（ Aコース・Bコース ）

（Go To Travel事業の対象ではございません）
おとな１名様 ５，０００円 小学生１名様 ３，４００円 幼児（４歳より）１名様 ２，０００円

②宇和島駅発着 ウィンタークルーズ奥四万十号＆おさかな館の旅

お支払い実額（Go To Travel事業割引適用後）
おとな１名様 ４，７５０円 小学生１名様 ２，５４０円 幼児（３歳より）１名様 １，３００円

旅行代金・・・大人７，３００円 / 小学生３，９００円 / 幼児（３歳より）２，０００円
旅行代金への給付金・・・大人２，５５０円 / 小学生１，３６０円 / 幼児（４歳より）７００円

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、予土線利用

促進対策協議会から中止要請を受けたため、開催を中止致します。



地域共通クーポン・・・大人１，０００円 / 小学生１，０００円 / 幼児（４歳より） なし

（4）募集人員 各コース２５名様（最少催行人員２０名様）

（5）発売日 2020年 12月 12日（土） 午前 10時 00分より

（6）発売箇所 宇和島駅ワーププラザ（店頭・電話）

2 その他

（1）詳細は別紙パンフレットをご覧ください。
（2）ご参加のお客様には予土線３兄弟三重連を記念したオリジナルノベルティを進呈いたします。



“旅のポイント”

1、　予土線３兄弟が大集合し、三重連（往路のみ）として運転いたします。

2、　冬季運行のない「しまんトロッコ」をお楽しみいただけます。

3、　停車駅にて沿線自治体によるおもてなしが計画されております。

4、　予土線３兄弟三重連運行を記念したオリジナルノベルティをご用意いたします。

●　臨時列車として運転するため、時刻を変更したり、ツアー内容に変更が発生する場合がございます。

●　４歳未満のお客様でもお席を使用する、食事を利用する場合は幼児の旅行代金が必要です。

●　GO TO トラベル適用の往復プラン（A・Bコースともに）での途中離団につきましてはご遠慮願います。

●　ツアーご参加中はマスクの着用をお願い致します。

1.この旅行はGo To トラベル事業の対象商品です。

2.旅行代金からGo To トラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。

　10月1日以降にご出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。

（別途、ウェブページ等でご案内いたします）

3.給付金の受領について

　国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社は、給付金をお客様に代わって受領(代理受領)致しますので、

　お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくことになります。

　なお、お取り消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受け致します。

　 お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申し込みください。

大　人 小　学　生
幼　児

（４歳から）

Aコース
（宇和島⇒窪川） 5,000円 3,400円 2,000円

Ｂコース
（宇和島⇒窪川） 5,000円 3,400円 2,000円

 ■ 旅行代金・給付額・地域クーポン・お支払い実額（おひとり） 大　人 小　学　生 幼　児

旅 行 代 金 (A) 7,000円 4,800円 3,400円
旅 行 代 金 へ の 給 付 額 (B) 2,450円 1,680円 1,190円
地 域 共 通 ク ー ポ ン 1,000円 1,000円 1,000円
お 支 払 い 実 額 (A)-(B) 4,550円 3,120円 2,210円

Ａコース

Ｂコース
（往復）

行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程

宇和島駅 窪川駅
（昼食：車内にてお弁当）9：50発 13：15着

窪川駅 宇和島駅
14：13発 16：54着

【 予土線３兄弟三重連 】 Aコース：トロッコ乗車区間：松丸⇒半家

　　　　　　　　　　　　　　   　Bコース：トロッコ乗車区間：半家⇒土佐大正

【 しまんトロッコ（貸切） 】   Aコース：トロッコ乗車区間：土佐大正⇒江川崎

　　　　　　　　　　　　　　　    Bコース：トロッコ乗車区間：江川崎⇒近永



■お申し込みのご案内　※お申し込みの前に必ずお読みください。
この旅行は、四国旅客鉄道㈱（以下当社といいます）が企画･募集し実施する企画旅行です。詳しい旅行条件を
記載した書面をご用意しておりますので、事前にご確認のうえお申し込みください。
１．お申し込み方法
　（１）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につき下記のお申込金を添えてお申し込みください。
　　　お申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。
　（２）当社は電話等による旅行のお申し込みをお受けいたします。この場合、当社が予約の承諾の旨を通知した日
　　　の翌日から起算して3日以内に申込書に申込金を添えてお申し込みください。
　（３）申込金　旅行代金（お一人様）１万円未満　・・・・・・・・・３，０００円以上旅行代金まで
２．契約の成立時期
　　この旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し上記の申込金を受理した時に成立いたします。
３．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日目にあたる日より前までにお支払いいただ
　　きます。旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって１４日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、お申
　　し込みと同時にお支払いいただきます。
４．旅行代金に含まれるもの
　　旅行代金には、パンフレットに明示された交通費、消費税等諸税相当額が含まれています。
５．旅行代金に含まれないもの
　　パンフレットに明示されていない交通費、飲食費、個人的な諸費用（クリーニング代、電話代等）及び自由行
　　動中の費用は旅行代金に含まれておりません。
６．旅行の催行について
　　お客様が最少催行人員に満たない場合は、旅行の催行を中止することがあります。この場合は旅行
　　開始日の前日から起算して、さかのぼって１３日目（日帰旅行については３日目）にあたる日より前に
　　ご連絡し、当社がお客様からお預かりしている旅行代金の全額をお返しいたします。
７．取消料について
　　旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合は、旅行代金に対してお一人様につき、
　　次の料率で取消料をいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、１０日前～８日前までは
　　２０％、７日前～２日前までは３０％、前日は４０％、当日は５０％、旅行開始後または無連絡不参加の
　　場合は、１００％の料率で取消料をいただきます。

８．免責事項について
　　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。
　●天災地変、気象状況、暴動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中止
　●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
　●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・滞在時間の短縮
９．特別補償について
　　お客様が企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、
　　過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。
10．個人情報の取扱について
　（１）当社は、旅行申込の際に提供いただ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いただきます。
　（２）当社では①取り扱う商品、サービス等のご案内②ご意見、ご感想の提供、アンケートのお願い
　　　 ③統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
　（３）このほか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でご確認ください。
（http：//www.jｒ-shikoku.co.jp)
11．その他
　（１）このパンフレットは2020年11月１日現在を基準として作成しております。
　（２）この旅行契約に対し、ご不明な点があれば、お申し込み箇所の旅行業務取扱管理者におたずねくだ
　　　 さい。旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
　（３）このツアーは、大人１名様からお申込みできます。

ＪＡＴＡ 正会員

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業　第1042号

四国旅客鉄道（株）　宇和島駅ワーププラザ
０８９５－２２－３２２２

愛媛県宇和島市錦町１０－１
総合旅行業務取扱管理者　佐々木　和弘

お問合せ・お申込は：宇和島駅ワーププラザ　０８９５－２２－３２２２
営業時間：平日・土曜日　１０：００～１７：３０ / 定休日：日曜日・祝日



“旅のポイント”

1、　予土線３兄弟が大集合し、三重連として運転いたします。

2、　宇和島⇒松丸はトロッコ車両にご乗車できます。

3、　停車駅にて沿線自治体によるおもてなしが計画されております。

4、　予土線３兄弟三重連運行を記念したオリジナルノベルティをご用意いたします。

●　臨時列車として運転するため、時刻を変更したり、ツアー内容に変更が発生する場合がございます。

●　幼児の旅行代金は３歳から６歳までの未就学児です。３歳未満のお客様でもお席を使用する場合は幼児の旅行代金が必要です。

●　ツアーご参加中はマスクの着用をお願い致します。

1.この旅行はGo To トラベル事業の対象商品です。

2.旅行代金からGo To トラベル事業による給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。

　10月1日以降にご出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。

（別途、ウェブページ等でご案内いたします）

3.給付金の受領について

　国からの給付金はお客様に対して支給されますが、当社は、給付金をお客様に代わって受領(代理受領)致しますので、

　お客様は、旅行代金に対する給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくことになります。

　なお、お取り消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受け致します。

　 お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申し込みください。

 ■ 旅行代金・給付額・地域クーポン・お支払い実額（おひとり） 大　人 小　学　生 幼　児

旅 行 代 金 (A) 7,300円 3,900円 2,000円
旅 行 代 金 へ の 給 付 額 (B) 2,550円 1,360円 700円
地 域 共 通 ク ー ポ ン 1,000円 1,000円 0円
お 支 払 い 実 額 (A)-(B) 4,750円 2,540円 1,300円

宇和島発

行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程

【　貸切バス：宇和島自動車（予定）　】

【貸切バス】 道の駅 よって西土佐（昼食）宇和島駅 江川崎駅
9：50発 11：43着　11：50発 11：55着　　13：30発

【貸切バス】 【貸切バス】
おさかな館（自由行動） 宇和島駅

13：50着　　　15：15発 15：40着

【予土線３兄弟三重連】
トロッコ乗車区間

宇和島⇒松丸



■お申し込みのご案内　※お申し込みの前に必ずお読みください。
この旅行は、四国旅客鉄道㈱（以下当社といいます）が企画･募集し実施する企画旅行です。詳しい旅行条件を
記載した書面をご用意しておりますので、事前にご確認のうえお申し込みください。
１．お申し込み方法
　（１）当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お一人様につき下記のお申込金を添えてお申し込みください。
　　　お申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。
　（２）当社は電話等による旅行のお申し込みをお受けいたします。この場合、当社が予約の承諾の旨を通知した日
　　　の翌日から起算して3日以内に申込書に申込金を添えてお申し込みください。
　（３）申込金　旅行代金（お一人様）１万円未満　・・・・・・・・・３，０００円以上旅行代金まで
２．契約の成立時期
　　この旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し上記の申込金を受理した時に成立いたします。
３．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日目にあたる日より前までにお支払いいただ
　　きます。旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって１４日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、お申
　　し込みと同時にお支払いいただきます。
４．旅行代金に含まれるもの
　　旅行代金には、パンフレットに明示された交通費、消費税等諸税相当額が含まれています。
５．旅行代金に含まれないもの
　　パンフレットに明示されていない交通費、飲食費、個人的な諸費用（クリーニング代、電話代等）及び自由行
　　動中の費用は旅行代金に含まれておりません。
６．旅行の催行について
　　お客様が最少催行人員に満たない場合は、旅行の催行を中止することがあります。この場合は旅行
　　開始日の前日から起算して、さかのぼって１３日目（日帰旅行については３日目）にあたる日より前に
　　ご連絡し、当社がお客様からお預かりしている旅行代金の全額をお返しいたします。
７．取消料について
　　旅行契約成立後、お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合は、旅行代金に対してお一人様につき、
　　次の料率で取消料をいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、１０日前～８日前までは
　　２０％、７日前～２日前までは３０％、前日は４０％、当日は５０％、旅行開始後または無連絡不参加の
　　場合は、１００％の料率で取消料をいただきます。

８．免責事項について
　　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。
　●天災地変、気象状況、暴動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中止
　●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
　●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・滞在時間の短縮
９．特別補償について
　　お客様が企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、
　　過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。
10．個人情報の取扱について
　（１）当社は、旅行申込の際に提供いただ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いただきます。
　（２）当社では①取り扱う商品、サービス等のご案内②ご意見、ご感想の提供、アンケートのお願い
　　　 ③統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
　（３）このほか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でご確認ください。
（http：//www.jｒ-shikoku.co.jp)
11．その他
　（１）このパンフレットは2020年11月１日現在を基準として作成しております。
　（２）この旅行契約に対し、ご不明な点があれば、お申し込み箇所の旅行業務取扱管理者におたずねくだ
　　　 さい。旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
　（３）このツアーは、大人１名様からお申込みできます。

ＪＡＴＡ 正会員

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業　第1042号

四国旅客鉄道（株）　宇和島駅ワーププラザ
０８９５－２２－３２２２

愛媛県宇和島市錦町１０－１
総合旅行業務取扱管理者　佐々木　和弘

お問合せ・お申込は：宇和島駅ワーププラザ　０８９５－２２－３２２２
営業時間：平日・土曜日　１０：００～１７：３０ / 定休日：日曜日・祝日


