
行程表 （列車は全行程普通車指定席） ［凡例］━━：鉄道、……：徒歩 ［写真］西武鉄道株式会社提供

９
／
17
土

◆臨時夜行急行「奥武蔵５１号」運行ダイヤ
扉扱

池 袋 ━━━━━━━━━━ 豊島園
21:14 21:26

↓
練 馬 ━━━ 豊島園
21:41 21:39

↓ 扉扱

練 馬 ━━━ 西所沢 ━━ 西武球場前
21:53 22:47

↓
所 沢 ━━━━ 西武球場前
23:42 23:24
↓

所 沢 ━━━
23:47 ■食事：朝×/昼×/夕× ■車中泊

９
／
18
日

トンネル一部区間消灯

扉扱 運転停車 扉扱/乗入れ 扉扱 扉扱/湾曲２番線 扉扱

━━ 飯 能 ━━ 正丸ﾄﾝﾈﾙ信号場 ━━ 横 瀬 ━━ 御花畑 ━━ 大野原 ━━ 上長瀞 ━━ 長 瀞
00:11/00:30 01:01/01:10 01:17/01:18  01:22/01:35  01:40/01:50   02:00/02:20      02:25

↓
扉扱 扉扱 扉扱 扉扱 ↓

三峰口 ━━━━━ 武州日野 ━━━━ 影 森 ━━━━ 秩 父 ━━━━ 長 瀞
04:45    04:35/04:25         04:16/04:06        04:00/03:50            03:30
↓
↓ 扉扱 扉扱 扉扱

三峰口 ━━━ 浦山口 ━━━ 影 森 ━━━ 西武秩父 … 祭の湯
05:15           05:30/05:50    05:45/05:50           05:55

※当行程表は２０２２年７月１５日現在の資料に基づくものです。今後変更が生じる場合があります。確定の時刻は最終ご案内書面でご案内いたします。 ■食事：朝〇/昼×/夕×

写真提供：西武鉄道株式会社

通常使用しない池袋
寄りＹ字引上げ線へ
入線し折返し

上り線からホームが
無い側線へ転線

夜鳴きそばの販売
(⾷券を⾞内販売)
３番線に停⾞

駅舎がある
１番線側に
入線 到着後、⻄武秩⽗駅前温泉「祭の湯」

にて温泉ご入浴とご朝⾷、その後解散
(ご入浴とご朝⾷は順序が逆になる場合があります)

西武秩父到着後、秩父鉄道フリーきっぷ、西武鉄道フリーきっぷ付！
現地での観光、池袋・新宿までの帰路にご利用ください。

ツアーポイント

1.西武鉄道初！ 秩父鉄道へ夜行乗入れで首都圏発の夜行列車を再現！
2.車両はクロスシートが並ぶ西武鉄道4000系電車を使用！
3.通常では運行されない周遊経路を運行、扉扱駅を多数設定で撮影機会確保！
4.オリジナルヘッドマークの装着と硬券乗車票の発行で特別列車を演出！
5.２日目に西武鉄道フリーきっぷ、秩父鉄道フリーきっぷをお渡し！ 温泉ご入浴も！
6.日本旅行の夜行列車企画でおなじみの夜鳴きそばを販売（長瀞でご用意）！



ご旅行条件の要約（各コース共通／当パンフレットは旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書類及び同法第１２条の５に定める契約書面の一部となります）

お問い合わせは・・・

営業時間 平日 ９：３０～１７：３０ 土・日・祝休業

総合旅行業務取扱管理者：大津宜也

〒５４１－００５１

大阪市中央区備後町３－４－１ 山口玄ビル６階

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第２号／（一社）日本旅行業協会正会員

・総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。この旅行の契約に際し担当者からの説明に不明点がありましたらご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
・詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上お申込み下さい。旅行条件書（国内募集型企画旅行条件書）全文はこちらのＵＲＬから参照下さい。

https://www.nta.co.jp/syuku/nihon/ryokojoken_shusai.htm
・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や措置が必要になる可能性があります。特別な配慮や措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので係員に必ずお

申出下さい。受入施設の事情によってはご参加いただけない場合もございますので、その節はご了承ください。

西日本２２－１０５

お申込み方法・ご案内 【予約開始︓ｗｅｂページをご覧下さい／予約締切︓出発⽇の１４⽇前の１５時 ※満席の場合はご容赦下さい】

◆新型コロナウイルス感染防止対策について
〜当社では新型コロナウイルスの感染防止のため次の対策を講じております〜

①受付集合時に健康申告書をご提出頂き、検温させて頂きます。該当症状が
ある場合や、体温が37.5度以上の方はご参加をお断りいたします。

②ツアーご参加中は必ずマスク類をご着用下さい。
③ご飲⾷の際は、黙⾷・マスク⾷にご協⼒下さい。
④衛⽣管理のため空調機器により換気に努め、消毒薬をご用意しています。
⑤係が⼿指消毒にお伺いしました時はご協⼒をお願いします。

ＴＥＬ０６-６２０４-１８１２ ＦＡＸ０６-６２０４-１７６３ 鉄道・バス企画デスク

当旅行は株式会社日本旅行大阪法人営業統括部（以下当社という）が企画・
実施する旅行であり、当旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契
約を締結する事になります。
●申込方法と契約の成立：①当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お一
人様に付申込金として旅行代金の２０％を添えてお申込み下さい。お申込金
は旅行代金・取消料・違約料の一部又は全部に取扱います。②契約は、当社
が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。③団体、グ
ループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取引を
行います。④旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日前ま
でにお支払いいただきます。⑤通信契約による旅行契約は、当社らがお申し
込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到着した時に成立します。
●旅行中止の場合：ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人
員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、
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連
絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
●旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの：①パンフレットに記載され
た日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等の諸税及び、
添乗員同行費用が含まれます。②旅行日程に記載のない交通費、空港施設使
用料等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません。

●特別補償：お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故に
より生命・身体または手荷物に被られた一定の損害について、旅行業約款特
別補償規程により、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる
損害補償金を支払います。
●個人情報の取扱い：①当社は旅行申込みの際にご提供頂いた個人情報につ
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頂きます。②当社、当社グループ会社及
び販売店では、⑴取扱う商品、サービス等のご案内、⑵ご意見、ご感想の提
供・アンケートのお願い、⑶統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用さ
せて頂く事があります。③この他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(https:www.nta.co.jp)でご確認下さい。④当社はお客様の
お買物等の便宜のために免税店等に電子的方法によりお客様の個人情報を提
供します。なおこれらの事業者への個人情報の提供の「停止」を希望される
場合はお申込み窓口に出発の１０日前までにお申出下さい。

●このパンフレットに記載されている旅行日程および旅行代金は２０２２年
７月１５日現在の資料を基準として作成されています。

●当社は安心してご旅行頂くため旅行保険加入されることを推奨しています。

●取消料：お客様は次の取消料をお支払い頂く事により旅行契約を解除できます。
なお取消日とは当社営業日・営業時間内に解除する旨をお申出頂いた日とします。
（日帰り旅行に当たっては③以降が適用）。
旅行開始日前日からさかのぼって
①２１日目前まで ：無料 ⑤旅行開始日前日：旅行代金の４０%
②２０日目に当る日以降：旅行代金の２０%  ⑥旅行開始日当日：旅行代金の５０%
③１０日目に当る日以降：旅行代金の２０%  ⑦無連絡不参加 ：旅行代金の全額
④７日目にあたる日以降：旅行代金の３０%  ⑧旅行開始後 ：旅行代金の全額
お客様の都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人員等を変更される場合は、旅行代
金全額に対して取消料が適用されます。
●免責事項：お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社は責任
を負いかねます。ただし、当社又は、当社の手配代行者の故意又は、過失が証明さ
れたときはこの限りではありません。①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために
生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災
により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために
生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令によって生じる旅行日程
の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、
スケジュール変更、経路変更など、又は、これらによって生ずる旅行日程の変更も
しくは目的地滞在時間の短縮。

➀「⽇本旅⾏ 大阪法人営業統括部（旧大阪法人営業支店）」のホームページ
からお申込みページへ進み、お手続き下さい。鉄道会社では受付けていません。
直接お申込みwebページアクセスする場合は下記ＵＲＬへどうぞ。
https://va.apollon.nta.co.jp/train-bus-desk/

②キャンセル待ちは受付していません。満席時は空席がある機会にご予約下さい。
③ご予約後、ご予約⽇翌⽇起算で３⽇目の１５時までに（ご予約締切⽇まで３
⽇前を過ぎたご予約の場合は締切⽇の１５時までに）旅⾏代⾦を銀⾏振込み・
クレジットカード・コンビニ払い等でお支払下さい。詳細はご予約ｗｅｂページのお
支払欄をご参照下さい。
【ご注意】お支払いが確認できない場合は予告なく取消扱いとなります。

④ご旅⾏代⾦のお支払いの予定がないご予約はご遠慮下さい。
⑤旅⾏保険に加入ご希望の⽅は「⽇本旅⾏ 国内旅⾏保険」の受付ｗｅｂページ
から各自様でお手続き・ご精算下さい。

⑥ご集合までと解散後の交通・ご宿泊は各自様でお手配下さい。
⑦出発5⽇前以降の予約・変更・取消はwebでできません。当デスクへお電話下さい。
⑧最終ご案内書面はご出発の７⽇前までにご登録いただいたメールアドレスにメール配
信いたします。

⑨21⽇前時点でお申込み人数が最少催⾏人数未満だった場合は催⾏を中⽌し、
ご旅⾏代⾦をご返⾦します。

⑩報道等の取材が同⾏する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

■最少催行人員 １００名様

■添乗員 西武池袋から西武秩父駅前温泉「祭の湯」まで同行します

■ご宿泊 車中泊

■お食事 朝１回、昼０回、夕０回

■旅行代金（お一人様当たり）

Ａ．クロスシート基本（１名様１席）プラン

・クロスシートのいずれかの座席の１席をご利用いただきます。

【大人】 １６，０００円 【小人】 １５，０００円

Ｂ．クロスシート２席占有プラン

・クロスシートの窓側から２席をご利用いただきます。

【大人】 ２４，０００円 【小人】 ２３，０００円

Ｃ．ロングシート２席占有プラン

・ロングシートのいずれかの２席をご利用いただきます。

【大人】 １８，５００円 【小人】 １７，５００円

※いずれのプランも車両・座席のご指定はいただけません。

※１名様でクロスシート１ボックスを占有する場合は、代表者と同名で同行者登録され、

Ｂ.クロスシート２席占有プランを代表者+同行者で同一名で２名様分ご予約下さい。

■注１．大人・小人・幼児、お座席について

①大人は中学生以上、小人は小学生、幼児は未就学生です。小人・幼児のみのご参加はできま
せん。幼児は大人に同伴する場合に限り１名まで無料です。２人目以降の幼児や幼児が座席
を使用する場合は小人となります。幼児は催⾏人員には数えません。

②親権者が同⾏しない未成年者は親権者の旅⾏参加同意書が必要です。
③席割は弊社⼀任とさせていただきます。⾞両・座席指定はできませんので了承下さい。

座席は相席となる場合があります。また⾏程の途中で席の入れ替えは⾏いません。
■注２．行程・列車について

①「扉扱」記載駅以外の駅では扉扱いしません。
②途中駅から途中参加はできません。また乗り遅れた場合は前途放棄となり再度合流することはで

きません。この場合旅⾏代⾦の払戻しはありません。
③⾞内販売・深夜帯の駅売店（⻑瀞のそば店を除く）の営業はございません。飲⾷物はあらかじ

めご用意下さい。
④全席禁煙となります。喫煙室もございませんのでご了承下さい。
⑤深夜帯となりますので⾞内・⾞外での騒⾳防⽌にご配慮下さい。
■注３．フリーきっぷについて（詳細は各鉄道会社へご確認ください）
➀西武鉄道フリーきっぷ

1)多摩川線を除く⻄武鉄道線全線で9/18に限り有効です。
2)大人1名につき幼児を2名まで無料随⾏できます。
3)特急列⾞に乗⾞される場合は特急券をご購⼊下さい。

②秩父鉄道フリーきっぷ

1)秩父鉄道線全線で9/18に限り有効です。
2)大人1名につき幼児を2名まで無料随⾏できます。
3)ＳＬパレオエクスプレスに乗⾞される場合はＳＬ指定席券をご購⼊下さい。

写真提供：西武鉄道株式会社

写真提供：西武鉄道株式会社


