
催事企画︓「道外禁止 !?」 鉄道プロジェクト実行委員会　  後援︓JR 室蘭線活性化連絡協議会

2022年
9月24日

出発
限定

1892年(明治25年)　

1975年(昭和50年)

タラコ色とツートン国鉄色のキハ４０が旭川から室蘭までのロングランを駆け抜けます。

写真提供：上田哲郎

＜「道外禁止!?」鉄道プロジェクト実行委員会企画＞

北海道炭礦鉄道会社(北炭)室蘭 - 岩見沢間 開業

国鉄最後のSL定期旅客列車

「SLさよなら列車」(225列車)室蘭 - 岩見沢間で運転

８ 月 １日

１２月１４日



旭　川

室　蘭

岩見沢

栗　山

追　分

苫小牧

登　別

あさひかわ

いわみざわ

くりやま

おいわけ

とまこまい

のぼりべつ

むろらん

8:06 発

9:36 着　　9:45 発

10:06 着　　10:12 発

10:31 着　　11:10 発

11:50 着　　11:58 発

12:29 着　 12:33 発

13:00 着

さぁ、長距離列車旅の始まりです。

夕張石炭博物館 吉岡宏高 館長が
かつて室蘭本線を走った石炭列車の
歩みをわかりやすく語ります。

追分で 40分停車。「べんと～♪」
窓を開けてお弁当を受け取ります。

当日限定「道外禁止弁当」

岩見沢からの参加も可能です！

空知の産炭地から石炭列車が室蘭を目指した歩みを学びを辿る旅

室蘭本線 130 周年記念号　　往路：旭川→岩見沢→室蘭

　2022年(令和4年)は、1892年(明治25年)8月1日に北海道炭礦
鉄道会社(北炭)が岩見沢 - 室蘭間の室蘭線を開業させてから、
ちょうど130年目にあたります。前年に空知炭鉱のある歌志内か
ら岩見沢までの空知線が開通していたので、これで空知の「炭
鉱」から室蘭の「港湾」まで石炭を運ぶ「鉄道」のルートができま
した。
　石炭輸送が最も盛んだった昭和30年代の室蘭本線には、上下
計で60本以下の旅客列車に対して、70本以上もの貨物列車が
走っていました。強力な蒸気機関車のD50やD51が、30トン積み
の石炭貨車を50～60両連ねて、日常的に2400トンから2800トン
の列車が運行されていたのです。この黒い石炭貨車は、構造的に
制限速度が65キロと低く設定され、識別のために車体に黄色い
帯が巻かれていました。さらに北海道内に運用が限定された「道
外禁止」に標記がなされておりました。
　想像してみてください。踏切待ちの間、50～60両もの「道外禁
止」と書かれた石炭貨車の車列が通り過ぎるのを眺めている様
子を。しかも、それが上下頻繁にやってくる様子を。
　そして、国のエネルギー政策の転換により次第に石炭の取扱
量が減り、1969年(昭和44年)に室蘭駅の石炭輸送は終了しまし
た。
　もうひとつ、この室蘭本線には栄光の歴史があります。埼玉県
大宮市の鉄道博物館の中心に展示されている蒸気機関車「C57 
135」。SLブームで日本全国が湧いた時代、1975年(昭和50年)12
月14日、この機関車が牽引して、国鉄最後の蒸気機関車牽引によ
る定期旅客列車「SLさよなら列車」(225列車)が室蘭 - 岩見沢間
で運転されました。
　折しも、2022年(令和4年)は日本の鉄道150周年のメモリアル
イヤー。鉄道黎明期から、全盛期の鉄道に思いを馳せ、昭和の香
りに包まれた長距離列車の旅に出てみませんか。

JR 追分駅  開駅 130 周年写真展開催中
駅が誕生した明治時代から、石勝線開業
を経て、これまでの歴史を振り返ります。

旧室蘭駅舎にて、SL 機友会の国鉄OB
から、現役時代のエピソードと駅前の
D51560 についての解説を聞きます。

車窓：9 月 30 日引退のキハ 281 系 
　　　特急 北斗 7 号 登別 12:37 着
車窓：9 月 30 日引退のキハ 281 系 
　　　特急 北斗 7 号 登別 12:37 着

10:06 着　　10:12 発

オリジナル掛紙付

　産炭地である空知から小樽、室蘭を結んだ鉄道は、かつて本州向け
の石炭輸送を担い、我が国の近代化に大きな役割を果たした歴史が
あります。
　石炭輸送には黄文字で「道外禁止」と書かれた石炭貨車が長大な編
成を組み、日々北海道の大地を走り続けました。
　本プロジェクトは室蘭本線を中心に、それら地域を結ぶ鉄道による
石炭輸送の特徴を端的に示す「道外禁止」の表記をパワーワードとし
て、「つながる追分」や「タイと北海道のキハ１８３」を始めとした他地
域との交流や、今後の新たな観光資源並びにコンテンツづくりを目指
すことを目的としています。

道外禁止⁉ 鉄道プロジェクトとは

https://seki6000.com/

出発
限定

号

「急行」表示で函館本線をびゅ～んとかっ飛ばします！

上記、時刻表記のある駅はドア扱いあり（ホームに出られます）

急行

車窓：9 月 30 日引退のキハ 281 系
　　　特急 北斗 5 号 苫小牧 11:59 着
車窓：9 月 30 日引退のキハ 281 系

　　　特急 北斗 5 号 苫小牧 11:59 着

2022年
9月24日 黄金色に輝く稲穂の中を走る

国鉄色！撮り鉄の方はシャッ
ターチャンス！
「#室蘭線で出かけました 」
JR 室蘭線活性化連絡協議会 インスタグラム

街歩き研究家・ 鉄道唱歌研究家
和田哲氏による北海道 鉄道唱歌のご紹介



車内販売（数量限定）
室蘭本線・夕張線 沿線銘菓詰合せ
志文：万字炭山ケーキ
追分：どうりん
夕張メロンまんじゅう

栗山：栗まんじゅう
安平：D51 もなか
夕張石炭カステラ

※当行程表は2022年8月10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。

旭　川

室　蘭

追　分

苫小牧

白　老

あさひかわ

おいわけ

とまこまい

しらおい

むろらん

16:07 発

17:04 着　　 17:35 発

17:53 着　　 18:13 発

18:41 着　　19:31 発

※往路のみ
※復路

のみ

※参加者お一人につき１部差し上げます。

19:50 着　　　20:02 発

20:20 着　　　20:40 発

22:02 着

栗　山
くりやま

岩見沢
いわみざわ

苫小牧で 20分停車。「べんと～♪」
窓を開けてお弁当を受け取ります。

当日限定「やきとり弁当 (旨辛たれ )」

岩見沢で途中下車も可能です！

追分でなんと！ 50分停車。
「ぬくもりの湯」に浸かるもよし

本パンフ表紙撮影の上田哲郎氏より
「さようならSL」が走った頃の
室蘭本線の様子を語ります。

安平町 及川秀一郎 町長が乗車
あびらD51ステーションのある
SLの街 追分をご紹介します。

旧室蘭駅舎にて
さようなら SL 号 出発式

室蘭本線130周年を祝して、
SL機友会の国鉄OBに花束贈呈！

さようならSL

室蘭本線 130 周年記念号　　復路：室蘭→岩見沢→旭川

国鉄最後のSL定期旅客列車 225列車を感じる室蘭発・夜汽車の旅

室
蘭
本
線
一
三
〇
周
年
記
念
号

乗
車
証
明
書

炭
鉄
港×

JR

コ
ラ
ボ
企
画

室
蘭
本
線
S
L

ミ
ニ
・
フ
ォ
ト
ブ
ッ
ク

記
念
冊
子
（
フ
ォ
ト
ブ
ッ
ク
）

※さらに、ツアー参加者には
　「室蘭本線１３０周年記念号」オリジナルグッズ販売もあります。

途中停車駅でのおもてなし（イベント）については、当日やむを得ない事情で中止又は内容が変更になる場合もございます。予めご了承ください。

「室蘭本線１３０周年記念号」ツアー参加者には

簡易テーブルを設置しています。
車内にはドリンクホルダー付き

入浴料金　大人 500 円（中学生以上）

駅前散策するもよし

まったりと夜汽車を楽しみます

特急 すずらん9号と
貨物列車を退避

オリジナル掛紙付

乗車記念の以下のお楽しみ付！ ※ご旅行代金に含まれます。 

出発
限定

号

キハ 40の函館本線 本気走り

旭川までノンストップで走ります！

上記、時刻表記のある駅はドア扱いあり（ホームに出られます）

乗り遅れないでね

急行

① 室蘭本線 130 周年記念号 乗車証明書
②記念弁当
③記念冊子（フォトブック）

乗車特典1：記念台紙付き硬券型
乗車証明書

乗車特典２
：

記念冊子

（フォトブ
ック）

2022年
9月24日

※

（道外禁止号：道外禁止弁当）
（さようならSL 号：やきとり弁当 旨辛たれ）

（道外禁止号：炭鉄港×JRコラボ企画記念冊子（フォトブック））
（さようならSL 号：室蘭本線SLミニ・フォトブック）

提供：上田哲郎



事業名：鉄道メモリアルイヤー事業　～「道外禁止」～鉄道が築いた輝きを再び
この事業は、公益社団法人北海道観光振興機構　令和４年度地域の魅力を活かした観光地
づくり推進事業で実施しています。　

■最少催行人員　１名様
■添　乗　員　　同行します
■お　食　事　　朝０回、昼１回（弁当）、夕０回

旭川・岩見沢 集合・解散

■出発日：9 月24日（土）

■行程表

コース日程

（徒歩） 旧室蘭駅

コース 食事
－

－
弁

日程

り
帰
日

旭川
8：05発

室蘭
13：00 着

食事
－

（徒歩） 弁

コース 食事日程

り
帰
日

室蘭本線130周年記念号の旅
旭　川
岩見沢 室蘭 往復乗車 プラン ご旅行代金：お一人様

旅行企画
実　施 株式会社日本旅行

〒541-0051 大阪市中央区備後町 3-4-1 山口玄ビル６F

観光庁長官登録旅行業第 2号 一般社団法人 日本旅行業協会正会員

大阪法人営業統括部

ご旅行条件の要約

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】

①「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。
web ページアクセスする場合は下記ＵＲＬへ。
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。

営業時間：平日  9：30-17：30（土・日・祝日は休業）

電話：06-6204-1812　FAX：06-6204-1763 Email：tetsudokikaku@nta.co.jp

催事企画

「道外禁止!?」鉄道プロジェクト実行委員会

事務局：〒060-0002 札幌市中央区北 2条西 3丁目 1敷島ビル６F
　　　　　　　　　 株式会社北海道チャイナワーク内

電　話：　090-6213-5601
E-mail：　yano@h-china.com

・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。

◆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。

9：45 発
岩見沢

(道外禁止号/さようならSL号)

旭川・岩見沢集合・室蘭解散プランA旭　川
岩見沢 室蘭 片道乗車

道 外 禁 止 号 室蘭 室蘭集合・旭川・岩見沢解散プランB片道乗車
さようならSL号

旭　川
岩見沢

弁
室蘭

13：00　着
普通車指定席

室蘭本線130周年記念号

9：45　発
岩見沢旭川

8：05　発

■出発日：9 月24日（土）

■行程表

■ご旅行代金/

－

弁
－

室蘭本線130周年記念号

20：20　着
岩見沢普通車指定席

室蘭本線130周年記念号
旭川

22：02　着
室蘭

16：07　発

着
旭川

20：20
岩見沢

22：02着

（徒歩）

発
室蘭
16：07

（徒歩）室蘭本線130周年記念号
普通車指定席 普通車指定席

り
帰
日

※おとな・こども同額です。
この旅行は公益社団法人北海道観光振興機構の補助金を活用しています。

※クロスシート1名様2席利用プランの記念グッズ・弁当は1名分となります。
　AB席又はCD席の2席をご用意させていただきます。どちらかの選択はできません。
　設定座席には限りがあります。満席の際はご容赦ください。

■出発日：9 月24日（土）

■行程表

旧
室
蘭
駅

旧
室
蘭
駅

鉄道・バス企画デスク

総合旅行業務取扱管理者：大津宜也
代表者：　石川成昭（炭鉱の記憶推進事業団 常務理事 )
担当者：　矢野友宏

■最少催行人員　１名様
■添　乗　員　　同行します
■お　食　事　　朝０回、昼１回（弁当）、夕１回（弁当）

（大人・小人同額／旭川・岩見沢乗車同額）

a. クロスシート１名様１席利用
おとな
おひとりさま22,800円

e.クロスシート
１名様１席利用

おとな
おひとりさま13,800円 f.クロスシート

１名様１席利用
おとな
おひとりさま13,800円

■最少催行人員　１名様
■添　乗　員　　同行します
■お　食　事　　朝０回、昼０回、夕０回（弁当）

b. クロスシート１名様２席利用
おとな
おひとりさま32,800円

c. 半分クロスシート１名様２席利用
おとな
おひとりさま27,800円
d. ロングシート１名様２席利用
おとな
おひとりさま27,800円

■ご旅行代金/ ■ご旅行代金/（大人・小人同額／旭川・岩見沢乗車同額） （大人・小人同額／旭川・岩見沢下車同額）

【このパンフレットは、旅行業法第 12条の４に定める取引条件の説明書面及び同法第 12条の５に定める契約書面の一部となります。】

クロスシート４席分（ボックス）を１名様で占有され
たい場合は、代表者と同名で同行者登録し、クロス
シート1名様2席利用を２名様分をご予約ください。

※

予約時に通信欄に乗車駅（旭川駅／岩見沢駅）をご入力ください。ご記入のない方は旭川とさせていただきます。 予約時に通信欄に降車駅（旭川駅／岩見沢駅）をご入力ください。ご記入のない方は旭川とさせていただきます。

※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や措置が
　必要になる可能性があります。

西日本22-123

　この旅行は、㈱日本旅行大阪法人営業統括部（以下「当社」といいます）が企画･実
施する旅行であり、この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
締結していただくことになります。
１．お申込み方法と契約の成立
(1)当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込金としてご旅行代金の20％
を添えてお申込み下さい。お申込金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部また
は全部として繰り入れます。(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。
２．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３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。
３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
パンフレットに記載された日程に明示された交通費、食事代、入場料、消費税等諸
税及び添乗員同行費用が含まれます。旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及
び個人的性質の諸費用は含まれません。
４．取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除
することができます。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除
する旨をお申し出いただいた日とします。

クレジットカード会社等に書類又は電子データにより、提供する事があります。な
お、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパンフ
レットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出ください。（３）
当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、
住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等の
ご案内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当
社個人情報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお当社グループ会社の
名称は当社のホームページ（https://www.nta.co.jp）のプライバシーポリシーをご
参照下さい。（4）当社は個人情報の取扱を委託することがあります。（5）お客様は、
当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことが
できます。問い合わせ窓口は訂正のみ販売店、それ以外はお客様相談室でお受け
いたします。（6）一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に
関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります
　個人情報保護管理者（お客様相談室長）
　　　問い合わせ窓口：本社お客様相談室　
　　　電話：03-6895-7883　ＦＡＸ：03-6895-7833
　　　e-mail：sodan_shitsu@nta.co.jp
　　　営業時間：平日9：45～17：45
６．このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は、2022年8月10日を基準と
しています。

旅行契約の解除期日 取　消　料
11日目に当たる日まで 無料

旅行開始日前日 旅行代金の40％
旅行開始日当日 旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%

10日目に当たる日以降
８日目に当たる日まで 旅行代金の20％

７日目に当たる日以降
２日目に当たる日まで 旅行代金の30％

旅行開始日の
前日から起算して
さかのぼって

５．個人情報の取り扱い
（１）ア.当社はご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、
②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸
手続のため、④旅行の安全管理のため、⑤当社の旅行契約上の責任において事故
時の費用等を担保する保険の手続のため、⑥当社及び当社と提携する企業の商品
やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑦旅行参加
後のご意見やご感想のお願いのため、⑧アンケートのお願いのため、⑨特典サービ
ス提供のため、⑩統計資料作成のため、に利用させていただきます。　イ.当社は、取
得した購買履歴やＷＥＢでの閲覧履歴等の情報を分析して当社及び当社と提携す
る企業の商品やサービス、キャンペーン情報のご案内及び広告の表示のために利用
させていただきます。（２）本項②、③、④の目的を達成するため、お客様の氏名、住
所、電話番号、クレジットカード情報、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、当該

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、
お申し込み下さい。

予約時に通信欄に乗車駅（旭川または岩見沢）と降車駅（岩見沢または旭川）をご入力ください。ご記入のない方は旭川とさせていただきます。

※いずれのプランも車両・座席のご指定はいただけません。

※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。




