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   KEISEI GROUP  News Release  
   

２０１７年１月３１日 

京成トラベルサービス株式会社 

京 成 電 鉄 株 式 会 社 
 

鉄道ファン必見！引退記念ツアー 

「さよなら３５００形未更新車 
記念ツアー」を開催します！！ 

開催日：２月２５日（土）・２月２６日（日） 出発地：京成上野駅 
 

京成グループの京成トラベルサービス（本社：千葉県船橋市、社長：山田 耕司）では、

京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：三枝 紀生）の後援で、２０１７年２月２５日（土）

と２月２６日（日）の２日間限定で、「さよなら３５００形未更新車記念ツアー」を開催  

いたします。 
 
 このツアーは、多くの方々に長年親しまれた京成電鉄の「３５００形未更新車」が２月

で営業運転を終了することを記念し、京成電鉄の後援により実施するものです。 
 
 ツアーでは、引退前のラストランとして車両前後面に、当日のみヘッドマークを掲出し、

「３５００形未更新車」がその日限りのダイヤで京成線内を走行します。京成上野駅を  

出発し、経路は当日までのお楽しみとさせていただき、フィナーレは宗吾車両基地で    

「３５００形未更新車」にくわえ、基地内の保存車両との記念撮影会のほか、参加者限定

の物品販売会を実施します。また途中、車内では限定記念品の配布や、３５００形に   

ちなんだクイズイベントもご用意しております。 
 
さらに、特別ゲストとして鉄道ファンに人気のアナウンサー「久野  知美」さん    

（ホリプロ アナウンス室所属 フリーアナウンサー）にご同行いただき、ツアーを盛り

上げていただきます。 
 
 鉄道ファンの方だけでなく、通勤・通学等で運行当初の３５００形にご乗車いただいた

方や沿線の皆様にもお楽しみいただける内容となっております。ぜひ３５００形未更新車

との最後の思い出づくりにご参加ください。 
 
「さよなら３５００形未更新車記念ツアー」の概要は次頁の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真左上：引退する３５００形未更新車、写真右上：運行当初の３５００形 

写真左下：掲出するヘッドマーク、写真右下：宗吾車両基地内の保存車両 
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「さよなら３５００形未更新車記念ツアー」概要 

 

 

１．開催日（全２回） 

   ＜第１回＞ ２０１７年 ２月２５日（土） 

   ＜第２回＞ ２０１７年 ２月２６日（日） 
 
２．受付場所・受付時間・出発時間 

京成上野駅構内「東京観光情報センター」前  ８：００    受付開始 

京成上野駅                 ９：００頃   出発 

宗吾車両基地               １５：００    解散（予定） 
 
３．運行区間 

京成上野駅～《当日のお楽しみ》～宗吾車両基地（詳細は当日ご案内します） 
 
４．主なツアー内容 

（１）限定記念品を配布 

（２）フリーアナウンサー久野知美さんがツアー同行 

（３）車内でのクイズイベント 

（４）宗吾車両基地での記念撮影会 

（５）参加者限定物品販売会 

 

～物品販売会についてのご案内と注意事項～ 

①購入については、各日ツアー予約先着順でお買い求めいただけます。 

当日は、購入順番整理券面記載の整列番号に沿ってご案内いたします。 

※お一人様一枚限り、複数枚所持は全て無効とさせていただきます。 

②販売品によって、数に限りがございます。 

 ③お一人様の購入点数を限定させていただく場合がございます。 

 ④商品の中には実際に車両で使用していたものもあり、使用感や不具合・欠け等が 

ございます。商品特性上予めご了承いただきますようお願いいたします。 

 ⑤購入後の返品・交換はいかなる場合もいたしかねます。また、廃棄される場合は 

お客様ご自身の責任で、適切に廃棄をお願いいたします。 

 ⑥お支払いは現金のみとさせていただきます。（交通系 IC カードはご利用できません） 

 

５．ツアー同行者 

久野 知美さん（株式会社ホリプロ アナウンス室所属） 

  【プロフィール】 

   〇1982 年 7 月 21 日生まれ 

   〇大阪府出身 

   〇血液型：Ａ型 

   〇趣味：国内・海外島めぐり、鉄道旅行、お笑い鑑賞 

   〇特技：ダンス（日本舞踊、ジャズファンク、クラシックバレエ） 

   〇出身校：立命館大学 文学部（2003 年度準ミス立命館大学） 

    「女子鉄」アナウンサーとして鉄道チャンネルをはじめ鉄道ファン向け番組に 

多数出演。 
 
６．旅行代金（１名様あたり、いずれも税込） 

大人 ９，４００円  小人 ８，４００円 

久野知美さん 
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７．募集人員 

各回 １９６名 （最少催行人数 １７０名） 
 
８．受付開始日 

２０１７年 ２月１日（水） １０：００より 
 
９．お申込み方法 

◎電話予約のみ 

ＴＥＬ：０４７－４６０－３６６６ 

予約受付時間  平日１０：００～１５：００（土・日・祝日は休み） 

※お申込み・お問合せの集中により、電話が繋がりにくい場合がございますので、 

予めご了承願います。 
 
１０．お客様のお問合せ先 

京成トラベルサービス株式会社  ３５００形ツアー予約受付係 

ＴＥＬ：０４７－４６０－３６６６（平日 １０：００～１７:００） 

※詳しくは京成トラベルサービス ホームページをご覧ください。 

    【京成トラベルＨＰ】 http://www.keiseitravel.co.jp/ 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：３５００形未更新車について】 
１９７２年１２月に、京成電鉄初のステンレス製であり、また通勤型車両として 
初めて冷房装置が設置された３５００形が導入されました。 
 
１９９５年より、快適性向上や機能向上を目的に、当時在籍した９６両中、 
５６両の更新修繕工事を行いました。 
 
今回、４０両あった未更新車の最後の４両が、２月２６日（日）の本ツアーを 
もって、引退となります。 

３５００形未更新車 ３５００形更新車 

http://www.keiseitravel.co.jp/


さよなら3500形（未更新車）

引退前の

ラストラン
! 出発日限

定

乗り遅れ
るな!

鉄道ファンおなじみの
アナウンサー

久野知美さん
同行します！

京成上野駅
（９：００頃出発）

詳しくは当日の

 お・た・の・し・み♪

詳しくは当日の

 お・た・の・し・み♪
宗吾車両基地
（１３：４０頃着）

★ 特別ゲストの久野知美さんと一緒に行くスペシャルツアー
★ 車両にはツアー当日のみのヘッドマークを掲出し、その日限りのダイヤで走行します。
★ 宗吾車両基地にて記念撮影会を実施！物品販売会もあります！
★ 車内にて限定記念品を配布！「3500 形クイズ」などのイベントも開催！

★ 特別ゲストの久野知美さんと一緒に行くスペシャルツアー
★ 車両にはツアー当日のみのヘッドマークを掲出し、その日限りのダイヤで走行します。
★ 宗吾車両基地にて記念撮影会を実施！物品販売会もあります！
★ 車内にて限定記念品を配布！「3500 形クイズ」などのイベントも開催！

２０１７年
２月２５日（土）・２６日（日）

出　 発　 日
＜限定記念品付＞

大人  9,400円 
小人  8,400円
大人  9,400円 
小人  8,400円

後 援 京成電鉄株式会社旅行企画
実　施

【3500 形未更新車について】
1972年12月に、京成電鉄初のステンレス製であり、また通勤型車両として
初めて冷房装置が設置された3500形が導入されました。
1995年より、快適性向上や機能向上を目的に、当時在籍した96両中、
56両の更新修繕工事を行いました。
今回、40両あった未更新車の最後の4両が、2月26日（日）の本ツアーを
もって、引退となります。

＜プロフィール＞
（株）ホリプロ所属
●1982年7月21日生まれ
●趣味：鉄道旅行、お笑い鑑賞
●特技：ダンス
「女子鉄」アナウンサーとして
鉄道チャンネルをはじめ鉄道
ファン向け番組に多数出演

「宗吾車両基地」での撮影会もあります！

15：00 解散予定

旅行代金（お一人様）



No.15-1027

お申し込みのご案内

 宿泊付旅行 日帰り旅行
 旅　行　代　金 申　込　金 旅　行　代　金 申　込　金
 30,000円未満  6,000円 10,000円未満 3,000円
 30,000円以上60,000円未満 12,000円 10,000円以上30,000円未満 6,000円
 60,000円以上90,000円未満 18,000円 30,000円以上 9,000円
 90,000円以上 旅行代金の20％

 旅行契約の解除日 取　消　料
 （旅行開始日の前日から起算してさかのぼって） 宿泊付旅行 日帰り旅行
 ①20日目に当たる日よりも前 無料
 ②20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％
 ③11日目に当たる日よりも前  無料
 ④10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％
 ⑤７日目に当たる日以降前々日に当たる日まで 旅行代金の30％
 ⑥旅行開始日の前日 旅行代金の40％
 ⑦旅行開始日の当日 旅行代金の50％
 ⑧無連絡不参加又は旅行開始後 旅行代金の100％

1. 旅行の申込み
(1)  当社所定の旅行申込書（以下「申込書」といいます）に所定の事項を記入の上、
お １ 人様につき下記の申込金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、
取消料または違約金のそれぞれ一部として取り扱います。またお客様が旅行の参加に
際し、特別な配慮を必要とするお客様には、お申込み時に申し出て下さい。可能な範
囲内で当社はこれに応じます。

（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お申込みを受け付けま
す。この場合予約時点では契約は成立しておらず、当社が予約の旨を通知した後、予約
の申込みの翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この
期間内に申込書と申込金を提出されない場合、当社はお申込みはなかったものとして
取り扱います。

2. 契約の成立
募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに
成立するものとします。
3. 契約書面の交付
当社は契約の成立後速やかに旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当
社の責任に関する事項を記載した書面（以下 ｢契約書面｣ といいます）をお渡しいたします。

（当パンフレットはこの旅行条件書において、契約書面の一部といたします）

当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当契約書面に記載す
るところによります。
4. お客様からの旅行契約の解除
(1) 旅行開始前
お客様はいつでも次に定める取消料（お１人様につき）をお支払いいただいて、旅行
契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申
込金）から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。
申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。

又、お客様は次に掲げる場合においては取消料を支払うことなく旅行契約解除ができ
ます。
(a) ご旅行条件書の第10項(2)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
(b) 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令
その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能
となるおそれが極めて大きいとき。
(c) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実
施が不可能となったとき。
(2) 旅行開始後
①お客様のご都合により途中で契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利

放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの提供が受け
られない場合又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払うことなく旅行サービ
スに当該受領することのできなくなった部分の契約を解除することができます。この
場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る
金額をお客様に払い戻します。
5. 当社による契約の解除（旅行開始前）
参加者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。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（日帰り旅行については３日目）に
当たる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
6. ご旅行条件・ご旅行代金の基準
ご旅行条件は201７年1月15日を基準としています。また、旅行代金は2017年1月
15日現在の有効な運賃・規則を基準としています。
7. その他
参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合は、旅行開始日当日を基準に満12才以
上の方は大人代金、満6才以上12才未満の方は小人代金を適用します。但し、0才以
上6才未満の幼児で運輸機関の座席確保及び記念品等必要の場合は、小人代金を適用
します。
●この条件書に定めない事由は当社旅行業約款によります。
●当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求下さい。
◆列車内を禁煙とさせて頂きます。何卒、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

安心してご旅行をしていただくため、お客様自身で保険をかけられることを
おすすめいたします。

※確定情報を記載するご旅行日程表につきましては、当社より特に連絡のない
　場合は、本パンフレット記載内容をもってかえさせていただきます。

◆国内旅行傷害保険加入のおすすめ◆

観光庁長官登録旅行業第 70 号

〒273-0005　千葉県船橋市本町４－７－３０
本社営業所

総合旅行業務取扱管理者　福島真里子

旅行企画 · 実施

(一社)日本旅行業協会正会員
JATA

旅行業公正取引
協 議 会 会 員旅行業公正取引協議会

お申込み・お問い合わせは

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。
この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明の点がありましたら、
ご遠慮なく各営業所の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。
※お申し込みの際、営業所にて別途取引条件説明書面をお受け取りください。

本ツアー予約専用電話
☎０４７－４60－3666
受付時間：平日10：00～15：00（土・日・祝日休み）
お掛け間違えにご注意ください
後　　援 京成電鉄株式会社

ご案内（必ずご一読願います）
●添乗員が同行します。●お座席のご希望はお受けしておりません。当日添乗員よりご案内いたします。●お座席は座席定員数を上限に号車指定で
ご案内します。●集合時間には遅れないようお願いいたします。また、必ずお手洗いをお済ませの上、ご集合ください。（直接ホームへ行かれない
ようお願いします。）●６歳未満のお子様が、乗車、記念品を含めて参加を希望する合、小人代金となります。●掲載のコース・時間は当日の鉄道
の運行状況により変更となる場合がございます。●ツアーは宗吾車両基地にて解散となります。復路の交通費はお客様負担となります。●旅行当日
であっても、大雪や鉄道事故等の影響で止むを得ずツアーを中止又は打ち切りとさせて頂く場合があります。●物品販売会での商品の購入につい
ては各日ツアー予約先着順となります。詳しくは、当社のニュースリリースをご覧下さい。
●事前に切符類の送付はございません。●お申込みはお一人様（１回に付き、８名様迄とさせていただきます。また、お申込時に参加者全員のお名前・
ご年令を必ずお伝えください。●万一事故等が発生し、お申込み時のお客様と異なった方が参加された場合は、補償の限りではありませんので、
ご参加者のお名前が変更となる場合は事前に当社までお知らせください。●当社では、様々なトラブルを防止するため、オークションサイト等での
商品の転売は認めておりません。明らかに転売と判明した場合は、ツアーに参加できませんのでご注意ください。●予約をキャンセルされた場合、
記念品だけのお渡しはございません。●掲載の写真・イラストはイメージとなります。

　●予約開始日時　2月 1日（水）　１０：００より
　●ご予約は下記の予約専用電話のみにて受付いたします。
       ※京成トラベル店舗にてのご予約はお受けできませんのでご注意ください。
       ※お申込み・お問い合わせの集中等により、電話に出られない場合もございますので予めご了承願います。

　　　　予約専用電話　　０４７－４60－3666
　　　　予約受付時間　　平日１０：００～１5：００（土・日・祝日は休み）

精算所 両替スカイライナー券売場

京成上野駅改札

コンビニ

ATM
池の端口

正面口

東京メトロ
上野駅へ➡

東京観光
情報センター

コーヒー
ショップ

集合場所

場所：東京観光情報センター前
時間：8：００～8：３０

集合場所・時間

募 集 人 数 各回　１９６名

最 少 催 行 人 数 各回　１７０名


