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   KEISEI GROUP  News Release  
   

２０１７年２月２４日 

京成トラベルサービス株式会社  

北 総 鉄 道 株 式 会 社 

 
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、北総鉄

道（本社：千葉県鎌ケ谷市、社長：平田 憲一郎）の後援で、２０１７年３月２０日（月・祝）に「ありが

とう９０００形引退記念ツアー」を開催いたします。 

 

 このツアーは、昭和の時代から平成の今日まで３３年の長きにわたり多くの皆様に親しまれて

きた９０００形車両が３月で引退することを記念し、北総鉄道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、当日のみ特製ヘッドマークを掲出し、９０

００形がその日限りのダイヤで北総線内を走行します。 

当日の行路ですが、参加者は印西牧の原駅に集合し、まずは専用列車で印旛車両基地へ移

動します。普段立ち入ることのできない印旛車両基地では、９０００形の撮影会を開催します。そ

の後、車両基地から９０００形にご乗車していただき、矢切駅まで走り、折り返し運転を行い、印

旛日本医大駅まで運転します。印旛日本医大駅到着後は、普段お客様を乗せて入線することの

ない引上線に入り、再び折り返し運転を行い、最後は印西牧の原駅まで走ります。 

また、参加者には「さよなら列車乗車証明書」や「復刻版車両パンフレット」など、ここでしか手

に入らない限定記念品も用意しております。 

 

 鉄道ファンの方だけでなく、通勤・通学等で９０００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９０００形との最後の思い出づくりにご参加くださ

い。 

 

「ありがとう９０００形引退記念ツアー」の概要は次頁の通りです。 

（写真）引退する９０００形車両  

「ありがとう９０００形引退記念ツアー」を 
３月２０日（月・祝）に開催します！！ 
当日は特製ヘッドマークを掲出！ 車両基地で撮影会も実施！ 
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「ありがとう９０００形引退記念ツアー」概要 

 

１．開催日時（全２回） 

   ２０１７年 ３月２０日（月・祝） 

   ＜午前の部＞  ８：３０～１２：３０ 

   ＜午後の部＞ １２：３０～１６：３０ 

 

２．集合場所 

   印西牧の原駅 改札口前 

 

３．受付時間・出発時間 

午前の部 午後の部 

８：３０ 受付開始 １２：３０ 受付開始 

９：０５頃 出発 １３：１５頃 出発 

１２：３０頃 解散 １６：３０頃 解散 

 

４．運行区間 

印旛車両基地～印西牧の原駅～矢切駅～印旛日本医大駅～印西牧の原駅 

※集合場所の印西牧の原駅から印旛車両基地までは専用列車での移動となります。 

 

５．旅行代金（１名様あたり、いずれも税込） 

大人 ５，０００円  小人 ４，５００円 

※ツアーは印西牧の原駅改札口前集合・解散となります。印西牧の原駅までの往復交通費

はお客様の負担となります。 

 

６．参加者記念品 

さよなら列車乗車証、さよなら列車乗車証明書、ティッシュＢＯＸ入りありがとう９０００形あら

れ、復刻版車両パンフレット、復刻版公団線開業チラシ、９０００形キーホルダー、９０００形

組み立て式ペン立て、９０００形ペーパークラフト、さよなら列車乗務員行路表、２０１７北総カ

レンダー 

 

７．募集人員 

各回 ３５０名 （最少催行人数 ２８０名） 

 

８．受付開始日 

２０１７年 ２月２７日（月） 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。  
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10．お客様のお問合せ先 

京成トラベルサービス株式会社  ９０００形ツアー予約受付係 

ＴＥＬ：０４７－４６０－３６６６（平日 １０：００～１５:００） 

※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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本日、このニュースは下記の記者クラブにお届けしております。 

○松戸記者クラブ 〇柏記者クラブ 

 

 

【参考：９０００形車両について】 

１９８４年３月の小室～千葉ニュータウン中央駅間（４．０km）開業に合わせてデビューした

車両です。 

メカニズム的には、界磁チョッパ制御方式、電力回生ブレーキなど、同時期にデビューし

た他社の新鋭車両と同等の装備に、スマートなセミステンレスボディを纏っています。 

デビュー当初は６両編成でしたが、１９９１年３月の都心直通運転開始に合わせて、中間

車２両を増備して８両編成になりました。 

 

 

９０００形車両 

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


旅行企画・実施 後援

昭和の時代から平成の今日まで
33年の長きにわたり多くの皆様に
親しまれてきた 9000 形車両が
3月で引退することになりました。
名残惜しいお別れを記念して
撮影会＆さよなら列車乗車ツアーを
午前と午後の 2回実施いたします。

旅行代金（お一人様）
大人　5,000 円
小人　4,500 円

・普段は立入れない印旛車両基地で撮影会を実施
・車両には当日のみの特製ヘッドマークを掲出
・さよなら列車は印旛日本医大駅の引上線に入線

参加者への特別記念品参加者への特別記念品
「復刻版車両パンフレット」
「復刻版公団線開業チラシ」
「さよなら列車乗車証明書」など
参加者しか手に入らない
　　　　　限定記念品付き！

参加者募集

出発日 2017 年
3 20月 日（月・祝）

春分の日
午前の部   8:30 ～ 12:30
午後の部 12:30 ～ 16:30

午前の部、午後の部とも同額

印西牧の原
　 車両基地
矢切 　印旛日本医大引上線
印西牧の原

（集合）
（撮影会） さよなら列車乗車

（解散）

ありがとう9000形
引退記念ツアー



※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。

集合場所・時間

募  集  人  員

最少催行人数

各回 ３５０名

各回 ２８０名

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、お申込時に申し出て下さい。可能な
範囲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。この取扱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。）

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２月15日を基準としています。また、旅行代金は2017
年2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
以金の方は大人代金を、満12歳未満6歳以上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。

 ⑤７日目に当たる日以降前々日に当たる日まで 

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 
 ②20日目に当たる日以降８日目に当たる日まで 
 ③11日目に当たる日よりも前 無料
 ④11日目に当たる日以降８日目に当たる日まで  

 ⑥旅行開始日の前日 
 ⑦旅行開始日の当日 
 ⑧無連絡不参加又は旅行開始後 

無料
旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の40％

旅行代金の20％
旅行代金の30％

旅行代金の100％

●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にお願いいたします。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
いようお願いいたします。）●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場合、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。●ツアーは印西牧の原駅改札外集合・解散となります。印西牧の原駅までの往復交通費
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または打ち切りとさせて頂く場合がありま
す。●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名様までとさせていただきます。また、お申込み時に参加者全員
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。●食事なし●掲載写真・イラストはイメージとなります。

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。 
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

3,000円 

宿泊付旅行 

30,000円未満 
30,000円以上60,000円未満

90,000円以上
60,000円以上90,000円未満

日帰り旅行
 旅　行　代　金 申　込　金 旅　行　代　金 申　込　金

旅行代金の20％

６,000円 
12,000円 
18,000円 

10,000円未満 
10,000円以上30,000円未満
30,000円以上

6,000円 
9,000円 

お申込み・お問い合わせは
旅行企画・実施

観光庁官登録旅行業第 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下さい。

本ツアーの予約専用電話
☎047-460-3666
受付時間：平日10:00 ～ 15:00（土・日曜日休み）
お掛け間違えにご注意ください

後　援

お申込みのご案内

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

（一社)日本旅行業協会正会員
JATA

ご案内（必ずご一読願います）

● 予約開始日時　

● ご予約は下記の　　　　 　　　　　　　　にて受付いたします。予約専用電話のみ
※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・お問合せの集中等により、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・日曜日休み）

２月２7日（月）１０時より

場所　印西牧の原駅改札外
時間　（午前の部）　８:30 ～　８:50
　　　（午後の部）12:30 ～ 12:50

改札口

コンビニ

駅務室
機
売
券

内
札
改改札外

★

受付・集合場所

印西牧の原駅

No.16-1021


