２０１３年１月発行

企画取扱／株式会社日本旅行 大阪法人営業支店
列車運行／大井川鐵道株式会社

当企画について大井川鐵道へのお問い合わせはご遠慮ください。

鉄道ファンなら一度は夢見るブライダルトレイン。
この度、鉄道企画の日本旅行とＳＬ動態保存のパイオニア大井川鐵道が協力。
ＳＬブライダルトレイン・パッケージプランを企画しました。
駅長さん（又は代理人）を立会人代表とした駅ホームでの人前式、ＳＬ貸切列車では
大井川鐵道ご自慢のお座敷客車でのご宴席や展望車でのケーキカット、ご出発地から
の交通機関手配から衣装着付けまで、日本旅行がお二人をサポートいたします。

【１】イベントを盛
イベントを盛り上げるアイテム
□新金谷駅ホームの人前式では駅長（又は代理人）が立会人代表者に。
□結婚証明書は新金谷駅長・機関士・車掌の署名入り。
□ＳＬには新郎新婦デザインのオリジナルヘッドマークを取付け。
□模擬検札には新郎新婦デザインのオリジナル記念硬券をご用意。
□模擬検札には新郎に大井川鐵道の制服・制帽を貸与。
□千頭駅では参列者の皆さんで転車台を回し、ＳＬを方向転換。
□カット用ケーキは特注のＳＬイラストケーキをご用意。

【２】モデル行程表
モデル行程表・イベント
行程表・イベント内容
・イベント内容
島田駅付近で
新郎新婦前泊

新郎新婦着付け
新婦ヘアセット・メイク
新幹線＆在来線等
又は貸切バス

（参列者） 東京等 ━━━━━━

++++

【列車内（復路）】
・展望車でケーキカット等

11：30 頃発

【新金谷駅】
・駅ホームで人前式等
15：30 頃着

12：50 頃着

++++

【列車内（往路）】
・お座敷車でご宴会等

++++

14：00 頃発

【千頭駅】
・転車台回転体験等

++

新幹線＆在来線等
又は貸切バス

+++++ 新金谷駅 ━━━━━━ 東京等 （参列者）
新郎新婦レイトチェックアウト又は後泊

推奨アクセス列車(2013 年 1 月現在)
○東 京 08:26━(こだま 639)━静岡━(普通)━金谷++(大鐵)++10:50 新金谷 15:56++(大鐵)++金谷━(普通)━静岡━(こだま 664)━18:17 東 京
○名古屋 09:00━(こだま 638)━掛川━(普通)━金谷++(大鐵)++10:50 新金谷 15:56++(大鐵)++金谷━(普通)━掛川━(こだま 665)━17:43 名古屋
○新大阪 07:53━(こだま 638)━掛川━(普通)━金谷++(大鐵)++10:50 新金谷 15:56++(大鐵)++金谷━(普通)━掛川━(こだま 665)━18:50 新大阪
※大鐵＝大井川鐵道。※金谷～新金谷は送迎バスとなる場合があります。※新金谷発着の時刻はおよその時刻。※のぞみ・ひかり利用は差額が必要です。

■新金谷駅
・駅ホームで駅長（又は代理人）を
立会人代表者として人前式。
・駅長（又は代理人）から結婚証明
書授与（法的なものではあり
ません）。
・団体記念写真撮影。
・駅務員の見送りを受け出発。

■列車内（往路）
・お座敷車にて慶事用弁当で
ご宴会。
・幹事様、車掌室より歓迎のご
挨拶。
・関係者様、車掌室よりお祝い
のご挨拶。
・新郎新婦による模擬検札。
・その他イベント。

■千頭駅
・転車台回転体験（ＳＬ方向転換）
・ご休憩。
■列車内（復路）
・展望車でケーキカット。
・その他イベント
・ご両親・新郎新婦、車掌室よ
り御礼のご挨拶。

■その他
・新郎新婦は前泊をご用意。
・新郎新婦の着付け、新婦のヘ
アセット・メイクを手配。
・プランによってご出発地から
の参列者様の交通手配もパ
ッケージ。
・列車下見も手配。
（1 回は日本旅行同行）

【３】モデル列車編成
モデル列車編成・
列車編成・車両のご
車両のご案内
のご案内
列車は以下の編成を基本とします。※下記イラストはイメージです。

蒸気機関車
・形式指定できません

普通車（定員約８０名）
・形式指定できません。
・新郎新婦等の控室を想定。

■蒸気機関車
大井川鐵道にはテンダー式のＣ５６、
タンク式のＣ１０・Ｃ１１の３形式４両が
運行されています。
何が牽引するかは当日のお楽しみ。

■普通車
大井川鐵道には多数の旧国鉄型
旧型客車が在籍しています。車内
は一般的なクロスシートが並ぶ普
通座席車となっています。
新郎新婦・関係者の控室を想定し
ています。

■お座敷車
電車を改造したお座敷客車で２両在
籍しています。車内は畳を敷いた和
宴会場様式となっています。
参列者のご宴会、居室を想定してい
ます。
※座椅子のご用意もあります。

■展望車
電車を改造した展望車で１両在籍し
ています。往年の国鉄一等展望車仕
様で、車内はソファー掛け、車端部に
は個室や開放型展望室が備えられ
ています。
各種イベントや休憩等のフリースペ
ースを想定しています。

お座敷車（定員３０～４０名）
・参列者の宴会、居室を
想定。

お座敷車（定員３０～４０名）
・参列者の宴会、居室を
想定。

展望車（定員約３０名）
・各種イベント車、休憩等
フリースペースを想定。

●季節・曜日による変動はありません。●５０名様以上の増員は別途ご相談いたします。
●最少人員２０名様から承ります。●下記の代金は２０１３年１月現在のものです。

【４】モデル費用
７０名様セット
名様セット代金
セット代金）
代金）
モデル費用（
費用（７０名様
往復ＳＬ列車タイプ

出発地～新金谷のアクセス

７０名様セット代金

増減１名に対する加減代金

備考

なし

２，０００，０００円

貸切バス

２，２６０，０００円

１１，３００円 下記※１

③ＪＲアクセス付プランＡ（東京発）

こだま・在来線・大井川鐵道

２，７５０，０００円

１７，５００円 下記※２

④JR アクセス付プランＢ（名古屋発）

こだま・在来線・大井川鐵道

２，６３０，０００円

１５，７００円 下記※３

⑤JR アクセス付プランＣ（大阪発）

こだま・在来線・大井川鐵道

３，１２０，０００円

２２，７００円 下記※４

①新金谷集合・新金谷解散プラン
②貸切バスアクセス付プラン

６，４００円

※片道ＳＬ列車タイプ（新金谷→千頭：ＳＬ列車、千頭→新金谷・金谷：貸切バス）の場合は、往復ＳＬ列車タイプより３５０，０００円減額となります。ただし行程が制約されます。
■７０名様
７０名様セット
名様セット代金
セット代金に
代金に含まれるもの
●ブライダルトレイン関係
・モデル編成の貸切運行の運賃・料金。
（新金谷～千頭往復）
・ヘッドマーク作成費用（１枚）。
・記念券作成費用（１００枚）。
・人前式にかかる費用。
・慶事弁当（４５００円相当/７０名様）
・ケーキ（入刀用直径 20 ㎝１個・食用７０個）
・記念写真代金（７０枚）
●新郎新婦関係
・前泊宿泊代金（ツイン・朝食付・２泊分）。
・新郎新婦着付費用。
・新婦ヘアセット・メイク費用（基本施術）。
・当日のタクシー代（ホテル～ホテル）。
●その他関係
・添乗員費用（３名）
・下見費用（１回は日本旅行同行）。
（下見される方の交通費は別途必要です）

・企画料金。
●アクセス付プランには以下のものが含まれます。
・［※１］貸切バスアクセス付プラン：片道３５０ｋｍ圏内（東京・名
古屋・大阪が含まれます）からの大型貸切バス（ワンマン運行
）２台。有料道路代は別途必要です。
・［※２］JR アクセス付プランＡ：東京都区内～新金谷の往復団
体運賃料金６８名様分。東京・品川～静岡はこだま号の普通
車指定席利用です。
・［※３］JR アクセス付プラン B：名古屋市内～新金谷の往復団
体運賃料金６８名様分。名古屋～掛川はこだま号の普通車指
定席利用です。
・［※４］JR アクセス付プランＣ：大阪市内～新金谷の往復団体
運賃料金６８名様分。新大阪～掛川はこだま号の普通車指定
席利用です。
・ＪＲアクセス付プランは１５名様以上が同一行程を取られる場
合に適用されます。また、ひかり号・のぞみ号利用の場合は
差額が必要です。
・アクセス付プランは添乗員３名中１名が発地から同行します。
●その他は受注型企画旅行約款に準拠します。

【５】お申込みにあたってのご
申込みにあたってのご案内
みにあたってのご案内
①実施日の６０日前までにお申込み下さい。
②列車運転上の都合等でお引受けできない場合があります。
③１２月中旬～翌年１０月中旬は比較的お引受けできます（但し３月
下旬～４月上旬、ゴールデンウイーク、お盆は除きます）。
④１０月下旬～１２月上旬はお引受けすることが比較的難しいです。
⑤列車編成はモデル編成を基本としますが、運用の都合で変更に
なる場合があります。この場合はお申込時にお知らせします（故障
等による変更を除く）。
⑥前記変更の場合、普通車３両、普通車２両＋お座敷１両、普通車
２両＋展望車１両、普通車１両＋お座敷１両＋展望車１両のいず
れかの編成となりますが、代金はモデル費用と同額となります。

■７０名様
７０名様セット
名様セット代金
セット代金に
代金に含
まれないもの
・飲料費。
・貸衣装代金。
・新郎新婦の発地からの交
通費。
・下見される方の交通費。
・貸切バスアクセス付プラン
の有料道路・駐車代。
・モデル行程表明示外の
行事や行程費用。
・７０名様を超える参加者
費用。
・列車増結費用。
●その他は受注型企画旅
行約款に準拠します。

⑦鉄道施設を利用した行事となりますので、ホテルや結婚式場のよ
うな手厚い接客サービスをご提供することはできません。
⑧給仕は乗車していませんので、飲料などのサービスは原則的にセ
ルフサービスとなります。
⑨客車には冷房装置はございません。
⑩新郎新婦の前泊ホテルはビジネスホテルクラスとなります。
⑪団体写真は観光写真レベルのものになります。新金谷駅で撮影
し、当日にお渡しします。雨天の場合はロコプラザで撮影します。
⑬千頭駅では休憩室をご用意します。
⑭新金谷駅での人前式では添乗員が司会進行をしますが、車内の
行事はお好みでご企画下さい。ご友人等で世話役の会を組織され
るとよろしいでしょう。

【６】ご旅行条件について
旅行条件について
①このパンフレットはグループ・団体企画書です。
②このパンフレットに表示する旅行は、あらかじめ旅行日程を定めて
募集する「募集型企画旅行」ではありません。お客様の依頼により
旅行の計画を作成する「受注型企画旅行」です。
③お客様のご都合により変更、又は取消をされる場合は、当社旅行
業約款「受注型企画旅行の部」に準拠するものとします。
④本紙は２０１３年１月１日現在の資料に基づき作成しています。
⑤詳細なお見積りをさせていただきますので、お問合せ下さい。
■総合旅行業務管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店の取引に関する責任者
です。当旅行契約に関し担当者の説明に不明点があればご遠慮なく取扱管理
者にお尋ね下さい。
■メールでのお問合せの場合は担当者出張などにより、ご返事にお日にちをい
ただくことがあります。

■パンフレット発行
パンフレット発行、
発行、お申込み・お
申込み・お問
み・お問い合わせは
観光庁長官登録旅行業第２号／(社)日本旅行業協会正会員

㈱日本旅行 大阪法人営業支店
総合旅行業務取扱管理者：岡本弘二

〒５４１-００５１大阪市中央区備後町３-４-１山口玄ビル６階
営業時間：平日０９：３０～１７：３０（土日祝祭日休業）

Tel：
Tel：0606-62046204-1812/Fax06Fax06-62046204-1763
Mail：osakahojin_office@nta.co.jp
担当：
担当：（ＪＲ営業担当課）山中・
山中・木村

ボンド保証会員

西日本 12-261

