
武蔵野うどんとは

■旅 行 期 間：【Aコース】2018年1月29日（月）、【Ｂコース】2018年2月6日（火）、【Ｃコース】2018年2月10日（土）
■旅 行 代 金：各コースお一人様3000円（大人・小人同額）
■募 集 人 員：各コース20名（先着申込制）
■申 込 締 切：【Aコース】2018年1月15日（月）、【Ｂコース】2018年1月24日（水）、【Ｃコース】2018年1月26日（金）
■最少催行人員：各コース15名　■食 事 条 件：各コース昼食1回　■添 乗 員：同行します
■バ ス 会 社：東都観光バス

 

申込方法
【F A X】裏面の「ツアー申込書」に必須事項をご記入の上、FAX（042-521-5558）
           ください。
【ハガキ】裏面の「ツアー申込書」と同様の必須事項をご記入の上、裏面の申込先へ
            郵送ください。
【メール】裏面の「ツアー申込書」と同様の必須事項をご記入の上、メールタイトルを
　　 　 「うどんツアー申込」にてメール（musashinoudon@bwt.jtb.jp）ください。

募集要項（各コース共通）

東京多摩地区発祥のソウルフード
です！ 太い茶色がかった麺は噛む
と豊かな小麦の香りがひろがり、コシ
も抜群です。冷たくザルに持った麺
を温かい汁につけて食べる伝統の
スタイルでお召し上がり下さい！

里山民家（Aコース）

軽便鉄道跡トンネル群（Aコース）

石神井公園ふるさと文化館（Bコース）

多摩六都科学館（Bコース）

小平ふるさと村（Cコース）

田中ストロベリーファーム（Cコース）

「武蔵野うどん」文化を垣間見るツアー内容
幻の小麦「柳久保小麦」と
「ヒンメリ」、「やまはち農園」で
穀粉製造等の小麦文化
プチレクチャー

北多摩の広域に及ぶ「武蔵野の
うどん」文化を継承する店舗や
団体による「うどん作り体験」

北多摩の広域に及ぶ「武蔵野の
うどん」文化を継承する店舗や
団体による「うどん作り体験」

・各コース毎に
魅力の特産品
（詳細裏面）

武蔵野の食と文化の魅力を日帰りでギュッと贅沢に堪能! 3つのコースから選んで参加できる!

各回限定
20名様
先着受付

地粉によるうどんづくり、
一度やってみたかった!

日頃は体験できない校外学習ね、
しかもとってもおいしそうだし!

特産品でコースを
選んでしまいそう。

image photo

例：

※ご参加者には、アンケートにご協力をお願い申し上げます。

スタンプラリー参加店 計26店舗（詳細はスマートフォン画面にてご確認下さい）
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⑬うどん弥 根古坂
⑭甚五郎
⑮小平うどん
⑯手打ちうどん 福助
⑰よしふじ
⑱指田屋

小平市小川町1-1104-1
小平市鈴木町2-865-8
小平市回田町300-2
小平市小川町2-1307-20
小平市大沼町1-116
小平市天神町2-5-25　

住所 電話番号地域 店舗名 住所 電話番号地域 店舗名

⑲福幸軒 東久留米市幸町1-1-1

西
東
京
市

㉒手打ちうどん 保谷
㉓遊食麺処 おめん
㉔栄屋うどん店
㉕金豚雲
㉖リトルラック

西東京市住吉町6-2-2
西東京市田無町2-2-3 スカイビル2階
西東京市ひばりヶ丘北4-1-29
西東京市ひばりヶ丘北4-3-30
西東京市東伏見2-6-22 NHビル1階

⑳篠新
㉑うどん亭なべきち

清瀬市松山2-4-6
清瀬市竹丘2-2-26 ガーデンハウス103

①満月うどん
②青柳
③一休
④手作り郷土料理の店 翔
⑤笑乃讃
⑥ぼん太
⑦長嶋屋
⑧田舎屋

武蔵村山市三ツ木1-12-10
武蔵村山市本町4-6-5
武蔵村山市本町1-48-1
武蔵村山市大南3-5-4
武蔵村山市三ツ藤1-86-4
武蔵村山市学園1-25-2
武蔵村山市大南1-135-2
武蔵村山市中藤4-39-5

042-560-3559
042-561-0143
042-520-1919
042-561-3744
042-569-1056
042-565-8509
042-516-8669
042-564-4428

042-562-2604

042-391-3440
042-393-9481
042-392-0856

042-344-0007
042-385-8551
042-300-3133
042-403-1500
042-332-0522
042-343-3791

042-471-1112

042-494-1514
042-493-0155

042-423-1575
042-461-9990
042-421-8254
042-421-6066
042-497-4178

東大和市高木3-413⑨清川

⑩手打うどん こせがわ
⑪純手打うどん ますや
⑫野口製麺所

東村山市諏訪町1-23-5
東村山市久米川町4-33-10
東村山市野口町4-46-1

下記のQRコードから
サイトにアクセス！
https://gate.hitap.jp/musashinoudon/

１ 2 3スタンプ設置店でうどんを召し上がり、
スマートフォン画面にスタンプを押す

専用のデジタルスタンプをスマホ画面の枠に押してください。

スタンプ台紙ページの
対象店をタップ！

タップするとスタンプ
捺印枠が表示されます。

スタンプをもち、
画面に押して下さい。

スタンプを5個・10個・26個集める
ごとに出てくるポップアップをタッチ！

スタンプ取得数に応じて、賞品GETのチャンス！！

【必ずお読みください】※参加にはスマートフォンが必要です。iOS8.0以上Android OS 4.2以上の標準ブラウザが対象のサービスとなります。フィーチャーフォン（または携帯電話）・タブレット端末・パソコンではご参加いただけません。※参加は無料ですが、通信
料およびスタンプ設置店までの交通費はお客様負担となります。（各店のスタンプ設置場所は店舗内となります。）※端末にケース、カバーなどが取り付けられている場合や、画面に保護シートなどが添付されている場合は、スタンプを正常に押せない可能性があり
ます。※スタンプを押す時に端末画面に強く押し付けたり、画面上でスタンプを動かしたりすると端末画面に傷が付くことがあります。また人の爪程度で傷の付く液晶保護シートなどを添付している場合は、保護シートに傷が付くことがありますので、予めご了承の
上、ご参加ください。なお、本スタンプラリーに関しトラブルが発生した場合、お客様又は第三者に損害が生じた場合であっても、東京都商工会連合会およびJTBコーポレートセールスは一切の責任を負いません。※ジェスチャー機能付き端末で、ジェスチャー機能
がONになっている場合には、正常に押印できません※その他ユーザ毎の設定や、端末の個体差により、対応機種であってもスタンプを正常に押せない場合があります。※スタンプラリー期間が終了すると、専用ページにはアクセスできなくなりますのでご了承くだ
さい。※イベントは予告なく変更・中止する場合がございます。※写真・イラストはすべてイメージです。※掲載の内容は、2017年12月現在の情報です。

5個 10個 26個
パーフェクトは

スタンプラリー参加方法

パーフェクト賞
スタンプ全制覇で

B賞
スタンプ
5個以上で

応募者全員に
プレゼント!

パーフェクト賞
スタンプ全制覇で

武蔵野Oh!うどん 
オリジナル手ぬぐい

折りたたみ自転車（抽選で５名様）
または武蔵野Oh!うどんセット
（抽選で３０名様）
（村山かてうどん、ひがしやまと茶うどん・
かてうどん、柳久保小麦うどん）

A賞
スタンプ
10個以上で

A賞
スタンプ
10個以上で

B賞
スタンプ
5個以上で

応募者全員に
プレゼント!
スタンプ5個以上
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開催期間

多摩六都科学館観覧付入館券
（抽選で５０組様）または
武蔵野Oh!うどん（抽選で100名様）
（左記パーフェクト賞のうどんから
ランダムで1種類） ※画像はイメージです

スマートフォンを片手に、武蔵野うどんのおいしい味自慢のお店を踏破しよう!
その場で超カンタン、デジタルスタンプを集めて豪華プレゼントをゲットしよう!
スマートフォンを片手に、武蔵野うどんのおいしい味自慢のお店を踏破しよう!
その場で超カンタン、デジタルスタンプを集めて豪華プレゼントをゲットしよう!

武蔵野Oh!うどんセット
（抽選で５０名様）
（左記パーフェクト賞のうどんから
ランダムで2種類）

※13番うどん弥 根古坂は、店舗改装のため、平成３０年１月１４日（日）から参画します。

※賞品写真はイメージです

（旅行代金に含む）

発売開始
12月20日（水）
午前10時～

発売開始
12月20日（水）
午前10時～



創業46年老舗『ますや』の愛情 武蔵野うどん作り体験と
武蔵野の自然を五感で感じるツアー　

人気店『むさしのエン座』de武蔵野うどん作り体験と
エレガントな『やまはち農園』で粉文化とハーブ体験

〈体　　験〉純手打ちうどん「ますや」うどん作り　
〈文化・学ぶ〉「里山民家」
〈特産品付〉東村山 生うどん、東京狭山茶、豊島屋酒造「日本酒」、とろ湯葉

〈体　　験〉人気店「むさしのエン座」うどん作り　
〈文化・学ぶ〉「やまはち農園」粉文化プチレクチャー、ハーブ農園
〈特産品付〉「エン座」めんつゆ、「ハーブクッキー＆香り袋」

うどん博士「加藤有次氏」の愛した「小平糧うどん体験」と
幻の小麦「柳久保小麦」と「いちご狩り」
〈体　　験〉古き良き「小平ふるさと村」うどん作り／フィンランド伝統装飾 麦わらの「ヒンメリ作り」
〈文化・学ぶ〉小平糧うどんの伝統文化プチレクチャー（武蔵野手打ちうどん保存普及会）
〈特産品付〉「小平ブルーベリー商品」「柳久保うどん」「柳久保かりんとう」

※各日とも荒天により、公共交通機関が運休の場合は、延期となります。その場合は、別途ご案内いたします。

武蔵野Oh!うどん日帰りツアーの各コース紹介

＝＝ 「岩崎屋豆富店」 ＝＝＝ 多摩湖「下堰堤」 ＝＝＝ 「軽便鉄道跡トンネル群」散策 ＝＝ 「里山民家・岸田んぼ」 ＝＝ JR立川駅
●大豆と水にこだらる手作り
　 「とろ湯葉」ご試食

●ダム湖百選の多摩湖では、
　日本で一番美しいといわれる
　2つの取水塔見学

●現地ガイドから、トンネルの
　由来等のご案内 

●現地ガイドから古民家のご案内
　いろりばたでほっこり。 昔遊びも体験
　裏には岸田んぼが広がる

※（参考）JR中央線新宿駅まで
　約30分

西武新宿線 東村山駅 ＝＝ 「豊島屋酒造 醸しの場」 … 笹本だんご店 ＝＝ 創業46年 老舗 純手打ちうどん「ますや」 ＝＝＝＝八国山緑地＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
8:40

14:00 14:10 14:30 15:00 15:30 16:10 17:15 17:30

9:00 9:40 9:50 10:10 10:20 12:30 12:50 13:50

●（参考）西武新宿線
　高田馬場駅から約30分

●酒蔵見学「醸しの場」で試飲
●全員に豊島屋酒造
　「日本酒」付

●志村けんさんもお忍びで
　購入する焼きだんご
●焼きたてをご賞味

●神山マスおばあちゃんの愛情うどん
　手打ちうどん体験（秘伝レシピご披露） 約2時間
●全員に「東村山 生うどん」 （2人前）付

●映画「となりのトトロ」の舞台ともいわれる　
　八国山を現地ガイドの案内で散策

集合

頃 頃解散

西武池袋線 石神井公園駅 ＝＝＝＝＝ 「やまはち農園」 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 「むさしのエン座」 「石神井公園ふるさと文化館」  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●（参考）西武池袋線池袋駅から
　約10分

●武蔵野うどん文化プチセミナー（会議室） 
　（店主 :加藤智春氏）約30分 
●手打ちうどん体験 約2時間 
●「エン座」糧うどん&焼きだんご（昼食）約50分

＝＝＝ 多摩六都科学館「プラネタリウム」鑑賞＝＝＝＝＝＝ 西武新宿線 田無駅

●水車小屋（穀粉製造等の小麦文化プチレクチャー） 
●ハーブ園見学 
●モダンな蔵にてハーブティーとブルーベリーロールケーキ
●全員に「アイシングクッキー&ティーカップ」付

●学芸員から練馬区の歴史や
　伝統文化、自然などのご案内

●「最も先進的なプラネタリウム」として
　世界一に認定（15:50～16:35） 

※（参考）西武新宿線
　高田馬場駅まで約17分 

9:00 9:20

15:30 17:00 17:20

10:20 11:10 14:40集合

頃解散

●「柳久保小麦」の講話
　「東久留米市柳久保小麦の会」代表 高橋重雄氏
●麦わらのフィンランド伝統装飾「ヒンメリ作り」体験 
●「柳久保小麦パン」ご試食
●全員に「柳久保うどん」「柳久保かりんとう」付

西武池袋線 清瀬駅 ＝＝＝ 清瀬「田中ストロベリーファーム」 ＝＝＝＝＝ 「小平ふるさと村」 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 ＝＝＝ 東村山「ますや」 ＝＝＝＝ 西武新宿線 東村山駅

●（参考）西武池袋線
　池袋駅から約20分

●べにほっぺ、あきひめ（章姫）、やよいひめの
　3品種をいちご狩り

●「小平糧うどん」の伝統文化の講話 
　「武蔵野手打ちうどん保存普及会」
 　（会長 :宮崎照夫氏）約15分
●手打ちうどん体験&ご試食 約2時間
●小平ふるさと村 昔遊び等自由見学 約20分
●全員に「小平ブルーベリー商品セット」付

※（参考）西武新宿線　
　高田馬場駅まで約30分

●武蔵野うどん（半人前）

17:00 17:30 17:50

9:30 9:50 10:30 11:30 14:00 14:40 16:30集合

頃解散

幻の小麦「柳久保小麦」と
「ヒンメリ作り」（まろにえホール（予定））　　＝＝＝＝

ご希望のコースに□（チェック）してください □Aコース1月29日（月）　　□Bコース2月6日（火）　　□Cコース2月10日（土）

FAX送信先：042-521-5558（担当：井上・塩田） 株式会社JTBコーポレートセールス 法人営業東京多摩支店 宛

FAX送信の際は、個人情報保護の観点から、番号の押し間違いにご注意いただき、FAX送信後は、着信の確認電話をお願い申し上げます。（確認問合せ先 TEL:042-521-5550）

「武蔵野Oh!うどん」日帰りツアー参加申込書 ご記入日：　　　年　　月　　日

上記に記載の旅行条件に同意します。また、旅行手配及びお客様との連絡等のために必要な範囲内での運送・本ツアーで提携の団体・企業への個人情報の提供について同意の上、以下の旅行に申し込みます。

性別

男性

電　　話

携帯電話 （　　　　）           -

（　　　　）           -

年齢

歳女性

フリガナ

フリガナ

フリガナ

お名前

自宅住所

同行者氏名①

備考

フリガナ

同行者氏名②

※同行者が3名以上の場合、備考欄にご記入ください。※この申し込みでご記入いただいた個人情報は本モニターツアーに関わる目的にのみ使用し、他の目的には使用致しません。

〒　　　ー

性別

男・女

年齢

歳

性別

男・女

年齢

歳

◆企画主催　東京都商工会連合会　多摩観光推進協議会

◆お申し込み・お問い合わせ先 株式会社JTBコーポレートセールス 法人営業東京多摩支店
〒190-0023  東京都立川市柴崎町2-12-24 MK立川南ビル3階
TEL：042-521-5550  FAX：042-521-5558　担当：井上・ 塩田
営業時間：月～金／9:30～17:30（土・日・祝日休業）  総合旅行業務取扱管理者:塚本  剛

◆旅行企画・実施 株式会社JTBコーポレートセールス 
〒100-6051　東京都千代田区霞が関3-2-5　霞が関ビル12階
 〈観光庁長官登録旅行業第1767号〉 〈一般社団法人日本旅行業協会正会員〉  〈旅行業公正取引協議会会員〉

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。 この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は（株）ＪＴＢコーポレートセールス（東京都千代田区霞が関３-２-５　観光庁長官登録旅行業第１７６７号。以下「当
社」という）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（以下「旅行契約」と
いう）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しす
る最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）必要事項をお申し出のうえ、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引
かせていただきます。
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日
以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
（４）お申込金（おひとり）3,000円（旅行代金金額）

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日
までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、
取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、
お客様の承諾日といたします。

●取消料

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、特産品及び消費税等
諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻 しいたしません。（コースに含まれない
交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）

●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規
程に基づき、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、その身体、生命又は手荷物上に被った
一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：１５００万円
・入院見舞金：２～２０万円
・通院見舞金：１～５万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）

旅行条件（要約）お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支
払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なり
ます。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なり
ます。）
（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ－ｍail等電子承諾通知を利用する
場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
（２）「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約
成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード
利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内を
カード利用日として払い戻します。）
（３）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定
の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいた
だいた場合はこの限りではありません。

●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求
や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様
自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。

●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申
込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）

●個人情報の取扱について
（１）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利
用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに
必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産
品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載さ
れた運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る
個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。
（２）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いし
ています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用さ
せていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得る
ものとします。
（３）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照ください。なお、当社の個
人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
ＣＳＲ推進室　〒100-6051　東京都千代田区霞が関3-2-5　霞ヶ関ビルディング12階
TEL：03‐5539‐2803、e-mail：bwt_privacy＠bwt.jtb.jp（受付時間　平日9:30～17:30）
個人情報保護管理責任者：ＣＳＲ推進室長

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2017年12月1日を基準としています。又、旅行代金は2017年12月1日現在の有効な運賃・規則を基準と
して算出しています。

契約解除の日　
1） 21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては11日目） 無　料

旅行代金の  20％

旅行代金の  30％
旅行代金の  40％
旅行代金の  50％
旅行代金の100％

2） 20日目（日帰り旅行にあっては10日目）にあたる日以降の解除
　（３～６を除く）
3） 7日目にあたる日以降の解除（４～６を除く） 
4） 旅行開始日の前日の解除
5） 当日の解除（６を除く）
6） 旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料（お１人様）

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

Aコース
1月29日
（月）

Bコース
2月6日
（火）

Cコース
2月10日
（土）

＝＝＝＝  貸切バス …………  徒歩

12月20日（水）
午前10時発売開始（ ）


