2018 年５月 30 日

～久大本線 ぜんぶつながる～
「久大本線 ぜんぶつながるプロジェクト」
続報第３弾！
新幹線活用久大本線活性化協議会、大分県、ＪＲ九州では、2018 年７月 14 日の久大本線全線での運転
再開(※)に向けて「久大本線 ぜんぶつながるプロジェクト」を立ち上げ、運転再開を盛り上げるさまざ
まな企画を実施しています。このたび、新たな企画の詳細が決まりましたので続報をお知らせいたします。
※ 天候等の影響による工事の進捗状況により、変更となる場合があります。

１ 「想い」を“つなげる”「ふうせんリリースプロジェクト」実施！
2018 年５月７日からスペシャルサイト上で募集しております、
久大本線沿線への様々な「想い」
（メッセージ）をふうせんに
印字し、運転再開日の「ゆふいんの森１号」の初運転にあわせ、
地域のみなさまと空に飛ばします。
久大本線への「想い」がふうせんとなって大空に舞います。

実施日：2018 年７月 14 日（土）
※天候等の影響により中止する可能性があります。
※画像はイメージです。

実施概要：沿線自治体６箇所
実施自治体
久留米市(観光・国際課）
TEL:0942-30-9137(8:30～17:15)
うきは市（ブランド推進課）
TEL:0943-76-9029(8:30～17:15)
日田市（観光課）
TEL:0973-22-8210(8:30～17:00)
玖珠町（商工観光振興課）
TEL:0973-72-7153(8:30～17:00)
九重町（商工観光・自然環境課）
TEL:0973-76-3150(8:30～17:00)
由布市（商工観光課）
TEL:097-582-1304(8:30～17:00)

実施場所
山本運動広場周辺（久留米市山本町豊田 1337）

実施時刻
10:10 頃

浮羽究真館高校グラウンド（うきは市吉井町生葉 658） 10:20 頃
光岡小学校周辺（日田市大字友田北友田 1-1133−2）

10:40 頃

旧豊後森機関庫（玖珠郡玖珠町帆足 242−7）

11:05 頃

豊後中村駅周辺（玖珠郡九重町大字右田 714-28）

11:20 頃

由布院駅駐車場（由布市湯布院町川上 8）

11:30 頃

※2018 年５月 30 日現在計画中のものです。内容は変更となる場合があります。
※実施の詳細は、各実施自治体の上記お電話番号にお問合せください（平日のみ）
。
※リリースするふうせんは、数に限りがあります。

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号

2 「久大本線全線復旧記念木っぷ」発売決定！
久大本線全線復旧を記念し、
「久大本線全線復旧記念木っぷ」を発売します。このきっぷは、花月
川橋りょうのある日田市特産の日田杉を使用した特別な記念木っぷです。ぜひお買い求めください。
《イメージ》

【乗車券の名称】
久大本線全線復旧記念木っぷ
【設定区間】
日田から久留米ゆき
(下車前途無効)
【発売価格】
1,110 円（大人用のみ）
※各種割引証による割引の取扱いはいたしません。
【発売枚数】
1,000 枚(予定)

※お一人さまにつき５枚まで

【発売開始】
2018 年７月 14 日（土）
【発売箇所】
○ 日田駅（2018 年７月 14 日（土）5:20 から）
○ 通信販売
「久大本線全線復旧記念木っぷ係」にお電話で在庫を確認いただき、以下の要領で現金書留にて
お申込みください。
(１) きっぷ代(現金または郵便小為替)と、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
(２) お釣りが出ないようにお申込みください。
(３) お一人さまにつき５枚までとします。
(４) 郵送による受付は、８月 31 日(金)到着分までとします。
(５) 郵送先
〒830-0028 福岡県久留米市京町 87-12
九州旅客鉄道株式会社 久留米鉄道事業部
「久大本線全線復旧記念木っぷ係」
TEL:0942-37-8226（平日 9:00～17：35）
【有効期間】
2018 年７月 14 日(土)～2019 年３月 31 日(日)までの間に１回限り有効
【その他】
破損等による記念きっぷの返品・交換はしません。

3 「久大本線全線復旧ウォーキング」開催決定！
2018 年７月 14 日の久大本線全線復旧に先立ち、完成した花月川橋りょうを眺めながら復旧区間を
散策する「久大本線全線復旧ウォーキング」を開催いたします。
今回は、花月川橋りょうの完成を記念し、
「駅長おすすめのＪＲ九州ウォーキング」のポイントを
３ポイントとするほか、地域のみなさまのおもてなしも満載です。ぜひご参加ください。
【日 時】
2018 年７月７日（土）
【スタート駅】
久大本線 光岡駅（コース距離 約６.５㎞、所要時間 約２時間）
【受付時間】
スタート受付時間は８：30～11：30、ゴール受付時間は 15：00 まで
【コース行程】
光岡駅（スタート）⇒ 渡里橋 ⇒ 薫長酒蔵資料館・薫長酒造 ⇒ 赤司日田羊羹本舗
⇒ 天領日田資料館 ⇒ 咸宜園 ⇒ 日田 園山鉾会館 ⇒ 八坂神社
⇒ 日田温泉旅館街 ⇒ 原次郎左衛門五醤蔵 ⇒ 日田駅（ゴール）

【特 典】
・久大本線観光連絡会主催のスタンプラリーの対象となります。
・コース途中にある施設では、入場料割引やプレゼントがあります。
【注意事項】
・花月川橋りょうはコースに含まれません。隣接する道路橋から花月川橋りょうをご覧いただくコース
です。
・雨天決行としますが、荒天やコースに障害が発生した場合は中止することがあります。
・熱中症にご注意ください。
・久留米方面へ列車でお帰りになる場合、日田駅～光岡駅間は代行バスのご利用となります。
【当日の列車（往路）
】
久留米
７：40
↓
光 岡
８：36

８：32
↓臨時
９：31

０９：07
↓
10：13

10：14
↓臨時
11：19

【その他】
参加費・事前申込みは不要です。８：30～11：30 までにスタート受付へお越しください。
【お問合せ】
日田駅 TEL:0973-23-2528（営業時間 5：20～23：00 年中無休）
【協 力】
日田市、日田市観光協会、日田市商工観光部観光課、久大本線観光連絡会、
クンチョウ酒造株式会社、合名会社まるはら、有限会社寶屋、株式会社おおやま夢工房

4 「或る列車」筑後吉井コースとうきは市との共同企画ツアー募集中！
「JRKYUSHU SWEET TRAIN『或る列車』」が、2015年８月の運行開始以降、初めて筑後吉井～大分間
を特別運行する団体旅行商品を絶賛募集中です。
このたび、地域の魅力を満喫できるツアーの詳細が決まりましたのでお知らせいたします。
＜お楽しみポイント＞
① フルーツ王国うきは市の農園でぶどう狩り体験（１房プレゼント）
② 水源の森百選にも選ばれた「調音の滝」そばでのそうめん流しで夏を体感
③ 地元ボランティアガイドによる白壁の街並み散策
④ 筑後吉井駅にて地域の皆さまによる歓迎イベント（キッズよさこい）とお見送り
⑤ 九州北部豪雨で運転見合せとなっていた光岡～日田間を「JRKYUSHU SWEET TRAIN『或る列車』」に
て通過
多くのお客さまからのお申込みを心よりお待ち申し上げております。

(１) 商品概要
○ ツアータイトル

『限定運行！「或る列車」筑後吉井コースと元気な“うきは”を満喫プラン』
○
○
○
○
○
○

設定日
： 2018 年７月 22 日（日）
出発駅
： 博多駅
食事
： 昼食 1 回、
「或る列車」スイーツコース 1 回
旅行代金
： 大人 38,000 円
募集人員
： 36 名様限定
行程
博多駅（9：00 出発） ⇒ ＜バス：うきは市へ＞ ⇒ ぶどう狩り体験
⇒ 昼食 そうめん流し（調音の滝） ⇒ 吉井白壁の街並み散策（ガイド付）⇒ 筑後吉井駅
⇒ お見送りイベント ⇒ 「或る列車」筑後吉井駅（14：10 発）→ 大分駅（17：10 着）
⇒ 大分駅（17：30 頃発）⇒ ＜バス：福岡へ＞ ⇒ 博多駅（20：00 頃着）

(２) お申込み・お問合せ
ＪＲ九州法人旅行センター 旅の予約グループ
TEL:092-482-1489(平日 10：00～19：00、土日祝 10：00～18：00)

5

＜１日６枚限定＞「ゆふいんBarクーポン」プレゼント！

久大本線全線復旧を記念して、対象期間中にご旅行をお申込みのお客さまに先着で、
「ゆふいん Bar
クーポン」をプレゼントいたします。この機会にぜひ、
「由布院」にお泊りください。
【対象商品】
「駅長おすすめのゆ」
（由布院温泉地区）
、
「極上の列車旅」
（ゆふいんの森）
【お申込み期間】
2018 年６月１日（金）～６月 30 日（土）
【ご旅行対象期間】
７月 14 日出発～９月 29 日出発
※７/14、７/15、８/10～８/15、９/15、９/16、９/22、９/23 泊分を除く
【対象者】
上記お申込み期間中に、対象期間の由布院地区のご旅行を新規でお申込みのお客さま（大人旅行代金）
※現地合流のお客さま、お子様、添寝幼児は対象外とします。
【内容】
対象３店舗でご利用可能な 1,500 円分の Bar クーポンを、お一人さまにつき１枚プレゼントいたします。
【注意事項】
・Bar クーポンは、ご宿泊当日にご利用いただけます。
・プレゼントは、１日につき先着６名（ご宿泊日基準）に限ります。
・使用金額が 1,500 円に届かない場合も、返金はいたしかねます。
【対象店舗】

