2019 年 2 月 15 日
九州旅客鉄道株式会社

旅行商品
『専用特急列車で行く 鹿島酒蔵ツーリズム 2019』
を発売します。
ＪＲ九州佐賀鉄道部では、博多駅～肥前浜駅間に鹿島酒蔵ツーリズム列車を運行します。
鹿島の酒蔵を巡り、その酒が生まれた土地を散策しながら、食や文化、歴史を楽しむツアーです。
また、ツアー専用列車のため、当ツアーにご参加のお客さまのみご乗車ができます。
この機会に渋滞のない便利なＪＲをご利用ください。皆様のお申込みを心よりお待ちしております。
１ 旅行商品「専用特急列車で行く 鹿島酒蔵ツーリズム 2019」商品概要
（1）出 発 日
2019 年 3 月 23 日（土）
（2）行
程
博多駅～肥前浜駅（往復）
（3）運行時間
（往路）博多駅発 9：12 頃、肥前浜駅着 10：43 頃
（復路）肥前浜駅発 14：37 頃、博多駅着 16：22 頃着
（4）内
容
博多駅～肥前浜駅の専用列車往復指定席
鹿島酒蔵ツーリズム 2019 公式ガイドブック付
※肥前浜駅からは自由行動
（5）旅行代金
おひとり：4,800 円（税込） ※小人同額
（6）募集人員
300 名（催行決定）
（7）協
力
佐賀県、鹿島市、鹿島市観光協会、鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会
（8）そ の 他
御猪口、お菓子のプレゼントがございます。
２

「昼、嬉野のお茶屋さん。夜、佐賀の日本酒バー」ＪＲ九州×佐賀 博多駅で体感イベント
にて旅行の告知を行います
（1）実施日時
2 月 21 日（木）
、22 日（金）
昼の部 11：30～16：30 夜の部 17：30～21：00
（2）内
容
昼の部 呈茶の販売【嬉野茶時】
夜の部 日本酒バー【鹿島酒蔵ツーリズム・嬉野温泉酒蔵まつり】
※夜の部にて上記旅行の申込み受付を行います。

３

その他
上記内容に関しましては都合により変更になる場合があります。

４

お申込み・お問い合わせ
≪佐賀駅旅行の窓口≫
申込み受付専用電話：080-4060-1706（平日 10：30～18：00）
ＴＥＬ：0952-24-7897
営業時間 平日 10：30～19：00 土曜 10：30～18：00 日・祝日 休み
※お電話でのお問い合わせ・お申込みは佐賀駅旅行の窓口のみとなります。
≪博多駅旅行の窓口≫
営業時間 月～土 10：00～19：00 日・祝 10：00～18：00

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

速い、渋滞知らず

行きも帰りも指定席でゆったり、のんびり～
○出発日

2019年3月23日（土）

○ 集合場所 博多駅博多口正面出入口

4,800円

○ 旅行代金（博多駅から）

（大人お一人様税込み）

※小児代金の設定はございません。

○ 募集人員 300名（催行決定）
○添乗員

同行しませんが博多駅から係員がお世話いたします。

○ 旅行代金に含まれるもの
往復ＪＲ(専用特急列車指定席)

※ 写真はイメージです。
お土産（お猪口・お菓子・おつまみ）

公式ガイドブック

（乗車券・特急券）
《ご案内》

・肥前浜駅到着後は自由行動です。酒蔵巡りをお楽しみ下さい。
・車内は禁煙です。
・お好みのお飲み物･おつまみはご自由にお持込みください。
・旅行代金は途中駅からの乗降でも同じ代金になります。
・イベント内容は公式ガイドブック又は鹿島市公式観光サイトでご確認下さい。
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※肥前浜駅到着後は自由行動です。酒蔵巡りをお楽しみください。
肥前浜駅
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14：37頃発

15：27頃着

新鳥栖駅
15：41頃着
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15：45頃着

15：59頃着

16：22頃着

お申込みのご案内（要約） ※詳しい旅行条件を説明した書面を用意しておりますので、お申込み前にご確認下さい。
《募集型企画旅行契約》
この旅行は、九州旅客鉄道(株)（観光庁長官登録旅行業９６
５号。以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する旅行
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」といいます）を締結することにな
ります。又、旅行契約の内容条件は、出発前にお渡しする確
定書面及び当社旅行契約約款（募集型企画旅行契約の部）
によります。
１．旅行のお申込方法及び契約の成立について
①当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記
の申込金を添えてお申込いただきます。
②お申込金は｢旅行代金｣「取消料」又は「違約料」のそれぞ
れの一部または全部として取扱います。
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
場合には、お申込の際にお申し出下さい。可能な範囲で当
社はこれに応じます。
③当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による
旅行契約の予約のお申込を受け付けます。
この場合、当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の
旨通知した翌日から起算して３日以内にお申込書の提出と
お申込金を支払を行っていただきます。支払いがなされた場
合、旅行契約は成立したものといたします。この期間内にお
申込金の支払いがなされないときは、当社は予約はなかっ
たものとして取扱います。

④ 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を
受領したときに成立するものとします。⑤通信契約による
旅行契約は、お申込を承諾する通知を発した時に成立し
ます。ただし、e-mail等の電子承諾通知による方法により
通知する場合は、その通知がお客様に到着したときに成
立したものとします。

４．旅行代金に含まれないもの（一部例示いたします。）
個人的性質の諸費用及びそれに伴うサービス料（クリーニン
グ代、電話料金その他追加飲食など）。
お客様のご希望によるお１人部屋使用の追加代金。

５．取消料
旅行契約成立後、お客様の都合による解除については、次の
２． 旅行代金のお支払い
取消料を申し受けます。
①お申込金(お一人様)
旅行代金1万円未満3万円未満5万円未満 5万円以上
お申込金 2000円 4000円
8000円
10000円
②代金残金は、旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
③旅行代金とは表示された金額と「追加代金」の合計額か
らパンフレット内に記載する「割引代金」を差し引いた金額
をいいます。
３．旅行代金に含まれるもの
※安心してご旅行をしていただくために、国内旅行損害保険
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈の無い
限り普通座席）、宿泊費（宿泊を伴う場合）食事の料金、観 の加入をお勧めいたします。
光の料金（入場料金）を含みます。諸費用はお客様の都合
により利用されなくても払い戻しはいたしません。

【お申込み・お問い合わせ先】
《九州旅客鉄道株式会社 佐賀駅旅行の窓口》
〒840-0801 佐賀市佐賀駅前中央1-11-10
申込み受付専用電話：080-4060-1706（平日 10：30～18：00）
ＴＥＬ ：0952-24-7897
ＦＡＸ ：0952-24-4162
営業時間（平日）10：30～19：00 （土曜）10：30～18：00 ※日曜・祝日は休業
総合旅行業務取扱管理者 ：河野 寛
※お電話でのお問い合わせ・お申込みは佐賀駅旅行の窓口のみとなります。
《九州旅客鉄道株式会社 博多駅旅行の窓口》
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1-1
営業時間（月～土）10：00～19：00 （日・祝）10：00～18：00
総合旅行業務取扱管理者：岡原 克也

６． 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０１9年2月１日を基準としています。
又、旅行代金は２０１9年2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。
個人情報の取扱について
①当社は、旅行お申込の際にご提出いただいた個人情
報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配
のために利用させていただくほか、必要な範囲内におい
て当該機関等に提供いたします。
②当社は、当社グループ企業が取扱う商品、サービスに
関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
③上記の他、当社の個人情報の取扱の詳細については、
当社ホームページでご確認下さい。
この旅行の契約に関し、担当からの説明にご不明な点が
あれば下記の旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。取
扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に
関する責任者です。

※各駅の確定時刻はしおりにてご案内いたします。
※確定書面(しおり）については出発日の10日～5日前までに郵送いたします。

【旅行企画・実施】
九州旅客鉄道株式会社 営業部 法人旅行センター
観光庁長官登録旅行業第965号
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-23-4階
（一社）日本旅行業協会会員

