
 

 

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

2019年 10月 11日 

 

 

 

 

 

明治 22年（1889年）12月 11日、九州鉄道が九州初の鉄道として、博多～千歳川仮停車場（現在

の肥前旭～久留米間の筑後川北岸に設置した仮駅）を開業してから 2019年 12月 11日で 130周年を

迎えます。 

これを記念して、人気の D＆S列車「Ａ列車で行こう」を使い、当時開業した５駅(博多、南福岡※、

二日市、原田、鳥栖)の駅長または駅員と一緒に、明治日本の世界遺産等を巡る特別な日帰りツアー

を実施します。※南福岡駅は翌年１月雑餉隈駅として開業 

１ 「開業 130周年記念ツアー」概要 

（１） ツアー名 「九州鐵道と明治日本の世界遺産を訪ねて」日帰りツアー 

（２） 出 発 日  2019年 12月 11日（水）9:00頃発 ～ 20:00頃着 

（３） 募集人員  76名 （最少催行人員 70名） 

（４） 旅行代金  博多駅発のみ大人 10,000円 （子ども料金の設定はありません） 

（５） 内 容  

  ・博多駅～大牟田・荒尾駅間を特急「Ａ列車で行こう」で往復 

  ・「三井港倶楽部」にて昼食、鬼塚吉国の刀剣展示・説明 

  ・「三池港（世界遺産）」を海上より特別見学（チャーター船） 

  ・「宮原坑 ～万田坑」（世界遺産）では、 

   三池炭鉱専用鉄道敷跡を特別に歩いていただけます。 

  ・「松永日本刀剣鍛錬所」では、日本刀での試し斬り・火造り体験  

※体験は抽選（試し斬り 20名、火造り８名）です。（飲酒後不可） 

（６） そ の 他 

  ・ 添乗員が同行します。   

   ・ 上記内容に関して都合により変更になる場合がございます。 

（７） 協  力   大牟田たーんとよかとこ協議会、（一社）荒尾市観光協会 

２ ツアーに関するお申込み・お問合せ先 

 ＪＲ九州営業部 旅の予約グループ TEL：092-482-1489 

営業時間  平日 10:00～18:00（土日祝は休み） 

募集開始  2019年 10月 15日（火）10:00 ～ ※先着順、定員になり次第締め切ります      

   

 

図 

130年の歴史を感じる旅。 

「九州鐵道と明治日本の世界遺産を訪ねて」日帰りツアー実施！ 

 

 

 

火造り体験 
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明治２２年(１８８９年)１２月１１日 

博多～千歳川仮停車場(久留米駅手前)間で 

開業した「九州鉄道」。 

明治日本の世界遺産を「A列車で行こう」で訪ねる。 

開業１３０周年を記念して 

募集人員（先着順／定員になり次第締め切ります） 

７６名(添乗員同行・最少催行人員７０名) 

旅行代金（お一人様代金） 

大人 １０,０００円 ※子ども料金の設定はありません。 

ご旅行代金に含まれるもの 

●ＪＲ代 ●バス代 ●船代 ●食事代 ●施設入園料 

ツアーの 
特色 

【お申込み・お問い合わせ先】JR 九州 旅の予約グループ ☎092-482-1489 平日 10:00～18:00（土日祝は休み） 

※写真はイメージです。 

行 程 表 

博多駅 

9:00 頃発 

大牟田駅 

10:30頃着／10:40 頃発 

三池港 

11:00頃着／12:10 頃発 

船上より見学 11:30～12:00 

18:20頃着／18:40 頃発 

荒尾駅 博多駅 

20:00頃着 

貸切バス(１号車 or２号車) 

13:50頃着／14：20 頃発 

貸切バス 1号車 

宮原坑 万田坑 松永日本刀剣鍛錬所 

14:50頃着／16:10 頃発 16:30頃着／18:00 頃発 

《徒歩》 

・ボランティアガイドの説明 ・ボランティアガイドの説明 ・松永日本刀剣鍛錬所見学 

・刀の試し斬り体験（抽選 10名様） 

専用鉄道敷跡 

・火造り体験（抽選 4名様） 

※飲酒されたお客さまは、試し斬り体験・火造り体験への参加はできません。 

17:20頃着／17:40 頃発 

貸切バス２号車 

宮原坑 万田坑 松永日本刀剣鍛錬所 

15:40頃着／16:50 頃発 13:50頃着／15:30 頃発 

《徒歩》 

・ボランティアガイドの説明 ・ボランティアガイドの説明 ・松永日本刀剣鍛錬所見学 

・刀の試し斬り体験（抽選 10名様） 

・火造り体験（抽選 4名様） 

専用鉄道敷跡 

※中学生以下のお客さまは、試し斬り体験への参加はできません。予めご了承ください。 

協力：大牟田たーんとよかとこ協議会、(一社)荒尾市観光協会 

三池港 

※料理内容は変更となる場合がございます。 

三井港倶楽部 

万田坑 

松永日本刀剣鍛錬所 

■【世界遺産】三池港見学 

■【世界遺産】宮原坑見学 

■【世界遺産】万田坑見学 

■三井港倶楽部コース料理 

■松永日本刀剣鍛錬所見学 

■駅長または駅員が同行 

（当時開業した博多・南福岡・二日市・原田・鳥栖駅より） 

三井港倶楽部 

12:20頃着／13:30 頃発 

《昼食》 

貸切バス(１号車 or２号車) 

（貸切バス：ハラショー観光で運行します。） 

※専用鉄道敷跡など、歩きにくい場所がございます。歩きやすい服装でお越しください。 

抽選は、当日バス車内で行います。 



【旅行代金お振込先（お振込みによる支払いの場合）】

銀行名　：　福岡銀行　博多駅東支店

口　座　：　普通　　1890058

口座名　：　ＪＲ九州 営業部法人旅行センター 旅の予約グループ　支店長 那賀 輝彰

　　ヨミ）ｼﾞｪｲｱｰﾙｷｭｳｼｭｳｴｲｷﾞｮｳﾌﾞﾎｳｼﾞﾝﾘｮｺｳｾﾝﾀｰﾀﾋﾞﾉﾖﾔｸｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾃﾝﾁｮｳﾅｶﾃﾙｱｷ

　　※ お名前の前に【　G　】をお付け下さい。　　　例：キュウシュウタロウさまの場合・・・Gキュウシュウタロウ

　　※ 誠に恐れ入りますが、銀行振込手数料はお客さまのご負担でお願い致します。

　　※ ご不明な点については、お問い合わせください。

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ご用意しておりますので、お申込み前にご確認ください。

【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  

（一社）日本旅行業協会会員 

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-23-4階 

旅行業公正取引協議会会員 

《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。 

２． 旅行代金のお支払い                                     

①お申込金(お一人様) 

旅行代金 1万円未満｜3万円未満｜6万円未満 

お申込金  2,000円   5,000円   10,000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 

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

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。 
※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

の加入をお勧めいたします。 

 

 

６． 旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は２０１９年10月１日を基準としています。 

又、旅行代金は２０１９年10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

あれば上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。 

 

 

 

 

 

 

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

取消料を申し受けます。           

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。 

【お申込み・お問い合わせ先】 
九州旅客鉄道株式会社 

営業部 法人旅行センター 旅の予約グループ 
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-23-4階 

営業時間：平日10：00～18：00 (土・日・祝日休業) 
TEL：092-482-1489  
総合旅行業務取扱管理者：合原 由智 
 

宮原坑 

松永日本刀剣鍛練所（火造り体験） 

【注意事項】 
・ ５駅（博多、南福岡、二日市、原田、鳥栖）の駅長または、駅員が同行いたします。  
・ 写真はイメージです。 
・ 三池炭鉱専用鉄道敷跡を歩きますので、歩きやすい服装でお越しください。 
・ 飲酒されたお客さまは、試し斬り体験（抽選20名）・火造り体験（抽選８名）への参加はできません。 
・ 中学生以下のお客さまは、試し斬り体験への参加はできません。 

  Ａ列車で行こう 

  Ａ列車で行こう 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/883729332073517057/HmbXFCww_400x400.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/fivearrows_k&docid=9qWKaAE4vgLC9M&tbnid=GlSV62136nwJtM:&vet=10ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhFKAAwAA..i&w=400&h=400&bih=749&biw=1518&q=%E9%A6%99%E5%B7%9D%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA&ved=0ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://img.hmv.co.jp/hybridimage/eventpage/111975/main.jpg&imgrefurl=https://l-tike.com/sports/mevent/?mid%3D111975&docid=2B0yHOTfhreJaM&tbnid=_Gy-h3Gtzlf8EM:&vet=10ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhOKAgwCA..i&w=860&h=515&bih=749&biw=1518&q=%E9%A6%99%E5%B7%9D%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA&ved=0ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhOKAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/883729332073517057/HmbXFCww_400x400.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/fivearrows_k&docid=9qWKaAE4vgLC9M&tbnid=GlSV62136nwJtM:&vet=10ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhFKAAwAA..i&w=400&h=400&bih=749&biw=1518&q=%E9%A6%99%E5%B7%9D%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA&ved=0ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://img.hmv.co.jp/hybridimage/eventpage/111975/main.jpg&imgrefurl=https://l-tike.com/sports/mevent/?mid%3D111975&docid=2B0yHOTfhreJaM&tbnid=_Gy-h3Gtzlf8EM:&vet=10ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhOKAgwCA..i&w=860&h=515&bih=749&biw=1518&q=%E9%A6%99%E5%B7%9D%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA&ved=0ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhOKAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/883729332073517057/HmbXFCww_400x400.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/fivearrows_k&docid=9qWKaAE4vgLC9M&tbnid=GlSV62136nwJtM:&vet=10ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhFKAAwAA..i&w=400&h=400&bih=749&biw=1518&q=%E9%A6%99%E5%B7%9D%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA&ved=0ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://img.hmv.co.jp/hybridimage/eventpage/111975/main.jpg&imgrefurl=https://l-tike.com/sports/mevent/?mid%3D111975&docid=2B0yHOTfhreJaM&tbnid=_Gy-h3Gtzlf8EM:&vet=10ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhOKAgwCA..i&w=860&h=515&bih=749&biw=1518&q=%E9%A6%99%E5%B7%9D%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA&ved=0ahUKEwjyqIvauaTjAhXCAYgKHdPnDrAQMwhOKAgwCA&iact=mrc&uact=8

