
 

 

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

    2019年 11月 19日 

昨年満員御礼！「ＳＬ人吉の客車」が、今年の冬も筑豊・北九州を走ります                  

 “筑豊・北九州ラウンドトレイン”出発進行！ 

 

直方市と連携し、昨年１００名満員、好評いた

だいたツアーを、更に内容を充実させて今年も企

画しました。ＳＬ人吉の客車の改造元となった 50

系客車は、1970年代後半に筑豊本線で初めて運転

を開始し、廃止となる 2001年まで運転されていた

のも筑豊本線であり、筑豊地区に縁深い車両です。

ご家族、ご友人と昔話に花を咲かせながら、懐か

しく温かい客車列車の旅に出かけてみませんか。 

 

１ ツアー名： 「ＳＬ人吉の客車で巡る  

筑豊・北九州ラウンドトレイン」 

２ 出 発 日： 2019年 12月 22日（日曜日） 

３ 募集人員： 110名（最少催行人員：90名） 

４ 旅行代金： 直方駅発着    大人 9,800円 

小人 8,400円 

        ※黒崎駅で乗車、新飯塚駅での下車も可能です。（同額） 

 

５ 内 容：≪運行区間：直方駅～黒崎駅～門司港駅～田川後藤寺駅～新飯塚駅～直方駅≫ 

 ・直方駅発着で筑豊・北九州地区を一周します 

 ・大正時代の姿に復元した門司港駅で自由散策の時間があります 

 ・昼食は創業 63年の老舗「茶寮 このみ」特製、直方市の食材を 

使用したオリジナル弁当付です 

 ・直方市の名産を合わせたお土産をお渡しします 

 ・田川伊田駅では「田川市石炭・歴史博物館」を見学します  

 ・テレビで活躍中の福岡県出身タレント 岡澤アキラさんが乗車し、旅を盛り上げます 

 

６ お申込み・お問い合わせ 

  ＪＲ九州営業部法人旅行センター TEL：092-482-1489（営業時間 平日 10：00～18：00） 

  お申込み開始：2019年 11月 19日（火）より 

 

７ 協力 

  直方市、（株）もち吉、（一社）田川広域観光協会、（株）デザインステーション 

 

８ その他 

   一部の席を「直方市のふるさと納税返礼品」として設定します。 

   ふるさと納税に関するお問い合わせ  直方市ふるさと情報係 TEL: 0949-25-2236 
 

 

※イメージ 

※イメージ 

ⓒ ノーメイク 



（旅行企画・実施）
九州旅客鉄道㈱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）日本旅行業協会正会員
〒812-0013　福岡市博多区博多駅東 1-12-23
総合旅行業務取扱管理者：合原 由智

【協力】
・直方市
・（株）もち吉
・（一社）田川広域観光協会
・（株）デザインステーション
・JR九州筑豊篠栗鉄道事業部

※最終日程表を前日までにお渡しいたします。

（営業時間 10：00 ～ 18：00 土・日・祝日休業）

JR九州営業部法人旅行センター 旅の予約グループ
TEL ０９２-４８２-１４８９

お申込み・お問い合わせ

< 募集型企画旅行契約 >
この旅行は、九州旅客鉄道㈱（福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号観光庁登
録旅行業第 965 号。以下「当社」といいます。）が企画・募集する旅行であり、
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、各コースご
とに記載されている条件のほか、下記条件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) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお
申込みいただきます。
(2) お申込金は「旅行代金」「取消料」又は「違約料」のそれぞれ一部または全部
として取り扱います。
(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
お申し込みを受け付けます。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の支払を
行っていただきます。この期間内にお申込金の支払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り扱います。この場合もお申込金をいただいた時に
旅行契約が成立したものと致します。
(4) 旅行規約は、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。

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス、
または普通座席）、食事代、取り扱い料金および消費税等の諸税、その他○○代
金と表示するもの。上記費用はお客様のご都合により、利用されなくても払戻し
は致しません。

（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。）

(1) お申込金（お一人様）

１．旅行のお申し込み方法及び契約の成立について

２．旅行代金のお支払い

３．旅行代金に含まれるもの

旅行代金
お申込金

1 万円未満 ６万円以上
２,０００円

１万円以上３万円未満
５,０００円

３万円以上６万円未満
１０,０００円 ２０,０００円

この旅行条件は 2019 年 11 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は
2019 年 11 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。

６．旅行条件・旅行代金の基準
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に
対してお一人様につき下記の料率で取消料を申し受けます。

当社は、当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」という）のカー
ド会員（以下「会員」という）より、会員の署名なくして旅行代金や取消料等の
のお支払いを受けること（以下「通信契約」という）を条件に電話、郵便、ファ
クシミリその他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合、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り扱いができない場合
があります。また取り扱いできるカードの種類も受託旅行会社により異なりま
す）。
a．通信契約のお申し込みに際し、会員はお申し込みをしようとする「主催旅行
の名称」、「旅行開始日」「会員番号」、その他の事項を当社にお申し出いただきます。
ｂ．通信契約による主催旅行契約は、当社が契約を承諾する旨の通知を発したと
きに成立するものとします。
ｃ．通信契約での「カード利用日」は、会員又は当社が主催旅行契約に基づく旅
行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、
後者の場合は減額または解除を行った旨をお客様に通知した日とします。
ｄ．通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカー
ドが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務に一部または全部を提携会社
のカード会員規約に従って決済できないときは、当社は通信契約を解除し、左表
の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに
現金による旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。

４．取消料

５．通信契約による旅行条件

旅行契約の解除期日
●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
① 21 日目に当たる日以降の解除（②～⑥を除く）

③   7 日目に当たる日以降の解除（④～⑥を除く）

⑤ 旅行開始当日の解除
⑥ 旅行開始後の解除、または無連絡不参加

② 10 日目に当たる日以降の解除（③～⑥を除く）

④ 旅行開始日の前日の解除

取消料
日帰り旅行

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%

お申込みのご案内（詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。）

行　
程　
表

直方駅
8:30頃発

直方駅
15:20頃着

門司港駅
10:00頃着
11:10頃発

採銅所駅
12:20頃着
12:50頃発田川伊田駅

13:10頃着
14:20頃発

リニューアルした
門司港駅周辺を自由散策!

田川市石炭・歴史博物館の
見学を実施!

2019年12月22日（日）日帰り

大人9,800円・小人8,400円
（直方駅・黒崎駅発  新飯塚駅・直方駅着）

110名（最少催行人員90名）
出発日

募集人員

旅行代金
（お 1 人様代金）

※添乗員が同行いたします。
※定員になり次第キャンセル待ち、または募集終了と
　なります。なお、お申込み人数により相席になる場
　合があります。

※ディーゼル機関車（DE10）を前後に
　1 両ずつ連結して運転します。

※最終確定の時刻は、最終日程表にて
　ご案内いたします。
※掲載写真は全てイメージです。

◎旅行代金に含まれるもの
行程区間の JR 代金、特製お弁当代金、
田川市石炭・歴史博物館の観覧料

黒崎駅
9:00頃発

乗車駅

降車駅

乗車駅

新飯塚駅
15:05頃着

降車駅

築100年以上、
大正ロマン漂う駅舎!

福岡銀行　博多駅東支店　普通　１８９００５８
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
※振り込み手数料はお客様ご負担でお願いします。※お名前の前に整理番号 (Ｓ) をあわせて
　打電してください。（例：Ｓラウンド）

【旅行代金振込先】

  ポ
イント SL 人吉の客車が

筑豊・北九州地区を
一周！１   ポ

イント

３
直方産食材を使った

「茶寮このみ」の
特製お弁当をご提供！

直方市から
クリスマス

プレゼントも!!
直方市から
クリスマス

プレゼントも!!  ポ
イント

２ 岡澤 アキラさんが
門司港駅より
乗車します！

テ
レ

ビ等で活躍中!!


