2019 年 12 月 17 日

食の祭典 2020～佐賀＆長崎～
キャンペーンを開催します！
＼ GO by train ! ／

2020 年冬 舞台は佐賀・長崎
特急「かもめ」
「みどり」
「ハウステンボス」が結ぶ佐賀県と長崎県は、上質なお肉や新鮮な魚貝、郷土料理や
特産品など、美味しいものが溢れるエリアです。そんな「佐賀＆長崎」の食の魅力を皆さまにお届けするキャ
ンペーンを開催します。この冬ＪＲ九州の列車に乗って、「食の祭典」の旅へ出かけませんか？
１．キャンペーン開催期間
2020 年１月１日（水・祝）～３月 31 日（火）
２．パンフレットの配布について
佐賀・長崎エリアのグルメをご堪能いただけるお店をご紹介するパンフレットを配布します。ＪＲ九州社員
が実際にエリアを巡って選りすぐった内容となっております。ぜひ、佐賀・長崎へのご旅行のご参考にお手
に取ってご覧ください。
＼ 佐賀・長崎の旅に必携 ! ／

［配布場所］ＪＲ九州の主な駅
［内
容］佐賀・長崎のグルメを、それぞれ「レストラン・定食部門」
「食べ歩き部門」
「飲み処部門」
「変わりダネ部門」
「スイーツ
部門」に分け、おすすめの逸品を中心にご紹介

３．デジタルスタンプラリーの開催について
ＪＲ九州アプリを使用した、パンフレット掲載店舗を巡ってスタンプを収集していただくデジタルスタンプ
ラリーを開催します。応募者の中から、抽選で合計 135 名様に豪華賞品をプレゼント！賞品は「佐賀県賞」
「長崎県賞」
「ＪＲ九州賞」の３種類。収集したスタンプ数に応じて応募ランクが「金」「銀」「銅」と異な
ります。ぜひ佐賀・長崎のグルメ旅をおたのしみいただくとともに、スタンプを集めて賞品を獲得してくだ
さい。
［ご参加方法］

ＪＲ九州アプリをダウンロード

※ＪＲ九州Ｗｅｂ会員への会員登録（無料）が必要です

キャンペーンページよりエントリー

※エントリーはキャンペーン期間中いつでも可能です

パンフレット掲載店舗や、スタンプラリー対象のイベント・列車にて、ＪＲ九州
アプリ内のカメラからキャンペーン専用ＱＲコードを読み取ってスタンプを獲得
※対象店舗ではお食事・商品のご購入をいただいたお客さまのみが対象です

2020 年３月 31 日時点のスタンプ獲得数により応募ランクが決定
2020 年５月中旬頃賞品の発送を以ってご当選のご連絡

※QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

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

［賞

品］

応募ランク

スタンプ獲得数

賞品

（当選者数）

佐賀県賞
佐賀牛ロースステーキ

長崎県賞
長崎県特産品詰合せ

ＪＲ九州賞
「或る列車」ペア乗車券

15 個～
（各５名様）

佐賀県賞
佐賀逸品会詰合せ

長崎県賞
五島の鯛で出汁をとったプレミアム
な高級カレー（４箱セット）

10 個～14 個
（各 10 名様）

ＪＲ九州賞
「うちのたまご」 たまごかけご飯セット
・「うちのたまご」１パック

５個～９個
（100 名様）

・「うちのたまごに合う醤油」
・さがびより ２kg

［スタンプ数］
項目

スタンプ付与数

「食の祭典 2020～佐賀＆長崎～」パンフレット掲載施設（P3～P17）※1

１個

ＪＲ九州ウォーキング 唐津駅コース（城下町唐津のひいな遊びウォーク）※2

１個

特別団体列車「
『Ａ列車で行こう』でいく“長崎ランタンフェスティバル＆長崎の
うまいもん”と肥前浜宿・酒蔵通り散策の旅」 ※3

３個

特別団体列車「肥前浜駅で日本酒角打ちの旅！おでん列車」※3

３個

特別団体列車「
（仮）鹿島酒蔵ツーリズムへ行こう！ 」※3

３個

JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」※3

３個

※4

JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」特別コース

※3

５個

※1 P15～P17 掲載施設は「日帰りグルメたび」をご予約・ご利用の方のみスタンプ獲得となります。
※2 次項「４．イベントの開催について」をご参照ください。
※3 次々項「５．JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」／ その他特別団体列車の運行について」をご参照く
ださい。
※4 2020 年３月運行分のみが対象です。

４．イベントの開催について
キャンペーン期間中、佐賀・長崎のグルメを多くの皆さまにおたのしみいただくためのイベントを多数開催
します。デジタルスタンプラリーのポイントが付与されるイベントもございますので、ぜひご来場ください。
食の祭典 2020～佐賀＆長崎～ in 博多駅
博多駅に佐賀・長崎グルメが大集合！お馴染み名物から初めての味まで盛りだくさんの出展です。イベント
でお気に入りを見つけて、ぜひ現地へお出かけください。ご旅行前のリサーチにもどうぞ。
［開催日時］2020 年２月１日（土）
・２日（日） 10：00～17：00
［場
所］博多駅前大屋根下スペース
［内
容］佐賀・長崎エリアのグルメの試食・物販ブースが出展

★ ★ ★
Gormet Festival 2020
★ ★ ★

長崎うまいもんフェスティバル 2020 in 長崎駅
長崎駅のかもめ広場に、長崎エリアのグルメが大集合します！長崎駅に到着してすぐに長崎グルメをたのし
むことができるイベントです。長崎市内散策の前にぜひお立ち寄りください♪
［開催日時］2020 年１月 18 日（土）
・19 日（日） 10：00～17：00
［場
所］長崎駅かもめ広場
［内
容］長崎エリアのグルメに関する物販ブースが出展
※詳細が決定次第、ＪＲ九州のホームページ等でお知らせいたします。
スタンプ

駅長おすすめのＪＲ九州ウォーキング 唐津駅コース

個

駅長おすすめのＪＲ九州ウォーキング 唐津駅コース（城下町唐津のひいな遊びウォーク）と「食の祭典 2020
～佐賀＆長崎」がタイアップ！ゴールには唐津エリアのグルメが大集合します。ウォーキングでお腹を空か
せて唐津グルメをご堪能ください♪その他、ミニトレイン乗車・制服体験など、ご家族でお楽しみいただけ
る催しも多数ご用意しております。
★ 開 催 日★ 2020 年２月 29 日（土）
ＪＲ九州ウォーキングについて
［受付時間］スタート受付 / 9:00～12:00 ゴール受付 / 15:00 まで
［受付場所］唐津駅コンコース
［特
典］
・デジタルスタンプラリーのスタンプを１個付与いたします
・えきマチ１丁目お買い物 100 円引き券
※数量限定 なくなり次第終了となります

駅前イベントについて
［開催時間］10：00～15：00
［会
場］唐津駅コンコース
［内
容］からつバーガーや呼子萬坊のいかしゅうまいなどの唐津グルメ
ブース・鉄道部品の販売や 305 系マンヒーローショー（予定）

５．JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」／ その他特別団体列車の運行について
JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」 通常コース

スタンプ
個

2020 年３月より、
「或る列車」通常コースが新コースで運行します。新コースでは、
「食の祭典」の開催地
である佐賀・長崎エリアのご旅行をおたのしみいただけます。ラグジュアリーな空間の中、成澤由浩シェフ
がプロデュースする、九州の選りすぐりの食材を使用したスイーツコースをご堪能ください。

［特

典］デジタルスタンプラリーのスタンプを３個付与いたします
※３月中の運行のみが対象となります
［発売開始日］2019 年 12 月 24 日（火）14：00（予定）
［お申込み方法］Ｗｅｂ予約 /「或る列車」ホームページ
http://www.jrkyushu-aruressha.jp/reserve-info
電話予約 / 或る列車ツアーデスク TEL 092-289-1537
（9:30～16:00 ※水曜日・年末年始休業）
※運行日等詳細が決定次第ＪＲ九州のホームページにてお知らせします
スタンプ

「JRKYUSHU SWEET TRAIN 或る列車」 特別コース

個

１日限定の「食の祭典」特別コースとして、
「或る列車」が佐賀⇔長崎間を運行します。
特別コースでは、佐賀・長崎にちなんだスイーツコースをご提供するとともに、沿線のみなさまからのおも
てなしも。更に、ご乗車いただいたお客さま限定の特典もご用意しております。
この機会に、
「或る列車」で佐賀・長崎の旅をおたのしみください。
［運 行 日］2020 年３月 29 日（日）
午前便 /佐賀駅→長崎駅
午後便 /長崎駅→佐賀駅
［特
典］
・ご乗車いただいたお客さまに、長崎県波佐見町「一真窯」
特製「或る列車ロゴ入りグラス」をプレゼント
・ご希望の方に、佐賀県の日本酒 東鶴酒造「多久」を
１杯サービス
・デジタルスタンプラリーのスタンプを５個付与いたします
［発売開始日］2019 年 12 月 24 日（火）14：00（予定）
［お申し込み方法］Ｗｅｂ予約 /「或る列車」ホームページ
http://www.jrkyushu-aruressha.jp/reserve-info
電話予約 / 或る列車ツアーデスク TEL 092-289-1537
（9:30～16:00 ※水曜日・年末年始休業）
※運行時刻等詳細が決定次第ＪＲ九州のホームページにてお知らせします

スタンプ

特別団体列車「
『Ａ列車で行こう』でいく“長崎ランタンフェスティバル＆長崎のうまいもん”と
肥前浜宿・酒蔵通り散策の旅」

個

通常は熊本⇔三角間を走行するＤ＆Ｓ（デザイン＆ストーリー）列車「Ａ列車で行こう」が博多⇔長崎間に
やってきます！肥前浜の日本酒・長崎のランタンフェスティバルに夜景も楽しめる贅沢なツアー。
「Ａ列車で行こう」で行く佐賀・長崎のグルメ旅をおたのしみください♪
［運 行 日 ］2020 年２月７日（金）
［区
間］博多⇔長崎（１往復）
往路 / ８：40 頃 博多駅発 13：40 頃 長崎駅着（Ｄ＆Ｓ列車「Ａ列車で行こう」）
復路 /［Ａコース］19：56 頃 長崎駅発 21：58 頃 博多駅着（特急かもめ 44 号）
［Ｂコース］20：50 頃 長崎駅発 22：51 頃 博多駅着（特急かもめ 46 号）
［販売価格］
［Ａコース］18,900 円（税込）
［Ｂコース］19,900 円（税込）※両コースとも小人の設定はございません
［料金に含まれるもの］
・博多駅～長崎駅の往復の列車運賃・特急料金
・昼食代（弁当）、貸切バス代、グラバー園入場料金
［内
容］
・肥前浜宿・酒蔵通り散策
・
「Ａ列車で行こう」車内での昼食（特製弁当）
・グラバー園・長崎ランタンフェスティバル会場自由散策
・孔子廟 変面ショー観覧（特別席）
・夜景観覧 ※Ｂコースのみ
［特
典］デジタルスタンプラリーのスタンプを３個付与いたします
［募集人員］80 名（最少催行人員：70 名）
［発 売 日］2020 年１月６日（月）～ ※定員に達し次第受付終了
［お問い合わせ先］ＪＲ九州 長崎鉄道事業部 TEL 095-827-4088
スタンプ

特別団体列車「肥前浜駅で日本酒角打ちの旅！おでん列車」

個

寒い季節には佐賀の日本酒とおでんで暖まりましょう♪大人気「おでん列車」がキャンペーンに合わせて再
登場です。地元の皆さまからのおもてなしに心もほっこりする列車旅へ出かけませんか？
［運 行 日］2020 年２月７日（金）
［区
間］佐賀駅～肥前浜駅（１往復） 往路 / 18：30 頃 佐賀駅発 19：51 頃 肥前浜駅着
復路 / 21：20 頃 肥前浜駅発 22：22 頃 佐賀駅着
［販売価格］4,990 円（税込）※小人の設定はございません
［料金に含まれるもの］
・佐賀駅～肥前浜駅の往復の列車運賃
・おでん代・弁当代
・ドリンク代（ビール・ソフトドリンク等）
※別途料金で肥前浜駅にて日本酒の角打ちをお楽しみいただけます

［特
典］デジタルスタンプラリーのスタンプを３個付与いたします
［募集人員］120 名程度（最少催行人員：100 名）
［発 売 日］2020 年１月６日（月）～ ※定員に達し次第受付終了
［お問い合わせ先］ＪＲ九州 佐賀鉄道部 TEL 0952-23-2939
特別団体列車「
（仮）鹿島酒蔵ツーリズムへ行こう！ 」
日本でも有数の酒どころ、佐賀県鹿島市で毎年大人気の日本酒酒蔵開きイベント
「鹿島酒蔵ツーリズム」の会場へお連れする特別団体列車を催行いたします。
［運 行 日］2020 年３月 29 日（日）
［区
間］博多駅～肥前浜駅（１往復）
［特
典］デジタルスタンプラリーのスタンプを３個付与いたします
［お問い合わせ先］ＪＲ九州 佐賀鉄道部 TEL 0952-23-2939
※詳細が決定次第、ＪＲ九州のホームページ等でお知らせいたします。

スタンプ
個

６．
「食の祭典 2020～佐賀＆長崎～」Ｗeb ページについて
イベント情報・特別団体列車の運行情報等は、
「食の祭典 2020～佐賀＆長崎～」Ｗeb ページにて最新情報を
お知らせします。ぜひご覧ください！
詳しくはこちらから！
https://www.jrkyushu.co.jp/tabi/shokunosaiten2020/

７．
「食の祭典 2020～佐賀＆長崎～」公式 Instagram について
キャンペーンの開催に合わせて、佐賀・長崎エリアの「食」を始めとするイベント情報等の発信を行う
Instagram アカウント「@shokunosaiten2020」を開設します。今すぐ列車に乗ってお出かけしたくなるよう
な最新情報をお届けして参りますので、ぜひフォローしてください！
フォローはこちらから！
https://www.instagram.com/shokunosaiten2020

