
 

 

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

    2020 年 1月 22日 

 

昨年満員御礼！今年は「特急 A列車で行こう」が、春の日田彦山線を走ります                  

        “ほろ酔い日田彦山線の旅”出発進行！ 

 

日田彦山線沿線の活性化を目指し、日田彦山線沿線７市町村と連携して、通常は三角線（熊

本地区）を走る「特急 Ａ列車で行こう」が特別に日田彦山線を運行する「ほろ酔い 日田彦

山線の旅」を企画しました！昨年も SL人吉の客車を使用して日田彦山線を旅するツアーを企

画し、大変ご好評いただきました。今年は「Ａ列車で行こう」の車内から、沿線の美味しいお

酒やおつまみを楽しみながら、春の息吹を感じる旅に出かけてみませんか。 

 

１ ツアー名： 「『Ａ列車で行こう』で巡る！  

ほろ酔い日田彦山線の旅」 

 

２ 出 発 日： 2020年３月３日（火曜日） 

 

３ 募集人員： 80名（最少催行人員：74名） 

 

４ 旅行代金： 小倉駅発着    大人 8,800円 

小人 7,000円 

        ※城野駅で乗車、降車も可能です。（同額） 

 

５ 内 容：≪運行区間：小倉駅 ～ 添田駅往復≫ 

 ・車内のバーカウンターを使用し、沿線の「ドリンク（お酒・ﾉﾝ 

ｱﾙｺｰﾙ）」や「おつまみ」を振舞います！ 

※お 1人様に「ドリンク」「おつまみ」チケットを 3 枚ずつお渡しいたします。 

（1チケットワンドリンク又はおつまみ 1セットとの交換になります。） 

 ・車内のバーカウンターで体験いただいた商品の一部は、途中の 

停車駅での購入が可能です。 

・香春町を中心に活動されている「伝承料理家 末時千賀子さん」 

特製、日田彦山線沿線の食材を使用したオリジナル弁当付きです。 

 ・沿線自治体より、とっておきのお土産をプレゼントします。 

  

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：2020年１月 22日（水）より 

 

７ 協力 

  ・日田彦山線活性化推進沿線自治体連絡会 

（北九州市・香春町・田川市・川崎町・添田町・東峰村・日田市） 

  ・香春町観光協会   
 

 

▲弁当イメージ 

※イメージ 



お申込み・お問い合わせ 

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していますので、事前にご確認の上お申し込み下さい） 

３．旅行代金に含まれるもの <募集型企画旅行契約> 
この旅行は、九州旅客鉄道㈱（観光庁長官登録旅行業第965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．旅行のお申し込み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ください。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の支払を
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。 
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。 

２．旅行代金のお支払い 
①お申込金（お一人様） 
 
 
 
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言います。 
 

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。 

５．取消料 
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。 

※安心してご旅行をしていただくために、国内旅行傷害保険の加入をお勧めいたします。 

５．通信契約による旅行条件 
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
の取消料と同額荒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。 

６．旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は2020年１月１日を基準としています。又、旅行代金は2020年1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。 

（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  
（社）日本旅行業協会正会員 
〒812-0013 福岡市博多区博多駅前東1-12-23 
 ℡ 092-474-8129   
総合旅行業取扱管理者：合原 由智 
 
【協力】 
・ＪＲ九州筑豊篠栗鉄道事業部 

・日田彦山線活性化推進沿線自治体連絡会 （北九州
市・香春町・田川市・川崎町・添田町・東峰村・日田市） 
・香春町観光協会 

 九州旅客鉄道（株）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 
 〒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 
 ・ＪＲ九州筑豊篠栗鉄道事業部 
 ・日田彦山線活性化推進沿線自治体連絡会 
  （北九州市・香春町・田川市・川崎町・添田町・東峰村・日田市） 
 ・香春町観光協会 

（営業時間 １０：００～１８：００ 土・日・祝日休業） 

TEL 092-482-1489 

JR九州 旅の予約グループ 
〒812-0013 
 福岡市博多区博多駅東1-12-23 
 
 

旅行代金振込先 

銀行名：福岡銀行 種別：普通 

口座番号： ２０５１７４０ 支店名：博多駅前支店 

振込先：ＪＲ九州営業部法人旅行センター  

注意事項 

・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（10209）をあわせて打電
してください。 
・クレジットカードでのお支払いも可能です。ご希
望の際はお問い合わせ下さい。 
・ご入金確認後、最終日程表を1月31日頃より送
付させていただきます。宜しくお願い致します。 

2020年３月３日（火） 出発日 

80名（最少催行人員74名） 募集人員 

大人：8,800円  
小人：7,000円 

旅行代金 
（お一人様） 

 ※旅行代金に含まれるもの                             
・行程に記載のJR券代金 ・オリジナル弁当代金 ・ドリンク・おつまみチケット代金  

 

行程 

小倉南区のエルヴィス吉川さんによるライブパ
フォーマンス！ 
※雨天の場合は内容を変更または中止となる場合が 
 ございます。 

お座席は相席になる場合があります。お座席の指定は出来ません。 

※チラシ掲載写真は 
 全てイメージです 

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

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一人部屋使用の追加代金。 

旅行契約の解除期日 取消料

●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 日帰り旅行

① 10日目に当たる日以降の解除（②～⑤を除く） 旅行代金の20%

② ７日目に当たる日以降の解除（③～⑤を除く） 旅行代金の30%

③ 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%

④ 旅行開始当日の解除 旅行代金の50%

⑤ 旅行開始後の解除、または無連絡不参加 旅行代金の100%

７．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
確認ください。 

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。 

旅行企画・実施 

 ・ＪＲ九州筑豊篠栗鉄道事業部 
 ・日田彦山線活性化推進沿線自治体連絡会 
  （北九州市・香春町・田川市・川崎町・添田町・ 
   東峰村・日田市） 
 ・香春町観光協会 

協力 

おもてなしイベント 

車内バーカウンターで、沿線の 
「ドリンク（お酒・ﾉﾝｱﾙｺｰﾙ）」や 
「おつまみ」を振舞います！ 
※お1人様に「ドリンク」「おつまみ」チケットを3枚ず

つお渡しいたします。（チケット1枚で、ワンドリン

ク又はおつまみ1セットとの交換になります。） 

※一部、有料の商品がございます。 

 

沿線自治体より、お土産をプレゼント！ 

※掲載写真は全てイメージです 

小倉駅 
10:29頃発 

乗車駅 

城野駅 
10:38頃発 

乗車駅 

小倉駅 
16:12頃着 

降車駅 

城野駅 
15:46頃着 

降車駅 

採銅所駅 
11:47頃着～12:17頃発 

物販 

石田駅 
15:16頃着～15:42頃発 

物販 

田川伊田駅 
12:29頃着～12:59頃発 

物販 

添田駅 
13:18頃着～14:28頃発 

物販 

自由見学 

石田駅 
10:43頃着～11:28頃発 

ライブ 

弁当 

弁当 
香春町在住の 
伝承料理家 

末時 千賀子さん 

 
日田彦山線沿線の 
食材を使用した、 
オリジナル弁当を提供！ 

 

物販 

自由見学 リニューアルした田川伊田駅を自由見学！ 

沿線自治体選りすぐりの美味しい「地のモノ」が
大集合！各地の逸品をぜひ！ 
※停車駅ホームでお買い求めいただけます 

ライブ 

特急「A列車で行こう」が春の日田彦山線を走る！沿線の「地酒」や「おつまみ」でおもてなし 

※イメージ 

※イメージ 

 
未成年（20歳未満）の方には、ノンアルコール飲料をご提供いたします。 

当日お客様の年齢を確認させて頂く為に、身分証のご提示をお願いする場合がございます。 
 

※ご旅行前日までにお渡しする最終日程表に、当旅行 
  行程の確定時刻を記載しますので、ご確認ください。 

日田市:日田杉を使った箸置き 

添乗員が同行いたします。 

JR九州 旅の予約グループ 

 東峰村:小石原焼（おちょこ） 

総合旅行業務取扱管理者：合原 由智 
 

小倉駅・城野駅発 
同額  

 


