2020 年 8 月 27 日

「３６ぷらす３」

募集型ツアーの
発売について

この度、2020 年 10 月に運行を開始する「３６ぷらす３」にご乗車いただく募集型企画旅行
を発売いたします。皆様からのお申込みをお待ちしております。
１ ツアー概要
【Ａコース】10/15（木）発
【Ｂコース】10/19（月）発
【Ｃコース】10/19（月）発

『あ り が と う の わ を つ く る 九 州 周 遊 4 日 間 』
『世界文化遺産潜伏キリシタンの里外海ぐりの旅 2 日間』
『「３６ぷらす３」と 2 つの陶器の産地を訪ねる宝探しの旅 日帰り』

・ツアーの詳細は JR 九州の GoTo トラベル特設サイト内にあります旅行パンフレットにて
ご確認ください https://www.jrkyushu.co.jp/ryoko/gotocp2020/
・３６ぷらす３の詳細は専用 HP をご参照ください。https://www.jrkyushu-36plus3.jp/
２

お一人さま旅行代金・お支払実額（大人・小人同額）
コース
旅行代金
GoTo ﾄﾗﾍﾞﾙ支援金
お支払実額
Ａコース
192,000 円
42,000 円
150,000 円
Ｂコース
053,000 円
14,000 円
039,000 円
Ｃコース
032,000 円
07,000 円
025,000 円
※ Ａコース、Ｂコースは宿泊施設を 2 名 1 室利用で使用した場合の金額です
※ ３コースともに GoTo トラベル事業対象商品ですが、今後の新型コロナウイルスの
感染状況によりキャンペーン適用除外となる場合があります。

３

募集人員

各日 23 名（最少催行人員 13 名）

４

発売開始日

2020 年 8 月 28 日（金） 10：00～

５ お申込み・お問い合わせ先
◆ JR 九州 法人旅行センター 旅の予約グループ
℡：092-482-1489（営業時間 10：00～18：00 土日祝日休業）
◆ 「３６ぷらす３」ツアーデスク
℡：092-686-3639（営業時間 09：30～16：00 水曜日休業）
６ 新型コロナウイルス感染予防対策について
JR 九州では、駅係員及び乗務員のマスク着用のほか、列車内の換気、列車・駅の定期的な
消毒や駅等へのアルコール消毒液の設置、混雑緩和のためのお客さまへのご案内等を行って
おります。ご利用のお客さまにつきましても、安心して観光や旅行を楽しんでいただくため、
お出かけ前に「新しい旅のエチケット」をご参照くださいますようお願い申し上げます。
《JR 九州の取組み（新型コロナウイルスの感染予防対策について）》
https://www.jrkyushu.co.jp/railway/
《新しい旅のエチケット》
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001349264.pdf

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

2020年10月 DEBUT

｢36ぷらす3｣
Aコース ありがとうの

わ

をつくる
九州周遊４日間

出 発 日：2020年10月15日（木）
日
程：3泊４日
募集人員：23名様（最少催行人員１３名様)

ご旅行代金に含まれるもの
JR券代（乗車券・指定席特急券）博多～指宿
JR券代（36ぷらす3乗車券・特急券・グリーン料金券）鹿児島中央～宮崎、宮崎～別府、別府～博多
タクシー代(宮崎駅から宮崎観光ホテルの片道、別府駅からAMANE RESORT SEIKAIの往復）、
宿泊代、食事代(朝食3回、昼食4回、夕食3回）、貸切バス代、知覧茶づくり体験料金、砂蒸し風呂入浴料、西大山駅入場券代

世界で36番目に大きい島、九州全県を巡る「36ぷらす3」は、5つのルートに
九州を楽しむ35のエピソードをぎゅーっと詰め込んで、お客さまをお迎えします。
ぜひ全ルート楽しんで、お客さまご自身に“36番目のエピソード”を
語っていただきたいーそんな想いを込めました。
この列車で、驚き、感動、幸せをお届けし
「お客さま、地域の皆さま、私たち」でひとつになって
39（サンキュー！）＝「感謝」の輪を広げていきます。

Design & Illustration by Eiji Mitooka + Don Design Associates
１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
２.

旅行代金からGoToトラベル事業による支援額を引いた金額がお客さまの支払い実額となります。

３．支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、
旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。
なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。

「36ぷらす3」に乗って さぁ九州周遊の旅へ

OITA
AMANE RESORT SEIKAI（3日目ご宿泊）

HAKATA

洗練されたお部屋は全て露天(半露天）風呂付です。
別府湾の波音を聴き、ゆっくりとしたひとときをお過ごしください。

©鹿児島よかもん再発見！/野田卓也

大野岳公園（108段の茶寿階段）
108歳を祝う「茶寿」にちなんだ階段を一段ずつ
人生を振り返り、未来を見つめお上がりください。

宮崎観光ホテル クラブフロア (２日目ご宿泊）
宮崎を代表する老舗ホテルのクラブフロアでワンランク上のくつろ
ぎを。ご夕食はフレンチのコースをご用意します。スタッフの温かく
丁寧なおもてなしでお迎えします。

指宿白水館 離宮（１日目ご宿泊）

MIYAZAKI

指宿名物「砂むし温泉」と離宮ならではの丁寧に
仕上げたお料理をお楽しみください。

青島神社
JR 日本最南端の駅 西大山駅
幸せの黄色いポストへ感謝のハガキを投函。

KAGOSHIMA

鬼の洗濯板に囲まれた島全体が境内ともいわれる
縁結びの神社です。由緒正しい景勝地で大切な
人との絆を紡ぎ、想いをはせます。

※写真はすべてイメージです

「36ぷらす3」の車両紹介

「36ぷらす3」

当ツアーの座席は5号車6号車のいずれかになります。

専用ホームページ

お座席の指定はできかねます。(※イラストは6号車イメージ）

■お申込みのご案内■詳しい旅行条件を説明した書面をご用意してますので、事前に確認のうえお申込みください。
<募集型企画旅行契約>

3．旅行代金に含まれるもの

行動中の事故 ⑥食中毒 ⑦盗難 ⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、 9.ご旅行条件の基準

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」 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席）、宿泊費、 経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間 この旅行条件は2020年8月１日を基準としています。又、旅行代金は2020年8
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 食事料金、観光料金（入場料金等）及び消費税等諸税。諸費用はお客様の都 の短縮

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。

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

合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかか

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

4．旅行代金に含まれないもの（一部例示いたします）

わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに ★旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する

契約約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

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 限り、お客様1名につき15万円（当社の故意又は重大な過失がある場合を除きま 責任者です。この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管

１．旅行のお申込みと旅行契約の成立

追加飲食など）。お客様のご希望によるお一人部屋使用等の追加料金。

①当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金または旅行 5．お客様による旅行契約の解除

す）を限度として賠償します。

理者にお尋ねください。

7．特別補償

代金の全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は「旅行代金」「取消料」又

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 (1)当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款（募集型企

★安心してご旅行をしていただくために、国内傷害旅行保険の加入をお勧めいたし

は「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。

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。

ます。

画旅行契約の部）の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に

②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は、予約お申込み時

急激かつ偶然の外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一

にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。

定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。

③当社は電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約

・死亡補償金 ： 1,500万円

の予約のお申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約を成立しておら

・入院見舞金 ： 2万円～20万円

ず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内にお申込書の提

・通院見舞金 ： 1万円～5万円

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

・携行品損害補償金 ： お客様1名につき15万円を限度とします。ただし、補

ないときは、当社はお申込みはなかったものとして取り扱います。

償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。

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

(2)当社が責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償

ものとします。

6．当社の責任及び免責事項

⑤通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知が旅行者に到着した時

(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失

に成立します。

によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害

画旅行条件書をご参照ください。

2．旅行代金のお支払い

発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

8．個人情報の取扱いについて

(2)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は(1)の

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

責任を負いかねます。ただし、当社又は手配代行者の故意又は過失が証明された

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

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

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
(一社)日本旅行業協会 旅行業公正取引協議会会員

金の一部又は全部に充当します。
※ その他、適用の条件並びに適用外となる事項については、当社国内募集型企

ときは、この限りではありません。
いて当該機関等に提供いたします。
お申込金
2,000円
5,000円
10,000円
②旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より ①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更、旅行の中止 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

お申込み・お問い合わせ

ＪＲ九州 旅の予約グループ
電話番号：092-482-1489
営業時間：平日10：00～1８：00（土日祝休業）

させていただくことがあります。

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-23

③基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期 等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の

③上記の他、当社の個人情報の取扱の詳細については、当社ホームページをご参

総合旅行業務取扱管理者 藤岡 康紀

日までにお支払いいただきます。

照ください。

前にお支払いいただきます。

②運送･宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 ③運送･宿泊機関
中止 ④官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 ⑤自由

2020年10月 DEBUT

｢36ぷらす3｣
Bコース 世界文化遺産 潜伏キリシタンの里
外海(そとめ）ぐりの旅２日間
出発日：2020年10月19日（月）
日 程：１泊２日
募集人員：23名様（最少催行人員１3名様)

■ご旅行行程■ （添乗員が同行いたします）／運行予定バス会社（長崎県営バス）

1

博多駅

送迎バス

36ぷらす3

長崎駅

10：51発

15：38着

ホテル
16：15頃着

【にっしょうかん新館 梅松鶴 泊】
貸切バス

ホテル
2

8：30発

世界文化遺産
潜伏キリシタンの里そとめ

昼 夕

昼食

かもめ28号

長崎駅

博多駅

15：46着

36ぷらす3の車両紹介

朝 昼
※詳しいスケジュールは裏面に記載しております
※当ツアーの座席は５・６号車のいずれかになります。
お席の指定はできかねます。
17：52着

集合時刻・場所
10：20（博多駅の集合場所は最終日程表でお知らせします）

「36ぷらす3」専用ホームページ⇒

Design & Illustration by Eiji Mitooka + Don Design Associates
１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
２. 旅行代金からGoToトラベル事業による支援額を引いた金額がお客さまの支払い実額となります。
３．支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は
、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。
なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。

■ご旅行行程■（添乗員が同行いたします）
※最終日程表(しおり)については、旅行出発日の７日前を目途にお届けします
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36ぷらす3（グリーン席)
1
日
目

佐賀駅 (12：20発)

博多駅
10：51発

車内にて駅弁グランプリを受賞した
カイロ堂のお弁当を準備

長崎駅

長崎駅
15：38着

鹿島市や「肥前浜宿まちなみ会」に
よる特産品の販売やおもてなし

にっしょうかん新館 梅松鶴 泊

16：00発

夕食はホテルにて和会席をご準備

16：15着

貸切バス

【世界文化遺産 潜伏キリシタンの里そとめ 観光】

ホテル
２
日
目

肥前浜駅

出津(しつ)教会堂

8：30発

・・・ ド・ロ神父記念館

9:30～9：50

長崎市遠藤周作文学館

10：00～10：20

道の駅夕陽が丘そとめ(買物)
10：30～11：30

かもめ28号（指定席）

【昼食/自由散策】
京華園・・・・中華街散策

長崎駅

13：00～14：30

禁教期に小規模な潜伏キリシタンの信仰組
織が連携し、聖画や教会歴などを密かに伝
承し、自分たち自身で信仰を続けた集落。
1882年にはド・ロ神父が集落を望む高台に
出津教会堂を建てました。「長崎と天草地
方の潜伏キリシタン関連遺産」として、
2018年7月に世界文化遺産登録されました。
※歩きやすい服装をおすすめします。

出津(しつ)
教会堂

15：46発

佐賀駅

博多駅

17：12着

17：52着

九州駅弁グランプ
リを３年連続で受
賞したカイロ堂の
お弁当をご準備。
途中車内にて佐賀
の銘菓をお渡しし
ます。

季節会席料理(桃)
ホテルのロビーや客室から、長崎港の雄大
な夜景が自慢の一つであるお宿です。夕食
はグループ毎にお席を準備しております。

長崎新地中華街の入口にあり、本場中
国の中華料理を楽しめます。お料理は
おひとり様ずつ個別にご提供します。

ド・ロ神父記念館

客室一例

外観
※写真はすべてイメージです。

■お申込みのご案内■詳しい旅行条件を説明した書面をご用意してますので、事前に確認のうえお申込みください。
<募集型企画旅行契約>

3．旅行代金に含まれるもの

行動中の事故 ⑥食中毒 ⑦盗難 ⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、9.ご旅行条件の基準

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」 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席）、宿泊費、 経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間 この旅行条件は2020年8月１日を基準としています。又、旅行代金は2020年8
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 食事料金、観光料金（入場料金等）及び消費税等諸税。諸費用はお客様の都 の短縮

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。

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

合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかか

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

4．旅行代金に含まれないもの（一部例示いたします）

わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに ★旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する

契約約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

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 限り、お客様1名につき15万円（当社の故意又は重大な過失がある場合を除きま 責任者です。この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管

１．旅行のお申込みと旅行契約の成立

追加飲食など）。お客様のご希望によるお一人部屋使用等の追加料金。

①当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金または旅行 5．お客様による旅行契約の解除

す）を限度として賠償します。

理者にお尋ねください。

7．特別補償

代金の全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は「旅行代金」「取消料」又

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 (1)当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款（募集型企

★安心してご旅行をしていただくために、国内傷害旅行保険の加入をお勧めいたし

は「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。

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。

ます。

画旅行契約の部）の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に

②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は、予約お申込み時

急激かつ偶然の外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一

にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。

定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。

③当社は電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約

・死亡補償金 ： 1,500万円

の予約のお申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約を成立しておら

・入院見舞金 ： 2万円～20万円

ず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内にお申込書の提

・通院見舞金 ： 1万円～5万円

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

・携行品損害補償金 ： お客様1名につき15万円を限度とします。ただし、補

ないときは、当社はお申込みはなかったものとして取り扱います。

償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。

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

(2)当社が責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償

ものとします。

6．当社の責任及び免責事項

⑤通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知が旅行者に到着した時

(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失

に成立します。

によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害

画旅行条件書をご参照ください。

2．旅行代金のお支払い

発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

8．個人情報の取扱いについて

(2)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は(1)の

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

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

金の一部又は全部に充当します。
※ その他、適用の条件並びに適用外となる事項については、当社国内募集型企

責任を負いかねます。ただし、当社又は手配代行者の故意又は過失が証明された 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
ときは、この限りではありません。

いて当該機関等に提供いたします。

②旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より ①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更、旅行の中止 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
前にお支払いいただきます。

②運送･宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 ③運送･宿泊機関

させていただくことがあります。

③基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期 等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の

③上記の他、当社の個人情報の取扱の詳細については、当社ホームページをご参

日までにお支払いいただきます。

照ください。

中止 ④官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 ⑤自由

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
(一社)日本旅行業会 旅行業公正取引協議会会員

お申込み・お問い合わせ

ＪＲ九州 旅の予約グループ
電話番号：092-482-1489
営業時間：平日10：00～1８：00（土日祝休業）

〒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 藤岡 康紀

「36ぷらす3」
旅行代金

旅行代金への支援金

お支払い実額

32,000円

7,000円

25,000円

■ご旅行行程■ （添乗員が同行いたします）／運行予定バス会社（JR九州バス）
貸切バス

※１ オプショナルプラン ステンドグラス体験追加代金 お一人さま2,200円

【体験】

【昼食】

博多駅

有田 幸楽窯

日本料理 保名

8:30頃発

10:15～11:30

11:45～12:45

※お一人さまあたりの金額です。※小人・幼児同額

☆宝探し「トレジャーハンティング」体験☆

※９月以降当社が定める日以降にご出発のご旅行に
関しては、別途旅行代金に応じた地域共通クーポン

【ショッピング】

【自由散策】

波佐見町陶芸の館・西の原

グラバー通り自由散策

13:10～14:10

が付与されます。

15:10～16:20
※１【オプショナルプラン】 ステンドグラス体験

36ぷらす3

集合時刻・場所

⾧崎駅

8:00（博多駅筑紫口貸切バス駐車場）

博多駅

16:30頃着/17:30発

ご旅行代金に含まれるもの

グリーン席（５号車・6号車）

21:03着

※列車内では「ホテルニュー⾧崎」の特製弁当をお楽しみください

貸切バス代金+幸楽窯トレジャーハンティング代

※交通事情により発着の時刻が変更になる場合がございます。※車両、観光地の詳細は裏面をご覧ください。

昼食代+夕食代(弁当)+ＪＲ券代（⾧崎駅→博多駅片道）
世界で36番目に大きい島、九州全県を巡る「36ぷらす3」は、5つのルートに
九州を楽しむ35のエピソードをぎゅーっと詰め込んで、お客さまをお迎えします。
ぜひ全ルート楽しんで、お客さまご自身に“36番目のエピソード”を
語っていただきたいーそんな想いを込めました。
この列車で、驚き、感動、幸せをお届けし
「お客さま、地域の皆さま、私たち」でひとつになって
39（サンキュー！）＝「感謝」の輪を広げていきます。

Design & Illustration by Eiji Mitooka + Don Design Associates
１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
２．旅行代金からGoToトラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。
３．支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、
旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受け
ます。お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

当ツアーは、感染予
防への取り組みを
行っております

集合時に検温を
実施します

消毒液を準備します
定期的な消毒にご協
力下さい

感染防止対策が徹底
されたレストランを
利用します

添乗員やその他のス
タッフはマスクを着
用します

列車及びバス車内で
は衛生管理を徹底し
ます

フィジカルディスタ
ンスの確保に配慮し
ご案内します

36ぷらす3 車両紹介

※当ツアーの座席は５号車６号車のいずれかになります。お席の指定はできかねます。
※詳しくは、ＱＲコードより専用ホームページをご覧ください。

３号車 ビュッフェ
九州の魅力的な飲み物、食べ物を満載して走ります。モダンなイ
メージのビュッフェ中央に存在感抜群のカウンターがございます。

５号車・６号車 グリーン席（※個室ではありません）
ゆったりした３列シートでおくつろぎいただけます。6号車は、畳を敷いて
おりますので、車内の指定された場所で靴を脱いでご乗車ください。

観光情報

※写真はイメージです。

オプショナルプラン

ステンドグラス体験プラン

日本料理

保名

「陶箱弁当」
１９７１年創業、有明海や玄界
灘の海の幸、地元産の山の幸を
使い、料理と器の見事なコラボ
レーションをお楽しみいただけ
ます。また、店内の骨董ギャラ
リーには、骨董に造詣が深い店
主が集めた古い有田焼が展示さ
れてます。

瑠璃庵でのキーホルダー作り体験
料金（おひとり）
大人・こども同額 ２，２００円

■事前申込要
■所要時間：約６０分
※作成するキーホルダーの形は変
更となる可能性がございます。

幸楽窯

トレジャーハンティング体験

波佐見町陶芸の館・西の原

器の価値を見出して宝を探す、大人のためのトレジャーハンティン
グ。あなだだけの有田焼を見つけて、大切にお使いください。
バスケット・軍手を持って倉庫内の器をお探しいただきます。
お持ち帰り用に袋をご準備しております。
※体験プランとなり通常のプランとは異なります。

波佐見町陶芸の館は、400年の波佐見焼の歴史と伝統や匠たちの
技をはじめ現代の商品までを展示紹介しています。西の原の建物
は、国の有形文化財に指定されており、おしゃれなカフェや雑貨
店などが立ち並びます。ショッピングをお楽しみください。

■お申込みのご案内■詳しい旅行条件を説明した書面をご用意してますので、事前に確認のうえお申込みください。
<募集型企画旅行契約>

3．旅行代金に含まれるもの

行動中の事故 ⑥食中毒 ⑦盗難 ⑧運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、9.ご旅行条件の基準

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」 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席）、宿泊費、 経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間 この旅行条件は2020年8月１日を基準としています。又、旅行代金は2020年8
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 食事料金、観光料金（入場料金等）及び消費税等諸税。諸費用はお客様の都 の短縮

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。

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

合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかか

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

4．旅行代金に含まれないもの（一部例示いたします）

わらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに ★旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する

契約約款（募集型企画旅行契約の部）によります。

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 限り、お客様1名につき15万円（当社の故意又は重大な過失がある場合を除きま 責任者です。この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管

１．旅行のお申込みと旅行契約の成立

追加飲食など）。お客様のご希望によるお一人部屋使用等の追加料金。

①当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金または旅行 5．お客様による旅行契約の解除

す）を限度として賠償します。

理者にお尋ねください。

7．特別補償

代金の全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は「旅行代金」「取消料」又

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 (1)当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款（募集型企

★安心してご旅行をしていただくために、国内傷害旅行保険の加入をお勧めいたし

は「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。

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。

ます。

②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は、予約お申込み時
にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
③当社は電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信手段による旅行契約

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

取消料
日帰り旅行

画旅行契約の部）の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に
急激かつ偶然の外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一

定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。
・死亡補償金 : 1,500万円

①10日目にあたる日以降の解除(②～⑤除く）

旅行代金の20％

ず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内にお申込書の提

②7日目にあたる日以降の解除(③～⑤除く)

旅行代金の30％

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

③旅行開始日の前日の解除

旅行代金の40％

ないときは、当社はお申込みはなかったものとして取り扱います。

④旅行当日の解除

旅行代金の50％

償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。

⑤旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100％

(2)当社が責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償

の予約のお申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約を成立しておら

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

・入院見舞金 : 2万円～20万円
・通院見舞金 : 1万円～5万円
・携行品損害補償金 : お客様1名につき15万円を限度とします。ただし、補

ものとします。

6．当社の責任及び免責事項

⑤通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知が旅行者に到着した時

(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失

に成立します。

によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害

画旅行条件書をご参照ください。

2．旅行代金のお支払い

発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

8．個人情報の取扱いについて

(2)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は(1)の

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

責任を負いかねます。ただし、当社又は手配代行者の故意又は過失が証明された

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

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

金の一部又は全部に充当します。
※ その他、適用の条件並びに適用外となる事項については、当社国内募集型企

ときは、この限りではありません。
いて当該機関等に提供いたします。
お申込金
2,000円
5,000円
10,000円
②旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より ①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更、旅行の中止 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
前にお支払いいただきます。

②運送･宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害 ③運送･宿泊機関

させていただくことがあります。

③基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期 等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の

③上記の他、当社の個人情報の取扱の詳細については、当社ホームページをご参

日までにお支払いいただきます。

照ください。

中止 ④官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 ⑤自由

お申込み・お問い合わせ

ＪＲ九州 旅の予約グループ
電話番号:092-482-1489
営業時間:平日10:00～18:00（土日祝休業）
住所:〒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 藤岡 康紀

