2020 年 10 月 7 日

GoTo トラベルキャンペーン対象商品
豊肥本線復旧全線開通記念ツアー 第３弾♪
２つの D&S 列車 特急「かわせみ やませみ」と
特急「A 列車で行こう」に乗る日帰り旅の発売について
豊肥本線全線開通記念を記念して、普段は走らない 2 つの D&S 列車、特急「かわせみ やませみ」と特急「A
列車で行こう」の両方にご乗車できる Go To トラベルキャンペーン対象の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
⑴ 出 発 日
2020 年 11 月 16 日（月）
⑵ 出 発 地
熊本駅発、大分駅発
⑶ 旅行代金・お支払い実額
コース

旅行代金への給付額

お支払い実額

21,800円
20,800円

7,000円

14,800円
13,800円

大分駅発着 大人・小人 18,400円

6,400円

12,000円

熊本駅発着
（TAO鑑賞コース）

（鉄道満喫コース）

旅行代金

大人
小人

⑷ 最少催行人員 熊本駅発着、大分駅発着 合計 50 名
⑸ 発売日
2020 年 10 月 8 日（木）10：00～
⑹ ツアーポイント
・豊肥本線全線開通を記念して、普段は走らない 2 つの D&S 列車の特急「かわせみ やませみ」と
特急「A 列車で行こう」を熊本駅、大分駅から出発させ豊後竹田駅まで運行する２つのコースを
ご用意しました。復路は２つ目の D&S 列車に乗車し、各出発地へ戻ります。
・JR、バスのお座席はグループ以外での相席はありません。
【熊本駅発着（TAO 鑑賞コース）】
今年 9 月にグランドオープンした天空の展望公園 野外劇場『TAO の丘』で DRUM TAO のエンター
テインメントや竹田の歴史に触れます。
【大分駅発着（鉄道満喫コース）】
鉄道ファンの聖地「百枝（ももえだ）鉄橋」や沈堕発電所跡などを訪れます。
２ 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（営業時間 10：00～18：00 土日祝日休業）
３ 新型コロナウイルス感染予防対策について
《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
４ ツアーパンフレットについて
以下のホームページよりご参照ください。
《JR 九州旅行の窓口 GoTo トラベル特設サイト》
https://www.jrkyushu.co.jp/ryoko/gotocp2020/

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

豊肥本線復旧全線開通記念ツアー第3弾♪

2つのD&S列車特急「かわせみ やませみ」と
特急「A列車で行こう」に乗る日帰り旅
※写真はすべてイメージです

特急「かわせみ やませみ」

特急「A列車で行こう」

※座席によっては、窓がない、
または車窓が見えずらい場合があります。

2020年11月16日（月）

出発日
最少催行人員

大分駅発着・熊本駅発着 合計50名

豊後竹田駅

大分駅

貸切バス

Ⓑ熊本駅発着 【TAO鑑賞コース】

グリーンヒルあんのん
(昼食)

＊豊後大野ジオパークガイドがご案内します

8:20頃発

＊豊後大野ジオパークガイドがご案内します

13:50～14:30頃

Ａ列車で行こう
大分駅
16:39頃着
旅行代金

18,400円

旅行代金への給付額

6,400円

「TAOの丘」
定期公演（観劇）
13:30～15:10頃
※14:00公演(約40分)

竹田市歴史文化館・由学館
（入館）

豊後竹田駅
15:30頃発

大分駅出発後途中、犬飼駅・菅尾駅に停車
犬飼駅:大ヒットギャグ漫画「デトロイト・メタ
ル・シティ」の実写映画ロケ地になりました。
菅尾駅:2021年3月に開業100周年を迎
えます。駅舎内では昔の列車などのパネル展
示をしています。

10:41頃着

12:00～13:10頃

13:00～13:40頃

岩戸の景観・百枝鉄橋（見学）

大人・小人

熊本駅

Ａ列車で行こう
貸切バス
豊後竹田駅

瀬の本レストハウス
(昼食)

沈堕の滝・発電所跡（見学）

11:30～12:20頃

大分駅発着

確定発着時刻は
最終日程表にて
お知らせいたします

10:57頃着

9:33頃発

各駅より添乗員が同行いたします

※JR、バスのお座席はお申込みグループ以外での相席はありません。
※運行予定バス会社「大分バス㈱」

Ⓐ大分駅発着 【鉄道満喫コース】
かわせみ やませみ

添乗員

15:50～16:50頃

かわせみ やませみ
熊本駅
20:14頃着

お支払い実額

熊本駅発着

旅行代金

12,000円

大人
小人

21,800円
20,800円

豊後竹田駅
17:22頃発

熊本駅出発途中、立野駅に停車
立野駅:スイッチバックで有名な駅です。
※スイッチバックとは、険しい斜面を登坂・降坂
するため、ある方向から概ね反対方向へと鋭
角的に進行方向を転換するジグザグに敷かれ
た道路又は鉄道線路のことです。

旅行代金への給付額

お支払い実額

7,000円

14,800円
13,800円

※幼児でも座席が必要な場合は大人・小人と同額となります。
※地域共通クーポン付与額:大人・小人 ＠3,000円
旅行代金に含まれるもの
往復JR代金(大分駅～豊後竹田駅)、昼食代、貸切バス代、ジオパークガイド代

※幼児でも座席が必要な場合は小人と同額となります。
※地域共通クーポン付与額:大人・小人 ＠3,000円
旅行代金に含まれるもの
往復JR代金(熊本駅～豊後竹田駅)、昼食代、貸切バス代、入場料、観劇代

＊悪天候の場合は安全上の理由により行程を変更する可能性があります。予めご了承ください。

＊荒天によりTAO公演が中止になった場合は旅行代金の返金はございません。費用相当分のTAOグッ
ズをお渡しします。

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給付金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。
10月以降当社が定める日以降にご出発の旅行(別途、ウェブページ等でご案内致します)に関しては、
別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
３．給付金の受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されます。当社およびGoToトラベル
事務局は、給付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
給付金を差し引いた「お支払い実額」をお支払い頂きます。なお、お取消の際は、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、当社およびGO TOトラベル事務局による代理受領に
ついてご了承の上お申し込み下さい。

＼豊肥本線全線開通記念／
普段は走らない路線で2つのD&S列車を一度に楽しめる!

三重町駅と豊後清川駅の間にある百枝(ももえだ）鉄橋
を渡る列車の撮影スポットにご案内します。

大分県竹田市を拠点に世界で活躍する和太鼓演奏グループ
「TAO」が、通年観劇できる野外劇場をオープン!
大自然をバックに天空の展望公園に設置された野外の舞台で、
世界に類を見ないエンターテイメントをお楽しみ頂きます。
※TAOの丘での観劇は野外です。少雨でも開催されますが
レインコートなどの雨具をご準備ください。（傘は使用できません）
※TAOの丘は標高1,000ⅿの場所ですので防寒対策をお願いします。

沈堕(ちんだ）の滝の水力を利用した発電所は、明治42年に
別府～大分間を走る電車の動力源を供給するために建設され
ました。現在はその役目を終えましたが、遊歩道として滝の近くま
で行くことができます。

※完成予想図

2020年10月に新たに誕生するまちづくりと融合した博物
館。岡城跡や竹田の城下町についてご案内します。

※写真やイラストはすべてイメージです。 ※各コース ツアー途中での離団は一切できません。

■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>
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．旅行のお申込みと旅行契約の成立
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」又は
「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
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
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、当社はお申込み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、お申込みを承諾する通
知が旅行者に到着した時に成立します。
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前にお支払いいただきます。
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日までにお支払いいただきま
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

ない限り普通席）、宿泊費、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。
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等の追加料金。
5．お客様による旅行契約の解除
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。
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
①10日目にあたる日以降の解除(②～⑤除く）

取消料
日帰り旅行
旅行代金の20％

②7日目にあたる日以降の解除(③～⑤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％

6．当社の責任及び免責事項
(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。
(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と
きは、この限りではありません。
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
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、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 規則を基準として算出しています。
間の短縮
(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害につ ★旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う
いては、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から 営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に
起算して14日以内に当社に対して通知があったときに 関してご不明な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管
限り、お客様1名につき15万円（当社の故意又は重大 理者にお尋ねください。
な過失がある場合を除きます）を限度として賠償します。
7．特別補償
★安心してご旅行をしていただくために、国内傷害旅行
(1)当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、当
保険の加入をお勧めいたします。
社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）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
・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。
(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、当社国内募集型企画旅行条件書をご参照くだ
さい。
8．個人情報の取扱いについて
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、
当社ホームページをご参照ください。
9.ご旅行条件の基準
この旅行条件は2020年9月１日を基準としています。
又、旅行代金は2020年9月１日現在の有効な運賃・

