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特急「Ａ列車で行こう」は、2021 年 10 月に運行開始 10 周年を迎えました。まだまだ知られていない天

草の魅力を皆さまにお伝えするため、有明海に浮かぶ小さな島「湯島」を訪問するツアーを発売します。 

是非この機会に特急「Ａ列車で行こう」にご乗車いただき、猫島としても話題の癒しの島「湯島」へ出か

けてみませんか？お申し込みを心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 旅行商品概要 

STORES 予約（クレジットカード決済）、ＪＲ九州トラベルデスク電話予約商品 

当ツアーは、「ワクチン２回目接種」または「検査結果陰性の方」を参加条件とさせていただきます。 

（１） ツ アー名 称 ： 天草湯島のたび 

（２） 出 発 日 ： 2022年２月 20日（日） 

（３） 最少催行人員 ： 10 名 

（４） 食 事 条 件 ： 朝０回、昼１回、夕０回 

（５） 発 着 駅 ： 熊本駅 ※「博多駅発着変更プラン」をご用意しております。 

（６） 行 程 ： 熊本駅９：02発      （普通列車利用）      三角駅９：56着 

        ⇒ 藍のあまくさ村 ⇒ 【昼食】和食・すし処「天慎本店」⇒ 鳩の釜港～～ 

        ～湯島港 ⇒ 湯島観光（猫博士による特別ガイド付） ⇒ 湯島港～三角港 ⇒ 

⇒ 三角駅 16：19発   （特急「Ａ列車で行こう」）  熊本駅 17：01着 

【凡例】ＪＲ：     、バス： ⇒ 、 船 ： ～～ 

（７） 旅 行 代 金 ： 大人（お一人様）5,800円、こども（お一人様）4,800円 

 

２． 発売開始日      2022年１月 27日（木）９：30～ 

 

 

 

 

 

 

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

 

～特急「A列車で行こう」運行開始 10周年冬企画～ 

JR九州オリジナルツアー「天草湯島のたび」 
ツアー発売のお知らせ 



３． ツアーのポイント 

● 昼食は、天草の名店和食・すし処「天慎本店」にて、このしろバッテラ寿司をご用意。 

● 湯島では、猫博士による特別ガイド付きで島内を散策します。 

● 湯島の特産品「湯島大根」の漬物と乾燥めかぶ付き（お一人様１パックずつ／幼児除く） 

 

４．感染予防対策について 

⑴ ご参加条件として「ワクチン２回目接種が確認できるものの提示」もしくは「検査結果陰性証   

明書の提示」が必要です。当日受付にて確認させていただきます。（確認ができない場合のご参加

はご遠慮いただきます） 

① ワクチン２回目接種が確認できるものの提示・・・２回目の接種から出発日前日までに 14 日以上

経過していることが必要です。 

② 検査結果陰性証明書の提示・・・出発日３日前以降に採取した検体によるＰＣＲ検査または抗原検

査の結果が陰性であることが必要です。 

※ワクチンを接種されていない方だけではなく、１回しか接種していない方、２回接種したが旅行

出発日の前日まで 14日未満の方も該当です。 

※検査費用はお客さまご負担となりますのでご了承ください。 

    なお、当日の添乗員もワクチン２回接種済みか検査陰性のものがご案内いたします。 

⑵ ご出発３日前から健康チェックシートをご記入いただき、出発当日に受付へご提出いただきます。

また、当日受付での検温、ご旅行中の手指の消毒、マスクの着用、お客さま同士のソーシャルディス

タンスの確保等、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

５．予約・お支払い方法 STORES予約 または 電話予約 

※こども旅行代金を含むグループならびに「博多駅発着変更プラン」をご

希望のお客さまは、電話予約でのみご予約をお受付いたします。 

（１） STORES予約（クレジットカード決済限定） 

※STORES予約方法については、募集チラシをご確認ください。 

 STORES予約サイト https://coubic.com/jrkyushu-travel/booking_pages#pageContent 

（２） 電話予約（クレジットカード決済・銀行振込） 

ＪＲ九州トラベルデスク TEL：092-482-1489 

営業時間 ９：30～17：00 ※火曜休業 

※詳細はチラシをご確認の上、お申し込みをお願いいたします。 

 

６．特急「Ａ列車で行こう」車内での期間限定おもてなし・イベントについて 

特急「Ａ列車で行こう」車内にて期間限定のおもてなしやイベント等を行っております。 

詳細は下記ニュースリリースをご確認ください。 

https://www.jrkyushu.co.jp/news/__icsFiles/afieldfile/2022/01/12/220112_winter_amakusa.pdf 

 

７．ツアーに関する資料請求・お問い合わせ先 

ＪＲ九州トラベルデスク TEL：092-482-1489 営業時間 ９:30～17:00 ※火曜休業 

 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、急遽ツアー内容の変更や催行中止とする場合があります。 

※当ツアーは当書面からのお申し込みは承っておりません。チラシをご確認の上お申し込みをお願いいた

します。 

 

https://coubic.com/jrkyushu-travel/booking_pages#pageContent
https://www.jrkyushu.co.jp/news/__icsFiles/afieldfile/2022/01/12/220112_winter_amakusa.pdf


■旅行代金（お一人様）

おとな 5,800円
こども 4,800円

ツアー番号
S-21-23

～注意事項～
※当ツアーは「ワクチン２回接種済」または「PCR検査陰性」の方限定ツアーです。ご出発当日のツアー受付時に参加者全員分の「ワクチン２回接種済」
または「PCR検査陰性」が証明できる書類のご提示が必要です。

※途中駅での乗降はできません。※特急「A列車で行こう」の座席はすべて指定席です。座席の希望はお受けできません。 ※他のお客さまと相席になる場合がございます。
※STORESにて申し込みの際は必ず同行者の入力を行ってください。（同行者がいない場合は同行者の入力欄すべてに「なし」と記入してください。
STORESにご入力のないお客さまのツアー参加はお断りさせていただきます。予めご了承ください。

天草
湯島のたび

出発日

2022年

2/20 日

■行程 添乗員が同行いたします。

※幼児で座席が必要な場合はこども旅行代金が必要です■発着駅：熊本駅

■食事：朝0回、昼1回、夜0回
■最少催行人員：10名 『猫スポット』を探してみてね

猫が近づいてきてくれるかも！

猫好き必見
ツアー！！

猫たちがのんびり
暮らす離島に

おじゃましてみませんか？

特急「A列車で行こう」
で

行こう！

～～～

湯島港
15:00頃発

三角港
15:45頃着

三角駅
16:19発

熊本駅
17:01着

熊本駅
9:02発

三角駅
9:56着

藍のあまくさ村
約45分

【昼食】

天慎本店
約45分

鳩の釜港
12:15頃発

湯島港
12:45頃着

～～～

熊本駅
9:02発

三角駅
9:56着

藍のあまくさ村
約45分

【昼食】

天慎本店
約45分

天草四郎ミュージアム
約50分

リゾラテラス天草
約60分

三角西港
約30分

普通列車利用のため、席に座れない場合がございます。

普通列車利用のため、席に座れない場合がございます。

～～～

猫博士による特別ガイド付きで島を散策します。(約60分)
湯島の人口以上の数のネコたちと癒しの時間をお楽しみください

～湯島観光（滞在時間約120分）～

博
多
駅
発
着
変
更
プ
ラ
ン
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
！

裏
面
を
ご
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

天候不良等により湯島行の船が欠航になった場合は、天草市内観光にご案内いたします。荒天時

■旅行代金に含まれるもの
JR券代、昼食代、乗船料、貸切バス代、猫博士ガイド代、
湯島大根お土産代

写真はすべてイメージです。

三角駅
16:19発

熊本駅
17:01着

特急A列車で行こう6号

特急A列車で行こう6号

普通列車

普通列車

ＪＲ九州オリジナルツアー

STORES予約 JR九州トラベルデスク電話予約
※【こども旅行代金を含むグループ】ならびに【博多駅発着変更プラン】をご希望の

お客さまは「JR九州トラベルデスク電話予約」にてご予約ください。

～特急「A列車で行こう」運行開始10周年冬企画～

(日帰り)

凡例： JR/ 貸切バス(七城観光バス） チャーター船/････徒歩/～～～

･･･････

湯島の特産品「湯島大根」の漬物と乾燥めかぶ付！
（お一人様１パックずつ／幼児除く）



昼食
和食・すし処 天慎本店

<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業
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、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）

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右記
の料率で取消料を申し受けます。

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)お客様が次に掲げるような事由により損害を被られた
場合、当社は(1)の責任を負いかねます。
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
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
いては、同項の規定にかかわらず、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す）を限度として賠償します。
7．特別補償
(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2022年1月１日を基準としています。
又、旅行代金は2022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、ご遠慮なく記載の取扱管理
者にお尋ねください。
★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。

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

九州旅客鉄道株式会社

営業部旅行課
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丁目12-23

（一社）日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引協議会会員

旅行企画・実施

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

①10日目にあたる日以降の解除(②～⑤除く） 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％

■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いますので、事前に確認のうえお申込みください。

JR九州トラベルデスク 検 索

「JR九州旅行の窓口」よりアクセスください。

※旅行代金のお支払いは【クレジットカード決済限定】となります。
※人数変更等の詳細につきましては「STORES予約ページ」をご確認ください。
※その他（メール・お電話）でのお申込みはいただけませんので予めご了承ください。

をクリック！

ＪＲ九州トラベルデスク

電話番号：092-482-1489
営業時間：9：30～17：00（火曜休業）

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 松本拓也

井上智恵

お申込・お問合せ

※写真はすべてイメージです
写真はすべてイメージです。

特急「A列車で行こう」 天草・湯島

博多駅発着変更プラン

列車限定・普通車指定席(最少催行人員8名)

▽注意事項
・添乗員は同行しません。

つばめ311号 博多駅(7:22発) 熊本駅(8:11着)

つばめ326号 熊本駅(17:40発) 博多駅(18:30着)

追加代金(お一人様) 大人：6,000円 こども：3,000円
※幼児で座席が必要な場合はこども追加代金が必要です。

【振込先のご案内】
福岡銀行 博多駅東支店
普通 口座番号 1890058
口座名 九州旅客鉄道株式会社

ＪＲ九州トラベルデスク
※お客さま名の前に【S21-23】をお付けくだ
さい。
※銀行振込手数料はお客さまのご負担になります
予めご了承ください。


