
平成 27年 2月 16日 

ＪＲ九州旅行小倉支店では、「臼杵駅 100周年」（平成 27年 8月 15日）のタイアップ企画として、山陽

本線及び日豊本線の寝台急行列車として運行していたあの「夕月」を、また山陽本線及び筑豊本線、長崎

本線、佐世保線の気動車特急列車として運行していた「いそかぜ」を、485系の国鉄色で復活し筑豊本線、

鹿児島本線、日豊本線を走るツアーを設定しました。 

乗車時には様々な趣向を凝らして、お客さまにお楽しみいただけるように内容を充実していますので、

是非ご参加ください。 

 

1 設定コース 

(1) Ａコース 3月 28日（土）出発 日帰り 

① 乗車区間  直方駅～臼杵駅  

② 旅行代金  10,000円 昼食（駅弁）付、※駅弁の掛紙は 3/28と 3/29は異なります） 

(2) Ｂコース 3月 29日（日）出発 日帰り 

① 乗車区間  臼杵駅～直方駅 

②旅旅行代金  10,000円 昼食（駅弁）付、※駅弁の掛紙は 3/28と 3/29は異なります） 

(3) Ｃコース 3月 28日（土）出発 1泊 2日 

① 乗車区間  3/28直方駅～臼杵駅、3/29臼杵駅～直方駅 

 ②旅旅行代金  18,000円 昼食２回（駅弁）付、※宿泊代は含まれません） 

2 特  典 

各コース共通 

① 記念乗車証の配布（運行日、運行列車ごとに 1人 1枚） ※ 3/28 と 3/29は様式が異なります。特製

の九州鉄道記念館入場引換券、当日の運転士用携帯時刻表（レプリカ）をプレゼン鉄道部品の車内販

売、実施当日実装する号車札、指定席札等を参加者限定販売 

② 車内で楽しいイベントの開催 

 

3 申込方法 

往復ハガキに、ご希望コース（A ｺｰｽ、B ｺｰｽ、C ｺｰｽ）、代表者氏名（フリガナ）、年齢、性別、申込

者の郵便番号と住所、電話番号、携帯電話番号、同乗者の氏名（フリガナ）、年齢、性別、コースに

よっては乗降駅及びオプションで宿泊を申し込まれる方は申込記号を返信用ハガキにご記入いただ

き次の申込先へお送りください。なお、申込み締切は平成 27年 3月 3日必着とします。 

●申し込み先： 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 1-1-1 

TEL093-588-2512  FAX093-588-2521 

ＪＲ九州旅行 小倉支店 「485系で行く夕月・いそかぜの旅」係 あて 

 

 

 

 

～臼杵駅 100周年タイアップ特別企画～ 

特急４８５系で行く復活「夕月」「いそかぜ」筑豊・鹿児島・日豊本線の旅 



 

4 その他 

【夕月の概要】 

昭和 40年 10月 1日ダイヤ改正で、新大阪-宮崎間の寝台急行「夕月」（203、204レ）として登場した。

日豊本線の看板列車として活躍。当時新婚旅行のメッカだった宮崎への移動手段として多くのお客さま 

が乗車した。昭和 43 年、同区間に誕生した寝台特急「彗星」に道を譲り引退。わずか 3年の活躍だった

が、単なる引退ではなく「夕月」は年末年始等の最繁忙期に季節特急として、新大阪―大分間に復活した。

夜行ながら 1、2等座席、食堂車組み込みであった。 

 

【いそかぜの概要】 

昭和 40 年 10月 1日、大阪駅-宮崎駅間を東海道本線・山陽本線・日豊本線経由で運行する特急「いそ

かぜ」（1D・2D）が登場した。使用車両はキハ 82系気動車 13両編成で、宮崎寄りの 6両は途中の大分駅

で増解結していた。昭和 42 年 10月 1 日、新大阪駅-佐世保駅・大分駅間を運行していた気動車特急「み

どり」が大分駅発着の電車特急に変更されたのに伴い、「みどり」の佐世保駅発着列車を引き継ぐ形で、

「いそかぜ」のうち大分駅で増解結していた編成を佐世保駅発着（筑豊本線経由）に変更。当時筑豊本線

を通る唯一の特急であった。小倉駅で両編成の分割・併合を行うこととした。なお従来の「いそかぜ」の

列車番号である 1D・2D は佐世保駅発着列車に割り当てられ、宮崎駅発着列車の単独運転区間は新たに

2001D・2002Dとなった。 

昭和 43 年 10月 1日のダイヤ改正により、「いそかぜ」の佐世保駅発着列車は「かもめ」に編入され、

宮崎駅発着列車は「日向」と改称したため、「いそかぜ」の列車名はいったん消滅した。そして「いそか

ぜ」は、それまで運転していた特急「まつかぜ」の系統分割により、昭和 60 年 3 月 14 日から米子駅-博

多駅間で運転を開始。平成 5年 3月 18日からは運転区間を米子駅-小倉駅間に短縮し、小倉駅-博多駅間

で空いたダイヤは特急「にちりん」の増発に充当した。平成 13年 7月 7日からはさらに系統分割し、米

子駅-益田駅間は「スーパーくにびき」として、「いそかぜ」は益田駅-小倉駅間での運転に変更され、平

成 17年 3月 1日に廃止されるまでこの区間で運転されるようになった。 
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○撮影について 

直方駅・小倉駅では安全上の都合により写真撮影可能な場所を制限させて頂きます。予めご了承下さい。その他の駅
にて撮影時間等の時間を設けてます。（5～10分程度） 

 

○運行情報 
「夕月」【筑豊・鹿児島・日豊本線】 「いそかぜ」【日豊・鹿児島・筑豊本線】 
（３月２８日：直方駅発 臼杵駅行き）       （３月２９日：臼杵駅発 直方駅行き）  

○お申込み 
 往復はがきのみとさせて頂きます。詳細はお申込み方法をご確認下さい。 

○添乗員 

 各日の出発駅（直方駅、臼杵駅）より到着駅（臼杵駅、直方駅）まで 添乗員が同行いたします。 

特急485系国鉄色5両編成メモリアルラン！九州
内に残る485系国鉄色の5両編成で、懐かしの
『夕月』,『いそかぜ』の運転を再現します。 

○ツアーのポイント 

 ◎『夕月』 『いそかぜ』ともに 5両編成で運行します。 

 ◎記念乗車証をお配り致します。（運行日、運行列車ごとに1人1枚）3/28,3/29で乗車証の様式が異なります。 

 ◎特製の九州鉄道記念館オリジナル入場引換券をプレゼント。 （各ツアープラン参加者1人につき1枚） 

 ◎九州鉄道記念館副館長による沿線のご案内。また鉄道部品の車内販売を実施します。 

 ◎特製のオリジナル弁当付（掛紙は3/28,3/29で異なります。） 

  ◎当日実装する号車札、指定席札等を参加者限定販売します。 

  ◎ ツアー参加者限定撮影会の実施 

 ◎参加者全員に当日の運転士用携帯時刻表（レプリカ）をプレゼントいたします。 

写真はイメージです。 

○旅行日程、募集人員、旅行代金 

コース内容については下表をご確認下さい。（※御座席のリクエストはお受けできませんのでご了承下さい。） 

オプションプラン 

【宿泊】 

写真はイメージです。 

ツアー
プラン

ご旅行代金

おとな（こども）
日付 食事 募集人員

（最少催行人員）

直方駅（9：21頃発） 朝：×
昼：○

臼杵駅（14：23頃着)　　　　　　　　　 夜：×

臼杵駅（11：22頃発） 朝：×
昼：○

直方駅（15：44頃着） 夜：×

直方駅（9：21頃発） 朝：×
昼：○

臼杵駅（14：23頃着） 夜：×
臼杵駅（11：22頃発） 朝：×

昼：○
直方駅（15：44頃着） 夜：×

3/28

小倉駅（14：48頃着）

3/29

行程

　　　　往路『夕月号』で運転

　　　　復路『いそかぜ号』で運転

　　　　　　　　小倉駅（10：47頃着）

　　　　往路『夕月号』で運転

　　　　復路『いそかぜ号』で運転

Ａ

Ｂ

10,000円
（6,000円）

10,000円
（6,000円）

【旅行代金に含まれるもの】　旅行行程に記載されたＪＲ券代金、特製弁当、記念乗車証

【旅行代金に含まれるもの】
旅行行程に記載されたＪＲ券代金、特製弁当、記念乗車証、九州鉄道記念館特別入場引換券

　　　            小倉駅（10：47頃着）

60名
（50名）

60名
（50名）

200名
（180名）

Ｃ
18,000円

（10,000円）

【旅行代金に含まれるもの】
旅行行程に記載されたＪＲ券代金、特製弁当、記念乗車証、九州鉄道記念館特別入場引換券

3/28

3/29

　小倉駅（14：48頃着）

◎オプションで宿泊を申し込まれた方には抽
選で鉄道に関するグッズをプレゼント！！
奮ってお申し込み下さい！！ 

設定日 ホテル名 アクセス 
申込  
記号 

金額（税込み） 

お一人様あたり 宿泊条件 

3/27・3/29 ホテルプラザ直方 直方駅より車で７分 Ａ１ 6.300 シングル朝付 

 

  3/28 クレドホテル臼杵 臼杵駅より徒歩１分 

Ｂ１ 

Ｂ２ 

6,800（本館） 

 

7,500（新館） 

シングル朝食付 



お申込みは「往復はがきのみ」といたします。 

記入例を参考にお申込み下さい。 

はがき1枚につきツアープラン1つです。はがき1枚で複数の
ツアープランを重複お申込みの場合は無効とさせていただき
ます。 
 
◎往信の文面に①ツアープラン（Ａ～Ｃ）②代表者氏名（フリガナ
）・年齢・性別③郵便番号④住所⑤電話番号⑥携帯電話番号⑦同乗
者の氏名（フリガナ）・年齢・性別⑧Ａ、Ｃプランのみ3/28乗車駅
（直方駅もしくは小倉駅） ⑨オプションプランで宿泊をご希望の
場合は申込記号及び宿泊日を記入してください。 

※学生の方は年齢とともに学年を記入してください。 

◎返信の宛名面には返送先のご住所とお名前のみご記入下さい。文
面は白紙のままでお願いします。 
 

◎一通でのお申込みは大人1名様を含む4名様までとさせていた

だきます。小学生未満の幼児については、お席が必要であればこど
もの旅行代金をいただきます。 
 

◎高校生以下の方だけのお申込みはご遠慮願います。 
 

◎募集の締切は平成27年3月3日（火）必着といたします。 
 

◎応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。抽選結果につき 
ましては返信はがきにてお知らせいたします。（締め切り後発送予定） 
 

◎お申込宛先  

 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1-1-1 

 ＪＲ九州旅行小倉支店 

  485系で行く復活 

 「夕月・いそかぜの旅」係 

  問合せTEL093-588-2512 

 【営業時間：平日9：30～17：30、土日祝日は店休日】 

旅行企画実施 観光庁長官登録旅行業第９６５号 

（社）日本旅行業協会会員  

九州旅客鉄道株式会社  

ＪＲ九州旅行 北九州団体旅行支店   

〒８０３－０８１２ 北九州市小倉北区室町３‐２‐５７   
℡ ０９３‐５６２‐３０９１   

総合旅行業務取扱管理者 清原 弘徳 

この旅行は、九州旅客鉄道㈱(福岡市博多区博多駅前３丁目25-21号観光庁
長官登録旅行業第９６５号。以下「当社」といいます。)が企画・募集する国内
旅行であり、募集型企画旅行約款の内容・条件は、各コースごとに記載され
ている条件のほか、下記条件及び当社「旅行業約款(募集型企画旅行契約の
部)」によります。 
１．旅行のお申し込み方法及び契約について 
(1)当社所定の旅行申込書を記入の上、下記のお申込金を添えてお申し込み
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とし
て取り扱います。 
(2)お客様との旅行契約については、お申込金をいただいた時に成立するも
のと致します。 
(3)当社は電話又はファクシミリによる旅行契約の予約のお申し込みを受け付
けることがあります。この場合、電話又はファクシミリによる予約のお申し込み
の翌日から起算して３日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます
。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がな
かったものとして取り扱います。この場合もお申込金をいただいた時に旅行契
約が成立したものと致します。 
(4)お申込金（お一人様） 
 
 
 
 
２．旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した輸送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス
）宿泊費、食事代取り扱い料金および消費税等の諸税 
上記諸費用はお客様のご都合により、利用されなくても払い戻しは致しませ
ん。 

３．旅行代金に含まれないもの 

前第4項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。 

(1)行程に含まれていない交通費、食事代、個人的な諸費用（クリーニング代、電
話代等）及び自由行動中の費用。 

(2)お客様ご自身の希望により生じる日程に含まれないその他の追加料金（見学
料、食事代、写真代、交通費等）。 

(3)利用交通機関に対する超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分に
ついて)。 

(4)希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金。 

(5)自宅から発着地までの交通費、宿泊費。 

４．当社による旅行契約の解除及び催行中止について。 

(1)お客様のご参加人数がパンフレットに記載しているコースの最少催行人員に
満たない場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 

この場合は、旅行開始の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前
（日帰り旅行は3日前まで）に旅行中止のご通知をし、お客様から当社が収受して
いる旅行代金（あるいはお申込金）全額を払い戻しいたします。 

５．取消料（表1参照） 

(1)旅行契約の成立後、お客様の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料率で取消料をいただきます。 
(2)当社の責任とならない各種ローンの取り扱い上の事由に基づき、取り消される
場合も所定の取消料をお支払いいただきます。 

６．添乗員の同行及び添乗サービスについて 
(1)添乗員同行表示コースには、添乗員が同行いたします．添乗員の行うサービスの内容は、原則
として旅行条件に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。 
旅行中は日程の円滑な実施と安全のため、添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は
原則として８時から２０時までとします。 
(2)添乗員同行表示のないコースには添乗員は同行いたしません。 
旅行に必要なクーポンをお渡しいたしますので手続きは、お客様にご自身で行っていただきます。 
７．当社の責任及び免責事項 
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、お
客様が被られた損害を賠償いたします。 
(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については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時に限り、１人１５万円を限度として賠償いたします。 
(3)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた時は，上記の責任を負うものではありま
せん。 

①天災地変、気象条件、暴動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。②運
送、宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
。③官公署の命令、又は伝染病による隔離。④自由行動の中の事故。⑤食中毒。⑥盗難。⑦運輸
機関の遅延、不通又は、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。 
８．旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は平成25年12月１日を基準としています。又、旅行代金は平成25年12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。 
 
〇国内旅行損害保険加入のおすすめ 
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられることをお勧めいたします。  
○旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則と
して消費税が課せられます。 

お申込みのご案内（要約） ※別途お渡しするご旅行条件書をご確認の上お申込み下さい。 
（表1） 

旅行契約の解除期日 取消料 取消料 

●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 
宿泊付旅

行・ 
寝台利用 

日帰り旅行 

①２０日目に当たる日以後の解除（②～⑥を除く） 
旅行代金の 

２０％ 無料 

②１０日目に当たる日以後の解除（③～⑥を除く） 
旅行代金の 

２０％ 
旅行代金の 

２０％ 

③７日目に当たる日以後の解除（④～⑥を除く） 
旅行代金の 

３０％ 
旅行代金の 

３０％ 

④旅行開始日の前日の解除 
旅行代金の 

４０％ 

旅行代金の 

４０％ 

⑤旅行開始当日の解除 
旅行代金の 

５０％ 
旅行代金の 

５０％ 

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 
旅行代金の 

100％ 
旅行代金の 

100％ 

旅行代金 1万円未満 1万円以上3万円未満 3万円以上6万円未満 6万円以上 

お申込金 2,000円 5,000円 10,000円 20,000円 

【往信（表）】 【返信（裏）】 【返信（表）】 【往信（裏）】 

往信 
返信 お

客
さ
ま
の
ご
住
所
・お

名
前
を
ご
記
入
下
さ
い
。 

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区 

浅
野
1-

1-

1 

J 

九
州
旅
行 

小
倉
支
店 

R 「４
８
５
系
で
行
く
復
活
「夕
月
・い
そ
か
ぜ
」の
旅
」係 

こ
ち
ら
に
は 

何
も
記
入
し
な
い
で 

下
さ
い
。 

①ツアープラン（Ａ～Ｃ） 
 

②代表者氏名（フリガナ）・ 年
齢・性別 
 

③郵便番号 
 

④住所 
 

⑤電話番号 
 

⑥携帯電話番号 
 

⑦同乗者の氏名（フリガナ）・年齢
（学生の場合は学年）・性別
（３名まで） 
 

⑧乗車駅（A,Ｃプランのみ／直
方駅もしくは小倉駅） 

 

⑨オプションプランのみ（宿泊
の申込記号及び宿泊日） 

【往復はがき記入例】 

8 3 0 1 2 8 0 

○お申込み方法 

※お申込に関するご注意 
 ・お申込み内容に不備がある場合は抽選   
の対象外とさせていただきますのでご注   
意下さい。 
 
 ・記念乗車証は人数分のご入金をいただ   
きましても当日受付された(乗車された）   
ご本人のみにお配りいたします。代理で   
の受取はできません。 
 
 ・お電話では、お申込みやキャンセル待ち   
をお受けできません。              
必ず往復はがきでお申込み下さい。     
また、キャンセルが発生した場合は次点   
の方へご連絡させていただきます。 
 
 

申込締切 

平成27年3月3日必着 

※お客さまの個人情報は弊支店が管理し、運送・宿泊機関等の提供するサ
ービスの手配及び、それらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲
内で利用させていただきます。 

お申込みは、はがき1枚につき 

ツアープラン1つです。 


