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ＪＲ九州と鹿島市、（一社）鹿島市観光協会、鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会が協力して企画した 

『日本酒のまち鹿島めぐりと桜と竹崎カニの旅』を募集いたします。 

 佐賀駅～肥前浜駅間を、この日限定運行の特急『九州横断特急』の車両で運行し、肥前浜駅前で

６蔵同時蔵開きで開催される「鹿島酒蔵ツーリズム 2015」にて各蔵元の佐賀の銘酒（一部有料）を

楽しむ日帰りツアーです。 

昼食は祐徳稲荷神社門前通りの家督屋さんで『竹崎カニ御膳』をご堪能下さい。今回ご参加の方

には「枡」と「公式ガイドブック（３００円）」を参加者全員にプレゼントいたしますので、この機

会に是非、日本酒のまち鹿島めぐりをしてみませんか。 

 

１ 旅行日   平成 27年 3月 29日（日）     

        佐賀駅発着（佐賀駅改札口前に８：３０までにご集合下さい） 

 

２ 旅行代金  7,500円 

 

３ 募集人員  110名（最少催行人員 100名） 

※ お子様の参加は出来ません  

 

４ 添乗員   同行致します。 

 

５ ツアーのポイント 

①  長崎本線を特急「九州横断特急」の車両で運行します。（この日限定で運行） 

②  参加者全員に「枡」「公式ガイドブック（３００円）」をプレゼント 

③  鹿島での昼食は、家督屋の「竹崎カニ御膳」をご堪能ください。 

④  各蔵元で銘酒の試飲（一部有料）をお楽しみください。 

 

６ 行 程【Aコース・Bコースに分かれてのご案内になります（コース指定は出来ません）】 

  ＜Aコース＞ 

  佐賀駅（9：00頃発）⇒肥前鹿島駅（9：42頃着）⇒矢野酒造⇒馬場酒造⇒祐徳稲荷神社・家督 

屋（昼食）⇒幸姫酒造⇒肥前浜宿散策⇒肥前浜駅（16：27頃発）⇒佐賀駅（17：18頃着） 

  ＜Bコース＞ 

  佐賀駅（9：00頃発）⇒肥前浜駅（9：47頃着）⇒肥前浜宿散策⇒幸姫酒造⇒祐徳稲荷神社・家 

督屋（昼食）⇒馬場酒造⇒矢野酒造⇒肥前鹿島駅（16：33頃発）⇒佐賀駅（17：18頃着） 

   

 ※ 当日の行程につきましては、別紙チラシをご参照ください。 

 

 

 

 

  

‐年に一度の「６蔵同時蔵開き」鹿島酒蔵ツーリズム- 

日日本本酒酒ののままちち鹿鹿島島めめぐぐりりとと桜桜とと竹竹崎崎カカニニのの旅旅  

ツアーのお問い合わせ 

ＪＲ佐賀駅      TEL0952-24-4029 

ＪＲ九州旅行佐賀支店 TEL0952-24-7897 

ＪＲ新鳥栖駅     TEL0942-83-1701 

ＪＲ肥前山口駅    TEL0952-86-3026 

ＪＲ肥前鹿島駅    TEL0954-62-2326 

【企画団体】ＪＲ九州と鹿島市と（一社）鹿島市観光協会・鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会の企画協力 

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

 
＜特急 九州横断特急＞ 
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☆長崎本線を特急「九州横断特急」の車両で運行します。<この日限定で運行>
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日本酒のまち鹿島めぐりと
「酒蔵ツーリズム」は佐賀県鹿島市の登録商標です。「酒蔵ツーリズム」は佐賀県鹿島市の登録商標です。

国内旅行業務取扱管理者 : 松浦元昭 国内旅行業務取扱管理者 : 池邊賢一

国内旅行業務取扱管理者 : 福地太志 国内旅行業務取扱管理者 : 中島　武



〈旅行企画実施〉
観光庁長官登録旅行業第965号　一般社団法人日本旅行業協会会員

佐賀市佐賀駅前中央1-11-10　TEL 0952-24-7897
総合旅行業務取扱管理者

前間 悦治
九州旅客鉄道株式会社JR九州旅行佐賀支店

お申し込み・お問い合わせ

幸姫酒造
さ ち   ひ め  し ゅ  ぞ う

日本酒に親しんでもらいたい。酒好きだけでなく子ども、女性にも喜ばれるものを。

☎0954-63-3708
鹿島市古枝甲 599

当社幸姫酒造は昭和９年創業の、鹿島
市では最も新しい酒蔵です。酒造りは
鹿島市や佐賀県内産の酒米を用いて、
水は多良岳山系の地下水を使用し、手
造りにこだわっております。観光酒蔵と
して蔵を開放しており、年間７～８万人
のお客様に来て頂いております。１５種
類の試飲が可能であり、他には甘味と
して地酒ソフトクリームや、日本初のど
ぶろくアイスも販売致しております。是
非一度お越し下さいませ。

主要銘柄「幸姫」

光武酒造場
み つ   た け  し ゅ  ぞ う  じょう

合い言葉は「伝統の中からの革新」。よそと同じことはやりたくない。

☎0954-62-3033
鹿島市浜町乙 2421

「酒造りは人づくり」「伝統・挑戦」を企
業理念として、「伝統の中からの革新」
をキャッチフレーズに、昔からの酒蔵の
伝統を守りながら、一つ一つの製品を
こだわりながら品質向上に努力を続け
ています。そのこだわりの製品が海外
でも評価され、世界的に権威のある国
際食品品評会「モンドセレクション」より
１2年連続金賞を頂いており、企業賞と
して国際最高品質賞も受賞致しました。
地元、地域社会の方々が誇れるような
蔵元を目標に日々精進しています。

主要銘柄「金波」「光武」

富久千代酒造
ふ 　 　く     ち    よ   し ゅ  ぞ う

この日は年に一度の蔵開き。「鍋島」に出会い、何かを感じて欲しい。

☎0954-62-3727
鹿島市浜町 1244-1

鍋島は、当時３００石にも満たない小さ
な酒造の弊社と地元小売店の後継者４
人とともに勝ち残りをかけ、「佐賀を代
表する地酒」を目指しゼロからスタート
し、平成１０年４月に誕生させました。そ
れから、「鍋島」らしい「自然体でやさし
さを感じられる酒」「食中酒として楽しめ
る酒」を目指し多くの方の応援を力にブ
ランドを磨いています。弊社が酒を造り
続ける限り、「鍋島」は永遠に未完成であ
り、次の担い手に繋いでいくものなのか
もしれません。その時々の「鍋島」に出
会い何かを感じて頂ければ幸いです。

主要銘柄「鍋島」

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、事前にご確認の上お申込みください。）

1～14名
15～30名
31名以上

100％
不泊

100％
100％

50％ 20％
20％ 無料

20％30％ 10％

無料
当日

50％
50％

前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前～10日前

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
宿泊付旅行 日帰り旅行

①20日目に当たる日以降の解除（③～⑥を除く） 旅行代金の20％ 無料
②10日目に当たる日以降の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の20％ 旅行代金の20％
③7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑥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％

取消料

旅行代金
お申込金

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
2,000円 5,000円 10,000円20,000円

※但し、往復鉄道を利用する当社募集型企画旅行商品については、
　15日目にあたる日以前の解除については、取消料は無料といたします。
宿泊プランのみをお申し込みの場合

●募集型企画旅行契約
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番
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、各コースご
とに記載されている条件のほか、下記条件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。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金
を添えてお申し込みください。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り扱います。
(2)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場
合、当社が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していただきます。
(3)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。
(4)お申込金（おひとり様）

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって14日目にあたる日
より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）
にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード
会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加
諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカー
ド利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日とい
たします。

●取消料
旅行契約成立後、お客様のご都合で契約を解除されるときは、次
の金額を取消料として申し受けます。

●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（注釈のないかぎりエ
コノミークラス又は普通座席）、宿泊費、食事代、及び消費税等
諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくて
も原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通
費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
●特別補償
当社は、当社の規程に基づく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な外来の事故
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：1500万円・入院見舞金として入院日数により：
2～20万円・通院見舞金として通院日数により：1～5万円・携
行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（ただし、補償対象
品1個あたり10万円を限度とします。）
●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」
といいます。）のカード会員（以下「会員」といいます。）より、
会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けること
（以下「通信契約」といいます。）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「
募集型企画旅行の名称」、「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るべき日とし、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の一部
又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。
●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかること
があります。又、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の
回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お
客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めし
ます。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせ
ください。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係
員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご
通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情
がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出されたお申込書等に記載さ
れた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させてい
ただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・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
ための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、
当社及び販売店では、①当社及び当社と提携する企業の商品やサー
ビス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想のご提
供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料
の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2014年9月1日を基準としています。また、旅行代
金は2014年9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。

峰松酒造場
み ね   ま つ  し ゅ  ぞ う  じょう

ふるさとをもっと知ってほしい。旅の記憶に残る、地元色ある酒を造る。

☎0954-63-2468
鹿島市浜町乙2761-2

１９１６年（大正５年）創業で、以前は廻
船問屋を営んでおり、現在の当主で４代
目となります。仕込み水は１２０ｍの地
下水を使用し、使用米としては佐賀県産
山田錦などで、濃厚で香り高い純米吟醸
酒と純米酒が特色です。蔵は水の豊か
な小川が流れる肥前浜宿の中にあり、酒
蔵見学もしております。試飲や試食もあ
り、奥の蔵には昔懐かしレトロな昭和の
部屋があります。一度おいで下さいませ。

主要銘柄「王将」「肥前浜宿」

ひ ぜ ん や

(肥前屋)

矢野酒造
 や    の  し ゅ  ぞ う

自然の力と向き合いながら自分らしい、蔵らしい酒を造りたい。

☎0954-63-2008
鹿島市大字高津原 3903-1

江戸末期に創業し、二百有余年。佐賀の
米と地元鹿島の軟水で醸された酒は非
常に口当たりが良く、多くの人々から愛
され続けています。燗にしてうまい酒、
郷土の食にあう酒をモットーに丁寧な
酒造りに取り組んでおります。近年、九
代目が帰郷、蔵入りし、従来の酒造りに
新しいエッセンスを取り込もうと目下奮
闘中です。酒質の追求に終わりはあり
ません。常に進化し続け、日本酒の伝統
と文化を守り続けていきたいと考えて
おります。

主要銘柄「竹の園」「肥前蔵心」

馬場酒造場
 ば  　 ば   し ゅ  ぞ う  じょう

お客様に信頼される蔵元でありたい。妥協なきこだわりの酒を造り続ける。

☎0954-63-3888
鹿島市大字三河内乙1365

寛政７年創業より２００年以上の間、中
川の清流のもと、清酒ひとすじに造り続
けてまいりました。原料米は、低農薬に
より残留農薬の少ない契約栽培の地元
鹿島産山田錦を主に使用し、仕込水には、
自然豊かな地形がもたらす多良岳山系
の伏流水を使用しております。『お客様
より、信頼される蔵元でありたい』をモッ
トーに、大量生産を一切行わない方針で、
小さな蔵だからこそ出来る妥協なきこ
だわりの酒を精魂込め造り続けてまいり
ます。

主要銘柄「能古見」「芳薫」

鹿島の酒蔵を巡り、蔵人と触れ合い、彼の作る酒を味わう。
その酒が生まれた土地を散策しながら食や文化、歴史を全身で楽しむ。

「鹿島酒蔵ツーリズム」とは、そんな旅のスタイルです。


