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第4回

第1回

月月 日日99 1313土

月月 日日1010 44土
第3回

※写真はイメージです。
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お申し込み
お問い合わせ

列車で行く

唐津
開催



大人
小人4,000円
6,000円 40名

第2回

月 日9 20土
月月 日日1010 1111土

第4回

■旅行代金 ■募集人員

(小学生以下)

(お一人様、税込価格)

1開催

添乗員が同行致します。

第1回

月 日9 13土

佐賀駅
出発日

■集合: 佐賀駅改札口 朝9:00■■集合: 佐賀駅改札口 朝9:00■行　　程

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

〈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 0 9 5 2 - 2 4 - 0 7 7 3
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

9:38発 10:40着～10:50頃発

バス普通列車

普通列車バス

11:20頃着
佐賀駅 唐津駅 地引き網会場

地引き網会場 佐賀駅唐津駅

行き

帰り

●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6月1日を基準としています。また、旅行代金
は2014年6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。

14:10頃発 14:30頃着～14:47発 15:58着

(最少催行人員 30名)

月月 日日1010 44土
第3回

■旅行代金に含まれるもの■旅行代金に含まれるもの
●往復交通費 ●地引き網
●バーベキュー

唐津地引き網地引き網
平成26年平成26年

とバーベキュー

※飲み物代は含まれません。

※このパンフレットを行程表に代えます。



 

 

 

平成 26年 7月 25日 

 

ＪＲ九州では、親子のふれあいを目的として、体験型企画旅行「列車で行く！！唐津『地引き網』

と『バーベキュー』」ツアーを募集いたします。 

 ツアー当日は佐賀駅～唐津駅まで列車内にて、子供駅長写真撮影会やクイズ大会などを実施する

とともに、唐津到着後、地引き網体験を行っていただき、その後、地引網から獲れた新鮮な海の幸

でバーベキューをお楽しみいただきます。 

是非、親子の思い出づくりに、皆さまのご参加をお待ちいたしております。 

 

１ 旅行日   平成 26年 9月 13日（土）・20日（土）               

        平成 26年 10月 4日（土）・11日（土） 

 

２ 参加費   大人 6,000円 小人 4,000円（小学生以下） 

                        

３ 募集人員  各 40名（最少催行人員：30名） 

        ※ 添乗員が同行いたします。 

 

４ 旅行代金に含まれるもの 

 ・ 往復交通費 

 ・ 地引き網体験 

 ・ バーベキュー 

  ※ 飲み物代は含まれておりません。 

 

５ 旅行行程 

《行き》 佐賀駅（9:38発）→【普通列車】→唐津駅（10：40着～10：50頃発） 

→【バス】→地引網会場（11：20頃着） 

《帰り》 地引網会場（14：10頃発）→【バス】→唐津駅（14：30頃着～14：47発） 

→【普通列車】→佐賀駅（15：58着） 

 

６ 旅行概要  別紙「列車で行く 唐津地引き網とバーベキュー」チラシをご参照ください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ九州親子体験企画 

列車で行く！！ 唐津 

「「地地引引きき網網」」とと「「ババーーベベキキュューー」」  

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 TEL0952-24-0773 

ＪＲ新鳥栖駅     TEL0942-83-1701 

ＪＲ肥前鹿島駅    TEL0954-62-2326 

ＪＲ肥前山口駅    TEL0952-86-3026 

 

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