２０２１年 7 月 2８日

「３６ぷらす３」

皆さまに１年分の「３９」
サンキューを届けます！

「３６ぷらす３」は 2021 年 10 月 16 日に運行開始より１周年を迎えます。
１周年の特別企画として、「３９」＝感謝のメッセージを公募いたします。
応募された方の中から、選考のうえ、「３６ぷらす３」の旅へご招待！
あわせて、これまでの感謝の気持ちをこめて、医療従事者の方を
「３６ぷらす３」の旅へご招待します。
エピソードの募集概要、および医療従事者の方の募集の概要は以下のとおりです。
「３９」が溢れる「３６ぷらす３」の旅をお楽しみください。
１ 対象となるご乗車日程・区間
ご乗車区間

ご乗車日
乗車駅
10月14日（木）
10月15日（金）

博多（9:52発）

降車駅
熊本（12:00発）

鹿児島中央（16:24着）

鹿児島中央（12:17発）

宮崎（15:46着）

10月16日（土）

宮崎空港（11:36発）

宮崎（11:51発）

大分（16:49着）

別府（17:05着）

10月17日（日）

大分（10:48発）

別府（11:08発）

小倉（15:01着）

博多（16:32着）

10月18日（月）

博多（10:51発）

佐賀（12:07発）

肥前浜（13:04着）

長崎（15:38着）

佐賀（19:49着）

博多（21:05着）

※長崎行き
10月18日（月）
※博多行き

※佐賀～肥前浜間のみのご乗車はできません
長崎（17:30発）

肥前浜（19:24発）

※肥前浜～佐賀間のみのご乗車はできません

２ 感謝のエピソード募集について
■ 募集対象者 ： ご家族
<ご利用イメージ>
・１号車（３～４名様利用） ： ご両親とお子さまでのご応募
・２号車（３～６名様利用） ： 祖父母、ご両親とお子さま ご家族３世代でのご応募
・３号車（２名様） ： ご夫婦水入らずでのご応募 など
■ 内容 ：
普段ご家族へ伝えきれていない「３９（感謝）」の気持ち、または「３６ぷらす３」に関するエピソード
（思い出）を応募用紙に記入し、ご応募ください。
※「３６ぷらす３」専用ホームページ上に応募用紙をご準備しております。
※ご当選されたお客さまのエピソードは、「３６ぷらす３」専用ホームページで公開します。
■ 応募方法
別紙１「募集要項」をお読みいただき、別紙の「応募用紙」（全２ページ/２－１、２－２）を印刷し、必要
事項をご記入のうえ、「３６ぷらす３」１周年運行招待係まで郵送にてご応募ください。
※本リリース資料および別紙はＪＲ九州のホームページにも掲載します。
※お一人様１回のみの応募でお願いいたします。

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

３ 医療従事者の方のご乗車について
■ 募集対象者
新型コロナウィルス感染症から命を守るため、活動されている医療従事者の方
※上記「医療従事者」につきましては、厚生労働省ホームページ「医療従事者の範囲について」を参照ください。

■ 内容
感謝の気持ちを込めて、「３６ぷらす３」の旅へご招待します。心やすらぐひと時をお過ごしくだ
さい。
■ 応募方法
別紙１「募集要項」をお読みいただき、下記 URL もしくは QR コードより必要事項（下記９点）を
ご入力のうえ、お申込みください。
<URL> https://forms.office.com/r/SybRfVadgR
・必要事項：①乗車希望日、②乗車区間（乗車駅および降車駅）、③代表者名、④参加人数、
⑤生年月日、⑥ご住所、⑦電話番号（代表者のみ）、⑧お勤め先、⑨メールアドレス
※乗車日および乗車区間については、「１ 対象となるご乗車日程・区間」からご指定ください。
※乗車日および乗車区間は、第１～第２希望までご入力ください。
※お一人様１回のみ、代表者以外の方も医療従事者とします。
※ご招待人数を超えた場合は、抽選となります
４ ご招待人数 ※１ルートあたり
人数

１号車

２号車

３号車

５号車

１組（３～４名）

１組（３～６名）

１組（２名）

１～15名

条件

ご家族

医療従事者の方

・ 各コースのランチプラン・ディナープランにご招待します。
５ 募集期間
2021 年７月 29 日（木）～2021 年８月３１日（火） ※当日消印有効
６ ご当選された方への連絡時期および連絡方法
・ ご連絡時期：2021 年９月中旬（予定）
・ ご連絡方法：電話もしくはメール ※ご当選された方にのみご連絡いたします
７ 個人情報の取り扱いについて
（１）ご応募にあたり弊社がお預かりした個人情報は、当選者の選考および結果通知、ご乗車案内のみ
に使用し、また利用目的を達した後は速やかに且つ適正に削除・廃棄します。
(2)以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を弊社から第三者に開示または提供することは
ありません。
・ご本人の同意がある場合
・利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報の取り扱いに関する業務の全部または一部を
委託する場合
（この場合、弊社と委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、適切な監督に努めます）

・統計的なデータなど、ご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
・法令に基づき開示・提供を求められた場合
・人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難
である場合

別紙１

募集要項
■ ご家族
・普段ご家族へ伝えきれていない「３９（感謝）」の気持ち、または、「３６ぷらす３」に関する
エピソード（思い出）を記入しご提出いただける方
※「３６ぷらす３」専用ホームページ上に応募用紙をご準備しております。
応募条件

※ご当選されたお客さまのエピソードは、「３６ぷらす３」専用ホームページでご紹介します。
■ 医療従事者の方
・新型コロナウィルス感染症から命を守るため、活動されている医療従事者の方
※上記「医療従事者」につきましては、厚生労働省ホームページ「医療従事者の範囲について」を参照ください。

■ 共通
・ご当選日および乗車区間に、確実にご乗車いただける方（変更、キャンセル、譲渡は不可）
募集期間
ご当選内容に
含まれるもの

2021年７月29日（木）～2021年８月31日（火） ※当日消印有効
乗車区間のきっぷ、お食事
■ ご家族
・応募用紙（別紙２－１、２－２／A4用紙２枚）を印刷し、必要事項をご記入のうえ、郵送にて
「３６ぷらす３」１周年運行招待係までご応募ください。
■ 医療従事者の方
・下記URLおよびQRコードより必要事項をご入力のうえ、ご応募ください。
＜URL＞https://forms.office.com/r/SybRfVadgR

応募方法

・必要事項①乗車希望日、②乗車区間（乗車駅および降車駅）、③代表者名、④参加人数、⑤生年月日
⑥ご住所、⑦電話番号（代表者のみ）※ご連絡がとれる番号をご記入ください。⑧お勤め先
⑨メールアドレス

※代表者以外の方も医療従事者とします。
※ご招待人数を超えた場合は、抽選となります。
■ 共通
・お一人様１回のみのご応募でお願いいたします。
書類選考

ご連絡

お送りいただいた応募用紙をもとに、選考を行います。
お送りいただいた応募用紙、メールをもとに選考および抽選を行います。

ご当選された方へご連絡します。
ご当選された方へ電話もしくはメールにてご連絡します。
その他の方へはご連絡いたしませんので、ご了承ください。（９月中旬予定）

選考および
ご乗車までの
流れ

乗車案内

「３６ぷらす３」ツアーデスクより、ご乗車に関する案内及び切符の手配、
「３６ぷらす３」ツアーデスクより、ご乗車に関する案内及びきっぷの手配、
郵送を行います。

ご乗車

ご当選された日付、区間にご乗車ください。
ご当選された日付、区間にご乗車ください。
乗車駅まではお客さまのご負担となります。
乗車駅までのきっぷおよびお戻りのきっぷは、お客さま自身でご負担ください。

〒812-8566
応募先および

福岡市博多区博多駅前３丁目25番21号

お問い合わせ先 九州旅客鉄道株式会社 営業部営業課 「３６ぷらす３」１周年運行ご招待係 宛て
ＴＥＬ 092－474ー0278（平日9:30～17:30受付）

・応募用紙はお返しできませんので、ご了承ください。
・ご乗車当日に災害や事故などで列車が運休で、ご乗車いただけなくなった場合は、代替日の
免責事項

ご案内は出来かねます。
・弊社の過失を除く、乗車中の事故や怪我などについての責任は負いかねます。
・インターネットオークション等での第三者への転売等はご遠慮ください。転売等の行為が
あった場合、ご当選を無効とさせていただきます。
・免責事項等に関して、ご署名をお願いする場合があります。
・アレルギー対応は行っておりません。

お食事について ・大人、こども共に同様の食事内容となります。

・10月14日（木）３号車は、「鮨プラン」のご提供です。
（１）ご応募にあたり弊社がお預かりした個人情報は、当選者の選考および結果通知、ご乗車案内
のみに使用し、また利用目的を達した後は速やかに且つ適正に削除・廃棄します。
（２）以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を弊社から第三者に開示または提供する
ことはありません。
・ご本人の同意がある場合
・利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報の取り扱いに関する業務の全部または
個人情報の
取り扱いについて

一部を委託する場合
（この場合、弊社と委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結する等、適切な監督に
努めます）
・統計的なデータなど、ご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
・法令に基づき開示・提供を求められた場合
・人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ること
が困難である場合

別紙２－１
「３６ぷらす３」１周年運行ご招待
■

応募用紙（ご家族）

ご乗車日をお選びいただき、ご希望順に数字（１・２）をご記入ください。
また、乗車駅および降車駅を選択し、駅名に○をご記入ください。
ご乗車区間

ご乗車日
乗車駅
10月14日（木）

博多

熊本

鹿児島中央

ー

10月15日（金）

鹿児島中央

―

宮崎

ー

10月16日（土）

宮崎空港

宮崎

大分

別府

10月17日（日）

大分

別府

小倉

博多

10月18日（月）

博多

佐賀

肥前浜

長崎

※長崎行き
10月18日（月）
※博多行き
■

※佐賀～肥前浜間のみのご乗車はできません
長崎

肥前浜

佐賀

博多

※肥前浜～佐賀間のみのご乗車はできません

ご応募の号車をお選びいただき、ご希望の欄に○をご記入ください。
号車

条件

ご利用イメージ

希望

１号車（個室）

３～４名様 ご両親とお子さま など

２号車（個室）

３～６名様 祖父母、ご両親とお子さま ご家族３世代 など

３号車（個室）
■

希望
降車駅

２名様

ご夫婦水いらず など

ご応募される方の情報（代表者の方）

フリガナ

【お名前】

【乗車人数】※代表者の方含む

大人

名、こども

【生年月日】
西暦

年

月

【ご住所】〒

【電話番号】※ご連絡が取れる番号をご記入ください。

【メールアドレス】

日（

歳）

名

別紙２－2
「３６ぷらす３」１周年運行ご招待
■

エピソード記入用紙

普段ご家族へ伝えきれていない「３９（感謝）」の気持ち、
または「３６ぷらす３」に関するエピソード（思い出）をご記入ください。

<ホームページ掲載のお名前（ニックネーム可）>

