２０２１年 10 月５日

黒い７８７「３６ぷらす３」
運行開始から１周年に 39（サンキュー）！

３」

２０２０年10 月にデビューした特急「３６ぷらす３」は、地域の皆さまに支えられ、10月16 日（土）
に運行開始より１周年を迎えます。デビューより１年間で約 1３,000 人のお客さまの「３９（サンキュ
ー）」をのせて走行して参りました。
これまでの感謝の気持ちをお届けする、１周年のイベントが決定しましたのでお知らせします。

２号車個室【３～６名様用】

走行シーン

出発合図

１ 博多駅での「応援隊長」就任式および一日駅長による出発合図
「３６ぷらす３」おもてなし駅の顔となっているご当地キャラクターに「応援隊長」に就任していただきます。
また、「３６ぷらす３」「３９」のネーミングにご縁のある「一日駅長」による出発合図を行います。
10 月 14 日（木）～18 日（月）は特別に各ルートでも出発合図を実施します。
・ 日 時：2021 年 10 月 14 日（木） 9:20 頃から 10:00 頃
・ 場 所：博多シティ３階改札口および在来線６番のりば
・ 出席者：九州旅客鉄道株式会社
取締役常務執行役員

ふくなが

ひろゆき

福永 嘉之
ふくい

さく

一日駅長

福井 作 様

ご当地キャラクター

熊本県南関町ＰＲマスコットキャラクター「なんかんトッパ丸」
曽於市公認キャラクター「そお星人」
中津市公式キャラクター「くろかんくん」
鹿島市公認キャラクター「かし丸くん」

・ 内 容：主催者あいさつ、応援隊長就任式、出発合図（一日駅長、博多駅長）

そお星人

かし丸くん

なんかんトッパ丸

くろかんくん

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

＜各ルートの出発合図＞
日 付
10 月 14 日（木）

駅

時 間

内 容

牛ノ浜駅

14:45

園児２名、阿久根市観光ＰＲキャラクタ
ー「阿っくん」による出発合図

10 月 15 日（金）

大隅大川原駅

14:13

そお市レディ、曽於市公認キャラクター
「そお星人」による出発合図

10 月 16 日（土）
10 月 17 日（日）

青井岳駅

15:17

都城駅長による出発合図

宮崎駅

11:51

宮崎駅長による出発合図

延岡駅

13:30

延岡駅長による出発合図

大分駅

10:48

高崎山ＰＲキャラクター「たかモン」、
大分駅長による出発合図

10 月 18 日（月）

肥前浜駅

13:58

（長崎行き）
長崎駅

保育園児、鹿島市公認キャラクター
「かし丸くん」による出発合図

17:30

（博多行き）

長崎がんばらんば隊「がんばくん・らん
ばちゃん」、長崎駅長による出発合図

２ 新たな記念乗車証デビュー!!
運行２年目を記念して、オリジナルの記念乗車証を
導入します。各ルートの色を基調としたデザインで、
裏面はオリジナルスタンプを押印できます。ぜひ全ての
ルートに乗車し、５種類の記念乗車証を集めてみませんか。

３ 客室乗務員より「感謝の気持ち」を込めたおもてなし
（１）オリジナルメッセージカードのプレゼント
運行開始１周年を記念し、ご乗車のお客さまへメッセージカードを
プレゼントします。この期間にしか手に入らない限定のカードです！
★ 配布期間：2021 年 10 月 14 日（木）～11 月１日（月）
※なくなり次第終了。
★ 配布方法：感謝の気持ちを込めて、お客さまのお座席まで
客室乗務員がお持ちします。
★ そ の 他：おひとり様 1 枚となります。ご利用のプランは問いません。

※宮崎空港→宮崎、大分→別府間については、短時間のご乗車で配布が困難なため対象外
とさせていただきます。
（２）各ルートのおもてなし駅でご協力いただいている皆さまへ「感謝状」の贈呈
運行開始より「おもてなし」駅でのお出迎え・お見送りにご協力いただいている皆さまへ、客室乗務員よ
り「感謝状」を贈呈します。ご乗車の皆さま、地域の皆さまには温かく見守っていただけますようお願いい
たします。
★ 実施日：2021 年 10 月 1４日（木）～18 日（月）
★ 実施のタイミング：各ルートおもてなし駅到着後すぐ

（３）客室乗務員オリジナル手旗を振ろう！
各ルートの「色」をベースにした、オリジナル手旗をご準備しました。「３６ぷらす３」を見かけたらオリジナ
ル手旗を大きく振って、お出迎え・お見送りにご協力をお願いします！
なお、手旗のデータおよび作成方法は「３６ぷらす３」専用ホームページ内に掲載します。また、 運行開始時
より掲載しております「オリジナル手旗」もあわせてご活用ください。
https://www.jrkyushu-36plus3.jp/flag/
★ オリジナル手旗デザイン
＜赤の路（木曜日）＞

＜青の路（日曜日）＞

＜黒の路（金曜日）＞

＜緑の路（土曜日）＞

＜金の路（月曜日）＞

４ 「感謝のエピソード」「３６ぷらす３」の思い出を専用ホームページで公開
１周年企画として、「３９」＝感謝のメッセージを公募し、多くのお客さまにご応募いただきました。当選さ
れた 18 組様のエピソードを「３６ぷらす３」専用ホームページへ掲載します。皆さまの心温まるエピソード
をぜひご覧ください。
★ 掲載期間：2021 年 10 月 14 日（木）～しばらく
下記ＵＲＬ内からご確認ください。
https://www.jrkyushu-36plus3.jp/1st-anniversary/

５ 各ルートおよび「３６ぷらす３」車内でのおもてなしについて
１周年運行にあわせて各自治体の皆さまや、各地区のご当地キャラクターによるおもてなしを実施します。
にぎわいづくり、地域の味覚が詰まったおもてなしで、九州の魅力を感じてみませんか。
また、10 月 14 日（木）限定で、車内では熊本県とのタイアップ企画を実施します。

＜10 月 14 日（木）＞
場所

「３６ぷらす３」

車内
※博多→熊本間
のみ実施

おもてなし内容

実施主体

・車内サンプリング

熊本県

（天草・宇城地域関連パンフレットおよびノベルティ配布）

福岡事務所

・熊本県プロモーション動画の放映
・車内販売商品ご購入のお客さまへワンモアプレゼント
★対象商品：阿蘇炭酸水、純米酒「神田」、球磨川ＴＥＡ、
阿蘇天然水

イメージ写真

玉名駅

・地域の特産品販売。金魚すくい体験（無料）。

・玉名市

・各市町マスコットキャラクターによるお出迎え、お見送り。

・玉東町

マジャッキー（荒尾市）、タマにゃん（玉名市）、なごみん
（和水町）、ふれきんちゃん（長洲町）

・南関町
・長洲町

【全店舗】

・玉名観光協会

１店舗 390 円以上ご購入のお客さまに、オリジナルウエ

・和水町観光協会

ットティッシュをプレゼント。

・小岱山薬草の会

さらに!!1,000 円以上ご購入のお客さまへ、オリジナル

・熊本県玉名地域

エコバッグをプレゼント。

振興局

【東茶舗】
「緑茶ティーパック」を特別価格 390 円で販売。
（限定 10 袋）
牛ノ浜駅

・阿久根市観光ＰＲキャラクター「阿っくん」によるお出迎 ・阿久根市
え、お見送り

・牛ノ浜地区

・ハンヤ踊りの披露

自治会

・蓮華保育園の園児による合唱

・蓮華保育園

・あくね園 園児によるマーチング演奏

・あくね園

＜10 月 15 日（金）＞
場 所

おもてなし内容

大隅大川原駅 ・曽於市長ご挨拶

実施主体

イメージ写真

・曽於市観光

・曽於市公認キャラクター「そお星人」によるお出迎え・
お見送り

協会
・曽於市

・そお市レディによるお出迎え、お見送り
・抽選会の実施
・おもてなし隊によるごったん演奏

＜10 月 16 日（土）＞
場 所
宮崎駅

おもてなし内容
・宮崎県ご当地キャラクター「みやざき犬」によるお見送り

実施主体
みやざき
キャラわん隊
（テレビ宮崎商事）

重岡駅

・佐伯の産品、地酒販売

・佐伯市

・鶴岡八幡神子（カムイ）太鼓の演舞

・道の駅宇目

イメージ写真

＜10 月 1７日（日）＞
場所
杵築駅

おもてなし内容

実施主体

イメージ写真

・杵築市公式イメージキャラクター「きつみん」によるお出 【杵築市】
迎え、お見送り

・松山堂

・杵築市、日出町による特産品の販売

・徳一
【日出町】
・ひじ町ツーリ
ズム協会
・高平おばちゃ
んず

中津駅

・中津市副市長によるお出迎え、お見送り

・３６ぷらす３

・３６ぷらす３中津駅おもてなし実行委員会による着物姿で 中津駅おもて
のお出迎え

なし実行委員会

・中津駅おもてなしパーソン「くろかんくん」によるお出迎え
・日頃の感謝の気持ちを込めて「３９プレゼント」のお渡し
・中津市の書道家 竹内 小梅（タケウチコウメ）氏の「３９カ
ード～中津から３９（サンキュー）をお届け～」のお渡し
・中津市で結成したヒップホップグループ「Ｂｅｄ Ｌｏｏｍ
Ｂｏｙｓ」による「３６ぷらす３」１周年オリジナルソング披露

門司港駅

・ホーム上での地域の特産品販売

・北九州市

・駅前広場噴水の特別噴水

・門司港レトロ課

・ホーム上にて JAZZ 演奏によるお出迎え

・港湾空港局

・袴姿でのお出迎え

・プレミアムホテ

・バナナの叩き売り実演

ル門司港

・門司港駅の制服、制帽の貸し出し

・栄町銀天街

・「かわせみ やませみ」「いさぶろう しんぺい」との共演

・港が丘小学校

★３６ぷらす３ご乗車のお客さまは、特別に車内見学が可能

・門司港駅周辺小学生によるお出迎え、お見送り

・海青小学校
・門司中央小学校

＜10 月 18 日（月）長崎行き＞
場 所
肥前浜駅

おもてなし内容

実施主体

・鹿島市公認キャラクター「かし丸くん」によるお出迎え、 ・肥前浜宿水と
お見送り

まちなみの会

・日本酒の利き酒、特産品の販売
・鹿島海苔のプレゼント
長崎駅

・駅コンコースでのサンプリング（パンフレット・ノベルティ ・長崎県
配布）
・駅改札口付近での特産品販売

新幹線対策課
・全国農業協同組合

長崎県のお茶、長崎みかん、びわゼリー、手延べうどん、

連合会（ＪＡ）長崎県

五島三菜、五島ルビー（中玉トマト）など

本部

イメージ写真

＜10 月 18 日（月）博多行き＞
場 所
長崎駅

おもてなし内容

実施主体

・長崎がんばらんば隊「がんばくん・らんばちゃん」による ・長崎県
お見送り
・長崎県関係者の方々によるお見送り
・ＪＲ九州社員によるお見送り

※ おもてなし内容は、予告なく変更となる場合がございます。

イメージ写真

