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 ＳＬ人吉の 50系客車が大分駅～門司港駅間を特別運行するツアーを発売いたします。門司港駅到着後

は、国の重要文化財門司港駅２階レストランにてフランス料理のコースをお召し上がりいただける「重

要文化財でフレンチコース」もしくは大分地区でも活躍した車両「415系車両見学コース」お好きなコー

スからお選びいただけます。どちらのコースも「九州鉄道記念館」の観光をお楽しみいただけます。ぜひ

この機会にＳＬ人吉の客車に乗って門司港への旅に出かけませんか？ 

 

 

 

 

 

 

    ＳＬ人吉の客車          ＳＬ人吉の客車（車内）         門司港駅 

１．ツアー概要 

（１） ツアー名称：日豊本線特別運行！ＳＬ人吉の客車で行く！門司港の旅 

（２） 出 発 日：2023年２月 25日（土） 日帰り 

（３） 最少催行人員：70名 

（４） 発 着 駅：大分駅もしくは中津駅 

（５） 行程      「ＳＬ人吉の客車」          「ＳＬ人吉の客車」 

大分駅（8：35頃発）       中津駅(10：34頃発)       門司港駅（11:42頃着） 

★車内では、「門司港駅駅長・副駅長」が門司港が発祥のバナナのたたき売りをイメージしたバナナ 

の販売会を行います。また、九州鉄道記念館副館長による日豊本線の列車の歴史解説や沿線の見 

どころを車内アナウンス等でご案内します。 

★中津駅にておもてなしイベントを実施します。 

★中津駅出発後にお弁当をお配りいたします（415系車両見学コース） 

★鉄道グッズ（当日の運転士時刻表）の販売を行います。 

♪門司港駅到着後出発までは、コースごとにご案内いたします♪ 

【重要文化財でフレンチコース】 

 ・門司港駅２階レストランにてフランス料理のコースをお楽しみください（12:00～13:30） 

 ・昼食後は九州鉄道記念館や門司港地区での観光をお楽しみください。（約 90分） 

【415系車両見学コース】 

            「ＳＬ人吉の客車」 

 門司港駅（11：55 頃発）        門司港駅仮線２番線(12：05頃着)  

      ・415系車両撮影及び車内一部及び運転台見学（車番：Fo112）をご案内します。（約 60分） 

                 「ＳＬ人吉の客車」 

 門司港駅仮線２番線（13：10頃発）        門司港駅(13：20頃着)  

 

 

全国旅行支援適用！日豊本線でのＳＬ人吉の 50系客車を利用した 

初のＪＲ九州オリジナルツアー発売開始！ 

日豊本線特別運行！ＳＬ人吉の客車で行く！門司港の旅 

発売のお知らせ 
 



門司港駅（13:20頃発）・・・・九州鉄道記念館（13:30頃着） 

・入場後は、各自で九州鉄道記念館及び門司港地区の観光をお楽しみください（約 90分） 

 ・ツアー参加者限定門司港駅長室の見学ができます（希望者のみ） 

「ＳＬ人吉の客車」         「ＳＬ人吉の客車」 

門司港駅（15：05頃発）     中津駅(16：23頃着)       大分駅（18:25頃着） 

※詳細につきましてはチラシをご確認ください。 

【凡例】・・・・：徒歩、 ：貸切列車（「SL人吉の客車」による運行 ※蒸気機関車はけん引しません） 

      

（６）ご旅行代金：（お一人様あたり/大分駅・中津駅同額） 

★重要文化財でフレンチコース 

 ご旅行代金 福岡県助成金 お支払い実額 

大人 12,300円 ▲2,400円 9,900円 

こども 8,300円 ▲1,600円 6,700円 

★415系車両見学コース 

 ご旅行代金 福岡県助成金 お支払い実額 

大人 16,500円 ▲3,000円 13,500円 

こども 14,000円 ▲2,800円 11,200円 

   ※当日利用可能な 1,000円の地域クーポン付です。 

※予算上限に達した場合は助成の適用を終了いたします。 

※「新たな福岡の避密の旅」適用には、各種条件がございます。公式ホームページ及びチラシ 

をご確認の上お申し込み下さい。 

 

（７）ツアーのポイント： 

    ①ＪＲ九州オリジナルツアーとしては初！ＳＬ人吉の 50系客車が大分駅～門司港駅間を走行し

ます。 

    ②「重要文化財でフレンチコース」では、４月門司港駅２階に新たにオープンするレストラン

「マリーゴールド門司港迎賓館」で当ツアーオリジナルのフレンチのコースをお楽しみくだ

さい。※こども旅行代金は、こども用ランチプレートをご用意いたします。 

    ③「415 系車両見学コース」では、ＳＬ人吉の 50 系客車の入換列車にご乗車いただいたまま見

学場所までご案内いたします。到着後は線路内に降車し、2022 年９月のダイヤ改正時に惜し

まれつつも運行を終了した「415系車両」の撮影や車内（一部）及び運転台の見学へご案内い

たします。 

 （８）発売開始日：2023年１月 25日（水）９:30～ 

      

３．感染予防対策について 

（１）当日出発前に検温にご協力いただきます。（37.5℃以上の場合はご参加いただけません） 

また、ご旅行中の手指の消毒、マスクの着用、お客さま同士のソーシャルディスタンスの確保 

等、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

（２）「新たな福岡の避密の旅」適用の条件として「予防接種証明証等（３回以上）」もしくは「検査結

果通知証（陰性・有効期限内のもの※）」の提示が必要です。当日受付で確認させていただきま

す。なお 12歳未満のお子さまについては監護者が同行する場合は提示不要です 

※有効期限内のもの・・・PCR 検査・抗原定量検査は出発日の３日前以降、抗原定性検査は出 

発前日または当日の抗体接種による検査結果陰性のもの 
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４．予約方法 

インターネット予約（STORES 予約にて、クレジットカード決済限定） 

※STORES予約方法については、チラシをご確認ください。 

STORES予約サイト https://coubic.com/jrkyushu-travel/booking_pages#pageContent 

 

５．ツアーに関する資料請求・お問合せ先 

ＪＲ九州トラベルデスク TEL：092-482-1489 営業時間 9:30～17:00 ※土・日祝休業 

※当書面からのお申し込みは承っておりませんので、チラシをご確認の上お申し込みをお願いいた

します。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、ツアーが中止になる可能性がございます。 

 

https://coubic.com/jrkyushu-travel/booking_pages#pageContent


インターネット
予約限定商品

この商品は、「新たな福岡の避密の旅｣観光キャンペーンの助成を受けております。
全国の方が対象です。当日受付時に「ワクチン3回以上接種済」または「PCR検査等陰性
結果（有効期限内のもの）」が証明できる書類等の本通のご提示が必要です。
詳細は裏面をご確認ください。★ご旅行中に使える1,000円分の｢地域クーポン券｣付き！

Ｊ Ｒ 九 州 オ リ ジ ナ ル ツ ア ー

検査結果

予防接種証明証等又は検査結果通知証を
当日受付時にご提示ください。

or
検温 ワクチン接種

3回以上

済

受付での証明書等確認に関するご案内

陰性

ツアー番号 Y22-25

門司港駅 駅長・副駅長による門司港発祥！
バナナのたたき売りをイメージしたバナナの販売

九州鉄道記念館 副館長による日豊本線の歴史や沿線の見どころ案内

Ａ

重要文化財でフレンチコース

Ｂ

415系車両見学コース

当ツアー参加者限定！
門司港駅長室の見学が可能！

（希望者のみ）

※注意※前照灯は点灯いたしません。

※「タウンシャトル」
かつてJR九州の近郊型
車両等につけられて
いたヘッドマーク

中津駅ではおもてなしイベントもございます！

13:50～14:50の間で随時ご案内

線路内にて見学及び大分車両センターに所属していた
Fo112編成の一部車内及び運転台見学をお楽しみいただけます。

※写真はすべてイメージです。

※蒸気機関車のけん引ではございません。

アートな感性を取り入れ
た創作フレンチは、味わ
いはもちろん、見た目や
香りにまでこだわった
“五感に響く”味わい。
当ツアーオリジナルのフ
レンチコースをお楽しみ
ください♪

国の重要文化財で
オリジナルランチ



＜国内募集型企画旅行条件書（抜粋）＞
1．募集型企画旅行契約
この旅行は、九州旅客鉄道㈱（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
し実施する旅行であり、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、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。
2．旅行のお申込みと旅行契約の成立
(1)①当社、②旅行業法で規定された「受託営業所」
（以下①②を併せて「当社ら」といいます。）にて必要
事項をお申し出のうえ、お申込み金または旅行代金の
全額を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代
金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部とし
て取扱います。但し、特定の旅行商品については申込
時に旅行代金の全額をお支払いいただきます。
(2)当社らは、電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその
他の通信手段による旅行契約の予約の申し込みを受
け付けます。なお、特定の旅行商品については別途パン
フレットの定める申込手段に限定させていただきます。こ
の場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社
らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日
以内にお申込内容を確認のうえ、お申込金または旅行
代金の全額の支払いを行っていただきます。この期間内
にお申込金または旅行代金の全額の支払いがなされな
いときは、当社はお申込みはなかったものとして取り扱い
ます。
(3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、お申
込金または旅行代金の全額を受領したときに成立する
ものとします。
(4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には
予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な
範囲でこれに応じます。
(5)通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを
承諾する通知が旅行者に到着した時に成立します。
3．旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して、さ
かのぼって14日前に当たる日（以下「基準日」といいま
す。）より前にお支払いいただきます。
(2)基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点
または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただ
きます。
4．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
ない限り普通席）、宿泊費、食事料金、観光料金
（入場料金等）及び消費税等諸税。諸費用はお客

様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたし
ません。
5．旅行代金に含まれないもの(一部例示いたします）
個人的性質の諸費用及びそれに伴うサービス料（ク
リーニング代、電話料金その他追加飲食など）。お客
様のご希望によるお一人部屋使用等の追加料金。
6．お客様による旅行契約の解除
旅行契約の成立後、お客様のご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下記
の料率で取消料を申し受けます。

7．当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手
配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた
ときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害
発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知
があったときに限ります。
(2)お客様が次に掲げるような事由により損害を被られ
た場合、当社は(1)の責任を負いかねます。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅
行日程の変更、旅行の中止②運送･宿泊機関等の事
故もしくは火災により発生する損害③運送･宿泊機関
等のサービス提供の中止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④官公署の命令等に
よって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行
動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不
通、スケジュール変更、経路変更など、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
(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害につ
いては、同項の規定にかかわらず、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ときに
限り、お客様1名につき15万円（当社の故意又は重
大な過失がある場合を除きます）を限度として賠償しま
す。
8．特別補償
(1)当社は、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
急激かつ偶然の外来の事故により、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、死亡補
償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数に
より2万円～20万円、通院見舞金として通院日数によ
り1万円～5万円を支払います。携行品にかかる損害
補償金は、旅行社1名につき15万円を限度とします。た
だし、補償対象品の一個または一対については、10万
円を限度とします。
(2)当社が責任を負うことになったときは、この補償金は、
当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当し
ます。※その他、適用の条件並びに適用外となる事項
については、当社国内募集型企画旅行条件書をご参
照ください。
9．個人情報の取扱いについて
(1)当社らは、ご提供いただいた個人情報について、お
客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用
させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等
に提供いたします。
(2)当社は、当社グループ企業が取扱う商品、サービス
に関する情報をお客様に提供させていただくことがありま
す。
(3)上記の他、当社の個人情報の取扱の詳細について
は、当社ホームページをご参照ください。
10．ご旅行条件の基準
この旅行条件は2023年1月1日を基準としています。
又、旅行代金は2023年1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。
★旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う
営業所での取引に関する責任者です。ご不明な点があ
れば、遠慮なく記載の取扱管理者にお尋ねください。
★安心してご旅行をしていただくために、国内旅行傷害
保険の加入をお勧めいたします。

《注意事項》 ※当ツアーで｢新たな福岡の避密の旅」観光キャンペーンの助成を受けるには、宿泊チェックイン時に「ワクチン3回以上接種済」または「PCR検査等陰性結果（有効期
限内のもの/詳細★印参照）」が証明できる書類等のご提示が必要です。（ ※ワクチン接種歴または検査結果の提⽰の条件を満たした同居する親等の監護者が同伴する場合の１２歳
未満の⼦どもについては提⽰不要です。 ） ★PCR検査・抗原定量検査は出発日３日前以降、抗原定性検査は出発前日または当日の検体接種による検査結果陰性

※全国旅行支援の予算額が上限に達した場合、助成適用後の旅行代金での受付を停止する場合がございます。予めご了承ください。

※座席はすべて指定席です。座席の希望はお受けできません。他のお客さまと相席になる場合がございます。※途中駅での乗降はできません。※運用上の都合により、車両等の変更
または催行中止となる場合がございます。 ※STORESにて申し込みの際は必ず同行者の入力を行っていただきますようお願いいたします。 (同行者がいない場合は同行者の入力
欄すべてに「なし」と記入してください。)  STORESのご入力のないお客さまのツアーの参加はお断りさせていただきます。予めご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、ツアーが中止になる可能性がございます。

九州旅客鉄道株式会社

営業部旅行課
観光庁長官登録旅行業第965号

〒812-0013

福岡市博多区博多駅東1丁目12-23

（一社）日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引協議会会員

旅行企画・実施

ＪＲ九州トラベルデスク

電話番号：092-482-1489
営業時間：9：30～17：00

お問合せ

住所：〒812-0013

福岡市博多区博多駅東1-12-23

総合旅行業務取扱管理者 村上大樹

合原由智

土･日祝日休業

QRコードからでも
予約ページへ
アクセス！

■お申込みのご案内■詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前に確認のうえお申込みください。

※写真はすべてイメージです。

JR九州トラベルデスク 検索

検索トップの「JRオリジナル企画ツアー」よりアクセス後、

※旅行代金のお支払いは【クレジットカード決済限定】となります。
※人数変更等の詳細につきましては「STORES予約ページ」をご確認ください。

をクリック！

インターネット予約方法

QRコードからでも
予約ページへ
アクセス！

今回のツアーでは、ＪＲ九州オリジナルツアー
としては初！ＳＬ人吉の50系客車が大分駅～
門司港駅間を走行します。
木のぬくもりが薫るクラシカルな車内には、
号車により色彩やデザイン等が異なるボックス
シートが配置されています。懐かしくて新しい列
車の旅をお楽しみください。


