○ 出 発 日 2019年 ８月３日（土）

○ たびのポイント ○
キハ66･67形気動車（110番）
・1975年（昭和50年）2月21日製造
・2019年現在、長崎支社佐世保車両センターに配置
全14編成のうち、2編成が国鉄色で活躍中。

○ 集合場所 南福岡駅 みどりの窓口前付近
○ 集合時刻 8:40 （8:20受付開始）
○ 旅行代金 大
（お一人様あたり）

人
こども

○ 募集人員 84名

若松南海岸通り・洞海湾クルーズ
現地ガイドの案内で、石炭景気に沸いた面影を残す
町並みをご案内します。洞海湾クルーズでは、海上から
工業地帯や若戸大橋、遺産群をご覧頂けます。

9，600円
8，600円

記念乗車証付
当日、記念乗車証（硬券）をお渡しします。

〔最少催行人員：60名〕

《ご案内》

○ 添 乗 員 同行いたします。

・座席の指定は出来かねます。

・列車内は他のお客さまと相席になる場合があります。
散策･クルーズの順番は最終日程表でご案内します。

○ 旅行代金に含まれるもの

・確定の出発時刻等については、最終日程表にてご案内致します。
最終日程表は出発1週間前をめどにお渡しします。

往復ＪＲ

洞海湾クルーズ

現地ガイド

記念乗車証

お弁当

・若松駅～若松渡船乗り場間は、往復約1.6kmほど徒歩移動です。

（貸切列車）

（当ツアー貸切運行）

（散策･クルーズ）

（硬券）

（お茶付）

・暑さ対策とこまめな水分補給をお願いします。

８月３日 (土)
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〔乗車駅〕

往路

ュ

ー

〔下車駅〕
（鹿児島本線）

南福岡駅

原田駅

（筑豊本線）

若松駅

国鉄色 キハ66･67形気動車

8:58発

11:19着

ル
「先に散策グループ」と
「先にクルーズグループ」に
わかれてご案内します。

途中の直方駅で弁当を搭載し、お渡しします。車内でお召し上がりください。

若松駅 → 駅前広場のSL96型 → 火野葦平資料館 → 若松海岸通り（旧ごんぞう小屋･石炭会館） → 旧古河鉱業若松ビル →
先に
散策
グループ

11:30頃出発

→ 若松渡船乗り場
12:40頃出港

（ガイド付で徒歩40分程度・約800m）

～～～ 洞海湾貸切クルーズ ～～～
官営八幡製鐵所 旧本事務所付近～若戸大橋～軍艦防波堤

若松駅 →（徒歩約15分･約700m）→ 若松渡船乗り場
先に
クルーズ
グループ

11:30頃出発

11:45頃到着／11:50頃出港

若松渡船乗り場 →（徒歩約15分･約800m）→ 若松駅
13:50頃到着

13:30頃入港

～～～ 洞海湾貸切クルーズ ～～～
官営八幡製鐵所 旧本事務所付近～若戸大橋～軍艦防波堤

若松渡船乗り場 →
12:40頃到着

→ 旧古河鉱業若松ビル → 若松海岸通り（旧ごんぞう小屋･石炭会館） → 火野葦平資料館 → 駅前広場のSL96型 → 若松駅
12:50頃～13:10頃まで休憩

（ガイド付で徒歩40分程度・約800m）

〔乗車駅〕

復路

12:10頃～12:30頃まで休憩

若松駅
13:50集合／14:18発

13:50頃到着

〔下車駅〕
（筑豊本線）

原田駅

国鉄色 キハ66･67形気動車

（鹿児島本線）

南福岡駅
16:35着

～ お気をつけてお帰りください ～

※ 当パンフレットに掲載の写真は全てイメージです。

若松地区 観光のご案内

若松渡船乗り場

↑
ガイド付散策道順

列車で若松駅に到着後 「先に散策、後でクルーズグループ」と「先にクルーズ、後で散策グループ」 に分かれてご案内します。
・若松南海岸散策ルートの若松駅～若松渡船乗り場は、約800mの距離があります。
・洞海湾クルーズは、当日の波の高さや風の影響等、安全上の観点からルートの変更を行う場合があります。

お申込みのご案内（要約） ※詳しい旅行条件を説明した書面をご用意しておりますので、お申込み前にご確認ください。
《募集型企画旅行契約》
この旅行は、九州旅客鉄道(株)（観光庁長官登録旅行業９６
５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
及び当社旅行契約約款（募集型企画旅行契約の部）によりま
す。
１．旅行のお申込方法及び契約の成立について
①当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記
の申込金を添えてお申込いただきます。
②お申込金は｢旅行代金｣「取消料」又は「違約料」のそれぞ
れの一部または全部として取扱います。
またお客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする
場合には、お申込の際にお申し出下さい。可能な範囲で当社
はこれに応じます。
③当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅
行契約の予約のお申込を受け付けます。
この場合、当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨
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
申込金を支払を行っていただきます。支払いがなされた場合、
旅行契約は成立したものといたします。この期間内にお申込
金の支払いがなされないときは、当社は予約はなかったもの
として取扱います。

④ 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。⑤通信契約による
旅行契約は、お申込を承諾する通知を発した時に成立し
ます。ただし、e-mail等の電子承諾通知による方法により
通知する場合は、その通知がお客様に到着したときに成
立したものとします。

６． 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０１９年7月１日を基準としています。
又、旅行代金は２０１９年7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。

５．取消料
旅行契約成立後、お客様の都合による解除については、次の 個人情報の取扱について
①当社は、旅行お申込の際にご提出いただいた個人情
取消料を申し受けます。
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、
当社ホームページでご確認下さい。

２． 旅行代金のお支払い
①お申込金(お一人様)
旅行代金 1万円未満｜3万円未満｜6万円未満
お申込金 2,000円
5,000円
10,000円
②代金残金は、旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
③旅行代金とは表示された金額と「追加代金」の合計額か
らパンフレット内に記載する「割引代金」を差し引いた金額
をいいます。
３．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（注釈の無い
※安心してご旅行をしていただくために、国内旅行損害保険
限り普通座席）、宿泊費（宿泊を伴う場合）食事の料金、観 の加入をお勧めいたします。
光の料金（入場料金）を含みます。諸費用はお客様の都合
により利用されなくても払い戻しはいたしません。

この旅行の契約に関し、担当からの説明にご不明な点が
あれば下記の旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。取
扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に
関する責任者です。

【旅行企画・実施】

【お申込み・お問合せ】
九州旅客鉄道株式会社 営業部 法人旅行センター
旅の予約グループ
〒812-0013

４．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１人部屋使用の追加代金。

九州旅客鉄道株式会社 営業部 法人旅行センター
観光庁長官登録旅行業第965号

（一社）日本旅行業協会会員

福岡市博多区博多駅東1-12-23-4階

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-23-4階
総合旅行取扱管理者：合原 由智

営業時間 ： 平日10:00～18:00 （土･日･祝日休業）

担当者：折原 進太郎

・ ＴＥＬ ： 092-482-1489

TEL：０９２－４７４－８１２９ FAX：０９２－４７４－８１９４
旅行業公正取引協議会会員

【旅行代金お振込先（お振込みによる支払いの場合）】

銀行名

：

福岡銀行

博多駅東支店

口

座

：

普通

口座名

：

ＪＲ九州 営業部法人旅行センター 旅の予約グループ

1890058
支店長 那賀 輝彰

ヨミ）ｼﾞｪｲｱｰﾙｷｭｳｼｭｳｴｲｷﾞｮｳﾌﾞﾎｳｼﾞﾝﾘｮｺｳｾﾝﾀｰﾀﾋﾞﾉﾖﾔｸｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾃﾝﾁｮｳﾅｶﾃﾙｱｷ
※ お名前の前に【

Ｗ

】をお付け下さい。

例：キュウシュウタロウさまの場合・・・Ｗキュウシュウタロウ

※ 誠に恐れ入りますが、銀行振込手数料はお客さまのご負担でお願い致します。
※ ご不明な点については、お問い合わせください。

