
 

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

唐津  

佐世保  
佐賀  

	 

2016 年 9 月 16 日	 

	 

	 

	 

	 地元の皆さまからの熱いご要望にお応えし、11月23日（水・祝）

に１日限定で運行する「或る列車」（佐賀コース：協力/佐賀県）

の募集型企画旅行商品（団体ツアー）の募集･発売を、下記のとお

り開始いたします。豊富なグルメや温泉など多くの魅力的な観光素

材を持つ「佐賀」を存分に満喫いただける１泊２日の旅を是非お楽

しみください。	 	 

	 

	 

１．「或る列車」佐賀コース	 

Ø 運	 行	 日	 	 平成 28 年 11 月 23 日（水・祝）	 
Ø 運転区間	 	 佐世保線・長崎本線・唐津線	 ※午前便・午後便ともに、佐賀駅経由	 
Ø 運行時間	 	 午前便	 ：	 佐世保駅（09：49 頃発）⇒	 唐	 津	 駅（12：27 頃着）	 
Ø 運行時間	 	 午後便	 ：	 唐	 津	 駅（14：37 頃発）⇒	 佐世保駅（17：35 頃着）	 

	 

２．佐賀の特別な“おもてなし”イベント	 

・11月23日(水･祝)限定で、通常提供しているドリンクに加え、佐賀県内の厳選された日本酒を	 	 

お楽しみいただけます。（唐津焼お猪口のお土産付）	 

・成澤由浩シェフもご乗車いただきます。	 

	 

３．ツアータイトルとポイント	 

	 

	 

	 

① ｢或る列車｣佐賀コース	 の「午前便（佐世保駅→唐津駅）」に乗車します。	 
② 佐賀県内屈指の紅葉スポット、特別公開中の「九年庵」と「御船山楽園」を訪れます。	 
③ 「佐賀城本丸歴史館」では、ガイドのご案内で、幕末の西洋近代化に「佐賀」が大きく関わっていた当時の話
を聴きながらご見学いただきます。	 

④ 国の天然記念物に指定されている「七ツ釜」、豊臣秀吉が文禄・慶長の役に際し築いた国の特別史跡「名護屋

城跡」を訪れます。（荒天の場合、行程を一部変更し実施します。）	 

	 

	 

	 

	 

① ｢或る列車｣佐賀コースの「	 午後便（唐津駅→佐世保駅）」に乗車します。	 
② 宙吹

ちゅうぶ

きの技法でつくられる伝統工芸品「肥前ビードロ」や｢或る列車｣の車内でスイーツを提供するカクテルグ

ラスの器がつくられている｢副島硝子工業｣を訪れます。	 

③ 「秋の陶磁器まつり」が開催され、創業 400 年を迎える有田では、人間国宝などの特別な器で、佐賀の食材に
こだわった食事をお楽しみいただきます。	 

④ 炭鉱王として知られる高取伊
これ

好
よし

の邸宅だった「旧高取邸」、唐津出身の建築家	 辰野金吾が監修した「旧唐津

銀行」、国の重要文化財「唐津くんち」の曳山展示場の見学など、ガイドのご案内で巡ります。	 

	 

	 

	 JRKYUSHU	 SWEET	 TRAIN「或る列車」佐賀コースに乗って	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 知られざる秋の佐賀の魅力、再発見の旅(２日間)	 

 

11 月 22 日(火)発	 

JRKYUSHU  SWEET  TRAIN「或る列車」  

[特別企画]  佐賀コースの団体ツアーを募集します！  

JRKYUSHU	 SWEET	 TRAIN「或る列車」佐賀コースに乗って	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 佐賀の伝統文化に触れる旅(２日間)	 

 

11 月 23 日(水･祝)発	 



４．ツアーの内容	 

JRKYUSHU	 SWEET	 TRAIN「或る列車」佐賀コースに乗って	 

	 	 知られざる秋の佐賀の魅力、再発見の旅(２日間)  	 
	 出 発 日：2016 年 11 月 22 日（火）	 出発日限定	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 JRKYUSHU	 SWEET	 TRAIN「或る列車」佐賀コースに乗って	 

	 	 佐賀の伝統文化に触れる旅（２日間）	 
	 	 	 出 発 日：2016 年 11 月 23 日（水・祝）	 出発日限定	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

３.発売開始日時	 	 2016 年 9 月 26 日（月）	 11 時 00 分	 	 ※当日先着順で受付をいたします。	 

	 

４.お申込み箇所	 	 	 ＪＲ九州旅行支店、駅旅行センター、或る列車ツアーデスク	 

	 

５.お 問 合 せ	 	 	 或る列車ツアーデスク	 	 /	 電話番号	 092-289-1537	 

営業時間	 10：00～17：30（水・日・祝除く）	 

	 

	 

●出 発 駅：博多駅	 

●食	 	 	 事：朝食１回、昼食 1回、夕食１回	 

「或る列車」スイーツコース１回	 

●旅行代金：大人 57,000 円～	 ｢或る列車｣1 号車 4 名ﾃｰﾌﾞﾙ利用	 

・大人お一人様あたり･4 名様１室利用の場合）	 

※この商品は「ふっこう割」の対象商品として最大 12,000 円の助成金を	 

申請しております。上記金額は 12,000 円の助成を受けた場合の旅行代金です。	 

●募集人数：30 名様	 

●行 	 程：	 

【1 日目】博多駅 9:00 頃	 貸切バスで出発、「九年庵」で紅葉狩りをお楽しみ下さい。昼食は、

佐賀市内を一望できる県庁の最上階展望レストランへ。昼食後は「佐賀城本丸歴史館」

へご案内、その後は武雄「御船山楽園」の紅葉や「武雄の大楠」へ。ご宿泊は、武雄

温泉へご案内いたします。	 

【2 日目】8:30 頃宿を出発、佐世保駅へ。佐世保駅 9:49 頃発の｢或る列車｣佐賀コース（午前便）

にご乗車、車内では、佐賀県産にこだわったスイーツコースをお楽しみ下さい。唐津

駅 12:27 頃着、午後は「七ツ釜」、「名護屋城跡」へご案内、その後、博多駅へ（18:00

頃着）。※荒天の場合、「七ツ釜」「名護屋城跡」は行程を変更し実施します。	 

●出 発 駅：博多駅	 

●食	 	 	 事：朝食１回、昼食１回、夕食１回	 

「或る列車」スイーツコース１回	 

●旅行代金：大人 57,000 円～｢或る列車｣１号車 4名ﾃｰﾌﾞﾙ利用	 

・大人お一人様あたり･4 名様１室利用の場合）	 

※この商品は「ふっこう割」の対象商品として最大 12,000 円の助成金を	 

申請しております。上記金額は 12,000 円の助成を受けた場合の旅行代金です。	 

●募集人数：30 名様	 

●行 	 程：	 

【1 日目】博多駅 9:00 頃	 貸切バスで出発、唐津（旧高取邸、旧唐津銀行、唐津神社、曳山

展示場）をご案内します。その後、唐津駅 14:37 頃発の｢或る列車｣佐賀コース（午

後便）にご乗車、車内では、佐賀県産にこだわったスイーツコースをお楽しみ下

さい。佐世保駅 17:35 頃着。ご宿泊は、嬉野温泉へご案内いたします。	 

【2 日目】9:00 頃宿を出発、有田「秋の陶磁器まつり」へご案内。昼食は、「USEUM	 ARITA(ﾕ

ｰｼﾞｱﾑ	 ｱﾘﾀ)」へ。究極の器でのお食事をお楽しみ下さい。その後、佐賀市内へ移

動し、肥前ビードロを製作している副島硝子工業、鍋島緞通の工房をご見学の後、

博多駅へ(18:00 頃着）。	 


