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1号車:テーブル車両

● ＪＲＫＹＵＳＨＵ ＳＷＥＥＴ ＴＲＡＩＮ「或る列車」唐津特別コース！

復路は貸切バスで博多駅までご案内します。

● 唐津っ子とのご縁を結ぶ「五福の縁結び通り」（呉服町商店街）では

唐津くんちに欠かせない「太閤（鳴滝酒造）」の樽酒で乾杯！

● 唐津神社では神職による唐津神社と唐津くんちにまつわるお話をして

いただきます。

● 唐津にちなんだお土産付きです。

貸切バス   「或る列車」

貸切バス

2名様 34,000 27,000
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人員

ご旅行代金 お支払い実額
給付額

2号車:個 室 車 両 （お一人様あたり/円） （お一人様あたり/円）

2名利用

テーブル

1名様 46,000 39,000

7,000円

2名様 34,000

37,000

42,000

4名様 34,000 27,000

1名様 40,000 33,000

旅のおすすめポイント

日

帰

り

お食事　(　朝－  ／　昼 或る列車  ／   夜 －　)

27,000

49,000

※ご旅行代金は大人小人同額
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4名利用

テーブル

1名利用個室

2名利用個室

1
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車

「Design & Illustration by Eiji Mitooka + Don Design Associates」

～JRKYUSHU SWEET TRAIN 「或る列車」 唐津特別コース～

36名（最少催行人員20名）

出発日

2020年１１月３日（火・祝） 日帰り
2020年１１月1日 （日） 日帰り

募集人員

写真提供：（一社）唐津観光協会

１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。

２.ご旅行代金34,000円～49,000円からGoToトラベル事業による給付金7,000円を引いた金額がお客

さまの支払い実額となります。9月1日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行（別途、ウェブページ等で

ご案内いたします）に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。

３．給付金の受領について：国からの給付金はお客様に対して支給されます。当社およびGoToトラベル事務

局は、給付金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する給付金を差し

引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。

なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社およびGoToト

ラベル事務局による代理受領についてご了承のうえお申込みください。

ご旅行代金に含まれるもの

JRKYUSHU SWEET TRAIN 「或る列車」

博多駅⇒唐津駅(片道) スイーツコース+フリードリンク

貸切バス代（唐津⇒博多）、ガイド代、入場料、お土産代、

聚楽太閤の樽酒代※未成年のお客様へはソフトドリンクの提供となります

※小人ご旅行代金は、10歳以上の小学生に適用します。中学生以上は大人旅行代金です。

※小人のみのお申込みは不可です。座席を必要としない幼児・乳児のお子様もご乗車頂けません。

※スイーツコースの内容は季節によって変更します。

※号車内のお座席の指定はできません。

※未成年のお客さまへのお酒の提供はございません。（未成年のお客様へはソフトドリンクの提供となります）

唐津くんちに想いを馳せる

「五福の縁結び通り」をたずねて

スイーツコース

※ご旅行出発の7日前を目途に送付する確定書面にて、正確な列車時刻をご案内します。

１１：38頃発 １４：36頃着

１５：００頃～１５：５０頃

１７：1０頃～１７：30頃

【唐津くんち伝統の地】

唐津神社/曳山展示場
【唐津っ子のお迎え】

五福の縁結び通り

1６：00頃～１７：00頃

【おみやげ】

唐津市ふるさと会館アルピノ

博多駅 唐津駅

博多駅

18：４0頃着

ご旅行行程

添乗員が同行いたします

クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」に次ぐラグジュアリーな

空間の中、世界的に評価の高い成澤由浩シェフがプロデュースす

る九州のスイーツのコースで至福のひとときをお楽しみください。

唐津駅到着後は、地元のツアーガイドとともに唐津の町を歩き、

今年は中止となった唐津くんちの歴史に触れます。

お支払い実額（博多発・おひとり様）

運行予定バス会社/JR九州バス㈱

写真はイメージです

長崎本線 唐津線

GoToトラベル事業について



京町アーケード

■お申込みのご案内■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、事前に確認のうえお申込みください。

<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．旅行のお申込みと旅行契約の成立

①当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金ま

たは旅行代金の全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は「旅行代

金」「取消料」又は「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。

②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は、予約お申

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。

③当社は電話・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

行契約の予約のお申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契

約を成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して

３日以内にお申込書の提出とお申込金の支払を行っていただきます。この

期間内にお申込金の支払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。

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、お申込みを承諾する通知が旅行者に到

着した時に成立します。

2．旅行代金のお支払い

①お申込金（お一人様）

②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日前にあ

たる日より前にお支払いいただきます。

③基準日以降にお申込みされた場合は、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。

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。

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一人部屋使用等の追

加料金。

5．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。

6．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)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社

は(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は手配代行者の故意又は過

失が証明されたときは、この限りではありません。

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。

7．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、以下の金額の範囲において、補

償金または見舞金を支払います。

・死亡補償金 ： 1,500万円

・入院見舞金 ： 2万円～20万円

・通院見舞金 ： 1万円～5万円

・携行品損害補償金 ： お客様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。

8．個人情報の取扱いについて

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。

9.ご旅行条件の基準

この旅行条件は2020年９月１日を基準としています。又、旅行代金は

2020年９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。この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮な

く下記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、国内傷害旅行保険の加入をお勧

めいたします。

旅行契約の解除期日　 取消料

●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 日帰り旅行

①10日目にあたる日以降の解除(②～⑤除く） 旅行代金の20％

②7日目にあたる日以降の解除(③～⑤除く) 旅行代金の30％

③旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％

④旅行当日の解除 旅行代金の50％

⑤旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

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

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　藤岡　康紀

ＪＲ九州　旅の予約グループ

電話番号：092-482-1489
営業時間　平日10:00～18:00（土日祝休業）

或る列車ツアーデスク

電話番号：092-289-1537
営業時間　9:30～16:00（水曜休業）

お申込み・お問い合わせ

旅行企画・実施

九州旅客鉄道株式会社

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1-12-23

一般社団法人　日本旅行業協会正会員

営業部法人旅行センター

【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 1890058
■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 支店長 那賀 輝彰
※ お名前の前に【 A 】をお付け下さい。
（例：キュウシュウタロウさまの場合・・・Aキュウシュウタロウ）
※銀行振込手数料はお客さまご負担となります。予めご了承下さい。

唐津神社と唐津くんちの深い歴史に

ついて神職からお話を頂きます。

五福の縁結び通りとは

唐津の門前町として親しまれてきた呉服町商店街は、地元の方々や観光

客が集い自然と会話・ご縁が生まれることを願って、「五福の縁結び通

り」となり生まれ変わりました。100年以上の歴史を持つ老舗店がいっぱ

いの商店街です。

①びんつけや茶舗

創業400年、茶商をはじめて150年余り。安定した品質の茶葉の提供とおいしいお

茶の試飲が楽しめます。

②宮田の松露饅頭

一つ一つ手焼きの宮田の松露饅頭は、天保年間約180年の伝統をいまに引き継い

でいる、唐津の中でもここにしかない老舗の銘菓です。

③美術陶器の店一番館

唐津焼、有田焼の専門店です。お気に入りの焼き物にきっと出会えるはず！

④五福の縁結び神社

縁結び通りの拠点。五福の縁結び童子が祀られ商店街のご縁を見守っています。

⑤唐津ちょこバル

陶磁器を扱う一番館が運営する、酒器＝ちょこで地酒や軽食を楽しむBAR。唐津

焼で日本酒の飲み比べや美味しい地元のおつまみも楽しめます！

⑥ＫＡＲＡＥ／唐重

唐津の街の中心に誕生した「KARAE／唐重」。ホテルや映画館、カフェレストラ

ンやアンテナショップが入った複合商業施設です。

びんつけや茶舗 ①

宮田の松露饅頭 ②

美術陶磁器の店一番館 ③
⑤ 唐津ちょこバル

五福の縁結び神社 ④

唐津市ふるさと会館

アルピノ
鳴滝酒造の「太閤」は唐津くんちのお祝いに欠かせ

ない日本酒！その味は唐津くんちの宴席でも大人気

です。今回のツアーでは唐津っ子がこの「太閤」の

樽酒でおもてなしします！

曳山展示場

唐津神社

唐津くんちといったら14台の曳山た

ち。今年のこの日は曳山展示場で皆

さまをお迎えいたします！

～伝統の唐津神社・「五福の縁結び通り」を散策～

ＪR 唐津駅

縁

結

び

通

り

唐津の散策コースです

最後はアルピノでお買物！

＼地元のガイドさんと一緒に唐津くんちめぐり／

写真提供：（一社）唐津観光協会

⑥ ＫＡＲＡＥ／唐重


