Miyazaki

宮崎
クラフトビアトレイン

出 発 日
出 発 駅

2019年9月23日㊊㊗
南宮崎駅

旅行代金

大人1名様

❶宮崎市内にブルワリーを構えるBeer Market
Base、青空エール、宮崎フェニックスブルーイ
ングが一堂に会し、列車内と油津駅でクラフト
ビールが楽しめる特別企画です。

6,900 円（税込）

※20歳未満の方のお申し込みはお受付致しかねます

旅行代金に含まれるもの
JR券代、クラフトビール代

（ただし、油津駅で販売する日南麦酒のクラフトビールはお客さま各自現金払いとなります）、

軽食代、その他飲料代

（焼酎・ソフトドリンク※数量限定となります）

募集人員

120名様（最少催行人員90名様）

申込期限

2019年9月14日（土）まで

添 乗 員

南宮崎駅から同行します

協

賛

みやざき中央農産物
ファン拡大事業委員会

協

力

日南市、
（一社）日南市観光協会

にちなんぢゃ様がお出迎え！

南宮崎駅
13：40発

油津駅
15：16着

南宮崎駅

16：40発

18：08着

❷1号車 B.M.B車両
【飲み放題】
※2種類
Grim Reaper#5、
諸塚村産白折れ茶エール
【数量限定】
※お一人様150ml限定で提供
あまおとめBOM！※当ツアーで解禁の新商品！
！
2号車 青空エール車両
【飲み放題】
※2種類
ペールエール、
ヴァイツェン
【数量限定】
※お一人様150ml限定で提供
マンゴーエール
3号車 宮崎フェニックスブルーイング車両
【飲み放題】
※2種類
グリーンズペールエール、
フェニックスIPA
【数量限定】
※お一人様150ml限定で提供
ウィートエール
❸お客さまご自身で各車両を自由に移動してい
ただき、合計9種類のクラフトビールをお楽し
みください。なおツアー申込時に、どの車両に
乗車をしたいか係員へお伝えください。ご希
望の車両が既に満席の場合は別の車両とさせ
ていただく場合がございます。
❹油津駅では、日南麦酒のクラフトビールを販
（お客さま各自現金でお支払いください）
売いたします。
❺油津駅特設ブースにて日南の特産品を販売い
（お客さま各自現金でお支払いください）
たします。
❻ツアー終了後に使えるうれしい特典！
・Beer Market BASE 500円クーポン券
・青空エール 500円クーポン券
・宮崎フェニックスブルーイング
サイズアップ無料券

※写真は全てイメージです。

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下さい。※最終日程表は9月17日以降送付いたします。
お申込のご案内《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．旅行のお申込方法及び契約の成立について
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。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。
２．旅行代金のお支払い

３．
旅行代金に含まれるもの

７．
個人情報の取扱について

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金
（注釈の無い限り普通座席）
、宿
泊費
（宿泊を伴う場合）
食事の料金、観光の料金
（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。

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。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。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。
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。

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。
５．
取消料
行契約成立後、
お客様の都合による解除については、次の取消料を申し受
けます。

●お申し込み・お問い合わせ

1万円未満

3万円未満

5万円未満

5万円以上

2,000円

4,000円

8,000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。

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、担当者からの説明に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下さい。

観光庁長官登録旅行業第９６５号
（一社）
日本旅行業協会会員
※安心してご旅行をしていただくために、国内旅行損害保険の加入をお勧め
いたします。旅館・ホテル等において、
お客様が種類・料理・その他のサービス
等を追加された場合は、
原則として、
消費税が課せられます。
６．旅行条件・旅行代金の基準

①お申込金(お一人様)

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 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-23 JR九州1号ビル4階

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。

九州旅客鉄道株式会社

宮崎駅 旅行の窓口

〒880-0811 宮崎市錦町1番8号

TEL.0985-24-2626 FAX.0985-22-7334

（一社）
日本旅行業協会会員 総合旅行業務取扱管理者 一田 康雅
【営業日】平日〜土曜日
（日・祝日休み）【営業時間】10：30〜18：00

オーナーと当日ご提供するクラフトビールのご紹介

1号車

Beer Market BASE

【住所】〒880-0011宮崎県宮崎市上野町8-25
【営業時間】火〜日、祝日、祝前日：17：00〜翌3：00（料理L.O.翌3：00 ドリンクL.O.翌3：00）
【定休日】月曜日 【TEL】tel.0985-71-0348

松田 温郎（写真左）

代表：

2012年Beer Market BASE開業。7年目に自社工場となる
BMB BREWERYを宮崎市神宮に開所。現在までに25種類をリ
リース。県内のみならず全国のビール好きを狂喜乱舞させている。

里 真彰（写真右）

BMB BREWERY 醸造長：

福岡市出身。宮崎市内のビール工場からオファーを受け来宮。退
職後にBeer Market BASEの店長として勤務。現在はBMB
BREWERYの醸造長として全国出荷を目指しながら日々鍛錬中。

2号車

青空エール

前田 康生

・Grim Reaper #5【飲み放題】
NZ産ネルソンソーヴィンホップを
メインに使 用し、葡 萄やオレンジ、
白ワインのような香り。

・諸塚村産白折れ茶エール【飲み放題】
お茶を使用したアンバーエール。お
茶と麦芽の香りにハーバルなホッ
プを合わせている。

・マンゴーエール【数量限定】

ビールとものづくり好きが高じて、宮崎県庁を退職後九州初とな
るビール醸造所付きパブを2016年に開業する。それまでに全国
の醸造所を数々と回り教えを受けた。その中でも師匠は埼玉雑穀
ブルワリーの馬場さん、宇都宮マイクロブルワリーの横須賀さん。
開設4年を迎え、ビールの味も深く安定したものとなりクラフト
ビールファンを着実に増やしている。オーナーと店舗がテレビ番
組で紹介されたこともあり、全国から多くのお客さまが来店し、
ビールに合う豊富な料理メニューとともに青空エールのビールを
堪能している。

宮崎フェニックスブルーイング

西都市産マンゴーを発酵途中の麦
汁にたっぷり入れた、マンゴーの風
味と香り漂うビール。

・ペールエール【飲み放題】

最もポピュラーな英国スタイルで、
すっきりした苦みと日向夏柑皮の
上品な香りが特徴。

・ヴァイツェン【飲み放題】

小 麦麦芽を使ったドイツスタイル
のビール、バイツェン酵母由来の柔
らかいフルーティーさが特徴。

【住所】宮崎県宮崎市橘通東4-6-14
【営業時間】火〜金16：00〜23：00 土・日13：00〜23：00
【定休日】月曜日 【Instagram】https://www.instagram.com/phoenix̲brew/

足立 和俊

代表：

シアトルやポートランドにあるような地域に根付いて、みんなに

・ウィートエール【数量限定】

12月開業。アメリカのクラフトビールが作り出す文化は、醸造所

ほのかな酸味と甘さが特徴的。バ
ナナのような優しい甘さは、食事
にもよく合う。

ごとに特徴があり、アートが飾られていたり、オーガニック材料を

・グリーンズペールエール【飲み放題】

愛される醸造所を宮崎市の中心部につくりたいと思い、2018年

使用したり、環境に優しかったりと醸造所ごとにとっても個性的。
ただのビールを飲む場所ではなく、地域住民のコミュニティの場
所として誰もが気軽に集まれる醸造所を目指している。

油津駅

宮崎県産いちご「あまおとめ」を贅
沢に使ったベルジャンセゾン。

【住所】宮崎市橘通西2-7-7アレグリアビル2F
【営業時間】月〜金15：00〜23：00、土13：00〜23：00、日15：00〜20：00 ※お昼は食べ物の持ち込みOK！
【定休日】月曜日 【TEL】0985-86-9252 【HP】http://www.aozoraale.com/

オーナー：

3号車

・あまおとめ BOM!【数量限定】

日南麦酒株式会社

カスケードホップをメインに使用し、
とても飲みやすい。

・フェニックス IPA【飲み放題】

華やかなホップの香りと柑橘系の
ジュースのような味わい。

【主な販売先】日南市内飲食店、宮崎山形屋やみやざき物産館KONNE、宮崎空港など
※Yahoo！ショッピングでもご購入頂けます

橋本 彰史

オーナー兼ブルワー：

スーパーでたまたま出会ったサミュエル・アダムスのボストンラ
ガーの美味しさに驚き、ビールの世界に開眼。その後、東京の東
銀座にある居酒屋の店内で小規模に造っている地ビールと出会
い、もしかしたら自分にも造れるのではないかと、ビール造りのノ
ウハウを学ぶ。島根や鹿児島にあるマイクロブルワリーでビール
作りを学び、2017年に発泡酒製造の免許を受け、同年9月から
ベルギー風のオレンジとコリアンダーの香りをまとった「ベルジャ
ンホワイト」の出荷を開始。

