
●お申し込み・お問い合わせ

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丁目12番23号 JR九州1号ビル4階

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。

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。最終日程表は出発日の2日前までにお渡し致します。

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。

７．個人情報の取扱について

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。

※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。

５．取消料

この旅行条件は２０20年1月１日を基準としています。
又、旅行代金は２０20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。

６． 旅行条件・旅行代金の基準

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。

３．旅行代金に含まれるもの

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。

４．旅行代金に含まれないもの（一部例示いたします。）

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。

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。

１． 旅行のお申込方法及び契約の成立について

①お申込金(お一人様)

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。

２． 旅行代金のお支払い

3万円未満 6万円未満1万円未満
2,000円 5,000円 10,000円

観光庁長官登録旅行業第９６５号（一社）日本旅行業協会会員

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

九州旅客鉄道株式会社
営業部法人旅行センター

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

TEL.092-482-1489
総合旅行業務取扱管理者  合原 由智
【営業日】平日10：00～18：00 土日祝休業

※上記列車の時刻より一部変更が生じる可能性がございます。正式なお時間につきましては、最終日程表にてお知らせ致します。

【注意事項（追記）】■列車内及びバス車内では、ご相席をお願いする場合がございます。■昼食はビュッフェ形式・立席となります。■昼食時のワインはグラス交換制とさせていただきます。
■昼食時に3杯飲みきらない場合でも、チケット部分の払戻は致しかねます。■昼食時は、赤ワインと白ワインをご提供します。

宮崎駅 飫肥駅 飫肥駅 宮崎駅武家屋敷 伊東邸

10：57発 12：06着
貸切列車 貸切列車

12：20～14：20 14：40発 15：50着

うまれたばかりの香月ワインズ3rdヴィンテージワインが、
最高のマリアージュを求めて生産者を探す旅に出ます。
そのマリアージュの瞬間にあなたも立ち会ってみませんか？

【旅行代金に含まれるもの】JR券代、香月ワイン（1人4杯まで）、
貸切バス代、昼食代（ビュッフェ形式）
※貸切バス運行会社：有限会社大清

80名様（最少催行人員70名様）

※20歳未満の方のお申込みはお受付致しかねます。
11,000円（税込）大人お1人様

2020年3月8日（日）出発日

募集人員

宮崎駅出発駅

旅行代金

2020年2月28日（金）まで申込期限

同行します

生産者トークイベント※南氏は除く 昼食（ビュッフェ形式・立席）、買い物

添乗員

行程

TRAIN香月ワインズ

※写真はすべてイメージです。

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
①10日目に当たる日以降の解除（②～⑤を除く）
②7日目に当たる日以降の解除（③～⑤を除く）
③旅行開始日の前日の解除
④旅行開始当日の解除
⑤旅行開始後の解除、または無連絡不参加

日帰り旅行
旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

宮崎県綾町にある、少量生産の
手造りナチュラルワインである
「香月ワインズ」の3 rdヴィン
テージワインを提供します。

1 行きの列車内では、生産者たち
によるトークイベントを開催
します。※南氏は除く

3

昼食は、あすか農園の野菜や南
いちご農園のいちごを使用した
お食事をビュッフェ形式で提供
します。

4

ワインのご提供は、宮崎駅から
飫肥駅へ移動する車内で1杯、伊
東邸で3杯（3rdヴィンテージの
赤・白）をご提供します。

5

飲み放題ツアーではありません
ので、飲料等のお持込は自由
です。

6

行きの列車内では希少な2018 
Aya L'Orange（綾ロランジュ）※1
と今回のために商品開発した
こだわりの生チョコ※2で乾杯
します。

2

生産本数242本限定の希少なワイン。オレンジ
ワインと言われ、白ブドウを皮や茎と一緒に発酵
させて造る、古代から使われている醸造法で仕
込んだワイン。
「独創性」と「美味しさ」を追求し続けている
「meme chocolat」のチョコレートに香月ワイ
ンズの「2019Aya Rouge」を練りこんだ特別な
生チョコ。

※1

※2

ツアー当日は、
3rdヴィンテージの

2019Aya Rouge/Blancの
販売も行ないます
（数量限定）



生産者ご紹介

●2019Aya Rouge（赤）
●2019Aya Blanc（白）

●祝蕾（子持ち高菜）
●グラウンドペチカ
　（じゃがいも）
●スティックセニョール

TRAIN香月ワインズ

1974年宮崎市生まれ。2000年に
ニュージーランドへ渡り、現地のワイ
ナリーに約10年間勤務。その後、宮
崎県に帰郷し「香月ワインズ」を立
ち上げる。畑作りから葡萄の栽培、
醸造、瓶詰めまでを行う宮崎初の
個人ワイナリー。2017年7月に念願
のワイナリーが完成し、2018年2月
に初めてのオーガニックワインを
1000本限定で発売。

香月 克公
か つき よし ただ

香月ワインズ 代表

大分県宇佐市出身。宮崎大学農
学部卒業。大学時代に堀切峠で見
た海に感動して「宮崎での就農」を
決意。就農場所を求め県内を車で
走り回り、日南市北郷町を訪れた際
に即決。幼少期に遊んだ祖父のみ
かん山の景色と北郷町の自然にイ
ンスピレーションを受け、2004年より
就農開始。観光いちご農園を営む
他、地域興し活動にも積極的に取
り組む。

南 浩二
みなみ こう じ

南いちご農園 代表

1972年宮崎市生まれ。2001年にカ
フェ『MEME』のオーナーシェフと
して活躍し、その後チョコレートに
特化したスイーツ事業を展開。
“自分の作るチョコレートで、世界中の
チョコレートに挑戦状を叩きつけて
みたい”そんな思いから、2017年に
宮 崎 市にチョコレート専 門 店
『meme chocolat』をオープン。
今回のツアーでは「 2 0 1 9 A y a 
Rouge」を練りこんだ特別な生チョコ
を解禁。

森岡 博之
もり おか ひろ ゆき

meme chocolat 代表

1992年、千葉県木更津市生まれ。
都会、競争社会での暮らしに疲れ、
母の実家である宮崎県日南市を訪
れる。高齢化の進む酒谷の地域の
方々の温かさや自然との生活の心
地よさに魅了され、2017年、移住、
就農を決意する。現在は年間約
400品種の野菜を栽培し、県内の
ホテルやレストラン、百貨店、道の駅
との取引を中心にイベント販売や
野菜セット販売なども行っている。

辻 麻須香
つじ あ す か

あすか農園 代表

商品ご紹介 各社商品の金額は2020年1月現在

香月ワインズ あすか農園 南いちご農園 meme chocolat

各種 7,700円（税込）
各種 200円（税込）
150円（税込）

●いちご（280g）

●ゴロゴロいちごジャム
　（170g）

500円（税込）
400円（税込）

●ショコラリング
1,000円（税込）

※写真はすべてイメージです。


