
お申し込み・
お問い合わせ JR九州旅行佐賀支店  TEL0952-24-7897

ロマンシング佐賀ロマンシング佐賀

11:20頃発 13:15頃着
小城駅 多久駅 唐津駅行き

の旅
貸切列車でめぐる

佐賀とサガ
のファンで
一緒に

盛り上がろう!

昼食は
参加者全員に
「お弁当」を
準備して
おります。

JR小城駅、
JR多久駅にて
「記念撮影」
をします!

参加者
全員に
もれなく

「オリジナルグッズ」

10時50分
佐賀駅改札口

49名 (最少催行人員 40名) 
添乗員が同行致します。

平成27年

6月27土旅行日

募集人員

集合時間

集合場所

旅行代金 3,500円

佐賀駅

記念撮影 ふるさと会館「アルピノ」で
グッズ販売

プレゼント!を

片道(行き)
の料金です。
帰りのJRをご希望の
方はJR切符料金を
別途に賜ります。

(片道乗車券・お弁当を含む)

SQUARE ENIX CO., LTD. ALL Rights Reserved.C



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いますので、事前にご確認の上お申込みください。）

1～14名
15～30名
31名以上

100％
不泊

100％
100％

50％ 20％
20％ 無料

20％30％ 10％

無料
当日

50％
50％

前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前～10日前

⑤旅行開始当日の解除 旅行代金の50％ 旅行代金の50％
⑥旅行開始後の解除、または無連絡不参加 旅行代金の100％ 旅行代金の100％

旅行契約の解除期日
●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

取消料
宿泊付旅行 日帰り旅行

①20日目に当たる日以降の解除（③～⑥を除く） 旅行代金の20％ 無料
②10日目に当たる日以降の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の20％ 旅行代金の20％
③7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑥を除く） 旅行代金の30％ 旅行代金の30％

④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％ 旅行代金の40％

取消料

旅行代金
お申込金

1万円未満 1万円以上3万円未満 3万円以上6万円未満 6万円以上
2,000円 5,000円 10,000円20,000円

※但し、往復鉄道を利用する当社募集型企画旅行商品については、
　15日目にあたる日以前の解除については、取消料は無料といたします。

宿泊プランのみをお申し込みの場合

●募集型企画旅行契約
この旅行は九州旅客鉄道㈱（福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号観光
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、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件
出発前にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によ
ります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えて
お申し込みください。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り扱います。
(2)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社
が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
お申込金の支払をしていただきます。
(3)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。
(4)お申込金（おひとり様）

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって14日目にあたる日より前
（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。
また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署
名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことが
あります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、
お客様の承諾日といたします。
●取消料
旅行契約成立後、お客様のご都合で契約を解除されるときは、次の金額を
取消料として申し受けます。

●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（注釈のないかぎりエコノミー
クラス又は普通座席）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税。これらの費
用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいた
しません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含み
ません。）
●特別補償
当社は、当社の規程に基づく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な外来の事故により、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：1500万円・入院見舞金として入院日数により：2～20万
円・通院見舞金として通院日数により：1～5万円・携行品損害補償金：お
客様1名につき～15万円（ただし、補償対象品1個あたり10万円を限度とし
ます。）
●通信契約による旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）
のカード会員（以下「会員」といいます。）より、会員の署名なくして旅行代
金や取消料等のお支払いを受けること（以下「通信契約」といいます。）を条
件に電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申し込みを受
ける場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります（受託旅行業者により当
該取り扱いができない場合があります。また取り扱いできるカードの種類も受
託旅行会社により異なります。）

a.通信契約のお申し込みに際し、会員はお申し込みをしようとする「募集型
企画旅行の名称」、「旅行開始日」「会員番号」、その他の事項を当社にお
申し出いただきます。
b.通信契約による旅行契約は、当社が契約を承諾する旨の通知を発したとき
に成立するものとします。
c.通信契約での「カード利用日」は、会員又は当社が旅行契約に基づく旅行
代金等の支払い又は払戻債務を履行するべき日とし、前者の場合は契約成立
日、後者の場合は減額または解除を行った旨をお客様に通知した日とします。
d.通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカ
ードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携
会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社は通信契約を解除
し、左表の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定す
る期日までに現金による旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りでは
ありません。
●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがありま
す。又、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難で
ある場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国
内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お
申込店の販売員にお問い合わせください。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送
・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご通知ください。
（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知く
ださい。）
●個人情報の取扱について
当社及び販売店は、旅行申込の際に提出されたお申込書等に記載された個人
情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客
様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービ
スの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用さ
せていただきます。このほか、当社及び販売店では、①当社及び当社と提携
する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見や
ご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計
資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2014年6月1日を基準としています。また、旅行代金は
2014年6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。

〈旅行企画実施〉
観光庁長官登録旅行業第965号　一般社団法人日本旅行業協会会員

佐賀市佐賀駅前中央1-11-10　TEL 0952-24-7897
総合旅行業務取扱管理者

前間 悦治
九州旅客鉄道株式会社JR九州旅行佐賀支店

お申し込み・お問い合わせ

ロマンシング佐賀ロマンシング佐賀の旅
貸切列車でめぐる

“ロマンシング佐賀”列車が走る唐津線区間
　内の4駅（佐賀駅、小城駅、多久駅、唐津駅）が、
  ホーム壁面やキャラクターパネルで、
“ロマンシング佐賀2”仕様に装飾されます。

SQUARE ENIX CO., LTD. ALL Rights Reserved.C唐津線 久保田･佐賀方面(上り)

★帰りはスタンプラリーを楽しもう!!
※コラボグッズ・スタンプラリーについては、
　特設WEBサイトをご覧ください。

URL : http://romasaga2.jp/ 

すれば出てきます。検 索ロマンシング佐賀2
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多久駅 小城駅 佐賀駅帰り 唐津駅

小城駅

多久駅

唐津駅
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行き先板ぶらさがり

階段脇柱

唐津駅で降りたら、唐津駅から歩い
てすぐの場所にある施設“アルピノ”
に行ってみよう。1階のお土産販売エ
リアには、“ロマンシング佐賀2”の
コーナーができている。コラボの有
田焼やお菓子を購入するチャンス！

※

佐賀駅


