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別 紙

１．「リメンバー九州」キャンペーン特別企画

（１）「九州5県パスポート」と「あの日のカレンダー」プレゼント

（２）「記念日新聞」プレゼント

（３）宿泊施設での特典・割引等

① ｢想い出の写真｣を見せると特典

② ｢昔懐かしい料理｣を提供

（１）「九州5県パスポート」と「あの日のカレンダー」プレゼント

キャンペーン専用の旅行商品をご購入いただくと、「引換券」をお渡しします。この「引換

券」を引換箇所（九州5県の主な駅の観光案内所など）にてお渡しいただくことにより、九州

5県の様々な観光情報などを記載した「九州5県パスポート」と「あの日のカレンダー」をプ

レゼントいたします。

※ 引換箇所(九州5県の主な駅の観光案内所など）は「キャンペーン専用パンフレット」、「キャンペーン専用

旅行商品」、または「リメンバー九州キャンペーン特設サイト（http://www.sanyo-kyushu.jp/）」にてご確

認ください。

■「九州5県パスポート」

九州5県パスポートには、ご旅行をより魅力的にする企画が満載。

なお、表紙には団塊世代の方々が謳歌した時代の記憶、そして旅の

旅情感をビジュアルのメインテーマとして、雑誌「MEN S CLUB」や

ハーフサイズカメラなどを取り入れています。

ぜひ、ご旅行のアイテムとして活用ください。

〔九州5県パスポートの概要〕

① 大人の好奇心を満たす九州ならではの｢社会見学｣、｢歴史･伝統工芸｣などの体験を掲載

【長崎県】「瑠璃庵 長崎工芸館」 吹きガラス体験

江戸期の長崎で愛された冷酒用急須「長崎チロリ」。

高度な技術を要するため長年途絶えていた幻のガラス器です。

そのチロリを長崎で初めて復元した瑠璃庵で、吹きガラス体験が

できます。コップや一輪挿し、ぐい呑みを自分の好みの色や装飾で

製作。ガラスに触れ、吹いて、オリジナルの一品づくりを

楽しみながら、匠の崇高な技術に触れる事ができます

「リメンバー九州」キャンペーンでご用意している上記のメニューをご利用いただくには、

主な旅行会社で発売する「キャンペーン専用旅行商品」をご購入いただくことが必要です。

（キャンペーン特典）

・「九州5県パスポート」の提示でガラスキーホルダー等をプレゼント

・4名様以上のご予約で、ガラスを深く知る談話を交えた体験をご用意

’
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「瑠璃庵 長崎工芸館」

住 所：長崎県長崎市松が枝町5-11

電話番号：095-827-0737

営業時間：9時～18時

※火曜定休（吹きガラス体験は、6月下旬～７月頃に3週間ほど休みあり）

体験時間：約15分

料 金：3,150円

アクセス：JR長崎本線長崎駅前から路面電車「大浦天主堂下」下車徒歩約3分

◎前日までに要予約（当日でも空きがあればＯＫ、事前にお問合せください。）

【熊本県】「村上カラシレンコン店」 辛子れんこん作り体験

熊本郷土の味・辛子れんこんは、肥後細川家初代当主・

細川忠利に献上されたのがはじまりといわれています。

かつては門外不出であった逸品を調理体験できる珍しい

お店です。

「村上カラシレンコン店」

住 所：熊本県熊本市中央区新町3-5-1

電話番号：096-353-6795

営業時間：8時30分～17時 ※土曜定休

体験時間：約30分 ※10時～14時の間で体験可能

料 金：1,300円

アクセス：九州新幹線熊本駅から熊本市電へ。「辛島町」電停で上熊本駅方面へ乗り

換え「段山町」電停から徒歩約2分

◎前日までに要予約

【大分県】「音楽博物館ヒットパレードクラブ」 ライブ鑑賞

1950 年代～ 1960 年代の音楽を中心に専属バンドが

当時の雰囲気そのままに生演奏を繰り広げるライブハウス。

連日大入り満員になる話題のスポット。

曲に合わせて歌って踊り古き良き時代にタイムスリップ

した気分になれます。

（キャンペーン特典）

近隣の「肉の大栄」の馬刺試食及び「藤原酒店」でお勧めの焼酎・日本酒の試飲。

（キャンペーン特典）

ライブ後ステージにてバンドメンバーと記念写真
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「音楽博物館ヒットパレードクラブ」

住 所：大分県別府市元町14-8(竹瓦温泉前)

電話番号：0977-21-3166

営業時間：18時～翌1時（土曜日は翌2時）※月曜定休(祝前日の場合は営業)

料 金：男性3,600円、女性3,000円（バイキング、フリードリンク付）

アクセス：ＪＲ日豊本線別府駅から徒歩約10分

◎前日までに要予約 ※お席に限りがありますので、お早めにご予約ください。

【宮崎県】霧島ファクトリーガーデン（霧島酒造株式会社） 工場見学体験

左党にはお馴染みの「黒霧島」で知られる霧島酒造。

初めて“本格焼酎” を提唱し追求してきた技を工場

見学で知ることができます。

創業当時の社屋も復元されており、知れば知るほど

うまさが増していくはずです。

「霧島ファクトリーガーデン（霧島酒造株式会社）」

住 所：宮崎県都城市志比田町5480

電話番号：0986-21-8111

見学時間：11時～、13時30分～の1日2回（工場見学時間約30分）

料 金：無料

アクセス：ＪＲ日豊本線都城駅より車で約10分

◎要前日までの予約

【鹿児島県】「薩摩伝承館」 薩摩の美術品見学体験

薩摩の美術品を多数所蔵・展示する薩摩伝承館。

幕末期、西欧を模倣するのではなく薩摩の美術品に

独自のアレンジを施し世界と渡り合っていた人々の

粋や情熱。日本の美意識にふれる豊かな時間が

ここにあります。

（キャンペーン特典）※20歳以上の方に限ります。

・「九州5県パスポート」の提示で「霧島」のミニボトル（200ml）プレゼント。

・キャンペーンオリジナル「焼酎のおいしい飲み方」レシピ付

（キャンペーン特典）

・学芸員による館内ガイド（1日 2名限定）

※学芸員不在の場合は、ボランティアガイドで対応

・薩摩伝承館オリジナルクリアファイルプレゼント（お一人様につき１枚）
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「薩摩伝承館」

住 所：鹿児島県指宿市東方12131-4 (指宿白水館敷地内)

電話番号：0993-23-0211

開館時間：8時30分～18時

体験時間：約60分

料 金：1,500円（入館料）

アクセス：ＪＲ指宿枕崎線指宿駅より車で約7分

◎要前日までの予約

このほかにも、九州ならではの｢社会見学｣、｢歴史･伝統工芸体験｣など、多数の体験をご

用意しています。詳しくは、「九州5県パスポート」または「リメンバー九州キャンペーン

特設サイト（http://www.sanyo-kyushu.jp/）」にてご確認ください。

② 観光地を楽しく巡るスタンプラリー

キャンペーン期間中、九州5県の観光地に「リメンバー九州」専用のスタンプ（各県内

4箇所、計20箇所）を設置しています。「九州5県パスポート」のスタンプラリーページ

にて、各地のスタンプを集めると素敵な賞品が抽選で当たります。

実施期間は、「平成25年 4月 1日（月）～平成26年 3月 20日（木）※抽選用応募はが

きは、平成26年 3月 23日（日）消印有効」までとなります。

【スタンプ例】

（長崎） (熊本) （大分） （宮崎） （鹿児島）

県名 スタンプ設置箇所

長崎県 グラバー園、出島、雲仙観光協会案内所、小浜温泉観光協会案内所

熊本県 熊本城、阿蘇火山博物館、天草キリシタン館、山鹿灯籠民芸館

大分県
高崎山自然公園、別府駅案内所、由布院温泉観光案内所、

豊後高田市昭和の町(昭和ロマン蔵)

宮崎県
青島神社社務所、道の駅高千穂観光案内所、足湯の駅えびの高原

鵜戸神宮社務所

鹿児島県
仙巌園、砂むし会館砂楽、南九州市知覧観光案内所

霧島市観光案内所

○5県制覇賞

九州5県各県のスタンプをそれぞれ１つ以上集めると、抽選で合計1,000名様に「オ

リジナルノベルティ（九州が舞台の小説集）」を プレゼントします。

※ 抽選は2013年10月、2014年3月の2回行います。各回の当選者数は500名様とし、10月に応募者数が

当選者数に満たない場合等は、3月の抽選に繰越しされる場合がございます。
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○各県制覇賞

九州5県いずれかの各県内のスタンプ（4種類）を集めると、抽選で合計200名様（各

県40名様）に「各県特産品」をプレゼントします。

※ 抽選は2013年7月、10月、2014年1月、3月の4回行います。各回の当選者数は各県10名様とします。

③ 施設（食事･お土産など）の割引等特典

「九州5県パスポート」を提示することにより、九州5県の約200箇所の施設の割引

などの特典を受けることができます。ご旅行の際に、ぜひご活用ください。

※ 特典内容は「九州5県パスポート」または「リメンバー九州キャンペーン特別サイト

（http://www.sanyo-kyushu.jp/）にてご確認ください。

■「あの日のカレンダー」

1945年から現在までの出来事と当時の懐かしい

写真を記載したオリジナル「あの日のカレンダー

（2014年版）」（非売品）をプレゼントします。

特別な日に過去どのような出来事があったのかを

知ることができる貴重なカレンダーです。

（２）「記念日新聞」プレゼント

お客様の数多くある大切な日の中から、ご希望の1日（記念日）を選んでいただき、ご宿

泊される宿泊施設にて、「記念日新聞（１面記事）」をお渡しします。

ご宿泊時にお客様だけの大切な記念日の懐かしい想い出をお楽しみいただけます。

県名 ご協力いただく新聞社

長崎県 長崎新聞

熊本県 熊本日日新聞

大分県 大分合同新聞

宮崎県 宮崎日日新聞

鹿児島県 南日本新聞

※ ご旅行開始日の10日前までに主な旅行会社で発売する「キャンペーン専用旅行商品」をご成約いただい

たお客様に限ります。ご成約時にご希望の1日（記念日）を旅行会社のスタッフにお伝えください。

※ 記念日新聞を提供する宿泊施設は、主な旅行会社で発売する「キャンペーン専用旅行商品」にて確認くだ

さい。

※ ご希望の１日（記念日）は昭和21年6月 1日以降をお選びいただきます。

※ 新聞は、記念日の1面を提供します

※ 宿泊箇所１室につき、１枚の新聞をご提供します。

※ １旅行行程につき、１回のみのご提供となります。
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（３）宿泊施設での特典等

①｢想い出の写真｣を見せると特典

ハネムーンや修学旅行など、昔九州旅行をした際の「想い出の写真」をご提示いただく

と、宿泊施設ごとの特典を受けることができます。

今回のご旅行を機に、「想い出の写真」を持参することで、当時の想い出を語りあうき

っかけになります。

※『「想い出の写真」を見せると特典』を提供する宿泊施設は、主な旅行会社で発売する「キャンペーン

専用旅行商品」にてご確認ください。

②｢昔懐かしい料理｣を提供

宿泊施設で昔、人気だった懐かしい料理をご提供します。味とともに、懐かしさと想

い出を楽しむことができます。

※「昔懐かしい料理」を提供する宿泊施設は、主な旅行会社で発売する「キャンペーン専用旅行商品」に

てご確認ください。

２．ご旅行をさらに魅力的にするキャンペーン情報

（４）「想い出の旅アドバイザー」の紹介 ※キャンペーン期間限定企画

（５）「各県エリアの観光情報」を紹介

（６）「昔懐かしい駅弁」を紹介

（４）想い出の旅アドバイザー ※キャンペーン期間限定企画

昔訪れた旅館や施設など想い出の地を訪れたいが、場所が分からずに自ら探すのが難しい。

リメンバー九州キャンペーン期間限定でお客様の想い出の地をできる限りお探しするお手

伝いをします。

【「想い出の旅アドバイザー」お問い合わせ箇所】

お問い合わせ先 電話番号

【対応時間】

平成25年 4月 1日～

平成26年 3月 31日

の平日10:00～16:00

【お問い合わせ内容】

当時の想い出の場所、

観光情報

長崎エリアに

関すること

社団法人

長崎県観光連盟
095-826-9407

熊本エリアに

関すること

公益社団法人

熊本県観光連盟
096-382-2660

大分エリアに

関すること

社団法人

ツーリズムおおいた
0977-26-6250

宮崎エリアに

関すること

公益社団法人

みやざき観光コンベンション協会
0985-26-6100

鹿児島エリアに

関すること

公益社団法人

鹿児島県観光連盟
099-223-5771

※ ご依頼に対して、できる限りご協力いたしますが、お答えできない場合もありますのでご了承ください。

※ お問い合わせ内容によっては、すぐにお答えできませんので、ご旅行前にお問い合わせください。

上記 3 点については、「リメンバー九州キャンペーン」実施にあわせて紹介するコンテ

ンツになります。主な旅行会社で発売する「リメンバー九州キャンペーン」専用旅行商品

をご購入いただいた際に、ぜひご活用ください。
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（５）各県エリアの観光情報を紹介

九州5県のおすすめ観光情報をご紹介します。

【長崎県】長崎市内の主要観光地を巡るのにおトクなパスポート「長崎プラチナパスポート」

長崎市内観光施設11箇所、長崎通さるく39コース（一部は利用不可）、ぷちグルメ11商

品の中から5つまたは3つを選択して使用できるパスポートです。

なお、「九州5県パスポート」提示で大人用を定価より100円引きで購入できます。

◆長崎プラチナパスポート５【定価（税抜）】

（路面電車１日乗車券付） [大人用] 1,950円

（路面電車１日乗車券なし）[大人用] 1,500円

◆長崎プラチナパスポート３【定価（税抜）】

（路面電車１日乗車券付） [大人用] 1,550円

（路面電車１日乗車券なし）[大人用] 1,100円

◎購入箇所：長崎市総合観光案内所(JR長崎駅構内)

◎営業時間：8：00～20:00 年中無休

◎お問い合わせ：長崎国際観光コンベンション協会 095-823-7423

【熊本県】熊本の温泉を楽しもう「くまもと湯巡手形」

にっぽんの温泉100選にも 4箇所が選定されている熊本県の

温泉を楽しんでいただくために、協賛旅館にお泊りの方に、

3日間有効の「くまもと湯巡手形」をプレゼントします。

◎実施期間：平成25年 4月 1日～9月 30日

※10月以降も、内容を一部リニューアルして継続実施予定

◎入手箇所：熊本県の協賛旅館

◎お問い合わせ：熊本県観光連盟 096-333-2335

【大分県】別府の知られざる魅力を満喫「別府八湯ウォーク」

別府八湯（別府・鉄輪（かんなわ）・浜脇・観海寺（かんかいじ）・明礬・堀田・柴石・亀

川）を地元ボランティアガイドが歩きながらご案内する、予約なし（10名以上の場合は、要

予約）で気軽に参加できるウォーキングツアーです。ガイドのおすすめスポットをゆっくり

と解説を交えながら楽しく歩きます。

◆（一例）竹瓦ゆうぐれ散策

◎実 施 日：毎日16:00～（年末年始除外あり）

◎料 金：大人500円、小学生以下無料

◎集合場所：花菱ホテル（北浜公園隣）

◎アクセス：別府駅より徒歩約5分

◎お問い合わせ：別府市旅館ホテル組合連合会 0977-22-0401



8

【宮崎県】タクシーでらくらく「神話巡りタクシーツアー（６コース）」

「神話のふるさと みやざき」にある、古事記や日本書紀の舞台となった場所や、ゆかりの

場所をタクシーで巡ります。各コース8時から12時までの4時間の周遊となりますが、コー

ス毎に設定しているお立ち寄り可能スポットを選択して変更することも可能です。

◆コース

①宮崎市近郊コース

江田神社、みそぎ池、木花神社、青島神社等

②延岡・日向近郊コース

可愛山稜～可愛権現神社～愛宕山～大御神社

③延岡・西臼杵近郊コース

可愛山稜～愛宕山～日之影温泉駅

④日南・串間近郊コース

吾平津神社～榎原神社～串間神社～御崎神社

⑤西都・児湯近郊コース

記紀の道～西都原古墳～都農神社

⑥北諸・西諸近郊コース

東霧島神社～狭野神社～霧島東神社

◎実施期間：平成25年 4月～平成26年 1月 26日までの金・土・日

◎集合場所：各エリアのＪＲ駅もしくはホテルから出発（①コースは宮崎空港を含む）

◎料 金：各コース1,300円

◎お問い合わせ：宮交観光ツアーデスク 0985-53-2323

【鹿児島県】歴史や文化に触れる「鹿児島ぶらりまち歩き」

地元ボランティアガイドとの会話を楽しみながら、鹿児島の

歴史や文化に触れることができます。全22コースにまつわる

歴史やエピソードを聞きながら観光スポットを巡れば、一味違う

鹿児島の魅力を感じるかもしれません。

団体・グループに合わせたオーダーメイドプランでの参加も

可能です。

※要事前予約

◎参 加 料：1名 500円（高校生以上）

◎期 間：毎日（12/29～1/3休）

◎集合場所：コースにより異なります。

◎お問い合わせ：鹿児島まちあるき観光ステーション 099-208-4701
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（６）昔懐かしい駅弁を紹介

九州各地では、駅や車内で味わった昔懐かしい駅弁を今でも販売しています。ぜひ、ご旅

行の際には、懐かしの味をご賞味ください。

駅弁名称

( ):発売額
内容 発売開始 発売箇所 発売元

長崎街道

焼麦弁当

(900円:税込)

大正2年、日本で最初に販売を開始した「か

しわめし」と昭和31年発売の「焼麦」。九

州を代表する２つの味を同時に味わうこ

とができます。

大正2年

(かしわめし)

昭和31年

(焼麦)

博多駅、

鳥栖駅、

新鳥栖駅

㈱中央軒

0942-82-3166

栗めし

(900円:税込)

山菜や煮物と共に炊き込みご飯の上に散

らしたカンピョウ、人吉盆地の甘い甘い栗

が食欲をそそります。赤い栗の形の容器と

共に一度食べたら忘れられない駅弁です。

昭和40年

人吉駅、

「いさぶろう」

「しんぺい」

車内

㈲人吉駅弁

やまぐち

0966-22-5235

かしわめし

(720円:税込)

都城の郷土料理を駅弁にアレンジ。鶏スー

プや醤油などで炊き込んだご飯の上に錦

糸卵や甘辛く煮込んだかしわの胸肉をス

ライスして盛り付けています。

昭和30年 西都城駅前
㈱せとやま弁当

0986-22-1000

元祖

椎茸めし

(720円:税込)

宮崎を代表する名物の１つである駅弁。

宮崎県えびの産「ひのひかり」を鶏ガラス

ープで炊き込んでおり、肉厚の椎茸が噛む

ほどに口に広がります。

昭和28年 宮崎駅
宮崎駅弁当㈱

0985-24-2913

えびめし

(900円:税込)

赤エビを細かく砕いてごはんと一緒に炊

き込んでいます。脇を固める食材の「若鶏

の揚げ煮」「和風えびフライ」が絶品です。

昭和34年

出水駅

川内駅

鹿児島中央駅

㈱松栄軒

0996-62-0617

（長崎街道焼麦弁当） （栗めし）

（かしわめし）

（元祖椎茸めし）

（えびめし）
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[リメンバー九州キャンペーン プロモーション]

団塊世代に人気の谷村新司さんを起用し、「懐かしの九州」

を訴求するプロモーションを駅・電車内・ＷＥＢ当で実施します。

また、ＪＲおでかけネットでは、「リメンバー九州キャンペ

ーン」に連動した特設サイトを公開し、詳細なキャンペーン情

報のほか、谷村新司さんご夫妻にご出演いただいたＴＶＣＭで

ご紹介したロケ地巡り（4月中旬公開予定）や、懐かしい想い

出の地巡りの旅（4月下旬公開予定）をご紹介します。

さらにリメンバー九州キャンペーン連動企画｢あの頃リメン

バー｣と題して、皆さまの九州旅行の想い出のエピソードを募集

し、特設サイトにてご紹介する企画もご用意しております。

想い出のエピソード募集は、キャンペーン期間中5回実施予定

です。第1回のテーマは「九州への修学旅行」です。

採用させていただいた方の中から抽選で、素敵な賞品

（｢選べるギフト3,000円分｣10名様×5回）をプレゼントします。

皆さまのご投稿をお待ちしております。

※ 投稿方法等の詳細は、リメンバー九州キャンペーン特設サイト（http://www.sanyo-kyushu.jp/）

にてご確認ください。

〔キャンペーン専用の旅行商品〕

主な旅行会社では、往復ＪＲ利用に宿泊がセットになったキャンペーン専用の旅行プラン

を発売しています。

今回、キャンペーンの一環として、全日本空輸株式会社・日本航空株式会社と連携して、

宮崎と熊本・鹿児島を周遊する旅行商品（片道航空便・片道ＪＲ）‘エアー＆レール’商品

を設定することとなりました。九州新幹線開業以降、南九州を着地とした、航空便とＪＲ（新

幹線）のコラボによる個人型旅行商品の設定・発売は初となります。（詳細は全日本空輸株

式会社、日本航空株式会社との3社でのプレスをご覧下さい。）

また、キャンペーンに伴う特典を多数ご用意頂いております、「株式会社フェリーさんふ

らわあ」と連携した、片道フェリー・片道ＪＲの商品も是非ご利用下さい。

その他、キャンペーン専用の旅行商品の詳細は、主な旅行会社におたずねください。

〔駅貼ポスターデザイン〕


