
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」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 地元ならではの料理を提供 

（４）くまもとくるり食べ歩きクーポン 

 

 

 

 

 

（１）「九州 5県パスポート」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

旅行でお楽しみいただける特典や観光情報が満載の「九州 5県パスポート」をプレゼント。 

※ 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/）」でご確認

ください。 

 

■ 表紙デザイン 

表紙のデザインは、1960年代後半～1970年、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メインテーマとし、当時、人気の雑誌 

「平凡パンチ」や、女性に流行したパンタロンやボーダーのニット、大阪 

万博記念ラジオ、ペイズリーの旅行バッグなどを取り入れています。 

 ぜひ、ご旅行をより楽しく、豊かにするアイテムとして「九州 5県パス 

ポート」をご活用ください。 

 

■ 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「歴史」「文化」を学び、体験できる企画を掲載 

  

【佐賀県】「ろくろ座」 ろくろ体験 

 

土の塊を自分の手で形に変えていく時のワクワクするような気持ち。 

そんな陶芸の魅力に触れられるのが「ろくろ座」。プロの手ほどきを 

受けながらなので、初心者でも安心。 

 体験時間は約30分。2ヶ月後には、焼きあがった器が届くので、2度 

お楽しみいただけます。 

 

 

 

 

「リメンバー九州」キャンペーンでご用意している上記の特別企画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） 

・体験された方に、オリジナル絵付きハマ（陶器製敷物）をプレゼント 

 ※ハマ･･･磁器を焼くときに窯の中で、器物の下に敷く丸い敷物 
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  「ろくろ座」 

     住  所：佐賀県西松浦郡有田町泉山1-30-1  

電話番号：0955-41-1302 

     営業時間：10時～16時（受付は15時まで） ※木曜定休 

体験時間：約30分 

料  金：1,950円～（送料別） 

アクセス：ＪＲ上有田駅から徒歩約5分 

◎要予約（当日予約可）※必ず事前にお電話でお問い合わせください。 

 

 

【長崎県】「川政べっ甲製作所」 べっ甲細工体験 

 

鎖国時代にその技術が伝来して以降、世界的工芸品へと育った 

長崎のべっ甲細工を約30分で気軽に体験できます。 

50種類以上あるべっ甲の型から選び、型に切り取られた海亀の 

甲羅を磨き上げていく作業を体験していただけます。 

出来上がったべっ甲は、ネックレスまたはストラップに職人が 

加工いたします。 

 

 

 

 

「川政べっ甲製作所」(長崎歴史文化博物館内) 

  住    所：長崎県長崎市立山1-1-1 

電話番号：095-818-8366 

営業時間：9時30分～16時 ※水曜定休および博物館の休館日 

（博物館は基本的に第3火曜日休館ですが、月によっては 

変更となる場合があります。） 

体験時間：約30分  

料  金：1,300円 

アクセス：ＪＲ長崎駅より、路面電車「桜町電停」下車、徒歩約7分  

◎予約優先 ※当日可 

 

 

【熊本県】「熊本城本丸御殿」 本丸御膳体験（熊本城）  

 

築城400年を記念して復元された熊本城の本丸御殿。この本丸 

御殿にある「大御台所」で、往時の食文化を体験。 

 熊本の貴重な料理秘伝書「料理方秘」や、近世熊本の食品・ 

料理集「歳時記」をアレンジした復刻料理「本丸御膳」をぜひ、 

お召しあがりください。 

 

 

 

 

（キャンペーン特典） 

・体験された方に、べっ甲ストラップまたはネックレスプレゼント 

（キャンペーン特典） 

・体験された方に、熊本城ポップアップカードをプレゼント 
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「熊本城本丸御殿」 

住  所：熊本県熊本市中央区本丸1-1 

電話番号：096-325-0092（郷土料理 青柳） 

営業時間：10時～17時（提供時間は11時30分～14時）※12/29～1/3休 

体験時間：約60分 

料  金：3,000円（入園料別途） 

アクセス：ＪＲ熊本駅から熊本市電に乗り換え、熊本城･市役所前電停から徒歩約10分 

◎前日までに予約ください。（1日概ね50食限定） 

 

 

 【大分県】「由布院ステンドグラス美術館」 ステンドグラスづくり体験 

 

お好みのガラスピースを選んで、フォトフレームまた 

   はミラーフレームを作成できます。 

    気軽に体験いただけ、体験を機に教室に通い始める方 

   がでるほど楽しんでいただけます。旅の想い出作りが、 

   新たな趣味との出会いになるかもしれません。 

    

 

 

 

 

「由布院ステンドグラス美術館」 

 住  所：大分県由布市湯布院川上2461-3 

電話番号：0977-84-5575 

営業時間：9時～18時（最終入館17時30分） ※無休 

体験時間：約90分 

料  金：1,500円～（入館料別） 

    アクセス：ＪＲ由布院駅より徒歩約15分 

◎ 当日予約可 ※ 必ず事前にお電話でお問い合わせください。 

 

 

 【鹿児島県】「浅田錫器」  錫器づくり体験  

 

錫は本来、イオン化傾向が強く、不純物を取り除く働き 

があるため、日本酒や焼酎の雑味を消して美味しくすると 

いわれています。 

10種類の模様から好みのものを選び、金槌で叩いて錫の 

表面に刻んで、世界に一つだけの自分の錫器を製作ください。 

 

 

 

 

 

    

（キャンペーン特典） 

体験された方に、 

・オリジナルストラッププレゼント 
・由布院ステンドグラス美術館入館料 100円割引（1,000円⇒900円）  

（キャンペーン特典）※以下の３点から１つお選びいただけます。 

・錫製マドラープレゼント 

・お持ち帰り用桐箱プレゼント 

・店内商品 20％OFF 
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 「浅田錫器」 

     住  所：鹿児島市樋之口町6-19 

電話番号：099-222-2752 

営業時間：9時～18時 ※無休 

体験時間：約 20分 

料  金：3,000円（お選びいただく器により異なります） 

アクセス：ＪＲ鹿児島中央駅から、鹿児島市電乗換「市立病院前」から徒歩約 6分 

◎予約優先 ※当日予約可 

 

   このほかにも、九州ならではの「歴史」「文化」を学び、体験できる企画を、多数ご用意

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/）」でご確認ください。 

 

 

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 26年 4月 1日（火）～平成 27年 3月 20日（金） 

※ 抽選用応募はがきは、九州 5県制覇賞は平成 27年 3月 20日（金）、各県制覇賞は平成 27年 3月 23日（月） 

の消印有効までとなります。 

【スタンプ例】 

   （佐賀）        (長崎)      （熊本）    （大分）    （鹿児島）

            

県名 スタンプ設置箇所 

佐賀県 
佐賀城本丸歴史館、武雄温泉（まちなか案内所がばい）、 

曳山展示場、吉野ヶ里歴史公園 

長崎県 
グラバー園、出島、雲仙温泉観光協会案内所、 
小浜温泉観光協会案内所 

熊本県 
熊本城桜の馬場城彩苑内「湧々座」、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 

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50名様（各県10名

様）に「リメンバー九州セレクト 各県の伝統工芸品」をプレゼント。 

※抽選は平成26年10月、平成27年3月の2回行います。各回の当選者数は25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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       ■ 5県制覇賞品一覧（各県の伝統産業品をご用意） 

【佐賀県】 

 

肥前ビードロ 

（ペア×３種類セット） 

【長崎県】 

 

べっ甲 ネックレス 

【熊本県】 

 

肥後象嵌 万年筆 

【大分県】 

 

竹細工バッグ 

【鹿児島県】 

 

薩摩切子 創作猪口（ペア） 

 

 ○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。 

※抽選は平成26年7月、10月、平成27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 九州スイーツお試し特典 

     リメンバー九州キャンペーン限定で、九州スイーツをお試しできる特典をご用意し

ました。指定店舗で九州 5県パスポートをご提示いただくと、お一人様 1商品につい

き、1回のみご利用いただけます。 

   【佐 賀 県】元祖阿わび屋 大原老舗「松露饅頭」 

   【長 崎 県】文明堂「カステラ巻」 

   【熊 本 県】あそりんどう「いきなり唐芋棒」 

   【大 分 県】ざびえる本舗「ざびえる」 

   【鹿児島県】薩摩 蒸氣屋「かるかん饅頭・かすたどん」 

    ※いずれも、各県主要駅から近い店舗でのご提供となります。 

詳しくは、「九州 5県パスポート」また「リメンバー九州キャンペーン特設サイト 

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

 

④ 九州 5県クロスワードパズル 

     九州 5県にちなんだ「クロスワードパズル」を 5問（各県 1問）ご用意。旅行の移

動中や、宿泊施設など、旅の途中で頭の体操をお楽しみください。 

 

⑤ 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 250施設で、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設サイト 

http://www.sanyo-kyushu.jp/」でご確認ください。 

新登場 

新登場 

5 

http://www.sanyo-kyushu.jp/


（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 

佐賀県 佐賀新聞 

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 

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「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、記念日の第 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。 

 

（３）くまもとくるり食べ歩きクーポン 

リメンバー九州キャンペーンの対象商品をご成約のお客様限定で、「熊本 

城桜の馬場城彩園」「黒川温泉」「天草」の協賛店 28店舗でご利用になれる 

4枚組（350円）のお得なクーポンをオプション販売します。 

※店舗･サービスによりクーポン券の利用枚数が異なります。 

旅行商品購入時のオプション販売のみとなります。現地での販売は行っておりません。 

※旅行会社でご購入になられた引換券を現地の指定箇所でお引換えください。 

 

（４）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って

はいかがでしょうか。 

※『「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」でご確認ください。 

 

② 地元ならではの料理を提供 

 宿泊施設で地元ならでは料理をご提供します。味とともに、懐かしさと想い出も楽し

むことができます。 

※「地元ならではの料理」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」

でご確認ください。 
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（５）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 26年 4月 1日～ 

平成 27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 

佐賀エリアに 

関すること 

一般社団法人 
佐賀県観光連盟 

0952-26-6754 

長崎エリアに 

関すること 

一般社団法人 

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 

公益社団法人 

ツーリズムおおいた 
0977-26-6250 

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。 

 

 

２．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（または、京阪神発のみ片道ＪＲ＋片道フェリー利用）

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ます。キャンペーン特別企

画は対象商品ご成約のお客様限定の企画です。 

  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。 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 掲載のパンフレットは京阪神発のものです。 
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