
１ 「リメンバー九州」キャンペーン特別企画

(1) 「リメンバー九州パスポート」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（大阪駅「JR西日本ジパング倶楽部コーナー」や九州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「リメンバー九州パスポート」をプレゼント。

※引換箇所(大阪駅「JR西日本ジパング倶楽部コーナー」や九州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、レトロで親しみやすく、ユーモアのあるタッチの

イラストが特徴で「あまから手帖」の挿絵なども手がけた「宮野耕治」

さんが九州各県の観光素材や体験素材、スイーツ等を紹介しています。

ぜひ、ご旅行をより楽しく、豊かにするアイテムとして「リメンバー

九州パスポート」をご活用ください。

■ リメンバー九州パスポートの概要

① 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。５県の指定店舗で「リメンバー九州パスポート」をご提示いただくと、各県

の人気スイーツをご試食いただけます。今年度は提供商品数を各県１商品から３商品

の計１５商品に拡大しています。ぜひ、九州のスイーツをお楽しみください。

（お一人様１商品につき、１回のみご利用いただけます。）

佐賀県

村岡屋

「さが錦」２個

北島

「花ぼうろ」１個

鶴屋菓子舗

「肥前ケシアド」１個

長崎県

白水堂

「びわゼリー」１個

文明堂総本店

「カステラ巻・三笠山」

1セット

菓秀苑 森長

「ふわふわパイ」２個

「リメンバー九州」キャンペーンでご用意している以下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」をご購入いただく必要があります。

特典数拡大



熊本県

お菓子の香梅

「武者がえし」２個

あそりんどう

「一五九二」２個

株式会社とみよし

「いろはにぽてと」１個

大分県

ざびえる本舗

「瑠異沙」２個

宝物産株式会社

「かぼすﾀ゙ｸﾜーｽ゙」１個

宝物産株式会社

「ゆふいんﾐﾙｸﾌｨﾅﾝｼｪ」

２個

鹿児島

県

もなかやばぁちゃん家

「火山桜島もなか」１個

明石屋

「かるかん饅頭」１個

薩摩菓子処 とらや

「タルトじゃっど」２個

※いずれも、各県主要駅構内や駅から近い店舗でのご提供です。

詳しくは、「リメンバー九州パスポート」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 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

各県ならではの体験企画やリメンバー九州キャンペーン限定の特典をご用意しまし

た。その土地ならではのグルメ情報や観光情報なども合わせて掲載していますので、観

光地を楽しく周遊いただけます。

【佐賀県】「巧工房」 陶芸体験＆ランプシェード彫り体験

たっぷりの土を使える陶芸体験。土を使い切

るまで、何作品でも陶芸を満喫できます。また、

工房で予め作られたランプシェード生地に自分

の好きなデザインを彫る体験も人気。完成品は

後日、ご自宅まで配送します。

（キャンペーン特典）

・巧工房の職人製作オリジナル陶器製

焼酎グラスプレゼント



「巧工房」

住 所：佐賀県武雄市東川登町大字袴野10223-1

電話番号：090-1163-3420

営業時間：10時～18時 ※不定休

体験時間：手びねり：約１時間30分、ランプシェード：約４時間

料 金：手びねり：1,900円～（３名以上は1,600円、作品焼成代350円/個、送料別）

ランプシェード：3,900円～（ランプの器具代、送料別）

アクセス：JR武雄温泉駅からJR九州バス「袴野」下車、徒歩約3分

◎要予約（手びねり：前日まで、ランプシェード：２日前の午前まで）

※当日予約については要相談

【長崎県】「長崎歴史文化博物館」 伝統工芸体験

（長崎刺繍、ステンドグラス、銀細工、型絵染、現川焼など）

中国から伝来し独自に発展した長崎刺繍や

西欧の宝飾技術を大名の献上品にまで高めた

銀細工、長崎の歴史のロマンを伝えるステンド

グラス、現代に復活を目指す長崎ゆかりの現川焼

や長崎染を体験できます。

「長崎歴史文化博物館」

住 所：長崎県長崎市立山1-1-1

電話番号：095-818-8366

営業時間：８時30分～19時（最終入館18時30分）※体験工房９時～18時

※毎月第３火曜日休館

（その他メンテナンスのため休館する場合があります。）

体験時間：約１～２時間

※体験内容により異なります。

料 金：1,000円（刺繍体験）※体験内容により料金が異なります。

アクセス：ＪＲ長崎駅より路面電車「桜町」電停下車、徒歩約５分

◎要予約 ※日時によって体験内容が異なります。

【熊本県】「CANDLE HOUSE」 キャンドル作り体験

キャンドル作りが難しそう、という心配はいり

ません。先生の指導のもと、ロウを手でこねて、

まるでねんど細工を作るように簡単にでき、あっ

という間に楽しい時間が過ぎていきます。

（キャンペーン特典）

・長崎歴史文化博物館オリジナルクリア

ファイルプレゼント

（キャンペーン特典）

・フロートキャンドル３つセットプレゼント

・通な古町の愉しみ方案内（コンシェルジュ）



「CANDLE HOUSE」

住 所：熊本県熊本市中央区魚屋町三丁目13

電話番号：096-352-5187

営業時間：10時～19時 ※不定休

体験時間：約１時間

料 金：1,500円（材料費・講習費・ドリンク付き）

アクセス：ＪＲ熊本駅より路面電車「呉服町」電停下車、徒歩約２分

◎要予約（２日前まで）※前日・当日の希望は要相談

【大分県】「箸屋一膳」 箸作り体験

お箸を丸太から作り出している湯布院の箸屋一膳

で箸作り体験ができます。小刀やサンドペーパーで

心を込めて木を削り、磨くたびに「マイ箸」への

愛着も高まっていくこと間違いなし。最終仕上げを

した後、ご自宅にご送付します。

「箸屋一膳」

住 所：大分県由布市湯布院町川上2093−2

電話番号：0977-84-4108

営業時間：９時～18時 ※火曜定休（祝日の場合は営業）

体験時間：約１～２時間

料 金：2,700円（別途送料）

アクセス：ＪＲ由布院駅より車で約６分

◎予約優先 ※当日可

【鹿児島県】「薩摩伝承館」 薩摩の美術品見学体験

19世紀後半、ヨーロッパの人々を魅了した薩摩の

芸術を間近に鑑賞できます。金襴手といわれる薩摩

焼の名品をはじめ、当時の薩摩人の気概や思いに

触れることができます。

「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

営業時間：８時30分～18時 ※無休

体験時間：約１時間

料 金：1,500円（入館料含む）

アクセス：ＪＲ指宿駅より車で約７分

◎要予約（前日の17時まで）

（キャンペーン特典）

・湯布院の木材を使ったオリジナル箸置きプレゼント

（キャンペーン特典）

・学芸員による館内ガイド付き美術鑑賞

（１日２組限定、学芸員不在の場合はボランティ

アガイドが対応）



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、「リメンバー九州パスポート」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。

③ 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。「リメンバー九州パスポート」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27年４月１日（水）～平成28年３月 20日（日）

※抽選用応募はがきの有効期間は、九州５県制覇賞：は平成28年３月20日（日）、各県制覇賞は平成28

年３月23日（水）の消印まで有効となります。

【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
高崎山自然動物園、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80名様（各県16

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。

今年度は山陽新幹線全線開業40周年キャンペーンに合わせ、１回の抽選で提供する

賞品数を「40名様」分に拡大しています。

※抽選は平成27年10月、平成28年３月の２回行います。各回の当選者数は40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。

山陽新幹線全線開業 40周年記念：賞品数拡大



■ ５県制覇賞品一覧（各県の伝統工芸品をご用意）

【佐賀県】

KIHARA/有田四様

（取皿４種セット）

【長崎県】

彫刻ガラス 酒器３点セット

（帆船・青）

【熊本県】

真珠ブローチ･

真珠タイピン

【大分県】

つげブラシ

龍のつげ根付

【鹿児島県】

大島紬創作織り

Color Oshima

ネクタイ＆ストール

○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27年7月,10月、平成28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。

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

「リメンバー九州パスポート」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「リメンバー九州パスポート」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)「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」にてご確認く

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) おトクなクーポンの販売

① 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苑」「黒川温泉」「天草」の協賛店舗約20ヵ所で

ご利用になれる４枚組（350円）のお得なマルチクーポンをオプション

販売します。

※ 最大1,000円相当の商品と交換できます。

※ 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。

② 天文館クーポンBOOK

「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、

鹿児島最大の繁華街「天文館」の協賛店舗約40ヵ所でご利用になれる

４枚組（850円）のお得なマルチクーポンをオプション販売します。

※ 黒豚や白熊などをお得に堪能できます。

※ 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合って

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の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。



(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27年４月１日～

平成28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、お応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商品を発売します。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。


