
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、山陽・九州新幹線相互直通５周年記念と

して、山陽新幹線用N700系「のぞみ」と山陽・九州新幹線用

N700系「みずほ・さくら」をそれぞれ両側から配置することに

より、新幹線が直通運転するイメージを描いています。そして、

九州５県のゆるキャラを表紙に登場させることで、親しみやす

さを出しています。

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いただける特典をご用

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。今回は５周年を記念して提供商品数を各

県３商品から「５商品」の計２５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

【佐賀市】

村岡屋

「さが錦」２個

【武雄市】

山里屋菓子老舗

「丸ぼうろ」２個

【唐津市】

元祖阿わび屋大原老舗

「大原松露饅頭」３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。

山陽・九州新幹線相互直通５周年記念：商品数拡大！



佐賀県

【嬉野市】

橋爪菓子舗

「糸切り羊羹」１個

【有田町】

前田陶助堂

「陶助おこし」２個

長崎県

【長崎市】

文明堂総本店
「カステラ巻・三笠山」

１セット

【雲仙市】

遠江屋
「和風スイーツポテト
じゃが玉」１個

【島原市】

株式会社玉乃舎
「島原かんざらし
ｽﾏｲﾙｾｯﾄ」１つ

【長崎市】

グラバー園

｢長崎ｸﾞﾗﾊﾞｰﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ｣１缶

【長崎市】

菓秀苑森長

「ごまカステラ」１枚

熊本県

【熊本市】

お菓子の香梅

「武者がえし」２個

【熊本市】

菓創くまもと銀彩庵

「肥後三彩」１個

【熊本市】

あそりんどう

「一五九二」２個

【上天草市】

リゾラテラス天草

「天草ｴｽﾌﾟﾚｯｿｻﾌﾞﾚ」４枚

【阿蘇郡】

阿蘇健康農園

「野菜で作ったﾗｽｸ」３枚



大分県

【別府市・大分市】

ざびえる本舗

「瑠異沙」２個

【大分市】

宝物産株式会社

「かぼすﾀﾞｸﾜｰｽﾞ」１個

【別府市】

南光物産株式会社

「大分かぼすグミ」１瓶

【由布市】

赤司菓子舗

「しっとり餡ポテト」１個

【日田市】

原次郎左衛門

「虹色ラムネ」１本

鹿児島

県

【鹿児島市】

薩摩菓子処 とらや

「タルトじゃっど」２個

【鹿児島市】

薩摩じねんや

「ぽて豆けいく」２個

【指宿市】

パティスリーグリマリ

「そら豆クッキー」１つ

【南九州市】

薩摩英国館ﾃｨｰﾜｰﾙﾄﾞ

「薩摩ｽﾃｭｰﾃﾞﾝﾄﾃｨｰ」１つ

【霧島市】

坂元のくろず

「坂元のくろず飴」１袋

※いずれも、各県主要駅構内、駅や観光施設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 九州各県の著名人が選ぶ各県のおすすめの情報を掲載

各県の著名人が各県のおすすめの「観光地」「グルメ」「温泉」「お土産」をご紹介！

山陽・九州新幹線相互直通５周年にあわせて、各県の「５」にちなんだおすすめの素材

なども掲載しています。

【佐賀県】「青木 理奈さん」（フリータレント）

佐賀の魅力は奥が深く、歴史があって現代的でもあるスポ

ットがたくさんあること。最近では、「見えない世界遺産」

として注目を集めたスポットや、ヘルシーで美味しいと人気

のお豆腐グルメ、泉質の良さに定評があって、しかも国の重

要文化財がある温泉、明治の時代から親しまれている菓子舗

の名物饅頭、そして全国区の有田焼と地元の味覚がコラボし

たランチメニュー。新と旧、ワクワクとのんびり。

バラエティーに富んだ楽しさがある佐賀県を訪ねると、発

見・出会いという旅の醍醐味を体感できると思います。

【長崎県】「橋本 ゆうきさん」（長崎のタウン誌「ながさきプレス」編集長）

古くから、海外との交流が盛んであった長崎県。中華街や

オランダ坂、洋館や教会など、今もそこかしこに異国情緒た

だよう風景を見ることができます。西洋の技術をいちはやく

取り入れた長崎では、製鉄や石炭産業も発達。2015年には、

「軍艦島」をはじめ、日本の近代化を支えた８つの産業遺産

が世界遺産として登録されました。もちろん、ユニークなご

当地グルメや、風光明媚な温泉など旅の楽しみもいっぱいで

す。

数々の歴史ドラマの舞台にもなっている長崎の地をめぐ

りながら、先人たちが残した足跡とロマンに思いを馳せてみ

ませんか？

「５」にまつわる、佐賀のいいモノ：有田焼五膳

～有田焼創業400年。有田焼五膳で堪能する、器と味。～

佐賀特産といえば有田焼。「有田焼五膳」は、陶器の

佇まいと地元の味を楽しむ新しいご当地メニューとし

て誕生。地場産の有田鶏や野菜を使った料理が、玉手

箱をイメージした有田焼の器に盛り付けられているス

ペシャル五膳です。

「５」にまつわる、長崎のいいモノ：五三焼カステラ

～カステラはカステラでも「五三焼カステラ」～

長崎と言えば、カステラ。その中でも、最高級の逸

品と称されるのが「五三焼カステラ」です。通常より

も卵黄の割合が多く、生地を膨らませる卵白や小麦粉

が少ないため、焼き上げるのは至難の技。高い技術を

持つ職人だけが作りだせる濃厚で贅沢な味わいです。



【熊本県】「小崎 信夫さん」（熊本のタウン誌「タウン情報クマモト」編集長）

雄大な風景が感動を与えてくれる阿蘇をはじめ、天草、玉

名、山鹿、八代、人吉…、豊かな自然に恵まれる熊本は、エ

リアごとに山・川・海と、さまざまな表情を魅せてくれます。

四季を通して美味しい食材もいっぱい。特産品として知られ

る馬刺し、あか牛、天草大王などのお肉や、天草灘、不知火

海、有明海で獲れる活きのいい魚介、季節の旬野菜、また個

性豊かな郷土料理も魅力です。温泉地は黒川をはじめ内牧、

玉名、人吉、湯ノ児など、全国的にも人気の湯の里が多数。

湯めぐりを楽しみながら、熊本の魅力にどっぷり浸かっ

てみてください！

【大分県】「桑野 和泉さん」（玉の湯代表）

積み重ねてきた時間とワクワクする未来が、ごく自然につ

ながっている。訪れた方は、きっとそんな想いに満たされま

す。旅する人が抱いたイメージを軽々と超えて、それ以上の

なにかを体験できる。それが大分県の魅力ですね。歴史ある

地に、アートと音楽というモダンな空気を吹きこんだ温泉街、

若い女性にじわり人気の炭酸温泉、地元の人々と旅人のここ

ろが通う上質なBar空間。そしてお土産には、木のぬくもり

を一生使える手づくりの器がいい。

大分県には、ご夫婦でも仲間といっしょでも、思い思いに

愉しめて、それぞれにワクワクする発見があります。まさに

「リメンバー九州」にふさわしい旅情を愉しんでください。

「５」にまつわる、熊本のいいモノ：天草五橋

～５つの島をつなぐ「天草五橋」は開通50周年！～

宇土半島から松島までのびる国道266号線。｢天門橋｣

｢大矢野橋｣｢中の橋｣｢前島橋｣｢松島橋｣と、島々を結ぶ

５つの橋は「天草五橋」と呼ばれ、爽快なドライブが

楽しめるコース。ルート上に点在するレストランや食

事処では、絶景を眺めながら新鮮な海の幸が味わえます。

「５」にまつわる、大分のいいモノ：大分県立美術館OPAM

～五感で楽しむミュージアム、出会いによる

新たな発見と刺激のミュージアム～

五感を楽しむ美術館として、2015年4月24日に開館。

透明度が高く、フレキシブルで可変性に富んだ爽快な

空間に、美術館の重みというより、軽やかな空気を感

じます。



【鹿児島県】「小屋敷 真未さん」（仙巌園スタッフ）

世界遺産に登録された仙巌園や島津家ゆかりの文化など、

時代の軌跡が随所に残る、歴史ロマンが薫る場所。数々の偉

人たちも眺めたであろう桜島や錦江湾などの大自然は、どこ

までも優しく、私たちを包み込んでくれるでしょう。いにし

えから伝わる風景を胸に刻んだら、極上のリラックスタイム

へ。雄大な景色を眺めながら、心ゆくまで温泉に浸かったり、

その土地でしか味わえない、地産地消のごちそうをいただい

たり。五感が歓ぶ、贅沢なひとときをお過ごしください。

ほかでは体験できない情緒あふれる旅を、ぜひごゆるりと。

このほかにも、九州ならではの「観光地」「グルメ」「温泉」「お土産」を、多数ご案内

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５箇所、計25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28年４月１日（金）～平成29年３月 20日（月・祝）

※抽選用応募はがきの有効期間は、九州５県制覇賞は平成29年３月20日（月・祝）、各県ぐるりん賞は

平成29年３月23日（木）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）

「５」にまつわる、鹿児島のいいモノ：五代 友厚

～五代友厚が愛した、150年前の幻の紅茶～

朝の連続ドラマで脚光を浴びた五代友厚。薩摩藩英国

留学生とともにイギリスに渡り、海外で得た豊富な経験

と知識を活用して、大阪の経済発展に大きく貢献しまし

た。彼が書き残した製法を基に作られたのが、この「武

士の紅茶」。仙巌園のみでの限定販売です。



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、有田館

長崎県
グラバー園、長崎歴史文化博物館、長崎市総合観光案内所、

雲仙お山の情報館、島原城

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、人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868

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、

豊後高田昭和の町昭和ロマン蔵、日田市観光案内所

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、薩摩藩英国留学生記念館

○九州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、抽選で各回５名様、合計10

名様に「５県伝統工芸いいものセット」をプレゼント。

平成２８年度は山陽・九州新幹線相互直通５周年キャンペーンに合わせ、賞品数を

１個から「５個セット」に拡大しています。

※抽選は平成28年10月、平成29年３月の２回行います。各回の当選者数は５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月の抽選に繰越す場合がございます。

■ 九州５県制覇賞品（各県の伝統工芸品を５個セットでご用意）

①有田焼のグラスセット（佐賀）

②三川内焼の香炉（長崎）

③BLANK/SARA SET(木の皿セット)（熊本）

④竹細工の小銭入れ（大分）

⑤薩摩切子のキーホルダー（鹿児島）

○各県ぐるりん賞

九州５県いずれかの各県内のスタンプ（５種類）のうち３種類を集めると、抽選で

各回50名様、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28年7月、10月、平成29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 リメンバー九州クロスワードパズル

「九州５県」と「新幹線」にちなんだ「クロスワードパズル」をご用意。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。

山陽・九州新幹線相互直通５周年記念：賞品数拡大！



(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面をご提供します。

※ 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：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。

(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28年４月１日～

平成29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 団体型専用旅行商品向けの特別素材

リメンバー九州キャンペーンにおいてご好評いただいている団体型専用旅行商品向けの

素材として、各県からイチ押しの観光素材を準備しております。各県イチ押しの素材につき

ましては、テレビＣＭをはじめ、駅・車内・ＷＥＢ等で展開するプロモーション媒体にて今

回キャンペーンに合わせて書き起こした水彩画を用いて紹介しております。



３ 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。

※ 地域によって「旅行プラン」の設定がない旅行会社もあります。
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