出発日

Blu-ray・DVD 発売記念！
第 2弾
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日程を
詳しくは下記
さ
ご覧くだ い

感動の舞台となったロケ地を旅しよう

ⓒ2018「かぞくいろ」製作委員会

より処きてん

出水車両基地 学
見
ロケ地めぐり

観光列車「おれんじ食堂」

晶が運転士になる為、
面接を受けた会議室を
再現。
それに、晶の印象的
なシーン
「出発進行！」
を
本物の運転席に座って
写真撮影をしたり、
出区
点検のマネをして写真
が撮れちゃうのはこの
ツアーだけ！

空
農園ガーデン
ーツガーデン
ポ
グリーンス

駿也が通っていた大川
小学校の近くにあるオー
プンハウス。
古民家を改
装してつくられたどこか
懐かしい雰囲気の中、
晶と駿也が喧嘩してしまい、
落ち込んでいる駿也
に節夫が作ったサツマイモカレーをきてんさんが
再現されたものを堪能！
晶と 駿 也 の 大 事 な
シーンが多く撮影され
た場所。高台から大川の
町やおれんじ鉄道を見
渡せる景色は格別！

おれんじ鉄道の運転士となった晶が運転
するシーンが撮影された
「おれんじ食堂」
。
今回のツアーでは〝３便 アフタヌーン〝に
乗車致します。
阿久根駅にて約40分ほど滞
在し、
地元の方によるおもてなし、
「阿久根満
喫にぎわいマルシェ」
が開催されます。
車内ではおれんじ食堂からの絶景を満喫
できます。
阿久根駅では地元の方との触れ
あいをお楽しみ頂けます。

霧島神社

阿久根駅

駿也が節夫にお願いし
て連 れ てきてもらった
バッティングセンター。
ロケに同行されていたご
案内人にロケの裏話を聞
きながら感動のシーンに
思いを馳せてみてはいか
がでしょうか？？

（おれんじ鉄道）
八代駅
出水駅
9:10発 → 10：30着
川内駅
出水駅
9:25発 → 10：26着
（新幹線）
熊本駅
出水駅
9:44発 → 10：17着
鹿児島中央駅 出水駅
10:11発 → 10：36着

出発日
催行
人数

１ 各自集合
出水駅東口（新幹線側）
車両基地ロケ地めぐり
10：50／11：50
出水駅

7 出水駅 解散
16：50着

3

2 農園ガーデン空
グリーンスポーツガーデン
12：15／12：45

6 阿久根駅で
途中下車
15：48／16：30発

※撮影の様子を知るご案内人が
ここから同行します！！

阿久根駅

より処きてん
昼食後大川散策
13：15／14：40
5

おれんじ食堂
に乗って美しい
景色を堪能

4 薩摩高城駅
15：00／15：23発
薩摩高城駅

月13 日（土）
・7 月20 日（土）
2019年 7
8 月18 日（日）・8 月24 日（土）

旅行
代金

13,800 円

定員：25名
【最少催行人員：15名】

申込
期限

出発日の7日前まで

※添乗員が同行します。

（税込）

（子供料金6,800円（税込））

※最少催行人員に達しない場合は中止となります。
7日前までに御連絡致します。

◎料金に含まれるもの ●貸切バス代 ●おれんじ食堂3便アフタヌーンパッケージプラン ●昼食代 ●添乗員諸費
利用バス会社 南国交通観光又は同等クラス
※出水駅までの往復の交通機関は各自でご手配下さい。

「 か ぞくいろ

−R A I LWAYS 私たちの出発−

」

7 月 3 日よりブルーレイ・DVD 発売開始
セル・配信も同時リリース 発売・販売元：松竹

※当旅行商品は肥薩おれんじ鉄道（株）の企画商品となり、当商品の申込と申込後の取消に関しては、チラシ裏面の旅行条件(要旨)に準じるので、必ずお読みください。

肥薩おれんじ鉄道
（株）
営業部

予
約
センター

〒899-0203 鹿児島県出水市上鯖淵717-2

9：30〜17：00
（年中無休）旅行企画実施
受付時間 ※12/30〜1/3を除く

0996-63-6861
FAX0996-63-3567

熊本県知事登録旅行業 第2-207号
肥薩おれんじ鉄道（株）熊本県八代市萩原町1丁目1番1号
総合旅行業務取扱管理者 薬丸 剛

ご旅行条件（主旨）
【募集型企画旅行契約】
この旅行は、肥薩おれんじ鉄道(株)（熊本県八代市萩原町1丁目1番1号・熊本県知事登録旅行業第2-207。以下「当社」といいます。）が企画・募集し実施する旅行
であり、この旅行に参加されるお客さま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。
1．旅行のお申込みと旅行契約の成立

（1）当社は電話による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客さまは、当社が予約の承諾の旨を通知した後、
当社が定める期間内に当社に旅行代金の一部あるいは全額の支払いを行って頂きます。この期間内に申込金の支払いがなされない時は、当社は申込みが

なかったものとして取り扱います。

（2）申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金の一部として取り扱います。
2．旅行代金に含まれるもの

（1）チラシに明示した運送機関の運賃・料金、
食事代、入場料、取り扱い料金及び消費税等の諸税を含んでいます。
これらはお客さまの都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。

3．契約の拒否

（1）募集旅行者数が募集定員に達したとき。

（2）お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、
又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

（3）お客さまが、暴力団員、暴力団準構成員、
暴力団関係者、
暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
4．旅行契約内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・食事機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社

の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該が関与し得

ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容（以下「契約内容」という）

を変更することがあります。
ただし緊急の場合において、
やむ得ないときは変更後に説明します。

5．お客さまによる旅行契約の解除

（1）お客さまはいつでも下表に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。尚、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お

客さまが 当社の「予約センター」の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出された日となります。営業時間終了後に通信による通知を受けた場合、翌

日が解除期日となります。

旅行契約の解除日

日帰り

●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①7日目にあたる日以降の解除（②〜④を除く）

旅行代金の30％

②旅行開始日の前日の解除

旅行代金の40％

③旅行開始当日の解除

旅行代金の50％

④旅行開始後の解除、
または無連絡不参加

旅行代金の100％

●旅行代金の基準

この旅行条件は2019年６月1日を基準としています。
又、
旅行代金は2019年６月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

●国内旅行損害保険加入のおすすめ

安心してご旅行をしていただくためお客さまご自身で保険をかけられることをお勧めいたします。

◇必ずお読み く だ さ い ◇ 申 込 み い た だ く 前に掲載内容を必ずご確認の上お申し込みください。◇
【ご注意とご案内】

○こども代金について

・こども代金は3歳から小学生（3歳〜12歳）
のお子様に適用となります。中学生からは大人料金となります。
・3歳未満のお子様は、バスの座席・お食事が必要な場合は小人料金が必要です。
・こども料金のお食事はお子様料理のご提供となります。

○バス座席について

・バスのお席はお申込み順となります。
ご指定はできませんのでご了承ください。
・満席の場合は他のお客さまと相席になる場合がございます。
ご了承ください。

○料理について

・料理は変更になる場合がございます。

○取消・変更が生じた場合は
「おれんじ鉄道
（株）
予約センター」までご連絡頂きお手続きをお願い致します。
○取消・変更のお申し出は「おれんじ鉄道（株）予約センター」の営業時間内にお受けいたします。その場合は当社が定める旅行約
款に基づき取消料等を収受いたします。
○ツアー代金に含まれるもので、お客さまの都合により利用されなかった場合の払い戻しは致しません。あらかじめご了承くだ
さい。
○混雑・天候状況・その他の事情により現地出発・到着時間、
観光箇所、
行程の順序、食事時間などが変更となる場合があります。
○旅行中において、お客さまが酒類、
料理、
その他のサービス等を追加された場合は原則として自己負担となります。
◇個人情報の取扱いについて◇
当社は旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込み頂
いた旅行について運送・関係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きに必要な範囲内で利用させていただきます。
その他、当社商品やキャンペーン・イベントのご案内、
旅行参加後のご意見や感想のご提供のお願いにお客様の個人情報を利用させて頂く事があります。

