
2022 メッセージからはじまる恋

諫早
市結婚活動支

援
事
業

「スキルアップ動画」公開！
第一印象を変えるプロフィールの書き方・コーディネイト・メイクのワンポイントアドバイス！

講師：恋愛カウンセラー
野田 亜希子
恋愛と結婚を専門にカウンセラーとして、
全国で活躍中。
県内でも150組以上の成婚に携わる。

講師
尼崎愛実（アイリスト）
美容師を経て、目元の悩みを解決する
「Be-magic」（長崎市銅座町）を2017
年に開業。
まつ毛・メイクなど、主に目元に特化し
た様々な悩みに答えている。

講師
松本祐太郎
アミュプラザ長崎のユナイテッドアローズ
を経て、現在は完全顧客制でお客様の
背景を重視したオーダースーツ事業や、
お買い物同行やファッションカウン
セリングを行っている。

※旅行代金に含まれるもの：
　JR券代、㈱杵の川特撰ペアリングセット代
※食事なし　※要事前決済

2023年2月14日火日程 諫早駅発着駅

男性／女性 各20名（最少催行人員30名）募集人員

〔大人お一人様〕 5,800円（税込）旅行代金

12月23日(金)～1月29日(日)申込期間

❶対象年齢は25歳～45歳の独身の方です。 ❷Lovepairの会員登録が必要です。
❸2月4日(土)～10日(金)の期間にメッセージ交換をしていただきます。 ❹スキルアップ動画を視聴していただきます。

旅行条件

【主催】諫早市婚活実行委員会　【事業運営委託】KTNテレビ長崎

西九州新幹線「かもめ」×
西九州の海めぐり列車「ふたつ星4047」が

むすぶ出会い

西九州新幹線開業記念

Lovepair 長崎
Lovepairの会員登録・
お問合せはこちら 詳細は裏面をチェック！

カップル成
立した方に

は

素敵なプレ
ゼントを

ご用意！

※写真は全てイメージです。

※イベント参加者に事前にご視聴いただきます。
※講師の方は乗車しません。

ツアー番号

I22-1
諫早市婚活実行委員会×KTNテレビ長崎×JR九州 共同企画

Lovepair会員限定 インターネット・電話予約商品

諫早自慢の酒蔵
杵の川プロデュース

「恋する☆
ペアリングセット」付



■お申込みのご案内■ 詳しい旅行条件を説明した書面をご用意していますので、事前に確認のうえお申込みください。

新幹線かもめ ふたつ星4047

全日程スケジュール

当ツアーは感染予防への
取り組みを行っております

集合時に検温を実施します

添乗員やその他のスタッフは
マスクを着用します

消毒液を準備します。
定期的な消毒にご協力下さい

食事を召し上がる際以外は、
常時マスクの着用にご協力下さい

列車内では衛生管理を
徹底します

恋のはじまりは１週間のメッセージ交換から！
はじめましてのドキドキをワクワクに変えて運命の日を迎えましょう♪

メッセージ交換
2月4日(土)～10日(金)Online

・スケジュール、内容は変更となる場合があります。
・運用上の都合により、車両等の変更または催行中止となる場合があります。
・途中駅での乗降はできません。・座席はすべて指定席です。
・他のお客様と相席になる場合があります。

※添乗員は同行いたしません。

Real

小長井駅ホームで
冬の夜空にひかり輝く満天の星空を
ながめる星空ツアー！

星空ナビゲーターによる

星空観察

諫早駅
〔解散〕

20：10着

諫早駅
〔集合・受付〕

〔オリエンテーション〕

16：20

諫早駅
新幹線かもめ

乗車

16：52発

江北駅

17：55着

18：00発

小長井駅
約40分停車

19：00着

19：40発

武雄温泉駅
ふたつ星に乗り換え

17：10着

17：37発 ふ
た
つ
星

ふたつ星ふたつ星

開始

終了 列車内では1対1のトークや
楽しいゲームで交流を深めます！

西九州新幹線

※写真はイメージです

2/14(火)

8．特別補償
(1)当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、
当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）の特
別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加
中に急激かつ偶然の外来の事故により、その生命、
身体又は手荷物の上に被られた一定の損害につい
て、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金とし
て入院日数により2万円～20万円、通院見舞金とし
て通院日数により1万円～5万円を支払います。携
行品にかかる損害補償金は、旅行社1名につき15
万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個ま
たは一対については、10万円を限度とします。
(2)当社が責任を負うことになったときは、この補
償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全
部に充当します。※その他、適用の条件並びに適用
外となる事項については、当社国内募集型企画旅
行条件書をご参照ください。
9．個人情報の取扱いについて
(1)当社らは、ご提供いただいた個人情報につい
て、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配の
ために利用させていただくほか、必要な範囲内にお
いて当該機関等に提供いたします。
(2)当社は、当社グループ企業が取扱う商品、サー
ビスに関する情報をお客様に提供させていただく
ことがあります。
(3)上記の他、当社の個人情報の取扱の詳細につい
ては、当社ホームページをご参照ください。
10．ご旅行条件の基準
この旅行条件は2022年12月1日を基準としていま
す。又、旅行代金は2022年12月1日現在の有効な
運賃・規則を基準として算出しています。
★旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り
扱う営業所での取引に関する責任者です。ご不明
な点があれば、遠慮なく記載の取扱管理者にお尋
ねください。
★安心してご旅行をしていただくために、国内旅行
傷害保険の加入をお勧めいたします。

＜国内募集型企画旅行条件書（抜粋）＞
1．募集型企画旅行契約
この旅行は、九州旅客鉄道㈱（観光庁長官登録旅
行業第965号。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
客様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。又、旅
行契約の内容・条件は、出発前にお渡しする確定書
面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部
によります。
2．旅行のお申込みと旅行契約の成立
(1)①当社、②旅行業法で規定された「受託営業
所」（以下①②を併せて「当社ら」といいます。）にて
必要事項をお申し出のうえ、お申込み金または旅
行代金の全額を添えてお申込みいただきます。申
込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ
一部または全部として取扱います。但し、特定の旅
行商品については申込時に旅行代金の全額をお支
払いいただきます。
(2)当社らは、電話・郵便・ファクシミリ・インター
ネットその他の通信手段による旅行契約の予約の
申し込みを受け付けます。なお、特定の旅行商品に
ついては別途パンフレットの定める申込手段に限
定させていただきます。この場合、予約の時点では
契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を
通知した翌日から起算して3日以内にお申込内容
を確認のうえ、お申込金または旅行代金の全額の
支払いを行っていただきます。この期間内にお申込
金または旅行代金の全額の支払いがなされないと
きは、当社はお申込みはなかったものとして取り扱
います。
(3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、お
申込金または旅行代金の全額を受領したときに成
立するものとします。
(4)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合
には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は
可能な範囲でこれに応じます。
(5)通信契約による旅行契約は、当社らが申し込み
を承諾する通知が旅行者に到着した時に成立しま
す。
3．旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は、旅行開始日の前日から起算して、さ
かのぼって14日前に当たる日（以下「基準日」といい
ます。）より前にお支払いいただきます。
(2)基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時
点または旅行開始日前の指定期日までにお支払い
いただきます。
3.旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈の
ない限り普通席）、宿泊費、食事料金、観光料金（入
場料金等）及び消費税等諸税。諸費用はお客様の
都合により、一部利用されなくても払い戻しはいた
しません。
5．旅行代金に含まれないもの（一部例示いたします）
個人的性質の諸費用及びそれに伴うサービス料
（クリーニング代、電話料金その他追加飲食など）。
お客様のご希望によるお一人部屋使用等の追加料
金。
6．お客様による旅行契約の解除
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り
消される場合には、旅行代金に対してお一人様につ
き下記の料率で取消料を申し受けます。

7．当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は
手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を
与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当
社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が次に掲げるような事由により損害を被
られた場合、当社は(1)の責任を負いかねます。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる
旅行日程の変更、旅行の中止②運送･宿泊機関等
の事故もしくは火災により発生する損害③運送･宿
泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのため
に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官
公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅
行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧
運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変
更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更
もしくは目的地滞在時間の短縮
(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害に
ついては、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌
日から起算して14日以内に当社に対して通知が
あったときに限り、お客様1名につき15万円（当社
の故意又は重大な過失がある場合を除きます）を
限度として賠償します。

旅行契約の解除期日 取消料
●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 日帰り旅行

①10日目にあたる日以降の解除(②～⑤除く） 旅行代金の20％

②7日目にあたる日以降の解除(③～⑤除く) 旅行代金の30％

③旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％

④旅行当日の50％ 旅行代金の50％

⑤旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行企画・実施

九州旅客鉄道株式会社
営業部旅行課
観光庁長官登録旅行業第965号
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東1丁目12-23 
（一社）日本旅行業協会正会員　
旅行業公正取引協議会会員

お申込み・お問い合わせ

ＪＲ九州トラベルデスク
［電話番号］092‐482‐1489
［営業時間］9：30～17：00（土日祝日休業）
［住所］ 〒812-0013
 福岡市博多区博多駅東1‐12‐23 
総合旅行業務取扱管理者 村上大樹
  合原由智

お振込先のご案内

■銀行名：福岡銀行　
　支店名：博多駅東支店

■種別：普通
　口座番号：1890058

■口座名
　九州旅客鉄道株式会社
　JR九州トラベルデスク　
※お名前の前にツアー番号【I22-1】を
　お付けください。
 (例：キュウシュウタロウ様の場合
 I22‐1キュウシュウタロウ）

※銀行振込手数料はお客さまご負担となり
     ます。予めご了承ください。

旅行代金のお支払いは
クレジットカード決済
又は 銀行振込 にて
お願いします。

※お振込み前に、Lovepairの
　会員登録が必要です。
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