News Release
平成 30 年 5 月 25 日
智頭急行株式会社

「恋の待合室💚」グランドオープンについて
恋山形駅を “恋がかなう駅” として平成 25 年 6 月 9 日にピンクに塗り替えてから、今年で５周年を迎え
ることになりました。
これを記念して、地元智頭杉を使用した新スポット「恋の待合室💚」にキリンビバレッジ㈱様のご協力
のもと、兼ねてよりご要望のあった自動販売機を設置し、グランドオープンすることになりました。
これに伴い、下記のとおり式典並びに感謝祭を開催いたします。
記
１．日時

平成 30 年 6 月 9 日（土）

10：00～15：00

２．場所

恋山形駅前広場（鳥取県智頭町）

３．内容

5 周年記念式典・感謝祭・記念品配布・グッズ販売など

４．スケジュール
10：00～

オープニング

10：20～

よさこい踊り（輪舞）

10：25～

記念式典（司会進行：南田・豊岡）
恋の待合室（休憩スペース）のテープカット
感謝状授与・ケーキカット

14：00～

よさこい踊り（おどり屋 笑颱（わったい））

14：10～

鉄道トークショー
豊岡真澄さん＆ホリプロ南田裕介さん

14：30～

ビンゴ大会

15：00

終了予定

５．その他のイベント
〇地元の皆様による物販等
〇オルゴール夢館(岡山県)によるストリートオルガンの演奏他
〇智頭急行オリジナルグッズ販売
６．自動販売機について
智頭急行のオリジナルグッズ（絵馬・キーホルダー等）の販売ができる、ユーティリティ自販機を設
置します。また、恋山形駅にちなんだデザインのラッピングを施しています。
７．臨時列車
麒麟のまち観光局が企画・実施する、貸切列車『あまつぼし』で行くあま～い恋の旅の運行もありま
す。
お問合せ先：麒麟のまち観光局

℡ 0857-50-1785

神姫バスツアーズ

℡ 0570-0570-11

📧 network@tottori-inaba.jp

主催：智頭急行株式会社
協力：智頭町観光協会・大内部落有志・山形地区振興協議会・山形郵便局・現代玩具博物館
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電話：0858-75-6600

旅行代金（税込）
お一人様（大人・小人同額）

7,980 円

※３才未満のお子様は無料です。（食事なし）

【ご行程】
智頭急行智頭駅
↓【あまつぼし】
恋山形駅
↓
恋山形駅５周年記念イベント
↓
恋山形駅
↓【あまつぼし】
（昼食）※車内でお弁当
河野原円心駅
↓【バス】
平福駅
宿場町まち歩き
↓【バス】
智頭急行智頭駅

【募集概要】
●申込方法 (一社）麒麟のまち観光局へFAXまたはお電話にてお申込みください。
●旅行代金 ￥7,980円（税込） 大人・小人同一金額です。ただし、3才未満のお子様（食事なし）は無料です。
●利用バス会社 神姫観光バス株式会社
●利用鉄道会社 智頭急行株式会社
●出発地/時間 智頭急行智頭駅▶10:15
●到着地/時間 智頭急行智頭駅▶15:15
●募集人数 36名様
●最少催行人数 20 名様
●添乗員 無（係員が同行します）
●所要時間 約 5 時間
●食事 昼食1回（弁当）
●申込締切日 平成 30 年 6 月 4 日（月）17:00 まで
※このツアーの移動はバスで行います。
ただし、智頭駅～河野原円心駅間の移動は智頭急行（「あまつぼし」貸切・臨時）にご乗車いただきます。
※募集人数に達した際は、参加をお断りすることがあります。
※詳しくは旅行業約款（募集型企画旅行の部）に基づきます。
※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。
※この旅行条件・旅行代金は2018年5月1日を基準日としています。

【旅行企画・実施】
き り ん

一般社団法人

麒麟のまち観光局

〒680-0846 鳥取市扇町 3 東栄ビル 3F
〔鳥取県知事登録旅行業第 2-80 号〕
●総合旅行業務取扱管理者 石塚 康裕

TEL 0857-50-1785
FAX 0857-50-1786
✉ network@tottori-inaba.jp
【協力】
智頭急行株式会社 神姫バスツアーズ株式会社

智頭急行「恋山形駅」を“恋がかなう駅”として 平成25年6月9日にピンクに塗り替えてから、ことしで5周年を迎えることとなりました♡
このたび恋山形駅５周年を記念しまして、「恋山形駅」でのイベントへのご参加、『あまつぼし』臨時列車にご乗車いただくプランをご用意いたしました。
『あまつぼし』車内では沿線のおススメスイーツがもりだくさん！甘いものは別腹？？
『あまつぼし』の“あま～い恋の旅”をお楽しみください♡

月日

行

程

食事

10:00集合
10:15発

10:21着

智頭急行智頭駅

6/9

スイーツ①

10:25/11:00

11:03発

恋山形駅 … 【恋山形駅５周年記念イベント】 … 恋山形駅
スイーツ②

西粟倉駅
スイーツ③

大原駅
朝 ×

お弁当＆お茶♪

昼 〇（弁当）

(土)

12:41着

13:05/14:30

佐用駅

河野原円心駅

平福 …【平福宿 まち歩き】… 平福

スイーツ④

スイーツ⑤

15:15着

夕 ×

智頭急行智頭駅

食後の腹ごなし♬

シメのスイーツ⑥

●貸切列車『あまつぼし』は臨時列車として運行いたします。
智頭急行

●『あまつぼし』車内ではイベントを実施いたします。また、恋山形駅－大原駅間は、「恋山形駅5周年記念イベント」ゲストが乗車予定です。

貸切バス
……

徒歩

※写真はあくまでもイメージです。当日の仕入等の状況により内容が変更となる場合がございます。

ご旅行条件のご案内【要約】 お申込み前に必ずお読みください
●募集型企画旅行契約
この旅行は一般社団法人麒麟のまち観光局（以下「当社」という）が企画・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」という）を締結することになります。また、旅行契約の内容、旅行条件
は下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行
業約款募集型企画旅行の部によります。

●旅行のお申込み及び契約成立時期
1.所定の申込書に所定の事項を記入し、お申込みいただきます。
2.電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合、当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して7日以内に
申込書を提出していただきます。
3.旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。

●旅行代金のお支払い
旅行代金は、出発日当日に全額現金により係員へお支払いください。

●旅行者の責任
当社は、お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様から損害の賠償を申し受けます。

●特別補償
当社は、当社又は当社手配代行者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づ
き、お客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損
害について、所定の補償金又は見舞金を支払います。

●その他●旅行のお申込み及び契約成立時期
1.最少催行人員に満たない場合は旅行を中止することがあります。
2.旅行代金には消費税等諸税が含まれています。
3.紙面にて掲載の発着時刻・場所・経路は予定です。出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面にて確定します。
4.旅行代金には、パンフレットに記載された日程の交通費、参加料、食事代等も含みます。これらの費用は、お客様の都合によ
り一部利用されなくても払い戻しいたしません。
5.この旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款「募集型企画旅行の部」によります。

●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
取消日（出発日の前日から起算してさかのぼって）
取消料（お一人様）
10日前
旅行代金の20％
7日前
旅行代金の30％
当日
旅行代金の50％

●個人情報の取り扱いについて
1.当社は、お客様に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。
2.当社は、お客様がお申込みになられた運送、宿泊その他の旅行に関するサービスを手配するために必要な範囲で情報を
収集し利用します。
3.当社は、お客様に関する個人情報を、お客様へ新しい旅行商品やサービス情報等をご案内する際に利用する場合がご
ざいます。希望されないお客様は、あらかじめお申し出ください。

●当社による旅行契約の解除
次の場合、当社は旅行開始前に募集型企画旅行を解除する場合があります。
・代金不払い、申込条件の不適合、病気、団体行動への支障、当社の関与し得ない事由により旅行の円滑な実施が不可能
な場合等。

●当社の責任
1.当社は、募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えた
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.旅行者が天変地異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公庁の命令その他の当社又は当社手
配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うもので
はありません。
3.当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、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、旅行者1名につき15万円を限度（当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます）として賠償します。

【旅行条件・旅行代金の基準】
この旅行条件は、2018年5月1日を基準としています。
また、旅行代金は2018年5月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。

【旅行企画・実施】
〔鳥取県知事登録旅行業第 2-80 号〕

一般社団法人

麒麟のまち観光局

〒680-0846 鳥取市扇町 3 東栄ビル 3F
●総合旅行業務取扱管理者 石塚 康裕

FAX 0857-50-1786
✉ network@tottori-inaba.jp

(一社)全国旅行業
協会正会員

☎0857-50-1785
【協力】
智頭急行株式会社

神姫バスツアーズ株式会社

恋がかなう駅💛恋山形駅

リニューアル

周年記念感謝祭

豊岡真澄さんとホリプロ南田裕介さんによる

恋山形駅での販売はこの日だけ！

タルマーリーのパン販売

鉄道トークショー
鉄道を愛する2人。今回のテーマは「智頭急行」！
ぜひ聴きにきてください！

14：10～
参加 無料

恋山形駅に名物誕生⁈

ハートの押し寿司、ピンクアイスの販売

地元有志の方による飲食の販売

恋山形駅では初！

よさこい踊りパフォーマンス
出演団体
「輪舞（ろんど）」
「おどり屋 笑颱（わったい）」

山形郵便局の出張営業…お手紙ワークショップ・切手の販売
現代玩具博物館の出張営業…ストリートオルガン演奏ほか
来場者の方に記念品プレゼント各回先着100名様
1回目…10：00～

2回目…14：00～

ビンゴ大会 14：30～（ビンゴカード配布は13：40～）

恋がかなう駅💛恋山形駅
リニューアル5周年記念

感謝祭

平成25年6月に恋がかなう駅💛恋山形駅にリニューアルしてから5年が経ちました。
今年は節目の年です。”リニューアル5周年感謝祭”を開催します！
【日時】

平成30年6月9日（土）10：00～15：00

【場所】

恋山形駅前広場

【当日のスケジュール】
10:00～ オープニング
10:20～ よさこい踊り（輪舞）
10:25～ 記念式典
恋の待合室（休憩スペース）のテープカット
ケーキカット
11:03

『あまつぼし』臨時列車出発

13:59

『あまつぼし』臨時列車到着

14:00～ よさこい踊り（おどり屋 笑颱（わったい））
14:10～ 鉄道トークショー
豊岡真澄さん＆ホリプロ南田裕介さん
14:30～ ビンゴ大会

【列車のご案内】
💛智頭方面からのお客様
智頭発

恋山形着

9:51

9:57

12:08

12:14

13:30

13:36

💛上郡・大原方面からのお客様

恋山形発

智頭着

上郡発

恋山形着 恋山形発

12:01

12:07

8:50

9:58

10:27

11:56

上郡着

12:21

13:30

14:20

14:26

13:36

14:41

15:43

15:49

15:44

16:59

【お願い・注意事項】
会場には駐車場がございませんので列車でお越しください。
智頭急行のホームページまたは下記の電話にお問い合わせください。
智頭急行HP

http://www.chizukyu.co.jp/

イベントに関する問い合わせ

主催：智頭急行株式会社

智頭急行

総務企画課

☎0858-75-6600

協力：智頭町観光協会・山形地区振興協議会・山形郵便局・現代玩具博物館・大内部落有志

