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2022 年９月 23 日に待望の西九州新幹線が開業するとともに、10 月～12 月には佐賀県、長崎県そし

てＪＲグループが協力して「佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン（以下、佐賀・長崎ＤＣ）」を開催します。  

ＪＲ九州では、佐賀、長崎の魅力をさらに発信し、多くのお客さまに足を運んでいただくため、当社オリジ

ナルの「西九州開店」キャンペーンを開催します。さらに熱くなる佐賀・長崎の旅をお楽しみください！！ 

 

１ キャッチコピー・ロゴ 

 

「西九州開店」 

  西九州全体を新しいお店に見立てて、西九州新幹線開業とともにお店が開店することで新しい魅力が生

まれることを表現しています。 

 

 

 

 

 
         

博多華丸・大吉 

 【プロフィール】 

出身地福岡の特色を活かした、博多弁漫才が特徴。1990 年に結成。福岡の 

ローカル番組で活躍し、東京へ進出。翌年、博多華丸・大吉は「R 1 ぐらんぷり 

2006」優勝、「THEMANZAI 2014」優勝と、その名を轟かせ、 2018年には 

 「タレントパワーランキング第２位」に。コンビ両者ともに実力を伸ばし、博多大吉 

は「タレント番組出演本数ランキング 2020 年第 1 位・ 2021 年第 3 位」と 

幅広いテレビ番組を中心に活躍。博多華丸は「めんたいぴりり」の主演や、NHK 

大河ドラマ「青天を衝け」に出演するなど、芸人としての幅を広げて活躍中。 

また 2018年から NHK 朝の帯番組『あさイチ』のキャスターを務め、日本の 

朝の顔に！幅広い世代に愛され続けるコンビです！ 



 

2022年９月 23日（金・祝）～2023年３月 31日（金） 

 

 

  西九州新幹線の開業をきっかけとして、より多くの皆さまに「西九州」へお越しいただくことで「新しい

もの」や「ならではのもの」など多くの魅力をご紹介します。特に、「まち歩きの楽しみ方」「西九州の魅力あ

るひと」「西九州の美味しいもの」を３大魅力として、西九州の旅をイメージいただけるように「西九州の楽

しみ方」をご提案します。 

 

 

 

➢西九州新幹線開業とともに！ 

2022年９月 23日の西九州新幹線開業、ふたつ星４０４７の運行開始を 

きっかけに、多くのお客さまに西九州へお越しいただくため、きっぷの 

造成やプロモーションに取り組むことで旅の訴求を図ります。 

 

 ➢「まちの歩き方」を通して気になるエリアへ！ 

西九州には、まち歩きで楽しめる場所が盛りだくさん。新しい西九州の旅 

として、「まち歩き」を提案します。お客さまに旅のイメージとして参考にし 

ていただけるような“食”“文化”“癒やし”をテーマに、おすすめの観光スポ 

ットを現地の交通機関やアクティビティによって結ぶことで、西九州の各エ 

リアにおける「まちの歩き方」を発信します。 

 

 ➢“食”は「ならでは」をはじめ「新しいもの」まで！ 

“食”というものは、やはり旅の醍醐味であり、重要な要素です。今回は西九 

州の「ならではのもの」やその土地で自慢のものを活かした料理をはじめ、 

「新しいもの」までご紹介します。王道を楽しむも良し、新しいものを選ぶも 

も良し、西九州の“食”を提案します。 

 

 ➢“ひと”との出会いも旅の楽しみ！ 

西九州の観光素材ばかりでなく、その土地に昔から根付く文化を育む 

“ひと”をご紹介します。旅はグルメや観光スポットが一番の目的ですが、 

そこに携わる“ひと”の想いを感じることで、さらに魅力を深めることが 

できます。このキャンペーンを通して、西九州の温かい“ひと”に出会い、 

ふれあう“きっかけ”を提供します。 



 

 

 ➢Instagram投稿企画 

  西九州の旅の思い出として、西九州の観光スポットやグルメなどの様々な魅力あるものを投稿してみ

ませんか？皆さまが知っている佐賀・長崎の自慢ものはもちろん、新しく見つけたものなどを投稿して拡

散しましょう。  なお、写真をＩｎｓｔａｇｒａｍに投稿いただいた方の中から抽選で素敵なプレゼントをご用意。

皆さまからのたくさんの投稿をお待ちしています。 
 

〔実施期間〕2022年９月 23日(金・祝)～2023年３月 31日（金） 

〔参加方法〕①西九州のおすすめスポットやグルメなど様々な魅力あるものを写真で撮影。 

         ②「＃西九州開店」を付けて写真を Instagramに投稿。 

         ③投稿いただいた方の中から抽選で素敵なプレゼントが当たります。 

※本企画の詳細な情報につきましては、今後専用ホームページ等でお知らせいたします。 

 ➢キャンペーンホームページ 

   「西九州開店」キャンペーン専用ホームページを開設して現地のおすすめ情報をご紹介します。 

   URL：https://www.jrkyushu.co.jp/train/nishikyushukaiten/ 

 ➢パンフレット 

    車内誌として発刊していた「Please」をキャンペーンパンフレットとして制作します。観光スポットの紹 

介だけでなく、記事にすることで旅の情景をイメージいただけるような発信をします。 

 

 

 

 

 

 

 

※パンフレットは通常版と冬のイベント情報等をご紹介する特別版を制作予定です。 

No. 特集 テーマ 

１ 巻頭特集 華丸・大吉の「さが☆なが散歩」 

２ 第一特集 
①今こそ佐賀と長崎 ～西九州の“食”“文化” “癒やし”を巡る「まち歩き」～ 

②今こそ佐賀と長崎 ～美味を訪ねる～ 

３ 第二特集 地域に根付く文化を育む人たち。「旅先で情熱に出会う。」 

４ スポット紹介 出会いを楽しむスポット 10 

５ 九州ものしり学 日本の鉄道 150年 日本・九州の鉄道黎明期 

６ JR Topics 西九州新幹線「かもめ」、D&S列車、きっぷ・現地の交通機関紹介 

https://www.jrkyushu.co.jp/train/


 

➢ポスター 

    博多華丸・大吉のお２人が旅する様子をメインビジュアルに使用したポスターを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・掲出期間：2022年８月 19日（金）～2023年３月 31日（金） 

・掲出箇所：JR九州の主な駅 ※ポスターは列車内にも掲出 

➢キャンペーン動画 

   博多華丸・大吉のお２人が西九州のアクティビティや食を体験し、地元の方々が西九州の旅を熱烈に、

歓迎する様子などをとおして「楽しい西九州」を発信します。 

 

 

 

 

 

 

・放映期間：2022年８月 30日（火）～2023年３月 31日（金） 

・放映媒体：YouTube、JR九州の駅設置のデジタルサイネージ、大型ビジョン等 

 

 

➢「いい旅！西九州きっぷ」 （JR九州インターネット列車予約サービス限定商品） 

    西九州新幹線はもちろん、佐賀・長崎エリアの特急列車や普通列車に乗り降りできるとてもおトクなき

っぷです。その他にも対象の「アミュプラザ」や「えきマチ１丁目」などでご利用いただけるお買物券もつ

いてきます。このきっぷで鉄道を使った西九州の旅をとことん満喫しましょう。 

  〔発売期間〕2022年８月 23日（火）～2022年 12月 28日（水） ※出発日の３日前までの予約 

  〔利用期間〕2022年９月 23日（金・祝）～2023年１月１日（日）  

【メイン】 【佐賀版】 【長崎版】 

【佐賀編】 【長崎編】 【西九州開店編】 



〔発 売 額〕大人：9,230円  小児：2,490円 ※小児用のみの発売は行いません。 

  〔そ の 他〕 以下の施設でご利用いただける 500円お買物券が付いてきます。 

   ・アミュプラザ長崎  ・長崎街道かもめ市場 ・えきマチ１丁目佐賀 ・えきマチ１丁目佐世保 

 

 ➢「かもめぐるりんきっぷ」 

    西九州新幹線とふたつ星４０４７の指定席に片道１回ずつご乗車いただけるきっぷです。デビューした

ばかりの列車を利用して西九州の旅を楽しみたい方に最適なきっぷです。 

〔発売期間〕2022年８月 23日（火）～2023年３月 31日（金） 

 〔利用期間〕2022年９月 23日（金・祝）～2023年４月２日（日） ※２日間用は４月１日（土）まで 

  〔設定区間/発売額〕 

設定区間 
発売額 

有効期間 
大人 小児 

博多⇒長崎 9,300 4,650 
３日間 

佐賀⇒長崎 8,600 4,300 

武雄温泉⇒長埼 7,200 3,600 
２日間 

長崎⇒武雄温泉 7,200 3,600 

 〔発売箇所〕JR九州のみどりの窓口、主な旅行会社 

 

 ※上記の「いい旅！西九州きっぷ」および「かもめぐるりんきっぷ」の詳細は 2022年６月 17日リリースの

「西九州新幹線開業に伴う割引きっぷについて」をご参照ください。 

 

 ➢長崎スローラインきっぷ 

島原鉄道、松浦鉄道、JR 九州（諫早～長崎、大村線、有田～佐世保）の普通・快速列車に乗り降り

自由なきっぷです。のんびりした鉄道の旅を楽しみたい方におススメです。 

 〔発売期間〕 

2022年９月 23日(金・祝)～2023年３月 31日（金） 

 〔利用期間〕 

2022年９月 23月（金・祝）～2023年４月２日（日） 

 〔発 売 額〕 

大人：7,000円 小児：3,500円 

 〔発売箇所〕 

JR九州の窓口（フリー区間内の駅） 

島原鉄道の主な駅 

松浦鉄道の主な駅 

   MaaSアプリ「my route」（デジタルチケット） 

 

  

 



 ➢小浜・雲仙・島原周遊パス 

諫早～小浜～雲仙～島原を結ぶ島鉄バスや島原鉄道に乗り降り自由なフリーきっぷです。日帰り 

で各エリアのまち歩きはもちろん、宿泊でのご利用にもおススメです。 

 〔発売期間〕 

  2022年８月 23日（火）～2023年３月 31日（金） 

 〔利用期間〕 

  2022年９月 23日（金・祝）～2023年４月１日（土） ※１日間用は３月 31日(金)まで 

   ※期間中の土・日・祝日のみご利用いただけます。 

 〔発売箇所〕 

  JR九州のみどりの窓口 

 〔区間/発売額〕 

   

 

 

 

 

 ➢特急「３６ぷらす３」 

    ２０２２年１０月３日より、特急「３６ぷらす３」が新・月曜日 

ルートで運行します。「九州のすべてが、ぎゅーっと詰まった 

“走る九州”といえる「３６ぷらす３」は、西九州の新たな魅力 

を再発見できる旅をご提案します。 

   

 

 

 

 

 〔価格設定〕 

  ※ランチプランは博多→佐世保コースのみ販売 

  ※「３６ぷらす３」の詳しい情報は専用ホームページをご確認ください。 

 https://www.jrkyushu-36plus3.jp/ 

設定区間（フリー） 発売額 有効期間 

・島鉄バス 諫早駅前～小浜～雲仙～島原駅前 

・島原鉄道（鉄道）諫早～島原港 

2,000 １日間 

3,000 ２日間 

乗車駅 降車駅 
ランチプラン（個室） ランチプラン（座席） 

大人 こども 大人 こども 

博多 

佐賀 

肥前浜 

武雄温泉 

早岐・佐世保 

18,300円 
15,700円 

食事なし：9,700円 
13,300円 

11,000円 

食事なし：8,500円 

https://www.jrkyushu-36plus3.jp/


  

 ➢特急「ふたつ星４０４７
よんまるよんなな

」 

   2022 年９月 23 日の西九州新幹線の開業にあわせて新しいＤ＆Ｓ列車「ふたつ星４０４７」がデビュー

します。西九州の魅力をたくさん詰め込んだ列車で西九州の旅をお楽しみください。 

   

 

 

 

 

 〔コンセプト〕 

   この列車に乗って、沿線に広がる有明海や大村湾の変化に富んだ「海」の“車窓”と「海」がもたらした“地

域のおいしいもの”を楽しんでいただきます。また、西九州新幹線と組み合わせてご利用いただくことで、

“自分だけの自由な旅”を創り上げることができ、その日、その時だけの楽しさが無限大に広がる旅をご提

案します。 

 

〔運行ルート〕 

 「ふたつ星４０４７」は、午前便、午後便で異なるルートを 

運転し、ふたつのルートで西九州エリアを 1周します。 

各停車駅は、コンセプトである“西九州の海めぐり列車” 

にふさわしく、ホームからの景色や沿線の特色をお楽しみ 

いただき、西九州エリアの魅力を体感していただきます。 

また、停車時間を活用した、駅での賑わいづくりや、「ふ 

たつ星４０４７」の楽しみ方をご提案します。 
 

〇午前便 

〔ル ー ト〕 武雄温泉駅→長崎駅 （長崎本線経由）   

〔運転時刻〕 武雄温泉駅 10:22発/長崎駅 13:15着 

〇午後便 

〔ル ー ト〕 長崎駅→武雄温泉駅 （大村線経由） 

〔運転時刻〕 長崎駅 14:53発/武雄温泉駅 17:45着 

  

 〔車内販売〕 

   車内では大きなカウンターテーブルを配置したビュッフェを設けて、沿線の“おいしいもの” 

  や「ふたつ星４０４７」オリジナル商品を販売しますので今後の情報をお楽しみに。 

  

※「ふたつ星４０４７」の詳しい情報は専用ホームページをご確認ください。 

https://www.jrkyushu.co.jp/train/futatsuboshi/ 

※イメージイラスト 

Design & Illustration by Eiji Mitooka + DDA 



 

➢駅長おすすめの JR九州ウォーキング 2022年秋編 

９月 17日（土）から開催する「駅長おすすめの JR九州ウォーキング2022年秋編」にて、西九州エリ

アの内 13コースを佐賀・長崎DC満喫コースとして開催いたします。豊かな自然、多様な食などの様々

な魅力でお客さまをお迎えし、JR 九州アプリを使って貯めることができるスタンプをボーナスコースと

してさらに１スタンプ進呈いたします。是非この機会にご参加ください。 

 

〔西九州エリアの主なコース〕 

※詳しくは「駅長おすすめのＪＲ九州ウォーキング」ホームページをご確認ください。 

 

※「駅長おすすめの JR九州ウォーキング」の詳しい情報は専用ホームページをご確認ください。 

https://www.jrwalking.com/ 

 

➢東京都内に西九州新幹線開業ポップアップストア“開店” 

「西九州開店」キャンペーンにあわせ、東京都内（有楽町）に西九州新幹線や佐賀県・長崎県の魅

力をぎゅっと詰め込んだ、ポップアップストアが”開店”します。 

自動販売機を活用し、西九州新幹線オリジナルグッズをはじめ、佐賀県・長崎県を中心とした九

州の特産品等を販売。九州外の店舗では、このポップアップストアでしか買えないグッズも多数！ 

また、店内のデジタルサイネージ付自動販売機では、プロモーション動画や画像を用い、首都圏

での西九州新幹線開業の PRおよび佐賀県・長崎県を中心とした九州の魅力を発信します。 

”西九州新幹線かもめに乗ってみたい”、“佐賀県・長崎県そして九州に行ってみたい”、そのきっ

かけづくりとなるような空間にしてまいります。 

 

〔開店期間〕 

20２２年 9月下旬～202３年 3月上旬（予定） 

〔場所〕 

有楽町ビル 1F （東京都千代田区有楽町 1-10-1） JR東日本有楽町駅 日比谷口から徒歩 1分 

No 開催日 スタート駅 コース名 

１ 10/22（土） 諫早駅 諫早四社参りとシュガーロード・長崎街道を歩く路 

２ 10/23（日） 肥前鹿島駅 秋の酒蔵めぐりと、鹿島の２大寺社めぐり 

３ 10/29（土） 嬉野温泉駅 嬉野温泉駅開業！温泉まちゆっつらウォーク 

４ 11/６（日） 佐世保駅 日本遺産佐世保鎮守府とアーケードを歩こう 

５ 11/12（土） 新大村駅 西九州新幹線開業！“大村車両基地”見学と新駅巡り 

６ 11/23（水・祝） 江北（肥前山口）駅 おいしい秋と歴史、馬とふれあうよくばりウォーク 

https://www.jrwalking.com/


〔実施内容〕 

 自動販売機 7台を活用した、西九州新幹線グッズ、佐賀県・長崎県および九州の特産品販売 

〔販売するグッズの一例〕 

 

 

 

 

 

     ラバーキーホルダー       クリアファイル            たぬき絵で描く 西九州新幹線記念手ぬぐい 

 

 

 

 

 

          こども キャップ           おとな キャップ       鉄聞マスキングテープ 

       ※販売するグッズは変更する場合があります。その他、ポップアップストアの詳細については、

JR九州商事オンラインショップ「九州の旅とお取り寄せ」内でお知らせします。 

https://jrk-kyushutabi.shop/ 

 

2022年度は西九州新幹線の開業や「ふたつ星４０４７」の運行開始、そして佐賀・長崎デスティネー 

ションキャンペーンと、佐賀・長崎は話題が盛りだくさんです！熱くなる佐賀・長崎の観光スポットやそ

の土地で出会う“ひと”などたくさんの魅力にふれる旅をお楽しみください！ 

 

 

https://jrk-kyushutabi.shop/

