平成 23 年 10 月 31 日
西 鉄 グループ観 光 委 員 会
大分県文化遺産活用推進実行委員会
大分県北部地域観光圏協議会

高速バス福岡〜別府線「とよのくに号」で行く

◆ 平成 23 年 11 月 1 日〜12 月 25 日（55 日間） ◆
〜高速バスご利用でおトクな特典盛りだくさん！神代から昭和まで、千年の時の流れをぜひご体感ください〜

● 西鉄グループでは、大分県北部の広域観光圏「豊の国千年ロマン観光圏」（平成 22 年に観光庁より
「観光圏整備実施計画」認定済）と、高速バス福岡〜別府線「とよのくに号」のタイアップキャンペーン
を本年 11 月 1 日（火）から 12 月 25 日（日）まで展開いたします。
● 「豊の国千年ロマン観光圏」は、瀬戸内海に面した大分県北部の別府市や宇佐市など 8 市町村で構
成されています。同観光圏内では、国宝の宇佐神宮や富貴寺大堂に代表される神仏が習合した“六
郷満山文化”を受け継ぐ神社仏閣をはじめ、江戸の趣を残す城下町、活気ある昭和時代の町並みな
ど、神代から昭和まで千年にわたる歴史の足跡が散見できます。他にも、日本有数の温泉地・別府温
泉や、新鮮な海の幸・山の幸など、【歴史】【温泉】【グルメ】が凝縮された魅力いっぱいのエリアです。
● 今回のキャンペーンは、西鉄グループが運行する高速バス「とよのくに号」をご利用いただき、「豊の国
千年ロマン観光圏」の魅力に触れていただくことを目的としています。期間中、福岡発別府行き「とよの
くに号」（ノンストップ系統）をご利用のお客さまに「豊の国千年ロマン トクするクーポン」を進呈します。こ
のクーポンのご呈示により、マツダレンタカーの利用料金が 3 割引となるほか、観光圏内にある観光・レ
ジャー・グルメスポットなど 16 施設で割引やドリンクサービスなどのおトクな特典を受けることができま
す。さらに、西鉄旅行㈱の提携ホテル（10 施設）にご宿泊の場合も、クーポンのご呈示でドリンクサービ
スや入浴剤の進呈といったうれしい特典が受けられます。
● この秋は、福岡から“豊の国”の玄関口・別府まで、特典満載の高速バス「とよのくに号」でタイムスリッ
プ！現地では、レンタカーとクーポンをフルにご活用いただき、ご友人やご家族とロマンあふれる時空旅
行を心ゆくまでご堪能ください。
■『高速バス「とよのくに号」で行く 豊の国千年ロマン 時空の旅キャンペーン』の概要
【実施期間】

平成 23 年 11 月 1 日（火）〜12 月 25 日（日）

【実施主体】

西鉄グループ観光委員会、大分県文化遺産活用推進実行委員会、大分県北部地域観
光圏協議会

【実施内容】

福岡発別府行きの高速バス「とよのくに号」（ノンストップ系統・1 日 16 往復）をご利用のお
客さまに「豊の国千年ロマン トクするクーポン」を進呈します
※ クーポンは、「とよのくに号」車内で乗務員がお配りいたします。
※ 「とよのくに号」スーパーノンストップ系統および各停系統（福岡〜大分線で別府エリアが終点ではな
い便）はキャンペーン対象外となります。

【特

典】

① 次頁記載のマツダレンタカーの対象店舗で上記クーポンをご呈示いただくと、レンタカ
ー（軽自動車を除く）の利用料金が 3 割引となります。
② 次頁記載の各施設で上記クーポンをご呈示いただくと、料金割引やドリンクサービスな
どの特典が受けられます。
③ 次頁記載の西鉄旅行㈱提携ホテルにご宿泊の場合、フロントにて上記クーポンをご呈
示いただくと、ドリンクサービスや入浴剤の進呈、ホテル内でのお買い物料金割引など
の特典が受けられます。（ご宿泊の際は西鉄旅行各窓口にてお申し込みください）

「豊の国千年ロマン トクするクーポン」 マツダレンタカー利用料金 3 割引対象店舗 （7 店舗）
別府観光港前店〔別府市〕

0977-25-7136

※必ず事前のご予約をお願いします。

大分空港前店〔国東市〕

0978-67-2929

※車種・時期によってはご希望のお車がご用意できない場合が

大分駅前店〔大分市〕

097-534-0762

中島店〔大分市〕

097-534-0775

古国府店〔大分市〕

097-546-4500

中津駅前店〔中津市〕

0979-22-5656

日田駅前店〔日田市〕

0973-24-2929

ございます。

「豊の国千年ロマン トクするクーポン」 利用特典対象施設 （16 施設）
ひょうたん温泉〔別府市〕

入浴料割引（大人 100 円引き・子ども 60〜40 円引き） ※18 時まで

明礬 湯の里〔別府市〕

入浴料割引（大人 100 円引き・子ども 50 円引き）

福澤諭吉旧居・記念館〔中津市〕

入館料割引（50 円引き）

昭和ロマン蔵〔豊後高田市〕

入館券 1 割引、「旬彩 南蔵」でお食事の方にソフトドリンク 1 杯サービス

若栄屋〔杵築市〕

鯛茶漬け「うれしの」（1,800〜3,400 円）1 割引 ※要予約

きつき衆楽観〔杵築市〕

観覧料 200 円引き／観覧券ご購入の方に「豚まん」「ソフトクリーム」いずれかを進呈

魚市魚座〔杵築市〕

全商品 5%OFF（お食事含む）

杵築レトロ館〔杵築市〕

入館料割引（100 円引き）／ソフトクリームサービス

とまや〔杵築市〕

商品 5%OFF／1,000 円以上お買い上げの方に「とまや特製もなか」1 個進呈

中野酒造〔杵築市〕

1,000 円以上お買い上げの方に「豊後の鬼ころし（180ml）」進呈

住吉浜リゾートパーク〔杵築市〕

宿泊料（1 泊 2 食付）お一人様 9,800 円を 1,000 円引き ※1 室 2 名利用の場合

宇佐神宮〔宇佐市〕

宝物館の入館料割引（大人 100 円引き・高校生以下 50 円引き）

両子寺〔国東市〕

拝観料 1 割引

二の丸館内喫茶「やすらぎ」〔日出町〕

コーヒーまたはソフトドリンク 1 杯サービス

ハーモニーランド〔日出町〕

パスポートチケット 1,300 円引き／イルミネーションチケット 100 円引き

姫島観光 LLP「島の風」（東みやげ店）

レンタサイクルの割引

〔姫島村〕
「豊の国千年ロマン トクするクーポン」 利用特典対象ホテル （10 施設） ※ご宿泊の方に限ります
花菱ホテル〔別府市〕

売店 1 割引／カラオケルーム利用料金 1,000 円引き

ホテル三泉閣〔別府市〕

通常の鍋を「コラーゲン鍋」にグレードアップ

別府ホテル清風〔別府市〕

「温泉入浴剤」進呈

ホテルかくすい苑〔別府市〕

ウェルカムドリンクサービス（到着時）

西鉄リゾートイン別府〔別府市〕

「海洋深層水（500ml）」お一人様 1 本進呈

ホテル白菊〔別府市〕

「温泉入浴剤」進呈

ホテル山水館〔別府市〕

「明礬温泉の湯の花（入浴剤）」進呈

おにやまホテル〔別府市〕

「おにやま地獄入場券」または「湯の花（入浴剤）」進呈

杉乃井ホテル〔別府市〕

「ホテルオリジナル巾着袋」と「ボールペン」進呈

別府湾ロイヤルホテル〔日出町〕

「館内ショッピング 5%割引券」進呈（1 グループに 1 枚）

【ホテルのお申し込み・お問い合わせは西鉄旅行の各窓口へ】
天神支店（092-741-4952） 小倉旅行センター（093-521-1888） 久留米旅行センター（0942-33-2233） 筑豊支店（0948-22-5303）

（参考） 高速バス福岡〜別府・大分線「とよのくに号」の概要
【運行会社】

西日本鉄道㈱・西鉄高速バス㈱・大分交通㈱・大分バス㈱・日田バス㈱・亀の井バス㈱

【運行本数】

1 日 64 往復（うちノンストップ系統は 16 往復）

【所要時間】

天神バスセンター〜別府北浜間
天神バスセンター〜大分トキハ前間

【運

大人片道運賃
3,100 円
往復割引運賃
5,500 円 〔1 枚あたり 2,750 円〕
とよのくにきっぷ（4 枚つづり） 8,000 円 〔1 枚あたり 2,000 円〕

賃】

約 2 時間 20 分（最速）
約 2 時間 10 分（最速）

本件に関するお問い合わせは 西鉄お客さまセンター（℡0570-00-1010）まで

