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昼食

『季のかおり 美食御膳』
季のかおり
とき

前菜、すり流し、刺身、豆腐、揚げ物、
炊き合わせ、ご飯、みそ汁、デザート
※写真はイメージです。

伝説に残る恋に生きた佐用姫の想いを巡り、美食御膳を召し上がった後に
内面からつながる美肌づくりプチセミナー＆ハンドマッサージ体験
そして原田邸逢庵にて茶道の心を堪能できる欲張りプランです。

伝説に残る恋に生きた佐用姫の想いを巡り、美食御膳を召し上がった後に
内面からつながる美肌づくりプチセミナー＆ハンドマッサージ体験
そして原田邸逢庵にて茶道の心を堪能できる欲張りプランです。

唐の津2013唐の津2013
一般社団法人 唐津観光協会
唐の津風景街道推進室

から つ

唐津市民ですら知らない！？ 唐津を満喫できる唐津市民ですら知らない！？ 唐津を満喫できる

原田邸／逢庵

たい
！

弁天島　 名護屋城跡

胡桃豆腐／とんさんなます／野菜含め
煮／鰆の幽庵焼／だし巻き／揚げ物／
海老の塩焼き／茄子と粟麩の田楽／烏
賊の黄身焼き／姫サザエ／白花豆の寄
せ物／酢蕪／桔梗生姜／じゃこと茸ご
飯／吸物／香の物／水菓子 
※写真はイメージです。

徒歩

福岡(天神日銀前)　　九大学研都市　　おさかな村　　観音の滝　

　鏡山神社･佐用姫神社　　昼食／美肌づくりプチセミナー＆体験　

　　原田邸　　おさかな村　　九大学研都市　　天神日銀前
休憩＆降車 降車茶道体験

乗車 散策休憩＆乗車

散策／歌碑巡り 季のかおり／美食御膳

スケジュール

バス

モニターツアー 添乗員同行
内面から美しくなる内面から美しくなる日帰り

福岡発着
途中乗車有 唐津和の旅女子力UPツアー唐津和の旅女子力UPツアー

唐津焼 食と器の会唐津焼 食と器の会

※女性限定　※少雨・雨天決行。
※見学場所の順番が変更になる場合有。
※当日は散策がありますので、必ず動き
　やすい服装・歩きやすい靴でご参加ください。
※茶道体験時には靴下を履いてご参加ください。

■定員20名/最少催行人数15名
■料金（昼食・茶道代・お土産代込）

3,400円
8：20～19：0010月12日（土）

お一人様

天神日銀前
8：20発

九大学研都市駅
9：00発

おさかな村
9：40発

昼食『太閤御膳』
水野旅館

趣ある唐津。江戸や戦国時代が色濃く交差する歴史跡をめぐる散策ツアー。
時代をさかのぼりいざ参らん トリップ体験！！
趣ある唐津。江戸や戦国時代が色濃く交差する歴史跡をめぐる散策ツアー。
時代をさかのぼりいざ参らん トリップ体験！！

唐津駅　　唐津城下　　　唐津城天守閣　　　　　　昼食　　　　

　　　　　　弁天島　　　　　　　　名護屋城陣跡巡り　　　　　

　　本丸　　　茶苑海月　　桃山天下市　　唐津駅　　
お買いもの散策 お呈茶

見学散策 水野旅館／太閤御膳

散策（徳川家康別陣など）散策

スケジュール

バス

モニターツアー 添乗員同行

歴女さま、お館さまがお呼びでございます歴女さま、お館さまがお呼びでございます

※歴史の好きな女性限定
※小雨・雨天決行
※散策ツアーですので、必ず動きやすい服装・歩きやすい靴でご参加ください。
※熱中症対策のため携帯飲料をご持参ください。
※集合時に自動車で来られる方は唐津駅横アルピノの駐車場をご利用ください。（有料：100円/ｈ）

■定員：20名／最少催行人数：12名
■料金（昼食・お呈茶代込）

4,900円
9：00～18：4010月26日（土）

お一人様

唐津の町には「謎」がいっぱい？！
答えを求めて東へ、西へ・・・。
全ての「謎」が解けた時、あなたが手に入れるものは・・・。

唐津の町には「謎」がいっぱい？！
答えを求めて東へ、西へ・・・。
全ての「謎」が解けた時、あなたが手に入れるものは・・・。

福岡(天神日銀前)　　　　　　　　　唐津駅　　　　　    　　　　　　

　　　　フリープラン・昼食（各自）　　　　　　　　　　唐津駅　　　　

　　　唐津うまかもん市場　　　　福岡(天神日銀前)
休憩

クイズに答えながら唐津市街地のまちあるき 15：00 集合／15：15 出発

スケジュール

バス

モニターツアーJR唐津駅からの参加もOK

※少雨・雨天決行。
※当日は必ず歩きやすい靴で
　ご参加ください。

■定員100名/最少催行人数60名
■料金（三館入場券・土産付）

1,000円
9：00～17：009月28日（土）

お一人様

昼食

玄界灘の魚介類を
使った会席料理

洋々閣

※写真はイメージです。

唐津焼の歴史探訪、窯元めぐり、絵付け体験と、
唐津焼の器で味わう料理を満喫していただきます。
唐津焼の歴史探訪、窯元めぐり、絵付け体験と、
唐津焼の器で味わう料理を満喫していただきます。

福岡(天神日銀前)　　唐津IC駐車場　　あや窯　　北波多古窯跡　

　　　　　　　　　昼食　　　　　　　　　中里太郎右衛門陶房　

　 鏡山窯　  唐津うまかもん市場　 唐津IC駐車場　 天神日銀前
降車休憩絵付け体験

乗車 見学見学

洋々閣／玄界灘の魚介類を使った会席料理 見学

スケジュール

バス

モニターツアー 添乗員同行あなたの五感を刺激するあなたの五感を刺激する日帰り
福岡発着
途中乗車有

※少雨・雨天決行。
※当日は必ず動きやすい服装・
　靴でご参加ください。
※絵付け体験の湯呑は、仕上がりに
　1ヶ月半ほど要します。
※湯呑の発送料は別途必要です。

■定員20名/最少催行人数17名
■料金（昼食･絵付体験代込）

7,000円
9：00～18：0011月23日（土）

お一人様

食べた
い

知り
たい

見た
い

食べた
い

知り
たい

見た
い第2弾

とんさんなます付とんさんなます付

日帰り
唐津発着

天神日銀前
9：00発

唐津城 旧高取邸 曳山展示場 徒歩

謎解き
トキメキまちあるきモニターツアートキメキまちあるきモニターツアー

日帰り
福岡発着

お土産付お土産付
『たまご色のケーキ屋さん』『たまご色のケーキ屋さん』

宗偏流お呈茶、茶花、作法
などの茶道体験。

ステーキハウス蜂の
ハンバーグ（ソース付）

お土産付！お土産付！

唐の津歴跡旅唐の津歴跡旅
姫よ、城で待つ…。

日帰りモニターツアー日帰りモニターツアー いろん
な唐津いろん
な唐津いろん
な唐津



ａ．次項以外の募集型企画旅行契約
①　②から④までに掲げる場合以外の場合
　　（当社が契約書面において企画料金の
　　　　　　　　　　　　　 金額を明示した場合に限る。）
●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
②  20日目（日帰り旅行にあっては10日目）に当たる日以降に解除
　　（②から⑤までに掲げる場合を除く。）
③  7日目に当たる日以降に解除
　　（③から⑤までに掲げる場合を除く。）
④  前日に解除
⑤  当日に解除（⑤に掲げる場合を除く。）
⑥  旅行開始後の解除又は無連絡不参加

ｂ．貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約

企画旅行に
相当する金額

20％以内

30％以内

40％以内
50％以内
100％以内
当該船舶に係る
取消料の規定による

取　消　料区　　　　　分

旅行代金
6千円未満
3万円未満

お申込金
旅行代金の20％
6,000円

一般社団法人 唐津観光協会
唐の津風景街道推進室

●ツアーお申し込み方法
◎ご予約の締切は開催日の10日前までとなります。
　※人気のツアーはすぐに定員となる可能性があります。お早めのご予約をオススメいたします。
　　応募者多数の場合、先着順とさせていただきます。
◎日帰りツアーのご予約方法はFAX・メールとなります。FAXの場合は下記の申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、送付ください。
※電話問い合わせ　平日 月～金の10:00～17:00　土日祝は受け付けておりませんのご了承ください。
●お支払い方法
◎日帰りツアーの場合は、こちらからの電話連絡後3日以内に
　右記の振込先へのお振込みをお願い致します。

佐賀銀行　唐津支店　店番 ６３５　口座番号 ２６１７４５１
シヤ）カラツカンコウキヨウカイ

●キャンセルについてのお願い（キャンセル料は下記取消料率に基づきます）
キャンセルされる場合は、3日前までに必ずご連絡をお願い致します。

〒847-0055 唐津市刀町1513-9　辻ビル2階
TEL:0955-74-5000　ＦＡＸ:0955-58-9788
E-mail:karanotsu-fuukeikaidou@karatsu-kankou.jp

お申し込み・お問い合わせ

日帰りモニターツアー 申込書
申込日：平成　　年　　　月　　　日

唐の津風景街道推進室 行

ご希望のツアーの□に印をつけてください（複数可）

　私は、ツアーの実施にあたり、必要な旅行保険への加入に同意し、手配に必要な範囲内での
運送機関・保険会社、その他ツアーに必要な業者への個人情報の提供について了承の上、申し込みます。

FAX:0955-58-9788
FAXの方は

□ 唐津和の旅女子力UPツアー　
□ 唐の津歴跡旅
□ 唐津焼 食と器の会
□ トキメキまちあるきモニターツアー

TEL 0955-74-3611　FAX0955-74-3612
〒847-0816 佐賀県唐津市新興町2935-1 JR唐津駅構内
総合旅行業務取扱管理者　古賀　修
旅行業取扱管理者とは、お客様の取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記
の取扱管理者にお尋ねください。

〈旅行企画〉
佐賀県知事登録旅行業第2-63号

一般社団法人唐津観光協会　ATA事業部

ご旅行条件書
この条件書は、唐津よかばい旅倶楽部（一般社団法人唐津観光協会　ATA事業部）（以
下「当社」という）が企画・募集・実施する募集型企画旅行の旅行条件書となります。旅行
業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び、同法第12条の5に定める契約書面の
一部です。

当社に募集型企画旅行の契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の
申込書（以下「申込書」といいます。）に所定の事項を記入の上、旅行代金の20％
以内で当社が別に定める金額の申込金と共に、当社に提出しなければなりま
せん。
当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、
申込みしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事
項（以下次条において「会員番号等」といいます。）を当社に通知しなければなり
ません。
第1項の申込金は、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。
募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申
込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用
は、旅行者の負担とします。

当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契
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、
旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知をした後、当社が定める期間内に、前
条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は
会員番号等を通知しなければなりません。
前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号
の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付
の順位によることとなります。
旅行者が第１項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知し
ない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。

当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないこと
があります。
当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件
を満たしていないとき。

応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそ
れがあるとき。
当社の業務上の都合があるとき。
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカード
が無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社
のカード会員規約に従って決済できないとき。

募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を
受理した時に成立するものとします。
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知
を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知
を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービ
スの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載し
た書面（以下「契約書面」といいます。）を交付します。
当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サー
ビスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

前条の第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機
関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機
関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面
交付後、旅行開始日の前日（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日
目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあって
は、旅行開始日）までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を
記載した書面（以下「確定書面」といいます。）を交付します。
前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせが
あったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回
答します。
第１項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し
旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載する
ところに特定されます。

当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募
集型企画旅行契約を解除することがあります。

ご参加のお客様が、当パンフレットに明示した最少最高人数に満たない場合、
旅行の催行を中止する場合があります。

旅行者は、旅行開始日以降で契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契
約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。ご参加のお
客様が、当パンフレットに明示した最小最高人数に満たない場合、旅行の催行
を中止する場合があります。
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お
申込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払いください。
お申込み金（おひとり）

（本旅行条件書の意義）

（契約の申込み）
　　　1.

　　　2.

　　　3.

　　　4.

　　　5.

（電話等による予約）
　　　1.

　　　2.

　　　3.

（契約締結の拒否）
　　　1.

　　　①

　　　②
　　　③

　　　④
　　　⑤

（契約の成立時期）
　　　1.

　　　2.

（契約書面の交付）
　　　1.

　　　
　　　2．

（確定書面）
　　　1.

　　　2．

　　　3．

（旅行中止の場合）
　　　1.

　　　2.

（旅行代金及びお申込金）
　　　1.

　　　2.

　　　3.　　

国内旅行に係る取消料

ご氏名 ご住所
〒

性別 電話番号（※日中連絡がとれる番号）
携
帯

歳

男 

・ 

女

歳

男 

・ 

女

T
E
L

携
帯
T
E
L

フリガナ

※この申込書1枚で、最大2名様まで申し込めます。2名以上の場合はコピーしてお使いください。※確認のお電話をする場合がございます。ご不明な点はお問い合わせください。

年齢

〒フリガナ

唐津の「まちあるき」アートイベント スケジュール唐津の「まちあるき」アートイベント スケジュール

※日程、場所等、主催者の都合により、予告なく変更される場合がございますので、詳細については事前に主催者までお問い合わせ下さい。

第33回 唐津焼展第33回 唐津焼展

「海旅」フォト展

未来へ繋ぐ唐津の宝 祭展

■日時／9月19日（木）～23日（月・祝） 9：00～18：00（9月23日は17：00まで）
■会場／唐津市ふるさと会館「アルピノ」 イベントホール
■主催／唐津焼展実行委員会（唐津焼協同組合内）　☎0955-73-4888

■日程／9月21日（土）～10月6日（日） 9：00～18：00
■会場／JR唐津駅ミュー唐津内
■主催／(一社)唐津観光協会 唐の津風景街道推進室　☎0955-74-5000

■日程／9月28日（土）～10月10日（木） 9：00～18：00
■会場／JR唐津駅 北口特設会場
■主催／(一社)唐津観光協会 唐の津風景街道推進室　☎0955-74-5000

■日時／10月12日（土） 10：00～13：00
■定員／20名 
■会場／ギャラリー魚や町
■講師／プロカメラマン 松本和生氏
■主催／(一社)唐津観光協会 唐の津風景街道推進室　☎0955-74-5000

会場にて「海旅」フォト展開催

唐の津風景街道推進事業　撮っても簡単 わく ドキ  唐の津写真塾20132 2撮っても簡単 わく ドキ  唐の津写真塾20132 2

唐の津風景街道推進事業　「海旅」フォト展

カフェギャラリー
■日程／9月28日（土）～10月31日（木）
■会場／市内のカフェ内
■(一社)唐津観光協会　☎0955-74-3355

カフェギャラリー 唐津のご当地キューピーが
もれなくもらえる　

スイーツ＆カフェプロジェクト開催！

唐の津風景街道推進事業　未来へ繋ぐ唐津の宝 祭展

＊特別展示「茶陶展」 茶に酔う、陶に酔う
＊窯元作家による ろくろ実演

＊チャリティー呈茶席　＊お楽しみ抽選会
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