
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

ご旅行条件書

お申し込み
お問い合せは

〈旅行企画実施〉 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

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。

この条件書は、唐津よかばい旅倶楽部（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催行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。

旅行代金は旅行開始日当日にお支払いください。

（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）
　　　

秋の唐津ん体験ツアー参加申込書秋の唐津ん体験ツアー参加申込書秋の唐津ん体験ツアー参加申込書
申込日：平成　　年　　　月　　　日唐津よかばい旅倶楽部 御中

ご氏名 ご住所
〒

生年月日 年齢 電話番号・FAX番号
TEL

FAX

　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。

※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。
※当日のバスの座席につきましては、主催者において決定させていただきます。ご了承ください。

番号 希望日時 参加代金 大人1名　　　　　　　　円

FAX:0955-74-3612
FAXの方は

T　S　H

.     .

T　S　H

.     .

TEL

FAX

平成25年 　　　月　　　日（　　　）

FAX・HP・ハガキにてお申し込みください。（お電話での受付はできません）
■FAX 0955-74-3612 ■URL  http://www.yokabai-tabiclub.jp/
■〒847-0816 佐賀県唐津市新興町2935-1 JR唐津駅構内

各コースの申し込み方法各コースの申し込み方法
●旅行代金に含まれるもの（プラン共通）
　消費税等諸税、サービス料
●申し込み内容
　コース名、催行日、参加人数、参加者氏名（全員）、住所、連絡先
●精算方法
　当日受付時に現金にてお支払いください。

●お申し込みについて
　お子様の対象年齢（小1～小6年生）、ただし参加料は大人と同額です。
　※対象年齢以外のお子様のご参加については事前にお問い合わせ下さい。
●添乗員について
　添乗員または現地係員が同行します。
※集合場所までの交通費は各自のご負担となります。

＊2名様よりお申し込みいただけます。

唐津 ツアー

唐ワンくん

ん唐津唐津唐津 ツアーツアーツアー

平成25年11月22日（金）、12月8日（日）

お一人様定員（最小催行人員）
20～25人

（税込）

お腹いっぱい！スイーツツアー

3,000円

8

天神から、ちょっと足ば延ば

し
て『
唐津』ん秋ば楽しまんですか？

天神バス停留所（集合）→麻生本家（松原おこし）→大原松露饅頭工場見
学→大豆工房いきさ屋（豆腐ババロア）→昼食（お弁当）→宝来堂（相知
饅頭）→サンフーズかじまや（すだちこんにゃく）→佐里温泉登栄荘かざ
ぐるま（天然酵母パン）→たまご色のケーキ屋さん（シフォンケーキ）→お
さかな村→天神バス停留所（解散）

昼食付

8：45頃

17：30頃

平成25年10月24日（木）、11月26日（火）

お一人様定員（最小催行人員）
5～15人

（税込）

絵手紙ワークショップ＆唐津deランチ

2,500円

9

ジャンビースタイル（現地集合）→絵手紙ワークショップ→昼食（ジャンビ

ースタイルランチセット）→現地解散

昼食付

10：30

14：00

平成25年12月7日（土）、14日（土）

お一人様定員（最小催行人員）
20～45人

（税込）

宝当神社と宝満神社幸運祈願バスツアー

7,777円

11

天神バス停留所→港厄神（厄払い）→旧高取邸→唐津城→昼食→虹ノ松

原中心線から1回目参拝→大原松露饅頭工場見学→宝満神社で2回目

参拝→高島・宝当神社で祈願アルピノ→天神バス停留所（解散）

昼食付

9：30頃

17：00頃

平成25年11月17日（日）～18日（月）

お一人様定員（最小催行人員）
20～45人

（税込）

国の文化財指定！夜神楽鑑賞ツアー

21,800円

12

【一日目】
唐津東港（集合）→フェリー（唐津～印通寺）→原の辻遺跡→安国寺→民
宿・夕食→住吉神社（夜神楽鑑賞)(泊)
【二日目】
朝食→勝本朝市→東洋一の砲台跡→猿岩→月読神社→昼食→壱岐焼酎
工場→フェリー（印通寺～唐津）→唐津東港（解散）

1泊3食付

キリトリ線キリトリ線

秋の



天神バス停留所（日本銀行前）　　　　浜玉・けえらん　　　　呼子朝市　　　　鯨組主中尾家住宅　　　　　昼食

　　黒田長政陣跡　　　肥前名護屋城跡　　　茶苑 海月　　　道の駅 桃山天下市　　　天神バス停留所

12：30　　13：30
《秀吉と天下料理》

11：20　 　　12：00
《買い物＆散策》

10：30　　10：50
《トイレ・買い物》

8：45受付　9：00出発行　
程

18：30頃16：30
《呈茶》

16：40　　17：00
《買い物＆休憩》

14：30
《黄金の茶室見学》《散策》

14：00　　14：20

●集合／08：45 福岡・天神バス停留所
●解散／18：30 福岡・天神バス停留所
●催少人数／20名
●料金／6,500円
※7日前（土・日除く）までに要予約

肥前名護屋城めぐり

催行日

秀吉が名護屋城に滞在していた頃に記された「宗湛日記」などをもとに、
現代の味付けで再現し創作された「天下料理」を味わいます。
陣跡や城跡を巡り、黄金の茶室も見学し桃山文化の賑わいを体感します。

10/17（木）、11/24（日）

4
昼食付

天神バス停留所（日本銀行前）　　　　松原おこし　　　　　呼子朝市　　　　　　　昼食　　　　　　黒田長政陣跡

　　道の駅 桃山天下市　　　　　県立名護屋城博物館　　　　　　　　薪能鑑賞　　　　　　　　　天神バス停留所

13：15　　13：35
《ガイド》

12：00　　13：00
《イカの活き造り定食》

11：20　　11：45
《買い物＆散策》

10：30　　10：50
《試食・トイレ》

8：45受付　9：00出発行　
程

22：30頃15：30　　19：45
《お弁当券・呈茶券配布、会場にて自由食》

14：20
《黄金の茶室見学》《買い物＆休憩》

13：45　　14：10

●集合／08：45 福岡・天神バス停留所
●解散／22：30 福岡・天神バス停留所
●催少人数／20名
●料金／10,000円
※5日前（土・日除く）までに要予約

肥前名護屋城
薪能鑑賞日帰りツアー

催行日

豊臣秀吉が約４２０年前に、朝鮮出兵の拠点として築いた肥前名護屋城。
悠久のときを超え蘇る肥前名護屋城跡「薪能」で、
桃山文化の賑わいを体感されてみませんか。

10/5（土）

1

昼食・
夕食付
（お弁

当）

天神バス停留所（日本銀行前）　　　　古窯跡地　　　　　北波多・窯元　　　　　　昼食　　　　　　　　鏡山窯

　　唐津市町なか散策　　　　基幸庵　　　　おさかな村　　　　天神バス停留所

13：15　　13：35
《絵付け体験・工房見学》

12：10　　13：00
《イカの活き造り》

11：20　　11：40
《工房見学》

10：40　　11：10
《案内ガイド付》

8：45受付　9：00出発行　
程

18：30頃15：50　　16：20
《買い物＆休憩》

15：50　　16：20
《スイーツ》《散策・案内ガイド付》

14：40　　15：40

●集合／08：45 福岡・天神バス停留所
●解散／18：30 福岡・天神バス停留所
●催少人数／20名
●料金／7,500円
※7日前（土・日除く）までに要予約

唐津焼探訪ツアー

催行日

「一楽 二萩 三唐津」。
唐津焼の窯元を巡り、絵付けを体験します。
昼食にはイカの活き作りを味わいます。

10/24（木）、11/30（土）

3

天神バス停留所（日本銀行前）　　　　　浜玉・けえらん　　　　　　　　黒田長政陣跡　　　　　　　　昼食　　

　　県立名護屋城博物館　　　　　　　薪能鑑賞　　　　　　　　ホテル

11：30　　11：50
《ガイド》

12：00　　12：50
《秀吉と天下料理》

10：30　　10：50
《試食・トイレ》

8：45受付　9：00出発
行 

程（
１
日
目
）

20：3015：30　　19：45
《お弁当券・呈茶券配布、会場にて自由食》《黄金の茶室見学》

13：10　　

ホテル　　　　　呼子朝市　　　　　　　鯨組主中尾家住宅　　　　　　波戸岬　　　　　　　国民宿舎 波戸岬

　　　　昼食　　　　　　　おさかな村　　　　　　天神バス停留所

12：00　　13：00
《唐津焼（湯呑み）絵付け体験》

10：05　　10：25
《サザエ試食＆散策》

　　9：45
《見学》

8：45
《散策》

8：30
行 

程（
２
日
目
）

15：40頃13：40　　14：10
《買い物＆休憩》《イカの活き造り定食》

イカの活き造り定食付イカの活き造り定食付

イカの活き造り定食付イカの活き造り定食付

イカの活き造り定食付イカの活き造り定食付

12：00　　13：00

●集合／08：45 福岡・天神バス停留所
●解散／15：40 福岡・天神バス停留所
●催少人数／20名
●料金／22,000円
※5日前（土・日除く）までに要予約

肥前名護屋城
薪能鑑賞ツアー1泊2日

催行日

豊臣秀吉が約４２０年前に、朝鮮出兵の拠点として築いた肥前名護屋城。
悠久のときを超え蘇る肥前名護屋城跡「薪能」で、桃山文化の賑わいを体感し
現代の味付けで再現し創作された「天下料理」を味わいます。

10/5（土）～6（日）

2
天神バス停留所（日本銀行前）　　　　　　観音の滝　　　　　　昼食　　　　　　環境芸術の森　　　　　呈茶体験

　　プチ坐禅体験　　　　唐津うまかもん市場　　　　　天神バス停留所

13：30　　14：30 15：00　　15：30
《散策》

12：00　　13：0010：30　　11：30
《散策》

8：45受付　9：00出発行　
程

19：00頃17：10　　17：40
《買い物＆休憩》

15：50　　16：50

●集合／08：45 福岡・天神バス停留所
●解散／19：00 福岡・天神バス停留所
●催少人数／20名
●料金／6,800円
※7日前（土・日除く）までに要予約

唐津紅葉めぐり

催行日

唐津の秋を楽しみます。
赤や黄色に色づく紅葉を眺め、のんびりした一日を過ごします。
マイナスイオンを浴びて心もゆったり。

11/17（日）

5
昼食付

天神バス停留所（日本銀行前）　　　　　味覚狩り　　　　　　昼食　　　　　芋ほり体験　　　　道の駅 桃山天下市

　　　おさかな村　　　　　　天神バス停留所

13：30　　14：3012：00　　13：00
《郷土料理》

15：00　　15：30
《買い物＆休憩》

10：30　　11：308：45受付　9：00出発行　
程

18：00頃16：00　　16：30
《買い物＆休憩》

●集合／08：45 福岡・天神バス停留所
●解散／18：00 福岡・天神バス停留所
●催少人数／30名
●料金／6,000円
※7日前（土・日除く）までに要予約

秋の味覚体験ツアー

催行日

秋の唐津は美味しいものがいっぱい。
鎮西町の郷土料理もいただいて、深まりゆく秋を感じます。

10/19（土）、11/9（土）

6
昼食付

天神バス停留所（日本銀行前）　　　　　玄海みなとん里　　　　　マリンパル呼子　　　　　　道の駅 桃山天下市　　

　名護屋城跡（40分）　　　茶苑 海月　　　　　夕食／国民宿舎 波戸岬　　　　　　波戸岬　　　　天神バス停留所

15：55　　16：15
《トイレ・買い物》

15：00　　15：40
《海中展望船ジーラ》

14：15　　14：30
《トイレ・買い物》

12：45受付　13：00出発行　
程

21：35頃18：25　　19：25
《イカの活き造り定食》

19：35　　20：05
《星空観察》

17：10　　18：10
《呈茶》

16：20　　17：00
《ガイド有り》

※天候により星空観察が出来ない場合は唐津焼絵付け体験になります。

●集合／12：45 福岡・天神バス停留所
●解散／21：35 福岡・天神バス停留所
●催少人数／20名
●料金／7,800円
※7日前（土・日除く）までに要予約

星空観察ツアー

催行日

ゆっくり午後からの出発で、唐津の海を満喫しませんか。
九州最西北端の波戸岬で、海に沈む夕日を眺めながらイカの活き造りに舌鼓。
海に漁火が見え始めると夜空には満天の星がまたたきます。

12/21（土）、27（金）

7
夕食付

食事付

昼食付

黄金の茶室（復元／京都市蔵）
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

焼き物送料は別途

焼き物送料は別途

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

黄金の茶室（復元／京都市蔵）


