
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

春の唐津んツアー参加申込書春の唐津んツアー参加申込書春の唐津んツアー参加申込書
申込日：平成　　年　　　月　　　日

唐津よかばい旅倶楽部 御中

ご氏名
フリガナ

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5名様まで申し込めます。5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

.      .

フリガナ 〒 TEL

FAX

T　S　H

.      .

フリガナ 〒 TEL

FAX

T　S　H

.      .

フリガナ 〒 TEL

FAX

T　S　H

.      .

フリガナ 〒 TEL

FAX

T　S　H

.      .

平成26年 　　　月　　　日（　　　）

唐津 ツアー
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2014

バス 徒歩

バス 徒歩

バス 徒歩

バス 徒歩

イカの活き造り定食付イカの活き造り定食付

天神バス停留所（日銀前）　　九大学研都市駅　　筑前前原駅　　　北波多古窯跡地　　　鏡山窯　　　昼食／唐津茶屋

　唐津焼まちなか散策　　　基幸庵　　　おさかな村　　筑前前原駅　　九大学研都市駅　　天神バス停留所（日銀前）

《絵付け体験》《案内ガイド付散策》8：45受付　9：00出発行
　
程

17：30頃《休憩》《案内ガイド付》 《休憩＆買い物》

●始発／09：00 福岡・天神バス停留所
●解散／17：30 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／6,000円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

伝統工芸 唐津焼

催行日

『一楽二萩三唐津』。
唐津焼発祥の地で、現存するものとして日本最古の窯跡を巡り、
窯元にて絵付けも体験します。自分だけの唐津焼つくりませんか？

3/7（金）、19（水）、24（月）

5

天神バス停留所（日銀前）　九大学研都市駅　筑前前原駅　  湊 八坂神社　　高島・宝当神社　　昼食　　虹の松原中心線

　ボートレースからつ　　宝満神社　　唐津うまかもん市場　　筑前前原駅　 九大学研都市駅　 天神バス停留所（日銀前）

《厄神にて参拝》 《参拝》8：15受付　8：30出発行
　
程

17：30頃《レース観戦》 《参拝》 《休憩＆買い物》

●始発／08：30 福岡・天神バス停留所
●解散／17：30 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／5,555円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

宝当神社・宝満神社
　　  幸運祈願ツアー

催行日

唐津はパワースポットがいっぱい。
まずは八坂神社にて厄を払い、宝当神社、宝満神社と巡ります。
迫力いっぱいのボートレースも観戦して、今年の運試ししませんか？

2/26（水）、3/4（火）

6

天神バス停留所（日銀前）　九大学研都市駅　筑前前原駅　麻生本家　サンフーズかじやま　　宝来堂　　いきさ屋　昼食／相知交流センター

　工場見学　　大原松露饅頭店　　たまご色のケーキ屋さん　　おさかな村　　筑前前原駅　九大学研都市駅　天神バス停留所（日銀前）

《弁当》《松原おこし》 《豆乳ババロア》《相知饅頭》《すだちこんにゃく》8：15受付　8：30出発行
　
程

17：30頃《工場見学》 《シフォンケーキorプリン》《休憩＆買い物》《工場見学》

●始発／08：30 福岡・天神バス停留所
●解散／17：30 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／3,000円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

試食弾丸スイーツツアー！！

催行日

唐津のスイーツを満喫しませんか？
美味しくてワクワクなツアーです。
春の風に吹かれて、心も身体もリフレッシュしましょう。

3/14（金）、20（木）

7
※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。

昼食付

昼食付

昼食付

天神バス停留所（日銀前）　 九大学研都市駅　 筑前前原駅　 玄海みなとん里　 鯨組主 中尾家屋敷　 （肥前）名護屋城跡

　　茶苑 海月　　夕食／国民宿舎 波戸岬　　波戸岬　　　筑前前原駅　 九大学研都市駅　 天神バス停留所（日銀前）

《ガイド付散策》《休憩＆買い物》 《館内見学》12：30受付　12：45出発行
　
程

21：30頃《星空観察》《呈茶体験》 《イカの活き造り定食》

※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。

●始発／12：45 福岡・天神バス停留所
●解散／21：30 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／7,800円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

ロマンティックな
　　  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。

3/6（木）、15（土）

4
※写真はイメージです。

夕食付
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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）
　　　

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。

＊1名様よりお申し込みいただけます。

キリトリ線キリトリ線

春の



天神バス停留所（日本銀行前）　　　九大学研都市駅　　　筑前前原駅　　　　　呼子朝市　　　鯨組主 中尾家屋敷

　昼食／呼子ロッジ　　　埋門ノ館　　　浜玉町 有須田邸　　　古代の森会館　　　ギャラリー魚屋町　　旧唐津銀行

　　開花堂／唐津乗車の方は解散　　おさかな村　　　筑前前原駅　　九大学研都市駅　　天神バス停留所（日本銀行前）

《ひいな展見学》《買い物＆見学》8：45受付　9：00出発

行
　
程

18：45頃
バス 徒歩

《イカの活き造り定食》

《休憩：呈茶》 《買い物》

《ひいな展見学》 《ひいな展見学》《しだれ梅見学》 《ひいな展＆しだれ梅見学》

天神バス停留所（日本銀行前）　　九大学研都市駅　 筑前前原駅　　唐津駅　　呼子朝市　　鯨組主 中尾家屋敷　　　　昼食

　 　　　桃山天下市　　　　  前田利家陣跡　　堀秀治陣跡　　茶苑 海月　　　（肥前）名護屋城跡　　炎向窯

　　波戸岬／サザエのつぼ焼き　　国民宿舎波戸岬　　唐津駅　　筑前前原駅　　九大学研都市駅　　　天神バス停留所（日本銀行前）

《イカの活き造り定食》《買い物＆見学》 《館内見学》8：45受付　9：00出発

行
　
程

20：00頃
バス 徒歩 ミニコース

バス送迎

バス送迎

バス送迎

バス送迎

《ミニコーススタート》

《ミニコースフィニッシュ＆試食》 《休憩＆入浴》

《陣跡散策》 《ガイド付散策》《ギャラリー見学》《陣跡散策》 《休憩＆呈茶》

●始発／09：00 福岡・天神バス停留所
●解散／18：45 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／5,000円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

おひな様と花めぐり

催行日

歴史浪漫あふれる『城下町』唐津の町で、おひな様巡り。
咲き誇る梅の花を観賞し、春の訪れを感じましょう。
昼食にはイカの活き造り定食をいただきます。

3/1（土）、5（水）

1
イカの活き造り定食付イカの活き造り定食付

※天候等により料理の内容が変更になる場合があります。

※写真はイメージです。
※写真はイメージです。

波戸岬

N

昼食付

天神バス停留所（日本銀行前）　　　九大学研都市駅　　　　　筑前前原駅　　　　　　　　椎茸原木菌うち体験

　　　　　こんにゃくづくり体験　　　　　　　昼食　　　　　　マイ箸づくり体験　　　　　　おさかな村

　　筑前前原駅　　　九大学研都市駅　　　　天神バス停留所（日本銀行前）

《体験》8：45受付　9：00出発

行
　
程

16：30頃
バス 徒歩

《体験》 《休憩＆買い物》《郷土料理》 《体験》

●始発／09：00 福岡・天神バス停留所
●解散／16：30 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／5,000円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

田舎まるかじり
　　　　体験ツアー

催行日

唐津の大自然の中、しいたけの菌打ち、こんにゃく作りを体験してみませんか？
マイ箸作りも体験して、自分だけの箸をつくりましょう。
郷土料理もいただいて、春の訪れを感じます。

3/18（火)、20（木）、25（火）

2
※写真はイメージです。

桃山天下市

名護屋城跡
茶苑 海月

前田利家陣跡

名護屋大橋
昼食付

天神バス停留所（日本銀行前）　　　九大学研都市駅　　　　筑前前原駅　　　　　　虹の松原　　　　旧高取邸

　　昼食／唐津うまかもん市場　　　　　松山禅寺　　　　おさかな村　　　　鳴神温泉 ななの湯　　　筑前前原駅

　　　九大学研都市駅　　　天神バス停留所（日本銀行前）

《館内見学》《ガイド付散策》8：45受付　9：00出発

行
　
程

バス 徒歩

《バイキング》

18：30頃

《休憩＆温泉入浴》《坐禅＆写経体験》 《休憩＆買い物》

●始発／09：00 福岡・天神バス停留所
●解散／18：30 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／5,000円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

唐津でロハス自然体験

催行日

ロハスとは、人の健康と自然環境の保護を優先的に考えた
ライフスタイルのことです。
ゆったりのんびり、唐津の春を楽しみましょう。

九州オルレ 唐津コース九州オルレ 唐津コース

2/28（金）、3/26（水）

3
※写真はイメージです。

昼食付

　「オルレ」とは、韓国・済州島から始まったもので、元々は済州島の言葉で「通りから
家に通じる狭い路地」という意味です。自然豊かな場所でトレッキングする人が増
え、大人気のロング・トレイルの1つとなりました。
　唐津コースは、名護屋城跡を中心とした「歴史・文化」、玄界灘の「風景」、サザエの
つぼ焼きなどの「味覚」を楽しむことができます。

黒田長政陣跡
古田織部陣跡

堀秀治陣跡

炎向窯（5.9km）
ひなたがま

※写真は
イメージ

です

波戸岬少年自然の家直江兼続陣跡
上杉景勝陣跡

国民宿舎 波戸岬

FUKUOKA
KARATSU

島津義弘陣跡

波戸岬キャンプ場

フィニッシュ

スタート

呼子大橋

加部島

※天候等により料理の内容が変更になる場合があります。

●始発／09：00 福岡・天神バス停留所
●解散／20：00 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／5,500円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

唐津ミニコース①
催行日

日本三大朝市のひとつ『呼子朝市』散策。
昼食はイカの活き造り定食、サザエのつぼ焼きの試食も。

3/4（火）、11（火）

9 昼食付

天神バス停留所（日本銀行前）　　九大学研都市駅　 筑前前原駅　　唐津駅　　呼子朝市　　鯨組主 中尾家屋敷　　黒田長政陣跡

　　昼食／魚山人　 　　　　桃山天下市　　　　　前田利家陣跡　　堀秀治陣跡　 （肥前）名護屋城跡　 　茶苑 海月

　　炎向窯　　　　波戸岬／サザエのつぼ焼き　　　唐津駅　　筑前前原駅　　九大学研都市駅　　　天神バス停留所（日本銀行前）

《車窓》《買い物＆見学》 《館内見学》8：45受付　9：00出発

行
　
程

19：30頃
バス 徒歩 ミニコース

《ミニコーススタート》

《ミニコースフィニッシュ＆試食》《ギャラリー見学》

《ガイド付散策》《陣跡散策》《陣跡散策》《漁師料理》 《休憩＆呈茶》

※写真はイメージです。

●始発／09：00 福岡・天神バス停留所
●解散／19：30 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／6,000円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

唐津ミニコース②
催行日

日本三大朝市のひとつ『呼子朝市』散策。
昼食は漁師料理、サザエのつぼ焼きの試食も。

3/3（月）、17（月）

10 昼食付

天神バス停留所（日本銀行前）　　九大学研都市駅　 　筑前前原駅　　唐津駅　　民宿 要太郎　　昼食／民宿 要太郎

　 　　　桃山天下市　　　　　前田利家陣跡　　堀秀治陣跡　　茶苑 海月　　　（肥前）名護屋城跡　　　 炎向窯

　　　　桃山天下市　　　　　唐津駅　　　筑前前原駅　　　九大学研都市駅　　　天神バス停留所（日本銀行前）

《漁師料理》《竹細工作り体験》8：45受付　9：00出発

行
　
程

20：00頃
バス 徒歩 ミニコース

《ミニコーススタート》

《ミニコースフィニッシュ》

《陣跡散策》 《ガイド付散策》 《ギャラリー見学》《陣跡散策》 《休憩＆呈茶》

※写真はイメージです。

●始発／09：00 福岡・天神バス停留所
●解散／20：00 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／5,000円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

唐津ミニコース③
催行日

竹細工作り体験を楽しみませんか？
昼食は漁師料理、サザエのつぼ焼きの試食も。

3/8（土）、13（木）

11 昼食付

天神バス停留所（日本銀行前）　　九大学研都市駅　 　筑前前原駅　　唐津駅　　　甘夏かあちゃん　　　　昼食　　

　和菓子作り体験　 　　　　　茶苑 海月　　　　（肥前）名護屋城跡　　 炎向窯　　　　波戸岬／サザエのつぼ焼き

　　　　　桃山天下市　　　　　唐津駅　　筑前前原駅　　九大学研都市駅　　　天神バス停留所（日本銀行前）

《甘夏ゼリー作り体験》8：45受付　9：00出発

行
　
程

20：00頃
バス 徒歩 ミニコース 2.2km

5.9km

5.9km

5.9km

《体験》

《買い物》

《ミニコーススタート／休憩＆呈茶》 《ガイド付散策》 《ギャラリー見学》 《ミニコースフィニッシュ＆試食》

※写真はイメージです。

●始発／09：00 福岡・天神バス停留所
●解散／20：00 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／5,000円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※唐津発着の方の参加も可能です。

唐津ミニコース④
催行日

甘夏ゼリーと和菓子作り体験を楽しみませんか？
サザエのつぼ焼きの試食も。

2/27（木）、3/21（金・祝）

12 昼食付天神バス停留所（日本銀行前）　九大学研都市駅　 筑前前原駅　　桃山天下市　　前田利家陣跡　古田織部陣跡　堀秀治陣跡

　（肥前）名護屋城跡　 炎向窯　波戸岬少年自然の家　 波戸岬キャンプ場　島津義弘陣跡　波戸岬サザエのつぼ焼き屋台　　宿舎
《唐津往路コーススタート（約4時間30分）》8：45受付　9：00出発1

日
目

2
日
目

A

B

16：10

バス 徒歩
唐津コース

往路11.2km／復路11.2km

《昼食／弁当》 《唐津コースフィニッシュ》

宿舎　 波戸岬サザエのつぼ焼き屋台　  島津義弘陣跡　 波戸岬キャンプ場　 波戸岬少年自然の家

 炎向窯　　（肥前）名護屋城跡　　堀秀治陣跡　古田織部陣跡　前田利家陣跡　　桃山天下市　　
《唐津復路コーススタート（約4時間30分）》9：00出発

15：00

15：30

17：40頃

《昼食／弁当》

《休憩＆買い物》

宿舎　　　呼子朝市　 鯨組主 中尾家屋敷　　　　埋め門の館　　　唐津市内街中散策
《買い物＆見学》 《館内見学》 《唐津のひいな遊び（2/22～3/9期間）・昼食／各自自由》8：30出発

※写真はイメージです。

●始発／09：00 福岡・天神バス停留所
●解散／17：40 福岡・天神バス停留所
●最少催行人数／20名
●料金／9,800円
※5日前（土・日除く）までの申し込み
※2日目Aコースは小雨決行

唐津スタンダードコース

催行日

一泊二日で唐津コースを楽しみませんか？
二日目はA、Bコースのお好きな方をお選びください。

2/27（木）～28（金）、
3/6（木）～7（金）、13（木）～14（金）、19（水）～20（木）

8
食事付
※2日

目の

Bコー
ス昼食

は

各自負
担

《ひいな展見学》

　　　おさかな村　　　筑前前原駅　　　九大学研都市駅　　　天神バス停留所（日本銀行前）

ふるさと会館
アルピノ

（11.2km）

呼
子
港


