
　　ハート　❤　を探そう！！　のんびり長崎満喫の旅　２日間
コース番号 Ｂ0302

福砂屋ｶｽﾃﾗ小切れ1号2本ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

発着地 博多駅前筑紫口バス駐車場
出発時間：8：30　（集合時間は8：00より）

利用予定バス会社/アジアネットツアー

食事/朝食１回・昼食２回・夕食１回

最少催行人員/６名（最大２５名） 日程内容・宿泊地・食事
添乗員/同行します。

・お部屋は、洋室ツインルーム（ﾊﾞｽ・トイレ付） 博多駅前 博多駅筑紫口バス駐車場集合
　１部屋２名利用と成ります。（基本） 長崎へ移動。
・観光地移動は、徒歩による移動がございます。 長崎 到着後、眼鏡橋観光。（❤マークを
　使い慣れた靴をご準備ください。 探してみてください） ⅰ❤
・稲佐山夜景観賞は、ケーブルカーを利用して 徒歩にて、食事場所へ移動。
　稲佐山まで移動いたします。 卓袱料亭「一力」にて卓袱料理。
・終了予定時間は、交通事情により前後する 食後、徒歩にて坂本竜馬ゆかりの地へ
　場合がございます。 亀山社中記念館・竜馬のﾌﾞｰﾂ像・
・軍艦島上陸及び見学に関する条件、ツアーに 風頭公園展望台　の見学。
　参加する上での注意事項をご確認の上、誓約 見学後、福砂屋本店に立寄りへ
　書の提出がございます。 夕食は、料亭青柳にて会席料理。
・天候により行程が変更に成る場合がございます。 食後、稲佐山登山駅へ移動。
・無料WＩ-ＦＩ搭載。 ケーブルカーで山頂へ移動。
乗車中に無料でＷｉ-Ｆｉをご利用いただけます。 山頂にて夜景観賞。
お手持ちのスマートフォンで情報収集や （日本三大夜景をお楽しみください。）
車窓から見える景色を撮影し、ｓｎｓ投稿等！！ 鑑賞後、バスにてホテルへ移動。
日程内容観光表記 ホテル到着。 長崎市内　ホテル　　泊
青文字-降車観光地/赤文字-入場観光地 朝食×/昼食○/夕食○
緑文字-お食事箇所

長崎 ホテルにて朝食。
長崎市のラブパワースポット！！ 食後、バスにて大波止港へ移動。
眼鏡橋とｸﾞﾗﾊﾞｰ園へご案内！　 軍艦島クルーズ船へ乗船。
昔の淡い恋心を思い出しながら♡ストーンを 終了後、下船。昼食ﾚｽﾄﾗﾝﾍ移動。
探しませんか。　　 吉宗（茶わん蒸し）の昼食。
お食事 食後は、グラバー園見学。
初日昼食は、老卓袱料亭「一力」の卓袱料理 大浦天主堂見学
初日夕食は、料亭青柳の会席料理 見学後、バスにて福岡へ移動。
二日目、朝食はホテル内にて。昼食は吉宗（茶わん蒸し） 天神日銀前到着。
未就学の方には、お食事は含んでいません。 博多駅前筑紫口バス駐車場到着。

博多駅前 解散。お疲れ様でした。
朝食○/昼食○/夕食×

時間は目安です。前後することが御座います。
※コース終了は天神日銀前経由・博多駅筑紫口前となります。

どちらでも降車可能です。

旅行代金 （単位：円） （税込）

お１人部屋利用追加代金 変更前の旅行代金の15％の旅行クーポンが付きます。
　・中人料金は高校生・中学生の方が適用となります。 百円代を四捨五入して千円単位となります。
　・小人料金は小学生の方が適用となります。 例　大人6名様参加時　元の旅行代金75,000の場合
　・未就学料金は4歳以上小学生未満の方が適用となります。 75,000×15％＝11,250円　⇒　11,000円と成ります。

未就学の方は、食事、プレゼントは付いていません。ベットも添い寝となります。 写真はイメージです。
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大人 中人 小人 未就学
46,200
71000

31,900
49000
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6000

料金について

６名様以上時

２０名様以上時

48,800
75000

48,100
73900

32,500
49900

32,200
49500

ANAクラウンプラザホテル
長崎グラバーヒル

￥3,800/人

１０名様以上時
37,700
57900

37,600
57700

37,000
56900

3,900
6000

ホテルニュー長崎

（宿泊ホテル：下記ホテル又は同等）

8:00
8:30

1

料金（大人1名）

２０名様以上参加時旅行代金

定員６名様より催行

20:00頃

1泊2日 朝食 1回・昼食2回・夕食 1回
日程 お食事

32,500　　49,900

17:50
17:30
15:00

正午

旅行条件と注意事項

ここがおススメ！

時間訪問都市

9:00



ご案内と諸注意

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間、添乗員同行の国内旅行において
・ご参加のお客様の健康状態をご確認させていただくために当日、健康チェックシートをご記入して頂きます。
・旅行当日お客様の健康状態に問題がある場合は、ご参加をお断りさせて頂く場合が御座います。
旅行参加中に健康上問題が発生した場合も同様の対応を取らせて頂きます。
ご了承のうえ御対応をお願い致します。

【ご予約・催行に関するご案内】
・当コースは募集観光です。最低６人様より催行します。
・ご予約はご乗車日の3ヶ月前の同日、午前9:30より承ります。
・WEBからのご予約は前日の10：00まで、お電話でのご予約は出発前日の17時間前まで承ります。
(例外となる場合もございます。)また、ご予約なしでもご乗車当日に空席がある場合はご利用頂けます。
・待時間は、地球温暖化防止のため、アイドリング・ストップを実施し、バスの冷房・暖房を停止致します。
　ご了承ください。
・バス乗車中は、シートベルトの着装にご協力ください。

運行のご案内

ハイエースコミュータ利用： 参加人数 6人時　
マイクロバス利用： 参加人数 ７人～１８人
中型バス利用： 参加人数 １９人～２４人
大型バス利用： 参加人数 ２５人～４５人

募集型企画旅行とは
募集型企画旅行は、企画に対して参加を募り、ご予約の人数が最少催行人員を超えた場合に催行される旅行です。
定期観光コースとは異なり、「貸切観光バス」にて運行致します。
その他は、当社と業務提携した「協賛バス会社」と「アジアネットツアー自社バス」（車両および乗務員）が
安心で快適な旅へご案内致します。
協賛バス会社
「協賛バス会社」は、安全管理の行き届いた優良バス会社を「協賛バス会社」として選定しています。

ご確認事項
※最少催行人員は、特に記載のない限り20名さまとなります。
ご予約の人数が最少催行人員に満たない場合、催行が中止となる可能性があります。
※催行未定の段階でお申し込みいただいたお客さまには、催行が決定次第、随時決定通知を
ご郵送又はメールでご連絡いたします。（決定後にお申し込みのお客さまには通知はございません。）
※旅行代金は事前のお支払いをお願いしております。
※催行を中止とする場合は、宿泊コースはご出発の14日前前後、日帰りコースは4日前前後に判断し、
メール又はお電話にてご連絡差し上げます。
(出発決定表示済み、悪天候、災害を含むツアー緊急中止の場合を除く）
お客様より御入金頂いた旅行代金の全額を返済いたします。但し振込手数料は御返金出来ません。
※催行未定の段階でインターネットからご予約頂いたお客様への催行決定通知は、メールのみでお送りさせて
頂きます。
※シートの幅やオーディオ機能などにつきましては、使用車両により仕様が異なりますので、予めご了承ください。
※当社のツアーはいずれの場合も、バス車内は禁煙とさせて頂いております。
※道路状況により帰着の時間が前後する場合がございます。予めご了承ください。
旅行参加後にご予定がある場合は、余裕をもってご計画を立てられますようお願い致します。
※バス座席及び施設の席割は、団体旅行の円滑な運営のため、弊社に一任をお願いします。
バス座席は、お申し込み順に前方から設定が基本と成ります。
※バスガイドは乗務しません。弊社添乗員が同行します。
※昼食内容の変更は原則承ることはできません。アレルギーをお持ちのお客様は、旅行参加申し込み
時に申し出ください。利用店舗の対応が可能であるかを確認の上、回答させて頂きます。
※振込用紙及び確定書面の送付について
旅行代金の振込用紙・旅行日程表は、最少催行人員に達した後に送付いたします。
御予約後、募集状況により時間を要する場合がございます。
出発決定の旅行に関しては、即日上記書類を送付いたします。
（ご予約が週末、祭日の場合は、休み明けの送付となります。）
※詳しくはご乗車までの流れをご覧ください。
※旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）が適用されます。

バス

食事 朝食 １回／昼食 ２回／夕食 １回



ご乗車までの流れ
コース選びから実際にご乗車頂くまでの流れに付いて解説しております。

1.コースを選ぶ

定期観光から、日帰りバスツアーまで、多彩なコースプランをご提供しております。

1.北部九州観光
少人数様から出発する「定期観光」も充実！
博多駅を中心に出発する、九州観光バス。
お手軽な短時間のものからお食事つきの1日観光、夜の夜景やショーを楽しむコースなどが有ります。
定期観光バスは、観光付きの路線バス。お客様が少人数（６人以上）でもいらっしゃれば出発するので
安心です。
インターネットでのご予約（日本語コース）は前日の10：00までで締め切りますが、
空席があれば当日でもご参加頂けます。

2.日帰りバスツアー
博多駅から出発する、北部九州近郊の日帰りバスツアーです。
グルメやお花見、フルーツ狩り、今話題のスポットなど、シーズンごとに発表する日帰りバスツアー。
旅先は北部九州・山口広島を中心としています。
こちらは「募集型企画旅行」となり、企画に対して参加希望を募り、ご予約の人数が最少催行人員を
超えた場合に催行されます。

3.宿泊バスツアー
博多駅を中心に出発する、郊外宿泊バスツアーです。
1泊2日を中心とした宿泊で行くバスツアー。こちらもシーズンごとにツアーを発表します。
旅先は九州管内をはじめ、中国や四国・関西へ行くツアーを発表することもあります。
こちらは「募集型企画旅行」となり、企画に対して参加希望を募り、ご予約の人数が最少催行人員を
超えた場合に催行されます。

2.申し込む

一部コースを除き本サイトからオンライン予約が出来ます。
ご予約成立後は、メールにてご案内を差し上げています。
お支払い方法で振込用紙を選択された場合、及び催行が未定のコースをお申し込み頂いた後に
ツアーの催行が決定した場合、オンライン予約の方へはメールにて、お電話でご予約の方へは郵送にて
通知を差し上げます。尚、最終旅行行程表につきましては、特に記載のない場合は、パンフレット記載内容を
もって替えさせて頂きます。郵送では、お送りしておりません。
ご乗車当日は、ご予約完了通知メールを印刷またはモバイル端末に保存してお持ち頂くか、
照会番号を控えてお持ちください。

定期観光コース
ホームページから：出発前日23時59分まで承ります。 お電話で：出発の１時間前まで可能です。
又、ご予約なしでもご乗車当日に空席がある場合はご利用頂けます。
ご予約はご乗車日の3ヶ月前の同日、午前9:30より承ります。
尚、一部のコースは受付開始日が異なりますので、コース詳細にてご確認ください

募集型企画旅行コース
日帰りコースはインターネット・お電話・ご来店とも出発前日17時まで、宿泊コースは出発約一週間前まで
ご予約可能です。都合によりご予約締め切りの時間を早める場合がございます。お早めにご予約ください。
※募集型企画旅行コースはご予約のお客さま数が最少催行人員に満たない場合、ツアーを中止する
場合がございます。
インターネットの掲載と同時にご予約の受付を開始いたします。
一部例外となる場合もございますので、コース詳細にてご確認ください。

催行可否について
最少催行人員に達した場合や催行条件を満たした場合、随時決定致します。
中止とする場合は、宿泊コースは出発日の14日前、日帰りコースは4日前を目安に判断致します。
催行を決定した場合は決定通知をご郵送またはメールでご連絡致します。
中止の場合はお電話またはメールにてご連絡さしあげます。
（出発決定後にお申し込みのお客さまには催行可否についてのご連絡はございません。）
又、インターネット予約の方は「予約確認画面」でも催行状況をご確認頂けます。



運行バス会社について
募集型企画旅行コースは、ご出発日の4日前までに確定書面内に決定「運行バス会社」を記載して
郵便にて発送、又はメールにてご連絡致します。
ご出発日4日前以降にご予約をいただいたお客さまはご予約完了通知メールにてご確認ください。
また、インターネット予約の方は「予約確認画面」でもご確認頂けます。（ご出発日の4日前以降）

3.支払う
ホームページからのご予約の決済は以下の手続きにて承っております。
・クレジットカード（サインレス決済）
・振込（コンビニ・銀行・郵便局）[※]
詳しくはお支払いとキャンセル料をご覧ください。

※振込用紙発送の都合上、振込によるお支払いの選択は出発日の７日前までとさせて頂きます。
銀行・郵便局からの振込手数料はお客さま負担と成ります。

4.ご出発当日
コースの種類によってご乗車までの流れが異なります。各コース番号でご判断ください。

振込やクレジットカードなどで既にお支払い済みのお客さまは、出発時刻の10分前までにバスのりばへ
お越しいただき、ご乗車時にバスガイドへ次のものをご提示ください。
■お振込み払いの方
「金融機関払込金受領書」
■クレジットカードサインレス決済の方
予約完了通知のメールを印刷、またはモバイル端末へ保存したもの

お身体の不自由なお客さま・特別な配慮が必要とされるお客さまへのご案内

ご旅行中に特別な配慮が必要となる可能性があるお客さまは、事前に下記「営業所」まで
お電話又はメールでお問い合わせください。

使用するバスの乗降口には数段の階段がございます。
また一部施設では、バリアフリー対応になっていない施設がございます。
其の為、お客様の状況に因り、当初の手配内容に含まれない特別な配慮が必要となる場合がございます。
各施設の対応状況を踏まえ、スタッフがご相談を承ります。

アジアネットツアーバス予約
TEL：０９２－４０９－５５９８（１０:00～１８:00／月～金曜日）
FAX：０９２－４０９－５５９９
MAIL：info@ashianettour.co.jp
※本ダイヤルでの通話は、電話対応の品質向上とお問い合わせ内容の確認のため、録音しております。

※電話番号をお間違えないよう、ご確認お願いします。

mailto:info@asianettour.co.jp


お支払いとキャンセル料
お支払い方法とキャンセル料についてのご説明です。コースによって内容が異なります。ご確認ください。

募集型企画旅行

コース番号がB・C・E・F・G等から始まるコース

①クレジットカード（サインレス決済）
②振込 （コンビニ・銀行・郵便局）

予約センター（10:00～18:00／月～金曜日）

TEL：092-409-5598

※電話番号をお間違えないよう、ご確認お願いします。

また、当日は「金融機関払込金受領書」を必ずお持ちください。
①クレジットカード（サインレス決済）
②振込（コンビニ・銀行･郵便局）
③営業所等でのお支払い

振込口座は以下の通りです。
［ 福岡銀行 大橋支店 普通 ２１４０８４２ 株式会社アジアネットツアー ］

特に、予約者名と振込者名が異なる場合は、必ず照会番号をご入力ください。

ご予約内容の変更・取消は、アジアネットツアー営業所へご連絡ください。

キャンセル料

出発日前日から起算し、日帰りコースは１０日前から、宿泊コースは２０日前か
ら取消・変更料が掛ります。コースをご予約の際に、入力フォームの決済方法選
択欄で 「取消・変更料の確認」ボタンをクリックするとキャンセル料の対象となる
日程をご確認頂けます。（詳細は下記でご確認下さい。）尚、バス車中１泊の
コースは、日帰りコースの取消・変更料を適用致します。 取消・変更料について
（下記参照）

返金方法について

①クレジットカードにてお支払いのお客さまは、ご利用頂いたクレジットカード会
社よりご返金致します。尚、クレジットカード会社の締切日･処理日により、取消
等の手続き後にご料金が引き落とされる場合が御座います。又、ご返金は手続
きの翌月以降となる場合が御座います。実際のご返金日に付きましては、個人
情報と成る為クレジットカード会社に 直接お問い合わせください。
※取消･変更の際は、クレジットカード再決済が必要と成る為、再度番号をお伺
いします。
②お振込みでお支払いの御客様は、弊社より御客様の口座へご返金致しま
す。手続き時にご返金先の口座情報（金融機関名･支店名･支店番号･口座種
別･口座番号･名義人名）をお伺いします。なお、ご入金の際のお振込手数料は
ご返金致し兼ねます。（催行中止の場合も含む）予めご了承くださいませ。

ATM、ネットバンキングから
振込む場合

お客さまのお名前の後に『照会番号』をご入力いただき、当日は受領書や振込
み完了画面を印刷したものをお持ちください。

座席の確定

一部コースを除き事前指定と成ります。サインレス決済の場合は、予約成立を
お知らせするメールに、振込の場合は振込用紙に記載します。宿泊コースの場
合でも、お客様のお席として出発地から帰着地迄同じ座席をご利用頂けます。

予約内容の変更・取消
尚、インターネットからされたご予約の取消しに付いては、定期観光コースはご
出発2日前、募集型企画旅行はご出発日の前日より起算し、日帰りツアーは10
日前、宿泊ツアーは20日前まで「予約内容確認」メニューよりお手続き頂くことが
出来ます。

オンラインでご予約の場合の
お支払期限等

①クレジットカードのサインレス決済は、ご予約時に決済のお手続きを致します。
尚、クレジットカードのご利用日はご予約成立日と成ります。ご乗車日ではあり
ませんのでご注意ください。
②お振込みの場合は、お手元に振込用紙が届いてから原則3日以内にお支払
いください。

電話でご予約の場合の
お支払期限等 ※旅行開始日の14日前までにお支払いください。それ以降にお申し込みの方

は、ご予約の成立から３日以内、ご出発の前日までにお願い致します。ご乗車
当日のお支払は承れません。

コースの種類

コース番号

オンライン予約で選択できる

お支払い方法

※振込用紙発送の都合上、振込によるお支払いの選択は出発日の７日前まで
※団体のお客様で割引の適用をご希望の方は予約センター宛お電話にてお申
込ください

※本ダイヤルでの通話は、電話対応の品質向上とお問い合わせ内容の確認の
ため、録音しております。



お客さまのご都合による出発日の変更は、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を申し受けます。

（一社）日本旅行業協会正会員

株式会社アジアネットツアー

観光庁長官登録旅行業１７４４号

福岡市東区松田1-831-1　TEL:092-409-5598

総合旅行業務取扱管理者：藤井裕美

旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は、当該期日の翌日においてお客さまが旅行契約を解除し
たものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。

企画・実施

無連絡不参加 旅行代金の100％ 旅行代金の100％

旅行開始後の解除 旅行代金の100％ 旅行代金の100％

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％ 旅行代金の40％

旅行開始当日の解除 旅行代金の50％ 旅行代金の50％

10日目に当たる日以降の解除
（4～8を除く）

旅行代金の20％ 旅行代金の20％

7日目に当たる日以降の解除
（5～8を除く）

旅行代金の30％ 旅行代金の30％

21日目に当たる日以前の解除 無料 無料

20日目に当たる日以降の解除
（3～8を除く）

旅行代金の20％ 無料

旅行契約の成立後、お客様の御都合で旅行をお取消しされる場合には次に定める取消料をお支払頂きます。

取消・変更日 取消・変更料

旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって

宿泊付旅行 日帰り旅行他

取消料


