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①3月20日（金・祝）

②3月22日（日）

定
員

1人 4,980円（おみやげ付）

25人

※食事代、宮地嶽神社正式参拝料、体験料、保険料込

①Mar 20(Fri) 
②Mar 22(Sun)

Price：4,980 JPY/person (with Special Benefits) 
※Meal,experience,insurance,formal worship fee included

(             )
Date of departure

Please choose
your favorite

出
発
日

料
金

25 person／limited

予約の
難しいイチゴ農園で、
あまおう収穫体験!

“Amaou”strawberry picking

宮地嶽神社で
朝拝見学＆正式参拝と 
奥之宮八社巡り 

Morning worship at Miyajidake shrine
 & visit Okunomiya Eight Shrines 

絶景海辺カフェで
ロマンチックプレートランチ

申込方法、行程は裏面へ　How to apply and details is on the back.
主催・お問い合せ （一社）ふくつ観光協会/Fukutsu Tourist Association  TEL:0940-42-9988

申込方法、行程は裏面へ　How to apply and details is on the back.
主催・お問い合せ （一社）ふくつ観光協会/Fukutsu Tourist Association  TEL:0940-42-9988

福津の人気者！
津屋崎人形「モマ笛」

絵付け体験
Traditional Craft Doll 
“Momabue”painting

奥之宮八社巡り
＆不動神社春季大祭で

金銀大鍋のふるまいぜんざい  
Japanese traditional sweets 

“Zenzai”service

  宮地嶽神社
正式参拝＆年３回だけの

不動神社（国内最大級横穴式石室）
のご開口

Formal worship at Miyajidake shrine＆
Visit sanctuary of Fudou shrine

Special lunch at 
　the seaside café！
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2月28日（金）
1人 4,980円（おみやげ付）
※食事代、宮地嶽神社正式参拝料、体験料、保険料込
Price：4,980 JPY/person (with Special Benefits) 
※Meal,experience,insurance,formal worship fee included

Feb 28(Fri)Date of departure

料
金

定
員

25人 25 person／limited

瓶の中に
光の道が！

正式参拝者限定「宮司の塩」
｢光の道」の宮地浜から採取した海水で、
宮地嶽神社の神職が作った特別なお塩です。
〈非売品〉
“Salt of Priest”（The salt genuinely 

made by Miyajidake Shrine） 

宮地嶽神社エール
Miyajidake Ginger ale

2020年 2020年

※最少催行人員15人 ※最少催行人員15人

Minimum number 
of participants 15

Minimum number 
of participants 15

おみやげ＆参加特典      Special Benefits       

※添乗員が同行します

※添乗員が同行します

出
発
日

瓶の中に
光の道が！

正式参拝者限定「宮司の塩」
｢光の道」の宮地浜から採取した海水で、
宮地嶽神社の神職が作った特別なお塩です。
〈非売品〉
“Salt of Priest”（The salt genuinely 

made by Miyajidake Shrine） 

宮地嶽神社エール
Miyajidake Ginger ale

おみやげ＆参加特典      Special Benefits       



申 込 方 法 How to apply お支払い
Payment

窓 口 で at reception desk

メ ー ル で by E-mail

ふくつ観光協会アドレス（info@fukutsukankou.com）へ、

①氏名②希望日③性別④年齢⑤住所⑥電話番号⑦携帯番号⑧参加者全員の

情報（氏名・性別・年齢）を明記して送信
Send an e-mail to Fukutsu Tourist Association (info@fukutsukankou.com) 
with ①name②preferred date ③sex ④age ⑤address ⑥phone No. ⑦mobile 
phone No. ⑧information on all participants (name, sex and age)

F A X で by Fax

右記申込書に必要事項をご記入の上、ふくつ観光協会へFAX（0940-42-9989）ください
Please fill out the form and fax it to Fukutsu Tourist Association（0940-42-9989）.

ふくつ観光協会（JR福間駅２階「ふっくる」内）で直接お申し込みができます
Apply directly at the reception desk of Fukutsu Tourist Association.

※お電話での受付は行っておりません。ご自宅にＦＡＸが無い方は、コンビニエンスストア から
　送信（有料）することができます。
   Sorry,we don’t accept applications by phone.

※FAX、メールの場合は受付完了の返信をいたします。
    After application, we will reply.

 お支払い確認後、
お申し込み完了

お支払方法はふくつ観光協会より
追ってお知らせします。
How to pay will be announced by 
Fukutsu Tourist Association.

After confirming payment,
application is completed.

 ふくつ観光協会より
日程表送付

Schedule will be sent from
Fukutsu Tourist Association.

開運
バスツアー

Better
fortune!早春 の福津を巡る

Early Spring

Visit Fukutsu! Bus tour１ Visit Fukutsu! Bus tour２

行 程 Intinerary 行 程

Date／Mar.20・Mar.22

8：30 JR Fukuma station（Tourist information）

・Miyajidake shrine
(Morning worship＆Okunomiya eight shrines)

・Japanese sweets“Matsugae mochi”service 

・Shopping(souvenir shop)

・Lunch(Fukuma beach) 

・Strawberry picking(Kuwano farm) 

14：30 JR Fukuma station

注 意 事 項 Attention
・ご記入いただいた個人情報は本イベント以外には一切使用いたしません
・万が一事故が発生した場合、主催側は加入している保険の範囲内でのみ責任を負います
・ Your personal information you provide will not be used for anything other than this event.
・ In the unlikely event of an accident, the organizer is responsible only for the insurance coverage.

宮地嶽神社門前町で焼き立て松ヶ枝餅

宮地嶽神社で朝拝見学と
正式参拝＆奥之宮八社巡り

くわの農園でいちご収穫体験

福間海岸「ボッコヴィラ」でランチ＆海岸散策

手みやげやふくつ本舗でお買い物

8：30 ＪＲ福間駅改札前「ふっくる」集合

14：30ごろ JR福間駅で解散予定

津屋崎千軒（モマ笛絵付け＆散策）

宮地嶽神社で正式参拝＆奥之宮八社巡り
（不動神社春季大祭でふるまいぜんざい）

「おさかなセンターうみがめ」でお買い物

漁港食堂「空と海」で開運丼ランチ

9：00 ＪＲ福間駅改札前「ふっくる」集合

15：00ごろ JR福間駅で解散予定

開運
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Date／Feb.28

9：00 JR Fukuma station（Tourist information）

・Miyajidake shrine
(Formal worship＆Japanese sweets
“Zenzai” service) 

・Old town“Tsuyazaki sengen”
(Traditional craft doll painting)

・Fortunebowl Lunch(Fishermans restaurant) 

・Shopping(souvenir shop) 

15：00 JR Fukuma station

   

お申し込みツアー ※いずれかに〇をつけて下さい 

（Pelase mark the tour you want to join.） 

① 早春の福津を巡る 

開運バスツアー 

（Visit Fukutsu bus tour 1） 

 
2月 28日（金）／Feb.28(fri) 

② あまおうイチゴ収穫体験 

開運バスツアー 

（Visit Fukutsu bus tour 2） 

 3月 20日（金・祝）／Mar.20(Fri) 

 3月 22日（日）／Mar.22(Sun) 

フリガナ  
性別 
sex 

年齢 
age 

フリガナ  
性別 
sex 

年齢 
age 

氏名 
name 

 
 
 

男・女 
M/F 

 
氏名 

name 
 

男・女 
M/F 

 

フリガナ  
性別 
sex 

年齢 
age 

フリガナ  
性別 
sex 

年齢 
age 

氏名 
name 

 
 
 

男・女 
M/F 

 
氏名 

name 
 

男・女 
M/F 

 

フリガナ    性別/sex 年齢/age 

代表者氏名 

name 
    

男・女 

M / F 
 

住所 

address 

〒 

電話番号

（Phone） 
 携帯電話番号

（mobile phone） 
 

E-mail  

同行者 Companions 

ツアー参加申込書／Application form   

FAX 0940-42-9989 

旅行企画・実施 (Planning&Operation)  

一般社団法人 ふくつ観光協会（福岡県知事登録地域-874号）／ Fukutsu tourist Association 

〒811－3217福津市中央３－１－１（JR福間駅構内）／3-1-1,Chuo,Fukutsu,Fukuoka 

TEL 0940-42-9988 FAX 0940-42-9989 ✉：info@fukutsukankou.com  

お申し込みのお客様へ ●旅行条件をご確認ください（後日郵送） 
この旅行は一般社団法人ふくつ観光協会（以下当協会）が企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は別途お渡

しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）等によります。お客様は下記の取消料をお支払い頂くことによりいつでも旅行契約を解除することができます。算出日は当社

旅行業務の営業時間（９：００～１７：００）となります。旅行開始日の前日から起算して 10日前にあたる日以降8日目にあたる日まで／旅行代金の２０％、旅行開始日の前日から起算して7日目にあたる

日以降 2日目にあたる日まで／旅行代金の３０％、旅行開始日前日／旅行代金の４０％ 旅行開始日当日／旅行代金の５０％ 旅行開始後、または無連絡不参加／旅行代金全額 

【Cancellation policy】 
 If cancellation is made on 10 days to 8 days prior to the date of the tour／20% of the tour fee, If cancellation is made on 7 days to 2 days prior to the date 

of the tour／30% of the tour fee, If cancellation is made on 1 day prior to the starting date of the tour／40% of the tour fee, If cancellation is made prior 

to the time of the tour／50% of the tour fee. If cancellation is made after departure, or in case of failure to show without notice／100% of the tour fee. 
 

※出発日 3日前までにお申し込みください。期限前でも定員になり次第、受付を終了します。 

Please apply at least 3 days before departure. It will end as soon as it reaches capacity. 

Intinerary

●天候や神社行事の変更により、予告なくスケジュールが変更になる場合があります  There are cases in which the schedule is changed without advanced notice.


