
月 月
恒例となりました全国作陶シリーズ第5弾！今年は唐津焼(佐賀)の

作陶体験を企画いたしました。あわせて、日本の近代化を支えた

産業遺産が点在する長崎、福岡をご案内いたします。会員でない

ご同行者もお申込いただけますので、お誘い合わせの上ご参加下さい。

（定員２５名様／最少催行人員２０名様）

ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル（宿泊）

18:00頃到着　※ご夕食はホテルにて19:00頃～

【ご旅行代金に含まれるもの】

●行程表に記載した交通費用、宿泊費用（2～3名1室利用）、観光費用

●食事費用（朝2回・昼3回・夕1回）●添乗員費用●消費税など諸税

【ご旅行代金に含まれないもの】

●集合場所までの交通費●食事の際の飲料代●その他個人費用

●ご宿泊の一人部屋差額（2泊合計10,000円/シングルルーム）

【その他】

※上記行程は当日の道路状況により大幅に変動する場合がございます。

※往復の新幹線は6月中旬に確定いたします。

※2日目の軍艦島上陸クルーズは、天候や波の影響で、上陸なしの

　周遊クルーズに変更となる場合や、欠航となる場合がございます。

※2日目のご夕食は、福岡市内にて各自お済ませ下さい。

※一人部屋希望（有料）の方は、お申込用紙にご記入ください。

【HP掲載用】

＝＝＝＝有田陶磁の里プラザ唐津焼窯元 鏡山窯にて作陶体験

（手びねり・絵付け）

13:00頃～15:00頃

世界遺産 軍艦島

（周遊・上陸観光）

三井倶楽部

・・・・

徒歩 貸切バス

＝＝＝＝ 小倉駅 ⇒⇒⇒⇒

さくら558号 又は のぞみ42号

ホテル

貸切バス

＝＝＝＝

新大阪駅

08:15頃

出光美術館（門司）の鑑賞

展覧会『古唐津』開催中

11:45頃～12:30頃

田川市石炭・歴史博物館の鑑賞

お気軽にご相談下さい。

【営業時間】09：00～18：00（土・日・祝除く）

観光庁長官登録旅行業第1552号　総合旅行業務取扱管理者　松永智之

＜佐川美術館友の会ツアー担当／前田（まえだ）＞

11111111日（金・祝）～

各地からの交通手配やツアーの前・後泊手配も承っております。

佐川アドバンス株式会社 京都営業所
グループサポート事業部 旅行イベント課

TEL ０７５-６９３-６１６８　FAX ０７５-６８２-６４２０

〒601-8104 京都府京都市南区上鳥羽角田町68

（バイキング）

昼： 門司港

（焼きカレー）

15:30頃 18:00頃

朝：

（福岡市内各自）

朝： ホテル

09:10発

＝＝＝＝

12:45頃～14:15頃

11/4

（土）

11/5

（日）

朝： ―

昼： 唐津

（いか刺膳）

ホテル

ホテル

（バイキング）

昼： 中華街

（ちゃんぽん）

夕： ―

（和食会席）

夕：

（昼食）世界記憶遺産《山本作兵衛炭坑記録画》展示

09:30頃～10:30頃

貸切バス

貸切バス

＝＝＝＝ 博多エクセルホテル東急（宿泊）

18:00頃着　※到着後フリータイム

08:15頃 09:40頃～10:05頃

12:20着 13:00頃～14:00頃

～～～～ 長崎港

貸切バス

10:15頃～11:30頃

貸切バス

＝＝＝＝＝＝＝＝ 会楽園(中華街)

「世界遺産 グラバー園」と大浦天主堂

（観光・自由散策）

14:15頃～16:00頃

～～～～

クルーズ船

クルーズ船

（上陸観光）

（昼食）

さくら547号 又は のぞみ97号 貸切バス

貸切バス

07:30集合/08:00頃発

＝＝＝＝

⇒⇒⇒⇒新大阪駅 博多駅 ＝＝＝＝

クルーズ船

高島（石炭資料館） ～～～～

貸切バス

＝＝＝＝ホテル 長崎港

16:00頃～17:00頃

（有田焼のショッピング） 貸切バス

5555 日（日）　３日間

唐津焼作陶体験と
明治日本の産業革命遺産を巡る旅
2017年 11111111 3333

佐川美術館友の会ツアーのお知らせ

11:00頃

（金･祝）

日付 行程 食事

＜友の会会員＞ ８５，０００円

８８，０００円＜会員のご同行者＞

11/3

マリンセンターおさかな村

貸切バス

＝＝＝＝

12:00頃～12:45頃

（昼食）

ご案内

行程表

お問い合わせ（友の会ツアー企画・実施）



●鏡山窯（きょうざんがま）　※作陶体験（手びねり・絵付け） ●軍艦島

●有田陶磁の里プラザ ●グラバー園

地図：「CraftMAP」より（http://www.craftmap.box-i.net/）

●田川市石炭・歴史博物館 ●ＡＮＡクラウンプラザホテル

　　　　　長崎グラバーヒル（1泊目）

●出光美術館（門司）

●博多エクセルホテル東急（2泊目）

【HP掲載用】

１日目 ２日目

【利用施設のご案内】

初日には唐津焼窯元『鏡山窯』で手びねりと絵付けを体験していただきます。

2日目は『軍艦島』の上陸クルーズと旧グラバー住宅が移築公開されている『グラバー園』の2つの世界遺産を巡ります。

最終日には2011年に日本で初めて世界記憶遺産に登録された山本作兵衛氏の炭鉱記録画が一部展示された

『田川市石炭・歴史博物館』、大正レトロ調に整備された門司港レトロ地区の『出光美術館（門司）』を鑑賞します。

四季折々に表情を変える鏡山の麓に位置し、昔ながらの登り

窯で焼き続けている窯元。鏡山窯の職人・作家指導のもと、

手びねりの作品を作っていただきます。

長崎港の南西19kmの海上に浮かぶ端島（はしま）は、 戦艦

「土佐」に島影が似ていることから軍艦島と呼ばれるように

なったと言われています。今は無人の廃墟となりましたが、

2015年7月に世界遺産に登録されました。

近代的な焼物の総合卸センター。22店舗が200ｍ余りの中

央道路をはさんで軒を連ね、日用食器はもとより、贈答品か

ら営業用食器、高級美術陶磁器に至るまで、個性豊かなあ

らゆる陶磁器が一度にご覧いただけます。

長崎港を望む小高い丘の外国人居留地跡の敷地に、国指

定重要文化財の旧グラバー邸を移築復元した施設で異国

情緒あふれる名所です。旧グラバー住宅は、世界文化遺産

「明治日本の産業革命遺産」に含まれています。

◇◆　観光地図　◇◆

明治から昭和までの石炭資料のほか、全国的に著名な考

古・歴史資料を収蔵・展示しています。世界記憶遺産に登録

された《山本作兵衛炭坑記録画》もご覧いただけます。

住所；長崎県長崎市南山手町1-18

電話；095-818-6601（代表）

客室；洋室（1～3名1室）

出光佐三とゆかりの深い門司港レトロ地区で出光コレクション

を展示する美術館。日本の書画、中国・日本の陶磁器を中

心に展示。当ツアー訪問時は展覧会「古唐津」が開催中

で、茶陶の逸品、懐石具や酒器など幅広く展観されます。

住所；福岡県福岡市博多区中洲4-6-7

電話；092-262-0109

客室；洋室（1～3名1室）

３日目 宿泊施設

①鏡山窯

②軍艦島

③田川市石炭･歴史博物館

④出光美術館(門司)

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

●博多

●長崎

●有田

●唐津

●田川

●門司



※友の会会員がご一緒されるご家族、ご友人もご参加いただけます。

下記にご記入の上、佐川美術館へＦＡＸをお送りください。（FAX番号 077-585-7810）
お送りいただきましたお申込書は、お客様へのご連絡と旅行催行に必要な範囲に限り旅行実施会社の
佐川アドバンス㈱と共同利用いたします。

唐津焼作陶体験と明治日本の産業革命遺産を巡る旅

 2017年11月3日（金･祝）～11月5日（日）【2泊3日】

フリガナ

〒　　　　-

フリガナ

〒　　　　-

フリガナ

〒　　　　-

お申込書が到着後、佐川アドバンス㈱より詳しい行程表・旅行条件を記載した書面をお送りいたします。

内容のご確認とお申込金のご入金後に正式なご予約となります。

ご旅行内容やお申込み方法についてご不明な点がございましたら、お問合せください。

―お問合せ先―
〒524-0102　滋賀県守山市水保町北川2891

佐川美術館　友の会ツアー担当：井上

TEL：077-585-7800　FAX：077-585-7810　　

電話番号 （　　   　　　）　　　　　　　－

携帯電話番号

お名前
（ご同伴者）

ご住所

会員番号

（　　   　　　）　　　　　　　－

－　 　　       　　　　　　－　　　　　　　　　　　　

一人部屋(有料)

□希望する

電話番号 （　　   　　　）　　　　　　　－

FAX番号 （　　   　　　）　　　　　　　－

佐川美術館友の会ツアー　お申込書

お名前
（ご代表者）

ご住所

会員番号

携帯電話番号

一人部屋(有料)

□希望する

－　 　　       　　　　　　－　　　　　　　　　　　　

（　   　　　　）　　　　　　　―

京都営業所 旅行イベント課

お名前
（ご同伴者）

ご住所

会員番号

携帯電話番号 （　　   　　　）　　　　　　　－

電話番号 （　　   　　　）　　　　　　　－

観光庁長官登録旅行業第1552号

佐川アドバンス株式会社

一人部屋(有料)

□希望する

―旅行実施会社―

－　 　　       　　　　　　－　　　　　　　　　　　　


	ADP3677.tmp
	Sheet1

	ADP7C10.tmp
	Sheet1


