
 

 

■出発日 ２０２2年 7月 8日～9月２7日発（ただし、以下の除外日を除く）                             

   ■除外日：７月１１日・７月１７日～７月２２日 

          ８月５日・８月９日～８月１６日・８月２２日～８月２３日 

日 

程 
行    程 食事 

１ 

日 

目 

成田空港第３ターミナル 11：35発✈《ジェットスター643便》✈長崎空港 13：50着 

《自由/お客様ご自身でホテルへ移動》                

※長崎 I・Kホテルは長崎港フェリーターミナルへも徒歩圏内（約１km）の場所に位置               長崎 I・Kホテル泊 

朝☒ 

昼☒  

夕☒ 

2 

日 

目 

ホテル・・・長崎港０７：４０発～《ジェットフォイル》～福江港 09：05着＝ 

福江島島内周遊定期観光バス（現地運行会社：五島自動車株式会社） 

福江港 9:20発＝〇井持浦教会（ルルド）＝〇大瀬崎灯台＝〇高浜ビーチ＝△水ノ浦教会＝福江港 12:50着 

※昼食はついておりません。午後の定期観光バス出発までに各自昼食をお済ませください。 

福江港 13:50発＝※〇堂崎天主堂＝△武家屋敷通り＝〇鐙瀬溶岩海岸＝△鬼岳  

＝〔福江港〕15:55着＝〔カンパーナホテル〕16:00着 

※堂崎天主堂（資料館）の拝観料はお客様のご負担となります。（堂崎天主堂入場料は 300円かかります） 

※カンパーナホテルから GOTO TSUBAKI HOTELまで徒歩 2分 

※〔 〕は、降りるお客様がおられる場合に停車いたします。乗務員にお申し付けください。 

GOTO TSUBAKI HOTEL又はカンパーナホテル泊 

朝☒ 

昼☒  

夕☒ 

３ 

日 

目 

ホテル・・・福江港ターミナル 1F五島市観光協会売店前 12：40集合   

五島列島キリシタン物語（現地運行会社：五島市観光協会） 

福江港 13：00発～奈留港＝〇奈留島世界遺産ガイダンスセンター＝〇江上天主堂＝奈留港～〇旧五輪教会堂・・・ 

五輪駐車場＝〇牢屋の窄殉教記念教会＝田ノ浦港～福江港 17：30着 

 

GOTO TSUBAKI HOTEL又はカンパーナホテル泊  

朝〇 

昼☒ 

夕☒ 

４ 

日 

目 

福江港０９：２０発～《ジェットフォイル》～奈良尾港（経由）～長崎港 11：05着 《お客様ご自身で長崎空港へ移動》 

 

長崎空港 1４：３０発✈《ジェットスター６４6便》✈成田空港第３ターミナル 16：２５着 

朝〇 

昼☒ 

夕☒ 

 

 
【旅行代金】長崎 I・Kホテル＆GOTO TSUBAKI HOTEL４日間 おとな２名 1室利用の場合（おひとり様） 

 

2022年 7月～9月 

 

観光庁長官登録旅行業第７０号 

 
旅行企画・実施 

《マークの見方》＝観光タクシー・観光バス、～船、・・・徒歩、✈航空機、◎入場観光、〇下車観光、△車窓観光 

 

 

チェックイン/16：00 

チェックアウト/10：00 

JR長崎駅から徒歩で 10分 

長崎 I・Kホテルは長崎港フェリーターミナル 

へも徒歩圏内（約１km）の場所に位置   

 

 
①福江島周遊定期観光バス 島内一周 
専門ガイドによる案内で海・教会など、主な観光スポットを巡るツアーです。 

②五島列島 久賀島・奈留島を訪れ、専門ツアーガイドによる説明で２つの世界遺産 
  （旧五輪教会堂と江上天主堂）を訪れるツアーです。 
 

     

美しい海と教会を訪れる！ おすすめポイント 
 

１泊目宿泊ホテル：長崎 IKホテル（食事なし） 

 

２つの世界遺産めぐり！！ 

ホテル外観 

 

客室 一例 

 

 

詳
細
情
報 

久賀島 旧五輪教会堂 

奈留島 江上天主堂 

 

新型コロナワクチン２回接種済み証明の提示が必要です。 

（ワクチン接種証明コピーまたはツアー３日目、当日にＰＣＲ検査キットを 

お受け下さい。）※PCR検査キットは別途 1,200円かかります。 

最少催行人員：2 名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GOTO TSUBAKI HOTEL 

 選べる五島列島ホテル（GOTO TSUBAKI HOTEL又はカンパーナホテル） 
 

カンパーナホテル 

洋室 基本代金/おひとり様３泊４日２朝食付き 

和室 基本代金/おひとり様３泊４日２朝食付き 

チェックイン：15：00 

チェックアウト：10：00 

朝食：和食 

福江港フェリー乗り場から 

徒歩約 5分 
 

単位：円 

単位：円 

チェックイン：15：00 

チェックアウト：10：00 

朝食：洋食 

福江港フェリー乗り場から

徒歩約 5分 
 

コース NO.22-3004-A 

コース NO.22-3004-B 

ホテル外観 

客室 一例 

ホテル外観 

客室 一例 

 

スタンダード 別途 5,000円 

GOTO TSUBAKI HOTEL 

館内レストラン 

 

五島牛会席 

カンパーナホテル 

「和会席料理」 

別途 6,500円 

※右記夕食メニューは別料金です。 

  ご希望のお客様は旅行お申し込み時にお申しつけください。 

※写真はイメージです。 

  料理内容及び記載料金が変更となる場合がございます。 
 



  

 

 

 

 

 

 

・行程中、約 500ｍの山道散策区間があります。滑りにくい靴、動きやすい服装でご参加ください。 

・雨天時には雨合羽をご用意ください。（※安全を考慮し、傘をさした状態での海上タクシーへの乗船・下船はできません） 

・ミサ（礼拝）等により協会の聖堂内を見学できない場合がございますのでご了承下さい。 

・コロナの状況により外観のみの見学となる場合もございますので予めご了承ください。 

・大きな荷物を持ってのご参加はできません。事前に福江港ターミナル内のコインロッカーにお預けください。（有料） 

・車両の手配の関係により、観光ガイドが同乗できない車両がある場合がございます。 

・江上天主堂は第三日曜日（7/17、8/21、9/18）が休館となり敷地外からの見学となります。敷地内立ち入り規制がございます。 

・他のお客様と同乗となる場合がございます。 

《マークの見方》＝観光タクシー・観光バス、～船、・・・徒歩、✈航空機、◎入場観光、〇下車観光、△車窓観光 

【
注
意
事
項
】 

 

牢屋の窄殉教記念教会 

 

世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」登録となった島、 

久賀島・奈留島のキリシタンの歴史や島を満喫できる福江港発着のツアーです。 
 

 

久賀島 旧五輪教会堂 

 

奈留島 江上天主堂 

 

ガイド付き 奈留島・久賀島編 

 

五島列島キリシタン物語 
ＱＲコードはこちら 

 

 

   
旧五輪教会堂 

初代浜脇教会堂として明治１４（１８８１）年 

建立。現存する木造教会堂としては日本 

最古。外観は民家風。、堂内は祈りの空間 

に満ちた作りとなっている。 

現在は廃堂。 

江上天主堂 

職人さんによる手掻きの木目模様と 

信徒さんたちによる窓の手書きの花は 

必見。 

教会堂建築の第一人者鉄川与助の 

代表的な木造教会堂の 1つ。 

牢屋の窄殉教記念教会 

明治初期、わずか６坪（畳１２枚）の家に 

キリシタン約２００名を押し込め、酸鼻を 

極めた迫害で４２名の殉職者を出した 

場所に建つ教会堂。 

五島自動車観光課 

ＱＲコードはこちら 

 

 

高浜ビーチ 

 

堂崎天主堂 

 

井持浦教会 

 
〔福江島島内周遊定期観光〕 

現地運行会社：五島自動車株式会社  

（午前） 福江港 9：20発＝井持浦協会（ルルド）＝大瀬崎灯台＝高浜ビーチ＝水ノ浦協会＝福江港 12：50着 
       ※12：50～13：50までは自由行動、各自昼食（お客様負担）     

 

（午後） 福江港 13：50発＝堂崎天主堂＝武家屋敷通り＝鐙瀬溶岩海岸＝鬼岳＝カンパーナホテル 16：00着               

 ※旅行代金に堂崎天主堂入場料は含んでおりません。（堂崎天主堂入場料は 300円かかります） 

 

 

※他のお客様と同乗となる場合がございます。 

現地運行会社：五島市観光協会 

 

このツアーの参加条件として新型コロナワクチン２回接種済み証明の提示が必要です。 

（ワクチン接種証明コピーまたは３日目当日にＰＣＲ検査キットをお受け下さい。）※PCR検査キットは別途 1,200円かかります。） 

【行程】12：40集合/福江港ターミナル 1Ｆ 五島市観光協会売店前 

  福江港～～～奈留港＝＝＝奈留島世界遺産ガイダンスセンター＝＝＝江上天主堂＝＝＝ 奈留港～～～

旧五輪教会堂・・・・・・五輪駐車場＝＝＝牢屋の窄殉教念教会＝＝＝田ノ浦港～～～ 

福江港（17：30着） 

 

 



 

【このツアーの参加条件として】 
・新型コロナワクチン 2回接種済み証明の提示が必要です。（ワクチン接種証明コピーまたは３日目当日にＰＣＲ検査キットをお受け下さい。） 
※PCR検査キットは別途 1,200円かかります。） 
【ジェットスター・ジャパンご利用のご案内/注意事項】 このツアーは出発日の 10日前までにお申込み受付します。 
・「幼児料金」は、搭乗時 2歳未満のお子様へ適用します。0～2歳未満の幼児は￥２，１００(1区間あたり)の搭乗料金が発生します。 
 オンライン予約の場合、幼児(2歳未満)の人数を当該人数選択画面にて、必ずご記入ください。 
・搭乗時 2歳以上 12歳未満のお子様は、おとな旅行代金と同額です。 
・機内持ち込み手荷物 7ｋｇ・航空機受託手荷物 20kgと座席指定料（基本）は含まれています。 
・空港へは出発の 1時間前をめどにお越しください。・フライトスケジュール・便名は月によって大幅に変更となる場合がございます。 
必ず最新のスケジュールをご確認ください。 

・当日のやむを得ない理由(荒天・機材繰り等)でご予約いただいた便の時間変更・便名変更があった場合でも差額の払い戻しはございません。 
・いかなる事由の乗り遅れにつきましても代替交通費用はお客様負担です。 
航空券の払い戻しはできませんのでご注意ください。代替交通手段に関してもお客様ご自身でのお手配が必要です。 

・天候不良・機材トラブルの際の振替はジェットスター自社便への振り替え努力はいたしますが、振り替えできない場合は後日返金となります。ただし、新たに他社便の航空券を 
購入した場合は返金額よりも高くなる可能性があります。 

・ご旅行出発の最終ご案内書面やチケットの予約番号は郵送またはメールでお送りします。（メールの場合は、お客様ご自身でプリントアウトしてご旅行へお持ちください。 
(ご出発 7～5日前頃を目途にお送りします)。 

・チェックインカウンターにて身分証の提示を求められる場合がありますので、ご旅行へ必ずご携帯ください。 
【旅行代金に含まれるもの】 
包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃・空港施設使用料・機内持ち込み手荷物 7ｋｇ・航空機受託手荷物２０ｋｇ・航空機事前座席指定料（スタンダード）・ 
宿泊代・食事：朝食 2回分・２日目定期観光バス代・３日目キリシタン物語代（ガイド料、ツアー中の各交通費・教会への寄付金・五島の教会めぐり周遊ハンドブック）・諸税 
※特記の場合を除き、行程に含まれない各観光施設等の入場料類や有料道路通行代金類は、旅行代金に含まれません。 
※添乗員・現地添乗員・現地係員は同行いたしません。ご旅行に必要な旅程表類をお渡ししますので、ご旅行中の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 
 

インフォメーション（重要事項）＊お申込み前に必ずお読みください 

３.旅行代金のお支払い 
 旅行代金は旅行開始日の前日からさかのぼって20日前までにお支払いいただきます。旅行開始日の
前日からさかのぼって20日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日の当社が指定する
期日までにお支払いいただきます。 

４.旅行代金について 
（１）大人、子供、幼児の旅行代金は各パンフレットに記載した金額となります。 
５.取消料 

契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金に対してお客様 1 名につき下記の
料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合
は、ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の（1 台・1 室あたりの）ご利用人数の変更に対する差額
代金をそれぞれいただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６.特別補償規定 
(1)当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客
様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害に
ついて、あらかじめ定める額の保証金及び見舞金をお支払いします。 

(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、
法令に違反するサーピス提供の受領、山岳登はん（ピッケル等の登山用具を使用するもの）、スカイダ
イビング、ハンググライダー搭乗等同規程第3条及び第5条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び
見舞金を支払いません。 

(3)お客様もしくは死亡補償金の受取人が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該
当した場合は、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人
である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではありません。 

７.旅程保証について 
(1) 当社は、旅行日程に別途定める契約内容の変更が行われた場合は、当社約款（募集型企画旅行契
約）その変更の内容に応じて旅行代金の1％～５％に相当する額の変更補償金を支払います。当社が
一つの契約に基づきお支払いする変更補償金の額は、旅行代金に15％を乗じた額をもって限度とし
ます。また、お客様1名に対して支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、
変更補償金を支払いません。 
ただし、次に掲げるものは対象外となります。 

(2)下記の場合は原則として(1)の変更補償金はお支払いしません 
 ①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令 ⑤運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 
⑥当初の運送スケジュールによらない運送サービスの提供⑦お客様の生命又は身体の安全確保 

のため必要な措置としての変更 
個人情報の取扱いについて  
当社及び下記「取扱店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申込みの際にご提出していただいた申込書に記
載された個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関・保険会社等の手配の為に利用させてい
ただくほか、必要な範囲で当該機関等に提供いたします。 
このほか、当社及び販売店の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利
用させていただくことがあります。 
お申込みいただく際には、これらの個人データの提供について同意いただくものとします。 
 

 
 
この旅行は、京成トラベルサービス株式会社（以下「当社」といいます）が企画して実施するものであり、
この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」といいます）を締結すること
になります。当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関す
るサービス（以下「旅行サービス」といいます）を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引き
受けます。また契約内容・条件は、各コースに記載されている条件のほか下記条件、出発前にお渡しする
確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいます）によります。 
１.旅行のお申込み及び契約の成立時期 
(1)所定の旅行申込書（以下「申込書」といいます）に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金を添え
てお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれの一部又は全
部として取り扱います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2)当社及び旅行パンフレットの受託販売欄に記載された当社の受託旅行業者の営業所（以下「当社ら」
といいます）は、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による契約の予約を受付
けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社らが予約を承諾した日の
翌日から起算して 3日以内に申込書と申込金を提出していただきます（受付は、当社らの営業時間内
とし、営業時間終了後に着信したファクシミリ、インターネットその他の通信手段は、翌営業日の受付
となります）。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社らは、予約がなかったものとして取
り扱います。 

(3)お客様との契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 
 ①店頭（及び当社らの外務員による訪問販売）の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、当社らが第1

項(1)の申込金を受理した時。 
 ②電話等による契約の予約の場合は、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日

目に当たる日までに当社らがお客様から第1項(1)の申込金を受理した時。 
③通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立します。 

２.お申込み条件 
(1)お申込み時に18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。 
(2)最少催行人員は、旅行パンフレットに記載します。 
(3)特定旅客層を対象とした旅行、又は特定の目的をもつ旅行については、年齢、資格、技能その他の
条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。 

(4)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、介助者の同行、車椅子
の手配等特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応
じます。この場合、当社らは、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者若しくは同伴者の同行、医
師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。ま
た、お申込みをお断りすることがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のた
めに講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。 

(5)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときは、ご参加
をお断りする場合があります。 

 当社に対して暴力的な要求行為及び不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動もしくは暴力行為、風
説を流布し偽計・威力を用いて信用の毀損もしくは業務の妨害行為、又はこれらに準ずる行為を行っ
たときは、ご参加をお断りする場合があります。 

(6)その他当社らの業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。 
 

 

【ご案内】  （国内募集型企画旅行・抜粋）旅行業法第１２条の４による取引条件説明書面及び同 12条５に定める契約書面の一部となります。 
         詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前に内容を必ず確認の上お申し込みください。 

●宿泊付旅行 

旅行代金 申込金 

30,000 円未満 ６，０００円 

60,000 円未満 １２，０００円 

90,000 円未満 １８，０００円 

90,000 円以上 旅行代金の２０％ 

旅 行 契 約 の 解 除 日 

（旅行開始日の前日から起算してさかのぼって） 

取 消 料 

宿泊付旅行 日帰り旅行 

①２０日目に当たる日よりも前 無料 無料 

②２０日目に当たる日以降８日目に当たる日まで 旅行代金の２０％ 無料 

③１１日目に当たる日よりも前 旅行代金の２０％ 無料 

④１０日目に当たる日以降８日目に当たる日まで 旅行代金の２０％ 旅行代金の２０％ 

⑤７日目に当たる日以降前々日に当たる日まで 旅行代金の３０％ 旅行代金の３０％ 

⑥旅行開始日の前日 旅行代金の４０％ 旅行代金の４０％ 

⑦旅行開始日の当日 旅代代金の５０％ 旅代代金の５０％ 

⑧無連絡不参加または旅行開始後 旅行代金の１００％ 旅行代金の１００％ 

 

No.22-3004 


