
お問い合わせは

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最大１２
往路は航空機

五島列島
中通島

1 羽田
航空機で長崎空港

車で●魚津ヵ崎公園
チを眺めます。

ルで会席五島灘をどうぞ
へご案内
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福江    
午前、
昼食後、福江港より海上タクシーで久賀島の
の世界遺産
で下船。専用車で
夕食後ホテルへ。

アオカ上五島に連泊
朝食 昼食

3 上五島
午前、
た１７世帯のための小さな教会で
シーで津和

きうどんをご用意しました。
ルルド
朝食 

4 上五島

ジェットフォイルで長崎港へ。

朝食 

●日程内○太字観光地は入場観光、●太字観光地は下車、太字は車窓観光。
●バスは離島のため小型～中型を利用。
●教会・天主堂などの宗教施設は、急な行事
●１日目の星空鑑賞は天候不良の場合
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日本一美しいと話題
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お問い合わせは

２名様限定
航空機で福江

五島列島（
中通島・頭ヶ

羽田(10：55発)   
航空機で長崎空港

●魚津ヵ崎公園
を眺めます。お泊りは新しい椿ホテルに宿泊。

ルで会席五島灘をどうぞ
へご案内します。

    久賀島
午前、〇堂崎天主堂、〇五島氏庭園
昼食後、福江港より海上タクシーで久賀島の

世界遺産○江上教会
で下船。専用車で
夕食後ホテルへ。

アオカ上五島に連泊
昼食 夕食       

上五島 青方滞在
午前、専用車で上五島最北端の津和
た１７世帯のための小さな教会で
シーで津和崎港に戻り、

きうどんをご用意しました。
ルルド見学。■夕食はホテル内レストランで洋食をご用意しました。

 昼食 夕食（ホテルにて

上五島    奈良尾港

ジェットフォイルで長崎港へ。

 ×  
●日程内○太字観光地は入場観光、●太字観光地は下車、太字は車窓観光。

バスは離島のため小型～中型を利用。
教会・天主堂などの宗教施設は、急な行事

●１日目の星空鑑賞は天候不良の場合

１６日（水）～
名１室利用の大人

日本一美しいと話題

高浜ビーチ（写真は全て弊社添乗員撮影）

野崎島

空海 辞本涯記念碑

お問い合わせはお客様専用フリーダイヤル

限定 少人数
福江へ。お

（福江島
ヶ島・野崎島

    長崎    
航空機で長崎空港を経由、五島列島

●魚津ヵ崎公園、●空海辞本涯の碑
お泊りは新しい椿ホテルに宿泊。

ルで会席五島灘をどうぞ。夕食後
します。× × 夕食   

久賀島     奈留島
〇堂崎天主堂、〇五島氏庭園

昼食後、福江港より海上タクシーで久賀島の

江上教会、船でしか行けない
で下船。専用車で●中ノ浦教会、
夕食後ホテルへ。お泊りは2019
アオカ上五島に連泊します。 

             

滞在（野崎島） 
専用車で上五島最北端の津和

た１７世帯のための小さな教会で
港に戻り、●青砂ヶ浦教会

きうどんをご用意しました。午後、

夕食はホテル内レストランで洋食をご用意しました。
（ホテルにて         

奈良尾港（9：30発）

ジェットフォイルで長崎港へ。

●日程内○太字観光地は入場観光、●太字観光地は下車、太字は車窓観光。
バスは離島のため小型～中型を利用。人数により１
教会・天主堂などの宗教施設は、急な行事

●１日目の星空鑑賞は天候不良の場合

）～６月１９
大人お一人の料金

日本一美しいと話題 日本の渚１００選

写真は全て弊社添乗員撮影）

野崎島 旧野首天主堂

辞本涯記念碑                

お客様専用フリーダイヤル

少人数でゆとりの
お部屋は洋室

福江島・久賀島
野崎島）

    福江（13
を経由、五島列島 下五島の中心地

辞本涯の碑、

お泊りは新しい椿ホテルに宿泊。
夕食後●鬼岳天文台で

     福江：GOTO TSUBAKI HOTEL

奈留島     郷ノ首港
〇堂崎天主堂、〇五島氏庭園隠殿屋敷、○五島観光歴史資料館

昼食後、福江港より海上タクシーで久賀島の
船でしか行けない●キリシタン洞窟

●中ノ浦教会、○大曽教会
2019年、全面リニューアル

 
              上五島

専用車で上五島最北端の津和崎港へ。海上タクシーで野崎島へ。たっ
た１７世帯のための小さな教会で世界遺産〇旧野首天主堂

●青砂ヶ浦教会の見学。
午後、世界遺産〇頭ヶ島天主堂、●旧鯛ノ浦教会

夕食はホテル内レストランで洋食をご用意しました。
            上五島：

発）     長崎

長崎空港（

ジェットフォイルで長崎港へ。専用バスで

●日程内○太字観光地は入場観光、●太字観光地は下車、太字は車窓観光。
人数により１人２席できないことがあります。

教会・天主堂などの宗教施設は、急な行事で内部をご覧頂けない場合がございます。
●１日目の星空鑑賞は天候不良の場合は中止になることもあります

１９日（土
料金） お一人部屋希望

日本の渚１００選  

写真は全て弊社添乗員撮影）  

旧野首天主堂   

              

お客様専用フリーダイヤルへ 東日本

ゆとりの日程 
洋室をご用意

賀島・奈留島
野崎島）を巡る

13：45着） 
下五島の中心地 福江へ。

、魚藍観音展望台より

お泊りは新しい椿ホテルに宿泊。■夕食は、
天文台で星空鑑賞
GOTO TSUBAKI HOTEL

郷ノ首港     
隠殿屋敷、○五島観光歴史資料館

昼食後、福江港より海上タクシーで久賀島の世界遺産○旧五輪教会
●キリシタン洞窟

○大曽教会、●蛤浜ビーチ

全面リニューアルオープンした

上五島：ホテル アオカ上五島

港へ。海上タクシーで野崎島へ。たっ

世界遺産〇旧野首天主堂
の見学。■昼食は

世界遺産〇頭ヶ島天主堂、●旧鯛ノ浦教会
夕食はホテル内レストランで洋食をご用意しました。

：ホテル アオカ上五島

長崎港（11：10着）

空港（13：50発）

専用バスで長崎空港へ。

●日程内○太字観光地は入場観光、●太字観光地は下車、太字は車窓観光。
人２席できないことがあります。
内部をご覧頂けない場合がございます。
になることもあります
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巡る４日間

福江へ。着後、専用
魚藍観音展望台より●高浜ビー

■夕食は、カンパーナホテ
星空鑑賞へご案内します。

GOTO TSUBAKI HOTEL（洋室）

     青方    
隠殿屋敷、○五島観光歴史資料館

○旧五輪教会、奈留島

●キリシタン洞窟見学。郷
●蛤浜ビーチ観光。上五島で

オープンした

アオカ上五島（洋室）

港へ。海上タクシーで野崎島へ。たっ

世界遺産〇旧野首天主堂の見学。海上タク

■昼食は名物の五島地獄焚
世界遺産〇頭ヶ島天主堂、●旧鯛ノ浦教会

夕食はホテル内レストランで洋食をご用意しました。 

アオカ上五島（洋室）

着）     

羽田（15：35

。航空機で羽田へ。

●日程内○太字観光地は入場観光、●太字観光地は下車、太字は車窓観光。
人２席できないことがあります。 
内部をご覧頂けない場合がございます。
になることもあります。 
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         海上タクシー

高浜ビーチ

              青砂ヶ浦教会

：0120-813-

奈留島・ 
日間 

着後、専用 

●高浜ビー 
カンパーナホテ 

へご案内します。 
（洋室） 泊  

隠殿屋敷、○五島観光歴史資料館見学。
、奈留島
郷ノ首港

観光。上五島で

オープンしたホテル 

（洋室） 泊         

港へ。海上タクシーで野崎島へ。たっ
の見学。海上タク

名物の五島地獄焚
世界遺産〇頭ヶ島天主堂、●旧鯛ノ浦教会

（洋室） 泊    

35着） 

航空機で羽田へ。                   

●日程内○太字観光地は入場観光、●太字観光地は下車、太字は車窓観光。 

内部をご覧頂けない場合がございます。 
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■
■
■利用予定航空会社：日本航空
■利用予定
※

※

辞本涯の碑

海上タクシー 

大小１５０近い島からなる
に登録された４つの教会を
を
他にも遣唐使ゆかりの地や綺麗な海と砂浜、鬼
岳天文台では天気に恵まれれば満天の星空も楽
しめます。１日目航空機で福江に入り、上五島
で２連泊することで、あまり訪れない野崎島も
日程に組み入れました。

高浜ビーチ 

青砂ヶ浦教会     

鬼岳天文台で星空鑑賞

お部屋の一例

お食事の一例

-419 西日本

■最少催行人員
■添乗員：羽田空港
■利用予定航空会社：日本航空
■利用予定バス会社
※お部屋は洋室のお部屋

人様はダブルベッドのお部屋になります。
※航空機、海上タクシー、

日程の大幅な変更が生じる場合があります。その場合、延
泊やそれらに伴う追徴金をご請求せざるえない場合もあり
ます。申込みに際して予めご了承の上、ご参加ください。

辞本涯の碑      

大小１５０近い島からなる
に登録された４つの教会を
を利用し、各島を渡りながら見学していきます。
他にも遣唐使ゆかりの地や綺麗な海と砂浜、鬼
岳天文台では天気に恵まれれば満天の星空も楽
しめます。１日目航空機で福江に入り、上五島
で２連泊することで、あまり訪れない野崎島も
日程に組み入れました。
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     五島氏庭園隠殿屋敷

鬼岳天文台で星空鑑賞

お部屋の一例 

お食事の一例 

西日本 ：0120-

最少催行人員：８名 ■食事
羽田空港から羽田空港

■利用予定航空会社：日本航空、全日空、ソラシドエア
会社：五島自動車
のお部屋で、1 室

人様はダブルベッドのお部屋になります。
航空機、海上タクシー、ジェットフォイルの運航状況により
日程の大幅な変更が生じる場合があります。その場合、延
泊やそれらに伴う追徴金をご請求せざるえない場合もあり
ます。申込みに際して予めご了承の上、ご参加ください。

        新しいホテルを利用
 どちらのホテルも
にオープン。
島列島で、全て洋室のお部屋
をご用意しました。

大小１５０近い島からなる
に登録された４つの教会を
利用し、各島を渡りながら見学していきます。

他にも遣唐使ゆかりの地や綺麗な海と砂浜、鬼
岳天文台では天気に恵まれれば満天の星空も楽
しめます。１日目航空機で福江に入り、上五島
で２連泊することで、あまり訪れない野崎島も
日程に組み入れました。 

五島氏庭園隠殿屋敷 

鬼岳天文台で星空鑑賞（五島市

-813-770  

食事：朝３回、昼２回
羽田空港まで同行。 

、全日空、ソラシドエア
五島自動車 五島列島バス

室 2 名様利用が基本。
人様はダブルベッドのお部屋になります。 

ジェットフォイルの運航状況により
日程の大幅な変更が生じる場合があります。その場合、延
泊やそれらに伴う追徴金をご請求せざるえない場合もあり
ます。申込みに際して予めご了承の上、ご参加ください。

 西の高野山新しいホテルを利用
どちらのホテルも

にオープン。洋室の少ない五
島列島で、全て洋室のお部屋
をご用意しました。

 

大小１５０近い島からなる五島列島。世界遺産
に登録された４つの教会を専用の海上タクシー
利用し、各島を渡りながら見学していきます。

他にも遣唐使ゆかりの地や綺麗な海と砂浜、鬼
岳天文台では天気に恵まれれば満天の星空も楽
しめます。１日目航空機で福江に入り、上五島
で２連泊することで、あまり訪れない野崎島も

 

 

（五島市観光協会提供）

     

回、夕３回    

、全日空、ソラシドエア 
バスなど 

名様利用が基本。お一

ジェットフォイルの運航状況により、
日程の大幅な変更が生じる場合があります。その場合、延
泊やそれらに伴う追徴金をご請求せざるえない場合もあり
ます。申込みに際して予めご了承の上、ご参加ください。 

高野山 大宝寺 新しいホテルを利用 
どちらのホテルも 2019 年

洋室の少ない五
島列島で、全て洋室のお部屋
をご用意しました。 

。世界遺産
海上タクシー

利用し、各島を渡りながら見学していきます。
他にも遣唐使ゆかりの地や綺麗な海と砂浜、鬼
岳天文台では天気に恵まれれば満天の星空も楽
しめます。１日目航空機で福江に入り、上五島
で２連泊することで、あまり訪れない野崎島も

観光協会提供） 


