
現在、長崎県しま旅滞在促進事業補助金の助成事業は中止しています。今後、補助事業が再開
した場合、国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金及び、新型コロナウイルス感染症復
興対策費として助成が受けられます。

写真掲載については長崎大司教区の許可をいただいております。

堂崎教会 出発日：2022年10月18日～10月21日
11月28日～12月01日

お薦めポイントお薦めポイント

・ 海に面した「TSUBAKI HOTEL」に宿泊

・ 全日程 現地クリスチャンガイドがご案内

・ 参加者全員に巡礼手帳付

・ 遣唐使依頼の郷土料理をお楽しみ下さい

・ 本年10月からの朝ドラのロケ地巡り

長崎と五島 潜伏キリシタン関連遺跡を巡る旅



日程 都市 時間 交通 スケジュール

2022年
10/18

（火）
11/28

（月）

羽田空港

長崎空港

長崎市内

午前
航空機

専用車

羽田空港集合
航空機にて長崎空港へ（8：30～10：00）予定発
長崎空港（10：25～11：55）予定着
【現地発着プラン】
長崎空港 集合
長崎市内へ

聖コルベ記念館、ｻﾝﾄ・ﾄﾞﾐﾝｺﾞ教会跡日本二十六聖人殉教地、日本二
十六聖人記念館、大浦天主堂、旧羅典神学校、グラバー園

長崎市宿泊 【朝：×昼：○夕：○】

10/19

（水）
11/29

（火）

長崎市内

長崎港
福江港

五島

9：00

11：30
12：55

専用車

ジェット船

専用車

徒歩

ホテル出発
長崎港発、福江港へ
福江港到着
潜伏キリシタン祈りの里 堂崎天主堂、水之浦教会（外観のみ）
五島列島酒造見学（焼酎工場）、高浜ビーチ（ロケ地）、
魚津ケ崎公園（ロケ地予定）
レストランにてご夕食

五島市宿泊 【朝：○昼：○夕：○】

10/20

（木）
11/30

（水）

五島 朝
8：40
9：10
11：10
12：00

夜

徒歩
船

船
船

専用車

ホテル出発
福江港発
旧五輪教会（世界遺産）、江上天主堂（世界遺産）
キリシタン洞窟
福江港到着、武家屋敷通り（ご昼食）
大瀬崎灯台（ロケ地）、日本初のルルドの水 井持浦教会、福江教会
レストランにてご夕食

五島市宿泊 【朝：○昼：○夕：○】

10/21

（金）
12/1

（木）

五島

長崎市内
外梅地区

長崎空港
羽田空港

8：45
9：20
11：10

17：10
18：55

専用車
ジェット船

航空機

ホテル出発
福江港発、長崎港へ
長崎港着
映画「沈黙」の舞台・外海地区にご案内
沈黙の碑、出津教会堂、ド・ロ神父記念館、旧出津救助院、枯松神社
観光後、長崎空港へ

【現地発着プラン】
長崎空港 16：00解散
航空機にて羽田空港へ（17：05～19：10）予定発
羽田空港（18：45～20：55）予定着
到着後、解散 【朝：○昼：○夕：×】

※日程は2022年6月9日現在の状況に基づき作成しております。現地の状況・交通事情等により変更となる場合がございますので予めご了承下さい。

長崎と五島 潜伏キリシタン関連遺跡を巡る旅

大浦天主堂

写真掲載については長崎大司教区の許可をいただいています

旧五輪教会堂



旅行契約解除の時期 予約取消し料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目
にあたる日以降8日目に当たる日まで 旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目にあたる日以降、ご出発の前々日まで 旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％

旅行開始日当日に取消をする場合 旅行代金の50％

旅行開始日後及び無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行要項/ご旅行条件 朝ドラの舞台・五島列島巡礼 3泊4日

1.出発日及び旅行代金

※お部屋は定員利用になります。定員に関して下記に記載します。
長崎市内ホテル：1室2名利用
五島内ホテル：1室2名利用

1人部屋追加代金： 14,000円

2.最少催行人数：20名

3.利用予定航空会社
日本航空又は全日空輸又はソラシドエア ：エコノミークラス

4.利用予定ホテル：

《長崎市内》ルークプラザ、稲佐山観光ホテルもしくは同等クラス
《五島》：ツバキホテルもしくは同等ホテル

5.利用予定バス会社：
長崎市内：ラッキーバス又は長崎バス又は同等クラス
五島市：上等バス 又は五島バス

6.食事条件：朝3回/昼4回/夕3回

7.添乗員：同行致します。

8.実施要項
■旅行費用に含まれるもの
1)航空運賃：旅程に明記された国内線 往復エコノミークラス運賃

2)旅行日程表に記載された送迎バス料金（空港、宿泊施設間）、

都市間の移動バス料金

3)観光料金：旅程に明記された観光箇所に係るバスガイド費用、

及び入場料金

4)その他の交通機関：旅程に明記された交通機関の運賃及び料金

5)宿泊料金：旅程に明記されたホテル宿泊料金（1室定員利用）

6)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金

（※お飲み物代は別途になります。）

7)手荷物の運搬料金全行程お一人様20kg以内の手荷物運搬料金

※サイズ・重量に関しては航空会社にお問い合わせ下さい。

8)五島列島酒造見学料金

9)添乗員費用（添乗員が同行する場合に必要な交通費・宿泊費等
の実費及び添乗サービス料金）

10)当旅行企画作成にかかる企画料金

■旅行経費に含まれないもの ※一部を以下に例示致します。

1)個人費用：クリーニング、電話電報、郵便、飲物、ホテルで個人的
に受けたサービス等の代金/チップ費用

2)旅程に記載されていない食事/観光/送迎代金それに伴う税金、

サービス料金,超過手荷物料金など
3)超過手荷物料金（各運送約款で定めた持込手荷物の範囲を超え
るもの）

4)食事条件に記載の無い食事代金
5)1人部屋利用追加代金

※施設の空き状況によって1人部屋をご用意出来ない場合が
ございます。1人部屋をご希望の場合には予めご相談下さい。

6)日本国内における自宅から発着空港までの交通費及び旅行開
始日の前日、旅行終了日当日の後泊費用

7)その他上記旅行代金に含まれるものに記載がない費用

9.取消料
（該当日が祝祭日や日曜日の場合には直前の営業日となります）
お取消しの際は、割引前の旅行代金を基準として所定の取消料を申し受け致し
ます。

E-MAIL info@world-view.co.jp

観光庁長官登録旅行業779号（一社）日本旅行業協会正会員

旅行
実施

東京都千代田区神田神保町2-14 朝日神保町プラザ205

TEL: 03-3230-2351

FAX: 03-3230-0722

お問い合わせ 担当者：河村・渡辺

総合旅行業務取扱管理者：渡辺峰久

その他旅行条件については、㈱ワールドビュウの旅行業約款により
ます。

個人情報の取扱に関して
当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど)について、お客様
との間の連絡、お申し込みいただいたご旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配のための手続き、及びダイレクトメール
送付などに必要な範囲内で利用させていただきます。

ご旅行代金
（羽田発着）

ご旅行代金
（長崎空港集合

解散）

10月18日発
ご旅行代金

187,000円 152,000円

本事業の割引額
及び特別対策

14,000円 14,000円

割引後
旅行代金

173,000円 138,000円

11月28日発
ご旅行代金

185,000円 150,000円

本事業の割引額
及び特別対策

14,000円 14,000円

割引後
旅行代金

171,000円 136,000円



お申し込みの流れ

1)お問い合わせ及びご相談1)お問い合わせ及びご相談

ご旅行の参加には新型コロナウイルスワクチン3回の接種証明書またはPCR検査等の陰性証明が必
要になります。
旅行内容やサービスなど、E-mail、お電話又はLINEなどお気軽にお問い合わせください。
ご出発日・人数などご要望の詳細をお知らせください。

2) お申し込みとお支払方法2) お申し込みとお支払方法

お申し込みをご希望の場合には弊社よりお申込書をお送りします。
お申込み書類と一緒にお渡しするご案内書類をご一読ください。
「取引条件説明書面」を契約前に必ずご確認ください。
内容をご確認のうえ、旅行参加申込書のご返送及びお申込金をお支払いください。
お申込書のご送付は、郵送、FAX、メールの添付でも結構です。
お申込金は銀行振込送り、又はクレジットカード（ビザ又はマスター）のご利用も可能です。

3) 旅行催行のご案内3) 旅行催行のご案内

ツアーの催行が確定していない場合、ご出発の13日前までにツアーの催行可否をご連絡します。

4) 旅行残金のお支払い4) 旅行残金のお支払い

旅行開始の前日より起算して、20日前までにお支払いください。

6) ご出発当日6) ご出発当日

所定の集合場所にご集合ください。弊社スタッフがお待ちしております。

ツアーに参加されるお客様へお願い

・ツアー参加前に検温を実施ください
出発前にツアー参加者の体調確認(体温、体調チェック)を行い、発熱や感染の疑いのある症状を呈している
方には旅行参加を遠慮していただきます。
・ツアー参加前に健康チェックシートに記入し必ず提出ください
・定期的な手指の消毒とツアー中のマスク類の着用をお願いします
・熱中症対策のため、屋外では人との距離を確保し適宜マスクを外してください
・ツアー中のソーシャルディスタンス確保にご協力ください
・旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、保健所の
指導に従っていただきます。
またスマートフォンを利用されている方は接触確認アプリのご利用をお願いします。
・検温の際、37.5度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機いただいて、保健所の指示を
仰ぐこととなります。これら宿泊施設等の従業員の指示には必ず従ってください。
・旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。詳細は別紙ご案内します。

5) 最終書類（ギブアウェイ）の送付5) 最終書類（ギブアウェイ）の送付

ご出発の14日前から10日前を目安に、出発当日のご案内、確定日程表、旅行準備資料などをお送り
いたします。


