
第36回　五島列島夕やけマラソン　交通・宿泊・観光ご案内
交通・宿泊手配のご案内とご注意

●交通・宿泊等の手配をご希望される方は、【東武トップツアーズ（株）長崎支店または、福江空港ターミナ
ルビル（株）】へお申し込みいただくか、お客様ご自身にて直接手配をお願いいたします。

●例年多数の方が参加されますので、大会参加締切り前に交通・宿泊を確保されることをお勧めいたします。
　（大会参加締切り前に、満室（席）になる場合もございますので予めご了承ください）。
　なお、交通・宿泊はご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
●８月26日（金）大会前日、28日（日）の宿泊も承っております。直接、弊社までお問い合わせください。
●お一人様でご参加の方はシングルルームのご案内ができるお部屋が少ないため、予めご了承ください。
●小学生は小人料金となります。未就学幼児であってもジェットフォイル等の座席及び宿泊（布団･食事）が

必要な場合は小人料金となります。
※交通〈九州商船（フェリー・ジェットフォイル）、野母商船（フェリー太古）〉のみのチケットのご予約も承ります。

交通・宿泊のお申し込み方法 ※プランによりお申し込み方法が異なりますのでご注意ください。

●Ａ・Ｂ・Ｃプランをお申し込みの場合は東武トップツアーズ（株）の「五島列島夕やけマラソンツアーサイト」
　（https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/36goto-yuyake-marathon/）
●Dプランをお申し込みの場合は福江空港ターミナルビル（株）まで、お申し込みください。

Ａ・Ｂ・Ｃプラン　〈旅行企画・実施：東武トップツアーズ（株）〉
●お申し込み方法：東武トップツアーズ（株）長崎支店、「五島列島夕やけマラソンツアーサイト」にアクセス

いただきインターネットにてお申し込みください。
　※申し込みの際、当日の会員登録が必要になります。

＊郵送・ＦＡＸでのお申し込みも可能ですがインターネット申し込みを優先させていただきますので予め
ご了承ください。尚、お電話の申し込みは承っておりません。

●お申し込み期間：2022年6月20日（月） 10：00受付開始〜8月1日（月）
　＊上記期間以前のお申し込みは受付できませんので予めご了承ください。
　※満室・満席になり次第締め切りとさせていただきます。
●旅行代金お支払い方法：予約締切後、お送りさせていただくご旅行案内書、請求書のご案内にしたがって

ご送金ください。
お支払期日：2022年7月29日（金）
　※お振込みの手数料はお客様のご負担にてお願い致します。

※お支払期日までにお振込みいただけない場合は、キャンセル扱いとさせていただく場合がありますので
予めご了承ください。

《旅行企画・実施》　　お申込・お問合せ先
東武トップツアーズ株式会社　長崎支店
〒850-0055　長崎市中町1−22ＭＪＭビル5Ｆ
ＴＥＬ：095−821−7913〈大会専用〉　ＦＡＸ：095−821−7395
総合旅行業務取扱管理者：森　修司　　営業日・営業時間：平日（土日祝日休業）09:30〜17:30

『五島列島夕やけマラソン』係　担当者：神岡、渕上

観光庁長官登録旅行業第38号　一般社団法人日本旅行業協会正会員　

ボンド保証会員　　　 旅行業公正取引協議会会員

宿泊施設までの
無 料 バ ス
海上タクシーを運行いたします。

（8月27日のみ）　 21：30発　（宿泊送迎車専用駐車場）

岐宿（経由）〜三井楽方面（バス）

増田（経由）〜富江方面（バス）

荒川（経由）〜頓泊方面（バス）

大宝（経由）〜玉之浦方面（バス）

奈留島行　 21：00発
福江港桟橋より
（海上タクシー）

※選手、関係者のみご利用いただけます。



東武トップツアーズ（株）長崎支店へのお申し込みプラン

■最少催行人員：Aプラン・Bプラン各１名、Cプラン２名　　■添乗員：各プランとも同行致しません　
■A・Bプランとも、交通とホテルをご指定の上、ご予約ください。
■A・Bプランとも、五島コンカナ王国にご宿泊の際は、別途150円の入湯税がかかります。（当日現金払い）

Aプラン　長崎港発着（フェリー・ジェットフォイル＋宿泊１泊付プラン）九州商船利用

８月２７日
土曜日 長崎港

※ご希望便
福江港　　五島列島夕やけマラソン 五島市内泊

８月２８日
日曜日 （フリータイム）　　　福江港

※ご希望便
長崎港

※フェリー・ジェットフォイルの時刻は、別紙にてご確認ください。
　《旅行代金》大人お一人当たり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

宿泊施設 GOTO TSUBAKI HOTEL ノルディスクビレッジ 五島コンカナ王国
（ツイン）

カンパーナホテル
（和室定員利用）

コンネホテル
（シングル・ツイン）

※民宿・旅館
（徒歩圏内）

※民宿等
（バス移動）部屋タイプ シングル ツイン・トリプル ツイン トリプル

食事条件 １泊朝食付 １泊朝食付 １泊朝食付 １泊朝食付 １泊朝食付 ※下記参照 １泊２食付

① 26,220 28,890 38,240 38,240 22,900 24,200 20,290 18,260 17,660
② 31,280 33,940 43,300 43,300 27,960 29,260 25,350 23,320 22,720
③ 36,350 38,990 48,370 48,370 33,030 34,330 30,430 28,390 27,790

①は往復共フェリー２等利用、②は片道フェリー２等、片道ジェットフォイル利用、③は往復共ジェットフォイル利用
※小人（６才〜12才）料金は、上記大人料金から①2,000円、②3,100円、③5,300円の減額となります。

Bプラン　博多港発〜福江港着：野母商船利用（船中泊）＋宿泊１泊付きプラン

８月２６日
金曜日

＊ベイサイドプレイス第二ターミナルビル21時集合（21：15乗船開始）
博多港（23：45）発　　　　　（フェリー太古）　　　　　　　　　　 船中泊

８月２７日
土曜日

　　　8：15着　
　　　福江港　（フリータイム）　五島列島夕やけマラソン 五島市内泊

８月２８日
日曜日 （フリータイム）　福江港　　　長崎港または福江港　　　博多港

※復路のフェリー・ジェットフォイルの時刻は、別紙にてご確認ください。
　《旅行代金》大人お一人当たり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

宿泊施設 GOTO TSUBAKI HOTEL ノルディスクビレッジ 五島コンカナ王国
（ツイン）

カンパーナホテル
（和室定員利用）

コンネホテル
（シングル・ツイン）

※民宿・旅館
（徒歩圏内）

※民宿等
（バス移動）部屋タイプ シングル ツイン・トリプル ツイン トリプル

食事条件 １泊朝食付 １泊朝食付 １泊朝食付 １泊朝食付 １泊朝食付 ※下記参照 １泊２食付

① 28,670 31,330 40,690 40,690 25,350 26,650 22,750 21,210 21,110
② 33,740 36,400 45,760 45,760 30,420 31,720 27,810 26,080 26,180
③ 31,140 33,700 43,160 43,160 27,820 29,120 25,220 23,280 23,180

①はフェリー太古＆九商フェリー利用、②はフェリー太古＆ジェットフォイル利用、③は往復共フェリー太古利用
※小人（６才〜12才）料金は、上記大人料金から①3,400円、②4,500円、③4,400円の減額となります。

Ａプラン・Ｂプラン共にバス移動の宿泊施設へは大会終了後のみ無料シャトルバスをご利用いただけます。（21：30発）
所要時間は20分〜50分です。利用施設により異なります。翌日の帰路（復路）は各自ご負担となります。

　利用宿泊施設　ホテル指定コース以外の利用宿泊施設〈Aプラン・Bプラン共通〉
※民宿・旅館（徒歩圏内） にしき荘（１泊２食付）　／　ゲストハウス五島時光（素泊り）

※いずれも和室定員利用、ゲストハウス五島時光は、２段ベッドも含みます。
※民宿等（バス移動） 民宿登屋（１泊２食付）、西光荘（１泊２食付）、わらじや（１泊２食付)　　　※いずれも和室定員利用

　Cプラン　特別企画　長崎港発着フェリーまたはジェットフォイル＋奈留バンガロー１泊付きプラン

８月２７日
土曜日

長崎港　　　福江港　五島列島夕やけマラソン　福江港　　　奈留港

奈留島
バンガロー泊

＊マラソン終了後、福江港21時発の海上タクシーにて奈留港へ（所要時間30分）
＊奈留港よりマイクロバスにてキャンプ場へ。（所要時間20分）
＊宿泊は宮の森総合公園・ふれあいキャンプ場になります。夕食・朝食は

ご準備がありませんので、事前に福江でお買い求めください。
・施設・器具のご案内：タオルケット、キャンプマットは旅行代金に含みます。

有料器具（別途掛かります。）…冷暖房、浴場、バーベキュー野外炉、
コインロッカー、テント、懐中電灯、食器セット、鍋、フライパンなど

※有料器具は事前予約になりますので、当社までご連絡ください。

８月２８日
日曜日

（フリータイム）奈留島　　　福江港　　　福江港　　　長崎港
※復路の奈留港〜福江港の交通費(大人800円)は含まれません（お客様のご負担となります）。

※フェリー・ジェットフォイルの時刻は、別紙にてご確認ください。



　《旅行代金》大人お一人当たり料金　                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

バンガローＡ（３棟）
７〜９名様利用

バンガローＢ（３棟）
４〜６名様利用

バンガローＣ（５棟）
２〜３名様利用

バス・トイレ付２階建 トイレ付
① 往 復 フ ェ リ ー 12,520 12,320 12,320
② フェリー＆ジェットフォイル 16,990 17,090 17,090
③ 往 復ジェットフォイル 21,550 21,660 21,660
④ 太古＆九商フェリー利用 14,190 14,300 14,300
⑤ 太古＆ジェットフォイル利用 18,660 18,770 18,770
⑥ 往復フェリー太古利用 16,850 16,960 16,960

※奈留の宿泊パックにはお食事は付いておりません。
※小人（６才〜12才）料金は、上記大人料金から①2,000円、②3,100円、③5,600円、④3,400円、⑤4,500円、⑥4,800円の

減額となります。
【国内ご旅行条件書（抜粋）】
お申込みの際は、「募集型企画旅行条件書（国内旅行）全文」を事前にご確認のうえお申込みください。
１　募集型企画旅行契約

この旅行は、東武トップツアーズ株式会社(以下、「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、参加されるお客様は
当社と募集型企画旅行契約（以下、「旅行契約」といいます）を締結することになります。

２　旅行の申し込みと契約成立の時期
所定の申込書に必要事項を記入のうえ、旅行代金全額を添えてお申し込みいただきます。お客様との旅行契約については、
当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受理した時に成立するものとします。

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起算してさかのぼって21日前までにお支払いいただきます。

４　旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した船舶運賃、宿泊代金、食事代金、およびその他諸経費。

５　旅行代金に含まれないもの
前記４項に記載のないものは旅行代金に含まれません。

６　取消料
旅行契約成立後、お客様の都合により旅行を取り消される場合には、旅行代金に対してお一人に付き以下の取消料をいただきます。

取消日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 旅行開始日

の前日
旅行開始日

の当日
旅行開始後の解除
・無連絡不参加　21日前まで 20日前〜８日前まで ７日前〜２日前まで

取消料 無 料 旅行代金の20％ 旅行代金の30％ 旅行代金の40％ 旅行代金の50％ 旅行代金の100％
７　旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件および旅行代金は2022年６月19日を基準としています。 
※個人情報の取扱いについて

旅行申し込みの際に提出頂いた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込みいただ
いた旅行において運送、宿泊機関、手配代行者等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な
範囲内で利用させていただきます。また、「アンケート」のお願い、「キャンペーンのご案内」、その他のＤＭ等の発送にも利用させ
ていただく場合がありますので予めご了承ください。

客国　22－109

五島めぐり定期観光バス　★あなたの五島列島、福江島観光をお手伝いします。
予約制　３日前のお昼12時までのご予約が２名様以上で運行致します。予約がない場合は運休となります。

東シナ海Aコース（午前） 料　金
大人　3,600円
小人　1,800円

コンカナ王国……………カンパーナホテル……………福江港……………井持浦教会（ルルド）………
　 ８：45発　　　　　　　　　　９：05発　　　　　　　　 ９：20発
大瀬崎灯台・断崖………高浜ビーチ………水之浦教会（車窓）………［カンパーナホテル］………福江港

12：50着

歴史と文化Bコース（午後） 料　金
大人　2,600円
小人　1,300円

▲入場料別

福江港……………▲堂崎教会……………武家屋敷通り（車窓）……………鐙瀬溶岩海岸……………
13：50発
鬼岳（車窓）………福江港………［カンパーナホテル］…………【福江空港】…………【コンカナ王国】
　　　　　　　　　15：55着　　　　　　 16：00着　　　　　　　　　16：15着　　　　　　　　16：25着

よかとこ満喫Cコース（一周） 料　金
大人　5,600円
小人　2,800円

▲入場料別
　（上記のAコース＋Bコースです）

■昼食はついておりません。

ゆったり満喫Dコース（一周） 料　金
大人　5,600円
小人　2,800円

▲入場料別
　（上記の１日目Bコース＋翌日Aコース）

■昼食はついておりません。
運行案内　［　］は降りる人がいる場合のみとなっております。昼食は付いておりません。各自フリーとなります。
お申込み　　　五島自動車株式会社　五島バス観光課（福江港ターミナルビル内）
お問い合わせ　TEL0959−72−2173（9：00〜17：00）　FAX0959−74−5061



福江空港ターミナルビル（株）旅行センターへのお申し込みプラン

Dプラン　（申込、問い合わせ：福江空港ターミナルビル（株）旅行センター）

福岡空港発着

8月27日（土） 福岡空港発　ANA・ORC　福江空港着　各自　五島列島夕やけマラソン　各自　五島市（泊）

8月28日（日） ホテル　各自　フリータイム（オプショナルツアー等）　各自　福江空港発　ANA・ORC　福岡空港着

長崎空港発着

8月27日（土） 長崎空港発　　ORC　　福江空港着　各自　五島列島夕やけマラソン　各自　五島市（泊）

8月28日（日） ホテル　各自　フリータイム（オプショナルツアー等）　各自　福江空港発　ORC　長崎空港着

＊ORC運航便はANAとの共同運航便です。
※航空券運賃変動型プランのご利用となります。
　お申込みいただく日時によって（お申込内容が同じでも）旅行代金が変動するプランです。

《旅行代金》お一人様

ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル

五島列島夕やけマラソン

ホテルダウンタウン（１泊朝食）シングル ￥8,300

コンネホテル（素泊まり）エコノミーシングル ￥8,690

コンネホテル（素泊まり）クイーン ￥10,230

コンネホテル（素泊まり）ツイン ￥8,910
＊コンネホテル：エコノミーシングルは、シャワーなし・１階大浴場利用となります。
＊コンネホテル：朝食ご希望の方は、￥800−の追加になります。
＊コンネホテル（クイーン）：１名様利用の料金になります。２名様利用もできます。

その場合、お申込書にご希望をお書きください。

●お申し込み方法：交通、宿泊の手配をご希望されるお客様は、交通、宿泊申込書（手配希望の方のみ）に
必要事項を記入の上、郵送もしくはファクシミリ、メールにてお申込下さい。（先着順）手配旅行契約に
基づく
 ※お電話でのお申込みは一切承っておりません。

●お申し込み期間：2022年６月１日（水）〜７月31日（日） 
＊満室、満席になり次第、締切りとさせていただきます。
 ＊ご利用便等ご希望に添えない場合がございますのでご了承下さい。

●旅行代金お支払い方法：交通、宿泊申込書到着後、当社よりお客様へ、ご予約の可否についてご連絡を致します。
ご予約がお取りできましたお客様には、当社が指定する金融機関へ「ご連絡を受けた日から2日後の17：00」ま
でに入金確認ができるようにお振込みください。（＊ご連絡があるまでは、お振込みは行わないでください）。

　（（例）ご連絡が５月15日の場合、５月17日17：00まで）
　期間内にお振込みいただけない場合は、キャンセル扱いとさせていただきますので予めご了承下さい。

※ｅチケットお客様控え（航空券）及び宿泊券をお客様へ後日送付させて頂きますが、事務手数料として、
１人一律500円を申し受け致します。
なお、お申込書を添えて現金書留でのお申込みも受付致しますが、予約の可否に関わらずご返金になる
場合は、事務手数料を差引きし、ご返金致します。

 ※金融機関への振込手数料は、お客様のご負担にてお願い致します。
 　振込先：①郵便局から郵便局への振込み
 　　　　　記号：17600　番号：20919621　宛名：福江空港ターミナルビル（株）
　　　　　②銀行から郵便局への振込み
　　　　　店名：768　店番：768　預金種目：普通預金　口座番号：2091962

●申込書送付先：福江空港ターミナルビル（株）旅行センター
　　　　　　　　〒853-0013　長崎県五島市上大津町2183　TEL：0959-72-5151　FAX：0959-74-1545
　　　　　　　　mail : ryokou@fuj.ecnet.jp　　営業時間：9：00〜17：30

  

  

  

  




