佐世保港発着
第 12 回「上五島教会めぐりウォーク＆クルーズ」２泊３日の旅
出 発 日

１０月１３日（金）

旅 行 代 金

大人おひとり様

募集人員 ４０名 （最少催行人員２名）

３２，５００円

受付 １名様より

（中学生３０，５００円・小人２２，５００円）

※五島列島リゾ－トホテルマルゲリ－タご利用の場合（10/13）、＠６，５００円（小人同額）アップとなります。

【旅行代金に含まれるもの】 ・往復の船運賃・宿泊費（2 泊 4 食付）・大会参加費・消費税
※大会参加費（送迎、島内移動貸切バス代・弁当代・クルーズ船代含む）
日程
H29

コ ー ス （往復高速船シークィーン利用） 【現地係員が同行いたします】 ※----は徒歩
佐世保港ターミナル１２：３０集合

10/13
（金）

新魚目地区：マルゲリータ

高速船シークィーン

夕

青方地区：前田旅館/永田旅館他同等クラス（泊）

佐世保港（１３：００）～～～有川港（１４：２０）＝＝ 有川地区：ﾏﾘﾝﾋﾟｱ/旅の宿やがため/ﾋﾞｰﾁﾎﾃﾙ浦/他同等ｸﾗｽ（泊）
【徒歩 9.3ｋｍ】

10/14

食事

＜受付 8：00～＞

新魚目・青方・有川＝＝＝＝＝新上五島町役場【開会式 8:30～】/出発 9:05-----江袋教会-----仲知教会-----

朝

---米山教会------旧津和崎小学校体育館（昼食）＝＝＝＝津和崎港～～海上クル－ズ【頭ヶ島沖・石切場跡等】～

昼

（土）
～～友住港------赤尾地区＝＝＝うどんの里【ゴール 16：30～】/各宿へ 17：00 頃出発＝＝＝
＝＝＝若松地区：えび屋/前川荘/橋口旅館/清水荘又は同等クラス （泊）
10/15
（日）

夕

＝＝※各自移動＝＝有川港（６：２５／１４：２５）～～シークィーン～～佐世保港（８：５０／１５：４５）

解散

朝

重要なお知らせ！★本年度より、大会は 1 日（14 日）のみの実施となっており、最終日（3 日目 15 日）には
参加自由なオプショナルツアー（※別途下記料金が掛かります）をご用意致しております。
【オプショナルツアー】

おひとり様

９，８００円（①・②共通）

募集人員 40 名

最少催行人員 15 名

★オプショナルツアー『漁師食堂の昼食付き！明日の世界遺産を巡る人気バスツアー』

①

若松地区＝＝＝若松港～～海上クル－ズ【キリシタン洞窟等】～～郷ノ首港＝＝＝跡次展望（洋上石油備蓄基地/車窓）
＝＝＝大曽地区：「漁師の昼食」＝＝＝＝頭ヶ島天主堂【世界遺産登録リスト入】・ｷﾘｼﾀﾝ墓地＝＝＝＝
★オプショナルツアー『島ならではの体験！「マグロ養殖場エサやり見学」コース』

10/15
（日）

②

若松地区＝＝＝＝＝若松港～～～マグロ養殖場エサやり見学（船窓）～～～土井ノ浦港＝＝＝＝＝
＝＝＝日島古墓群（弁当昼食予定）＝＝＝＝

帰
り

＝＝＝有川港（１４：２５）～～シークィーン～～佐世保港（１５：４５）

解散

＜含まれるもの＞島内移動貸切バス又はタクシー代/ｸﾙｰｽﾞ船代/昼食代/消費税

旅行条件のご案内（必ずお読みください）
１．旅行のお申込み及び契約成立

４．特別補償

６．個人情報の取扱について

お申込書に所定の事項を記入し、お申込み金（おひとり 3,000 円）を添えてお申
込みいただきます。お申込み金は「旅行代金」または「取消料」
「違約料」の一
部として取り扱います。旅行代金は出発の一週間前までにお支払いください。
２．取消料についてお申込み後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合
は、お一人につき次の取消料ならびに違約料をお支払いいただきます。

当社は当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にか
かわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、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、その身体または手
荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金
または見舞金を支払います。
・死亡補償金：1500 万円・入院見舞金：2～20 万円
・通院見舞金：1～5 万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～15 万円（ただし補償
対象品１個あたり 10 万円を限度とします。）

当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報につい
て、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申
込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及
びそれらのサービス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。この他、当社の企画・キャンペーン商品のご案内、アンケート
のお願い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。

（イ）出発日の２０日前から８日前までに取消した場合・・・旅行代金の２０％
（ロ）出発日の７日前から２日前までに取消した場合・・・旅行代金の３０％
（ハ）出発日の前日の取消の場合・・・・・・・・・・・・旅行代金の４０％
（ニ）出発日当日の取消の場合・・・・・・・・・・・・旅行代金の５０％
（ホ）旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合・・・旅行代金の１００％

３．旅行代金の適用

満１２歳以上の方は大人代金、満６歳以上１２
歳未満の方はこども代金となります。

（一社）全国旅行業協会会員

旅行企画・実施

５．運賃等の変更、天候条件その他不可抗力により旅行日程
旅行費用を変更する場合がありますので、予め了承下さい。

長崎県知事登録旅行業第２－４６号

九州商船株式会社

〒850－0035 長崎市元船町１６番１２号

◎お申込み・お問い合わせは

095（828）3125

７．その他・基準期日
（１）この旅行条件は、２０１6 年４月１日現在を基準としております。
（２）この旅行に参加されるお客様の契約内容・条件は、当社
の「旅行業約款」
（募集型企画旅行契約の部）によります。詳しい内
容につきましては係員にお尋ねください。

営業時間：平日 9：00～17：30
（土曜午後、日曜祝日休み）
国内旅行業務取扱管理者 野村 昌史

長崎港発着
第 12 回「上五島教会めぐりウォーク＆クルーズ」２泊３日の旅
出 発 日

１０月１３日（金）

旅 行 代 金

大人おひとり様

募集人員 ４０名 （最少催行人員２名）

３２，５００円

受付 １名様より

（中学生３０，５００円・小人２２，５００円）

※五島列島リゾ－トホテルマルゲリ－タご利用の場合（10/13）、＠６，５００円（小人同額）アップとなります。

【旅行代金に含まれるもの】 ・往復の船運賃・宿泊費（2 泊 4 食付）・大会参加費・消費税
※大会参加費（送迎、島内移動貸切バス代・弁当代・クルーズ船代含む）
日程
H29

コ ー ス （往復ジェットフォイル利用） 【現地係員が同行いたします】 ※----は徒歩
長崎港ターミナル１３：３０集合

（金）

新魚目地区：マルゲリータ

ジェットフォイル

10/13

青方地区：前田旅館/永田旅館他同等クラス（泊）

夕

長崎港（１４：００）～～～奈良尾港（１５：１５）＝＝ 有川地区：ﾏﾘﾝﾋﾟｱ/旅の宿やがため/ﾋﾞｰﾁﾎﾃﾙ浦/他同等ｸﾗｽ（泊）
【徒歩 9.3ｋｍ】

10/14

食事

＜受付 8：00～＞

新魚目・青方・有川＝＝＝＝＝新上五島町役場【開会式 8:30～】/出発 9:05-----江袋教会-----仲知教会-----

朝

---米山教会------旧津和崎小学校体育館（昼食）＝＝＝＝津和崎港～～海上クル－ズ【頭ヶ島沖・石切場跡等】～

昼

（土）
～～友住港------赤尾地区＝＝＝うどんの里【ゴール 16：30～】/各宿へ 17：00 頃出発＝＝＝
＝＝＝若松地区：えび屋/前川荘/橋口旅館/清水荘又は同等クラス （泊）
10/15
（日）

夕

＝＝※各自移動＝＝奈良尾港（８：０５／９：５５／１５：２０）～ｼﾞｪｯﾄﾌｫｲﾙ～長崎港（９：２０／１１：１０／１７：３０）

解散

朝

重要なお知らせ！★本年度より、大会は 1 日（14 日）のみの実施となっており、最終日（3 日目 15 日）には
参加自由なオプショナルツアー（※別途下記料金が掛かります）をご用意致しております。
【オプショナルツアー】

おひとり様

９，８００円（①・②共通）

募集人員 40 名

最少催行人員 15 名

★オプショナルツアー『漁師食堂の昼食付き！明日の世界遺産を巡る人気バスツアー』

③

若松地区＝＝＝若松港～～海上クル－ズ【キリシタン洞窟等】～～郷ノ首港＝＝＝跡次展望（洋上石油備蓄基地/車窓）
＝＝＝大曽地区：「漁師食堂の昼食」＝＝＝＝頭ヶ島天主堂【世界遺産登録リスト入】・ｷﾘｼﾀﾝ墓地＝＝＝＝
★オプショナルツアー『島ならではの体験！「マグロ養殖場エサやり見学」コース』

10/15
（日）

④

若松地区＝＝＝＝＝若松港～～～マグロ養殖場エサやり見学（船窓）～～～土井ノ浦港＝＝＝＝＝
＝＝＝日島古墓群（弁当昼食予定）＝＝＝＝

帰
り

＝＝＝奈良尾港（１５：２０）～～ジェットフォイル～～長崎港（１７：３０）

解散

＜含まれるもの＞島内移動貸切バス又はタクシー代/ｸﾙｰｽﾞ船代/昼食代/消費税

旅行条件のご案内（必ずお読みください）
１．旅行のお申込み及び契約成立

４．特別補償

６．個人情報の取扱について

お申込書に所定の事項を記入し、お申込み金（おひとり 3,000 円）を添えてお申
込みいただきます。お申込み金は「旅行代金」または「取消料」
「違約料」の一
部として取り扱います。旅行代金は出発の一週間前までにお支払いください。
２．取消料についてお申込み後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合
は、お一人につき次の取消料ならびに違約料をお支払いいただきます。

当社は当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にか
かわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、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、その身体または手
荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金
または見舞金を支払います。
・死亡補償金：1500 万円・入院見舞金：2～20 万円
・通院見舞金：1～5 万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～15 万円（ただし補償
対象品１個あたり 10 万円を限度とします。）

当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報につい
て、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申
込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及
びそれらのサービス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。この他、当社の企画・キャンペーン商品のご案内、アンケート
のお願い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。

（イ）出発日の２０日前から８日前までに取消した場合・・・旅行代金の２０％
（ロ）出発日の７日前から２日前までに取消した場合・・・旅行代金の３０％
（ハ）出発日の前日の取消の場合・・・・・・・・・・・・旅行代金の４０％
（ニ）出発日当日の取消の場合・・・・・・・・・・・・旅行代金の５０％
（ホ）旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合・・・旅行代金の１００％

３．旅行代金の適用

満１２歳以上の方は大人代金、満６歳以上１２
歳未満の方はこども代金となります。

（一社）全国旅行業協会会員

旅行企画・実施

５．運賃等の変更、天候条件その他不可抗力により旅行日程
旅行費用を変更する場合がありますので、予め了承下さい。

長崎県知事登録旅行業第２－４６号

九州商船株式会社

〒850－0035 長崎市元船町１６番１２号

◎お申込み・お問い合わせは

095（828）3125

７．その他・基準期日
（１）この旅行条件は、２０１6 年４月１日現在を基準としております。
（２）この旅行に参加されるお客様の契約内容・条件は、当社
の「旅行業約款」
（募集型企画旅行契約の部）によります。詳しい内
容につきましては係員にお尋ねください。

営業時間：平日 9：00～17：30
（土曜午後、日曜祝日休み）
国内旅行業務取扱管理者 野村 昌史

