
GOTO

絶景と祈りの島

9,800 円～ 12,800円

（小人）

フェリー太古＆　　　　　　で行く！五島旅

◆往路フェリー（博多ー五島福江）
 【グリーン寝台利用】
・下り便　23:45 発 -08:15 着
　※個室希望の方はツイン 1名利用＋3,000円

楠原教会

※復路：土・日・祝 着／各 3,000 円アップ

しま旅補助金 7,500円 （3,750円）

心呼吸補助金 15,000円 （15,000円）

合計 17,500円 （13,750円）

2022年 6 月 9 日～ 2022年 10月 1日帰着

この商品は国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金及び
国の地域観光事業支援の助成を受けて実現しました。

【小人代金について】
小人代金は特に記載のない限り 3～ 11 歳のお子様に適用いた
します。幼児０～ 2際までの方は数えません。航空運賃とホテ
ルのセットは 3～ 11 歳となります。
※行っ得！クーポン受付は 6歳以上

GO
TO   

ISLAND      GOTO  ISLAND

お申込みの際は、①航空便　②宿泊先　③体験プログラム（必須）をお知らせください。

①航空便（ANA）※残席によってアップ料金あり

◆復路（五島福江ー福岡）
 ・ANA4692 08:55 発 -09:35 着
 ・ANA4696 12:45 発 -13:25 着
 ・ANA4916 18:20 発 -19:00 着

②宿泊先（基本ツイン 2名 1室、シングルは＋1,000円～）
◆アップ料金なし／ 1泊素泊り
　・民宿よしかわ（五島）
　　　 
◆アップ料金あり（1名あたり）／ 1泊朝食付
　・CONNE　HOTEL
　・SERENDIP　HOTEL
　・GOTO TSUBAKI HOTEL
　・カラリト五島列島※シーズン料金あり

　・前田旅館
　・えび屋（夕食付）
　・マルゲリータ奈良尾

（五島）
（五島）
（五島）
（五島）
（上五島）
（上五島）
（上五島）

＋4,000円
＋4,000円
＋10,000円
＋10,000円
＋4,000円
＋10,000円
＋20,000円

③体験プログラム（必須）
【基本】焼酎酒蔵体験

※以下の体験に変更の場合、追加料金
が発生します。
・五島へ来たら！定期観光バス
　　　　　　　　　（午前・午後）
・鬼岳星空ナイトツアー
・五島列島キリシタン物語（縦断）
・五島列島キリシタン物語
　　　　　　奈留島・久賀島編
・椿油絞り体験
・絶景ゴルフ体験（平日・休日）

公式 LINE で
お気軽にお問合せ

◆旅行企画・実施

〒839-0864
福岡県久留米市百年公園 1-1
久留米リサーチセンタービル 6階
全国旅行業協会正会員
福岡県知事登録第 2-919 号
総合旅行業務取扱管理者：森田祥子

株式会社

アジア福岡パートナーズ

◆お問合せ・お申込みは
TEL ： ０９４２-２７-８６８３
FAX ： ０９４２-２７-８６９２

営業時間 ：月～金　９ ： ００～１７ ： ３０

博多港発福岡空港着

島内で

使える

九州在住（沖縄以外）の方が対象

３日間 ４日間

旅行代金

旅行代金への支援額

お支払実額
（大人 ・小人同額）

３日間 ４日間

27,300 ～ 30300円

しま旅補助金 7,500円 （3,750円）

心呼吸補助金 10,000円 （10,000円）

合計 17,500円 （13,750円）

9,800 ～ 12,800円

32,300 ～ 35,300円

（島内での 3泊 15,000円まで）

レンタカーの手配も承ります。※クーポンで清算の場合は自己手配でお願い致します。

（小人）

（23,550 ～ 26,550円） （28,500 ～ 31,550円）

旅行代金：往路フェリー太古グリーン寝台料金・復路航空機運賃（福岡＝五島）、
　　　　　基本ホテル（2名 1室・朝食付）、体験プログラム（焼酎酒蔵見学）
交通機関：野母商船（往路）、全日空（復路）

ふるさとで” 心呼吸” の旅キャンペーン

クーポン 1 泊につき 2,000円付き！

＋

（3泊 6,000円まで）

フェリー太古の船中泊も
割引適用になりました！

クーポン付与
行っ得クーポン 5,000円

心呼吸クーポン 4,000円

行っ得クーポン 10,000円

心呼吸クーポン　　6,000円

「行っ得！五島」クーポン見本

「行っ得！クーポン券」は島内の飲
食店・交通機関（バス・タクシー）など
の加盟店で使えるクーポン券です。現地
にてお一人様 1泊につき 5,000 円分（最
大 15,000 円まで）をお受取りいただけま
す。（なくなり次第終了）
※受取りには旅行会社の発行する引換券が必要
です。

旅行申込の際、ワ
クチン 3回接種済
もしくは PCR 検査
等の結果が陰性で
ある事の証明が必
要です。詳細は裏
面をご確認くださ
い。

心呼吸クーポン見本

長崎ふるさとで “心呼吸” キャン
ペーン 地域限定クーポンについて
 「第２弾　ふるさとで “心呼吸” の旅キャン
ペーン」利用者に、地域限定クーポンを
１泊あたり 2,000 円分（日帰りの旅行商品
は 1回 2,000 円）付与します。 

※1 泊目は船中泊

9,800 ～ 12,800円



旅行条件書（要約）ご予約前に必ずお読みください。

●募集型企画旅行契約
1. この旅行は、（株）アジア福岡パートナーズ（以下…当社）が企画・募集し実施する国内旅行であり、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を締結することになります。
2. 募集型企画旅行契約の内容・条件は、各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡

しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によ
ります。

●旅行の申し込みと契約の成立
1. 申込書に所定事項をご記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の金額を添えてお申し込み

いただきます。お申込金は、旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱いします。
2. 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。その場合予約の時点で契約

は成立しておらず、当社からの予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算して三日以内に申込
書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されない場合は、お申し込みはな
かったものとして取り扱います。

3. 申込金（お一人様につき）

1. 募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前３．の申込金を受領したときに成立したものとします。
2. 通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発したときに成立します。ただし、e-mail等の電子

承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。

旅行代金 お申し込み金
３０，０００円未満

３０，０００円以上 ６０，０００円未満
６０，０００円以上１００，０００円未満

１００，０００円以上

６，０００円以上
１２，０００円以上
２０，０００円以上
３０，０００円以上

●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１４日前にあたる日より前にお支払いいただきます。

●旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレット（ページ）に明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中
止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日前に当たる日（日帰り
旅行は３日前）より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。

●旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
1. パンフレット（ページ）に記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸

税、航空施設使用料が含まれます。
2. 旅行日程に記載のない交通費、添乗員費用等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。

●商品表示価格は、消費税等諸税も含みます。

●お客様からの旅行契約の解除（取消料）
1. お客様はいつでも次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、旅行の契約の解除をするこ

とができます。お取消しの際、下記の取消料をご請求させていただきます。この場合、すでに収受している
旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引きし払い戻しいたします。申込金で賄えないときは、
その差額を申し受けます。

2. 尚、取消日は、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
3. お客様のご都合で出発日、コース、宿泊ホテル等を変更される場合にも上記の取消料が適用されます。

●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをされた場合、多額の治療費、移送費などがかかる場合があります。また事故の場合、加害者
への損害賠償請求や賠償金の回収が困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で十分
な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申し込みの販売店にお問
合せください。

●事故等のお申し出について
ご旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員、現地係員、運送・宿泊機関等旅行サービス提供
機関またはお申込み店にご通知ください。

●個人情報の取り扱いについて
1. 当社および当社の受託旅行業者（以下…販売店）は旅行申し込みの際にご提供いただいた個人情報について、

お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配およびそれらのサービス受領のために必要な範囲内で利用させて
いただきます。

2. 当社、当社グループ会社（会社名等はホームページをご参照ください）および販売店では、取り扱う商品、
サービス等のご案内、ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い、統計資料の作成に、お客様の個人情報
を利用させていただく事があります。

●ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は、令和２年５月２０日付で認可を受けた旅行業約款と同一の内容である。また旅行代金は、令
和２年５月２５日現在の有効な運賃・規則を基準としています。

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前に確認の上、お申込みください。
この書面は、旅行業法第１２条４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第１２条５の定めるところの契約書面の一部となります。

① 旅行契約締結後に解除する場合（②～⑥を除く）
【旅行開始日の前日から起算してさかのぼって】
② ２０日目に当たる日以降の解除（③～⑥を除く）
③ ７日目に当たる日以降の解除（④～⑥を除く）
④ 旅行開始日の前日の解除
⑤ 旅行開始日当日に解除
⑥ 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２０％又は契約解除時の航空券取消料とのいずれか大きい額以内

旅行代金の２０％又は契約解除時の航空券取消料とのいずれか大きい額以内
旅行代金の３０％又は契約解除時の航空券取消料とのいずれか大きい額以内
旅行代金の４０％又は契約解除時の航空券取消料とのいずれか大きい額以内
旅行代金の５０％又は契約解除時の航空券取消料とのいずれか大きい額以内
旅行代金の１００％以内

取消料

※旅行代金とは販売代金と助成金額の総額になります。

五島フリープラン スケジュール

【五島MAP】

五島福江空港

お 申 込 書 FAX：0942-27-8692
フリガナ 性別 生年月日

お客様名 男 ・ 女 西暦 年 月 日

住所 〒 電話 － －

ご同行者様 （フリガナ） 性別 生年月日

ご同行者① （ ） 男 ・ 女 西暦 年 月 日

ご同行者② （ ） 男 ・ 女 西暦 年 月 日

ご同行者③ （ ） 男 ・ 女 西暦 年 月 日

旅行代金
お振込先

筑邦銀行 本店 普通預金 ３１５４７０７ カ）アジアフクオカパートナーズ

※本商品を利用できる条件（12歳以上）
①ワクチン３回接種済の方→ワクチン接種済証明書（予防接種済等の画像や写し等の掲示も可）

②PCR検査、抗原定量検査（ワクチン未接種の方）→陰性証明書（医療機関または衛生検査書等が発行した結果通知書等）PCR検査は3日以内、抗原検査は1日以内

旅行前に、上記①または②何れかの証明書を提示もしくはメール・公式LINEにて画像添付し送信してください。掲示がない場合は助成対象外となります。

12歳未満の方は保護者同伴のご旅行であれば検査不要です。12歳の方（小学生含む）で、ワクチン未接種の方は保護者同伴でも検査対象です。

9,800円～12,800円
2泊3日

3泊4日

旅
行
代
金

※復路：土・日・祝 着／

各3,000円アップ

フェリー太古＆ANAで行く！五島旅
１ １ 博多港（23:45発）－（船中泊）

２ ２
五島福江港（8:15着）－体験プログラム（必須）－宿
泊施設（五島市）

ー ３
朝食 －（終日フリー）－ 宿泊施設

（五島市又は新上五島町）

３ ４ 朝食 －（終日フリー）－五島福江空港－福岡空港

別の体験をご希望の場合、下記より選択してください。
体験によって追加料金が発生します。

①五島へ来たら！定期観光バス
（2名より）

②鬼岳星空ナイトツアー
（4名より）※木・金・土のみ催行

③「五島列島キリシタン物語」
縦断コース ※催行日要確認

（7名より）

④「五島列島キリシタン物語」
奈留島・久賀島編 ※催行日要確認

（2名より）

⑥絶景ゴルフ体験
（1名より）

⑦五島うどんの秘密に迫る！
（2名より）

⑧椿油絞り体験
（2名より）

（午前）+2,600円

+14,000円

（平日）+7,000円

+2,000円

+12,000円

+1,500円

（午後）+1,600円

（休日）+9,000円

+4,000円

※2つ以上の体験をされる方は2つ目以降現地
精算となります。料金はお尋ねください。

交通機関往路：野母商船 復路：全日空
旅行代金：（大人）往路フェリーグリーン寝台料金（博多ー福江）、復路飛行機運賃（福江ー福岡）

基本ホテル（2名1室朝食付）、基本体験プログラム（焼酎酒蔵見学）

※1泊目は船中泊


