B

B

高速船

高速船

長崎港より

主堂を築き上げていきました︒

各島に点在している教会群を︑船を

26

チャーターし効率よく訪ねます︒

旅の締めくくりは長崎の
聖人記念館を見学

五島列島の人気ホテル︑
マルゲリータで連泊

ホテル自 体の 数 も 限 られる 上 五 島

︵中 通 島︶にある 貴 重 なホテル・マルゲ

建つ︑五島では貴重な温泉付きのプチ・

リータ︒五島の美しい海を臨む高台に

リゾート・ホテルです︒落ち着いた客室︑

ホテル
「マルゲリータ」のロビー（添乗員撮影）

旅の最後は長崎の日本二十六聖人記

※写真はすべてイメージです。
※写真提供：日本二十六聖人記念館

行き届いたサービス︑そして五 島の素

■午前、中通島と橋で結ばれた頭ヶ島の●頭ヶ島天主堂、
○キリシタン墓地を訪ねます。
■昼食後、上五島（中通島）の有川港より、高速船にて長
崎港へ。
■長崎着後、キリスト教の歴史がわかる●日本二十六聖
人記念館を専門ガイドの説明でご案内します。
■夜、長崎空港より航空機にて羽田空港へ。
ahs

材を生かした料 理と旅 行 好きの方が︑

4 上五島F長崎港B長崎空港19：15発H羽田空港21：00着

五島を訪れたら一度は泊まりたいホテル

■午前、津和崎港からチャーター船にて小値賀諸島の野
崎島へ。●旧野首天主堂を訪ねます。
■午後、上五島に戻り教会めぐり。●冷水教会、●青砂ヶ
浦教会、●大曽教会を訪問。
（上五島泊）ahy

の一つです︒2泊の滞在をお楽しみくだ

（チャーター船）上五島

念 館 を 専 門 ガイドの説 明で見 学 しま

日本のキリスト教の歴史を伝える日本二十六聖人記念館

さい︒

3 上五島F（チャーター船）小値賀諸島・野崎島F

す︒聖フランシスコ・ザビエルの渡 来か

■午前、福江島の教会めぐり。●井持浦教会・ルルド、●
水の浦教会、●堂崎天主堂を訪問。
■昼食後、チャーター船にて久賀島・●五輪教会、奈留
島・●江上教会、若松島・キリシタン洞窟を見学しなが
ら下五島の中通島へ。
（上五島泊）ahy

ら︑明治時代までのキリスト教の歴史

上五島（中通島）

を紹 介︒
﹁聖フランシスコ・ザビエルの書

2 福江F（チャーター船）久賀島F奈留島F若松島F

簡﹂︑
﹁迫 害を生 き 抜いた・雪のサンタ・

マリア﹂︑﹁踏

み絵﹂など︑

貴 重な資 料

が 展 示 され

て い ま す︒

本 の キ リス

■羽田空港より航空機にて長崎空港へ。
■着後、バスにて長崎港へ。高速船にて福江港へ渡りま
す。
■福江着後、ホテルへチェックイン。 （福江泊）ssy

F

F

ま さ に︒日

長崎港14：50発F（高速船）福江港16：15着

有川港

F

ト教の歴 史

1 羽田空港11：00発H長崎空港12：55着B

博 物 館と言

利用予定航空会社：全日空

え る で しょ

旅程表

う︒

五島の美しい海を望む高台に建つ、
評判の良いホテルで
す。
五島では数少ない温泉を持っており、
地元の素材を生
かした朝食、
夕食も好評です。
洋室の客室となります。

福江島
福江
（1泊）

長崎港へ

日本旅百景

上五島：ホテル・マルゲリータ

若松島
（江上天主堂）
奈留島
（旧五輪教会）
久賀島

旅のポイント

どのホテルも福江港、
福江城址より、
徒歩5分前後の便利
な場所に建つホテルです。
和室の客室となります。

頭ヶ島天主堂

船をチャーターし︑
教会群を効率よく紹介

福江：ホテル・カンパーナ、
ゴトウ・ツバキホテル、
コン
デ・ホテル

上五島
（2泊）
中通島

江戸時代︑キリスト教が禁止される

ご宿泊

野崎島

F （旧野首教会）

五島列島

と︑キリシタンたちは弾 圧を恐れて役

小値賀島

■最少催行人員：12名 ■食事：朝食3回、昼食3回、
夕食3回
■添乗員：羽田空港ご出発から羽田空港ご到着まで随行いた
します。
■利用予定バス会社：長崎バス、西肥バス、上五島観光または
同等クラス

人の目の届かない島へ移り住みました︒

（1 名利用追加料金 ¥25,000）

明治6年にキリスト教の禁止が解かれ

4月21日
（日）
、
6月29日
（土）
……¥185,000

上五島では人気のホテル・マルゲリータに連泊

3泊4日

船をチャーターし5つの島と

出発日・旅行代金

小値賀諸島・野崎島訪問を実現

五島列島巡礼と小値賀諸島

2 0 1 8 年︑待 望の世 界 遺 産 登 録が実 現した五 島 列 島︒世
ると200年に及ぶ弾圧に耐えたキリ
界遺産に登録された教会や史跡は︑各島に点在しており︑個人
シタンたちは︑信 仰の証として財 産を
旅 行で訪 問するとなると︑わずかな本 数のフェリーや路 線バス
さ さ げ︑自 分 た ちの 信 仰の 場 所︑天
を何度も乗り継いで訪問せざるを得ないのが実情です︒そこで︑
ツアーのメリットを生かし︑船をチャーターしながら︑5つの島
と小値賀諸島に点在する歴史ある教会︑史跡群を効率良く訪ね
ます︒鎖 国や禁 教 令の中で︑地 元の人々が大 切に守ってきたキ
リスト教文化に触れる旅︒
﹁一度 泊まってみたい﹂と︑旅 好きの方に知られる︑上五 島の
ホテル・マルゲリータでの連泊も楽しみです︒

小値賀諸島・野崎島の旧野首教会
（添乗員撮影）

2

アルペンルート雪の大谷と
上高地散策の旅

5/15（水）、6/3（月）発

■合流：富山駅／離団：松本駅
■旅行代金より￥16,000引きとなります。

■途中での合流、離団はできません。

5/30（木）発

5

ページ

6/13（木）、7/4（木）発

3

■合流：女満別空港／離団：女満別空港
■旅行代金より￥43,000引きとなります。

6/11（火）、7/5（金）発

6/30（日）発

6

ページ

■合流：姫路駅／離団：姫路駅
■旅行代金より￥28,000引きとなります。

五島列島巡礼と
小値賀諸島の文化的景観

8

ページ

4/21（日）、6/29（土）発

■合流：長崎空港／離団：長崎空港
■旅行代金より￥34,000引きとなります。

4

ページ

古い町と伝統文化を訪ねる
小豆島の旅

佐渡

■合流：新潟駅／離団：新潟駅
■旅行代金より￥18,000引きとなります。

1

ページ

世界遺産・知床半島大自然の旅
ページ

■合流：稚内空港／離団：稚内空港
■旅行代金より￥50,000引きとなります。

伝統と芸能の島

世界自然遺産
小笠原・父島と母島の旅

4/9（火）、6/7（金）発

■合流：一ノ関駅／離団：新花巻駅
■旅行代金より￥26,000引きとなります。

利尻・礼文とサロベツ湿原の旅
ページ

魅力ある
文 化 的 景観を
訪ねて

■合流：会津高原尾瀬口駅／離団：会津田島駅
■旅行代金より￥8,000引きとなります。

日本各地を旅して感じることは︑

日本の文化は美意識がどんなことにも

根底に生きづいていることです︒

色であったり︑音であったり︑

普段の生活や自然︑

歴史と見事なまでに調和して

豊かさを生み出しています︒

風土に根ざした人々の営みが築き上げてきた

日本の原風景といえる景観を発見する旅は

実に楽しいものです︒

少し奥まった地域に伝承されてきた

古くからの民俗芸能や昔ながらの建築を残し︑

今も生活を営んでいる集落など︑

日本には地方独自の文化を継承してきた

素晴らしい文化的景観がたくさんあります︒

﹁いつまでも残したい日本﹂

をご紹介する旅を企画してみました︒

どうぞ皆様のご参加をお待ちしています︒

3/26（火）、4/16（火）、5/13（月）発

現地合流、離団の時刻に関しましては、各支店、営業所にご確認ください。

5/12（日）発

日本 旅百景

リアス線全通記念
三陸海岸走破の旅

「日本旅百景」は、現地合流でもご参加いただけます。
奥会津の伝統建築と
檜枝岐歌舞伎の旅

風土を旅する

7

ページ

古代からの架け橋
壱岐・対馬の旅

4/22（月）発

9

ページ

■合流：博多港／離団：博多港
■旅行代金より￥28,000引きとなります。

10

ページ

※各コース共通の旅行条件 ■相部屋希望の方で、
出発日45日前を切ってのお申し込みご入金の場合：組み合わせの都合で最終的に客室がおひとり利用となる場合には、
1名利用追加料金を申し受けます
ので、
予めお含みおきください。 ■お部屋は、
洋室ツインルーム(バス・トイレ付)または和室
（バス・トイレ付）
１室２名利用が基本です。
お一人部屋利用の場合は洋室シングルルーム(バス・トイレ付)または
和室
（バス・トイレ付）
となります。 ■キャンセル料半額制度は国内旅行の場合適用外となります。ご注意ください。
旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
ご旅行条件
（抜粋）●この書面は、
別途交付する旅行条件書
（全文）
をお受け取りの上、必ずご確認いただいた上でお申し込みください。

●募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ワールド航空サービスが企画・実施する旅行
であり、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。 旅行契約の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、
ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。
●旅行代金に含まれるもの
1. 交通費：旅程に従ったすべての利用交通機関
2. 宿泊料金：2名室を2人でご利用いただく場合の大人1名の料金
3. チップ及び税金：団体行動におけるチップ、税金、サービス料
4. 添乗員：全行程にわたり弊社の社員がお供いたします。
●旅行代金に含まれないもの
上記の以外は旅行代金に含まれません。 その一部を例示します。
1. 国内空港の空港施設利用料金
2. 現地における個人的性質の費用
3. 国内旅行総合保険料
●お部屋について
1. お部屋は2名室をお二人でご利用いただきます。
（なお、ご出発の
45日前を切って、ご同行のお客様がご都合によりキャンセルされ、

結果としてお一人参加となる場合には１名利用追加料金を申し受
けます。）
2. おひとりでご参加の場合には、 追加料金にて2名室または1名
室をおひとりでご利用いただくこともできます。 なお相部屋希
望の場合でも、 出発の45日前を切ってお申込金をご入金され
る場合には、 最終的に組み合わせの都合で客室をおひとりで御
利用いただくこともあり、 その際には1名利用追加料金を申し
受けます。
3. 時期、あるいはツアー、ホテルによっては2名室のおひとり利用
が困難なこともあります。
4. 部屋割りは、原則として宿泊施設が予め定めております。 また、
部屋により調度品や広さが異なる場合があります。

■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日目にあたる日まで……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〜前々日にあたる日まで……旅行代金の30％
■旅行開始日の前日……旅行代金の40％
■旅行開始日の当日……旅行代金の50％
■旅行開始後または無連絡不参加……旅行代金の100％

●列車について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならな
い場合があります。 なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希
望をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。

弊社は、旅行申込みの際に提出された申込書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、
お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関（主要
な運送・宿泊期間等については各日程表に記載されています）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の利用、およ
び託送業者利用の場合の業者への提供とさせていただきます。このほか、弊社では、
将来、よりよい旅行商品の開発を図るためや、弊社の旅行商品のご案内をお客様に
お届けするために、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。

●キャンセル料について
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつで
も旅行契約を解除する事ができます。

お問い合わせ
お申し込み先
東京支店

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-5-1
日比谷マリンビル4階

大阪支店

〒530-0001

大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル29階

ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内容・条件の
他、別途お渡しする旅行条件書、最終確定書面、及び当社の旅行業約款によりま
す。ご旅行条件は、2019年2月1日現在の運賃・料金を基準としております。

●個人情報の取扱いについて

営業時間のご案内 ／月曜日〜金曜日 午前9：30〜午後6：00（土・日・祝日は休業日）
ホームページもご覧ください h t t p s : / / w w w . w a s t o u r s . j p

名古屋支店

〒460-0008

名古屋市中区栄3-14-7
RICCO栄6階

九州支店

〒812-0011

福岡市博多区博多駅前2-2-1
福岡センタービル11階

札幌営業所

〒060-0001

札幌市中央区北1条西2-1
時計台ビルB1階

仙台営業所

藤沢営業所

〒980-0021

〒251-0052

仙台市青葉区中央2-2-10
仙都会舘ビル4階

神奈川県藤沢市藤沢484-1
藤沢アンバービル3階

TEL（03）3501-4111（代） TEL（06）6343-0111（代） TEL（052）252-2110（代） TEL（092）473-0111（代） TEL（011）232-9111（代） TEL（022）726-0111（代） TEL（0466）27-0111（代）
総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一

総合旅行業務取扱管理者 小島 晃

総合旅行業務取扱管理者 深澤 義博

総合旅行業務取扱管理者 原田 寛

総合旅行業務取扱管理者 真島 智

総合旅行業務取扱管理者 金崎 芳匡

総合旅行業務取扱管理者 近 博之

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。

旅行企画・実施：（株）ワールド航空サービス 観光庁長官登録旅行業201号

JATA 正会員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

