
対象商品

7県のいずれかに在住、宿泊、体験商品の実施、ワクチン接種済※1
PCR検査等の結果が陰性であること

割引適用
条件

基本旅行代金（消費税込）／

■利用航空会社：オリエンタルエアブリッジ　フライトスケジュールから、往路便・復路便がお選びいただけます。
■利用予定ホテル：カラリト五島列島・CONNE HOTEL・Nordiskvillage Goto Islands・カンパーナホテル・GOTO TSUBAKI HOTEL・五島コンカナ王国・SERENDIP HOTEL GOTO・ホテルダウンタウン・ホテル上乃家
■食事：下記の宿泊施設情報にてご確認ください。　■最少催行人員：1名（添乗員は同行いたしません）　※本フリープランは助成金がなくなり次第終了となります。

▶1名様からお申し込みOK▶14日前までお申し込みOK▶3泊4日まで延泊OK▶1名様からお申し込みOK▶14日前までお申し込みOK▶3泊4日まで延泊OK
【お申込みのご案内】◎1名様からお申込み頂けます。詳しくは係員へお尋ねください。◎旅行代金に含まれるもの／往復航空券+宿泊代+基本体験商品（1つ）

大人お1人様・1泊2日
（往復航空券+宿泊代金）

大人・お一人様13,000円（小人・お一人様6,500円）の助成を受けています。大人・お一人様13,000円（小人・お一人様6,500円）の助成を受けています。
国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金

GOTO TSUBAKI  HOTEL 五島市栄町1番地57カンパーナホテル 五島市東浜町1丁目1番1号

CONNE HOTEL 五島市中央町6-19

五島コンカナ王国 五島市上大津町２４１３

カラリト五島列島 五島市浜町５４６－２

SERENDIP HOTEL GOTO 五島市武家屋敷1-7-12

ホテルダウンタウン 五島市末広町3-9

福江港より徒歩約10分
福江空港より車で約15分

交通

福江空港より車で10分/福江港より車で15分交通

その他 大浴場
洋室 ※バスなし客室

洋室客室

朝食食事

その他 露天風呂付大浴場朝食食事

10：00OUT15：00IN

10：00OUT15：00IN

交通 福江港より徒歩約10分
福江空港より車で約15分

客室 洋室/和室 食事 朝食
OUT 10：00IN 15：00

交通 福江港より徒歩約15分
福江空港より車で約15分

客室 洋室 食事 朝食
OUT 10：00

その他 大浴場

和室客室 朝食食事
10：00OUT15：00IN

福江港より徒歩約5分
福江空港より車で約15分

交通 福江港より徒歩約5分
福江空港より車で約15分交通

洋室客室 朝食食事
10：00OUT15：00IN

その他 天然温泉

福江港より車で約15分
福江空港より車で約５分

交通

洋室客室 朝食食事

11：00OUT15：00IN
コンカナ王国の3名1室は
コテージタイプになります。

施設

交通 福江港より徒歩約15分
福江空港より車で約15分

客室 洋室/和室 食事 朝食
OUT 10：00IN 15：00

ホテル上乃家 五島市末広町７－７

15：00IN

※1  詳細は裏面に記載しております。

※11歳以下（小人）は助成額が大人の半額となる為、大人料金より
6,500円アップしますのでご注意ください。

NordiskVillage Goto  Islands 五島市富江町田尾1233

10：00OUT15：00IN

福江港より車で約30分
福江空港より車で約20分

交通

テントタイプ客室 なし食事

1名1室 2名1室
26,000

13,000

27,000

14,000

旅行代金
しま旅支援額
お支払実額

2名1室 3名1室
48,000

35,000

48,000

35,000

旅行代金
しま旅支援額
お支払実額

1名1室 2名1室 3名1室
43,000

30,000

36,000
13,000
23,000

33,000

20,000

旅行代金
しま旅支援額
お支払実額

1名1室 2名1室 3名1室
36,000

23,000

34,000
13,000
21,000

38,000

25,000

旅行代金
しま旅支援額
お支払実額

1名1室 2名1室 3名1室
29,000

16,000

28,000
13,000
15,000

28,000

15,000

旅行代金
しま旅支援額
お支払実額

1名1室 2名1室
26,000

13,000

25,000

12,000

旅行代金
しま旅支援額
お支払実額

1名1室 2名1室 3名1室
27,000
13,000
14,000

旅行代金
しま旅支援額
お支払実額

往復航空券 ＋ 　ホテル【五島市内】＋ 　体験商品【1つ】往復航空券 ＋ 　ホテル【五島市内】＋ 　体験商品【1つ】
■プラン内容■プラン内容

13,000 13,000

1名1室 2名1室 3名1室
36,000

23,000

35,000
13,000
22,000

34,000

21,000

旅行代金
しま旅支援額
お支払実額

13,000

NEW！NEW！
2022年8月OPEN!!　全室オーシャンビューの滞在型ホテル2022年8月OPEN!!　全室オーシャンビューの滞在型ホテル

1名利用 2名利用
52,000

39,000

36,000

23,000

旅行代金
しま旅支援額
お支払実額

13,000

3名利用 4名利用
42,000

29,000

37,000
13,000
24,000

5名利用
35,000

22,000
※海を見下ろせるツインルーム ※最大5名様でご利用いただけるグループやご家族向けのゲストルーム

〈飾らない自分にかえる　晴れやかな時間〉
ゆるやかに流れる島の時間に身を委ね、思わず、飾らない自分にかえるひととき。
カラリト五島列島は、そんな瞬間を感じてほしいと願い生まれた新しい滞在施設です。

スタンダードツイン メゾネットタイプ

12,000円~39,000円12,000円~39,000円
【お支払実額（消費税込）】【お支払実額（消費税込）】

※助成金、基本体験商品代を含んだ金額です

※写真は全てイメージです。

オリエンタルエアブリッジで行く
長崎･福岡･佐賀

熊本･大分･宮崎･鹿児島
在住の方が対象

五島
i-L　 ND seriesi-L　 ND series

NABICアイランドシリーズ

長崎空港発着
■旅行期間/2022年9月１日（木）≫10月31日（月）

※10月31日（月）帰着分まで

1泊2日1泊2日
フリープランフリープラン

現地で使える

お得なクーポン
今だ!!五島に行こう!!旅キャンペーン

※五島市内の加盟店で飲食代、タクシー代、レンタカー代等に利用できます。
　（お客様ご自身での手配の場合に限ります）
※財源がなくなり次第、終了となります。※長崎県内の加盟店でご利用できます。
※クーポン引き換え時には県民（7県）在住であることを証明できる運転免許証等をご提示ください。

2名様以上
のお申込で

さらに
お得！

行っ得！長崎のしまクーポン券（最大3泊まで）
お支払実額の50％助成
（最大5,000円）1人1泊あたり
お支払実額の50％助成
（最大5,000円）1人1泊あたり

１泊 円付円付5,0005,000
2022年5月10日～2023年2月28日宿泊分まで
※本キャンペーンは財源がなくなり次第終了となります。
※同一ホテルに宿泊する場合、毎月2泊が上限となります。

さらに
お特！
さらに
お特！

助成対象
期間（1名様のみは対象外）

※グランピング型宿泊施設

話題のホテル
カラリト五島列島
新登場！！

話題のホテル
カラリト五島列島
新登場！！

GoToトラベルキャンペーン再開時の対応について
正式な事業内容が発表された後、条件を満たしているご予約には割引支援等
を適用します。



■募集型企画旅行契約
この旅行は長崎空港ビルディング株式会社（長崎県大村市箕島町593番地2観光庁長官登
録旅行業第1104号以下「当社」という）が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客
様は当社と主催旅行契約を締結することになります。又、契約内容・条件は、各コースごとに
記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び
当社旅行業約款主催旅行契約の1部によります。
■旅行申し込み及び契約成立
（1）お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金

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。
（2）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段（以下「電話等」という）による旅行契約

の予約の申し込みを受けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の予
約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出していた
だきます。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかっ
たものとして取り扱います。

（3）旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものと致します。
（4）お申込金

旅行代金3万円未満…お申し込み金6千円から旅行代金まで
旅行代金3万円以上6万円未満…お申し込み金1万2千円から旅行代金まで

■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払
いいただきます。

■旅行代金に含まれるもの
旅行日程表に明示した運送機関の運賃・料金、朝食代金、体験商品取扱料金及び消費税等諸税。
（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません）
■取消手数料

※各種助成とは「国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」と「GoToトラベル事業給
付金」（GoToトラベルキャンペーン再開時）と「今だ!!五島へいこう!!旅キャンペーン」です。

■添乗員は同行致しません。必要なクーポン券をお渡し致しますので、ご旅行の手続きはお客
様ご自身で行って頂きます。

■この旅行条件は2022年9月1日を基準としております。旅行代金は2022年10月31日
の有効な運賃規定を基準としております。

■新型コロナウィルスの感染拡大により再び国または長崎県及び長崎県の離島各市町の緊急
事態宣言もしくはまん延防止等重点措置が適用され移動に関する制限がなされた場合、同
期間中に催行されるしま旅旅行商品については補助の対象外となる可能性がございます
のでご了承ください。

　（感染状況によっては早めに停止となる場合がございます）

取　　消　　日

旅行開始日の
前日から起算してさ
かのぼって

①21日前までの解除
②20日前～8日前までの解除
③7日前～2日前までの解除
④前日の解除
⑤出発日及び無連絡不参加
⑥旅行開始後の解除

無料
各種助成前旅行代金の 20%
各種助成前旅行代金の 30%
各種助成前旅行代金の 40%
各種助成前旅行代金の 50%
各種助成前旅行代金の 100%

取消料

Mail : nbc-ngs@nabic.co.jp

〒856-0816 長崎県大村市箕島町593番地2

TEL：0957-49-5500　FAX：0957-49-5501

観光庁長官登録旅行業第1104号（社）日本旅行業協会正会員

■お問い合わせ・お申し込みは
受託販売

受付時間：月～金曜日10：00～17：00　休業日：土曜・日曜・祝日
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。この旅行契約に関し、担当
者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく右記の取扱管理者にお訊ねください。

※1  旅行業におけるワクチン・検査パッケージの運用 本商品を利用（助成金割引対象）できる条件（12歳以上）
■下記の①・②何れかを満たされていること

②PCR検査、抗原定量検査（ワクチン未接種の方）（抗原定性検査も利用可能）

●PCR検査/抗原定量検査(確認日より3日以内が有効）　●抗原定性検査（確認日の前日又は当日の検体採取による検査結果が陰性であること）

■上記の検査にて、検査結果が陰性であること■検査結果通知書は①受検者氏名②検査結果③検査方法④検査所名⑤検体採取日
⑥検査管理者氏名⑦有効期限が明記されているもの。抗原定性検査は事業者の管理下で行い、検査結果通知書を発行する場合
は検査方法の代わりに使用したキット名を、検査所名の代わりに事業所名を記載。⑧市販のセルフキットによる検査は不可

■※2・※3何れかの証明書を画像添付でメール送信してください。メールの環境がないお客様は郵送もしくはFAXにてご提示ください。
■ワクチン3回接種済み・各検査の条件を満たさないお客様は、本商品助成の適用外となりますのでご了承ください。
■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、ワクチンを接種されていない方は保護者同伴であっても検査の対象となります。
■検査費用はお客様のご負担となります。■ご旅行前の確認となります。後日のご提出は認められませんのでご注意願います。

①ワクチン3回接種済みの方

●ワクチンを3回接種してること
※3回目の接種については接種日当日から可

※3　陰性証明書　医療機関または衛生検査所等が発行した結果通知書等が必要※2　ワクチン接種済証明書
（予防接種済等の画像や写し等の提示も可能）

体験商品（消費税込）
【必ず1つお選びください】

五島の自然や歴史、教会などを楽しむバスツアー。
島のガイドが五島の魅力を語ります。五島へ来たら!! 定期観光バス！五島へ来たら!! 定期観光バス！

平日 土日祭

◎セルフプレーのみ18ホール、昼食なし◎セルフプレーのみ18ホール、昼食なし

8,500円8,500円6,000円6,000円

離島ならでは！
絶景ゴルフ体験！
離島ならでは！
絶景ゴルフ体験！

1名様
～申込可
1名様
～申込可

1名様
～申込可
1名様
～申込可

五島うどん作りの工程を見学し、乾麺から茹でた
「地獄炊き」を堪能します。

離島ならではの海が見えるロケーションの中で、大自
然を満喫しながらプレーできます。

Aコース
【所要時間：約4時間】 1,000円1,000円
コンカナ王国（8：45）=カンパーナホテル
（9：05）=福江港（9：20）=井持浦教会（ルルド）=
大瀬崎灯台・断崖=高浜ビーチ=水ノ浦教会
（車窓）=カンパーナホテル=福江港（12：50）

Bコース
【所要時間：約2時間】 0円0円
福江港（13：50）=堂崎天主堂=武家屋
敷通り（車窓）=鎧瀬溶岩海岸=鬼岳（車窓）
=福江港（15：55）

Cコース
【所要時間：約6時間】

3,000円3,000円
Aコース+Bコース
※昼食はついておりません。

Dコース
【所要時間：約6時間】

3,000円3,000円
Bコース+翌日Aコース
※昼食はついておりません。

五島うどんの
秘密に迫る!！

見学コース（昼食付） 0円0円

※上記体験商品につきましては、特典クーポンでの精算はできません。

【実施場所】中本製麺（福江港より車まで約15分）
【昼食時間】11：00～14：00　【定休日】火曜日
【実施場所】中本製麺（福江港より車まで約15分）
【昼食時間】11：00～14：00　【定休日】火曜日 【実施場所】五島カントリークラブ（福江港より車で約15分）

　　　　　※クラブバス送迎あり（要予約）
【 定 休日】月曜日および火曜日
　　　　 　※プレーは可。クラブハウスのみ休み

【実施場所】五島カントリークラブ（福江港より車で約15分）
　　　　　※クラブバス送迎あり（要予約）
【 定 休日】月曜日および火曜日
　　　　 　※プレーは可。クラブハウスのみ休み

※体験商品予約・実施については、本ツアーの申込必須条件となります。実施されない場合は助成割引対象外となります。
また、下記料金は1つ選ばれたときの体験料金（追加）です。2つ目からは下記体験料金に一律2,600円（税込）が追加と
なりますのでご了承ください。

催行人員4名様以上催行人員4名様以上

催行人員4名様以上催行人員4名様以上

鬼岳の会場にてリクライニングチェアを設置し、
星空ガイドが説明を行います。

3,000円3,000円大人 1,000円1,000円小人

◎送迎ありの価格です◎送迎ありの価格です

鬼岳星空
ナイトツアー

【催行日】木・金・土のみ【催行日】木・金・土のみ

〈体験料金〉

〈体験料金〉 〈体験料金〉

〈体験料金〉 〈体験料金〉

〈体験料金〉

〈体験料金〉（11歳以下）

◎１ドリンク付き

検査結果の有効期限にチェックイン日が含まれていること

ホテル別延泊代金（消費税込）お一人様1泊あたり

カンパーナホテル
GOTO TSUBAKI HOTEL
CONNNE HOTEL

NordiskvillageGotoIslands
五島コンカナ王国

SERENDIP HOTEL GOTO
ホテルダウンタウン
ホテル上乃家

20,000
14,000
10,000
−

16,000
10,000
10,000
10,000

カラリト五島列島 30,000

14,000
13,000
10,000
26,000
14,000
10,000
10,000
10,000

12,000
12,000
−

26,000
17,000
10,000
−

10,000

ホテル 2名利用 3名利用 4名利用 5名利用
16,000 22,000 17,000 15,000

フライトスケジュール 旅行日程
長崎
↓

五島福江

便名（機種）

75（Q84）

77（Q82）

出発

11：45

17：15

→

→

到着

12：15

17：45

五島福江
↓
長崎

便名（機種）

74（Q84）

78（Q82）

出発

10：45

18：05

→

→

到着

11：15

18：35

※下記の発着時刻は、9月現在の
予定時刻であり、変更となる
場合がございます。

1日目 長崎空港  ORC便

2日目 長崎空港フリータイムホテル（朝食付） 五島福江空港  ORC便
（各自にて） （各自にて）

ホテルフリータイム五島福江空港 →

→ →

→
（各自にて） （各自にて）

1名利用

ホテル 1名1室 2名1室 3名1室

（旅行センターHP）


