
 

第２０回 五島つばきマラソン 

交通・宿泊ご案内 

 
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】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。 

●大会参加締め切り前に交通・宿泊を確保されることをお勧めいたします。（大会参加締め切り前に、

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。 

 

お申し込み方法とお問い合わせ先  

●お申し込み方法 

①「第２０回五島つばきマラソンツアーサイト」にアクセスいただき、申込書をダウンロードくださ

い。 

②ダウンロード後、必要事項を記入のうえ、東武トップツアーズ(株)長崎支店あてＦＡＸ又は郵送に

てお申し込みください。 

＊15 名以上の団体様の場合は直接、東武トップツアーズ(株)長崎支店までお電話又はメールにてお申

し込みください。   

●お申し込み期間      

２０１９年１０月７日（月） ～ ２０２０年１月１０日（金） 

           ※満席になり次第締め切りとさせていただきます。 

 ＊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。 

●旅行代金お支払い方法 

東武トップツアーズ(株)長崎支店よりお送りさせていただくご案内書兼請求書により銀行からお振

込みいただきます。 

※金融機関の手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。 

 ※お申し込み多数のため、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く場

合がありますので予めご了承ください。 

●お申し込み先・お問い合わせ先  

 《旅行企画・実施》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東武トップツアーズ株式会社 長崎支店 観光庁長官登録旅行業第 38 号 JATA 正会員 ボンド保証会員 

〒850-0055 長崎市中町１－２２ＭＪＭビル５Ｆ              

ＴＥＬ：.０９５－８２１－７５０８  ＦＡＸ.：０９５－８２１－７３９５ 

総合旅行業務取扱管理者：竹内 幹也    営業日・時間：09:30～17:30  

 (土・日・祝日・12/30～1/3 は休業)   

『五島つばきマラソン』係 担当者：梶原、渕上  

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の取り扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し、 

担当者からの説明にご不明な点がございましたら、遠慮なく総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください 



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・Cプラン各１名■添乗員：各プランとも同行いたしません  

■A・B・C プランとも、ビジネスホテル・旅館・民宿の宿泊施設名の指定はできません 

（施設名は最終案内書面で確定します） 

■A・B・C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 １泊２日【フェリーまたはジェットフォィル利用】 

２月２２日 

土曜日 
長崎港福江港遣唐使ふるさと館マラソン受付 

(ご希望時間にて承ります)※各自路線バスで移動(別途ご負担)   
五島市内泊 

２月２３日 

日曜日 

ホテル五島つばきマラソン福江港長崎港  

※各自路線バスで移動(別途ご負担)        (ご希望時間にて承ります) 

 

《旅行代金》                                     （円） 

 五島コンカナ王国 カンパーナホテル バス移動のﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 民宿・旅館 バス移動の旅館 

大人 小人 大人 小人 大人 小人 大人 小人 大人 小人 

食事 １泊朝食付き １泊朝食付き １泊朝食付き １泊２食付き １泊２食付き 

①  19,300 16,800 19,800 17,300 15,600 13,100 15,600 13,100 14,500 12,000 

②  23,700 19,800 22,900 19,000 18,800 16,300 18,700 14,800 17,100 13,200 

③  26,000 20,700 27,000 21,700 21,900 16,600 22,000 16,700 21,000 15,700 

① 往復ともフェリー２等利用、 ② 片道フェリー２等、片道ジェットフォィル利用、 ③ 往復共ジェットフォィル利用 

 

Ｂプラン 博多港発・長崎港着 １泊３日  

【往路フェリー太古利用（船中泊）・復路フェリーまたはジェットフォイル利用】 

２月２１日 

金曜日 

＊ベイサイドプレス第二ターミナルビル２１時集合（２１:３０乗船開始） 

博多港（23:45）発（フェリー太古） 
船中泊 

２月２２日 

土曜日 

 8:15 着 

福江港遣唐使ふるさと館福江港マラソン受付 

※各自路線バスで移動(別途ご負担) 

五島市内泊 

２月２３日 

日曜日 

ホテル五島つばきマラソン福江港長崎港 

※各自路線バスで移動(別途ご負担)              (ご希望時間にて承ります)   

 

《旅行代金》                                      （円） 

 五島コンカナ王国 カンパーナホテル バス移動のﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 民宿・旅館 バス移動の旅館 

大人 小人 大人 小人 大人 小人 大人 小人 大人 小人 

食事 １泊朝食付き １泊朝食付き １泊朝食付き １泊２食付き １泊２食付き 

①  22,000 18,500 22,800 19,300 17,700 14,200 18,600 15,100 17,300 13,800 

②  26,000 21,100 26,000 21,100 20,800 15,900 21,700 16,800 20,400 15,500 

① フェリー太古＆九商フェリー利用、 ②  フェリー太古＆ジェットフォィル利用 

 

Ｃプラン 博多港発着 ２泊４日【往復フェリー太古利用（往路 船中泊）】 

２月２１日 

金曜日 

＊ベイサイドプレス第二ターミナルビル２１時集合（２１:３０乗船開始） 

博多港（23:45）発（フェリー太古） 
船中泊 

２月２２日 

土曜日 

 8:15 着 

福江港遣唐使ふるさと館福江港マラソン受付 

   ※各自路線バスで移動(別途ご負担) 

五島市内泊 

２月２３日 

日曜日 

ホテル五島つばきマラソン福江港 

※各自路線バスで移動(別途ご負担) 
五島市内泊 

２月２４日 

月曜日 
    福江港（10:10）発博多港（17:50）着 

 

《旅行代金》                                      （円） 

 五島コンカナ王国 カンパーナホテル バス移動のﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ 民宿・旅館 バス移動の旅館 

大人 小人 大人 小人 大人 小人 大人 小人 大人 小人 

食事 ２泊２朝食付 ２泊２朝食付 ２泊２朝食付 ２泊４食付 ２泊４食付 

①  37,500 33,000 40,700 36,200 30,300 25,800 32,200 27,700 29,600 25,100 



利用予定宿泊施設 

民宿・旅館(ｽﾀｰﾄ･ｺﾞｰﾙまで徒歩) 民宿久保、民宿登屋、西光荘                     （和室利用） 

バス移動のビジネスホテル コンネホテル、セレンディップ五島、ホテルダウンタウン   （洋室 ｼﾝｸﾞﾙ/ﾂｲﾝ） 

バス移動の旅館 にしき荘、富久屋旅館、ホテル上乃家、富山荘          （和室利用） 

※五島コンカナ王国(ツイン・ロッジ利用)、カンパーナホテル（和室利用）となります。 

 

※各プランの延泊等のお問合せは受付担当者までお願い致します。 

※各ホテル・旅館から遣唐使ふるさと館までは公共の路線バスをご利用ください。 

（時刻表はパンフレット参照）所要時間：片道５０分、料金片道 １,０００円 

 
【国内ご旅行条件書（抜粋）】 
 

お申込みの際は、別途お渡しする「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し込みください。 

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 

(1) 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。 

(2) 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 

  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日目まで 20日～8日まで 7 日～2日まで 

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２０１９年１０月１日を基準としています。 
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