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園園五島 3日間
フィッシングの聖地・五島ってどんな島？

九州の最西端に位置する長崎県・五島列島は美しい海と輝く砂浜、

夜には降り注ぐ満点の星空が人気の島。

五島の最大の魅力は、釣り初心者でも五島でしかできない

ダイナミックな釣り体験ができることです。

美しい自然と美味しい魚をぜひお楽しみください！

＼釣った魚を美味しく食べる／ ＼福江大島;t、訂：濃／ ＼美しいビーチを堪能／

= 
～選べる五島の 3 ホテル～

※宿泊は連泊のみとなります。

カラリト五島列島
五島列島・福江島の美しい海を見渡す、

全室オーシャンビューのホテル。

2022 年 8 月オープン。

ながさきで心呼吸の旅・今だ！五島へ行こう！

旅キャンペーン (2名参加の場合）適用後 実質お支払額

【福岡発着】 67,000~89,000 円
【長崎発着】 57,000~79,000 円

さらにお得！全国旅行支援事業地域クーポン 4,000 円分付き
※財源がなくなり次第終了となります。
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釣具の

レンタル付き

旅行者限定ミニ釣り大会を開催
船釣り体験で、自分が釣った魚を撮影しましょう！

全員にもれなく素敵なプレゼントをこ用意 P

2日目の夕食会で「ミニ釣り大会」表彰式を行います！

※荒天時は、五島の文化を学ぷ体験をこ用意しております。

【福岡発着】福岡空港 (7:45-9:40 発）十石島福江空港 (8:25-10:20 着）

【長崎発着】長崎港 (7:40-11 :30 発）三福江港 (9:05-12:55 瘤）
※※フライトや船は裏面記載の便からこ選択ください。

五島福江空港到着後、自由行動

※希望者のみイカ釣りオプションあり（詳しくは衷面をこ黄ください。）

【福松楼 or セレンディッブホテル or カラリト五島列島泊】
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予約時に、 A または B ブランをこ選択ください。

セレンディップホテル 福松楼 6:30~10:30 漁師さんと行く手ぷら釣り体験
12 11 :oo~13:30 焦捌き体験＆蠣土料理作り体験
/ “ぬ鵜目儀り，t-級糀；おま訟.ll.

墨

17 6:00~13:00 目指せ平政ジギングコース 夕

（土） ※「目指せ平政ジギングコース」をご選択の場合、

お一人様あたり＋10,000 円かかります。

釣り体験後、 18·□□ ~20·00 夕食会＆ミニ釣り大会表彰式

【福松楼 or セレンディップホテル or カラリト五島列島泊】

福江港から徒歩で約 10 分、カフェ＆ランド 広々としたお部屋と、ボリューム満点のお食 終日自由行動

リー併設のリノベーションホテル。 車を提供するアットホームな民宿。 12 
※希望者のみ釣り体験オプションあり（詳しくは嚢面をこ覧ください。）

四 1名 1 室（ダプルルーム） ~ 2~3名 1 室（和室） / 
船釣り／漁業体験ツアー／筏釣り体験

輯※釣った魚lお持需 or 宅配

2名 1 室（和室／ツイン）
18 【福岡発着】五島福江空港 (12"50-18"15 発）→-福岡空港 (13"30-18"55 活）

※画像はすべてイメージです。 （日） 【長崎発着】福江港 (1310-1605 発）主長崎港 (1435-1730 麓）

※フライトや船は哀面記載の便からこ選択ください。

2022年

/人
/人

※おひとり様あたりの金額です。



旅行代金
2名以上でこ参加の場合、「今だ！五島へ行こう！旅キャンペーン」により、さらに 1 万円／人の割引があります。

各種キャンペーンこ利用の詳しい条件は必ずお申し込み時に確認をお願いいたします。

ー
部屋タイプ 利用人数 ---一ロ福岡発着 1 長崎発着

カラリト五島列島 ツインルーム 2 名／室 ,. 115,000 105,000 ー16,000 99,000 89,000 

セレンディップ ダブルルーム 1 名／室
95,000 85,000 

ホテル 和室／ツイン 2 名／室
-16,000 79,000 69,000 

福松楼 和室 2 名 -3 名／室 93,000 83,000 -16,000 _11 77,000 67,000 

お子様プラン差額

—JL 福岡発着 長崎発着

福岡発は 5~11 歳／長崎発のみ小学生が対象 ー10,000 -9,500 

福岡発着フライトナ 長崎発着ジェットフォイル血
※往復の便をそれぞれこ選択ください。 ※往復の便をそれぞれこ選択ください。

便名 福岡空港 福江空港 便名 長崎港 福江港

行き ① ANA4693 7:45 8:25 行き ① 九州商船ジェットフォイル1 便 7:40 9:05 

② ANA4697 9:40 10:20 ② 九州商船ジェットフォイル2便 11:30 12:55 

便名 福江空港 福岡空港 便名 福江港 長崎港

帰り ① ANA4696 12:50 13:30 帰り ① 九州商船ジェットフォイル3便 13:10 14:35 

② ANA4916 18:15 18:55 ② 九州商船ジェットフォイル4便 16:05 17:30 

オプション
1 日目 1 日目夕方出航イカ釣り 11,000 ※最少催行 3 名

ーレンタル 5,500 イカ釣りとセットでのみ申込可

→イカ持込夕食 5,500 イカ釣りとセットでのみ申込可

夕食コース 4400~ ご予算こ希望に合わせこ案内

2 日目 船釣り体験 A 土〇 レンタル込（手ぶら）

船釣り体験 B 10,000 ※最少催行 4 名レンタル別

→レンタル 8,800 B コースとセットでのみ申込可

3 日目 いかだ釣り体験 3850 ※最少催行 4 名レンタル込（手ぶら）

漁業体験 (3H) 6600 ※最少催行 4 名

船釣り体験 (3H) 9900 ※最少催行 4 名

※ロッド・リールの破損、ルアーの紛失、 PE ラインの高切れ等につきましては実費をいただきます。

【旅行条件】発着地：福岡空港または長崎港 食事条件：朝 1 回、昼 1 回、夕 1 回

添乗員：なし※現地係員がみなさまの滞在をお世話します。

【旅行代金に含まれるもの】往復航空運賃・各空港施設使用料・宿泊代・各種諸税・食事代・レンタカー代・体験活動代、特別補償サービス

※ツアー内に組み込まれている特典・オプションをご利用いただかない場合こ返金やほか特典への振り替えなどは、ありませんので、予めこ了承ください。

※こども添寝代金のお子様はホテルでの食事や特典対象外となります。

※行程中の規定料金以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。

※本見積書は作成日現在の運賃・料金を基準に計算しております。航空運賃、及び各種輸送機関の運賃・料金改定ならびにその他の理由により

変更になる場合があります。その他の詳細に関しては弊社旅行業約款によります。

※原油高騰に伴い、航空運賃や燃油サーチャージが変動した場合、及び新設などにより出入国税が変動した場合にはその差額が必要となります。

※お申し込み時に別紙旅行条件書を必すお読みください。

旅行企画・実施

合同会社アイラオリエンタルリンク

トラベルQ本社営業所

長崎県知事登録旅行業第2-205

〒853-0033

長崎県五島市木場町 240-1

お申し込みは

トラベルQ本社営業所法人団体セールスセクション
長崎県知事登録旅行業第2-205 総合旅行業務取扱管理者：篠竹明敏

Tel O 5 0 -5 3 5 7 -8 7 0 0 

申込フォームからのお申し込み⇒ 瓢

おひとり様あたりの金額です。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8IVjjb7MwenQXtVnz828l3rx-dOoeNu5VgNRz75AHNsKf3Q/viewform



