
テーマツーリズムのロングスティ・九州

自分の趣味・志向を極める旅。
やりたかったことの望みが叶う、ＴＲＹする旅。

もう一人の自分に出会えるチャンス、自分探しの旅。
「第２の故郷」を見つける旅。

団塊世代の方に５つのプログラムを用意しました。

五島

別府

阿蘇雲仙

佐世保・波佐見

温泉三昧とダイエット
プログラムタイプ

温泉と大人の修学旅行タイプ
雄大な自然で
心身リフレッシュタイプ

離島・島暮らし体験タイプ

窯元・音楽・アートと
趣味を極めるタイプ

「ロングステイ九州コンソーシアム」の設立
とホームページを開設。2006．７．末予定。

５地域＋ＪＲ九州、イデアパートナーズ㈱、九州運輸局、
ＪＴＢ、ＪＴＢ九州等



地域：別府 コンソーシアム：ロングステイ別府コンソ

コンシェルジェ窓口

（地元の協力体制を明記）

①鉄輪（かんなわ）温泉郷の「湯治宿」
・基本的に和室。炊事施設・洗濯施設が完備されています。
・注目は「地獄蒸し釜」と呼ばれる温泉の噴気を利用した鉄輪温泉独自の炊事施
設。　新鮮な魚介類から野菜まで、素材の持ち味を凝縮した滋味あふれる美味し
さを堪能できます。
・鉄輪バスセンターまで徒歩５～１０分。バス停からは、別府駅や別府市内各所
にまでのバス路線あり。
・徒歩圏内にスーパー、コンシェルジェ窓口。
②北浜（北浜）旅館街の「ホテル」
・基本的に洋室。館内にコインランドリーがある。　周辺にはレストランや食堂
など安くて美味しい「別府Ｂ級グルメ」の名店が数多くある。
・別府駅まで徒歩5分、駅からは市内各所に行けるバス路線あり。
・施設内にコンビニあり、徒歩圏内にスーパー、コンシェルジェ窓口。
③スパランド豊海の「一戸建てモデルハウス」
・別府湾を一望に見下ろす温泉付き別荘地のモデルハウスを使用。炊事施設は完
備。
・近くにバス停があり、市内までバスで３０分。
・公共交通機関は不便なので、レンタカー利用を推奨。
・モデルハウスへの体験宿泊なので、宿泊代金は無料！（３泊まで）

①～③をそれぞれ２泊以上で組み合わせて滞在することも可能です。

・滞在期間中、地域内の路線バスが自由に利用できるフリー乗降パスを発行。
・地域内のバス路線マップ、時刻表を作成し、滞在客に配布。

・滞在地周辺のレストラン、食堂などを整理したグルメガイドブックを配布。
・滞在者のニーズに応じたショートトリッププランの相談・作成。
・祭り・イベント情報などタイムリーな情報をコールセンターで提供。
・お散歩同伴サービスで別府の魅力をガイドします。
・定期的にウェルカムパーティーを開催、地元住民や別府に移り住んだ移住者も
参加して交流をします。

宿泊施設

【別府におけるPRポイント】

①「目指せ！温泉殿堂」　別府八湯八十八箇所温泉巡りで温泉名人になる。
滞在地となる別府市は「別府八湯（べっぷはっとう）」と呼ばれる８箇所の温泉
郷により構成されている日本有数の大温泉地。数ある温泉の中から選りすぐりの
温泉八十八箇所に入湯し温泉名人を目指す企画が「別府八湯温泉道」です。既に
1,000人を超える温泉名人を輩出した「温泉道」であなたも温泉を極めてみません
か？
②「別府八湯温泉泊覧会・ダイエット滞在プラン」
毎年10月に開催される「別府八湯温泉泊覧会（通称：オンパク）」には「歩く・
自然・健康・交流」がテーマのユニークな体験型プログラムが100種類くらい開催
されます。このオンパクに参加して、地元の方々との交流も楽しみながら、楽し
くダイエットをしませんか？　オンパク・ウェルネスコーディネーターが滞在時
のお世話をいたします。

滞在プログラム
（深度化した

テーマツーリズム）

２次交通サービス



*参考資料　別府市におけるロングステイ・二地域居住（二次交通）関連の活動に関して

地域資源

別府市には別府八湯（べっぷはっとう）と呼ばれる８箇所の温泉郷があり、豊富
な温泉資源に恵まれています。旅館ホテルの温泉をはじめ、地域文化・コミュニ
ティの中核的な役割を担う共同湯も市内に100箇所以上あり、外部の方を地域に受
入れる窓口的な役割を担っています。
鉄輪温泉地区は古くからの湯治場として滞在者を受け入れてきた伝統があり、湯
けむりの昇る独特の町並みは、温泉街としての情緒にあふれています。
北浜地区は別府駅に近い繁華街で、交通・生活に極めて便利な場所となってお
り、地域内には安くて美味しいＢ級グルメのお店も沢山あります。また、別府周
辺の湯布院、国東、臼杵などの観光地への交通手段もあり、別府を中心とした広
域観光拠点になっています。

近年、別府では多様で多彩な泉質の温泉施設を巡りながら本物の温泉のすばらし
さを体感する「別府八湯温泉道八十八箇所温泉巡り」という企画が人気を集めて
おり、八十八箇所を巡った名人は既に1,000人を超えています。遠方から滞在しな
がら名人を目指す人も多く、地域をじっくりと楽しむのに良い企画です。

また、温泉を単純に楽しむだけでなく、温泉地における町並み散策ツアーや周辺
の自然を楽しむエコツアー、健康や交流をテーマにしたプログラムなどを集めた
「別府八湯温泉泊覧会（通称・オンパク）」という試みも行われており、事業期
間中の10月に約１ヶ月の期間で開催される予定です。このオンパクには専門の健
康運動指導員（＝オンパク・ウェルネスコーディネーター）がいて、カウンセリ
ングをしながら目標設定をして、滞在中に楽しみながらダイエットをおこなえる
仕組みも備えています。



別府地区滞在プラン ロングステイ別府コンソーシアム

「目指せ！温泉殿堂」
別府八湯八十八箇所温泉巡りで、「温泉名人」になる１週間

滞在地となる別府市は「別府八湯（べっぷはっとう）」と呼ばれる８箇所の温泉郷により構成されている
日本有数の大温泉地。数ある温泉の中から選りすぐりの温泉八十八箇所に入湯し温泉名人を目指す
企画が「別府八湯温泉道」です。
多彩な温泉を巡りながら奥深い別府の魅力と地域の方々との交流に癒される旅。
この旅をきっかけに本物の温泉の魅力に触れて豊かな人生を送ってほしい。
名人になった場合は、鉄輪ひょうたん温泉にある「温泉殿堂」に写真を掲示。自慢できます。

実施時期 ： ９月下旬・１０月中旬・１１月上旬
期 間 ： 各１週間程度
二次交通 ： 期間内の路線バス乗り放題チケット付き
参加費の目安 ： ひとり１００，０００円程度（宿泊・交通・温泉入湯・食事など全て込み）

歴史的な温泉 明礬（みょうばん）温泉 野湯 へびん湯

海浜砂湯 しぶい地元民用共同湯 地獄蒸し釜で温泉クッキング

憧れの温泉殿堂 心をそそる温泉道グッズ 温泉まつりで表彰台に・・

晴れて表泉家・名人になると・・・

普通は入れない裏泉家
の湯巡りにご招待



別府地区滞在プラン ロングステイ別府コンソーシアム

「別府八湯温泉泊覧会・ダイエット滞在プラン」

毎年10月に開催される「別府八湯温泉泊覧会（通称：オンパク）」には「歩く・自然・健康・交流」がテーマの
ユニークな体験型プログラムが100種類くらい開催されます。
心と体を癒すオンパクに参加して、地元の方々との交流も楽しみながら、楽しくダイエットをしませんか？
という呼びかけをきっかけに最終的にはご夫婦の関係を別府の温泉よりも熱くさせる事を狙った１週間です。
オンパク・ウェルネスコーディネーターが滞在時のお世話をいたします。

実施時期 ： １０月中旬
期 間 ： １週間程度
二次交通 ： 期間内の路線バス乗り放題チケット付き

１組（２名～４名）につき、 「楽々タクシークーポン」２０枚付き
参加費の目安 ： ひとり７０，０００円程度（宿泊・交通・体験プログラム・一部の食事など込み）

テルマス・水中運動拠点 岩盤浴の温泉 海の砂湯

棚田散策と農家料理 国東酒蔵ツアー 別府の温泉泥エステ

ヘルシーディナー オールディーズのライブハウス



別府市におけるロングステイ・二地域居住（および二次交通）関連の活動に関して 

 

特定非営利活動法人ハットウ・オンパク 

事業企画担当理事 野上 泰生 

 

以下に平成 18 年度までに別府市での活動事例を紹介します。今回のロングステイおよび二地

域居住に関しての取組みはこれらの組織が参加する「ロングステイ別府コンソーシアム」によ

り、事業展開される予定です。 今後は、別府市役所 ONSEN ツーリズム局にも協力を要請してい

きます。 

 

１：ＬＳＢ（ロングステイ別府）研究会 

 

立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）の畠田展行教授の呼びかけにより結成された研究会。旅館

ホテル組合、観光協会、ＪＡＬ大分支店などが主要なメンバー。別府におけるロングステイの可

能性を調査しモニターツアーやロングステイ環境の整備などを実施してきた。学生手作りの観光

客・ロングステイヤー向け散策マップ「別府お散歩の楽園」など。 

 

学生も多数所属しており、ロングステイモニターツアーの運営やアテンドなどの協力を要請す

る予定です。 

 

      
お散歩の楽園ウェブサイト・20 を超える散策コースをテーマ毎に手書きマップで紹介。 

 

 

２：別府市観光協会（二次交通コンソーシアム） 

 

平成 17 年度の観光みらいプロジェクトにおいて、「どこでも、誰でも、好みの手段で、自由に

移動できる拠点観光地形成プロジェクト」による二次交通の整備事業を実施。 平成 17 年から

19 年まで観光ルネッサンス事業による各種事業を実施する予定。 

  

今回の事業においては、観光みらいプロジェクトの成果を活かす形で別府域内外の二次交通網

整備への取組みを担当する予定。 



 

３：特定非営利活動法人ハットウ・オンパク 

 

 平成 13 年より別府八湯温泉泊覧会（オンパク）の活動を通じて、別府市における長期滞在保

養型温泉地作りに関する取組みの中核的な役割を果たしてきました。 地域内の各地において、

住民と観光客が交流できる多彩な体験交流型プログラムを展開する取組みです。 

 

 今回の事業においては、コンソーシアム全体の調整や滞在者に対しての各種の体験型プログラ

ムを提供していく役割を担います。 特に 10 月には秋のオンパクを１ヶ月間程度開催しますの

で、日常的に体験型のメニューを提案することが可能です。 

 

   

オンパクにおけるプログラム： ガイド付き散策プログラムやホテルシェフのお料理講座など 

 

 

４：特定非営利活動法人 別府八湯トラスト 

 

 平成 16 年度の内閣府都市再生モデル調査事業において、「都市と地方の良好な関係を構築する

ための移住サポートサービスの可能性調査」を実施。 団塊の世代を中心とする別府への移住者

（含む、二地域居住者）を対象にした各種のサポートサービスを行う事で移住産業を興し、地域

の活性化を図る活動の取組みを行っています。 

 

 今回の事業においては、ロングステイ後の二地域居住や移住への希望があった場合のアフター

ケアや賃貸マンションや分譲住宅地などの不動産物件を長期滞在者向けに提供するサービスの

検討などを担当します。 

 

 

５：別府観光産業経営研究会 （別府商工会議所） 

 

 別府商工会議所が事務局を行っている市内の観光産業に関連する経営者団体です。 ２－３年

毎にテーマを決めて、別府の新しい産業振興への提言活動を行っています。別府で軌道に乗って

いる「別府八湯温泉道八十八箇所温泉巡りスタンプラリー」などの事業立上げスポンサーにもな

っており、まちづくり活動の中核的な役割を担っています。 

 

 今回の事業においては、10 月を目処に「ロングステイ・シンポジウム in 別府」を実施して、

別府市内外での啓蒙普及活動を担当する予定です。 

 

 



 

別府市におけるロングステイ・二地域居住体験モニター事業展開に関して（素案） 

 

時期 ： 平成 18 年 9 月～11 月 （コア期間を 10 月に設定） 

エリア： 別府市内全域 

 

運営主体および参加予定団体・企業：  ロングステイ別府コンソーシアム 

      NPO ハットウ・オンパク（幹事） 

      ロングステイ別府研究会 

      観光協会 

      NPO 別府八湯トラスト 

      別府観光産業経営研究会（参加打診中） 

      別府市 ONSEN ツーリズム局（参加打診中） 

      JAL 大分支店（参加打診中） 

      佐藤べネック株式会社（参加打診中：不動産物件提供） 

      交通機関 

 

宿泊予定施設 ： 旅館組合  旅館ホテル・湯治宿（地獄蒸しなど） 

         NPO トラスト マンション・一戸建て分譲住宅・町なか住宅および歴史的 

別荘ステイの提案 

 

交通網の整備 ： 観光協会  レンタカー、域内タクシー、路線バスなどを活用した 

二次交通網の整備 

 

体験プログラム： オンパクを中心にした地域住民との体験交流プログラムを多数用意。 

         （＊10 月に集中します） 

 

サポート   ： ロングステイ別府研究会の学生 ガイダンス・観光を担当 

         NPO トラスト移住部会 旅館ホテル以外での滞在をサポート 

NPO オンパク  長期滞在者向けカフェサロン、コールセンターを展開 

 

その他 ： 期間内に「ロングステイ・シンポジウム in 別府」を開催する予定。 

      期間内に「別府の不動産物件見学ツアー」などを実施する予定。 

 

 

以上 

 

 

 

 



コンソーシアム：　ロングステイ別府コンソーシアム

「目指せ！温泉殿堂」　　別府八湯八十八箇所温泉巡りで温泉名人になる１週間。

滞在地となる別府市は「別府八湯（べっぷはっとう）」と呼ばれる８箇所の温泉郷により構成されている
日本有数の大温泉地。数ある温泉の中から選りすぐりの温泉八十八箇所に入湯し温泉名人を目指す
企画が「別府八湯温泉道」です。多彩な温泉を巡りながら奥深い別府の魅力と地域の方々との交流に
癒される旅。この旅をきっかけに本物の温泉の魅力に触れて豊かな人生を送ってほしい。名人になっ
た場合は、鉄輪ひょうたん温泉にある「温泉殿堂」に写真を掲示。自慢できます。

温泉好きの団塊世代の男性がメインターゲット。　１クール１０名程度を想定。

平成18年9月下旬　10月中旬　11月上旬　３回募集、各6泊7日

宿泊施設は以下より選択。　２泊以上で３箇所までの組合せも可能

鉄輪温泉　湯治宿　　地獄蒸し釜付き
Ａ　陽光荘　　　　　　１泊　3,500円　（シングル可）
Ｂ　しんきや旅館　　　１泊　4,500円　（ツインより）

別府温泉　中心街立地・利便性の高いホテル
C　亀の井ホテル　　　　１泊5,500円　（シングル）
D　亀の井ホテル　　　　１泊4,600円　（ツイン）

ＯＰ：スパランド豊海　モデルルームステイ（２泊＝無料）　　条件として別府移住に興味を持つご夫婦

宿泊費等：30,000円　　温泉入湯料：30,000円（88箇所）程度　その他食費など　40,000円　　計100,000
円

期間内の別府市内路線バス乗り放題チケットを７日分付き

ＮＰＯ法人オンパク（0977-22-0401）　＊専属の地元学生アテンダントをご用意します。
カフェタケヤ（0977-23-1006）　鉄輪・豚まん本舗（0977-66-6390）　＊湯の町ママさんガイド

日程 項目 内容

１日目 移動・オリエンテーション 　空路　→　11:15　（東京便）　　10:35　（大阪便）

　移動　→　12:00　別府　竹瓦温泉にて　先輩・温泉名人による講話。　アテンダントとの顔合わせ。

　移動　→　15:00　チェックイン　　　周辺を自由に温泉巡り

　夕食　　地獄蒸し交流パーティー　地元の温泉名人数名と一緒に・・

２日目 入湯修行 　酸性・白濁の明礬温泉地区10湯に挑戦するハードな１日。

　　　　　　　　　　　　

３日目 入湯修行（予備日） 　柴石・亀川温泉郷　　癒しの湯巡り修行　　＊湯あたり気味の人は休養日

４日目 入湯修行 　別府温泉・路地裏の共同湯巡り　（ジモ専温泉入湯オプション）

　　　　　　　　

５日目 入湯修行 　別府周辺地区　　野湯・秘湯・珍湯巡り　温泉トレッキング　

６日目 入湯修行（予備日） 　観海寺・浜脇・掘田　　海と山　絶景の湯巡り修行　　＊湯あたり気味の人は休養日

　夕食　　路地裏B級グルメ食べ歩き　　お別れ反省会

７日目 入湯修行 　はいりそびれた温泉をフォロー

　移動　→　17:00　大分空港

　空路　→　17:50　（羽田便）　　18:00　（大阪便）　

＊このプランは「温泉名人」の条件となる八十八湯巡りの達成を確約するプランではありません。

＊希望により名人位取得まで滞在期間の延長可能です。

＊希望者には「憧れの別府移住・不動産巡りツアー」を実施（無料です）。

実施時期と日程・期間

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

２次交通サービス

コンシェルジュ
窓口・問合せ先

【長期滞在サービスシート】

地域：大分県別府地域　　

滞在宿泊施設と料金

参加費の目安
（現地までの交通費除く）

滞在プログラムタイトル

滞在プログラムタイトルの概要と
ＰＲポイント

メインターゲット
と参加者数



コンソーシアム：　ロングステイ別府コンソーシアム

「別府八湯温泉泊覧会・ダイエット滞在プラン」

毎年10月に開催される「別府八湯温泉泊覧会（通称：オンパク）」には「歩く・自然・健康・交流」がテーマ
のユニークな体験型プログラムが100種類くらい開催されます。心と体を癒すオンパクに参加して、地元
の方々との交流も楽しみながら、楽しくダイエットをしませんか？という呼びかけをきっかけに最終的には
ご夫婦の関係を別府の温泉よりも熱くさせる事を狙った１週間です。オンパク・ウェルネスコーディネー
ターが滞在時のお世話をいたします。

団塊世代のご夫婦がメインターゲット。　５組１０名程度を想定。

平成18年10月中旬　１回募集、6泊7日

宿泊施設は以下より選択。　２泊以上で３箇所までの組合せも可能

鉄輪温泉　湯治宿　　地獄蒸し釜付き
Ａ　陽光荘　　　　　　１泊　3,500円　（シングル可）
Ｂ　しんきや旅館　　　１泊　4,500円　（ツインより）

別府温泉　中心街立地・利便性の高いホテル
C　亀の井ホテル　　　　１泊5,500円　（シングル）
D　亀の井ホテル　　　　１泊4,600円　（ツイン）

ＯＰ：スパランド豊海　モデルルームステイ（２泊＝無料）　　条件として別府移住に興味を持つご夫婦

宿泊費等：30,000円　　（＊施設は、アップグレードも可能）
体験プログラム料：40,000円
（その他食費など　40,000円）
＊食費を除いて、お一人さま70,000円のパッケージ料金化が可能
　　　宿泊6泊　　朝食6回　昼食3回　夕食3回　込みとします。

●期間内の別府市内路線バス乗り放題チケットを７日分付き
●１組につき「楽々タクシークーポン」10枚付き　（市内各地への移動が10回可能です。）

ＮＰＯ法人オンパク（0977-22-0401）　＊専属の地元学生アテンダントをご用意します。
カフェタケヤ（0977-23-1006）　鉄輪・豚まん本舗（0977-66-6390）　＊湯の町ママさんガイド

日程 項目 内容

１日目（火） 移動・オリエンテーション 　空路　→　11:15　（東京便）　　10:35　（大阪便）

　移動　→　12:00　別府　ホテルニューツルタにて　ヘルシーランチ　

　　　　　　　　　　　　ウェルネスコーディネーターと面談。　ダイエット目標の設定。

　　　　　　　　　　　　学生アテンダントとの顔合わせ

　移動　→　15:00　チェックイン　　　

　夕食　　地獄蒸し交流パーティー　地元の住民と一緒に・・

２日目（水） ダイエット初日 　午前：　北浜温泉テルマスで水中運動

　午後：　鉄輪ゆけむり散歩

　　　　　　　　　　　　

３日目（木） 心と体のデドックスツアー 　国東半島デドックスツアー　酒蔵・蕎麦打ち体験＆スピリチュアルスポット巡りで心身共にデドックス。

４日目（金） 温泉deダイエット＆美肌に 　午前：海浜砂湯入湯体験　別府湾ピクニック　別府湾弁当「民子の夢」のランチ

　なる１日 　午後：休憩の後、岩盤浴　と　つるるん美人湯体験　＠　癒しの湯　豊山荘

　夜　：はっちゃん・ぶんちゃんと楽しむ「夜の路地裏散歩」

　　　　　　　　

５日目（土） 美食と美容の充実の１日 　早朝：美濃崎漁港朝市体験　朝ごはんバス　

　昼　：自由時間でリラックス

　 　夕食　：ホテル白菊・ヘルシーディナー

　夜　：就寝前のお部屋にて、別府温泉泥エステ体験（奥様のみ）

６日目（日） 別府再発見！夫婦再発見 　午前－午後　内成地区　棚田散策と農家の昼ごはん

　夕食　：ヒットパレードクラブでオールディーズの生演奏を聴きながら、思い出話に花を咲かそう。

７日目（月） 最終日 　午前：ウェルネスコーディネーターとの面談と生活習慣についてのお話

　昼　：自由時間

　移動　→　17:00　大分空港

　空路　→　17:50　（羽田便）　　18:00　（大阪便）　

＊ダイエットをがんばりたい方は毎晩「テルマス」にて水中運動が可能です。（パッケージに込み）

＊希望者には「憧れの別府移住・不動産巡りツアー」を実施（無料です）。

＊期間中にプロバスケットボールBJリーグの試合の観戦をすることが可能です。

実施時期と日程・期間

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

２次交通サービス

コンシェルジュ
窓口・問合せ先

【長期滞在サービスシート】

地域：大分県別府地域　　

滞在宿泊施設と料金

参加費の目安
（現地までの交通費除く）

滞在プログラムタイトル

滞在プログラムタイトルの概要と
ＰＲポイント

メインターゲット
と参加者数



地域：阿蘇 コンソーシアム：(財）阿蘇地域振興デザインセンター

*必要に応じ参考資料を添付してください。

【阿蘇におけるPRポイント】

①プログラムＡ（心身再生）
小国郷の温泉はリハビリテーションに効果が高く、農家は田植えや稲刈りが済む
と、１週間から１ヶ月程度湯治を行い、心身をリフレッシュして仕事に戻った。
地域内には全国的に有名な黒川温泉を始め、九州内の優良温泉地ランキングで上
位に位置する小田温泉、はげの湯温泉、杖立温泉のほか様々な温泉地を巡り、都
会で疲れた体と心をリセットして、本来の自分に戻るプログラム
②プログラムＢ（乗馬習得）
阿蘇の雄大な草原の中で、自由に馬を乗りこなし走りぬける爽快感。体験乗馬で
はなく、馬を学び、ロングステイ期間中に乗馬を習得するプログラム
③プログラムＣ（自然と遊ぶ）
草原とマゼノ渓谷のトレッキング、巨石遺構の押戸石の丘など古代ロマンや自然
をたっぷり味わいながら、自分自身を再発見するプログラム。
④プログラムＤ（フリー）
Ａ～Ｃのプログラムの組み合わせ

滞在プログラム
（深度化した

テーマツーリズム）

２次交通サービス

コンシェルジェ窓口

（地元の協力体制を明記）

①ゆうハイム（ビジネス）　泊のみ１泊４２００円
・小国町の中心地に位置し、各方面に移動するには最適な宿。自炊設備なし。洗
濯１回２００円。
・アクセス　小国バスセンターゆうステーションまで徒歩０分、熊本、福岡、大
分各方面行き、地域内のバスの発着点。
②杖立温泉（温泉旅館）　泊のみ１泊３、０００円～
・古くから湯治場として歴史がある宿。自炊設備なし、洗濯は各旅館次第
・アクセス　福岡空港からの直行便終点、大分日田方面行き発着点。小国バスセ
ンターゆうステーションまで路線バスで約２０分
③木魂館（研修施設）　泊のみ１泊３，４６５円
・小国町を代表する木造建築の研修施設。敷地内にはこの地で生まれ細菌学の世
界的権威である、北里柴三郎博士記念館がある。館内にはレストラン、お風呂共
に完備。　　自炊設備あり、洗濯は１回１００円
・アクセス　小国バスセンターゆうステーションまで路線バスで約１５分。大分
玖珠方面行きのバス停あり。

・小国バスセンターゆうステーションからは、熊本空港、福岡方面、杖立温泉、
黒川温泉、大分方面行きのバスが発車。　　　　　　　　　　　　　　・地域内
を巡ることができる「ぐる～っとバス」が運行（１日：６便右４左２）。
・滞在期間中、地域内の交通機関（小国町、南小国町内の路線バス）が利用でき
るフリー乗降パスを発行。
・地域内のガイドブックを滞在客に配布。

・ゆうハイム（ゆうステーションチーフ：高橋正之助）
・杖立温泉（まるせんストアー：伊津見純子）
・木魂館（木魂館職員：松本健一）
・滞在地周辺のレストラン、商店街などの生活マップを配布。
・滞在者のニーズに応じたショートトリッププランの相談。
・必要に応じ、地域内の生活文化の紹介、地元での就職や不動産の状況などを説
明。

宿泊施設
１週間滞在費（６泊）
①　２５，２００円
②　１８，０００円
③　２０，７３６円



地域：阿蘇 コンソーシアム：(財）阿蘇地域振興デザインセンター

*必要に応じ参考資料を添付してください。

【阿蘇におけるPRポイント】

①ゆうハイム（ビジネス）
・徒歩１０分圏内に郵便局、銀行、コンシェルジェ窓口（ゆうステーション２
Ｆ）、小国公立病院（総合）、歯科医院、旅行代理店、スーパー「フレイン」
「ゆめおぐに」、コンビニ「ファミリーマート」、コインランドリーほか各飲食
店が点在。
②杖立温泉（温泉旅館）　泊のみ１泊３、０００円～宿泊施設周辺環境

・黒川温泉　ゆうステーションからぐるっとバス右回りで３０分
・小田温泉　ゆうステーションからぐるっとバス右回りで４０分
・田ノ原温泉　ゆうステーションからぐるっとバス右回り２０分
・満願寺温泉　ゆうステーションからぐるっとバス左回りで２０分
・杖立温泉　ゆうステーションから杖立温泉行きバスで２０分
・岳の湯温泉　ゆうステーションから岳の湯行きバスで３０分
・はげの湯温泉

地域内温泉地までの時間



①プログラムＡ（心身再生）

小国郷の温泉地は全国的に有名な黒川温泉、小田温泉、杖立温泉、はげの湯温泉など様々な
温泉地があり、都会の疲れを長期滞在中に癒し、本来の自分に心身共に再生するプログラム。

杖立温泉
杖立温泉は、95度の温水が自噴する日本でも有数の温泉地
温泉水での一般的な入浴の他、豊富な湯量と高い湯温を
利用した蒸し風呂が古くから親しまれていて、 近年にわかに
注目を浴びている温泉の効果とサウナ効果を期待できます。
杖立温泉の蒸し風呂は通常のサウナより温度が低く、
湿度が高いため一般のサウナより循環器にかかる負担が少ない。
+++効能+++
■泉質弱食塩水
■温度98度～100度
■効能神経病、リュウマチ、皮膚病、切り傷、美容泉

黒川温泉
西日本でもう一度行って見たい観光地の上位にランクされ
ている黒川温泉。入湯手形で３箇所のお風呂に入ることが
できる。統一された街並は、来る人たちにやすらぎを与え、風
情を感じさせる。泉質も杖立温泉とは違い、ナトリウム塩化物
・硫酸塩泉が主。
各旅館ごとに工夫された露天風呂めぐりが人気。

【温泉地の一例】

②プログラムＢ（乗馬習得）

馬をパートナーとして馬と共に四季折々の風景を楽しむ
雄大な「阿蘇五岳」「くじゅう連山」「大観峰」などを眺めながら、
丘を越え、谷を渡り、広大な草原を馬で疾走する
本格的なホース・トレッキングができるように乗馬技術をマスター
するプログラムです。

広大な敷地を利用した４つの放牧区を有し、
牧草が豊富にある自然の大地に放牧をしています。
2003年夏に新設されたクラブハウスは、
ソファー・暖炉・シャワー・更衣室等完備。
敷地内のレストランでは、阿蘇の烏帽子牛を主に
使った食事を楽しむことができます。

【夢☆大地グリーンバレー】
熊本県阿蘇市湯浦1674-18 
Tel 0967-32-2990 Fax 0967-32-1440 
http://www.aso.ne.jp/~g-valley/



②プログラムＣ（自然と遊ぶ）

阿蘇は火山により、独特の地形を形成し、その姿には感動と自然の
神秘性を感じる。火山を神と祀った古代人は巨石遺構を残しているが
その謎の全容は今だ解明されていない。阿蘇の持つ自然や遺跡に触
れ、人間の存在について考えてみよう。

ブナの原生林、溶岩が創り出した渓流、
火口周辺のトレッキングなど様々な体験
を長期滞在中にお楽しみ下さい。

宿泊施設

『木魂館』
北里柴三郎博士の「学習と交流」を次代につなげることを目的に
昭和63年に建設された研修宿泊施設。
小国の伝統的構法「置き屋根」をヒントに「ボックス梁」という
新しい構法の建物。レストラン、お風呂完備。自炊設備あり、
洗濯は1回100円。詳細は別紙宿の案内のとおり

民宿『ゆうハイム』 ビジネススタイル、和、洋室あり
小国町の中心地に位置し、バスステーションの前にある。
各方面に移動するには最適な宿。
自炊設備なし。洗濯１回２００円。

杖立温泉（温泉旅館）
江戸時代には肥後藩主も訪れ湯治場として賑わっていた杖立温泉。
共同浴場が3ヵ所あるので、街を散策がてらの湯めぐりも楽しめる。
自炊設備なし。別紙宿の案内のとおり



宿の紹介 杖立温泉 丸正旅館

お風呂は

岩風呂にジェット風呂、うたせ

蒸し湯などなど…

お部屋はすべて

純和風…。

ごゆっくりと

おくつろぎくださいませ

宿泊:平日･休前日共通

6,000～10,000円（一泊二食）

:湯治･ビジネス

5,000円より（一泊三食）

お食事:時間制限なし

3,000～5,000円（部屋代込） いずれも、サービス込・税別



宿の紹介 杖立温泉 久野屋旅館

久野屋の庭に枝を広げるツ
ツジは300年前から咲いてい
る。
毎年8月頃から翌年の4月ご
ろまで咲き続ける非常に珍し

いつつじです。

のんびりくつろげる和室が全部
で10室。
仕事に、勉強に疲れた神経をリ
ラックスさせる、こじんまりと落ち
着いたたたずまいがセールスポ
イントです。

お風呂上がりには庭でほっと
一休み。火照った体に吹き抜
けるそよ風が心地いい。

■■ご宿泊料金■■

一泊二食 お一人様 ￥8,550～10,650-（税込）
お正月（１２月３１・元日・２・３日）は

特別料金 ¥１２，７５０－（税込）のみです



宿の紹介 研修宿泊施設 木魂館

北里柴三郎博士の「学習と交流」を
次代につなけることを目的に昭和63
年に建設された研修宿泊施設。小
国の伝統的構法「置き屋根」をヒント
に「ボックス梁」という新しい構法の
建物。

□□□ ご 利 用 の ご 案 内 □□□
■利用方法
◎研 修会議・研修・講演など（スライド、ＯＨＰ完備）
◎宿 泊定員４０名 宿泊は５名様以上から予約可能。（予約時に詳しく
お尋ね下さい） ◎運 動サッカー・テニス（２面）・卓球（１台）など

◎イベントコンサート・個展など木魂館を舞台に自由な企画してみません
か？お気軽にご相談を・・・ ■
予約方法と休館日 ◎
半年前から予約受付できます。
◎休館日 毎週火曜日です。 （祝祭日の場合は翌日に変更）

財団法人『学びやの里』 『木魂館』〒８６９－２５０５熊本県阿蘇郡
小国町北里３７１－１
電話 ０９６７（４６）５５６０ ＦＡＸ ０９６７（４６）５５６１

■食事と温泉
◎レストラン『北里バラン』１階にお越しください。地元の素材で心あたた
まるお料理を準備しております。
◎温 泉『北里バラン』地下１階の温泉 は、午前１０時～午後１０時迄
営業しております。浴槽も広々気持ちいいですよ。

■部屋利用料金
宿泊料金（一人分）
一 般 大学．高校生 中 学 生 小 学 生 幼 児
３３００円 ２６００円 １９００円 １７５０円 ５００円



【長期滞在サービス・シート】

地域：熊本県阿蘇地域 コンソーシアム：（財）阿蘇地域振興デザインセンター

　滞在プログラムタイトル 本格的な湯治で本来の自分を蘇えさせる　～贅沢な温泉三昧の旅～

　滞在プログラムの概要
　とＰＲポイント

　都会の生活で心身ともに疲れた人たちへ。阿蘇小国郷は古くからの湯治場温泉がたくさんあります。それぞれの温泉地を巡
り、リフレッシュして本来の自分を取り戻しませんか

　メインターゲット
　と参加者数

都会の生活に疲れた方。熟年を中心に40歳代以上。
発地場所は問わない。1名参加も可。1回10名。期間中3回実施。

　実施時期と日程・期間 平成18年9月～11月、3回実施、7日間

　滞在宿泊施設と料金
①ゆうハイム（ビジネス）　1泊4,200円（泊のみ）
②杖立温泉（温泉旅館）　1泊3,000円（泊のみ）
③木魂館（研修施設）　1泊3,465円（泊のみ）

　参加費の目安
　（現地までの交通費除く）

滞在費用：ゆうハイム泊、4,200円×6泊＝25,200円
入浴料：入湯手形1,200円（黒川温泉）湯巡り帖1,000円（杖立温泉）他、貸切家族風呂500円～
合計費用：27,900円～（飛行機代や食費等の実費は含みません。）

　２次交通サービス 阿蘇小国郷地域におけるバスのフリーパス化（小国黒川ぐるっとバス運行中）
　コンシェルジェ
　窓口・問合せ先

財団法人　阿蘇地域振興デザインセンター　事務局　秋吉祥志
ゆうハイム（ゆうステーション）　チーフ　高橋正之介
【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

日　程 項　　　目 内　　　　　　　　　　容

１日目 移動・現地入り
熊本空港着。快速バス「かじか号」10：30発　⇒　小国町「ゆうステーション」12：15着。「ゆうハイム」にチェックイン。昼食後、豊
後森行きのバスへ。ゆうステーション12：55発　⇒　博士邸前13：13着。世界的な細菌学者北里柴三郎博士記念館を訪れる。見
学した後は丘の上の喫茶店で風景を楽しみながらティータイム。木魂館前16：33発　⇒　ゆうステーション17：09着。宮原商店街

２日目 湯治・黒川温泉
「小国黒川ぐるっとバス」で黒川へ。ゆうステーション10：10発（左回り）　⇒　黒川温泉10：45着。
旅館組合「風の舎」で入湯手形を購入1,200円　３箇所の露天風呂を満喫しながらのんびり湯治
「小国黒川ぐるっとバス」でゆうステーションへ。黒川温泉16：33発　⇒　ゆうステーション17：05着。

３日目 湯治・杖立温泉
杖立行きのバスで杖立温泉へ。ゆうステーション９：３８発　⇒　杖立温泉10：００着。
立ち寄り湯巡り帖を購入1,000円　３箇所の旅館風呂、名物和製サウナ「蒸し湯」でじっくり湯治（無料の元湯、足湯あり）
杖立温泉16：35発　⇒　ゆうステーション16：57着。

４日目 湯治・岳の湯温泉
岳の湯行きのバスへ乗車。ゆうステーション8：25発　⇒　岳の湯9：00着
貸切家族風呂をはしご、集落のいたるところから蒸気が立ち上り独特の風情がある温泉地でゆったりと湯治
岳の湯16：25発　⇒　ゆうステーション17：00着。

５日目 湯治・小田温泉
「小国黒川ぐるっとバス」で小田温泉へ。ゆうステーション10：10発（左回り）　⇒　小田温泉10：34着。
田園の中にある温泉地。時間が止ったかのような農村風景を楽しみながら、ゆっくりと湯治。　（無料の足湯あり）
「小国黒川ぐるっとバス」でゆうステーションへ。小田温泉16：44発　⇒　ゆうステーション17：09着。

６日目 終日フリー
バスに乗車。フリーチケットを使って、ガイドブック片手に小国郷を散策。
小国郷名物の手打ちそば、肥後のあか牛、高菜漬、お土産を買ったり、名所旧跡を訪ねたり、景色のよいお店でお茶を飲んだ
り、最後にもう一度温泉につかり宿へ・・・

７日目 整理・帰省 ゆうステーションから快速「かじか号」9：30発　⇒　熊本空港11：10着。飛行機にて帰宅。



【長期滞在サービス・シート】

地域：熊本県阿蘇地域 コンソーシアム：（財）阿蘇地域振興デザインセンター

　滞在プログラムタイトル 雄大な阿蘇の自然で「ゆっくり・のんびり」を体感　～乗馬技術習得と阿蘇小国郷温泉の旅～

　滞在プログラムの概要
　とＰＲポイント

馬をパートナーとして、馬と共に四季折々の風景を楽しむ雄大な「阿蘇五岳」、「くじゅう連山」、「大観峰」などを眺めながら、丘
を越え、谷を渡り、広大な草原を馬で疾走する本格的なホース・トレッキングができるように乗馬技術をマスターするプログラ
ム。乗馬体験の後は、全国的に有名な黒川温泉をはじめとする温泉地で、都会の疲れを心身共に癒すこともできる。

　メインターゲット
　と参加者数

乗馬技術を習得したい人。都会の生活に疲れている人。熟年を中心に40歳代以上。
発地場所は問わない。1名参加も可。1回10名。期間中3回実施。

　実施時期と日程・期間 平成18年9月～11月、3回実施、7日間

　滞在宿泊施設と料金
①ゆうハイム（ビジネス）　1泊4,200円（泊のみ）
②杖立温泉（温泉旅館）　1泊3,000円（泊のみ）
③木魂館（研修施設）　1泊3,465円（泊のみ）

　参加費の目安
　（現地までの交通費除く）

滞在費用：ゆうハイム泊、4,200円×6泊＝25,200円
習得費用：1,050円／10分×60分＋8,400円×8時間＝73,500円
合計費用：98,700円（飛行機代や食費・入浴料等の実費は含みません。）

　２次交通サービス 阿蘇小国郷地域におけるバスのフリーパス化（小国黒川ぐるっとバス運行中）
　コンシェルジェ
　窓口・問合せ先

財団法人　阿蘇地域振興デザインセンター　事務局　秋吉祥志
ゆうハイム（ゆうステーション）　チーフ　高橋正之介
【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

日　程 項　　　目 内　　　　　　　　　　容

１日目 移動・現地入り
飛行機で熊本空港着。快速バス「かじか号」10：30発　⇒　小国町「ゆうステーション」12：15着。「ゆうハイム」にチェックイン。
「小国黒川ぐるっとバス」へ乗車。ゆうステーション13：25発　⇒　黒川温泉13：58着。温泉体験＆温泉地散策。
「小国黒川ぐるっとバス」へ乗車。黒川温泉16：33発　⇒　ゆうステーション17：09着。宮原商店街の飲食店で夕食など。

２日目 乗馬訓練（初日）
阿蘇駅行きのバスへ乗車。ゆうステーション9：07発　⇒　大観峰9：34着　⇒　「グリーンバレー」へ。
グリーンバレーで馬の世話、馬に鞍を着ける練習、引き馬での乗馬体験。昼食は、グリーンバレー・レストラン。
終了後、掃除。ゆうステーション行きのバスへ乗車。大観峰14：13発　⇒　ゆうステーション14：41着。温泉体験＆散策など。

３日目 乗馬訓練
阿蘇駅行きのバスへ乗車。ゆうステーション9：07発　⇒　大観峰9：34着　⇒　「グリーンバレー」へ。
グリーンバレーで馬の世話、馬に鞍を取り付け一人乗馬練習、近くの草原を散歩。昼食は、グリーンバレー・レストラン。
終了後、掃除。ゆうステーション行きのバスへ乗車。大観峰14：13発　⇒　ゆうステーション14：41着。温泉体験＆散策など。

４日目 乗馬訓練
阿蘇駅行きのバスへ乗車。ゆうステーション9：07発　⇒　大観峰9：34着　⇒　「グリーンバレー」へ。
グリーンバレーで馬の世話、馬に鞍を取り付け草原で乗馬練習、自分で馬を自由に操る。昼食は、グリーンバレー・レストラン。
終了後、掃除。ゆうステーション行きのバスへ乗車。大観峰14：13発　⇒　ゆうステーション14：41着。温泉体験＆散策など。

５日目 乗馬訓練（最終日）
阿蘇駅行きのバスへ乗車。ゆうステーション9：07発　⇒　大観峰9：34着　⇒　「グリーンバレー」へ。
グリーンバレーで馬の世話、馬に鞍を取り付け遠くの草原へ出かけ、草原でランチを堪能。厩舎で馬との別れを告げる。
終了後、掃除。ゆうステーション行きのバスへ乗車。大観峰14：13発　⇒　ゆうステーション14：41着。温泉体験＆散策など。

６日目 終日フリー
バスに乗車。フリーチケットを使って、ガイドブック片手に小国郷を散策。
温泉につかり、乗馬の疲れをとったり、小国郷名物の手打ちそばを堪能したり・・・
お土産を買ったり、名所旧跡を訪ねたり、景色のよいお店でお茶を飲んだり、最後にもう一度温泉につかり宿へ・・・

７日目 整理・帰省 ゆうステーションから快速「かじか号」9：30発　⇒　熊本空港11：10着。飛行機にて帰宅。



【長期滞在サービス・シート】

地域：熊本県阿蘇地域 コンソーシアム：（財）阿蘇地域振興デザインセンター

　滞在プログラムタイトル 雄大な阿蘇の自然を「ゆっくり・のんびり」楽しむ　～阿蘇小国郷エコトレッキングと温泉の旅～

　滞在プログラムの概要
　とＰＲポイント

　圧倒的な自然の偉大さを感じることができる阿蘇。それは火山によって様々な表情を作り出し、見る人に大きな感動を与え続
けています。エコトレッキングは自然の織り成す空間を十分に楽しむことができます。台地の神秘を感じながら日常では味わう
ことのできない爽快感や開放感を実感してください。心地よく疲れた体をゆったりと温泉で癒せば、阿蘇の魅力にハマりますよ。

　メインターゲット
　と参加者数

健康な方。体力はあまり必要ではありません。熟年を中心に40歳代以上。
発地場所は問わない。1名参加も可。1回10名。期間中3回実施。

　実施時期と日程・期間 平成18年9月～11月、3回実施、7日間

　滞在宿泊施設と料金
①ゆうハイム（ビジネス）　1泊4,200円（泊のみ）
②杖立温泉（温泉旅館）　1泊3,000円（泊のみ）
③木魂館（研修施設）　1泊3,465円（泊のみ）

　参加費の目安
　（現地までの交通費除く）

滞在費用：ゆうハイム泊、4,200円×6泊＝25,200円
トレッキング費用：3,000円×3回＝9,000円（ガイド料）
合計費用：34,200円（飛行機代や食費・入浴料等の実費は含みません。）

　２次交通サービス 阿蘇小国郷地域におけるバスのフリーパス化（小国黒川ぐるっとバス運行中）
　コンシェルジェ
　窓口・問合せ先

財団法人　阿蘇地域振興デザインセンター　事務局　秋吉祥志
ゆうハイム（ゆうステーション）　チーフ　高橋正之介
【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

日　程 項　　　目 内　　　　　　　　　　容

１日目 移動・現地入り
飛行機で熊本空港着。快速バス「かじか号」10：30発　⇒　小国町「ゆうステーション」12：15着。「ゆうハイム」にチェックイン。
「小国黒川ぐるっとバス」へ乗車。ゆうステーション13：25発　⇒　黒川温泉13：58着。温泉体験＆温泉地散策。
「小国黒川ぐるっとバス」へ乗車。黒川温泉16：33発　⇒　ゆうステーション17：09着。宮原商店街の飲食店で夕食など。

２日目
トレッキング
（山）

岳の湯行きのバスへ乗車。ゆうステーション8：25発　⇒　岳の湯9：00着
小国富士と言われる標高１５００ｍの湧田山へ登山。昼食は阿蘇５岳を眺めながらお弁当を山頂でいただく。
15：00下山。岳の湯で温泉に浸かり疲れを癒す。岳の湯16：25発　⇒　ゆうステーション17：00着。

３日目 湯治の日
杖立行きのバスで杖立温泉へ。ゆうステーション９：３８発　⇒　杖立温泉10：００着。
立ち寄り湯巡り帖を購入1,000円　登山で疲れた体を３箇所の露天風呂を満喫しながらじっくり湯治
「小国黒川ぐるっとバス」でゆうステーションへ。杖立温泉16：35発　⇒　ゆうステーション16：57着。

４日目
トレッキング
（川と草原）

阿蘇駅行きのバスへ乗車。ゆうステーション9：07発　⇒　唐傘松9：24着
ガイドと一緒にマゼノ渓谷をトレッキング、その後、ストーンサークルのある押戸石の丘へ.３６０度のパノラマを満喫
唐傘松14：23発　⇒　ゆうステーション14：41着。温泉体験＆散策など。

５日目 森林浴と湯治
「小国黒川ぐるっとバス」で黒川へ。ゆうステーション10：10発（左回り）　⇒　黒川温泉10：45着。「清流の森」を散策して想いっき
り森林浴を楽しんだ後は旅館組合「風の舎」で入湯手形を購入1,200円　登山で疲れた体を３箇所の露天風呂を満喫しながら
じっくり湯治

６日目 終日フリー
バスに乗車。フリーチケットを使って、ガイドブック片手に小国郷を散策。
小国郷名物の手打ちそば、肥後のあか牛、高菜漬、お土産を買ったり、名所旧跡を訪ねたり、景色のよいお店でお茶を飲んだ
り、最後にもう一度温泉につかり宿へ・・・

７日目 整理・帰省 ゆうステーションから快速「かじか号」9：30発　⇒　熊本空港11：10着。飛行機にて帰宅。



地域：雲仙 コンソーシアム：雲仙市コンソーシアム

*必要に応じ参考資料を添付してください。

【雲仙におけるPRポイント】

①雲仙感動百科事典「大人の修学旅行」～五感で学ぶ雲仙の自然・温泉・人～
山・火山・海そして人。自然の奥深さを感じる雲仙・島原半島。海抜０ｍから１
４００ｍの垂直分布された自然は、ここにしかない。三湯（雲仙・小浜・島原）
を肌で感じ、旬の食を味わう。好奇心旺盛な団塊の世代に向けた、島原半島の自
然を五感で味わうロングスティプラン。
②雲仙感動百科事典「大人の修学旅行」～雲仙秋の収穫祭と夜なべ談義～
島原半島は有数の農業大国。スローフードジャパンが日本で初めて認定した｢雲仙
こぶ高菜」と「エタリの塩辛」がある。自分の種をもつ岩崎さんの野菜は市販さ
れておらずここでしか味わえない。そんな野菜たちを我が家の食卓にいかが。収
穫したものはそのままご自宅へお届けします。収穫農家の元気な人たちとの酒を
酌み交わしながらの夜なべ談義に、三湯三昧。島原半島の田舎を味わうロングス
ティプラン。

滞在プログラム
（深度化した

テーマツーリズム）

２次交通サービス

①小浜温泉内ホテル　塩泉
スタンダード(田中荘・恵比須屋・春島屋等）。
スーペリア（春陽館等）
コンシェルジェ窓口は徒歩圏内。
電子レンジ等、簡単な自炊施設レンタル可。近くにコインランドリー有。
温泉を利用した調理可。

②雲仙温泉内ホテル　硫黄泉
スタンダード（湯元ホテル・雲仙いわき旅館・かせや旅館等）。
スーペリア（ホテル東洋館等）。
コンシェルジェ窓口は徒歩圏内。
電子レンジ等、簡単な自炊施設レンタル可。洗濯は旅館要相談。
近くの公共施設調理室使用可。

※どちらの温泉街とも近くに共同浴場有。
料金：（Aコース）2.5万円程度
　　　　スタンダードからチョイスして、宿めぐりができます。
　　　（Bコース）3.0万円程度
　　　　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ3件とｽｰﾍﾟﾘｱから3件チョイスして、宿めぐりができます。
　　　（Cコース）3.5万円程度、
　　　　スーペリアからチョイスして、宿めぐりができます。
お宿のお湯めぐりで、お気に入りのMｙ湯を探すことができます。

・JR諫早駅からの直行バス運行。
・島原半島内観光スポット間無料シャトルバス運行。
・雲仙市全域デマンド型乗り合いタクシー無料。
・地域内のバス路線マップ、時刻表を作成し、滞在客に配布。

コンシェルジェ窓口：小浜温泉観光協会（担当：柿川、0957-74-2672）、雲
仙観光協会（担当：秀山、0957-73-3434）
がまだすNetと体験プログラムは連携体制をとる。
・滞在者のニーズに応じたショートトリッププランの相談・作成。
・滞在地周辺のレストラン、商店街などの生活マップを配布。
・祭り・イベント、紅葉、台風情報などタイムリーな情報を配布。

宿泊施設

その他

行程例以外にご自身でプロデュースできるよう下記のプログラムに参加できま
す。
・がまだすNetの体験プログラム(80種類以上）
・雲仙お山の文化祭プログラム(10月21日～）
・雲仙温泉街でゴルフ・テニス

コンシェルジェ窓口

（地元の協力体制を明記）



長 崎 県 雲 仙 市



～よい山、よい海、よい人、十分十分～（山頭火）

雲仙感動百科事典｢大人の修学旅行｣は

島原半島の｢たましい｣にふれる大人のロングステイプランです。

日本でもたぐい稀な自然環境、

日常の暮らしや労働。

半島に流れるのんびりとした時間。

半島が培ってきた文化や歴史。

半島の何気ない日常の空間。

そんなものの中から紡ぎだした体験交流プログラム。

あなたと半島の人とが

同じ空気を吸い、同じものを見つめ、感動を共有し、

循環的な関係のなかに存在する。

ここにこのプログラムの哲学があるのです。

新しい風、新しい物語が、この雲仙から生まれてきます。

雲仙感動百科事典｢大人の修学旅行｣



 

雲仙は日本で最初の国立公園。その自然の素晴らしさは、海抜０

ｍから１４００ｍまでの垂直に分布する多種多様な自然が織り成す

美しさに理由がある。そして山から海岸まで車で１５～２０分とい

う近さ。山岳の自然と海の自然を同時に味わえるのである。 

 そしてもうひとつの魅力、それは食。雲仙は日本でも有数の農業

大国で東京の市場にも毎日のように雲仙産の野菜・果物・花などが

並んでいる。また、有明海という魚介の宝庫に囲まれている。 

 今年、世界スローフード協会から雲仙産の農作物・魚介類が選ば

れたことからも食材の宝庫であることがうかがえる。 

 雲仙が提案する大人のロングステイプランはまさに雲仙の自然・

その自然の恵みを五感で体験していただくメニューを用意した。 

 そして新しい感幸のスタイルと雲仙の田舎の暖かい人情も感じて

もらえればと思っている。 

 
 

『よい山、よい海、よい人、充分充分』（山頭火） 

 雲仙でまっちょるばい。（お待ちしてます） 



雲仙大人のロングスティプラン

雲仙感動百科事典「大人の修学旅行」
～五感で学ぶ雲仙の自然・温泉・人～

日本で初めての国立公園雲仙を包容する島原半島。
海抜０ｍから１４００ｍの垂直分布という類まれな地勢は、豊かな恵みを私たちに

与えています。15年を経過した雲仙普賢岳災害、鼓動する自然を
体感できるのはここしかない。

自然の雄大さと凄まじさ。

地獄めぐり

自然の奥深さはここでしか伝えられない。

自然トレッキング 水無川地域被災遺構ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ



※多彩なプログラムあります。

本物志向の大人のために伝えたい。

　　　岩崎さんの日本で初めての自家採種。
種のこだわりは命への畏敬。

そんな魂のこもった野菜たちは、
日本で探してもここにしかない。

雲仙大人のロングスティプラン

そして、豊富な種類の農作物。胃袋にも似た地形を持つ島原半島には、
　島原半島は、知る人ぞ知る農業大国。県下の約半分の農業生産を占めている。

アグリ職人が農作物を通じて、「命」と｢食」の大切さを伝えている。

雲仙感動百科事典「大人の修学旅行」
～雲仙秋の収穫祭と夜なべ談義～

みかん収穫 こぶ高菜 手延べ素麺作り

自分の畑で種を採って、
その種で野菜を育てていくとね、
病気にも害虫にも強い、
じょうぶな野菜になるんだよ

写真：共同通信社提供

写真：共同通信社提供



小浜温泉（塩泉）

スーペリアタイプ　　　春陽館等 スタンダードタイプ　　春島屋等

雲仙温泉(硫黄泉）

スーペリアタイプ　　　ホテル東洋館等 スタンダードタイプ　　湯元ホテル等

小浜温泉(例）

会場露天風呂波の湯　茜 　　　　　脇浜共同浴場

雲仙温泉(例）

　　　　小地獄温泉館 　　　　　　　　指湯

※他にも、島原半島には三湯（小浜は塩化物泉、雲仙は酸性硫黄泉、島原は炭酸水素塩泉）
　　　　があり、共同浴場、宿等、いつでも泉質の違いをお楽しみいただけます。

湯治場として親しまれていた小浜温泉街。
泉質もおもてなしにも個性のある温泉街を充分にお楽しみいただけます。

雲仙大人のロングスティプラン

雲仙感動百科事典「大人の修学旅行」

大人のためのお宿はやっぱり快適な空間を選びたい。
古くは外国人避暑地として栄え、日本最初の国立公園内の雲仙温泉街に、



地域：長崎県雲仙市

平成18年10月1日～31日、※両プログラム合わせて最大10組、期間中4回受入。

別紙のとおり

全プログラム参加費、 （表示は1人あたり価格）

※食体験以外の食事等の実費は含まない

JR諫早駅からの直行バス、島原半島内観光スポット間無料シャトルバス運行、雲仙市全域デマンド型乗り合いタクシー無料

雲仙観光協会　担当：秀山（0957-73-3434）、小浜温泉観光協会　担当：柿川(0957-74-2672）

日　程

※曜日の変更有

初日

火曜日

※らくらくコース（おしどりの池・地獄めぐり）、健脚コース（一切経の滝・絹笠山）お好きなコースで。

水曜日
※がまだすドーム、旧大野木場小学校等

木曜日

金曜日
※できない場合は、他のプログラムをご紹介します

土曜日

最終日 移動
※マイスター取得の際には、特典有

テスト　→　雲仙マイスター自然編　卒業証書授与　→　移動

都会で生活している好奇心旺盛な55歳以上

移動　雲仙市着　→　雲仙お山の情報館自然・温泉・火山講座　→　ガイド付き雲仙地獄散策　→　宿（温泉体験学習）

自然学習

地質学学習

海洋学習

火山学習

雲仙自然散策

移動・自然学習

項　　　目

【長期滞在サービスシート】

実 施 時 期 と 日 程 ・ 期 間

滞 在 宿 泊 施 設 と 料 金

コンソーシアム:雲仙市コンソーシアム

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

参 加 費 の 目 安

（ 現 地 ま で の 交 通 費 除 く ）

滞 在 プ ロ グ ラ ム タ イ ト ル

三湯（雲仙・小浜・島原）を肌で感じ、旬の食を味わう。好奇心旺盛な団塊の世代に向けた、島原半島の自然を五感で味わうロングステイプラン。

２ 次 交 通 サ ー ビ ス

43千円（モニター価格）

雲仙感動百科事典｢大人の修学旅行｣
～五感で学ぶ雲仙の自然・温泉・人～

魚船釣り（釣った魚で昼食）　→　イルカウォッチング　→　イカ釣り　→　宿（温泉体験学習）

滞在プログラムタイトルの概要と
PR ポ イ ン ト

島原半島の活断層ガイドツアー　→　宿（温泉体験学習）

水無川流域被災遺構フィールドワーク　→　宿（温泉体験学習）

普賢岳トレッキング　→　宿（温泉体験学習）

山、火山、海そして人。自然の奥深さを感じる雲仙・島原半島。海抜０ｍから１４００ｍの垂直分布された自然は、ここにしかない。

雲仙の自然トレッキング　→　宿（温泉体験学習）

内　　　　　　　　　容

メインターゲッ トと参加者数

コンシェルジェ窓口・問合せ先



地域：長崎県雲仙市

平成18年10月1日～31日、※両プログラム合わせて最大10組、期間中4回受入。

別紙のとおり

全プログラム参加費、25千円（モニター価格） （表示は1人あたり価格）

※食体験以外の食事等の実費は含まない

JR諫早駅からの直行バス、島原半島内観光スポット間無料シャトルバス運行、雲仙市全域デマンド型乗り合いタクシー無料

雲仙観光協会　担当：秀山（0957-73-3434）、小浜温泉観光協会　担当：柿川(0957-74-2672）

日　程

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

7日目 移動 テスト　→　雲仙マイスターがまだす編　卒業証書授与　→　移動

都会で生活している好奇心旺盛な55歳以上

移動　雲仙市着　→　手延べ素麺作り体験学習（素麺地獄炊）　→　宿（温泉体験学習）

花摘み学習　→　季節の野菜収穫学習　→　夜なべ談義　→　宿（温泉体験学習）

内　　　　　　　　　容

【長期滞在サービスシート】

実 施 時 期 と 日 程 ・ 期 間

滞 在 宿 泊 施 設 と 料 金

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

参 加 費 の 目 安

（ 現 地 ま で の 交 通 費 除 く ）

滞 在 プ ロ グ ラ ム タ イ ト ル

メインターゲッ トと参加者数

雲仙感動百科事典｢大人の修学旅行｣
～雲仙秋の収穫祭と夜なべ談義～

みかん収穫、チーズ作り学習

２ 次 交 通 サ ー ビ ス

コンシェルジェ窓口・問合せ先

項　　　目

こぶ高菜収穫学習

ゴマの収穫学習

稲刈り学習

移動・食体験学習

花摘、野菜収穫学習

コンソーシアム:雲仙市コンソーシアム

滞在プログラムタイトルの概要と
PR ポ イ ン ト

チーズ作り学習　→　みかん収穫学習　→　宿（温泉体験学習）

ゴマ収穫とゴマ豆腐作り学習　→　宿（温泉体験学習）

こぶ高菜収穫学習　漬物作り学習　→　宿（温泉体験学習）

島原半島は日本でも有数の農業大国。島原半島には50種類以上の農作物に、スローフードジャパンが日本で初めて認定した｢雲仙こぶ高菜」と「エタリの塩辛」がある。

千々石棚田（日本棚田百選）稲刈り学習　精米～米炊学習　→ 宿(温泉体験学習)

収穫農家の元気な人たちとの酒を酌み交わしながらの夜なべ談義に、三湯三昧。島原半島の田舎を味わうロングステイプラン。

自分の種を持つ岩崎さんの野菜は市販されておらずここでしか味わえない。そんな野菜たちを我が家の食卓にいかが。宅配もできます。



【佐世保・波佐見におけるPRポイント】
地域：佐世保・波佐見 コンソーシアム：（財）佐世保観光コンベンション協会

滞在プログラム
（深度化した
ﾃｰﾏﾂｰﾘｽﾞﾑ）

宿泊施設

◆ハウステンボス園内フォレストヴィラ
　運河沿いの森に囲まれたコテージ。ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽｴﾘｱ内で過ごせるのでリゾート気分が満喫できる。
◆ハウステンボス園内ホテルデンハーグ
　ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ園内の一番奥まった場所に位置するホテル。眼下に大村湾を見渡せる絶好のﾛｹｰｼｮﾝ。
◆ハウステンボスＪＲ全日空ホテル
　ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽを独り占めしているかのようなパークビューが楽しめる。源泉掛け流しの天然温泉付。
◆九十九島観光ホテル
　目の前はヨットやカヤック、遊覧船等が係留されている西海国立公園・九十九島の玄関口に位置する
ホテル。
　最寄のバス停まで徒歩３分で、佐世保市中心市街地までのバスが２０～３０分置きに発車。
　徒歩圏内に生協などのスーパーや、レストラン、温泉施設等がある。（ヨット泊と混合あり）
◆させぼセントラルホテル
　ビジネス街・繁華街へ徒歩３分、佐世保の中心市街地に位置し、バス停までも徒歩１分という便利
さ。コインランドリーや宿泊者用キッチン、図書コーナー、宿泊者無料インターネットカフェ、もちろ
んお部屋でも無料高速インターネット可能と充実の設備。ユニバーサルルームやペット同宿ルームもあ
り、館内に天然芝のペット広場が３箇所もある。会員制度「YES！Sir！クラブ」に入会すると（入会
金千円）、朝食券やコーヒー券等五千円相当の利用券もプレゼント。（ヨット泊と混合あり）

２次交通サービス
滞在期間中、地域内の路線バス（西肥ﾊﾞｽ・佐世保市営バス）が無料で利用できるﾌﾘｰﾊﾟｽを発行。
併せて、地域内のバス路線マップ、時刻表も滞在客に配布。

コンシェルジェ窓口
（地元の協力体制を

明記）

・滞在地周辺のレストラン、商店街などの生活マップを配布。
・滞在者のニーズに応じたショートトリッププランの相談・作成。
・祭り・イベント、紅葉、台風情報などタイムリーな情報を携帯メールに配信。

※JR佐世保駅構内の佐世保観光情報センター及び各宿泊施設がコンシェルジェとなるが、顧客毎に担当者を付
ける方向で検討中。

　
　　　　　　　　　　　　　テーマ深度化の方向性

佐世保ｴﾘｱでは、今次事業ﾀｰｹﾞｯﾄである「団塊世代」を従来のｼﾆｱ層とは違う特有のﾆｰｽﾞを持つ層であ
ると仮定し、今後の新たなﾛﾝｸﾞｽﾃｲﾆｰｽﾞを創ることでの集客を目指す。その方向性を２点に絞る。
　           ◆かっこいい大人時間を過ごすためのロングステイ
　           ◆趣味を極めて、その道のプロを目指すロングステイ

◆かっこいい大人時間を過ごすためのロングステイ～“時間に追われる青二才にはできない過ごし方”
＊プログラムＡ「近代化遺産で音楽三昧・チョイ悪おやじの一週間」
　滞在地となる佐世保市は日本一の煉瓦倉庫集積を誇る近代化遺産の宝庫。米海軍基地、海上自衛
隊、造船所に囲まれた煉瓦倉庫（もしくは元米軍のダンスホール）で思う存分ギターやドラムを練
習。しめくくりは地元のチョイ悪おやじたちとワイワイ飲みながらセッションを楽しめる。
＊プログラムＢ「九十九島で風を学ぶヨット三昧の一週間」
　滞在地となる佐世保市の九十九島は、内海で波が穏やかながらも島々に囲まれているので複雑な風
が吹く絶好のﾖｯﾄﾂｰﾘﾝｸﾞｴﾘｱ。　ﾆｭｰｶﾏｰにはｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰによるｺｰﾁ付。経験者にはﾖｯﾄ泊もありのﾖｯﾄｼｪｱﾘ
ﾝｸﾞ。これからﾖｯﾄに乗りたい人には船舶免許取得も併せて２週間ｺｰｽもあり。
＊プログラムＣ「大人のための島旅～海と土と風を感じる本物ロハスツアー」
　滞在地となる佐世保市の「九十九島」は、ひとつの島の名称ではなく２０８もの島々がひしめく多
島海の総称。国立公園に指定されているこの海域はとても自然豊か。この九十九島海域の個性的な無
人島群と隠れキリシタンの島をステージに、大人だけのこだわりﾛﾊｽﾂｱｰを提案するもの。

◆趣味を極めてその道のプロを目指すロングステイ～“第二の人生というより人生のステップアップを”
＊プログラムＤ「陶器の里で窯元に弟子入り　～登り窯で焼く肥前陶磁器を極めるロングステイ」
　滞在地となる波佐見町・三川内町は400年の歴史を持つ陶器の里。この窯元で、９泊１０日もしく
は１４泊１５日、土作りから窯焼きまでじっくり学ぶ。特にﾛﾝｸﾞｺｰｽは過酷な登り窯での窯焼きも体
験できる本格ｺｰｽ。
＊プログラムＥ「ハウステンボスでストリートオルガンマイスター弟子入りロングステイ」
　ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ専属のｵﾙｶﾞﾝ製作者松本尚登さんは日本におけるｽﾄﾘｰﾄｵﾙｶﾞﾝの第一人者。ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ内のも
のは勿論、全国からの依頼にも応じている。このﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでは、松本さんの初めての弟子としてｽﾄﾘｰ
ﾄｵﾙｶﾞﾝの構造を学び、ｵﾘｼﾞﾅﾙのｵﾙｶﾞﾝ製作に挑む。約一ケ月の期間が必要だが数回に期間分割も可
能。
＊プログラムＦ「ハウステンボスで個展を開くアーティストな一週間」
　ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ園内にあるｷﾞｬﾗﾘｰ等の展示ｽﾍﾟｰｽで、お客様の個展を開く。一週間の個展中、新たな作品
にも挑戦できるように、必要な画材は全て地元がご用意。長崎県美術館や肥前陶磁器の里、古い教会
の数々などﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ以外にも芸術文化に触れる楽しみも満載。



佐世保流・団塊世代の旅づくり 
 

彼らが求めているのは“癒し”だけ？ 
団塊の世代が青春時代を過ごした１９６０年代。 

高度成長タケナワのこの時代の世相を表すキーワードには 

若者が元気だったことをイメージさせるものが多い。 

フラワーチルドレン、ビートルズ、グループサウンズ、 

フォークソング、ゴーゴー、ロック・・・ 

常識に挑戦するカウンターカルチャー隆盛の時代に 

若き日を過ごした団塊世代が求めている旅のスタイルは 

“癒し”“健康”“学び”といったキーワードに収まりきれるだろうか。 

 

新たなロングステイニーズを創る
“癒し”でも“学び”でもなく

“健康”を目指すものでもなく

もっとエッジの利いた個性的なことをやりたい。

時間を気にせずに

あの頃やりたかったことを単に楽しみたい。

という団塊世代特有のロングステイニーズはないだろうか？

そんなニーズに、豊富なコンテンツと街の風情で応えることで

ロングステイの目的地になることを目指す。

 

佐世保だからやれること 
人口２５万人。フツーの生活に困らない程度の社会資本は整備されている。 

基地の街、造船の街というイメージを持ちながら、 

大型リゾート施設ハウステンボスや 

個性豊かな無人島がひしめく海の国立公園・九十九島、 

有田、波佐見、三川内等の肥前陶磁器圏は 

それぞれ中心市街地からバスで３０分以内という 

気軽で多彩なコンテンツも持ち合わせる。 

しかも、海軍の鎮守府設置が決まった明治期に 

各地から集まってきた人々によって形成された街なので 

“よそ者”を気軽に受け入れるフレンドリーな気質も大きな特徴。 

こんな街だからこそ、多彩な団塊世代のニーズに対応できる（かも？） 

・・・という視点で、佐世保流・団塊世代の旅づくりに取り組む。 

 

あの頃やりたかったことが似合うまち 佐世保 



佐世保流・団塊世代の旅づくり

実証実験における先導性

◆新しいマーケットとして、団塊男性層の旅行市場も活性化することをひとつの軸とする。

これまで注目度の低かった”男性の友人旅行”市場も視野に入れる。

◆「癒し」「健康」「学び」という最大ニーズを核とせず、「趣味」を掘り下げる旅行ニーズを創る。

◆夫婦それぞれが自分の趣味を楽しめるようにオンリーワンないし日本有数の内容の多彩なライン

ナップを準備する

具体的なターゲット・ニーズのイメージ

◆学生時代から趣味だったギター。 子供達も自立して生活に余裕が出てきたので、
ずっと憧れていたマーティンギターを買ったが、自宅マンションでは近所に遠慮して思い
切り弾けないし、雰囲気も今ひとつ。 ギターが喜ぶ場所で思う存分弾いてみたい。

◆これまで仕事の合間に楽しんできたバンド。 仲間全員退職したし、記念に皆で旅行
に出かけることにした。 せっかくだから旅先でも演奏を楽しめるように楽器も持参して、
その地域の同じ趣味の人たちとセッションして遊ぶのも面白いかもしれない。

◆若い頃からヨットに乗りたいと思っていた。 時間に余裕ができたので、船舶免許を
とって将来的にはヨットオーナーになりたい。 免許取得からヨットの実技指導受講まで
を、なるべく短期間に、しかも安くこなせるところはないだろうか。

◆船舶免許は持っていて、そろそろヨットを買いたいと思っているが、東京では維持する
のが大変。 気軽に船を貸してくれる、いい海があったら時々乗りに出かけるのもよい。

◆これまで頑張ってきたご主人がいよいよ退職。 記念の旅行は彼の趣味で好きなことを
させてあげよう。 近くに温泉や焼物の里、ハウステンボスもあるし、せっかくの機会だから
私自身も窯元弟子入り体験かガーデニングを始めてみるのも楽しそう。

◆趣味で続けてきた絵画。 これまでは近所の絵画クラブの展覧会で披露してきたけれど、
腕もあがった気がするし、ハウステンボスの中で個展ができるのなら是非やってみたい。
運河脇のコテージをアトリエにして新作にとりかかれるなんて贅沢な気分。

◆夫婦共に定年を迎えたけれど、まだまだ元気だし、まちづくりＮＰＯにでも参加してみたい
と思っている。 誰もが簡単に手廻しできて、優しい音色のするストリートオルガンはまちづ
くり活動にもシンボリックに役立ちそう。 購入すると１００万円はくだらないオルガンを４０万
円で作れるのなら挑戦してみるのも面白い。



コンテンツ① かっこいい大人の男のロングステイ

かっこいい趣味を楽しむ大人の男性を応援するロングステイメニュー。

それぞれの趣味に応じて、味のある煉瓦倉庫や複雑な海岸線を持つ海等、絶好のステージ
を提供。

また、もともと地域で同じ趣味を楽しんでいる人たちと、新たな交流がうまれることも楽しみ。

コンテンツ② 素敵な女性のためのオンリーワン旅行

徹底した本物志向のハウステンボスでは、クオリティの高いホテルサービスと、この街でし
かできない、オンリーワンをプログラムが楽しめる。

次ページ以降に、各コンテンツ詳細あり

なお、波佐見焼については、別途企画

美味しいものもたくさんあります



　

佐世保・波佐見地域基本情報

＊年間約１２０万人を集客
＊208の島嶼群。うち204島が無人島
＊昭和30年に国立公園指定

九十九島
ハウステンボス

＊年間約２００万人を集客
＊平成４年ｵｰﾌﾟﾝ⇒平成15年会社更
生法適用申請
＊先駆的な「環境に優しい街」

佐世保バーガー

＊年間約２００万個消費
＊佐世保中心市街地の観光資源

国際性（？）

＊米海軍基地があり、約５０００人
のアメリカ人が在住
＊中心市街地の商店街では日常
的にドル使用が可能

波佐見焼

＊全国の一般家庭で使われてい
る日用食器の13%は波佐見町で生
産
＊透き通るような白磁に繊細な染
付けが特徴



　
　

　

　

アクセス 佐世保市相浦港からフェリーで５０分

佐世保・波佐見地域
ロングステイだから楽しめるショアエクスカーション

隠れキリシタンの島「黒島」

九十九島最大の面積を持ち、およそ７００人の人々
が暮らす黒島。
その名の由来は十字架クルスが訛ったものとも言
われており、今でも島民の８割方はカトリック信者。
この島には、国の重要文化財に指定されている煉
瓦造りの天主堂があり、これだけでも一見の価値
あり。
黒島への公共交通機関は、日に往復３本しかない
フェリーしかないため、短い旅では足を伸ばしにく
いが、ロングステイの合間、１日のショートトリップ
に出かけてみるには、絶好の場所。
島民がハレの日だけに食べる黒島豆腐（海水のに
がり使用）も事前予約すれば準備してくれる。

佐世保・波佐見地域
ロングステイだから出かけたい夜の街

豊富な夜のお店ラインナップ

壁や天井いっぱいにドル札が貼られたガイジン
バー、
４千枚ものレコードに囲まれたジャズバー、
アメリカ人がカラオケを楽しむウェスタン調のお店、
防空壕跡を利用した居酒屋、
飛魚だしを使ったラーメン、
九十九島かきをはじめ、旬の地魚料理、
飲みすぎると叱られてしまうハンバーガー屋・・・

一晩や二晩では足りない程充実した夜のお店に
は、ロングステイだからこそ余裕で通いたい。

長期滞在サービスシートに記入している長期プログラムにつきましても、
お客様のご要望に応じたアレンジメントが可能です。
※例：陶器づくりの合間にヨットで黒島に行きたい、等

豊富な地域資源を存分に活用し、お客様の多様なニーズにお応えします。



内

ー

ハウステンボスホテル 九十九島観光ホテル させぼセントラルホテル

①ハウステンボスプログラム ①ハウステンボスプログラム ①ハウステンボスプログラム
　　エリア 　 　　路線バス。佐世保バスセンターで乗り換え。 　　路線バス。

　　所要時間約５０分。一日約２０便。 　　所要時間約３０分。一日約２０便。

②九十九島プログラム ②九十九島プログラム ②九十九島プログラム
　　路線バス。佐世保バスセンターで乗り換え。 　　無人島への発着地点となる西海パールシ 　　路線バス。
　　所要時間約１時間。一日約２０便。 　　リゾートまで徒歩３分。 　　所要時間約２０分。一日約２０便。

③近代化遺産プログラム ③近代化遺産プログラム ③近代化遺産プログラム
　　路線バス。佐世保バスセンターで乗り換え。 　　路線バス。所要時間約１０分。 　　路線バス。
　　所要時間約５０分。一日約２０便。 　　一日約２０便。 　　所要時間約１５分。一日約２０便。

④波佐見焼プログラム ④波佐見焼プログラム ④波佐見焼プログラム
　　路線バス。田子の浦バス停で乗り換え。 　　路線バス。佐世保バスセンターで乗り換え。 　　路線バス。所要時間約１時間。

　　所要時間約１時間。一日約１０便。 　　所要時間約１時間２０分。一日約１０便。 　　一日約１０便。

佐世保・波佐見地域
宿泊施設からのアクセス概況

九十九島観光ホテル させぼセントラルホテル

波佐見焼

ハウステンボスホテル

九十九島
ハウステンボス

煉瓦倉庫群



地

【長期滞在サービスシート】

域： コンソーシアム：　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県佐世保・波佐見地域　　

滞在プログラムタイトル 近代化遺産で音楽三昧・チョイ悪オヤジの旅

滞在プログラムタイトルの概要と
ＰＲポイント

滞在地となる佐世保市は日本一の煉瓦倉庫集積を誇る近代化遺産の宝庫。米海軍基地、海上自衛
隊、造船所に囲まれた煉瓦倉庫（もしくは元米軍のダンスホール）で思う存分ギターやドラムを練習。し
めくくりは地元のチョイ悪おやじたちとワイワイ飲みながらセッションを楽しめる。

メインターゲットと参加者数 団塊男性層がメインターゲット。夫婦でも仲間旅行でも楽しめる。　２名様～

実施時期と日程・期間 平成18年9月下旬～11月

滞在宿泊施設と料金 ①ハウステンボスホテル　②九十九島観光ホテル　③させぼセントラルホテル

参加費の目安
（現地までの交通費除く）

煉瓦倉庫使用料（５日間）　１～２万円程度
宿泊費（６泊７日／食費等雑費含まず）
　①ハウステンボスホテル（４万円程度）　②九十九島観光ホテル＆③させぼｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ（２．５万円）

２次交通サービス 佐世保市内路線バス全域フリーパス発行

コンシェルジュ窓口・問合せ先 佐世保観光情報センター（ＪＲ佐世保駅構内）＋各宿泊施設担当者

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

日程 項目 内容

１日目 移動・現地見学 【日中の過ごし方】

２日目 　 　煉瓦倉庫もしくは元米軍ダンスホールでお好きな楽器の練習

３日目 　 　お昼は、近所の佐世保バーガー？

４日目 音楽三昧 【夜の過ごし方】

５日目 　壁や天井いっぱいにドル札が貼られたガイジンバーや、４千枚のレコード盤に囲まれたＪＡＺＺ

６日目 　 　バーなどで楽しむ。

７日目 移動 　最後の夜は、元「チャゲ＆飛鳥」のギタリストがマスターというお店で地元のオヤジとセッション。

煉瓦倉庫。村上龍原
作の映画「６９」のロケ
セットも残っている。

元米軍のダンスホール

佐世保バーガー店も
徒歩圏内に１０件
程。

米海軍基地正門。レンガ倉
庫から徒歩３分の距離。

佐世保の夜は格別に楽しい。壁や天井いっ
ぱいにドル札が貼られたガイジンバーや4千
枚のレコード盤に囲まれたＪＡＺＺバー。アメ
リカ人がカラオケを楽しむウエスタンのお店
も。



【長期滞在サービスシート】

地域： コンソーシアム：　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県佐世保・波佐見地域

滞在プログラムタイトル 九十九島で風を学ぶヨット三昧の旅

滞在プログラムタイトルの概要と
ＰＲポイント

滞在地となる佐世保市の九十九島は、内海で波が穏やかながらも島々に囲まれているので複雑な風
が吹く絶好のヨットツーリングエリア。ニューカマーにはインストラクターによるコーチ付。経験者には
ヨット泊もありのヨットシェアリング。これからヨットに乗りたい人には船舶免許取得も併せて２週間コー
スもあり。

メインターゲットと参加者数 団塊男性層がメインターゲット。夫婦でも仲間旅行でも楽しめる。　２名様～

実施時期と日程・期間 平成18年9月下旬～11月

滞在宿泊施設と料金 ①ハウステンボスホテル　②九十九島観光ホテル　③させぼセントラルホテル

参加費の目安
（現地までの交通費除く）

【船舶免許取得コース】
船舶免許取得費（１２万円程度）　ヨット体験（２万円程度）
宿泊費　　①ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽﾎﾃﾙ（８～１０万円）　②九十九島観光ホテル＆させぼｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ（５万円）
【ヨット操船満喫コース】
ヨット体験５日分（２万円～４万円程度）
宿泊費　　①ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽﾎﾃﾙ（４万円程度）　②九十九島観光ﾎﾃﾙ＆させぼｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ（２．５万円）

２次交通サービス 佐世保市内路線バス全域フリーパス発行

コンシェルジュ窓口・問合せ先 佐世保観光情報センター（ＪＲ佐世保駅構内）＋各宿泊施設担当者

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

日程 項目 内容

　 　 　

　

月曜午後 移動 　

火～金 　 　学科指導及び修了審査（９：００～１８：００）

土日 ヨット三昧 　インストラクター付ヨット乗船体験

月～木 　実技指導及び終了審査（７：３０～１７：２０）

金土 　インストラクター付ヨｔット操船体験

日曜午前 移動 　

　

１日目 移動

２～３日目 　

４～６日目 　

７日目 移動 　

船舶免許取得コース

ヨット操船満喫コース

ヨット三昧

九十九島。
無人島に上陸してランチを楽しみ、のんびり島時間を
満喫。

黒島にある重文指定の黒島天主堂。
およそ７００人の島民の８割方がクリスチャンという隠れキ
リシタンの島で、海の道に想いを馳せつつ、素朴な島料理
をいただく。



コンソーシアム：　　　　　　　　　　　　　　　　

大人のための島旅　　～海と土と風を感じる本物ロハスツアー～

【概要】
滞在地となる佐世保市の「九十九島」は、ひとつの島の名称ではなく２０８もの島々がひしめく多島海の総
称。　国立公園に指定されているこの海域はとても自然豊か。　今次プログラムでは、この九十九島海域の
個性的な無人島群と隠れキリシタンの島をステージに、ロハスな旅を提案する。
【ＰＲポイント】
　なぜ九十九島でロハス？＝“無人島”という言葉が持つ“自然感”を活用。地元の啓発も。
①お天気に左右されやすい海系ｱｳﾄﾄﾞｱも一週間の日程を臨機応変に組みかえることができるので安心。
②水上ウォーキングと言われるカヤックも波の荒い場所ではハード。　内海で湖のように穏やかな九十九
島の海なら初心者も安心して、健康的な水上ウォーキングを楽しめる。
③黒島で育つ大豆の収穫の時期に合わせて、その大豆と海水にがりで作る黒島豆腐の手作り体験。

団塊世代夫婦がメインターゲット。　２名様～

平成１８年１０月～１１月間、３回募集

①ハウステンボスホテル　②九十九島観光ホテル　③させぼセントラルホテル　④山下旅館（黒島）

①遊覧船乗船（１０００円）
②カヤックツアー（１３０００円／ｶﾔｯｸﾚﾝﾀﾙ料・ﾚｯｽﾝ&ｶﾞｲﾄﾞ料・昼食・保険料込み）
③ヨット体験料（２０００円）
④黒島滞在費（１００００円／宿泊・ｶﾞｲﾄﾞ・黒島豆腐作り込み）
⑤黒島フェリー乗船料（１２００円）
⑥宿泊費（５泊６日／食費等雑費含まず）
　＊ハウステンボスホテル（３．５万円程度）　＊九十九島観光ホテル＆＊させぼｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ（２万円）

佐世保市内路線バス全域フリーパス発行

佐世保観光情報センター（ＪＲ佐世保駅構内）＋各宿泊施設担当者

日程 項目 内容

１日目 移動・現地見学 佐世保到着⇒コンシェルジェによる全体説明・市内散策など

２日目 九十九島全体像把握 展望台から九十九島を俯瞰⇒遊覧船乗船⇒九十九島調査研究室で島の特徴や稀少植物について受講

３日目 カヤック インストラクター同伴ツアー。　

　 ｶﾔｯｸ漕ぎ方ﾚｯｽﾝ⇒無人島へ⇒無人島上陸後ｱｳﾄﾄﾞｱｸｯｷﾝｸﾞ⇒昼食⇒お昼寝⇒無人島出発・本土へ

４日目 黒島 フェリーで黒島へ⇒黒島史跡保存会の案内で黒島一周⇒①魚釣り②黒島豆腐＆お饅頭作り⇒黒島泊（民宿）

５日目 黒島 ６時黒島天主堂ミサ参加⇒朝食⇒朝食後のお散歩⇒フェリーで本土へ⇒午後自由行動

６日目 ヨット 午前中ヨット乗船⇒昼食（九十九島かきを炭火焼で）⇒午後自由行動

７日目 移動 佐世保出発

【長期滞在サービスシート】

地域：長崎県佐世保市地域　　

滞在プログラムタイトル

滞在プログラムタイトルの概要と
ＰＲポイント

２次交通サービス

コンシェルジュ
窓口・問合せ先

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

メインターゲットと参加者数

実施時期と日程・期間

滞在宿泊施設と料金

おひとりさまあたり
参加費の目安

（現地までの交通費除く）

宿泊費以外
２８０００円

２日目：展望台 ２日目：遊覧船 ３日目：カヤック

４日目：黒島

６日目：ヨット ６日目：九十九島かき



【長期滞在サービスシート】

地域： コンソーシアム：　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県佐世保・波佐見地域

滞在プログラムタイトル 陶器の里で陶芸家に弟子入り　～　肥前陶磁器を極めるロングステイ

滞在プログラムタイトルの概要と
ＰＲポイント

滞在地となる波佐見町は４００年の歴史と伝統を持ち、「くらわんか茶碗」に代表される日常生活陶器の
里。　昔ながらのたたずまいを残す陶郷中尾山で、土作りから窯焼きまでじっくり学ぶ。　特にロングコース
は過酷な登り窯での窯焼きも体験できる本物感たっぷりのコース。空いた時間も有田焼や三川内焼等の
陶磁器巡りが楽しめる、肥前陶磁器を極めるロングステイ。

メインターゲットと参加者数 団塊世代層　　１名様～　（ショートステイ４名・ロングステイ７名まで）

実施時期と日程・期間
平成18年9月下旬～11月

　◆ショートコースは月２回受入（１・１５ひスタート）　　◆ロングコースは１０月１９日（木）から１５日間

滞在宿泊施設と料金 ①ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽﾎﾃﾙ　②九十九島観光ﾎﾃﾙ　③させぼｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ　④陶郷中尾山伝習館

参加費の目安
（現地までの交通費除く）

【ショートコース】（９泊１０日うち波佐見２泊）
体験費（５０，０００円）
宿泊費　　①ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽﾎﾃﾙ（４万円程度）　②九十九島観光ホテル＆させぼｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ（２．５万円）
【ロングコース】（１４泊１５日うち波佐見４泊）
登窯焚き体験費（８０，０００円）
宿泊費　　①ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽﾎﾃﾙ（７万円程度）　②九十九島観光ﾎﾃﾙ＆させぼｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ（４万円程度）

２次交通サービス 佐世保市内路線バス全域フリーパス発行

コンシェルジュ窓口・問合せ先 佐世保観光情報センター（ＪＲ佐世保駅構内）＋各宿泊施設担当者

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

日程 項目 内容

　 　 　

　

　 　

　 　

　 　

　 　 　

透けるような白磁と繊細な染め付けが波佐見焼の特徴

まるで、窯元に弟子入りしたかのような
貴重な体験ができます。

波佐見町都市農村交流協議会
ＮＰＯ法人グリーンクラフトツーリズ
ム研究会

スケジュールについては、別紙のとおり



陶器の里で窯元に弟子入り　～　肥前陶磁器を極めるロングステイ

ショートコース（９泊１０日）

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目

午　前 　 ろくろ成形 絵付体験

終日乾燥
その時間を
利用して肥
前陶磁器の
里巡り
（旧平戸藩
ご用達窯
「三川内焼」
の里散策や
有田焼の里
散策等

窯積み
素焼き 終日乾燥

その時間を
利用して肥
前陶磁器の
里巡りや周
辺観光地散
策等

絵付け
終日さまし
その時間を
利用して肥
前陶磁器の
里巡りや周
辺観光地散
策等

　 　

午　後 到着 〃
絵付体験
乾燥

波佐見「中
尾山」散策

釉薬かけ
窯詰め作業

窯出し作業 出発

夜　間
火入れ・本
焼成（翌朝
５時まで）

宿泊 　 波佐見町泊  波佐見町泊 　 　

ロングコース（１４泊１５日）

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目 15日目

午　前 　 ろくろ成形 絵付け 窯積み作業
登り窯窯焚
き

登り窯窯焚
き

終日さまし 終日さまし 終日さまし 終日さまし 終日さまし 終日さまし 終日さまし

窯出し作業 窯出し作業

午　後 到着 〃
絵付け・釉
薬がけ作業

〃 〃 〃 〃 〃

夜　間
火入れ・本
焼成

宿泊 　 波佐見町泊 波佐見町泊 波佐見町泊 波佐見町泊  　 　

※ロングコースの場合、「さまし時間」の７日間を有効にお過ごしいただくために、通常のツアーでは味わえないようなこだわりのメニューをふんだんにご用意しております。

　お好みやご予算に合わせてお選びいただけるショアエクスカーションメニューは、以下のとおりですが、お客様のご要望に応じて他のアレンジメントも可能です。

　　（すみません、まだ調整中です。）

①肥前陶磁器の歴史・土選びを徹底的に学ぶ 　 　 　

②武家茶道「鎮信流」の作法を学ぶ（三川内焼は旧平戸藩ご用窯。磁器のお茶道具もあり） 　 　

③伝統工芸士から絵付けを徹底的に学ぶ（ いなか ども）江戸時代、旧平戸藩ご用達窯にしかゆるされて った唐子絵な 　

※ハウステンボスＪＲ全日空ホテルにご宿泊の場合、さまし期間中に「一流ホテルシェフに学ぶ・本格料理教室」に参加することができます（２日間）。

　詳細は別紙「全日空ホテル企画（長期滞在シート）」をご参照ください。



【長期滞在サービスシート】

地域： コンソーシアム：　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県佐世保市地域　　

滞在プログラムタイトル 器のふるさとで、ちょい悪おやじの男の本格料理教室「やきもの三昧＆器を飾る和、洋、中の料理をプロから学ぶ」

 滞在プログラムタイトルの概要とＰＲポイント

波佐見町のやきものプログラム8日間プログラムとタイアップ。器を飾るコース料理（和食、洋食、中華、デザー
ト）と料理毎の器の選び方をプロから学びます。一日目の夜には当ホテル専属ソムリエによるワイン講座も実
施。また近郊がお茶の産地でもあるので日本茶の美味しい立て方、お湯のみの選び方講座も開催します。料
理コースの中に「大切な人へのおもてなし。家庭でもできる本格ディナーコース」「ちょい悪おやじのための男の
本格料理（酒のアテ系）コース」等変化をもたせます。

メインターゲット 絵画制作を趣味とする方々

参加者数 10名程度

実施時期と日程・期間 平成１８年９月下旬～１２月中旬、２日間

※波佐見町やきものプログラム８日間とのタイアップ

滞在宿泊施設と料金 ハウステンボスジェイアール全日空ホテル・・・7,000円/人、食事無し1泊料金

※料金・・・食事無し1名様料金

 参加費の目安（現地までの交通費除く） 料理講習費＋材料費＋試食費＝７万円

備考

◎作成した料理については、試食していただきます。

２次交通サービス 佐世保市内路線バス全域フリーパス発行

 コンシェルジュ窓口・問合せ先 佐世保観光情報センター（ＪＲ佐世保駅構内）＋各宿泊施設担当者

１日目 ①9時スタート　ランチコースの講習、器の選び方講座　3時間

②12時　昼食（試食品評会）

③13時～15時休憩

～ ④15時ディナーコースの講習、器の選び方講座　3時間

⑤18時夕食（試食品評）　ソムリエによるワイン講座　終了後ホテル泊

２日目 ①9時スタート　ランチコースの講習、器の選び方講座　3時間

②12時　昼食（試食品評会）

③1３時　専属パティシエによるデザート講座　２時間

④試食、日本茶講座　15時～16時

⑤終了後宿泊

空き時間に楽しめるコンテンツ・他

　■ホテル専用コートでの長崎国際大学テニス部による、テニス教室

　■ハウステンボスで出来る・受付可能なコンテンツ

　・博物館、美術館、アミューズメント施設など／『ハウステンボス場内各施設』

　・マリン体験（ヨット、クルーザー、シーカヤック、ダイビング、フィッシングなど）／マリンレジャー受付『パラディ』

　・スパ、リラクゼーション、ヨガ、プールなど／TheＬｉｆｅＳｐａ『ＲＩＮ』

　・各種カルチャー体験／『ハウステンボスアカデミア』

　・周遊観光バスツアー（長崎市内、九十九島、有田・伊万里など）／『ハウステンボス観光』

　■近隣観光地

　・九十九島（西海パールシーリゾート）、西海橋・新西海橋、浦頭引揚記念平和公園／佐世保市

　■近隣イベント

　・ＹＯＳＡＫＯＩさせぼ祭り／佐世保市（10/28・29）

　・させぼきらきらフェスタ／佐世保市（11/17～12/25）

　・長崎くんち／長崎市（10/7～9）



【長期滞在サービスシート】

地域： 　 コンソーシアム：　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県佐世保・波佐見地域

滞在プログラムタイトル ストリートオルガンマイスターに弟子入りしよう！『ハウステンボスでストリートオルガン作り』

 滞在プログラムタイトルの概要とＰＲポイント

日本におけるストリートオルガンの第一人者松本尚登氏の指導によりヨーロッパの伝統的オルガン作りを体
験していただけます。材料の選び方からオルガンの仕組み、製作の工夫、メンテナンスに至るまでオルガン作
りのトップマイスターがその知恵と技術を伝授するハウステンボスでしか体験できない大変貴重なプランで
す。これであなたもマイスター。

メインターゲット ものづくりに興味がある熟高年層（イメージ：リタイア後の夫婦）

参加者数
１回の募集に付き二組様４名（一組につき一台製作※一組２台以上の製作をご希望の場合は追加料金でご
相談に応じます）

実施時期と日程・期間 平成１８年９月下旬～１２月中旬、２回実施。各３０泊。
※実施期間についてはストリートオルガン製作を優先にした日数にしております。別紙スケジュールを
　ご覧いただきスケジュールに余裕を持たせた方が良い場合は期間調整は可能です。
※製作期間約３０日間を製作開始日から１年以内の完成を条件に分割可（2～4分割）。
　◆１期間・・・最低７日間以上
　　イメージ：秋期（06.10月）-10日間、冬期（07.1月）-10日間、春期（07.3月）-10日間の3分割
　　　　　　　　　　　＊スケジュールに余裕を持たせた方が良い場合は期間調整は可能です。

滞在宿泊施設と料金 ホテルデンハーグ（ツインタイプ）・・・180,000円（1泊6,000円）

※料金・・・食事無し1名様料金 フォレストヴィラ（コテージタイプ）・・・210,000円（1泊7,000円）

 参加費の目安（現地までの交通費除く）
ストリートオルガン製作一式・・・40万円（材料代・講師料・人件費・保険費用等見込でおります）
※ハウステンボス入場料及びパスカード対象施設はご滞在期間中全てフリーでご利用いただけます。
※その他、滞在期間中にお楽しみいただくアクティビティ等の費用は含まれておりません。

備考
◎製作の準備の為、予約は催行日の45日前までにお申し込み下さい。
◎滞在期間中の食事についてはハウステンボス場内に20店舗を超えるレストラン、及びハウステンボス場外
にも車で30分圏内に多数のレストランがございます。

２次交通サービス 佐世保市内路線バス全域フリーパス発行

 コンシェルジュ窓口・問合せ先 佐世保観光情報センター（ＪＲ佐世保駅構内）＋各宿泊施設担当者

滞在プログラム ケ ル内容とス ジュー ～別紙をご参照下さい～

空き時間に楽しめるコンテンツ・他

　■ハウステンボスで出来る・受付可能なコンテンツ

　・博物館、美術館、アミューズメント施設など／『ハウステンボス場内各施設』

　・マリン体験（ヨット、クルーザー、シーカヤック、ダイビング、フィッシングなど）／マリンレジャー受付『パラディ』

　・スパ、リラクゼーション、ヨガ、プールなど／TheＬｉｆｅＳｐａ『ＲＩＮ』

　・各種カルチャー体験／『ハウステンボスアカデミア』

　・周遊観光バスツアー（長崎市内、九十九島、有田・伊万里など）／『ハウステンボス観光』

　■近隣観光地

　・九十九島（西海パールシーリゾート）、西海橋・新西海橋、浦頭引揚記念平和公園／佐世保市

　■近隣イベント

　・ＹＯＳＡＫＯＩさせぼ祭り／佐世保市（10/28・29）

　・させぼきらきらフェスタ／佐世保市（11/17～12/25）

　・長崎くんち／長崎市（10/7～9）

期間の２～３分割も可能



ストリートオルガン作り１ヶ月

滞在スケジュールイメージ

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ７日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目 15日目 16日目 18日目 19日目 20日目 21日目 22日目 23日目 24日目 25日目 26日目 27日目 28日目 29日目 ３０日目 ３１日目

午前
座学
□ｽﾄﾘｰﾄｵﾙｶﾞ
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【長期滞在サービスシート】
地域： コンソーシアム：　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県佐世保市地域　　

滞在プログラムタイトル ヨーロッパの街並みで個展を開こう『ハウステンボスで個展を開くアーティストな一週間』

 滞在プログラムタイトルの概要とＰＲポイント
ハウステンボスにあるギャラリーで、あなたの作品を展示していただけます。1週間個展をしながら滞在をして、
新しい作品をつくりながら新しいコミュニケーシュンの輪を広げていただけます。

メインターゲット 絵画制作を趣味とする方々

参加者数 二組迄（複数人でのグループでの参加も可能です）

実施時期と日程・期間 平成１８年９月下旬～１２月中旬、7日間

※展示室の空き状況によりご利用いただけない期間もございます。

滞在宿泊施設と料金 ホテルデンハーグ（ツインタイプ）・・・42,000円（1泊6,000円）

※料金・・・食事無し1名様料金 フォレストヴィラ（コテージタイプ）・・・49,000円（1泊7,000円）

 参加費の目安（現地までの交通費除く）
展示費用・・・15万円（搬出入にかかる費用は含まれておりません）
※ハウステンボス入場料及びパスカード対象施設はご滞在期間中全てフリーでご利用いただけます。
※その他、滞在期間中にお楽しみいただくアクティビティ等の費用は含まれておりません。

備考

◎作品に関する破損その他の保証はハウステンボス側での責任は負いかねます。
◎実施にあたっては事前にハウステンボス美術館の事前の審査及び打合せが必要です。
◎展示の管理や監視参加者の皆様でお願い致します。
◎展示する作品は販売も可能です。但し、弊社に対しての販売手数料が必要となります。※事前の打合せ時
ご相談下さい。
◎特定の政治、宗教活動や公序良俗に反するものにはご利用いただけません。
◎個展開催場所・・・ハウステンボス美術館（パレスハウステンボス3階）
◎滞在期間中の食事についてはハウステンボス場内に20店舗を超えるレストラン、及びハウステンボス場外に
も車で30分圏内に多数のレストランがございます。

２次交通サービス 佐世保市内路線バス全域フリーパス発行

 コンシェルジュ窓口・問合せ先 佐世保観光情報センター（ＪＲ佐世保駅構内）＋各宿泊施設担当者

１日目 ●展示室確認・展示 　　　●製作などアーティスト活動（場内各所可）

２日目

～ 期間中の個展会場の監視は参加の皆様で対応

５日目

６日目 閉館後、搬出作業

７日目

空き時間に楽しめるコンテンツ・他

　■ハウステンボスで出来る・受付可能なコンテンツ
　・博物館、美術館、アミューズメント施設など／『ハウステンボス場内各施設』
　・マリン体験（ヨット、クルーザー、シーカヤック、ダイビング、フィッシングなど）／マリンレジャー受付『パラディ』
　・スパ、リラクゼーション、ヨガ、プールなど／TheＬｉｆｅＳｐａ『ＲＩＮ』
　・各種カルチャー体験／『ハウステンボスアカデミア』
　・周遊観光バスツアー（長崎市内、九十九島、有田・伊万里など）／『ハウステンボス観光』
　■近隣観光地
　・九十九島（西海パールシーリゾート）、西海橋・新西海橋、浦頭引揚記念平和公園／佐世保市
　■近隣イベント
　・ＹＯＳＡＫＯＩさせぼ祭り／佐世保市（10/28・29）
　・させぼきらきらフェスタ／佐世保市（11/17～12/25）
　・長崎くんち／長崎市（10/7～9）

個
展
開
催

展
示

製
作



■ハウステンボスで出来る・受付可能なコンテンツ

コンテンツ 料金 内容

（1）ミュージアム ※ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ･･･1日ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾃﾙﾘｿﾞｰﾄﾊﾟｽﾎﾟｰﾄで利用可

　・パレスハウステンボス 300円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 17世紀にハーグの森に建てられ、現在はオランダのベアトリクス女王陛下のお住まいになっている宮殿の外観を忠実に再現しています。

　・オルゴールファンタジア 400円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ オランダ・ユトレヒト大学の大学会館をモデルにした建物の中には、18～19世紀にかけて制作された約60点の自動演奏楽器が並んでいます。

　・テディベアキングダム 200円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ  アンティークベア・アーティストベア、メーカーベアなど、世界のあらゆるジャンルのベア約1,500体を収集・展示しています。

　・ギヤマンミュージアム 400円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ ガラス工芸品の美術館としては国内屈指の質と規模を誇り、およそ120点を常時展示しています。

　・ポルセレインミュージアム 400円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 東西交流を物語る磁器を常時200点飾っており、収蔵品の質と規模では国内有数を誇っています。

　・シーボルト出島蘭館 無料 鎖国時代、国内唯一の海外交流の場であった長崎の出島の様子と、オランダ商館医として出島に着任したシーボルトの人間像に焦点を当てた展示空間。

　・カロヨンシンフォニカ 200円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ ヨーロッパ各地から集めた12～20世紀の鐘を中心に、考古学的にも貴重な約350点を収蔵・展示する国内初の鐘学専門の博物館です。

（2）アミューズメント ※ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ･･･1日ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾃﾙﾘｿﾞｰﾄﾊﾟｽﾎﾟｰﾄで利用可／とくﾊﾟｽ･･･1日とくとくﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、ｵﾌｨｼｬﾙﾎﾃﾙﾘｿﾞｰﾄとくとくﾊﾟｽﾎﾟｰﾄで利用可

　・ミステリアスエッシャー 400円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 「だまし絵」で有名な20世紀のオランダを代表する鬼才版画家M.C.エッシャーの摩訶不思議な世界へとご案内します。

　・ホライゾンアドベンチャー 600円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 実際にオランダで発生した大洪水の猛威を体験することができる、大迫力の体感シアター。霧や稲妻、波、豪雨、竜巻が発生し、800トンもの本物の水が客席をのみこみます。

　・天星館 400円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 星・星座・星占いといった、ロマンチックでミステリアスな世界と、コンピューター技術がドッキングした入館者参加型のエンターティメントホールです。

　・クリスタルドリーム 400円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 魅惑的な音楽が流れる中、虹色に輝く噴水の上に幻想的なバレエの映像を融合させた、ファンタスティックな水上レビューショーを楽しむことができます。

　・フライトオブワンダー 600円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ  空飛ぶ小さな魔女と一緒に、夢と冒険の世界へ旅立つライド型アトラクション。ヨーロッパの童話では永遠のキャラクターである魔女が誘う新しい楽しさを実感してください。

　・大航海体験館 600円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 日本とオランダとの交流の先駆けとなった帆船デ リーフデの歴史的な大航海を、本番さながらに体験できる、海上に浮かぶ世界最大級のシミュレーションシアター。 

　・ドムトールン 400円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 高さ105メートルのハウステンボスのシンボルタワー。場内のどこからでも目にすることができ、お客様にとって道しるべの役割も果たしています。

　・Ｋｉｒａｒａ（キララ） 500円 とくとくﾊﾟｽ 日本最新技術“ＩＦＸシアター”の美しいＣＧ映像を通し地球環境の大切さを表現した新アミューズメント施設です。（2006年7月22日オープン）

　・ミラーメイズ 300円 とくとくﾊﾟｽ ミラーの特殊な装飾によって創り出される不思議な空間が、幻想的な迷路の世界を演出します。

（3）マリンレジャープログラム

　・大村湾クルーズ 2000円～／50分 海というステージへあなたを誘う極上のクルーザーたち。優雅なクルーザーでドラマティックなクルージングを楽しむ。

　・イルカ探し＆サンセットクルーズ 3000円～／90分

　・ヨットクルーズ 2200円／50分

　・フィッシング 1000円／120分（釣竿・えさ代込） 波静かな大村湾にのんびりと・・・初心者の方も、気軽につりの醍醐味を満喫できます。

　・シーカヤック体験 2200円～ シーカヤックでしか味わえない、海上からの目線と海の一体感。

（4）その他体験プログラム

　・木靴絵付け 1260円～ オランダの代名詞木靴にお好みの絵を描きましょう。自分だけのオリジナル木靴は一番の旅の思い出になるでしょう。

　・ガラス細工体験 1050円～ カラフルな色ガラスを重ねて電子レンジに入れると・・・ポップでかわいいガラスアクセサリーの出来上がり。

　・とんぼ玉アクセサリー 1050円～ とんぼ玉・パーツ類を選んで作るオリジナルアクセサリー。お子様にも簡単につくれるアイテムです。

　・本真珠のアクセサリー 金具1400円～、真珠2400円等 淡いピンクが特徴の地元大村湾の真珠をつかってアクセサリーを手作りいただきます。

　・ステンドグラス体験 1575円～ 色ガラスの選び方やレイアウトを学んで、自分だけの小物作りをお楽しみ下さい。

（5）スパ『ライフスパ　ＲＩＮ』

　・ＲＩＮホテルヨーロッパ ヨーロピアンクラシカルなインテリアに囲まれた、ゆったりとしたトリートメントルームは、いずれもツインルームでカップルや友人ふたりで受けられます。

　・ＲＩＮウェルネス 洋服を着たままで受けられる、オープンスペースのカジュアルなものから、個室で贅沢なトリートメントメニューまで多様な要望にお応えいたします。

（5）ハウステンボス内アクセス

　・クラシックバス 大人200円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ ブルーケレン～スパーケンブルグ間（15分）を運行する路線バスです。

　・カナルクルーザー 大人600円 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ キンデルダイクとユトレヒトを起点に運河を周遊します。（1周25分）

　・レンタサイクル 1000円～／1人乗り・3時間 一人で、二人で、グループで乗れる楽しい自転車をご用意しております。



地域： 五島 コンソーシアム：五島市観光協会

*必要に応じ参考資料を添付してください。

【五島におけるPRポイント】

①五島列島海の収穫祭～海の幸丸ごと体験
海が好きで島の暮らしに関心のある人に、伊勢エビの刺網漁やタイ・ハマチ養殖
イケスでの餌やりなどをベテラン漁師と体験するコースをご用意しました。漁の
後に漁師と食べる浜料理が五島の味。イケスのそばでの魚釣りあり、水いか・き
びなごの一夜干し作り体験あり。もちろん自分で作った干物などをお持ち帰り、
または後日発送します。
（具体的メニュー：刺網体験、養殖作業体験、天然塩づくり体験、灰ダコ獲り漁
体験、魚加工体験、海鮮料理体験）
②五島列島山の収穫祭～山の幸丸ごと体験
野菜作りや農作業が好きで島の暮らしに関心のある人に、農業公社や地元農家の
協力を得て夏採りアスパラなどの収穫や野菜の苗植え、農業機械操作の体験コー
スをご用意しました。もちろん収穫した野菜を味わい、お土産に。また自分で苗
植えした野菜を収穫時期に発送します。その他、今話題のつばき油を五島特産の
つばきの実を搾って作る椿油作り体験コースもあります。
（具体的メニュー：水稲刈り、夏採りアスパラの収穫、椿油しぼり体験、農機具
の操作、かんころ餅作り体験、食体験）
③五島巡礼の旅～隠れキリシタン・空海の足跡を探る
五島ならではの文化・歴史をふるさとガイドの座学で学び、自分の足で探りま
す。(１)五島は厳しい弾圧を逃れてきた隠れキリシタンの島。日本で最初の霊泉
地「ルルドの泉」がある井持浦教会を始め、今も多くの教会が山あいや入り江に
残っています。ゆっくりあなたの足で巡ってください。(２)わが国の真言密教の
開祖、弘法大師空海が唐から帰り最初に布教を始めたゆかりのお寺巡りやお遍路
コースを時間をかけて廻ります。

２次交通サービス

（具体的メニュー：ウォーキングで巡る教会・五島八十八ケ所、九州百名山・七
岳トレッキング、食体験）
④キャプテンコース
大好きな釣りを楽しみながらボートライセンスを取得します。免許講習の合い間
にクルージングや船釣り三昧。夜は自分で釣った魚で一献。
(具体的メニュー：小型船舶免許取得、体験クルーズ、食体験)

滞在プログラム
（深度化した

テーマツーリズム）

コンシェルジェ窓口

（地元の協力体制を明記）

①五島コンカナ王国コテージ
・滞在型リゾート施設で思いっきりくつろぎ、ホテルでは味わえない自由なステ
イを実現できます。また施設内にある陶芸館の五島紺加那窯［こんかながま］で
は、手びねりや絵付けなどの陶芸体験も可。さらに露天風呂、サウナも揃った天
然鬼岳温泉で1日の疲れを癒せます。
・五島の空の玄関口福江空港からタクシーで５分。最寄のバス停まで車で３分、
市内までバスで１０分。
②五島バスターミナルホテル
・軽微な炊事施設・食器完備のトリプルタイプの部屋を用意しました。当ホテル
で五島めぐり定期観光バス(ＡＢＣＤコースあり)の予約もできます。
・最寄のバス停まで徒歩０分、五島バス発着所なのでバスを利用しての移動に便
利。五島市の玄関口福江港まで徒歩３分。

・滞在期間中、五島バスのフリー乗降パスを発行。
・地域内のバス路線マップ、時刻表を作成し、滞在客に配布。
・市街地以外の路線バスは自由乗降(バス停以外でも乗降可)。

・五島市観光協会(窓口：事務局長　五島典昭)及びその支部を窓口として、市内
各種団体が連携してサポートする。
・滞在地周辺のレストラン、商店街などの生活マップを配布。
・滞在者のニーズに応じたショートトリッププランの相談・作成。

宿泊施設



                   

                           

                                         

                                                

                   



プログラム①五島列島海の収穫祭 ～海の幸丸ごと体験

【体験 一例】

『養殖漁体験』
五島の激しい潮流の中で育てられたハマチ・鯛などに餌をあたえると
一斉に水しぶきをあげ浮上します。
季節によっては、天然魚が餌を求めてイケスの周囲に集まり釣り上げる
こともできます。養殖業者の方と給餌体験をします。

『塩づくり』
海水を煮詰めた塩作りを体験します。

『イカの一夜干し加工体験』
イカの加工過程に加わります。

プログラム②五島列島山の収穫祭 ～山の幸丸ごと体験

【体験 一例】
『秋野菜の収穫・稲刈り』
農家と一緒に水稲の刈り取りや秋野菜
の収穫作業を体験します。

『椿油づくり』
地元特産品をつくります。

プログラム③五島巡礼の旅 ～ 隠れキリシタン・空海の足跡を探る

『五島教会巡り』
五島は、厳しい弾圧を逃れてきた隠れキリシタンの島。日本で最初の
霊泉地「ルルドの泉」がある井持浦教会を始め、今も多くの教会が山
あいや入り江に残っています。まずは、ふるさとガイドの座学で歴史
や教会などを学び、自分の足で探ります。

『五島八十八ヶ所巡り』
五島は、わが国の真言密教の開祖、弘法大師空海が唐から帰り最
初に布教を行った地。空海ゆかりのお寺巡りやお遍路コースをふる
さとガイドの座学で学び、自分の足で探ります。

【体験 一例】



プログラム④キャプテンコース

【体験 一例】

『大瀬崎クルージング』
五島の観光スポットになっている大瀬崎断崖と灯台を海から眺める
ことができます。高さ100メートルを超える断崖絶壁に建てられた
白亜の灯台は大迫力です。

『船釣り』
五島の周囲はどこも格好の釣りポイント。メジナ、イサキ、マダイなど
が釣れます。ジギングで青物も。釣った魚は「おみやげ」にしてもいいし、
地元の民宿、旅館で料理してもらうこともできます。

宿泊施設

［五島コンカナ王国］
滞在型リゾート施設で、思いっきりくつろぎ、ホテルでは味わえな
い自由なステイを実現できます。テニスコートなどのスポーツ施設
のほかに五島紺加那窯では、手びねりや絵付けなどの陶芸体験
もできます。
露天風呂、サウナも揃った天然鬼岳温泉で一日の疲れを癒せま
す。
五島コンカナ王国
所在地 〒853-0214長崎県五島市上五島町１２４３

TEL：.０９５９－７２－１３４８

［五島バスターミナルホテル］
トリプルタイプの部屋をご用意。五島めぐり定期観光バスも予約
できます。ホテル前バス停が五島バス発着所なのでバスを利用
しての移動に便利。
五島バスターミナルホテル
所在地 〒853-0214長崎県五島市東浜町一丁目２番１号

TEL：.０９５９－７２－２１１１



【長期滞在サービスシート】

地域： コンソーシアム：五島市観光協会　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県五島市地域　　

滞在プログラムタイトル 五島列島海の収穫祭～海の幸丸ごと体験

滞在プログラムタイトルの概要と
ＰＲポイント

ベテラン漁師との伊勢エビ刺網漁やタイ・ハマチ養殖場での餌やりは大迫力。漁の後に漁師と食べる浜料理は
五島の味。養殖イケスのそばで魚釣りもできます。水いかやきびなごの一夜干し作り、本物を求めて海水から釜
茹でする天然塩作りなども体験します。作ったものはお土産にお持ち帰りください。

メインターゲット
と参加者数

海が好きで、島の暮らしに関心のある人。
１回１０名以内。期間中1回実施。

実施時期と日程・期間 平成１８年９月下旬、１回実施、６日間

滞在宿泊施設と料金 五島コンカナ王国コテージ、五島バスターミナルホテル　21,000円～33,000円

参加費の目安
（現地までの交通費除く）

島の幸を味わう一式：３万円、宿泊費２万円
合計：５万円（食費、OP等の実費は含まず）

２次交通サービス 五島島内及び奈留島内全域のバスフリーパス券

コンシェルジュ
窓口・問合せ先

五島市観光協会（0959-72-2963）

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

日程 項目 内容

１日目 移動・現地見学 移動　　福江空港着　11:30　→　福江市街地観光めぐり（OP：専門ガイドあり）

移動　　→　17:00　宿

２日目 漁業体験 移動　　→　08:00　漁業体験（刺網漁・水産加工体験）

　　　　　　　　　　　　　漁師と一緒に網上げ作業や網の手入れを体験。

３日目 漁業体験 移動　　→　08:00　漁業体験（養殖場でのえさやり作業）

　　　　　　　　　　　　　作業の合間に養殖イケスの横で魚釣り。

　　　　　　　　　　　　　食事は漁師と一緒に。

４日目 五島島内観光 五島島内の大瀬崎灯台や大宝寺、高浜海水浴場など（OP:専門ガイドあり）

　　　　　　　　　　　　　汲み上げた海水を釜で茹でる塩作りを体験。

　　　　　　　　　　　　　（OP：大瀬崎断崖クルーズなど）

５日目 五島島内観光 五島島内の堂崎天主堂などの教会巡り、奈留島千畳敷など（OP：専門ガイドあり）

６日目 移動 移動　　福江空港発　12:00

　　　　　　　　　　　　　2日目、３日目に作った干物をお土産　　→　帰路

　　　　　　　　　　　　　　



コンソーシアム：五島市観光協会　　　　　　　　　　　　　　　　

五島列島山の収穫祭～山の幸丸ごと体験

地元農家と一緒に水稲の刈り取りや夏採りアスパラなど、野菜の収穫作業を体験。夜は自分で収穫した野菜で
晩御飯作りに挑戦。農業公社でトラクターやコンバインの実技体験もできます。今話題の椿油を五島特産のつ
ばきの実を搾って作る椿油作り体験コースもあります。

農業が好きで、島の暮らしに関心のある人。
１回１０名以内。期間中１回実施。

平成１８年９月下旬～１０月、１回実施、６日間

五島コンカナ王国コテージ、五島バスターミナルホテル　21,000円～33,000円

島の幸を味わう一式：３万円、宿泊費２万円
合計：５万円（食費、OP等の実費は含まず）

五島島内及び奈留島内全域のバスフリーパス券

五島市観光協会（0959-72-2963）

日程 項目 内容

１日目 移動・現地見学 移動　　福江空港着　11:30　→　福江市街地観光めぐり（OP：専門ガイドあり）

移動　　→　17:00　宿

２日目 農業体験 移動　　→　08:30　農業体験（秋野菜収穫）

　　　　　　　　　　　　　農家と一緒に夏採りアスパラなどの野菜収穫を体験～生のアスパラの味をご存知ですか？

　　　　　　　　　　　　　収穫した野菜で晩御飯作り

３日目 農業体験 移動　　→　08:30　農家と一緒に農作業体験（水稲の刈り取り体験）

　　　　　　　　　　　　　農業公社の作業を体験。（農作業機械の操作経験も）

４日目 五島島内観光 五島島内の大瀬崎灯台や大宝寺、高浜海水浴場など（OP:専門ガイドあり）

　　　　　　　　　　　　　汲み上げた海水を釜で茹でる塩作りを体験　（OP：大瀬崎断崖クルーズなど）

５日目 五島島内観光 五島島内の堂崎天主堂などの教会巡り（OP：専門ガイドあり）、椿油絞り体験、かんころもち作り体験

６日目 移動 移動　　福江空港発　12:00

　　　　　　　　　　　　　2日目、３日目に収穫した野菜をお土産　　→　帰路

　　　　　　　　　　　　　　

実施時期と日程・期間

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

２次交通サービス

コンシェルジュ
窓口・問合せ先

【長期滞在サービスシート】

地域：長崎県五島市地域　　

滞在宿泊施設と料金

参加費の目安
（現地までの交通費除く）

滞在プログラムタイトル

滞在プログラムタイトルの概要と
ＰＲポイント

メインターゲット
と参加者数



【長期滞在サービスシート】

地域： コンソーシアム：五島市観光協会　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県五島市地域　　

滞在プログラムタイトル 五島巡礼の旅～隠れキリシタン・空海の足跡を探る

滞在プログラムタイトルの概要と
ＰＲポイント

五島をゆっくり自分の足で体験：①厳しい弾圧を逃れ、五島に移り住んだキリシタンの人々の末裔によって建て
られた教会群巡り。　②真言密教の開祖 弘法大師空海が唐から帰り、日本で初めて布教を行った地での八十
八ヶ所巡り。ふるさとガイド(希望により同行可能)が解説いたします。バスフリーパス券で島内どこでも自由に乗
降。

メインターゲット
と参加者数

教会やキリシタン、お遍路などに興味を持ち、島の暮らしに関心のある人、ゆっくり時間をかけて自分の足で旅し
てみたいという人。
１回１０名以内。期間中２回実施。

実施時期と日程・期間 平成１８年９月下旬～１０月、２回実施、６日間

滞在宿泊施設と料金 五島コンカナ王国コテージ、五島バスターミナルホテル　21,000円～33,000円

参加費の目安
（現地までの交通費除く）

島の幸を味わう一式：３万円、宿泊費２万円
合計：５万円（食費、OP等の実費は含まず）

２次交通サービス 五島島内及び奈留島内全域のバスフリーパス券

コンシェルジュ
窓口・問合せ先

五島市観光協会（095９-7２-2９６３）

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

日程 項目 内容

１日目 移動・現地見学 移動　　福江空港着　11:30　→　福江市街地観光めぐり（OP：専門ガイドあり）

移動　　→　17:00　宿

２日目 教会巡礼 　午前：ふるさとガイド解説

　午後：教会巡り　～必見ポイント～　赤レンガ造りの堂崎教会、井持浦教会のルルドの泉

３日目 教会巡礼 　午前・午後：教会巡り

４日目 八十八ヶ所巡礼 　午前：ふるさとガイド解説

　午後：五島八十八ヶ所巡り　～必見ポイント～　五島真言宗の本山・明星院、西の高野山・大宝寺、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　遣唐使ふるさと館では遣唐使物語上映

※希望札所へお出向きください。

５日目 八十八ヶ所巡礼 　午前・午後：五島八十八ヶ所巡り

６日目 移動 移動　　福江空港発　12:00

　　　　　　　　　　　　　　　→　帰路

　　　　　　　　　　　　　　



【長期滞在サービスシート】

地域： コンソーシアム：五島市観光協会　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県五島市地域　　

滞在プログラムタイトル キャプテンコース

滞在プログラムタイトルの概要と
ＰＲポイント

ボートライセンス取得と釣り三昧：　　4日間の講習で２級小型船舶操縦免許を取得します。講習の合間には五島
の海でクルージング体験や釣り三昧。夜は自分で釣った魚を味わう（調理できない人は居酒屋にお願い）。

メインターゲットと参加者数
退職後は、海がきれいな所で自分の船を持ち、大好きな釣りを楽しみたい。ゆったりとした島の暮らしに関心があ
るという５０代以上の人。
１回４名以内。期間中１回実施。

実施時期と日程・期間 平成１８年１０月（仮）、１回実施、８日間

滞在宿泊施設と料金 五島コンカナ王国コテージ、五島バスターミナルホテル　21,000円～33,000円

参加費の目安
（現地までの交通費除く）

島の幸を味わう一式：２万円、宿泊費３万円、クルージング費用：４万円
合計：９万円（食費、OP等の実費は含まず） ※ボートライセンス取得にかかる費用(124,200円)については別

２次交通サービス 五島島内及び奈留島内全域のバスフリーパス券

コンシェルジュ
窓口・問合せ先

五島市観光協会（0959-72-2963）

【滞在プログラム内容とスケジュール】滞在期間中の行程例

日程 項目 内容

１日目 移動・現地見学 福江空港着　11:30　→　福江市街地観光めぐり（OP：専門ガイドあり）

移動　　→　17:00　宿

２日目 免許講習 　　　　　　　09:00　免許講習1日目（学科）　　　17:00終了　

　　　　　　　　　　　　

３日目 免許講習 　　　　　　　09:00　免許講習２日目（学科）　　　

　　　　　　　　　　　　　17:00終了

４日目 クルージング・魚釣り 　　　　　　　09:00　ボートクルージング・船釣り（OP：磯釣りも可）

　　　　　　　　　　　　夜は自分で釣った魚を味わう（調理できない人は居酒屋にお願い）

５日目 クルージング・魚釣り 　　　　　　　09:00　ボートクルージング・船釣り（OP：磯釣りも可）

　　　　　　　　　　　　夜は自分で釣った魚を味わう（調理できない人は居酒屋にお願い）

６日目 五島島内観光 五島島内の大瀬崎灯台や大宝寺、高浜海水浴場など（OP：専門ガイドあり）

７日目 免許講習 　　　　　　　09:00　免許講習３日目（実技）

　　　　　　　　　　　16:10終了

８日目 免許講習 　　　　　　　09:00　免許講習４日目（実技）　　　16:10終了

　　　　　　　　　16:10終了

移動　→　福江空港発　17:45　→　帰路




