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Tours
西九州させぼ広域都市圏
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西九州の余暇じかん
ワーケーション旅プラン
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2022.10 ～2023.03

交流型ワーケーションがパックになった 4 つの限定プラン

おすすめコースを気ままに巡る 4 つのフリープラン

プラン紹介

Workati�

テーマに合わせて
あちこち巡る
ワーケーションツアー。

宿泊も体験も交通もセットに！

Illustrat ion：ダテユウイチ
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宇久島

五島列島

九十九島

大村湾

長崎空港

ハウステンボス

松浦市

佐々町

小値賀町

新上五島町

平戸市
伊万里市

佐世保市

波佐見町

有田町

西海市

東彼杵町

川棚町

ToursWorkati�ワーケーションとは

西九州させぼ移住サポートプラザ

移住相談からワーケーションのコーディネートまでサポート！

長崎県佐 世保市新 港町8 -1（新みなとターミナル内）
TEL／0956-25-9251  FAX／0956-25-3311
Mail／uji-turn@city.sasebo.lg.jp

西九州させぼ
移住サポートプラザ
Webサイト

f @saseboijyuu @sasebo_uji @sasebo_uji

f @sasebokoikiUJI @sasebokoiki_UJI @sasebokoiki_uji

西九州させぼ広域都市圏12市町への移住を包括的にサポートする「西九州させぼ移住サポートプラザ」
は、佐世保らしい港の景色が広がる新みなとターミナル1階に窓口を設けている。各市町の移住情報の提
供や相談対応だけではなく、市町毎の特色を生かしたワーケーションのコーディネートも行っている。

YouTube

西九州させぼ
広域都市圏
Webサイト

相談時間：平日8時30分～17時15分
 （土曜、日曜、祝日、夕刻は要予約）

宿泊費・交通費・シーカヤック体験付きプラン

暮らすように旅する島時間コース

小値賀 P04・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ゆっくりと流れる島時間の中で、島民の
日常を体験しながらワーケーションを楽
しむ島旅プラン。パワースポット巡りや
絶品島ごはん、ビーチクリーン、古民家
ワーケーションなど充実のプラン。

「ひとがつながる」まちづくりコース

東彼杵 波佐見 P05・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひとを中心とした「まちづくりの輪」が広
がる東彼杵町と波佐見町を舞台に、地
域交流の拠点づくりに関わる話題の
キーマンたちを訪ねます。地域に必要な
まちづくりの今が見えてくる2日間。

ものづくり＆地域デザインコース

波佐見 西海 P06・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

伝統ある陶器のまち波佐見町とクリエイ
ティブな交流が生まれる西海市を「もの
づくり」をテーマに巡ります。窯元見学や
ワークショップを通じて、ものづくりが
生むカルチャーを体感できます。

潮風のまちで感じる
居心地抜群のワーケーション

東彼杵

川棚

P08・・・・・

大村湾からの心地よい潮風を受けながら、
海沿いの町をレンタカーで周遊するプラ
ン。オーナーご夫婦とのトークが弾むゲス
トハウス宿泊と、おだやかな大村湾での
シーカヤック体験がセットになっています。

宿泊費・交通費・シーグラス体験付きプラン

優雅なリゾート空間で
非日常ワーケーション

佐々

平戸

松浦

佐々

平戸

松浦

P10・・・・・・

グランピングやウッドテラスなど、海を目の
前に優雅な時間が楽しめるリゾート感たっ
ぷりの滞在プランです。いつもの日常を離
れて、ゆっくりと沈む夕陽を見送る。ここに
しかない感動を心に刻むひとときを。

宿泊費・交通費・サウナ付きプラン

港まちと島で「ととのう」
サウナ推しワーケーション

佐世保

小値賀

P09・・・・・・・・・・・

サウナーが一度は行っておきたい話題のサ
ウナをチョイス。有名熱波師がいる老舗サ
ウナや全室セルフロウリュのサウナ付きホ
テル、小値賀にできた秘密のサウナまで、
2日間ととのいっぱなしのプランです。

宿泊費・交通費・体験料付きプラン

のどかで豊かな暮らしを、
じっくり味わう旅

P11・・・・・・・・・・・・

自然や文化が溶け合う個性豊かな3つの
町を周遊するプラン。平戸市では漁船に
乗って定置網漁を体験し、漁の後は漁師め
しの朝ごはんをいただきます。体験を通し
て、その土地ならではの豊かさを実感でき
ます。

ONとOFFのバランス探しコース

川棚 西海 P07・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事とプライベート。心のバランスや自
分の整え方が見つかる癒やしの旅プラ
ン。川棚町の海辺ではヨガとランチで心
と体を整え、西海市では「人と食」の交
流で元気をいただきます。

ワーケーションとは「Work（ワーク）」と「Vacation（バケーション）」を組み
合わせた造語で、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事と余暇を同時に過ごすこ
とです。仕事とのバランスに決まりははく、交流や体験など滞在先の地域と深く関
わることで、日常にない気づきや学びが得られる、新たな価値創出の機会として注
目が高まっています。

自然に恵まれた国際色豊かな港街
世界で最も美しい湾「九十九島」に代表される、豊
かな自然に恵まれた街。旧海軍の軍港として栄え
た歴史をもち、米海軍基地のある国際色豊かな
港街でもあります。

佐世保市

西の端の歴史とロマンのまち
日本で最初の西洋貿易港として開かれ、今でも西洋
と東洋の文化が入り混じった街並みが残っています。
また、日本100名城に選定された平戸城の「懐柔櫓
（かいじゅうやぐら）」は日本初の常設「城泊」施設です。

平戸市

アジフライの聖地
松浦市は「アジフライの聖地」を宣言しました。お
刺身でもおいしく食べられる新鮮なアジを、アツ
アツ・サクサク・フワフワのアジフライにして市内
各店舗で提供しています。

松浦市

山海の幸の宝庫
温暖な気候の西海市は、全国有数のみかんの産
地です。また、三方を海で囲まれ、イセエビをはじ
め海の幸にも恵まれています。どこにいても美し
い海と山の景色を楽しむことができます。

西海市

日本一に輝いたお茶の名産地
「そのぎ茶」ブランドで親しまれるお茶は、全国茶
品評会で農林水産大臣賞を5度受賞。日本茶ア
ワードでも3度の日本茶大賞に輝いています。

東彼杵町

紺青色（こんじょういろ）の羽
昭和38年にインドから友好の印として贈られたイ
ンドくじゃく。大崎くじゃく園では現在約200羽
飼育されており、春から初夏にかけては、求愛の
ため雄たちが紺青色のきれいな羽を広げます。

川棚町

伝統とモダン
400年の伝統をもつ「波佐見焼」。時代のトレンド
や生活者ニーズを敏感に感じ取り、いち早く新し
いものづくりに挑戦する、おしゃれで使いやすい
“カジュアルリッチ”な陶磁器です。

波佐見町

島人のおもてなしが心に残る島
リゾート施設もコンビニもありません。あるのは採
れたてのおいしい野菜と、脂がのった新鮮な魚、
昭和の懐かしい風景と、気さくで温かい人の心、
おもてなしの心です。

小値賀町

旬めき花めくまち
豊かな自然と快適な住環境が調和したまち。清
流・佐々川ではシロウオ漁、春から初夏にかけて
は三大花まつりが楽しめます。周辺都市へのアク
セスも良好で、今もなお人口が増え続けています。

佐々町

フリープランTheme

交流プランTheme

つのまちを楽しむ9ワーケーションツアー

INDEX

西九州させぼ移住サポートプラザ▶

西九州させぼ広域都市圏（移住サポート）▶

平戸城

西海橋

佐々川

土谷棚田

やきもの公園

大崎くじゃく園

そのぎ茶畑

旧野首教会 九十九島

もっと周りたい方は 西九州のみどころとグルメを紹介するウェブサイト
「Drive Japan West Kyushu」
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Theme 交 流

ToursWorkati�

「ひとがつながる」まちづくり

お一人様27，500円（税込）

ひとの輪で交流を生み出すキーマンたちのトークリレー

3名（最大8名）

【申込締切】　各10日前　
※定員になり次第締め切りとなります。

【食事条件】　朝食：1回　昼食：1回　夕食：1回
【添乗員】　添乗員は同行しませんが、
　　　　　 現地スタッフがご案内します。

【利用バス会社】　させぼバス
【旅行代金に含まれるもの】　
宿泊費・交通費・食事代・土産代・体験代・保険代

 11～（木） （金） 112022. 10

コース

波佐見 東彼杵

旅行代金　

お土産付き

最少催行人員

COURSE

〈東彼杵〉

Sorrisoriso 千綿第三瀬戸米倉庫

集合：佐世保駅

道の駅 彼杵の荘

uminoわ

千綿駅

さいとう宿場交流会

〈波佐見〉
ブリスヴィラ波佐見

波佐見空き工房バンク

西の原

古民家民泊 oniwa

中尾山

ながせ陶房

解散：佐世保駅

くじらの髭おすすめセット
（提供：Sorr isor iso）

POINT

森  一 峻

一般社団法人
東彼杵ひとこともの公社

夕 食

宿 泊

昼 食

トークタイム

トークタイム

トークタイム

トークタイム

（見学）

地域交流の拠点づくり

東彼杵町を中心に長崎県の地域コーディネーターとして地域住
民と連携した地域・文化づくりに取り組んでいる。「Sorrisoriso
千綿第三瀬戸米倉庫・くじらの髭」を中心に、周辺の古民家をリ
ノベーションした店舗や拠点づくりをサポート。

（自由散策）

齊藤さん
ご夫婦

東彼杵町のご紹介

食事をしながら、宿のオーナーご夫婦と地方
移住＆起業について語らう夜。

棚 田の 絶 景を望む古民
家で、オーナーの河内さ
んご夫婦と一緒に、鬼木
米など地 元 産の 食 材を
つかった田 舎 料 理を味
わいます。

小 林 善 輝
西海陶器株式会社

波佐見焼ブランドと
西の原の成り立ちについて

長 瀬  渉ながせ陶房

未来へつなぐ「結の文化」

型にはまらない独自の世界観を表現する陶芸家。
中尾山に作陶活動の拠点を置き「ないものは自分
でつくる」精神で、窯や陶房だけでなく人々が憩い
賑わう場を作るなど、地域興し活動にも積極的に
取り組んでいる。

東 彼杵町 観 光協会
飯塚 将次さん

（ワーケーション）

（窯元見学ガイドツアー）

さん

福 田  奈 都 美
波佐見空き工房バンク

波佐見町のご紹介と、
波佐見空き工房バンクの取り組み

さん

さん

さん

古民家民泊 oniwa

さいとう宿場

Sorrisoriso

2日目

1日目

13:00

17:00

Theme 交 流

ToursWorkati�

暮らすように旅する島時間

お一人様23,000円（税込）

島中の人と自然のパワースポットを巡る

3名（最大6名）

【申込締切】　各10日前　
※定員になり次第締め切りとなります。

【食事条件】　朝食：1回　昼食：1回　夕食：1回
【添乗員】　添乗員は同行しませんが、
　　　　　 現地スタッフがご案内します。

【利用船会社】　九州商船
【旅行代金に含まれるもの】　
宿泊費・フェリー代・島内交通費・食事代・土産代・
体験代・保険代

小値賀

旅行代金　

最少催行人員

小値賀町 到着

佐世保港発：フェリーで移動

集合：佐世保駅

笛吹商店街

姫の松原

柿の浜海水浴場

古民家
ワーケーション

五両だき

ポットホール

古民家レストラン 藤松

島宿御縁

ビーチクリーン&
海洋ゴミのワークショップ

地ノ神嶋神社

小値賀発：フェリーで移動

ワーケーションを
　　お楽しみください

解散：佐世保

POINT

1日目

2日目

夕 食 宿 泊

昼 食

島内めぐり

オーナーご夫婦が少しず
つ手をいれながら改修し
た古民家を見学。

自然豊かな小値賀でも問題と
なっている漂着ゴミ。引退された
船の「大漁旗」などを再利用した
島のお母さんの手作りショル
ダーに入った「クリーンキット」
で、ビーチクリーンを行います。

捕鯨や酒造りで富を築いた、旧藤松家
のお屋敷を改修した「古民家レストラ
ン藤松」で、新鮮な海の幸や島の赤土
で育った野菜など、この島でしか味わ
えないお食事をご堪能いただけます。

おしゃれな店内で、コーヒーを
飲みながらメールチェックも◎

築100年以上の古民家

お土産付き

クリーンキット
大漁旗の再利用バック
+小値賀ピーナッツクッキー

ガイドとまち歩きや
車（福祉タクシー）で島内案内

弥三 （見学）
や　さ

自由散策

 112022. 5（土）～6（日）

 122022. 3（土）～4（日）

COURSE

島で暮らして
わかること。 コース

長谷川さん
ご夫婦

島の恵みをたっぷり
取り入れた食事と、人
とのご縁を大切に営
むオーナーとの会話
をお楽しみください。

暮らしを育む家

姫の松原

御縁

弥三

藤松

KONNE Lunch & Cafe

古民家ステイ

9:30

16:30
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Theme 交 流

〈川棚〉

〈西海〉

ToursWorkati�

　ONとOFFのバランス探しコース

お一人様24,000円（税込）

自然と人に包まれるリフレッシュタイム

3名（最大8名）

【申込締切】　各10日前　
※定員になり次第締め切りとなります。

【食事条件】　朝食：1回　昼食：2回　夕食：1回
【添乗員】　添乗員は同行しませんが、
　　　　　 現地スタッフがご案内します。

【利用バス会社】　させぼバス
【旅行代金に含まれるもの】　
宿泊費・交通費・食事代・土産代・体験代・保険代

 102022. 14（金）～15（土）

 102022. 29（土）～30（日）

川棚 西海

旅行代金　

お土産付き

最少催行人員

血流測定と健康診断

集合：佐世保駅

雪浦ゲストハウス 森田屋

ジスコホテル西海

海の家 Food Nora

フリータイム
がね汁作り

さいかい元気村 （体験）

道の駅さいかい
みかんドーム 

解散：佐世保駅

（提供：元気やさい 雅）

POINT1日目

2日目

宿 泊

夕 食

昼 食

昼 食

交流会（10/14のみ）

星空コンサート（10/29のみ）

野菜等収穫体験

大崎半島の海辺にある心
安らぐ保 健 室のようなく
すり屋さん。木の香りがす
る心地よい空 間 で、血 流
測 定と健 康 づくりについ
てのお話を伺います。

ヨガの後は、”キチュリ（豆粥）”や
地元の野菜を使った、身体と心に
心地の良い「キチュリランチ」を海
沿いのテーブルで楽しみます。

旅 人と地 元の人々との出会
いの場 森田屋ビアホール。
毎週金曜日だけの特別な夜
になっています。

海風を感じながら、初心者さ
んでも普段 着で気 軽にでき
るヨガを体験します。ハーブ
のスポーツドリンク付き。

心地よい潮風を感じながら、海
辺でワークタイム。テーブルや
椅子、カフェ、WiFiなど環境も
整っています。

つがね（もくずがに）を丸ごとつ
ぶして作る雪 浦 地 区に昔 から
伝わる伝統郷土料理で、雪浦く
んちの夜の直 来（なおらい）と
いう無 礼 講の宴会 でふるまわ
れる特別なご馳走。

さいかい
お野菜セット

野菜等収穫体験

ココロと
カラダが喜ぶ

COURSE

海YOGA （体験）

大崎海水浴場へ移動

ハイジと薬箱にて

がね汁作り体験

海YOGA

OSAKI Sea Terrace

Smile-minna yoga

川棚大崎温泉しおさいの湯や、OSAKI Sea Terraceでの
ワーケーションをお楽しみいただけます。

森田屋 交流会

（雪浦の郷土料理）

しおさいの湯

（お買い物）

秋の味覚さつまいも堀り体験
を行います。

海岸で、レコード盤から流れる音楽と
星空観察（音浴博物館とのコラボイベント）

キチュリランチ

10:00

17:00

ハイジと薬箱
食育と足育の保健室

前 平 　 泉
川棚町まちづくり団体Kujaku Peace代表

さん

トークタイム

（10/14のみ）

地方移住と環境保護活動の取り組み

Theme 交 流

〈波佐見〉

〈西海〉

ToursWorkati�

お一人様27,000円（税込）

地域に息づくデザインと「ものづくり」の原点にふれる

3名（最大8名）

【申込締切】　各10日前　
※定員になり次第締め切りとなります。

【食事条件】　朝食：1回　昼食：1回　夕食：1回
【添乗員】　添乗員は同行しませんが、
　　　　　 現地スタッフがご案内します。

【利用バス会社】　させぼバス
【旅行代金に含まれるもの】　
宿泊費・交通費・食事代・土産代・体験代・保険代

波佐見 西海

旅行代金　

お土産付き

最少催行人員

波佐見空き工房バンク

集合：佐世保駅

窯元・生地屋・型屋 （見学）

西の原

ブリスヴィラ波佐見

HIROPPA （ワーケーション）

小安丸

山﨑マーク 

HOGET 

解散：佐世保駅

POINT

2日目

宿 泊

夕 食

昼 食

プリント体験

波佐見
おすすめセット

 102022. 20（木）～21（金）

 122022. 15（木）～16（金）

COURSE

ものづくり&地域デザインコース
ほしいものは、
つくる。

馬 場  匡 平
有限会社 マルヒロ

「HIROPPA」でのんびりフリートーク

波佐 見 焼メーカーのマルヒロが 手
がける公園。アーティストとコラボし
た遊具や作品が設置され、直営店や
カフェも併設。新しいカルチャーが
生まれる場所。

さん

さん

山 﨑 秀 平
有限会社山﨑マーク

山﨑マーク工場見学・プリント体験
刺繍やマークのプリント・加工を行う「山
﨑マーク」の工場見学。そして、シルクスク
リーンを使った、プリント体 験を行いま
す。体験の後は、ものづくりの範疇を越え
て2020 年にオープンした 地 域 の 拠 点

「HOGE T」で、代 表の山 﨑さんとフリー
トークを楽しみます。

さん

福 田  奈 都 美
波佐見空き工房バンク
波佐見町のご紹介

小さな町で大量生産されている
波佐見 焼。それは「分業制」とい
うシステムがしっかり整ってい
るからこそのこと。400 年 以 上
の歴 史を持 つ波佐 見 焼の 生 産
の工程を見学いたします。

和山窯

量産化を支える仕組み
波佐見焼づくりの現場を見学

1日目

（ワーケーション＆お買い物）

monné legui mooks
（モンネ・ルギ・ムック）

トークタイム

トークタイム

トークタイム

（ワーケーション）

（工場見学）

道の駅さいかい
みかんドーム 

（お買い物）

HOGET

HIROPPA

空き工房バンク

西の原

13:00

18:00
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Theme フリープラン

ToursWorkati�

102022. 6（木）～8（土） 12023. 26（木）～28（土）

112022. 26（土）～28（月） 122022. 10（土）～12（月）

22023. 25（土）～27（月） 32023. 3（金）～5（日）

旅行代金（RE SORT）　 旅行代金（サウナサン）　

平　日

休前日

佐世保 小値賀

フリータイムにおすすめの
　　お立ち寄りスポット

1名1室　お一人様43,000円（税込）

2名1室　お一人様30,500円（税込）

1名1室　お一人様32,000円（税込）

2名1室　お一人様28,500円（税込）

港まちと島で「ととのう」サウナ推しワーケーション

佐世保のスポット

小値賀のスポット

佐世保バーガー
昭和25年頃、米海軍 基 地か
ら直接レシピを聞き作り始め
たのがはじまり。

KONNE Lunch&Cafe

古民 家を改 修した気 持ちの
良い空間が自慢のカフェ&ラ
ンチのお店。
TEL 0959-42-5843

五両だき
白い砂浜と大 迫 力の断層風
景は、小値賀のパワースポッ
トのひとつ。

柿の浜海水浴場
島内では一番透明度が高く、
遠 浅 で人 気 の 海 水 浴 場。水
平線に落ちる夕日も最高。

笛吹商店街
港から続く１本のゆるい坂道
には商店が並び、早朝の街歩
きにはぴったり。

【行程】

1日目 佐世保駅（受付）/フリータイム/サウナサン（宿泊）もしくはRE SORT（宿泊）

2日目 宿 / 佐世保港発（フェリー）/ 小値賀港着 / ofuroba（サウナ）/
フリータイム / 弥三（宿泊）

3日目 宿 / フリータイム / 小値賀港（フェリー）/ 佐世保港着

1名

【申込締切】　各出発日の7日前　
【食事条件】　朝食：1回　夕食：1回
【添  乗  員】　同行しません
【利用予定船会社】　九州商船
【旅行代金に含まれるもの】
宿泊代（2泊）、フェリー代、
ofuroba（貸切サウナ代）、保険代

最少催行人員

※男性のみ

旅行代金（RE SORT）　 旅行代金（サウナサン）　

1名1室　お一人様50,000円（税込）

2名1室　お一人様33,000円（税込）

1名1室　お一人様32,000円（税込）

2名1室　お一人様28,500円（税込）

※男性のみ

サウナサン

本格派のロウリュやアウフグースな
どハイレベルなサウナだけではな
く、隅々まで行き届いた清潔な館内
もファンの心を掴む。コワーキング
スペースも完備。

宿 泊

※男性のみ利用可

RE SORT

全室セルフロウリュが楽しめるサウ
ナ付きのマイクロホテル。屋上の共
用サウナでは、冷えた水 風呂や外
気浴と一緒に港まちの風景を一望
できる。

宿 泊

暮らしを育む家 弥三

築100年の古民家に移住者のご夫
婦が 住む民 泊 施 設。小 値 賀らしい
島の 暮らしと共に、薪風呂や 七 輪
料理など火のある暮らしを体 験で
きる。

民 泊 朝 食 夕 食

薬湯＆サウナ ofuroba
古民 家を改修して作られた薬草風
呂とフィンランド式のロウリュが楽
しめる小さな銭湯。貸し切り利用も
可能で、サウナーには嬉しい開放的
な外気浴スペースもあり。

©SASEBO

佐世保

佐世保

小値賀

小値賀
or

ワーケーション

Wi-Fi

Wi-Fi

葉港町珈琲 サセボノオト
JAZZの街SASEBOを体感で
きるお店。JAZZの音色に浸り
ながら、こだわりのコーヒー
とカレーを味わって。
TEL 0956-60-9307 Wi-Fi

外国人バー
歴史ある外国人向けのバー。
地 元 客や観 光 客など日本人
客 も 多く 、支 払 い は キャッ
シュオンデリバリースタイル。

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

名物
グルメ ワーケーション

や　さ

Theme フリープラン

ToursWorkati�

102022. 16（日）～17（月） 112022. 13（日）～14（月）

122022. 18（日）～19（月）

12023. 28（土）～29（日） 22023. 18（土）～19（日）

32023. 5（日）～6（月）

旅行代金　

旅行代金　

シーカヤック体験付

シーカヤック体験なし

さいとう宿場 シーカヤック体験

東彼杵 川棚

フリータイムにおすすめの
　　お立ち寄りスポット

1名1室　お一人様23,500円（税込）
2名1室　お一人様15,000円（税込）

1名1室　お一人様19,000円（税込）
2名1室　お一人様10,500円（税込）

※該当プランのみ

潮風のまちで感じる居心地抜群のワーケーション

東彼杵のスポット 川棚のスポット

【行程】

1日目 佐世保駅（受付）/ レンタカー受取後フリータイム / さいとう宿場（宿泊）

2日目 宿 / シーカヤック（該当日のみ）/ フリータイム / レンタカー返却 / 解散

宿 泊 朝 食

BUCO caféのオーナーが運営
しているシーカヤック体験「10
歩Garage」。大村湾の大崎半
島と片島の入江を舞台に、穏や
かな海でのシーカヤック体 験
ができます。

（ガイド付き体験）

【申込締切】　各出発日の7日前　
【食事条件】　朝食：1回
【添  乗  員】　同行しません
【利用予定レンタカー会社名】　日産レンタカー
【旅行代金に含まれるもの】
宿泊代、レンタカー代（1泊2日）、
シーカヤック代（該当日のみ）、保険代

【その他】
レンタカーは10：00～翌日18：00までご利用いただけます。
利用クラスは「マーチ」同等クラスとなります。

1名最少催行人員

東彼杵 川棚千 綿 駅 から 徒 歩1分 の 場
所にある古民 家を改 装し
たゲストハウス。2階の 窓
からは 雄 大な大村 湾を一
望できる。1Fのラウンジは
交流の場となっている。

Sorr isor iso
千 綿の 元 農協 米 倉 庫をリノ
ベーションした交流拠点。
カフェも併設。
TEL 0957-20-1883

大山製茶園
東 彼 杵 町 中尾 郷 にある4 代
にわたってそのぎ 茶 の 生 産
を続けるお茶農家。
TEL 0957-46-1349

道の駅 彼杵の荘
お茶をはじめとした特 産 品
や新 鮮な野菜・果物、お弁当
などを販売する道の駅。
TEL 0957-49-3311

千綿駅
レトロな木造駅舎の目の前に
は大村湾の絶景。海が見える
駅としても有名。

E-basyo みんなでワハハ
　　　　　　　　　（要予約）
老若男女が集まる常設型・共
生 型サロン。食 事も提 供。笑
顔の絶えない交流の場。
TEL 090-8394-6424

片島公園
公園内には、片島魚雷発射試
験場跡があり、フォトスポット
としても人気が高い。

OSAKI Sea Terrace
大崎海 水浴 場の潮 風を感じ
ながら、開放的な空間で過ご
すことができる。

川下精肉店のメンチカツ
芳 醇な長崎 和牛と香ばしい
衣。最高一日1,000個完売の
超人気な一品。
TEL 0956-82-2165

BUCO café
のんびりした 時 間 が 流 れる
海 辺のカフェ。シーカヤック
体験「10歩Garage」も運営。
TEL 080-2393-7209Wi-Fi

Wi-Fi
Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

レンタカー付

ワーケーション ワーケーション

ワーケーション
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Theme フリープラン

ToursWorkati�

佐々

フリータイムにおすすめのお立ち寄りスポット

「to be HIRADO」利用の場合
1名1室　お一人様7,000円（税込）
2名1室　お一人様6,500円（税込）

「コトノハ」利用の場合
1名1室　お一人様8,000円（税込）
2名1室　お一人様7,000円（税込）

レンタカー付

のどかで豊かな暮らしを、じっくり味わう旅

上ノ原製茶園
昔から伝わる伝 統 製 法のな
がさき釡 炒り茶と、ギャバロ
ン茶を生産・販売する茶園。
TEL 0956-63-2712

東光寺
1436年創建。豊臣秀吉にま
つわる如来像や、佐々を救っ
た男「伝育坊」を祀る寺。
TEL 0956-63-2043

夕やけ食堂 SHOKUDO+CAFE

地 元 食 材の定 食やこだわり
スイーツを平戸大橋の景色と
一緒に味わえるカフェ食堂。
TEL 0950-22-7733

川内峠
草 原が広がる川内峠の爽快
な 道 は 、ドライブし な が ら
360度の絶景を楽しめる。

平戸瀬戸市場
平戸の新 鮮食材や加工品が
集まる直売所。2階にカフェレ
ストランを併設。
TEL 0950-21-1977

佐々駅
三角の駅舎が特 徴的な松浦
鉄道西九州線の駅。

和香園（シロウオ料理）

うなぎ屋としても人気の大衆
割烹の店。シーズンには名物
のシロウオ料理を味わえる。
TEL 0956-62-3282

伝育坊もなか
町 内のお菓子屋さんが協 力
開発した戦国時代の武将「伝
育坊」を象ったもなか。
佐々町観光協会
TEL 0956-62-2101

松尾農園
名物のアジフライサンドなど
が 味 わえるオ シャレなコー
ヒースタンド。
TEL 0956-72-0267

今福神社
応 徳 元 年（西 暦1084 年）に
創 建 。松 浦 党 党 祖・久（ ひさ
し）公にゆかりのある神社。
TEL 0956-74-0722

道の駅 松浦海のふるさと館
新 鮮 な 地 元 農 水 産 物、加 工
品が並ぶ物産館。名物アジフ
ライ丼やブリ丼を味わえる。
TEL 0956-72-2278

1名

【申込締切】　各出発日の7日前　
【食事条件】　朝食：1回
【添 乗 員】　同行しません
【利用予定レンタカー会社】　日産レンタカー

最少催行人員

平戸 松浦

to be HIRADO
古民家の趣をそのままにリノベーション
した宿泊施設。アクセスが抜群。平戸を
知り、学ぶ拠点とするのに最適な場所。

皿山窯体験（クレヨン絵付）

素 焼 後の器に、陶 芸用クレヨンで好き
な絵を描き、焼き上がりは後日発送。
場所：皿山窯体験施設

シロウオ漁体験
約260本の河津桜が咲く頃に佐々川で
行われるシロウオ漁。踊り食いやお吸い
物など様々な食文化がある。

コトノハ
平戸港近くにある、居心地の良い小さな
ゲストハウス。宿泊者同士の交流が自然
と生まれる空間は、一人旅におすすめ。

122022. 8（木）～9（金） 12023. 19（木）～20（金）

22023. 5（日）～6（月）

22023. 12（日）～13（月）

32023. 12（日）～13（月）

22023. 23（木・祝）～24（金）

旅行
代金

旅行
代金

「to be HIRADO」利用の場合
1名1室　お一人様11,500円（税込）
2名1室　お一人様11,500円（税込）　　

「コトノハ」利用の場合
1名1室　お一人様12,000円（税込）
2名1室　お一人様12,000円（税込）

皿山窯体験施設（クレヨン絵付）

シロウオ漁体験

【行程】

1日目

佐世保駅（受付）/ レンタカー受取後フリータイム /
皿山窯体験施設（クレヨン絵付）12・1・2月 /
シロウオ漁体験2・3月 /
to be HIRADO（宿泊）もしくは コトノハ（宿泊）

2日目
宿 / あやか水産（漁師体験　朝食付）/ フリータイム/
レンタカー返却 / 解散

佐々

松浦

平戸

【旅行代金に含まれるもの】
宿泊代、レンタカー代（1泊2日）、体験代、保険代

【その他】

平戸 平戸

佐々

漁業体験（あやか水産）
早朝から漁師さんと一緒に漁船に乗り
定 置 網 漁 体 験 。漁 の 後 は 漁 師 食 堂

「母々の手」で獲れたての魚を堪能。

平戸

朝 食

佐々

Matsuo Nouen + Coffee 

ヒラドゲストハウス

or

Wi-Fi Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

レンタカーは10：00～翌日18：00までご利用いただけます。
利用クラスは「マーチ」同等クラスとなります。
漁師体験後の朝食はコロナ感染状況により変更になる可能
性もございます。

宿 泊 宿 泊

ワーケーション

ワーケーション

ワーケーション

Theme フリープラン

ToursWorkati�

112022. 11（金）～12（土） 122022. 22（木）～23（金）

22023. 3（金）～4（土） 32023. 10（木）～11（金）

102022. 22（土）～23（日） 12023. 14（土）～15（月）

旅行代金

平　日

休前日

フリータイムにおすすめのお立ち寄りスポット

「Momの家」利用の場合
2名1室　お一人様9,000円（税込）

「グランピングビレッジシーグラン」利用の場合
2名1室　お一人様27,000円（税込）

旅行代金
「Momの家」利用の場合
2名1室　お一人様9,000円（税込）

「グランピングビレッジシーグラン」利用の場合
2名1室　お一人様30,500円（税込）

いわさき珈琲館
1972年創業の老舗喫茶。レ
トロな店内では、パフェや定
食なども味わえる。
TEL 0956-62-3015

市丸農園 いちご研究室

いちご農家直営のテイクアウ
ト専門店。佐々産のいちごを
使用したスイーツが人気。

佐々皿山直売所
皿山公園 横にある地 元の農
産 物 や 鮮 魚、加 工 品 が並 ぶ
直売所。焼き芋が人気。
TEL 0956-62-5580

生月サンセットウェイ
生 月大橋の先に広がる絶景
のドライブルート。水平 線を
眺 め な がら走ることができ
る。

シービューランチ
初心者でもスタッフが優しく
教えてくれるウエスタンスタ
イルの乗馬クラブ。
TEL 0950-24-2338

平戸城
城 内は平戸の歴 史を学 べる
ミュージアム施設。天守閣か
らは平戸の海を一望できる。

ガーデンCafe柞の木
木の温もりを感じる山の中の
小さなカフェ。テラス席から
の眺めも抜群。
TEL 0956-37-8415

松浦のアジフライ
「アジフライの聖地」松 浦はあじ
の水揚げ量日本一。新 鮮でふ わ
ふわサクサク！

土谷棚田
棚田百選の中でも指 折りの
棚田との呼び声も高く、玄界
灘に沈む夕日が美しい棚田。

ハウステンボス
季 節の 花々と日本 最 大 級のイルミネー
ションを楽しめる花と光の感動リゾート。

【行程】 佐世保駅（受付）/ レンタカー受取後フリータイム /
Momの家（宿泊） もしくは グランピングビレッジシーグラン（宿泊）

2日目 宿 / シーグラス体験 / フリータイム / レンタカー返却 / 解散
オプション利用の方のみ　変なホテル（ハウステンボス）宿泊

3日目（オプション利用の方のみ） ハウステンボス

1日目

1名
【申込締切】　各出発日の7日前　
【食事条件】　シーグランのみ 朝食：1回　夕食：1回
　　　　　　（OP利用の方）朝食1回プラス

【添  乗  員】　同行しません
【利用予定レンタカー会社】　日産レンタカー
【旅行代金に含まれるもの】
宿泊代、レンタカー代（1泊2日）、
シーグラス体験、保険代

【その他】
レンタカーは10：00～翌日18：00までご利用いただけます。
利用クラスは「マーチ」同等クラスとなります。

最少催行人員

Momの家
海辺を向いたウッドテラスなど、ゆったりとした
施設空間が自慢のホテル。夕日が沈む時間帯は
幻想的なオレンジ色に照らされる。

シーグラス体験
廃校になった旧小学校の音楽室で、世界に一つ
だけのシーグラスアクセサリーづくりに挑戦。
砂浜で見つけたお気に入りのシーグラスを使い
ます。

グランピングビレッジ
シーグラン
バリをイメージしたリゾート感いっぱいの施設。
オーシャンビューのウッドデッキは設備も充実し
ていて気軽にグランピングを楽しめる。

佐々 平戸 松浦
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1名1室お一人様23,000円（税込）
2名1室お一人様13,000円（税込）

❺❻❷
1名1室お一人様28,300円（税込）
2名1室お一人様15,800円（税込）

1名1室お一人様22,000円（税込）
2名1室お一人様12,500円（税込）

変なホテル（ハウステンボス）オプション宿泊料金

佐世保

変なホテル（宿泊オプション）

佐々

松浦

平戸

平戸 松浦 松浦

ワーケーション
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or

優雅なリゾート空間で非日常ワーケーション

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

※入場チケットは別途購入が必要です。

宿 泊 朝 食 夕 食宿 泊

+

レンタカー付

名物グルメ



公益財団法人
佐世保観光コンベンション協会

（一社）全国旅行業協会正会員

※掲載内容は2022年9月1日時点のものです。掲載価格は全て税込です。　
※掲載写真はすべてイメージです。
※天候等、諸状況によりツアー内容が変更になる場合がございます。
　詳細はお問い合わせください。

募集型企画旅行　旅行条件書〈要約〉

新型コロナウイルスの感染拡大に対する対応について

HPの申込フォームを
ご利用ください。

TEL0956-22-6630
FAX0956-23-6750
https://www.sasebo99.com/feature/tour/

振込先 お申し込み・お問い合わせはこちら
十八親和銀行 佐世保駅前支店 普通1013978
公益財団法人 佐世保観光コンベンション協会

佐世保観光情報センター （年中無休/9：00～18：00）

お客様の健康と安全を考慮し以下のとおりの対応に努めております。
ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

サービス提供者のマスク、
消毒・換気について

サービス提供者は、原則としてマスクを着用して
対応させていただき、可能な限りの消毒や換気
の徹底を行います。

お客様の体調確認の実施について お客様ご自身での体調管理のお願い

ツアー実施前、出発時およびツアー中において、お客様の体調
確認ならびにツアー中のマスク着用・手洗い・咳エチケット等の
励行のお願い、出発前に37.5度以上の発熱や風邪症状がな
いかなどの確認も、合わせてお願いをいたしております。

お客様に安全かつ安心してご参加いただくため、
ご自身の体調管理、マスク着用・手洗い・咳エチ
ケット等に努めていただきますよう、お願い申し上
げます。

申込書提出・旅行代金お振込み2

ご予約1

申込受付完了3

必要書類送付4

お電話またはHPからご予約ください。予約後ご自宅へ必要書類が届きます。

当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書の
提出と申込金の支払いをしていただきます。

こちらでご入金が確認できた時点で正式に申込完了となります。

必要書類はご記入後、当協会宛てに郵送またはご持参ください。

新しい旅のエチケット 詳しくは「宿泊・飲食編」をご覧ください▶
GoToトラベル事務局ホームページ

詳しい旅行条件と個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認のうえお申込みください。

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、ご遠慮なく旅行業上記の
取扱管理者にお尋ねください。

お申込みの流れToursWorkati�

1.募集型企画旅行契約
この旅行は、(公財)佐世保観光コンベンション協会（佐世保市三
浦町21-1 長崎県知事登録旅行業第2-147号。以下「当社」という）
が企画・募集する旅行であり、この旅行に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」という）を締結すること
になります。
又、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほ
か、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
び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

2.旅行のお申し込み及び契約成立 

（1）申込書に所定の事項を記入し、申込金を添えてお申し込みいた
だきます。申込金は「旅行代金」又は「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込を受け付けます。
この場合、当社が旅行契約の予約の承諾の旨を通知した後、
当社が定める期日までに申込書と申込金を提出していただき
ます。この期間内に申込書と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、申込金を受領したと
きに成立するものとします。

（4）申込金

3.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14日目
にあたる日より前にお支払いいただきます。但し、14日前以降のお
申し込みの場合は、当社の指定した日までにお支払いいただきま
す。
 
4.旅行代金の適用 

特別指定がない場合、大人・小人同一料金となります。

5.旅行代金に含まれるもの、含まれないもの 

【含まれるもの】　
旅行日程に明示した交通費・宿泊費・食事代・保険料・取扱料金及
び消費税等。

【含まれないもの】　
旅行日程に明示した以外の交通費・食事代・クリーニング代・電
報・電話料・追加飲食費等、個人的性質の諸費用は含まれません。
 
6.旅行契約内容の変更 
当社は、天災地変、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の
中止、官公署の命令などの事由で明示した旅行日程通りの実施が
不可能なときは、当該旅行の実施を中止するか、旅行日程を変更す
ることがあります。
 
7.取消料 

お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただく
ことにより、旅行契約を解除することができます。お客様がお申込
みの営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただ
いた時を基準とします。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
（日帰り旅行以外）
　21日目にあたる日以前の解除 無料
　20日目にあたる日以降の解除 旅行代金の20％
　10日目にあたる日以降の解除 旅行代金の20％
　7日目にあたる日以降の解除 旅行代金の30％
　旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
　旅行開始日の当日の解除 旅行代金の50％
　旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

8.当社による旅行契約の解除
お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しな
かった、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目
にあたる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。

9.当社の責任及免責事項 

（1）当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によ
りお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠
償いたします。

（2）手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定に
かかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対
して通知があったときに限り、１人15万円を限度として賠償い
たします。

 
10.お客様の責任 

お客様の故意又は過失により、当社が損害を受けた場合は、お客
様に損害の賠償をしていただきます。
 
11.旅行災害補償制度への加入 

本ツアーの料金には、全旅協旅行災害補償制度への加入保険料
が含まれます。

お客様の補償内容は次のとおりです。
◎傷害死亡 1,000万円　　手術2・4万円
◎入院 　　1日あたり4,000円　　通院　 1日あたり2,500円
詳しくは「全旅協旅行災害補償制度」補償内容のご案内をご確認
ください。

12.特別補償 

当社は前項の当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行業約款
（募集型企画旅行の部）により、お客様が募集型企画旅行参加中
に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた
一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、又、手荷物に対
する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。
 
13.旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件及び旅行代金の算出は、2022年9月1日を基準とし
ております。
詳しい内容及び募集型企画旅行約款につきましては係員にお尋
ねください。

旅行代金

申込金

1万円未満

3,000円

3万円未満

5,000円

5万円未満

10,000円

（お一人様）

旅行企画・実施
＜受託販売＞お問い合わせ・お申し込みは下記へ

登録番号　長崎県知事登録旅行業第2-147号
国内旅行業務取扱管理者：宮地　秀郎


