
旅行条件〈要約〉お申込みの際には、必ず国内募集型企画旅行条件書（全文）を下記販売店にてお渡しいたしますので、内容をご確認の上、お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。
【募集型企画旅行契約】

ご参加の皆様へ

この旅行は、株式会社ツアー・ウェーブ〔観光庁長官登録旅行業第1665号〕（以下
「当社」といいます）が企画・募集・実施する旅行であり、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」といいます）を締結することになりま
す。契約の内容・条件は、別途お渡しする「旅行条件書」及び、ご出発前にお渡しする
「最終旅行日程表」によります。

【旅行契約の成立時期】

【旅行代金のお支払い】

●旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時
に成立するものといたします。●郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、
旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出した
ときに成立いたします。 

【お客様の責任】

【ご旅行条件・旅行代金の基準日】

●当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行
契約の内容について理解するよう務めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後においてパンフレット等に記載された旅行サ
ービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地にお
いて速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス
提供機関等いずれかにその旨を申出なければなりません

●本旅行条件は、2022年7月1日を基準として作成しております。また、
旅行代金は、2022年7月1日を現在有効なものと公示されている航空
運賃、適用規則を基準として算出しています。

旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日
より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また21日目にあたる日以降にお申込みの場
合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 

【旅行のお申込み】

【お申込金〈お1人様〉】

（1）当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託旅行会社（以下「当社ら」といいま
す）にて所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みください。
（2）当社らは電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行
契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立し
ておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申
込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場
合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いする場合があります。（ご出発まで一定
以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお断りさせていただく場合があります）       

●旅行代金が 2万円未満 ・・・・・・・  5,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が 5万円未満 ・・・・・・・ 10,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・ 20,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円以上 ・・・・  旅行代金の20%以上旅行代金まで 

【取消料〈お1人様〉】
旅行契約の解除日 

(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取消料 個人包括運賃を利用
する場合の取消料  

旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く)  無料 旅行契約解除時の航空
券取消料等の額 

20日前～8日前以前 　　　　　　　旅行代金の20% 
左記または旅行契約解
除時の航空券取消料等
とのいずれか大きい額 

7日前以降～2日前以前 　　　　　　 旅行代金の30% 
旅行開始日の前日 　　　　　　　  旅行代金の40% 
当日の旅行開始前 　　　　　　　  旅行代金の50% 

 %001の金代行旅 加参不絡連無は又後始開行旅

旅行傷害保険加入のお勧め 病気、けがをした場合には多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償
金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、

お客さまご自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。海外旅行傷害保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合せください。

■お申し込み・お問い合わせ（受託販売）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。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
遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 ●パンフレット番号：SDJ22AFF

旅行企画・実施 仙台営業所

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員 

観光庁長官 登録旅行業 第1665号    〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目5番1号 オーク仙台ビルディング2F

TEL 022-212-1919 FAX 022-212-1920

雲仙温泉街のえくぼ（真ん中）に立つ抜群の好立地！ 
一期一会の天然温泉も自慢！

湯けむり漂う国立公園 雲仙温泉街の真ん中（えくぼ）にある人気ホテル。
雲仙の名所が当ホテルのすぐ近くに点在し、観光の拠点としてベストなロ
ケーションにあります。

外観（イメージ）外観（イメージ） 大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

露天風呂（イメージ）露天風呂（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例 具雑煮会席料理夕食

ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

夕食夕食

心地よい静けさに包まれる、オーシャンフロントホテル

美しく穏やかなオーシャンフロントに立つウォーターマークホテル長崎。高く
広い空、輝く水面、澄んだ空気に包まれたハウステンボスの街並み、ここに
しかない海辺のホテルでの特別なリゾートステイを体験してください。 

外観（イメージ）外観（イメージ）

イメージイメージ

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

季節のバイキング夕食

ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

熊本の旬と彩を愉しむ宿
翌朝の肌の違いを実感していただける泉質が自慢

外観（イメージ）外観（イメージ）

大浴場（イメージ）大浴場（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

日本三大美肌の湯・嬉野温泉
１０階建てのお酒落なリゾートホテル

外観（イメージ）外観（イメージ）

展望露天風呂（イメージ）展望露天風呂（イメージ）

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例
和会席

吹き抜けアトリウム（イメージ）吹き抜けアトリウム（イメージ）

クレンジング効果抜群pH9.4の「美人の湯」、旬を活かした「創作会席」、貴
重な伝統工芸山鹿灯籠を使った「山鹿遊び」など、旬の景色を非日常の佇
まいの中でゆっくりとご堪能下さい。

嬉野温泉、随一の地上10Fの高層建物です。展望風呂はもちろん、客室、
レストラン、ラウンジ、湯上がり処などから、嬉野の景観を一望でき、季節や
時間によって趣を変える風景をお楽しみいただけます。

美容や健康に最適のバランスのとれた

アルカリ性単純弱放射能温泉（弱ラドン温泉）は
温度がヌルめなので、ゆっくり浸かるのがオススメ。

旬の和会席

夕食（イメージ）夕食（イメージ）

出島会席

稲佐山の中腹から
世界に誇る長崎の夜景を望むホテル

世界新三大夜景に認定された長崎の夜景を望む稲佐山の中腹に位置す
るアットホームなホテルです。絶景の夜景、展望大浴場、地元の素材を
使った美味しいお料理で、真心を込めたおもてなしを致します。

外観（イメージ）外観（イメージ）

お部屋の一例 ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

夕食

展望大浴場（イメージ）展望大浴場（イメージ）

添乗員同行
観光・食事付長崎九州 日間日間日間4

コースA 4日間
利用ホテルのご紹介

長崎市 佐世保市 軍艦島

コースB 4日間

雲仙スカイホテル1日目泊 ウォーターマークホテル長崎
ハウステンボス

3日目泊

稲佐山観光ホテル1日目泊 山鹿温泉 ゆとりろ山鹿2日目泊 嬉野温泉 ホテル桜3日目泊

長崎県 熊本県 福岡県 佐賀県

ハウステンボス

長崎港を見下ろす高台に位置！
美しい夜景の眺望と、料理が自慢のお宿です

長崎港を見下ろす高台に位置
し、すべての客室と展望露天
風呂から望む世界新三大夜景
に認定された煌く長崎の夜景
と長崎伝統料理「卓袱」の味
わいは日常の疲れをゆっくりと
癒してくれることでしょう。

外観（イメージ）外観（イメージ）

ホテルからの夜景（イメージ）ホテルからの夜景（イメージ）

展望露天風呂（イメージ）展望露天風呂（イメージ） 夕食（イメージ）夕食（イメージ）

お部屋の一例

長崎伝統の味 卓袱料理夕食

ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

長崎にっしょうかん梅松鶴2日目泊 仙台空港⇔長崎空港
仙台空港 発着

Bコース お1人様（4名1室利用の場合）

添乗員同行
観光・食事付

旅行代金

169,800円
〈機材イメージ〉

世界遺産 軍艦島（イメージ）

ハウステンボス（イメージ） 九十九島（イメージ）

熊本城（イメージ）

世界遺産 グラバー邸（イメージ）

世界遺産 大浦天主堂（イメージ）

長崎ちゃんぼん（イメージ）

平和公園（イメージ）

眼鏡橋（イメージ）

稲佐山からの夜景（イメージ）

アイベックスエアラインズ利用

10/12022年 土
出
発

出発日1本

乗り継ぎなし！
らくらく直行！！仙台空港から直行チャーター便で行く！

西九州周遊の旅長崎満喫の旅
長崎市 軍艦島佐世保市

ハウステンボス 長崎県 熊本県 福岡県 佐賀県

周遊
2コース
をご用意！！ 九州4県の名所・絶景をめぐる！！

フォローお願いします。

お得な情報や最新情報を
Instagramから！

仙台空港国際化
利用促進協議会

上記ホテルでは「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に従いまして、全従業員で感染予防対応策を講じて参ります。
お客様の安心・安全を最優先し、他のお客様や従業員の感染リスクを低減する措置を行っております。

長崎満喫の旅

西九州周遊の旅

「地元発」国内旅行は



■発着地／仙台空港  ■利用予定航空会社／アイベックスエアラインズ チャーター便
■利用予定バス会社／長崎バス観光  ■出発日／2022年10月1日 
■食事条件／●Aコース：朝食3回、昼食3回、夕食3回 ●Bコース：朝食3回、昼食4回、夕食3回 
■最少催行人員／15名様 ■添乗員／仙台空港出発から仙台空港解散まで同行いたします。 
■各コースのご宿泊施設の情報は裏表紙（4ページ）に掲載しております。

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間です）※空港～ホテル間の移動及び観光中は他のお客様と一緒になり、お待ちいただく場
合もございます。予めご了承ください。

■ツアーコード／SDJ22AFFB-001

1室利用人数

3名1室利用

4名1室利用

2名1室利用 179,800円
1名1室利用 189,800円

174,800円
169,800円
旅行代金（お1人様）

■ツアーコード／SDJ22AFFA-001

1室利用人数

3名1室利用

4名1室利用

2名1室利用 189,800円
1名1室利用 199,800円

184,800円
179,800円
旅行代金（お1人様）

西九州周遊の旅長崎満喫の旅 4日間
長崎市 軍艦島佐世保市 ハウステンボス 長崎県 熊本県 福岡県 佐賀県 コースB

4日間
コースA

長崎平和公園（イメージ）ハウステンボス（イメージ）

夕

夕

夕

昼

昼

昼

朝

昼

朝

朝

食事日次 ス ケジュー ル 内 容

1

2

3

4

◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

火山について学べる「がまだすドーム」、世界平和を願う平和公
園、2015年に世界遺産に登録された軍艦島や美しい洋館が並
ぶグラバー園など、長崎の名所をめぐる満喫コースです。景勝地・
九十九島を遊覧し、ハウステンボス内の人気ホテルにも宿泊。最
終日は出発までハウステンボス内を散策してお楽しみください。

長崎、熊本、福岡、佐賀の九州4県をめぐる見どころ満
載のコースです。世界遺産のグラバー園、平和公園、日
本三名城の熊本城、弥生時代を体感できる吉野ヶ里遺
跡や異国情緒溢れる平戸など、名所・名物料理が盛りだ
くさんの4日間です。

軍艦島（イメージ） 長崎ちゃんぽん（イメージ）

着後、昼食へご案内

観光後、ホテルへ（15：45頃）

観光後、ウォーターマークホテル長崎ハウステンボスへ（15：40頃）

観光後、長崎空港へ

観光後、佐世保へ移動

ホテルチェックイン後、1.5dayパスポートでハウステンボス内をお楽しみください。

観光後、ホテルへ（16：30頃）

◎がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）

○平和公園 ○眼鏡橋 周辺散策

◎軍艦島 観光

昼食

昼食

九十九島「海遊」にてレモンステーキ膳

昼食 長崎名物の定番「ちゃんぽん」と「皿うどん」発祥の老舗店
「四海樓」にて長崎ちゃんぽんなどの中華料理

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間です）※空港～ホテル間の移動及び観光中は他のお客様と一緒になり、お待ちいただく場
合もございます。予めご了承ください。

夕

夕

夕

昼

昼

朝

昼

朝

朝

食事日次 ス ケジュー ル 内 容

【雲仙スカイホテル 泊】

【長崎にっしょうかん梅松鶴 泊】

【ウォーターマークホテル長崎ハウステンボス 泊】

1

2

4

3

仙台空港発（08：30頃）
◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：30頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：30頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください

ホテルにて具雑煮会席料理夕食

ホテルにて長崎伝統の味卓袱料理をお召し上がりください夕食

ホテルにて長崎の郷土料理を含む季節のバイキング夕食

アイベックスエアラインズ チャーター便にて長崎へ直行！！午 前

長崎空港着（10：50頃） 午 前

長崎空港発（17：20頃）
アイベックスエアラインズ チャーター便にて仙台へ直行！！

夕 刻

仙台空港着（19：10頃） 夜 着後、解散

着後、長崎市内へご案内

仙台空港発（08：30頃） アイベックスエアラインズ チャーター便にて長崎へ直行！！午 前

長崎空港着（10：50頃） 午 前

グラバー園（イメージ）

昼食

昼食

天下の味処「ほうじゅう」にて
島原郷土料理をお召し上がりください

昼食 うなぎ屋「元」にて鰻のせいろ付かご膳をお召し上がりください

昼食 いけす居食家「大徳利」にて
ひらめ御膳をお召し上がりください

【稲佐山観光ホテル 泊】

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：30頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：50頃）　観光へご案内

朝食 ホテルにてお召し上がりください  朝食後、ホテル出発（08：45頃）　観光へご案内

観光後、ホテルへ（15：00頃）

南山手の丘に位置する長崎ロマンの地 

◎熊本城熊本地震 復興のシンボル

名所・グルメ
大満足！！

九州4県
をめぐる

火山のすべてを体験できる日本で初めての体験型火山ミュージアム。「が
まだす」とは島原地方の方言で「がんばる」という意味です。自然の驚異と
災害の教訓を風化させることなく正確に後世へ残すためにつくられました。

がまだすドーム

西海国立公園九十九島南部を巡る約50分の遊覧船です。九十
九島遊覧船パールクィーンは、海の女王をイメージした名前のとお
り、優雅な白い船体が特徴です。広 と々した船内はバリアフリー構
造で、木目調の落ち着いた装飾が施されています。

九十九島は、佐世保湾の外側から北へ平戸までの約25kmの海
域に点在する海域のことで、複雑に入り組んだリアス海岸と島々が
織りなす美しい自然景観が広がっています。ほぼ全域が「西海国立
公園」に指定されており、島の密度は日本一といわれています。

九十九島遊覧

島原市1日目

長崎市

九十九島佐世保市3日目

原爆落下中心地公園北側、小高い丘にある平和公園は、悲惨な戦争を二度
と繰り返さないという誓いと、世界平和への願いを込めてつくられた公園です。
青銅製の「平和祈念像」は高さ9.7メートル、重さ30トンあります。制作者の長
崎出身の彫刻家北村西望氏はこの像を神の愛と仏の慈悲を象徴とし、天を
指した右手は“原爆の脅威”を、水平に伸ばした左手は“平和”を、軽く閉じた瞼
は“原爆犠牲者の冥福を祈る”という想いが込められています。

小さな海底炭坑の島は、岸壁が島全体を囲い、
高層鉄筋コンクリートが立ち並ぶその外観が軍
艦「土佐」に似ているところから「軍艦島」と呼ば
れるようになりました。2015年に世界文化遺産
「明治日本の産業革命遺産 ～製鉄・製鋼、造船、
石炭産業～」として正式登録されました。

長崎平和公園 眼 鏡 橋 軍 艦 島2日目

ハウステンボス佐世保市4日目

長崎県1日目

「グラバー園」は、国指定重要文
化財の旧グラバー住宅・旧リンガ
ー住宅・旧オルト住宅を核に、市
内に点在していた６つの明治期
の洋館を移築復元したものです。
長崎港の大パノラマを見下ろす
絶景もお楽しみいただけます。

グラバー園

熊本県3日目 山鹿灯籠民芸館 福岡県 柳川 川下り

佐賀県 吉野ヶ里歴史公園

九州4県の名所めぐり！

お1人様追加代金
（大人・子ども同額）

座席（イメージ）

◎グラバー園

ホテルにて出島会席をお召し上がりください夕食

観光後、山鹿温泉・ゆとりろ山鹿へ（17：20頃）

観光後、雲仙・島原へ移動

ホテルにて和会席夕食 【山鹿温泉・ゆとりろ山鹿 泊】

観光後、嬉野温泉・ホテル桜へ（17：15頃）
ホテルにて和会席をお召し上がりください夕食 【嬉野温泉・ホテル桜 泊】

平戸ザビエル
記念教会

長崎県4日目

3,000円

火山体験ミュージアム

現存最古のアーチ型石橋の一つ
○平和公園　○眼鏡橋 周辺散策平和を願う祈りの空間

◎がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）火山体験ミュージアム

◎九十九島遊覧

◎ハウステンボス 自由散策
パスポートを利用して
出発まで

○田平天主堂 ◎平戸オランダ商館 ○平戸ザビエル記念教会 

雲仙岳災害記念館（イメージ）

熊本城（イメージ）

島原郷土料理（イメージ）

柳川 川下り（イメージ）

山鹿灯篭民芸館（イメージ）

ハウステンボス（イメージ）

眼鏡橋（イメージ）

川面に映った影が双円を描き、「メガネ」に見
えることから、この名前がついたと言われ、『日
本橋』『錦帯橋』と並び日本三名橋に数えら
れます。昭和57年（1982）の長崎大水害で
一部崩壊しましたが翌年復元され、国の重要
文化財に指定されています。近年では中島川
護岸にあるハートストーンが、愛を願うパワー
スポットとして人気を集めています。

弥生時代の遺跡の中でも吉野ヶ里遺跡
は、3つの町村にまたがった我が国最大の
遺跡で、弥生時代における「クニ」の中心
的な集落の全貌や、弥生時代700年間の
移り変わりを知ることができ、日本の古代
の歴史を解き明かす上で極めて貴重な資
料や情報が集まっています。

地元では「祐徳（ゆうとく）さん」の愛称で親しまれ
ています。木々の緑に映える建物の鮮やかな朱
色が印象的で、神殿、拝殿、楼門など主要建物
は総漆塗り。石壁山を背後にして本殿がたち、山
裾の広い境内には楼門、神楽殿が立っています。
その美しさから「鎮西日光」とも呼ばれています。 

祐徳稲荷神社

国指定伝統的工芸品「山鹿灯籠」。和紙と少量
の糊だけで作られる山鹿灯籠は、その繊細さと美
しさから和紙工芸の極致とも評されます。ここで
はその名作の数 を々展示。元々銀行だった建物
の外観は重厚なロマネスク風で、内部は昔の銀
行建築様式を今に伝える貴重な資料として国の
登録有形文化財に指定を受けております。

四季を愛でる「水郷柳川」としても知られ、福岡
市内には網目のように掘割が張り巡らされ柳川
ならではの風土を作り上げています。国の名勝に
指定されており、船頭さんの歌を聞きながら、ゆっ
たりと流れる時間を愉しむ川下りはもちろん、掘
割沿いを歩くだけでも四季を通して非日常を感じ
ることができます。

※昼食はハウステンボス内でご自身にてお召し上がりください

グラバー園（イメージ）

観光後、島原港へ　　  高速船にて熊本へ移動（約30分） 熊本港着後、観光へご案内

◎山鹿灯篭民芸館国指定伝統的工芸品「山鹿灯籠」を展示する

○柳川 川下り北原白秋のふるさと水郷柳川

◎吉野ヶ里歴史公園○祐徳稲荷神社

わが国最大の弥生時代の遺跡

◎九十九島遊覧

九十九島 遊覧

軍艦島（イメージ）写真提供：（一社）長崎県観光連盟 山鹿灯籠民芸館（イメージ）

吉野ヶ里遺跡（イメージ） 祐徳稲荷神社（イメージ）

柳川 川下り（イメージ）

九十九島（イメージ）

軍艦島（イメージ）

長崎平和公園（イメージ）

ハウステンボス（イメージ）

九十九島（イメージ）

眼鏡橋（イメージ）写真提供：（一社）長崎県観光連盟

グラバー園（イメージ）

熊本県2日目

日本三名城の一つ熊本城。別名銀杏
城とも呼ばれ、名将加藤清正によって
慶長6年（1601年）に着工、7年の歳月
をかけ築城されました。以後、熊本城は
400年に亘る日本の様々な歴史の重要
な舞台となっていきます。

熊本城

熊本城（イメージ）

がまだすドーム（イメージ）

広大な敷地の中に四季折々の美しい花々が咲き誇り、レンガ造り
の重厚な街並みをめぐる運河が安らぎと癒しを与えてくれる滞在
型リゾート。日が暮れた夜、広大なハウステンボスの街は、まるごと
光きらめく街へ一変。幻想空間へと人 を々誘います。1日では回り
きれないほどの光のスポットが季節ごとに登場し、1年中光の世界
を楽しむことができます。

世 界 遺 産

世 界 遺 産

世 界 遺 産

世 界 遺 産

◎グラバー園世 界 遺 産

名将加藤清正により築城された「日本三名城」
の一つで、別名「銀杏城」とも呼ばれます。

開催中のイべントやアトラクションの情報は
こちらの公式ホームページから

平戸観光のシンボルでもあ
るゴシック様式の教会堂。
丘の上に建ち、尖鋭な屋
根と十字架が特徴です。禁
教が解けて信徒が住むよう
になり1931年、大天使聖
ミカエルに捧げた教会が建
てられ、献堂40年にザビエ
ル像を建て、「平戸ザビエ
ル記念聖堂」とよばれるよ
うになりました。

※写真掲載については長
崎大司教区の許可をいた
だいています。

九十九島（イメージ）写真提供：（一社）長崎県観光連盟

平戸オランダ商館（イメージ）

平戸ザビエル記念協会（イメージ）
写真提供：（一社）長崎県観光連盟

がまだすドーム（イメージ）写真提供：（一社）長崎県観光連盟

九十九島遊覧船パールクィーン（イメージ）写真提供：（一社）長崎県観光連盟
〈2・2座席配置の一例〉

→2名並び席 →他のお客様が座ります。（空席ではありません）

通
路

窓
側

窓
側

2名並び席プラン
お席が離ればなれになることはありません！！

往復

※ご旅行お申し込み時に合わせてお申し込みく
ださい。※お申し込み後の手配となりますので、ご
希望に添えない場合があります。窓側、通路側
等のシートリクエストはお受けできません。※お申
し込み後（及び現地での）の変更はお受けできません。※お申し込み後のお取り消しは、
お申し込み時期により、取消料が必要となります。

観光後、長崎空港へ 長崎空港発（17：20頃）
アイベックスエアラインズ チャーター便にて仙台へ直行！！

夕 刻

仙台空港着（19：10頃） 夜 着後、解散

レモンステーキ膳（イメージ）

(雲仙岳災害記念館）

コースBコースA 共通

リアス海岸と島々が織りなす美しい大自然

悲惨な戦争を二度と繰り返さない、誓いの平和公園

日本三名橋のひとつ、重要文化財

花と光の感動リゾート
日本一広いテーマパーク！ 美しいイルミネーション
ヨーロッパのような街並みと石畳、運河…

異国情緒で満たされる感動のひとときを体験！

火山のすべてを体験できる体験型ミュージアム

明治日本の産業革命遺産

※天候等により上陸できない場合があります。
　その場合も返金等はございません。予めご了承ください。

※天候等により上陸できない場合があります。その場合も返金等はございません。予めご了承ください。

明治期の洋館を移築復元 名将加藤清正が築城した
熊本地震からの復興の象徴

山鹿灯籠の名作の数々を展示 北原白秋の詩情を育んだ水郷の風景

日本三大稲荷に数えられる神社

昼食後、佐賀へ移動 弥生時代の遺跡

鰻のせいろ付かご膳（イメージ）

佐世保港外から北へ25キロ、平戸瀬戸まで連なる大小208の島 を々
九十九島といい、島の密度は日本一と言われています。2018年4月
に国際NGO、「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟認定されました。

大地の営みが生んだ美しい大自然、
日本最西端の海の国立公園を遊覧！

名物「長崎皿うどん」など中華料理をお召し上がりください名物大村寿司などの「うどん膳」

幕末から明治の建築物
を移築して造った

ルートマップ

がまだす
ドーム

平和公園

眼鏡橋
グラバー園

軍艦島

長崎
空港

仙台空港より

仙台空港へ

長崎県

ルートマップ

九十九島
ハウステンボス

がまだす
ドーム

熊本城

柳川

平和公園

長崎空港

仙台空港より

仙台空港へ

長崎県

佐賀県

熊本県

福岡県

グラバー園

山鹿灯篭
民芸館

吉野ヶ里
歴史公園

祐徳
稲荷神社

平戸ザビエル
記念教会

九十九島

田平
天主堂

平戸オランダ
商館

共通旅行条件

多彩なイベント・アトラクションを開催中！！

雲仙スカイホテル

ウォーターマークホテル長崎
ハウステンボス

ゆとりろ山鹿

ホテル桜
嬉野温泉

長崎にっしょうかん梅松鶴

稲佐山観光ホテル

大村寿司（イメージ）


