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長崎県営バス観光（株）
観光庁長官登録旅行業第1427号  （社）全国旅行業協会正会員 長崎市大黒町3番1号（長崎交通産業ビル内）

総合旅行業務取扱管理者　永　田　英　久

☎
URL http://www.ken-buskan.jp　FAX 821-9094

旅行企画・実施

総合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不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ね下さい。

※写真はイメージです。

＊設定日以外の平日に空室十分あり。団体買取りお問合せ下さい。
　12/12（土）発は、初日と2日目の行程が入れ換わります。

16,800円～19,700円16,800円～19,700円大 人

11,800円～16,700円11,800円～16,700円子ども

子ども料金の設定は保護者と同室に限ります。

お支払い実額（GoToトラベル事業支援金割引後）お一人様 出発日 ・最少催行人員：各回25名・添乗員が同行いたします。
・食事条件 朝食１ 昼食1 夕食１※２日目の昼食は付きません。

は休前日料金

11月 22日（日）・27日（金）・28日（土）・29日（日）

4日（金）・11日（金）・12日（土）・13日（日）
19日（土）・20日（日）・26日（土）

9日（土）・10日（日）・11日（月）・15日（金）
23日（土）・24日（日）・29日（金）・30日（土）・31日（日）

2020年

12月
2020年

 1  月
2021年

ご注意（支援金の受領について）
この旅行は GoTo トラベル事業支援対象です。国から
の支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支
援金をお客様に代わって受領（代理受領）いたしますの
で、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた
「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。別
途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されま
す。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の
取消料を申し受けいたします。お客様は、当社による代
理受領についてご了承の上お申し込み下さい。

３名以上１室

２名１室

３名以上１室

２名１室

16,800円

18,200円

18,200円

19,700円

5,000円引

5,000円引

5,000円引

5,000円引

3,000円引

3,000円引

3,000円引

3,000円引

3,000円

3,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

5,000円

お支払い実額（大人） お支払い実額（大人実額より）
食事大人食のとき お子様食のとき

地域共通クーポン
大　人 子 ど も

出発日

平日・日曜発
３名以上１室

２名１室

３名以上１室

２名１室

25,800円

28,000円

28,000円

30,200円

３名以上１室

２名１室

３名以上１室

２名１室

9,000円

9,800円

9,800円

10,500円
休前日

（土曜・祝日前)

旅行代金（大人） 旅行代金への支援額（大人）

旅行代金 (消費税込)　お一人様

大人　
25,800円~30,200円
子ども 
19,100円~26,200円

当ツアーは、感染予防への
取り組みを行っております

◎集合時に検温を実施します。

◎バス車内では衛生管理を
　徹底します。

◎消毒液を準備します。
　定期的な消毒にご協力下さい。

◎添乗員やその他のスタッフは
　マスクを着用します。

◎感染防止対策が徹底された
　ホテル・レストランを利用します。

◎ソーシャルディスタンスの
　確保に配慮しご案内します。

旅行代金（基本代金）



■お申込みは／長崎県営バス観光(株)及び長崎県営バス各営業所
● 本　　  局 ☎（095）822－2959　　● 長　与（営） ☎（095）844－7131　　● 中央整備工場 ☎（0957）26－1642
● 長　崎（営） ☎（095）822－5141　　● 諫　早（営） ☎（0957）26－3080　　● 県営バス観光 TEL（095）825－0505
● 矢　上（営） ☎（095）838－3107　　● 大　村（営） ☎（0957）52－6134  　　　FAX（095）821－9094

1 .  各旅行の締切日は、出発の1週間前迄になっています。定員になり次第締切りますので、お早目にお申込みをお願い
致します。尚、申込者が最少人員に達しない時は、中止致します。中止の場合は出発1週間前までに（日帰りの場合は
出発3日前までに）御連絡し、申込金の金額を払戻し致します。

2 .  お申込み金及び旅行費用のお支払いについて
　 お申込み金は、お申込みと同時に予約金（旅行費用の3割以上）を申し受けます。残額は、出発の1週間前迄にお願
い致します。尚、バス座席は、お申込み順に、前の方より確保致しますのでご了承下さい。

3 .  取消料について
　 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき表-①の料率
の取消料をお支払いいただきます。

4 .  免責事項
　  旅行者の各位及び身廻り品に対し被むられた損害が次の理由による場合は責任を負いかねます。
　 （イ）天災地変、戦乱、暴動又は、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
　 （ロ）運送・宿泊機関の事故若しくは、火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
　 （ハ）官公署の命令（ニ）自由行動中の事故（ホ）食中毒（ヘ）盗難
　 （ト）運送機関の遅延、運送機関の不通又は、これらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮。
5 .  運輸機関のスケジュール及び運賃等の変更、天候条件その他不可抗力により、旅行日程、旅行費用を変更する場
合がありますので、あらかじめご了承下さい。　その他、当社旅行業約款により、取扱い致します。

6 .   個人情報の取り扱いについて
　 当社は旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様と連絡のために利用させて
いただくほかお客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそ
れらのサービス受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、旅行商品のご案内やそ
の他サービスの提供、統計資料の作成に個人情報を利用させていただくことがあります。

● その他
　 この旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
　 ※何か御不明の点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。   （総合旅行業務取扱管理者　永　田　英　久）

（
表
ー
①
）

（1）21日目に当る日以前の解除

  11日目に当る日以前の解除

（2）20日目に当る日以降の解除（3）～（6）を除く

  10日目に当る日以降の解除

（3）  7日目に当る日以降の解除（4）～（6）を除く

（4）旅行開始日の前日の解除

（5）旅行開始日の当日の解除（6）を除く

（6）旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の 30％

旅行代金の 40％

旅行代金の 50％

旅行代金の100％

無　料

旅行代金の20％

無　料

無　料

旅行開始日の前日
から起算してさか
のぼって

取　消　日　区　分 日帰り旅行宿泊付旅行

■お申込みのご案内 旅行条件のご案内（必ずお読み下さい）

詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、事前の確認の上、お申込みください。

ツアーの見どころご紹介
■ご注意事項　※道路事情等により、予定の時間より多少変更になる場合もございますので予めご了承下さい。（バス台数が多い場合は見学順序が変わる場合もございます）
　　　　　　　※集合場所・出発地は出発日ごとに異なりますので、その都度ご確認いただきますようお願いいたします。

長崎県営バスよか余暇ツアー

行　　　　　程 宿泊・昼食など

旗松亭
☎0950-22-3191

宿　泊

セントラルホテル佐世保
「レストラン四季」

☎0956-25-0001

昼　食

平戸温泉
国際観光ホテル

平戸の新鮮な海産物・農産物が揃う＊平戸歴史の道をウェルカムガイドがご案内いたします。

※12/12（土）発は、初日と2日目の行程が入れ換わります。

１６：４０頃 １７：１５頃 １７：３０頃

ツアーの見どころご紹介

1

日

目

2

日

目

県営バス長崎ターミナル

GoToトラベル事業支援対象
（１月３１日(日)発まで）

道の駅彼杵の荘(休憩） 無窮洞(見学) 梅ヶ枝酒造(酒蔵見学・試飲)

昭和町バス停 諫早駅西口バス停 県営バス大村ターミナル

四季御膳のご昼食 九十九島パールシーリゾート水族館「海きらら」(見学）

（平戸大橋） 平戸物産館(ショッピング) 平戸・旗松亭(泊)

子供達が掘った大防空壕

セントラルホテル佐世保 レストラン四季

１３：１０～１５：００（予定）　＊イルカのプログラム13:20～より

８：２０頃（徒歩）

（高速）

１7：0０頃

旗松亭・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・松浦史料博物館(見学) 平戸港交流広場 平戸瀬戸市場(ショッピング)

佐世保史料館「セイルタワー」(見学)

大村ターミナル

☆ご夕食時にお酒１本またはソフトドリンク１本付き

諫早ターミナル 昭和町バス停 長崎ターミナル

８：００発 ８：１５発 ８：４５発 ９：１５発

平戸温泉「旗松亭」に泊まる、温泉とグルメ１泊２日の旅
九十九島水族館「海きらら」平戸歴史の道・佐世保の街ぶらり散策

海上自衛隊 佐世保の街ぶらり散策・・・（約2時間程度）

※ご昼食は各自にてお済ませ下さい。

※佐世保自由散策に役立つ
　「佐世保タウンガイド」と
　四ヶ町アーケードマップを
　皆様にお渡しいたします。

させぼ四ケ町アーケード・五番街などフリータイム

平戸の銘菓・お土産品が揃う

よか余暇県内
１泊２日バスの旅

❖させぼ四ケ町商店街（アーケード）

九十九島の海を海中散歩しているような気分を味わ
える水族館。自然豊かな九十九島に生息する、さまざ
まな生きものに出会えます。九十九島の海を再現した
屋外型水槽では、キラキラと差し込む光と表情豊かな
生きものたちの演出でお出迎え。スーパーアイドルの
イルカたちが魅せる日本初の種目に、幻想的な世界
が広がる「クラゲシンフォニードーム」も必見です。

四ヶ町商店街は全長は516m、幅11mでアーケード
が連続して繋がっている三ヶ町商店街の長さを含め
ると960mとなり、直線に繋がったアーケード街とし
ては日本一の長さとなります。「四ヶ町」という名前の
由来は、商店街が上京町・下京町・本島町・島瀬町の4
つの町で形成されていることからきております。
佐世保駅方面から入口に入ると比較的昔から経営し
ている店舗が立ち並び、本島町付近から島瀬町付近
までファッションビル、書店、雑貨店、レストラン、ファ
ストフード、カフェ、その他各種の専門店が並びます。
中心市街地の一つである島瀬町にはイオンが営業し
ており、隣接して親和銀行本店もあってこの付近が一
番通行量が多くなります。1月2日の早朝に行われる
恒例の初売りは約20万人の人出となります。

平戸港交流広場から松浦史料博物館を結ぶ道は「歴史の
道」と呼ばれており、 道沿いには、平戸ゆかりの偉人達の
像が立ち並んでいます。かつては、中国・朝鮮との交流の要
地であり、天文19年(1550)にポルトガル船が来航してか
らは外交貿易で隆盛を極め、「西の都」と呼ばれた平戸。江
戸期には平戸藩６万石の城下町となり、町を散策している
と、その面影をそこかしこに見ることができます。
松浦史料博物館は、鎌倉時代から続き、平戸をはじめ壱岐
をふくむ長崎県北を治めた平戸藩主松浦家に伝来した資料
を保存・公開する長崎県で最も歴史を有する博物館です。
建物は、明治26年（1893）に松浦家の私邸として建てられ
た「鶴ヶ峯邸」を利用しています。
館内には、国や県指定となっている古文書や絵巻、鎧等が
所蔵されており、また敷地内にある茶室「閑雲亭」では松浦
家当主が宗家を務める鎮信流の御茶会も開かれています。

❖海上自衛隊 佐世保史料館「セイルタワー」
1968年（昭和43年）、佐世保市平瀬町の佐世保補給所内
（現・平瀬庁舎）に設けられた海自防衛資料館が前身。旧日
本海軍・佐世保鎮守府時代から海上自衛隊にいたる現在ま
での資料約4,400点を収蔵、そのうち約1,300点を常設展
示しています。映像や写真、模型、当時の資料などを通じ、
旧海軍、自衛隊の変遷を知ることができます。建物は7階建
て。1・2階部分は、旧海軍時代に将校の宿泊、福利厚生施
設として利用していた「佐世保水交社」の建物の一部を再
利用しており、国際通り側に突き出た石張りの八角屋根が
かつての雰囲気を感じさせます。3階以上はガラス張りの現
代的な建物となっており、屋上部の構造物が船の帆にも見
えることから「セイルタワー」の愛称で親しまれています。

❖九十九島
　パールシーリゾート・水族館「海きらら」

❖平戸「歴史の道」散策と松浦史料博物館


