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2 0 2 1 年 9 月 1 4 日 

九州旅客鉄道株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022年 10月から 12月にかけて佐賀県・長崎県そしてＪＲグループが協力して開催する大 

型観光キャンペーン「佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン（以下、佐賀・長崎ＤＣ）」 

が開催されます。ＪＲ九州では、佐賀・長崎ＤＣの盛り上げに向けて、タレントの奈緒さんが 

佐賀・長崎にある沢山の魅力を発信する「Ｎａｏ！西九州へＧｏ！」を開催します。 

 また本キャンペーンでは、両県の“新しいもの”を中心に“ならではのもの”まで幅広くご

紹介して参ります。 

  ぜひこの機会に、「西九州へＧｏ！」を合言葉に佐賀・長崎の魅力を見つけてください！ 

 

１ キャンペーン名称 

「Ｎａｏ！西九州へＧｏ！」 

 

 

 

  ➢イメージタレント 

奈緒（なお） 

      

【プロフィール】 

1995 年生まれ、福岡県出身。 

20 歳で上京し、NHK 連続テレビ小説「半分、青い。」で注目を集 

め、ドラマ「あなたの番です」でも注目され、テレビ誌が選ぶ助 

演女優賞を獲得。2021年は公開映画が 7本、ドラマでは NHK土曜 

ドラマ「正義の天秤」、日本テレビ 10月期水曜ドラマ「恋です!」 

に出演予定。 

 

 

２ 開催期間 

  2021年 10月１日（金）～2022年 3月 31日（木） 

 

３ キャンペーンのコンセプト 

   佐賀と長崎を“西九州”と表現することで、沢山の魅力が詰まった１つの大きな観光エリ 

アとしてご紹介していきます。今まで見たことのない景色やグルメなど沢山の魅力的な観光 

素材を通して“西九州”の楽しさをお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ九州 佐賀・長崎 魅力発見キャンペーン 

を開催します！ 

訂正 

2021年 9月 15日 
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４ キャンペーンのポイント 
 
 ➢2022年 10月から 12月に開催される「佐賀・長崎ＤＣ」のプレキャンペーンと位置づけ、 

１年前の同時期に観光素材をご紹介することでＤＣ本番に向けて盛り上げを図ります。 
  
➢2022年度秋頃の西九州新幹線開業に向けて佐賀・長崎の観光素材を発信し、両県の認知度 

を高めることで開業に向けた盛り上げを図ります。 
 
 ➢佐賀・長崎を象徴するシュガーロードにちなんだ「スイーツグランプリ」や、豊富な特産品 

を活かした駅弁をご紹介する「駅弁グランプリ」を開催し、その土地でしか楽しむことが出 

来ない新たな観光素材を発掘します。 
 
 ➢「西九州へＧｏ！フリーきっぷ」を発売することで、佐賀・長崎における広域の観光や周遊 

を可能にします。 
 
 ➢奈緒さんをイメージタレントとして、佐賀・長崎のさまざまな観光素材をご紹介し、“新し 

いもの”や“ならではのもの”をお伝えします。 

 

５ 宣伝展開 

 ➢パンフレット・ポスター 

  ・パンフレット 

    本キャンペーンの専用パンフレットとして、ＪＲ九州の車内誌として人気の高かった 

「Please」特別版を発刊します。観光素材はもちろん、そこに携わる「人」や「伝統文化」、 

「シュガーロードの歴史」などを含めてご紹介することで、佐賀・長崎の魅力をさらに深 

くお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ポスター 

    キャンペーンタレントの奈緒さんが佐賀・長崎の「ＷＯＷ！」な観光素材を楽しむ様 

   子を掲載することで両県の魅力を発信します。また、メインポスターの他、佐賀県版・長 

崎県版を制作して佐賀・長崎への旅を訴求します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・掲出箇所：ＪＲ九州の主な駅 

  ・掲出期間：2021年 9月 14日（火）～2022年 3月 31日（木） 

 

【メイン】 【佐賀県版】 【長崎県版】 
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６ プレキャンペーン限定特別企画 

 ➢「スイーツグランプリ・駅弁グランプリ in 西九州」開催！ 

佐賀・長崎の新たな名物やご当地グルメ、地元の特産品を使用した駅弁を発掘すべく、 

 スイーツと駅弁を募集してグランプリ企画を開催します。 
   

〔目的〕 

    佐賀・長崎は「シュガーロード」や「和華蘭文化」など「食」にまつわる歴史や文化 

   が根付いています。そこで、両県の新しい名物やその土地でしか楽しむことのできない 

スイーツをご紹介します。また、地元の食文化や特産品などを活用した特色ある「駅弁」 

についてもご紹介することで、鉄道の旅の訴求へつなげます。 

〔募集内容〕 

 ・佐賀、長崎の特産品を使用したスイーツや駅弁 

 ・佐賀、長崎の県内に所在する事業者 

〔募集期間〕 

2021年 10月１日（金）～ 2022年 1月 31日（月） 

  〔応募方法〕 

・キャンペーン特設サイトにて必要事項を入力の上お申込みください。 

   ・募集要項など詳細はキャンペーン特設サイトをご覧ください。 

  〔選考方法〕 

   ・一次選考として書類選考を実施します。 

   ・一次選考を通過した商品について以下の２つの二次選考を実施します。 

①イベントでの販売会による一般審査 

②特別審査員の試食による審査 

  ・上記の選考方法で最優秀賞・優秀賞をそれぞれ選出します。 

 〔結果発表〕 

  結果発表についてはキャンペーン特設サイトにてお知らせします。（2022年３月頃予定） 

 

 

 

 

 

➢特別団体列車「つながる３つのＤ＆Ｓ列車乗車ツアー」を催行します！ 

   ＪＲ九州の３つのＤ＆Ｓ列車をつなげて特別団体列車として佐賀・長崎エリアを運行し 

ます。３日間限定の運行となりますのでぜひこの機会にご利用ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

〔運 行 日〕2021年 10月１日（金）・２日（土）・３日（日） 

〔運行区間〕佐賀駅→肥前浜駅→長崎駅→千綿駅→佐世保駅→武雄温泉駅→佐賀駅 

〔利用列車〕「はやとの風」「いさぶろう・しんぺい」「かわせみ やませみ」を全て連結 

〔お問い合わせ〕 

〇10月１日（金）・２日（土）ご出発分 

・阪急交通社 福岡予約センター：TEL 092-725-9252 

営業時間(月～金)9:30～17:30 (土・日・祝)9:30～13:30 

〇10月３日（日）ご出発分 

・日本旅行 福岡予約センター:TEL 092-262-6535/営業時間 11:00～17:00/定休日 土・日・祝 

・西日本新聞旅行      :TEL 092-711-5518/営業時間 10:00～16:00/定休日 土・日・祝 

※募集状況により満席となっている場合がございますので予めご了承ください。 

 

【キャンペーン特設サイト】 

https://www.jrkyushu.co.jp/train/nishikyushu-go 

【かわせみ やませみ】 【いさぶろう・しんぺい】 【はやとの風】 
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７ キャンペーン限定のおトクなきっぷを発売します！ 

➢ＪＲ九州インターネット列車予約限定！「西九州へＧｏ！フリーきっぷ」 

佐賀駅以西の長崎本線、佐世保線、大村線、唐津線、筑肥線(一部)の特急列車の普通車

自由席・普通・快速列車およびＪＲ九州バス（武雄温泉駅～嬉野温泉～彼杵駅）に乗り降

り自由なフリーきっぷを期間限定で発売します。 
 
〔有効期間・発売額〕 

    ・２日間用：6,300円 ・３日間用：7,000円 

   〔発売期間〕 

    ・２日間用 

2021年 9月 15日(水)～2022年 3月 30日(水) 

    ・３日間用 

2021年 9月 15日(水)～2022年 3月 29日(火) 

   〔利用期間〕 

    ・2021年 10月 1日(金)～2022年 3月 31日(木) 

※２日間用・３日間用共通 

   〔発売箇所〕 

    ・ＪＲ九州インターネット列車予約限定発売 

    ※ＪＲ九州インターネット列車予約限定のためＪＲ九州Ｗｅｂ会員の登録が必要です。 

※旅行商品とのセット発売に限り主な旅行会社でも発売します。 

 

➢キャンペーン限定レンタカー割引プラン 

キャンペーン期間中に佐賀・長崎県内の駅レンタカーを割引価格でおトクにご利用いた 

だけます。 
 
〔発 売 期 間〕2021年 9月 15日（水）～2022年 3月 29日（火） 

〔利 用 期 間〕2021年 10月 1日（金）～2022年 3月 31日（木） 

〔利 用 条 件〕「西九州へＧｏ！フリーきっぷ」をご利用のお客さま 

〔販  売  額〕日帰りプラン/3,400円（通常販売額：4,600円） 

〔対象営業所〕佐賀駅営業所、新鳥栖駅営業所 

長崎駅営業所、佐世保駅営業所 

〔そ の 他〕・ご利用日の２日前までにＪＲ駅レンタカーの 

ホームページでご予約ください。 

・各営業所の営業時間内でご利用ください。 

・免責保証料は上記販売額に含まれます。 

 

➢島原半島の周遊に便利な「ぐるっと島原半島フリーきっぷ」を発売します！ 

 ＪＲ九州の長崎駅～諫早駅の普通列車および島原鉄道・島鉄バス・島鉄フェリーに乗り降 

り自由なフリーきっぷを発売します。 
 

〔有効期間・発売額〕 

    ・１日間用：2,500円 ・２日間用：3,500円 

   〔発売期間〕 

    ・１日間用 

2021年 10月 2日(土)～2022年 2月 20日(日) 

    ・２日間用 

2021年 10月 2日(土)～2022年 2月 19日(土) 

    ※土・日・祝日のご利用当日のみ発売 

〔利用期間〕 

    2021年 10月 2日（土）～2022年 2月 20日（日）の 

土・日・祝日限定 ※１日間用・２日間用共通 

   〔発売箇所〕 

  ＪＲ九州長崎駅・諫早駅、島原鉄道の主な駅など 

※数量限定発売のため発売予定数に達し次第終了です。 

 

大村線を追記 
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➢タクシー観光プラン「駅から観タクン」キャンペーン特別プラン 

 沢山の魅力あふれる佐賀・嬉野・鹿島・有田・波佐見・武雄エリアをおトクに周遊できる 

タクシー観光プラン「駅から観タクン」をキャンペーン期間限定の特別価格で発売します。 
 

 〔利用可能時間〕 

9:00～15:00 

 〔 利 用 方 法〕 

事前にＪＲ九州の主な駅などでタクシー乗車券をお求めの上、出発駅（出発地）で 

   タクシーにご乗車いただき、乗車券を運転手へお渡しください。 

 〔プラン一覧〕 

   ①佐賀市内周遊プラン 

   ・コ ー ス：お客さまのオーダーメードで佐賀市内を自由に周遊 

   ・料  金：２時間/3,500円  ４時間/5,500円 

   ・そ の 他：みのりカフェ季楽 ドリンクサービス券付き 

         SAGAMADO（コムボックス佐賀駅前内）手荷物預かりサービス付き 

 

②武雄・嬉野プラン 

   ・コ ー ス：武雄温泉駅～楼門～武雄神社・大クス～祐徳稲荷神社～幸姫酒造～ 

茶畑の景色～チャオシル～嬉野温泉街 

   ・料  金：３時間/9,800円 

    

③鹿島・嬉野プラン 

   ・コ ー ス：肥前鹿島駅～鹿島城址～祐徳稲荷神社～肥前浜宿酒蔵通り～ 

道の駅鹿島～嬉野温泉街 

   ・料  金：３時間/9,800円 

    

④有田・嬉野プラン 

   ・コ ー ス：有田駅～泉山磁石場～陶山神社～皿山通り散策(今右衛門窯等)～ 

柿右衛門窯～嬉野温泉街 

・料  金：３時間/9,800円 

 

⑤有田・波佐見・嬉野プラン 

・コ ー ス：有田駅～泉山磁石場～陶山神社～中尾山～鬼木の棚田～嬉野温泉街 

    ・料  金：３時間/9,800円 

 

※②③④⑤のプランは嬉野温泉街からのご出発も可能です。 

※運転手によるガイドはありません。観光施設の入場料などは別途必要です。 

※①佐賀市内周遊プランは SAGAMADOで周遊施設を選択してください。 

    

✓その他、長崎県内のタクシー会社が設定している世界遺産や夜景観光、九十九島、平戸コースな

ど長崎の観光を満喫できるおすすめのプランもあります。 

詳しくは各タクシー会社のホームページをご覧ください。 
 
・長崎ラッキーグループ  http://www.luckygroup.jp/ 

    ・佐世保ラッキーグループ http://lucky-group.co.jp/sightseeing 

     ・ハウステンボス観光  https://hattrip.info/category/taxiplan 

     

 

 

 

 

 

 

 

（誤）３時間 
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８ その他 

➢「駅長おすすめのＪＲ九州ウォーキング 2021年秋編」 

～西九州新幹線にふれる「西九州新幹線スペシャルウォーク」を開催します！～ 

9月 18日（土）から開催する「駅長おすすめのＪＲ九州ウォーキング 2021年秋編」に 

て、2022年秋頃に控える西九州新幹線に関連するウォーキングを開催します。西九州新幹 

線開業前の今しか歩く事の出来ないコースですので、ぜひこの機会にご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※No.１～３のコースは事前申込が必要です。 

詳細は JR九州ウォーキングのホームページを参照ください。 https://www.jrwalking.com/ 

 

➢佐賀・長崎ＤＣ関連商品 

 佐賀・長崎に古くから受け継がれる伝統の名菓や時代と共に進化を続けるスイーツを、佐 

賀・長崎まち歩きしながらお楽しみいただける「シュガーロード Pass」を発売します。 
 
〔商 品 名〕 

シュガーロード Pass 

〔発売期間〕 

2021年 10月中旬～2022年 3月 31日（木） ※予定 

 〔商品内容〕 

佐賀・長崎の対象店舗でご利用いただけるスイーツの引き換え 

チケットと、提示特典付きのまち歩きマップがセットになって 

います。 

※詳細は佐賀・長崎ＤＣ特設サイトをご覧ください。 

       

 

９ 新型コロナウイルス感染予防対策について 

ＪＲ九州では、お客さまに安心して駅や列車等をご利用いただけるよう、様々な新型コロナウイ 

ルス感染症対策を実施しています。詳しくはＨＰをご確認ください。 
 
【新型コロナウイルス感染予防対策のご案内】 https://www.jrkyushu.co.jp/covid19/ 

【諫早駅】 【嬉野温泉駅】 【武雄温泉駅】 【新大村駅】 

No. 開催日 スタート駅/最寄駅 見学駅 コース名

1 11月７日(日) 諫早駅 諫早駅
ワクワク体験！西九州新幹線レールウォークと

諫早の悠久の歴史にふれる旅時間

2 11月14日(日) 武雄温泉駅 嬉野温泉駅 嬉野温泉駅「駅舎見学」と温泉まちのゆっつらウォーク

3 11月20日(日) 武雄温泉駅 武雄温泉駅
開業まで待てない‼

一足早く新幹線駅舎見学と武雄の物産まつりを訪ねて

4 11月28日(日) 竹松駅 新大村駅 西九州新幹線開業１年前イベントと大村市の歴史満喫ウォーク

https://saga-nagasaki-dc.jp/topics/detail/f3c4ff0e-8bc3-4853-ad6b-fb449837656a 


