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「長崎デスティネーションキャンペーン」の開催について 

 

 

 

ＪＲグループでは、平成 28 年 10 月 1 日（土）から 12 月 31 日（土）までの 3 ヶ月間、長崎県、地

元自治体、観光事業者と連携し、『旅さきは、ながさき。』をキャッチフレーズに、「長崎デスティネー

ションキャンペーン」（以下、「長崎ＤＣ」）を開催いたします。長崎県での単独開催は初めてとなりま

す。 

長崎ＤＣ期間中は、県内各地でさまざまな特別企画やイベントを実施するほか、新たに開発・ブラ

ッシュアップした魅力ある観光資源、そして心のこもった、県民総参加の「おもてなし」で、全国の

お客さまをお迎えいたします。 

キャンペーン期間中は、世界文化遺産に登録された端島炭坑（軍艦島）などを有する『明治日本の

産業革命遺産』のほか、世界文化遺産候補『長崎の教会群とキリスト教関連遺産』、本年度新たに認定

された「日本磁器のふるさと 肥前」をはじめとする３件の『日本遺産』、日本の民間団体主催の「夜

景サミット 2012in長崎」にて世界新三大夜景に認定された長崎の夜景、ハウステンボスのイルミネー

ション、自然が織りなす美しい光などの『ひかりと灯り』、長崎の豊富な食材を活かし、独自に進化し

た長崎の味『美味感動』、和洋中のエッセンスを取り入れながら発展してきた特異な文化や歴史などの

『長崎浪漫』の 6 つのテーマ別に、さまざまな企画や特別イベントなどをご用意し、長崎ならではの

旅をご提案します。 

さまざまな魅力にあふれた長崎を、この秋存分にお楽しみください。 

 

 
 

                  平成 28年 10 月 1 日（土）～ 12 月 31 日（土） 
 
 

                  旅さきは、ながさき。 
 

              

 

                         線路の先にある「旅さきは長崎」であることを 

ロゴ化。鉄道による旅であることが分かりやす 

いデザインとしました。 
 

 

 

                 長崎デスティネーションキャンペーン推進協議会 
                       ※長崎県､市町､観光関係団体､事業者等 １００団体 

 

 

 

キャンペーン期間 

キャッチコピー 

実   施   主   体 

キャンペーンロゴ 



 

1 長崎ＤＣテーマ別特別企画 

(1) 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」 

①「明治日本の産業革命遺産」特別ガイドツアー 

三菱長崎造船所史料館チーフマネージャーの稲岡裕子氏が案内する 

「明治日本の産業革命遺産ツアー」を長崎ＤＣ期間中特別に開催します。 

小型貸切バスにより、三菱長崎造船所史料館はもちろんのこと、今回、 

小菅修船場跡も特別にご案内します。長崎ＤＣ期間中、計 6回だけの特別ツアーです。 

（実施日は、10月 24日（月）、11月 7日（月）、11月 21日（月）、 

11月 24日（木）、12月 5日（月）、12月 12日（月）のみ） 

② 高島、端島（軍艦島）、池島 3島周遊スペシャルクルーズ 

これまで団体向けのみに実施していた 3島周遊クルーズを、より多くの 

方に体感いただくため、長崎ＤＣ期間中は、日曜日限定で個人参加できる 

設定としました。約 8時間をかけ、世界文化遺産の「高島」「端島（軍艦島）」 

と九州最後の炭鉱の島「池島」を周遊できるクルーズです。 

（運航日は、長崎ＤＣ期間中の毎週日曜日） 

 

（2）世界文化遺産候補「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」 

① チャーチウィーク in上五島教会コンサート 

新上五島町内 6教会を会場に、演奏家によるクラシックコンサートを 

6夜連続（12月 6日（火）～12月 11日（日））で開催します。教会の荘 

厳な雰囲気の中で、クラシックコンサートを楽しんでいただけます。 

このコンサートに、一日先着 10名様（ペア 5組※先着順）を長崎ＤＣ 

特別席としてご用意します。 

   ② 秘密教会を訪ね、弾圧期を学ぶヒストリーウォーク                                     

     長崎巡礼センターの協力を得て、一日先着 20名様の特別企画ウォーキング 

ツアーを設定しました。長崎ＤＣ期間中、計 4回のみの特別ツアーです。 

長崎巡礼センターの専門ガイドの案内により、キリスト教の弾圧期を 

学ぶことができます。 

（実施日は、10月 9日（日）、10月 23日（日）、11月 13日（日）、 

12月 11日（日）のみ） 

③ 五島列島キリシタンクルーズ  

   海上タクシーを利用して、航路でしか巡れない    

世界文化遺産候補「長崎の教会群とキリスト教関 

連遺産」の 2つの構成資産などを巡礼ガイドの案 

内で訪れます。上五島発、下五島発と 2コースを 

設定しました。出発曜日を日曜日限定から、土・  

日・祝日発に増やして参加しやすくなりました。 

               

 

 

 

（※写真 左：使用する海上タクシー、右：江上天主堂） 
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（※写真はイメージです。） 
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   (3) 日本遺産 

 ① 対馬市万松院の至宝特別企画展 

徳川家康公と対馬藩初代藩主宗義智（そう よしとし）公の二人の 

肖像画を、対馬歴史民俗史料館で長崎ＤＣ期間中特別公開します 

（通常非公開）。朝鮮との外交窓口であった対馬藩と徳川幕府との繋 

がりを垣間見ることができる、ストーリー性を重視した特別企画展 

です。 

② 波佐見町 陶郷中尾山定時ガイドツアー 

歴史と伝統が培った波佐見焼の技と美、そして、「磁器のふるさと陶郷中尾山」の景観を満喫

していただくため、長崎ＤＣ期間中限定の定時ガイドツアーを設定しました。 

長崎ＤＣ期間中の日曜、祝日の 10時と 13時からの約 90分のツアーです。 

③ 佐世保市「窯元が語る三川内焼の歴史と魅力」定時ガイドツアー 

三川内焼伝統産業会館（三川内焼美術館）に所蔵されている展示品やその歴史と魅力を窯元自

らが語る定時ガイドツアーを設定しました。長崎ＤＣ期間中の毎週日曜 11時から約 60分のツア

ーです。 

 

（4）ひかりと灯り 

① ハウステンボス特別企画 

ハウステンボス長崎ＤＣ特別企画として、パレスハウステンボスでのジュエル 

イルミネーションショー特別観覧席（毎日 5～7回実施 ※各回先着 1組 2名様） 

をご用意しました。光と音楽が奏でる壮大なショーを堪能してください。 

    ② 稲佐山山頂電波塔イルミネーション 

世界新三大夜景に認定された長崎夜景の象徴である稲佐山山頂電波塔。 

今年の 4月からライトアップされていますが、10月から新たに毎晩 20時 9分 

より音楽と連動するイルミネーションショーを行います。 

③ 中島川・寺町界隈「まちあかり」 

     10月 13日（木）からの 4日間、旧暦の十三夜に合わせ、中島川と寺町界隈において、町家や 

お寺など「和」の魅力に光をあてる「まちあかり」を実施します。期間中は、竹灯籠などで通り 

を灯します。また、「眼鏡橋」と「興福寺」にて満月に輝く「お月見」を行います。 

   ④ グラバー園ナイトフェスタ 

      長崎ＤＣ期間中の 10月 22日（土）、10月 29日（土）の 2日間、ライト 

アップされた「グラバー園」において、「変面ショー」、「ハウステンボス歌 

劇団」、「二胡」や「バグパイプ」などによるイベントを実施します。ライト 

アップされたグラバー園から長崎の夜景を楽しみながら、長崎ならではの 

ショーをお楽しみ下さい。 

 

 

 

 

 

（※写真 左：徳川家康公、右：宗義智公） 
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（5）美味感動 

   ① 魚が美味しいまち長崎グルメクーポン 

     漁獲量全国２位、魚種の豊富さでは全国１位といわれる水産県長崎の 

美味しい魚をお手軽に楽しめるグルメクーポンを 3,000円で設定しまし 

た。 

② 佐世保 港まちグルメチケット 

     港まち佐世保に伝わる食文化、「佐世保バーガー」「レモンステーキ」「ビーフシチュー」「バー」 

を楽しむことができる便利でお手軽なグルメチケットをご用意しました。 

     500円券 2枚付と 4枚付の 2種類があります。お店のマップも付いて佐世保の食べ歩きを満喫 

できます。 

   ③ 長崎和牛を使用する特別ランチと「長崎和牛網焼き弁当」 

     平成 24年に開催された第 10回全国和牛能力共進会にて内閣総理大臣賞を 

獲得した日本一の和牛「長崎和牛」を輩出した東彼杵郡川棚町内のレストラ 

ン（十数店舗）にて、長崎ＤＣ特別ランチメニューをご用意しました。 

また、長崎和牛を網焼きした「長崎和牛網焼き弁当」を、1,490円で長崎 

駅にて 10月 1日（土）から販売します。 

 

（6）長崎浪漫 

   ① 長崎くんち特別観覧席桟敷券 

長崎くんち特別観覧席桟敷券（10月 7日（金）17時～20時 長崎市公会堂前広場） 

を、抽選でペア 10組 20名様にプレゼントします（長崎県外居住者のみ）。 

これまで販売されていなかった桟敷席を長崎ＤＣに合わせて特別にご用意 

しました。 

    ② 長崎検番 in出島特別企画 

鎖国時代の出島でおこなわれていた検番を、長崎ＤＣ期間中限定で、特別 

に再現。長崎の歴史文化が体感できる貴重で優雅なひとときをお楽しみくだ 

さい。 

（実施日は、10月 19日（水）、10月 22日（土）、10月 29日（土）、 

11月 5日（土）、11月 12日（土）、11月 19日（土）、11月 26日（土） 

のみ。一日 6回の開催。） 

 

2 長崎ＤＣオープニングイベント 

（1）長崎ＤＣオープニングイベント in長崎駅 

     長崎駅かもめ広場にて、長崎ＤＣオープニングイベントを開催します。長崎ＤＣ開催の記念

式典、伝統芸能のステージイベント、県内の特産品の販売等も予定しています。 

    ○ 開 催 日：平成 28年 10月 1日（土） 

    ○ 時  間：10：00～16：00（予定） 

    ○ 開催場所：ＪＲ長崎駅かもめ広場 

（2）長崎ＤＣオープニングイベント in博多駅 

     博多駅博多口大屋根下広場において、長崎ＤＣオープニングイベントを開催します。長崎県 

（※写真はイメージです。） 
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内の特産品を販売するほか、ステージイベントとして伝統芸能等による盛り上げを行います。 

    ○ 開 催 日：平成 28年 10月 1日（土）、10月 2日（日） 

    ○ 時  間：10：00～17：00（予定） 

    ○ 開催場所：ＪＲ博多駅博多口大屋根下広場 

     ※その他、長崎ＤＣオープニングを盛大に行うため、博多駅から長崎駅へ向けて運行する団

体列車の出発に合わせ、関係者によるお見送りを実施します。 

        ・開 催 日：平成 28年 10月 1日（土） 

・時  間：11：00頃～11：20頃 

        ・開催場所：ＪＲ博多駅 7番のりば（在来線） 

 

3 二次交通の整備 

（1）五島列島キリシタン物語 

海上タクシーを利用し、世界文化遺産候補「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産

を効率よく巡る便利でお得なコースを 2コース（上五島発、下五島発）設定しました。       

(2) 壱岐焼酎蔵めぐりタクシープラン 

     平成７年にＷＴＯ（世界貿易機関）の「地理的表示の産地指定」を受け、国際的にブランドが

保護されることとなった壱岐焼酎。「壱岐焼酎蔵めぐりタクシープラン」を長崎ＤＣ期間に合わ

せて設定します。公共交通機関では周遊しにくい個性豊かな蔵元をコンパクトに回ることができ

ます。小型タクシーとジャンボタクシーの設定があります。 

（3）駅から観タクン                             

     ＪＲの主な駅発着の事前予約不要、定額制の観光タクシー「駅から 

観タクン」を長崎県で初めて 3駅（5コース）に設定しました。 

  【長崎県内の設定駅：長崎駅・早岐駅・佐世保駅】 

    ※タクシーご利用駅又はＪＲ東海、ＪＲ西日本、ＪＲ四国、ＪＲ九州 

エリアの主な旅行会社、ＪＲ四国のワープ支店や駅ワーププラザ、ＪＲ九州旅行各支店でご購入

下さい。 

 （4）長崎・佐世保・島原周遊パス 

      長崎県内の広域周遊観光に便利な着地フリーきっぷを、主な旅行会社のＪＲセットプランのオ

プション商品として設定しました。「SASEBO クルーズバス海風」「島原鉄道と島鉄バス」「長崎電

気軌道」が利用できるお得なきっぷです。 

また、長崎・佐世保・島原周遊パスの提示により県内 11 施設での特典（長崎ロープウェイ運

賃、グラバー園入園料の割引など）もご用意しています。 

 （5）波佐見・有田間 周遊乗合タクシー運行 

      日本遺産認定で注目をあびる肥前窯業圏を便利に周遊できる周遊乗合タクシーを運行します。

土曜、日曜、祝日の運行で 1日 8往復となります。両町の歴史、町並み、アート、食をお楽しみ

ください。 

 （6）その他 

     長崎県内の広域周遊観光に便利なアクセスブック「ながさきをめぐるバス・ 

鉄道等の旅」を制作し、全国からのお客さまをお迎えします。   

 

（※アクセスブック表紙） 



 

4 おもてなし 

   (1)「長崎県総おもてなし運動」との連携等 

長崎県を訪れるお客さまに、県民とふれあう心温まる「おもてなし」を提供するため、2009年 

4 月より、県民と事業者・行政等が一体となって「長崎県総おもてなし運動」を展開中です。長

崎ＤＣ推進協議会においては、「長崎県総おもてなし運動」と連携しながら、「長崎ＤＣおもてな

しワッペン」を配布して、おもてなし意識の醸成に取り組んでいます。 

また、関係団体とも協力し、長崎ＤＣ開催に向け、清掃活動を実施します。 

   (2) おもてなしセミナーの実施 

     長崎ＤＣを契機とした、更なる「おもてなし」向上のため、県内 4箇所において、観光関係者

等を対象にした「おもてなしセミナー」を開催しています。 

  

  (3) 歓迎バナーフラッグ等の掲出 

     広く県民に長崎ＤＣを周知するとともに、長崎県を訪れるお客さまへの 

おもてなしとして、県内各地において、長崎ＤＣバナーフラッグや長崎ＤＣ 

のぼりを設置します。 

   【長崎市】 

    場 所：浜市アーケード、観光通り、ＪＲ長崎駅かもめ広場 

    期 間：9月～12月 

        ※ＪＲ長崎駅かもめ広場は 10月～12月 

   【その他】 

    県内各地域の観光施設等において長崎ＤＣのぼりを設置  

 (4) 交通事業者との連携によるおもてなしステッカーの掲出 

     県内交通事業者と連携し、タクシー、レンタカー、バス、 

路面電車等におもてなしステッカーを掲出し、全国からの 

お客さまをお迎えします。 

   (5) 観光案内所の整備 

     コンビニや観光施設等に長崎ＤＣガイドブック等を設置し、簡易観光案内所としての役割を行

います。 

  (6) 駅でのおもてなし  

     長崎県内のＪＲの主な駅では、駅社員が「長崎ＤＣおもてなしワッペン」を着用し、キャンペ

ーンを盛り上げます。 

（7）長崎ＤＣ記念「和華蘭スタンプラリー」開催  

     長崎ＤＣ期間中県内の宿泊施設（対象 137施設）に 2泊（同一施設に連泊可）された方々に抽

選でペア宿泊券など、素敵なプレゼントが当たるスタンプラリーを開催します。 

 

5 宣伝展開 

全国の皆さまに長崎の魅力をお伝えするため、駅や列車へのポスター、パンフレット掲出をはじめ

としたさまざまな宣伝を展開いたします。 

 

 

（※おもてなしステッカー） 

（※長崎ＤＣのぼり） 



 

（1）長崎ＤＣガイドブック 

各エリアの観光情報やキャンペーン期間中に開催される長崎ＤＣ特別企画、 

イベント情報などを掲載した長崎ＤＣガイドブック約 40万部を全国のＪＲ 

主要駅や旅行会社窓口等において配布します。 

 

（2）５連貼りポスター  

     長崎ＤＣ推進協議会が制作した５連貼りポスターを、平成 28年 9月 1日（木）～30日（金） 

の間、全国のＪＲ主要駅に掲出します。 

 

 

 

 

 

 

 

①味（逢路）    ②暦（古詠）   ③旅（多美）    ④時（都季）    ⑤光（来人） 

 

（3）ＪＲ6社制作ポスター 

      今回のポスターのタイトルは「愛しのNagasaki！ Mr.グラバーが愛した長崎へ。」です。長崎

県各地の重厚な歴史的建造物や美しい風景を、架空の人物・Mr.グラバーとともに新聞記事タッ

チで切り取っており、旅情あふれる長崎の魅力を際立たせるポスターとなりました。 

平成 28年 9 月中旬～12 月 31 日の期間、全国のＪＲ主要駅や列車内に掲出します。 

掲出期間(予定) ９月中旬 10月 11月 12月 

駅貼り・車内 

ポスター 

長崎市 

端島（軍艦島） 

平戸市 

田平天主堂 

長崎市 

稲佐山 新三大夜景 

雲仙市 

雲仙地獄 

車内ポスター 

（首都圏・京阪神） 

長崎市 旧グラバー住宅・ 

大村線 千綿駅 

波佐見町 波佐見焼の里・ 

三川内町・三川内焼 

五島市 江上天主堂・ 

長崎市 大浦天主堂 

佐世保市 

九十九島 俵ヶ浦砲台跡 

島原市 

湧水庭園 四明荘 

長崎市 

史跡料亭 花月 

長崎グルメ 或る列車・大村線・ハウステンボス 

 

 

 

 

  

（※ガイドブック表紙） 



 

6 ご旅行に便利な特別企画 

 （1）団体臨時列車の運行 

   ①「旅さきは、ながさき。」長崎デスティネーションキャンペーンオープニング記念号（仮称） 

    ・出 発 日：平成 28 年 10月 1日（土） 新大阪駅（8：08頃発）→長崎駅（13：38頃着） 

    ・編   成：新大阪駅～博多駅間は N700系 8両編成、博多駅～長崎駅間は 783系 8両 

    ・特 色：車内にて地元の特産品等が当たるじゃんけん大会等を実施するほか、ご乗車の

お客さまにちょっぴりプレゼント等をご用意いたします。また、長崎デスティ

ネーションキャンペーン特製弁当（長崎和牛網焼き弁当）を車内にてお召し上

がりいただきます。 

・主   催：(株)日本旅行 

   ② 特急「サロンカーあかつき」で行く長崎（仮称） 

    ・出 発 日：平成 28 年 11月 25日（金） 大阪駅（16：02頃発）→長崎駅（10：06頃着） 

    ・編   成：欧風客車サロンカーなにわ 7両編成 

    ・特   色：関西発長崎行の夜行特急をサロンカーなにわ車両で復活運転します。懐かしの

夜汽車の旅をお楽しみ下さい。 

    ・主   催：(株)日本旅行 

   ③夜景ラッピング列車で行く長崎（仮称） 

    ・出 発 日：平成 28 年 12月 17日（土）、12月 18日（日） 

    ・編   成：787系 7両編成 

    ・特   色：夜景評論家の「丸々もとお」氏がデザインする長崎の夜景を列車にラッピング

します。この 2日間限定のイベントも併せて、お楽しみください。 

    ・主   催：ＫＮＴ－ＣＴホールディングス(株) 

 

 （2）JRKYUSHU SWEET TRAIN 「或る列車」 

     長崎ＤＣ期間中の平成 28年 10月から平成 29年 3月までの期間中、豪華スイーツコースで大

人気の JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」が大村線を運行します。 

    ・運 行 時 間：佐世保駅（9:49発）→長崎駅（12:11着） 

           長崎駅（14：53発）→佐世保駅（17:53着） 

    ・基本プラン：おひとり 24,000円～（二名席をお二人でご利用の場合） 

    ・専 用 Ｈ Ｐ：http://www.jrkyushu-aruressha.jp/ 

    ・お問い合わせ：或る列車ツアーデスク TEL092-289-1537 

           （営業時間 10：00～17：30、水曜・日曜・祝日休） 

 

 

 

 

 

 

 

 
※写真はイメージです。スイーツコースは季節により変更します。 



 

 （3）シーサイドライナーラッピング列車 

     青春 18 きっぷのポスターにも選ばれた「千綿駅」などノスタルジックな雰囲気が残る大村線

を運行する車両（キハ 200 系）に、昨年、世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺

産」などをラッピングし、大村線沿線での長崎ＤＣの気運向上を図ります。 

     ・運行期間：平成 28年 10月 5日（水）から当面の間  

 

 

 

 

 

 

7 キリンビバレッジ株式会社・キリンビールマーケティング株式会社によるドリンク協賛 

ＪＲの主な駅の「みどりの窓口」「旅行センター」または主な旅行会社で、長崎県を目的地とするき 

っぷまたは旅行商品等を購入すると貰える引換券付き専用乗車券袋を、「引換店」表示のある「銘品

蔵」または「ＫＩＯＳＫ」店舗（諫早駅、長崎駅、早岐駅、佐世保駅）にお持ちいただくと、引換券

1 枚につき「キリン 生茶（525ｍｌＰＥＴ）」または「キリン 一番絞り生ビール（350ｍｌ缶）」のい

ずれか 1本と交換いたします。 

※ ＪＲ東日本では「びゅうプラザ」「提携販売センター」等で旅行商品を購入された方に限ります。 

※ 引換期間は平成 28年 10月 1日（土）から 12月 31日（土）です。 

※ 乗車券袋は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。 

 

詳しくは、駅等で配布する「長崎デスティネーションキャンペーンガイドブック（長崎デスティネー

ションキャンペーン推進協議会発行）」と長崎デスティネーションキャンペーン公式ホームページ

(http://www.nagasaki-tabinet.com/dc/)をご覧ください。 

※イラストはイメージです。 

http://www.nagasaki-tabinet.com/dc/

