
長崎遊覧バス担当者推薦　モデルコース１０選

※掲載コースは全てモデルコースです。アレンジや観光地の変更は可能です。

※発着地のいずれかが長崎県内であれば運行が可能です。（例：長崎発福岡着）

長崎市内

＝＝  阿蘇山 ＝＝ 阿蘇・内牧温泉（宿泊）

ホテル ＝＝ 熊本城 ＝＝ フェリー ＝＝ 島原市内(昼食、雲仙岳災害記念館) 
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※稲佐山山頂展望台へは小型又は中型バスでの進入が可能です。（大型は不可）

※当社のバスは全車禁煙車となっております。予めご了承下さい。

＝＝ 長崎空港又は長崎駅　 
6

＝＝ 雲仙・仁田峠 ＝＝ 愛野（休憩) ＝＝ 長崎市内（宿泊）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ホテル ＝＝ 軍艦島クルーズ ＝＝ 長崎市内観光（昼食、大浦天主堂・グラバー園）

5

阿蘇・内牧温泉
ホテル ＝＝ 知覧平和資料館 ＝＝ 人吉市内観光（青井阿蘇神社、昼食）＝＝ 

3 指宿温泉
ホテル ＝＝ 宮崎観光（青島・飫肥の街並み）＝＝ 都城市内（昼食、霧島酒造）＝＝ 桜島 ＝＝ 指宿温泉 

＝＝ 桜島 ＝＝ 指宿温泉（宿泊）

2 宮崎
ホテル ＝＝ 別府地獄巡り＝＝ 九重 夢大吊橋 ＝＝ 瀬の本 ＝＝ 高千穂峡 ＝＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食）
＝＝ 宮崎市内又は青島温泉（宿泊）

⑩ 九州一周ゴールデンルートコース　（福岡発）
宿泊地

1 別府温泉
福岡空港/博多駅 ＝＝ 福岡観光（昼食、太宰府天満宮・九州国立博物館）＝＝ 

＝＝ 別府温泉（宿泊）

＝＝ 唐津城・曳山展示場 ＝＝ 福岡市内 （宿泊）

3 ホテル ＝＝ 宗像大社 ＝＝ 明太子工場 ＝＝ 博多はねや ＝＝ 福岡空港/博多駅
　　　　　　 　【世界遺産】　　　　　　　　　　　　　  　　【昼食】

1 雲仙温泉

＝＝ 嬉野温泉（宿泊）

2 福岡市内
ホテル ＝＝ 祐徳稲荷神社 ＝＝ 武雄温泉物産館 ＝＝ 呼子又は唐津 ＝＝ 
                                                                            （昼食）

⑦ 熊本城と雲仙温泉・軍艦島クルーズコース　（長崎発）
宿泊地

1 雲仙温泉
熊本空港/熊本駅 ＝＝ 熊本市内観光（昼食、熊本城、水前寺公園） ＝＝ 

＝＝ フェリー ＝＝ 雲仙温泉（宿泊）

2
長崎市内

ホテル ＝＝ 島原観光（仁田峠・雲仙岳災害記念館・昼食）　＝＝ 愛野（休憩） ＝＝

＝＝ 長崎市内観光（平和公園・眼鏡橋・出島） ＝＝ 長崎市内（宿泊）

ホテル ＝＝ 長崎市内観光（大浦天主堂・グラバー園・昼食）＝＝長崎空港/長崎駅　 3

⑧ 雲仙温泉と天草・熊本コース　（長崎発）
宿泊地

1 雲仙温泉
長崎空港/県内各駅 ＝＝ 長崎市内観光（昼食、平和公園・原爆資料館） ＝＝

＝＝ 雲仙温泉（宿泊）

2
天草・下田温泉

ホテル ＝＝ 原城跡 ＝＝ フェリー ＝＝ 天草観光(昼食、イルカウォッチング
　　　　　　　【世界遺産】

又は崎津地区) ＝＝ 天草・下田温泉 （宿泊）
　　【世界遺産】

3
ホテル ＝＝長崎市内観光（大浦天主堂・グラバー園・昼食・平和公園・原爆資料館） 

＝＝ 長崎空港/長崎駅　

～～ 長崎港 ＝＝ 長崎市内（宿泊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食）

2 雲仙温泉
ホテル ＝＝ 佐世保市内観光（海軍史料館・針尾無線塔・無窮洞・昼食）＝＝

＝＝ 島原・雲仙岳災害記念館 ＝＝ 雲仙・仁田峠　＝＝ 雲仙温泉（宿泊）　　　　　　　

1 平戸温泉

福岡空港/博多駅 ＝＝ 唐津又は呼子 ＝＝ 曳山展示場・名護屋城址 ＝＝

＝＝ オランダ商館又は田平教会 ＝＝ 平戸温泉（宿泊）　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　※炭鉱弁当付きの体験コースも有

３つのオプションプランから選択

2

⑥ 平戸温泉と雲仙温泉に泊まる 佐世保・長崎コース　（福岡発）
宿泊地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食）

長崎市内

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（昼食）

3

1

2
ホテル ＝＝ 外海（出津教会・ド・ロ神父記念館・出津救助院・遠藤周作文学館） ＝＝ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【世界遺産】（昼食）

ハウステンボス
ホテル ＝＝ 長崎市内観光（大浦天主堂・グラバー園・出島・昼食）＝＝ 外海地区  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【世界遺産】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【世界遺産】

ホテル ＝＝ 軍艦島クルーズ ＝＝ 長崎市内 ＝＝ 長崎空港/長崎駅　 

③ 軍艦島クルーズと潜伏キリシタンの里・外海、ハウステンボスコース　（長崎発着）

ハウステンボス

長崎市内

3 ホテル（出発まで自由行動） ＝＝ 長崎空港/早岐駅　

2

宿泊地

1

＝＝ 長崎市内観光（大浦天主堂・グラバー園）＝＝ 長崎市内（宿泊）
　　　　　　　　　　　　　【世界遺産】

＝＝ ハウステンボス （宿泊）

3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食）

　　　　　　　　　　　　　【世界遺産】

長崎市内
2

② ハウステンボスと世界遺産・外海、長崎市内観光コース　（長崎発着）

⑨ 長崎・佐賀・福岡　３県を巡るコース　（長崎発）
宿泊地

3
※現地ガイドと散策

ホテル ＝＝ 三角西港＝＝ 熊本市内観光（昼食、熊本城）＝＝ 熊本空港/熊本駅　 
      　　      【世界遺産】

1 平戸温泉
長崎空港/県内各駅 ＝＝ 針尾無線塔 ＝＝ 佐世保市内 ＝＝ 田平天主堂 ＝＝ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食）

＝＝ 生月島 ＝＝ 平戸温泉（宿泊）

＝＝ 長崎市内観光（大浦天主堂・グラバー園）＝＝ 長崎市内（宿泊）

長崎空港/早岐駅 ＝＝ 池島（大瀬戸港又は神浦港） ＝＝ 長崎市内（宿泊）

宿泊地

ホテル ＝＝ 西海橋 ＝＝ 外海（出津教会・ド・ロ神父記念館・出津救助院等） ＝＝ 
　　　　　　　　（休憩）　　　　【世界遺産】（昼食）

宿泊地

ホテル ＝＝ 軍艦島クルーズ ＝＝ 長崎市内 ＝＝ 長崎空港/長崎駅　 

長崎市内
①：世界遺産の街・長崎市内観光（各自自由行動又は貸切バス利用）

③：世界遺産の島・五島観光　※九州商船利用（上五島・福江島プラン有）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

① 平戸温泉と潜伏キリシタンの里・外海、軍艦島クルーズコース　（長崎発着）

④ 炭鉱の島・池島と３つのプランから選べる長崎コース　（長崎発着）
宿泊地

1 長崎市内

長崎市内長崎空港/長崎駅 ＝＝ 長崎市内 ＝＝ 軍艦島クルーズ ＝＝ 長崎市内（宿泊）
　　　　　　　　　　　　　　 　（昼食）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昼食）3
ホテル ＝＝ 軍艦島クルーズ ＝＝ 長崎市内 ＝＝ 長崎空港/長崎駅　 

2 長崎市内ホテル ＝＝ 長崎港 ～～ 福江港又は奈良尾港 ～～　福江島又は上五島観光 ～～

②：潜伏キリシタンの里・外海観光（出津教会・出津救助院・遠藤周作記念館など）

⑤ 長崎市内連泊 五島列島と軍艦島クルーズコース （長崎発着）
宿泊地

1

※トイレ付バス及びリフト付バスは保有しておりません。

※ご要望に応じてサロン付バスのご指定も承ります。（台数に限りがございます）

長崎空港/早岐駅 ＝＝ ハウステンボス（到着後、自由行動・宿泊）

長崎空港/長崎駅 ＝＝ 長崎市内 ＝＝ 軍艦島クルーズ ＝＝ 長崎市内（宿泊） 長崎空港/長崎駅 ＝＝ 長崎市内観光（昼食、大浦天主堂・グラバー園）＝＝ 

3
ホテル ＝＝ 長崎市内観光（大浦天主堂・グラバー園・出島・平和公園・昼食）＝＝ 　　 

＝＝ 長崎空港/長崎駅


