2022 年 ８ 月 30 日
佐賀･長崎ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実行委員会
Ｊ Ｒ グ ル ー プ

「あなたの旅のコンパスをＳとＮへ 佐賀と長崎へ出発進行！」
佐賀・長崎デスティネーションキャンペーンを開催します
佐賀・長崎両県とＪＲグループでは、2022 年 10 月から 12 月まで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）
」を開催します。
2022 年９月 23 日（金・祝）
、西九州新幹線（武雄温泉～長崎）が開業されるこの機会に
あわせて、両県が有する特色ある歴史や文化、豊かな自然、多様な食など様々な魅力で全
国からお越しの皆様をお迎えいたします。
ご旅行の際は、「新しい旅のエチケット」など（※）にご留意のうえお出かけください。
※詳しくは観光庁ホームページ（URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001349264.pdf）をご覧ください。

１ キャンペーン期間

2022 年 10 月１日（土）～12 月 31 日（土）

２ 開催エリア

佐賀県、長崎県

３ キャッチコピー

あなたの旅のコンパスをＳとＮへ 佐賀と長崎へ 出発進行！

４ ロゴマーク

【コンセプト】
・両県の頭文字である「Ｓ」と「Ｎ」は 1 本の磁石を想
起させます。
・磁石を取り囲むように楕円形の磁場がつくられることか
ら、この様子を人（集客）になぞらえました。
・キャンペーンで行う魅力発信によって、国内の多くの
方々を引き寄せ、２県を周遊してほしいという思いを表
現しています。
・佐賀・長崎の２県が一体となって取り組んでいくことを
インパクトと分かりやすさを持って表現しました。

【佐賀・長崎ＤＣのポイント】
〇西九州新幹線の開業にあわせて、佐賀・長崎両県の共通テーマやコントラストが織り
なす西九州エリアの様々な魅力を全国に発信します。
〇様々な旅行商品が展開され、その中には、西九州新幹線や、新たなＤ＆Ｓ列車「ふた
つ星４０４７」を組み合わせたプランを展開予定のほか、抽選で合計 1,000 名様に
賞品が当たるデジタルスタンプラリーなど、西九州旅行におすすめの企画を展開し
ます。
〇キャンペーン及び西九州新幹線の開業を契機としたイベントや特別企画をはじめ、
両県のおすすめ観光素材をご用意し、全国からお越しの皆様をお迎えします。
※新型コロナウイルス感染症の状況などにより、企画・開催の中止や延期のほか、施設に
よっては臨時休業や営業時間の変更などの場合がございます。お出かけ前には、必ずご
確認ください。

佐賀・長崎デスティネーションキャンペーンの概要
１ キャンペーン期間中の特別企画（一例）
《団体貸切列車ＤＣオープニング記念号》
旅行商品概要
商品名 ：
「佐賀・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で行く佐賀・長崎への旅（日本旅行）
旅行期間：2022 年 10 月１日（土）～10 月２日（日）
発売日 ：2022 年８月５日（金）から好評発売中
※定員になり次第発売終了
出発地 ：関西発（新大阪、新神戸、姫路）
、
中国発（岡山、広島）
募集人員：300 名程度
コース ：全５コース（１泊２日）
〇２日目フリーコース
・長崎市内泊コース（グラバー園入園券付）
・ハウステンボス泊コース（ハウステンボス直営
ホテル限定、入園パスポート付）
・嬉野温泉泊コース（シュガーロード PASS 付）
〇２日目観光コース
・長崎市内泊コース
バークガフニ名誉園長の世界遺産旧グラバー住宅歴史講座と料亭御宿坂本屋
で食す長崎伝統卓袱料理
・雲仙温泉泊コース
名湯雲仙温泉に泊まる！絶景雲仙ロープウェイと湯けむり地獄めぐり
特別イベント概要〈2022 年 10 月１日（土）開催〉
イベント名：赤い風船 50 周年イベント まちにワク長崎フェスタ
場所
：出島ワーフ 三角広場（12:00～18:00）
内容
：長崎のグルメや物産品の販売（長崎和牛、佐世保バーガー等）
ステージイベント（長崎伝統芸能「龍踊」や変面ショー、佐世保ジャズ等）
※詳細はこちら。
URL：https://www.nta.co.jp/akafu/west/danrin/20221001/
《佐賀県》

《長崎県》

「イカ刺し」づくり体験【唐津市】

PLAY NAGASAKI 長崎を遊びつくそう!【長崎市】

創業 120 年を超える老舗の海産物販売店「木屋」
。呼子朝

長崎観光をもっと楽しく！旅をディープで思い出深いも

市通りに面したお店で、新鮮なイカを１杯使った「イカ

のにしてくれる、このまちだけの体験や過ごし方を紹介

刺し」作り体験。また、別途、イカと魚、野菜のすり身

する「長崎市の遊び方のポータルサイト」
。

を揚げる「イカ魚（ギョ）ロッケ」作り体験も有り。

1

佐賀県各地の日本酒を三右衛門の器で
味わう「唐津ちょこバル体験」
【唐津市】

新･観光丸ﾄﾜｲﾗｲﾄｸﾙｰｽﾞ【長崎市】

「肥前の三右衛門」と称えられる唐津の中里太郎右衛門、
有田の酒井田柿右衛門・今泉今右衛門の美しいお猪口で
ゆっくり飲み比べができる贅沢な時間を体験できる。

復元帆船「新･観光丸」に乗船、世界文化遺産とサンセッ
トが楽しめる、一押しの長崎港クルーズ。
2022 年 10 月８日（土）は特別クルーズイベントを開催。

伊萬里の街めぐりガイドツアー【伊万里市】

周遊観光バス「ぶらりん」
【長崎市】

伊万里駅前の伊萬里百貨店で、肥前磁器「古伊万里」が
生まれた昔の伊万里の風景を古写真スライドで学習した
後、白壁の通りや陶磁器の積出港だった川沿いをガイド
と一緒に探索できる。

長崎県営バスでめぐる、おすすめバスツアー。
特別企画「女神大橋てっぺんからの絶景と恐竜のたび」
のほか「平和の丘」
「中華散策」などのコースを設定。

泉山磁石場ガイドツアー【有田町】

長崎・佐賀満喫クーポン【長崎県内】

17 世紀に朝鮮陶工が磁器の原料である陶石を発見し、現
在、一部が国の史跡に指定されている場所へ特別入場。
普段は立ち入ることができないため特別なツアーに。磁
器のはじまりをガイドが詳しく案内。

観光施設や観光船など人気の 18 施設（佐賀県内 3 施設）
を満喫できる周遊旅行におすすめのクーポン。

高級生搾りジュース飲み比べ体験【太良町】

しまてつカフェトレイン特別運行【島原市】

「はるか」や「クレメンティン」など地元産の柑橘を中
心に、こだわりのジューサーで絞ったジュース 15～20 種
類の中から 10 種類の味の飲み比べと柑橘搾り体験もで
きる。

海沿いを走る「島原鉄道」の列車内で、地元のグルメや
スイーツを楽しむローカル鉄道の旅。
10 月～12 月はＤＣ特別号として運行し、オリジナルグ
ッズをプレゼント。

３日間有効のお得なＤＣ特別企画。

※写真はイメージです。気候・自然条件等により記事・写真のような景色が見られない場合があります。

２ 佐賀・長崎のおすすめ観光素材
《佐賀県》

《長崎県》

名尾手すき和紙工房

ようこそ！30 周年の
ハウステンボスへ。

～原料を自家栽培し、現在は
この工房のみが技術を伝え
ている。博多祇園山笠の提灯
等にも使用～
【佐賀市】

～花と光の感動リゾート。
喜びと感動にあふれた、
とびきりの 1 年～
【佐世保市】
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Tea tourism

海風旅。
Experience

～嬉野のお茶を求めて旅を
したくなる新しい旅の提案。
お茶の文化を体験できる
茶泊等５つのテーマが存在～
【嬉野市】

～佐世保バーガー手作り
体験など佐世保観光を
手軽に楽しめる 17 の
新しい体験プログラム～
【佐世保市】

幸楽窯トレジャーハンティング

《長崎さるく》
長崎ストーリーズ

～倉庫内の膨大な器の中か
ら、バスケット一杯になる
まで有田焼を詰め放題～
【有田町】

～本を読むように楽しむ、
長崎の様々な魅力に出会う
全 10 コースのまち歩き観光。
毎日催行（一部除く）～
【長崎市】

高輪築堤の再現展示

食べてみんね！
新・ご当地グルメ

～日本初の鉄道開通時に築
かれた鉄道構築物。鉄道開業
150 年、大隈重信没後 100 年
の節目の年に再現展示～
【佐賀市】

～2022 年３月、長崎県に
新･ご当地グルメ４つが
同時デビュー！～
【平戸市・西海市・新上五
島町・佐世保市宇久町】

黄金の茶室再現展示

島原半島
「雲仙温泉郷」

～名護屋城に着陣した豊臣
秀吉が作った茶室を記録に
基づき再現～
【唐津市】

～異なる泉質が楽しめる
奇跡の温泉郷～
【島原市・雲仙市
・南島原市】

御船山楽園紅葉ライトアップ

長崎しま旅！

～御船山山麓にある武雄領
主の別邸跡で 50 万坪の広さ
を持つ大庭園。2010 年国登
録記念物に～
【武雄市】

～長崎県内６エリアの魅力
ある島々。個性豊かな島々
が出迎える未経験の島旅～

【対馬市・壱岐市
・五島列島（五島市・新上五島町・小値賀町・佐世保
市宇久町）
】
※写真はイメージです。気候・自然条件等により記事・写真のような景色が見られない場合があります。

３ 佐賀・長崎をめぐって楽しむプラン
（１）デジタルスタンプラリー
ＳとＮ 佐賀・長崎を巡るデジタルスタンプラリー
佐賀と長崎を巡る周遊旅行におすすめの特別企画！
・実施期間：2022 年 10 月１日（土）～12 月 31 日（土）
・抽選で 1,000 名様に素敵な賞品をプレゼント！
・スポット：佐賀・長崎県内 150 箇所に設置
※詳細は、佐賀・長崎ＤＣ専用サイトでお知らせいたします。
URL：https://www.saga-nagasaki-dc.jp/
（２）佐賀・長崎周遊におすすめ
「祐徳旅行」のおすすめプラン
温泉地からやきもの探しと海を体感できる複合施設へ向かう
バスプラン（武雄温泉駅発～嬉野温泉駅～波佐見くらわん館～
九十九島パールシーリゾート～佐世保駅～ハウステンボス着）
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「ハウステンボス観光」のおすすめプラン
ハウステンボス発の長崎県内周遊プランに加えて、佐賀県内
を巡るバス・タクシープランを設定！
〔ツアーの一例〕
〇バスツアー
・有田焼トレジャーハンターツアー
〇観光タクシープラン
・武雄観光コース・嬉野観光コース
・有田・伊万里観光コース
シュガーロード PASS
日本遺産「長崎街道～シュガーロード～」には、古くから受
け継がれる伝統の名菓と流行、進化を続けるスイーツのお店
がいっぱい！
両県６つのエリアで、まち歩きしながらスイーツを楽しむプ
ランを設定。
【長崎市・諫早市・大村市・佐賀市・小城市・嬉野市】
ななぱす
文化庁の日本遺産「肥前やきもの圏」に認定されている佐賀
と長崎のやきものの７つの産地（※）で利用できる周遊パス
ポート「ななぱす」。各エリアで利用できる体験企画や、グ
ルメ、お得な特典などが満載。
※７つの産地
佐賀県の唐津市、伊万里市、武雄市、嬉野市、有田町
長崎県の佐世保市、波佐見町

４ 西九州を走るＪＲ九州の列車たち
（１）西九州新幹線「かもめ」 ＜2022 年９月 23 日（金・祝）運行開始＞
～九州らしいオンリーワンの車両～
2022 年９月 23 日（金・祝）に武雄温泉～長崎で開業する西九州新幹線「かもめ」のデザイ
ンには、ＪＲ九州のコーポレートカラーである赤を配色し、シンボルマークやロゴを配置して
います。また、車内のインテリアは和洋折衷、クラシックとモダンが組み合わされた、懐かし
くて新しい空間を表現しています。西九州新幹線で新たな佐賀・長崎の旅をお楽しみください。

※西九州新幹線「かもめ」の詳しい情報はこちら。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/train/nishikyushu/
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（２）新たなＤ＆Ｓ列車「ふたつ星４０４７」 ＜2022 年９月 23 日（金・祝）運行開始＞
～西九州の海めぐり列車～
「佐賀、長崎」という九州の観光における“ふたつの星”にある、沿線に広がる有明海や
大村湾の変化に富んだ「海」の“車窓”と「海」がもたらした“地域のおいしいもの”を
この列車に乗って楽しんでいただきます。
また、西九州新幹線と組み合わせることで、
“自分だけの自由な旅”を創り上げることが
でき、その日その時だけの楽しさが無限大に広がる旅をご提案します。

Designed by Eiji Mitooka + DDA

※「ふたつ星４０４７」の詳しい情報はこちら。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/train/futatsuboshi/
（３）
「３６ぷらす３」 ＜2022 年 10 月３日（月）から新・月曜日ルート運行開始＞
～九州のすべてが、ぎゅーっと詰まった“走る九州”といえる列車～
九州には、美味しい食、温泉、豊かな自然、歴史、
そしてホスピタリティマインドがあふれています。
「３６ぷらす３」はそうした九州の魅力を詰め込ん
で、九州を元気にするために走ります。
また、西九州新幹線開業後は「新･月曜日ルート
“金の路”
」として、博多～佐世保を運行し、新たな
地域の魅力を再発見できる旅をご提案します。
※「３６ぷらす３」の詳しい情報はこちら。
URL：https://www.jrkyushu-36plus3.jp/

５ ＤＣ期間にご利用いただけるおすすめのきっぷ
（１）周遊におすすめのきっぷ
西九州新幹線「かもめ」や「ふたつ星４０４７」を利用して、佐賀・長崎の観光をさらに
お楽しみいただける、おすすめのきっぷを発売します。
① かもめぐるりんきっぷ
～西九州新幹線と「ふたつ星４０４７」の指定席を片道ずつご利用いただけます～
【発売期間】2023 年３月 31 日（金）まで
【設定期間】2022 年９月 23 日（金・祝）～2023 年４月２日（日）
【発売箇所】
・ＪＲ九州のみどりの窓口
・ＪＲ九州、ＪＲ東海、ＪＲ西日本管内の旅行会社
【設定区間・発売額・有効期間】
設定区間（往復）
博多⇒長崎

発売額（小児半額）
9,300 円

有効期間
３日間

佐賀⇒長崎

8,600 円

３日間

武雄温泉⇒長崎
長崎⇒武雄温泉

7,200 円
7,200 円

２日間
２日間
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② いい旅！西九州きっぷ
～西九州新幹線、特急列車の自由席が乗り降り自由！西九州の周遊におすすめです～
【発売期間】2022 年 12 月 28 日（水）まで ＜出発の３日前までの発売＞
【設定期間】2022 年９月 23 日（金・祝）～2023 年１月１日（日）
【発売額・有効期間】発売額：
（大人）9,230 円 （小児）2,490 円 有効期間：２日間
【発売箇所】ＪＲ九州インターネット列車予約サービス
【設定区間（フリー区間）
】
下図の西九州新幹線や特急列車の自由席、普通・快速列車に乗り降り自由です。
佐世保
早岐

有田

※ 江北（肥前山口）

武雄温泉

ハウステンボス

佐賀

肥前鹿島
肥前浜

千綿
嬉野温泉
新大村

多良
小長井
部分の西九州新幹線に乗車可

長崎

諫早

部分のJR在来線に乗車可

※肥前山口駅は 2022 年９月 23 日（金・祝）をもって江北駅に改称します。

③ 小浜・雲仙・島原周遊パス
～諫早から小浜･雲仙･島原のまち歩きを満喫するなら絶対これ！～
【発売期間】2023 年３月 31 日（金）まで
【設定期間】2022 年９月 23 日（金・祝）～2023 年４月１日（土）＜１日間用は３月 31 日＞
上記期間の土・日・祝日のみご利用いただけます。
【発売箇所】ＪＲ九州のみどりの窓口
【発売額・有効期間】
設定区間（乗り降り自由）

発売額

有効期間

・島鉄バス：諫早～小浜～雲仙～島原港

2,000 円

１日間

・島原鉄道（鉄道）
：島原港～諫早

3,000 円

２日間

④ 佐賀・長崎スローラインきっぷ
～松浦鉄道や島原鉄道も贅沢に楽しみたい方におすすめ！～
【発売期間】2023 年３月 31 日（金）まで
【設定期間】2022 年９月 23 日（金・祝）～2023 年４月２日（日）
【発売箇所】JR 九州の駅の窓口
島原鉄道の主な駅
松浦鉄道の主な駅
【発売額・有効期間】
フリー区間の普通・快速列車に乗り降り自由です。
フリー区間

発売額

有効期間

・島原鉄道全線
・松浦鉄道全線
・ＪＲ九州
長崎本線（諫早～長崎）

7,000 円
(小児半額)

大村線（諫早～早岐）
佐世保線（有田～佐世保）
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３日間

⑤ ロマ佐賀列車 周遊きっぷ
～唐津・伊万里を想いのままに冒険しよう！～
佐賀県と人気ゲーム「サガ」シリーズを展開する株式会社スクウェア・エニックスとの
コラボ企画「ロマンシング佐賀 2022」の一環として、ラッピング列車を運行します。
運行を記念して、期間限定で唐津線・筑肥線を中心に連続２日間乗り放題で利用ができ
るおトクな「ロマ佐賀列車 周遊きっぷ」と、佐賀県内の駅の窓口限定で更におトクにお買
い求めいただける「スタート割！ロマ佐賀列車 周遊きっぷ」を発売します。
【設定区間】
長崎本線（佐賀～久保田）
、唐津線（久保田～西唐津）
、筑肥線（山本～伊万里）
【有効期間・効力】
・有効期間：連続する２日間
・効力：設定区間の普通列車に乗り降り自由
商品名

スタート割！ロマ佐賀列車 周遊きっぷ

ロマ佐賀列車 周遊きっぷ

発売期間

2022 年 10 月８日（土）～10 月 31 日（月） 2022 年 11 月１日（火）～2023 年１月 30 日（月）

設定期間

2022 年 10 月８日（土）～11 月１日（火） 2022 年 11 月１日（火）～2023 年１月 31 日（火）

発売額

大人：1,250 円 小児：500 円

大人：2,500 円 小児：1,250 円

発売箇所

佐賀県内にある JR 九州の駅の窓口 ※

JR 九州の駅の窓口

※基山駅、鳥栖駅、新鳥栖駅、神埼駅、佐賀駅、江北駅（肥前山口駅）
、肥前鹿島駅、唐津駅、
伊万里駅、武雄温泉駅、有田駅、嬉野温泉駅
・上記の２商品は設定区間や効力等は同じですが、発売価格や発売箇所等が異なります。
・自動券売機や「ＪＲ九州インターネット列車予約」でのお取扱いはございません。
・肥前山口駅は 2022 年９月 23 日（金・祝）をもって江北駅に改称します。
（２）西九州新幹線をおトクにご利用いただけるきっぷ
～ＪＲ九州インターネット列車予約サービスで発売します～
商品名
区間
博多～浦上・長崎
博多～諫早
博多～新大村
博多～嬉野温泉
佐賀～浦上・長崎
かもめネットきっぷ
（指定席）
熊本～浦上・長崎

かもめネット早特３(指定席)
おためし！かもめネット早特７(※3)
(指定席)

(単位：円)

発売額
4,200
4,200
4,200
3,710
4,100

おトク額
1,850
1,070
710
880
530

6,500

2,870

鹿児島中央～浦上・長崎
小倉～浦上・長崎(※1)

12,800
5,550

2,280
2,840

別府・大分～浦上・長崎(※1)
佐世保～浦上・長崎(※2)
博多～浦上・長崎

6,300
3,900
3,600

6,110
1,840
2,450

博多～浦上・長崎

3,200

2,850

（※１）小倉～博多の山陽新幹線はご利用いただけません。
（※２）武雄温泉経由。2023 年３月 31 日（金）有効開始分までの期間限定発売です。
（※３）2022 年 12 月 31 日（土）有効開始分までの期間限定発売です。
各きっぷは、JR 九州のホームページでもご確認いただけます。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/train/nishikyushukaiten/ticket/#ticket1
URL：https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/
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〔参考〕その他のおススメ商品
諫早・雲仙・熊本横断きっぷ
諫早駅からは島鉄バス、熊本駅からは九州産交バスと熊本フェリーが乗り降り自由な島
原・雲仙方面へのアクセスに便利でおトクなきっぷを発売。
※「諫早・雲仙・熊本横断きっぷ」の詳しい情報はこちらからご覧ください。
URL：https://nagasaki.visit-town.com/visittour/jrcp2022_isahaya-unzen-kumamoto/

６ キャンペーン期間中に開催されるイベント
《佐賀県》

《長崎県》

“ロマンシング佐賀 2022” 始動
【唐津市】

ながさき大くんち展【長崎市】

・企画開始日 2022 年 10 月８日（土）
・概要：JR 唐津線、筑肥線（山本～伊万里）を
走る列車全てが、人気ゲーム「サガ」シリー
ズのキャラクターと唐津城やバルーン、いち
ごさんなど佐賀県の名所・名産品とのコラボ
デザインでラッピング。沿線駅（佐賀駅、小
城駅、多久駅、唐津駅、伊万里駅）では、ロ
マ佐賀 2022 限定グッズをゲットできるスタ
ンプラリーなどのリアルイベントが開催さ
れる。また、10 種の新たなロマ佐賀マンホー
ルも登場。

・日程：2022 年 10 月７日（金）
～10 月 10 日（月・祝）
・会場：出島メッセ長崎イベント展示ホール
・概要：長崎市の秋の大祭「長崎くんち」の
奉納踊りが３年続いて中止に。長崎市民が
育んできた風習をつないでいこうと、踊町
全 43 ケ町の演し物などを一堂に展示する
大イベントを開催。川船、太鼓山、龍踊な
どの曳物・担ぎ物をメインに傘鉾、写真パ
ネル、映像、演舞の披露も予定。
長崎ベイサイドフェスティバル【長崎市】
・日程：2022 年 10 月 27 日（木）
～10 月 31 日（月）
・会場：長崎水辺の森公園
・概要：国内最大級の帆
船の寄港や観光丸の
体験クルーズ、週末に
は打ち上げ花火も。佐
賀市の協力によるバ
ルーンの体験試乗の
ほか、ケータリングや
飲食ブースも設置。

さが維新まつり【佐賀市】

・日程：2022 年 10 月 23 日（日）
・会場：佐賀城公園一帯
・概要：幕末・維新期の佐賀の偉人たちを顕彰
する県民参加型の祭り。
「さが維新行列」や
「さが維新おどり」等が行われる。
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佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
【佐賀市】

チャーチウィーク in 上五島教会コンサート
【新上五島町】

・日程：2022 年 11 月２日（水）
～11 月６日（日）
・会場：嘉瀬川の河川敷等
・概要：アジア最大級の熱気球大会。
大会が始まったのは 1980 年。現在では 100
機ほどの熱気球が参加し、バルーンの操縦力
を競うイベントに。また、夜の闇の中、バル
ーンがバーナーの赤い光に照らされる夜間
係留「ラ･モンゴルフィエ･ノクチューン」は、
見どころの一つ。
2022 年は国内大会として開
催。
唐津くんち【唐津市】

・日程：2022 年 11 月２日（水）
～11 月４日（金）予定
・会場：唐津神社及び唐津市内中心部
・概要：
「エンヤ、エンヤ」の掛け声で 14 台の
曳山が街を駆け巡る、勇壮な祭り。
2016 年には、唐津くんちの曳山行事を含む
「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無形文化
遺産に登録。

・日程：2022 年 12 月（うち６回公演）
・会場：鯛ノ浦教会、福見教会、江袋教会、
青砂ヶ浦教会､土井ノ浦教会、青方教会
・概要：ライトアップされた教会でプロのク
ラシック演奏を堪能！
会場となる教会は毎回替わる。

SASEBO JAM FESTIVAL 2022【佐世保市】

・日程：2022 年 10 月１日（土）
・２日（日）
・会場：佐世保市中央公園
・概要：食と楽がつまった２DAYS
コロナ禍の佐世保を音と光と食で盛り上げ
たい思いで始まったお祭り。アーティスト
ライブや高校吹奏楽部による演奏、絶品の
佐世保グルメ、花火、スカイランタンなど
佐世保の秋を楽しむイベントが目白押し！

※写真はイメージです。気候・自然条件等により記事・写真のような景色が見られない場合があります。
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７ 佐賀・長崎ＤＣエリアへの旅行商品
主な旅行会社では、佐賀・長崎ＤＣにあわせてＪＲ券と宿がセットになった便利な旅行商品を
発売します。詳しくは、下記の旅行会社をはじめ、主な旅行会社へお問い合わせください。
※出発地域によっては旅行商品の設定のない旅行会社もあります。

８ 団体貸切列車の運行と佐賀・長崎ＤＣオープニングセレモニー
（１）団体貸切列車の運行・お出迎え：2022 年 10 月１日（土）
佐賀・長崎ＤＣのオープニングにおいて、日本旅行・国内旅行ブランド『赤い風船』の
50 周年記念として「新大阪駅発の団体貸切列車（300 名程度）
」を運行し各駅でお出迎えし
ます。
項 目
新大阪駅
博多駅

概 要（予定）
9:00 頃発

出発式（新幹線ホーム）

12:10 頃発

出発式（在来線ホーム）

武雄温泉駅 13:40 頃発

お出迎え（コンコース内）
佐賀県物産品プレゼント（新幹線車内）

長崎駅

お出迎え（新幹線ホーム）
物産品のプレゼント（長崎駅改札口付近）
バスにて市内観光へ出発（長崎駅西口）

14:00 頃着

まちにワク長崎フェスタ
出島ワーフ三角広場
（午後）

日本旅行『赤い風船』50 周年記念イベント
・主催：日本旅行
・県内各地の物販ブースのほか、長崎伝統芸能「龍踊」や変面ショ
ー、佐世保ジャズ等のステージイベントで賑わいを創出。
・団体臨時列車のお客さまに加えて、県内外からも多くのお客さま
が参加予定。
・団体臨時列車の旅程は 1 泊２日で、長崎・雲仙・ハウステンボス・
嬉野温泉等に宿泊予定。
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（２）佐賀・長崎ＤＣオープニングセレモニー：2022 年 10 月２日（日）
長崎駅で両県やＪＲ九州の関係者等によるオープニングセレモニーを開催します。
項 目

場 所

概 要（予定）

観光列車お出迎え
13:10 頃

長崎駅

「ふたつ星４０４７」のお出迎え（在来線ホーム）

式典 13:30 頃
（50 分程度）

長崎駅
コンコース

主催者挨拶等を予定

※上記の内容については変更となる可能性がございますのでご了承ください。

９ ＪＲ九州ウォーキング 2022 年秋編
「佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン満喫コース」の開催
佐賀・長崎ＤＣにあわせて、
「佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン満喫コース」を開催します。
ＪＲ九州ウォーキングは参加費無料、事前申込み不要のウォーキングイベントです。ゴールするともら
えるウォーキングスタンプを貯めると素敵な賞品と交換することができます。ＤＣ開催期間中の佐賀県
内の一部コースと長崎県内のコースは、
「佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン満喫コース」とし
て開催し、ウォーキングスタンプが通常コーススタンプに加えて１スタンプ追加になります。
■おすすめの３コース
＜佐賀県＞
（１）秋の酒蔵めぐりと鹿島の２大寺社めぐり
○開催日：2022 年 10 月 23 日（日）
○スタート駅：肥前鹿島駅
（２）嬉野温泉駅開業！温泉まちゆっつらウォーク
○開催日：2022 年 10 月 29 日（土）
○スタート駅：嬉野温泉駅
（３）
【日本一！ようかん祭り】スタンプラリーで歩く小京都小城
○開催日：2022 年 11 月 20 日（日）
○スタート駅：小城駅

＜長崎県＞
（１）諫早四社参りとシュガーロード・長崎街道を歩く路
○開催日：2022 年 10 月 22 日（土）
○スタート駅：諫早駅
（２）日本遺産佐世保鎮守府とアーケードを歩こう
○開催日：2022 年 11 月６日（日）
○スタート駅：佐世保駅
（３）西九州新幹線開業！大村車両基地見学と新駅巡り
○開催日：2022 年 11 月 12 日（土）
○スタート駅：新大村駅
※詳細はＪＲ九州の駅で配布するパンフレットまたはＪＲ九州ウォーキングホームページで。
URL：https://www.jrwalking.com
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10 情報発信・宣伝展開
（１）佐賀・長崎ＤＣ公式ガイドブック
両県の観光素材やキャンペーン期間中の特別企画などの情報を
掲載した佐賀・長崎ＤＣ公式ガイドブック（約 40 万部）を全国の
ＪＲ主要駅や旅行会社などに設置します。
・設置期間：2022 年 10 月１日（土）～12 月 31 日（土）

（２）５連貼りポスター
佐賀・長崎ＤＣ実行委員会が制作した５連貼りポスターを全国のＪＲ主要駅に掲出します。
・掲出期間：2022 年９月１日（木）～９月 30 日（金）

（３）佐賀・長崎ＤＣ専用サイト
佐賀・長崎ＤＣ専用ホームページを
2021 年７月 13 日（火）から開設。
記事コンテンツやモデルコースなど、
両県の観光情報を随時更新しています。
URL：https://www.saga-nagasaki-dc.jp/

（４）別冊旅の手帖（佐賀・長崎ＤＣ特別版号）
交通新聞社が発行する「月刊 旅の手帖」の佐賀・長崎ＤＣ特別号として、９月 21 日（水）
に全国主要書店や電子書店において販売します。
・販売期間：2022 年９月 21 日（水）～12 月下旬
（５）佐賀・長崎ＤＣのぼり
両県内においてキャンペーンを盛り上げるため、
「屋外のぼり」
や「卓上のぼり」を観光施設やＪＲ九州管内の駅などで掲出し、
おもてなしの機運を盛り上げます。
（６）ＪＲ主要駅（旅行会社店舗）での広告
全国のＪＲ主要駅での５連貼ポスター掲出終了後、日本旅行（TiS 博多・小倉・大阪の
各支店内）において、佐賀・長崎ＤＣの広告展開を継続して実施します。
・掲出期間：2022 年 10 月１日（土）～12 月下旬
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（７）西九州新幹線開業記念パンフレット「息吹を感じる、西九州旅」の発行
西九州新幹線開業にあわせて、ＪＲ西日本が佐賀県と長崎県の観光スポットやグルメ、旅
の情報を掲載したパンフレットを発行し、ＪＲ西日本エリアで展開します。
・掲出開始時期：2022 年９月下旬から掲出予定
・配布箇所：ＪＲ西日本管内の主な駅
（８）タウン情報サイト
九州各県のタウン情報サイトにおいて、佐賀・長崎ＤＣの広告展開を実施します。
・実施期間：2022 年９月１日（木）～11 月 30 日（水）
（９）イベントでの情報発信
東京で開催される「ツーリズム EXPO ジャパン 2022」に出展し、佐賀・長崎ＤＣの観光情報
を発信します。
・実施時期：2022 年９月 22 日（木）～９月 25 日（日）
（10）プレスツアー
首都圏・関西・福岡などのメディアによる観光情報の広告掲載を促すため、佐賀・長崎ＤＣ
のプレスツアーを実施します。
・実施時期：2022 年 10 月 26 日（水）～10 月 28 日（金）
（11）ＪＲグループ制作「佐賀・長崎ＤＣポスター」の掲出
佐賀・長崎ＤＣ開催期間中に、全国のＪＲ主要駅や列車内にポスターを掲出します。佐賀・
長崎の輝く未来や大きな夢に向かって新たなことに挑戦している方々にスポットをあてる
ことで、両県を「夢見る“まち”
」として多くの魅力を発信します。
【タイトルフレーズ】 うわさの“かもめ”が呼んでいる。佐賀・長崎 西九州
【キャッチフレーズ】 Let's 夢見る“まち”へ。
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（12）ＪＲ九州主催 佐賀・長崎送客キャンペーン「西九州開店」の開催

2022 年９月 23 日（金・祝）の西九州新幹線開業や佐賀・長崎
ＤＣを更に盛り上げ、佐賀県、長崎県の魅力を発信し、多くのお
客さまに足を運んでいただくため、タレントの博多華丸・大吉の
お二人を起用したキャンペーン、
「西九州開店」を開催します。
〔開催期間〕
2022 年９月 23 日（金・祝）～2023 年３月 31 日（金）
※「西九州開店」キャンペーンの詳細はこちら。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/train/nishikyushukaiten/
（13）関西地区での佐賀・長崎ＰＲイベントの開催

関西地区の皆さまに佐賀・長崎の魅力を知っていただくため、ＪＲ九州とＪＲ西日本がタ
イアップしてＪＲ大阪駅で観光ＰＲイベントを開催します。このイベントではサンプリング
やパンフレット配布等を行う他、新幹線で佐賀・長崎の特産品を運んで販売する「つばめマ
ルシェ」も開催します。是非この機会に佐賀・長崎の魅力にふれてみてください。
〔開催日〕
2022 年 11 月４日（金）～６日（日）
〔会場〕
ＪＲ大阪駅 大阪ステーションシティ ２F アトリウム広場
※イベントの詳細については別途お知らせいたします。

11 キリンビバレッジ株式会社・キリンビール株式会社によるドリンク協賛
佐賀・長崎ＤＣ期間中に実施する「ＳとＮ 佐賀・長崎を巡るデジタルスタンプラリー」の
賞品として、抽選で「キリン生茶（525mlPET・1 ケース 24 本入り）
」または「キリン氷結（350ml
缶・1 ケース 24 本入り）
」のいずれかを、各 208 名様（合計 416 名様）にプレゼントします。
・応募期間：2022 年 10 月 1 日（土）～12 月 31 日（土）
・参加方法：以下のいずれかの方法により、専用フォームへアクセスしてください。
① 佐賀・長崎ＤＣ公式ガイドブックの裏表紙に記載の２次元コードからアクセス
② 佐賀・長崎ＤＣ専用サイト（URL：https://www.saga-nagasaki-dc.jp/）内のバナ
ーからアクセス
・賞品発送：2023 年 1 月下旬以降順次（当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます）
※詳細は、佐賀・長崎ＤＣ専用サイト（URL：https://www.saga-nagasaki-dc.jp/）でお知らせい
たします。
※本資料に記載の画像は全てイメージです。
＜お問い合わせ＞
・佐賀県デスティネーションキャンペーン推進協議会
TEL: 0952-20-5251 FAX: 0952-26-7528
・デスティネーションキャンペーン長崎実行委員会
TEL: 095-895-2649 FAX：095-826-5767
・九州旅客鉄道株式会社 広報部
TEL:092-474-2541
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