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ようこそ、させぼへ。
2019年に佐世保港開港130年を迎えた佐世保市は、市面積約364㎢、人口約25万人の街です。

佐世保駅を中心にハウステンボスや九十九島パールシーリゾートまで車で約20分。コンベンション施設

アルカスSASEBOは佐世保駅から徒歩約3分の場所に位置しており、アクセスが非常に便利です。 

コンベンション・スポーツ施設のご紹介

宿泊施設（会議室）のご紹介

コンベンション開催助成金

アトラクションのご紹介

アフターコンベンションのご紹介

観光スポットのご紹介

地図・アクセス

お問い合せ先一覧 

●パールクイーン観月会▶9月下旬

●佐世保JAZZ▶10月上旬

●光の王国（ハウステンボス）▶10月下旬～5月上旬

●朝市ぜんざい会▶1月中旬

●九十九島かき食うカキ祭り・冬の陣▶
  2月の土・日・祝

●愛宕市▶2月下旬
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P20
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P22

P23～26

P27～28

P29～30

Contents
【コンテンツ】

全国でも有名な「佐世保バーガー」や佐世保発祥と言われる「レモンステーキ」、「海軍さんのビーフシチュー」、小ぶりで

すが、濃厚なおいしさの「九十九島かき」など海の幸、山の幸ともお楽しみいただけます。

【グルメ】Gourmet

【年間イベント】Annual Events
Spring

Autumn Winter

Summer【春】3月～5月 【夏】6月～8月

【秋】9月～11月 【冬】12月～2月

●チューリップ祭（ハウステンボス）▶2月中旬～4月中旬

●肥前えむかえ繭玉まつり▶3月上旬～4月中旬

●西海橋春のうず潮まつり▶3月中旬～4月上旬

●展海峰菜の花ウォーク▶3月下旬

●長串山つつじまつり▶4月上旬～5月上旬

●三川内焼はまぜん祭り▶5月1日～5日

●早岐茶市▶5月の7・8・9の付く日・6月7～9日

●宇久島竜神祭（ヒヨヒヨ祭り）▶
  旧暦6月17日（7月ごろ）

●させぼシーサイドフェスティバル▶8月第1土・日

●江迎千灯籠まつり▶8月23・24日

●アメリカンフェスティバル▶8月下旬

【コンベンション協会支援体制のご案内】Support
開催地施設受け入れ

コンベンション会場／施設のご相談

宿泊施設（会議室）のご紹介

パーティー会場のご紹介

アトラクションのご紹介

●
●
●
●
●

アフターコンベンションのご紹介

佐世保市の写真データ／DVDの貸出

各種パンフレット、コンベンションバック
などのご提供

コンベンション開催助成金

観光スポットのご紹介

●展海峰コスモスウォーク▶10月中旬

●YOSAKOIさせぼ祭り▶10月第3土・日・祝

●九十九島かき食うカキ祭り・秋の陣▶11月の土・日・祝

●きらきらフェスティバルin SASEBO▶
 11月中旬～12月25日
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● HOTEL

ホテル Convention Facilities Guide of SASEBO

連絡先

佐世保グリーンホテル

〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町4-1
TEL.0956-25-6261 FAX.0956-25-6267

http://hotelsasebo.com

【施設内情報】
●チェックイン時間／16:00
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／普通車40台・バス不可
●駐車場利用料金／950円（１泊）
●送迎バス／有り
●バリアフリー対応／無し
●大浴場／無し
●温泉／無し
●館内レストラン情報／いけ洲 博多屋（和食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／74
●全収容人数／120
●バリアフリールーム／無し
●会議室／有り

【設備】マイク／スクリーン／ホワイトボード

【設備】ホワイトボード

会場名 面積 人数

会議室 123.1㎡
※縦約20ｍ×約5.9ｍ 
　約70畳 
　仕切りでサイズ変更可能 

座席形式

スクール50

SASEBO GREENHOTEL

JR佐世保駅から徒歩２分。とっても便利で使い易いホテル。併設の博多屋では佐世保の鮮魚が味わえます。

連絡先

佐世保第一ホテル

〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町４－４
TEL.0956-22-7486 FAX.0956-22-9401

http://www.sasebodaiichi.com/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00 
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／普通車17台・バス不可
●駐車場利用料金／900円
●送迎バス／無し
●バリアフリー対応／有り
●大浴場／無し
●温泉／無し
●館内レストラン情報／いけす ふかほり（和食・洋食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／84
●全収容人数／120
●バリアフリールーム／無し
●会議室／有り

会場名 面積 人数

寿

鶴or亀

亀+寿

鶴+亀

鶴+亀+寿

8坪

13坪

21坪

26坪

34坪

座席形式

スクール式

スクール式

スクール式

スクール式

スクール式

10

～30

～40

～60

～70

SASEBO DAI-ICHI HOTEL

佐世保駅とアルカス佐世保のちょうど真ん中のホテル♪ビジネスに、観光に♪☆真心こめてウェルカム☆

連絡先

東横INN佐世保駅前

〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町1-4
TEL.0956-42-1045 FAX.0956-42-1046

https://www.toyoko-inn.com/

【施設内情報】
●チェックイン時間／16:00 
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／普通車61台・バス不可
●駐車場利用料金／500円（15:00～10:00）
●送迎バス／無し
●バリアフリー対応／有り
●大浴場／無し
●温泉／無し

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／272
●全収容人数／377
●バリアフリールーム／有り
●会議室／有り

会場名 面積 人数

会議室 13㎡

座席形式

机・イス8～10

Toyoko Inn Sasebo Ekimae

JR佐世保駅より徒歩1分。コンビニや商業施設も隣接。無料朝食が人気のホテルです。

連絡先

九十九島ベイサイドホテル＆リゾート フラッグス

〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町740
TEL.0956-28-2111 FAX.0956-28-2119

http://www.flags99.jp/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00 
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／普通車100台・バス20台
●駐車場利用料金／無料
●送迎バス／有り
●バリアフリー対応／有り
●大浴場／有り
●温泉／有り
●館内レストラン情報／竹彩（和食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／67
●全収容人数／300
●バリアフリールーム／無し
●会議室／有り

会場名 面積 人数
グランディス

エレガンス

ワイズ

グレイス

エレガンス･グランディス

ワイズ･グレイス

890㎡

290㎡

240㎡

360㎡

530㎡

600㎡

座席形式
スクール
シアター
着席
立食
スクール
シアター
着席
立食
スクール
シアター
着席
立食
スクール
シアター
着席
立食
スクール
シアター
着席
立食
スクール
シアター
着席
立食

710
1,100
650
1,000
230
350
210
330
190
290
175
270
270
410
250
380
420
650
385
600
460
700
425
650

Kujukushima Bayside Hotel & Resort FLAGS

九十九島産の新鮮な魚介や天然温泉、九十九島の観光、会議利用など
幅広くご利用頂けるリゾートホテルです。

【設備】有線マイク・無線マイク

連絡先

サンウエストホテル佐世保

〒857-0871 長崎県佐世保市本島町1-15
TEL.0956-26-0505 FAX.0956-26-0805

http://www.s-sasebo.com/

【施設内情報】
●チェックイン時間／16:00 
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／普通車30台・バス不可
●駐車場利用料金／1泊1,000円～
●送迎バス／無し
●バリアフリー対応／無し
●大浴場／無し
●温泉／無し
●館内レストラン情報／メープル（洋食・和食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／106
●全収容人数／117
●バリアフリールーム／無し
●会議室／有り

会場名 面積 人数

クレセントホール 165㎡

座席形式

スクール形式90

SUN WEST HOTEL SASEBO

佐世保中心街に立地、有名佐世保バーガー店へも徒歩圏内♪ ビジネス・観光等アクセスに便利！

連絡先

富士国際ホテル

〒857-0053 長崎県佐世保市常盤町8-8
TEL.0956-24-5931 FAX.0956-25-2424

http://www.fuji5931.com

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／普通車30台・バス不可
●駐車場利用料金／800円
●送迎バスの有無／無し
●バリアフリー対応有無／有り
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／ぼーる（和食・洋食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／131
●全収容人数／168
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／有り

FUJI INTERNATIONAL HOTEL

佐世保中央ICより一番近い佐世保中心市街地のホテルで、朝食バイキングが自慢。散歩やジョギングにも適した緑豊かな公園が隣接しています。

会場名 面積 人数
30坪

20坪

98坪

スクール45

スクール30

スクール150

阿蘇の間

雲仙の間

富士の間
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● HOTEL

ホテル Convention Facilities Guide of SASEBO

連絡先

佐世保ワシントンホテル

〒857-0834 長崎県佐世保市潮見町12-7
TEL.0956-32-8011 FAX.0956-32-7001

https://washington-hotels.jp/sasebo/

【施設内情報】
●チェックイン時間／14:00 
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／
  普通車70台（先着順）・バス4台（要予約）
●駐車場利用料金／980円～3,920円
  ※消費税により変わる場合があります
●送迎バス／無し
●バリアフリー対応／無し
●大浴場／無し
●温泉／無し
●館内レストラン情報／日本料理 桜川（和食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／190
●全収容人数／213
●バリアフリールーム／無し
●会議室／有り

会場名 面積 人数

カメリアホール 89㎡

座席形式

スクール45

会場名 面積 人数

パラダイススタジアム 680㎡

座席形式

スクール450

Sasebo Washington Hotel

JR佐世保駅まで徒歩３分の好立地。朝6：30～の朝食バイキングはおすすめ！Wi-Fi完備。

連絡先

ホテルリソル佐世保

〒857-0862 長崎県佐世保市白南風町8-17
TEL.0956-24-9269 FAX.0956-23-8404

https://www.resol-sasebo.com/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00 
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／
  ご宿泊のお客様は、「佐世保交通センター
  パーキング」提携駐車場（普通車）
  バス不可　　
●駐車場利用料金／1泊1,000円
●送迎バス／無し
●バリアフリー対応／無し
●大浴場／無し
●温泉／無し
●館内レストラン情報／ボンサブール（洋食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／154
●全収容人数／204
●バリアフリールーム／無し
●会議室／有り

会場名 面積

マリンホールAB

マリンホールA

マリンホールB

コーラルルーム

アネックスルーム

コートダジュール

281㎡

148㎡

129㎡

33㎡

29㎡

15㎡

スクール

126

63

63

18

12

8

シアター

200

100

100

20

20

10

立食収容

200

100

100

̶

̶

̶

HOTEL RESOL SASEBO

佐世保駅より徒歩1分。ホテル1階は高速バス等も発着するバスセンターで、ビジネス・観光にも便利です。

連絡先

ザ・パラダイスガーデンサセボ

〒859-3226 長崎県佐世保市崎岡町853-12
TEL.0956-39-4800 FAX.0956-39-3311

http://www.paradise-g.jp

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00 
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車250台・バス5台　
●駐車場利用料金／無料・バス（1台2,000円）
●送迎バス／無し
●バリアフリー対応／有り
●大浴場／有り
●温泉／有り
●館内レストラン情報／魚楽（和食）、
  焼肉街道「御意見無用」、 
  彩海（ディナーバイキング）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／182
●全収容人数／405
●バリアフリールーム／有り
●会議室／有り

THE PARADISEGARDEN SASEBO

大浴場・貸切湯ではとろとろの美肌湯を満喫！客室のシャワーやお風呂も天然温泉♪ハウステンボスまで車で約５分、佐世保市街地まで約３０分の好立地

連絡先

セントラルホテル佐世保

〒857-0872 長崎県佐世保市上京町3番2号
TEL.0956-25-0001 FAX.0956-22-8435

http://www.sasebo.co.jp/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00 
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車70台・バス不可
●駐車場利用料金／800円（1泊）
●送迎バス／無し
●バリアフリー対応／有り
●大浴場／無し
●温泉／無し
●館内レストラン情報／
  レストラン四季（和食・洋食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／170
●全収容人数／241
●バリアフリールーム／有り
●会議室／有り

会場名 面積 人数

アゼリア

ヴィオラ

サルビア

四季の間

198㎡

80㎡

50㎡

10㎡

座席形式

スクール
正餐
立食

スクール
正餐
立食

スクール
正餐
立食

108
100
120

36
40
50

20
20
25

6

Central Hotel Sasebo

セントラルから広がる佐世保の街。ショッピング・アーケードはホテルのすぐ前。ナイトスポットも至近距離。

【設備】有線ＬＡＮ・無線ＬＡＮ

連絡先

させぼパレスホテル

〒857-0027 長崎県佐世保市谷郷町4-14
TEL.0956-22-1310 FAX.0956-22-1537

https://sasebo-palacehotel.com/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／10:30
●駐車場情報／普通車20台・バス不可
●駐車場利用料金／無料
●送迎バスの有無／無し
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／レストランfoglia

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／82
●全収容人数／116
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／有り

sasebo palace hotel

官公庁街に位置するホテルで、福岡方面等行き来しやすい好立地です。長期泊も大歓迎！

会場名 人数

会議室

座席形式

いずれも対応可40名～70名

【設備】マイク・プロジェクターなど

会場名 面積 人数
４６㎡

６６㎡

９０㎡

１７０㎡

１００㎡

３０名

４５名

４８名

９０名

７０名

座席形式
スクール

スクール

スクール

スクール

スクール

白雲の間

青雲の間

クレセール

クリスタルホールA室

クリスタルホールB室

連絡先

レオプラザホテル佐世保

〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町４－２８
TEL.0956-22-4141 FAX.0956-22-4144

www.leoplazahotelsasebo.com

【施設内情報】
●チェックイン時間／16:00
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／普通車40台・バス2台
●駐車場利用料金／９５０円（１泊）
●送迎バスの有無／有り
●バリアフリー対応有無／有り（一部）
●大浴場有無／有り
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／滝の茶屋 鯉太郎（和食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／38
●全収容人数／９２
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／有り

LeoPlazaHotelSasebo

佐世保駅前に立地し、桟橋やバスターミナルにも近く、何処へ行くにも、何処から来るにも便利なホテルです。

【設備】音響設備／液晶プロジェクター／スクリーン／貸出用パソコン
レーザーポインター／ポータブルステージ／ホワイトボード

13 14Convention Facilities Guide of SASEBO Convention Facilities Guide of SASEBO



● HOTEL

ホテル Convention Facilities Guide of SASEBO

【設備】マイク／スクリーン／プロジェクター

連絡先

ホテル日航ハウステンボス

〒859-3243 長崎県佐世保市ハウステンボス町6番地
TEL.0956-27-3000 FAX.0956-58-0283

http://www.nikko-htb.co.jp

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車102台・バス4台
●駐車場利用料金／
  チェックアウト日１２時まで無料
●送迎バスの有無／無し
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／有り
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／
  ラヴァンドル（洋食）/ あじ彩（和食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／377
●全収容人数／840
●バリアフリールーム有無／有り
●会議室の有無／有り

会場名 面積 人数

エトワール 100㎡

座席形式

スクール40

hotel nikko huis ten bosch

ハウステンボスに隣接（園外）したオフィシャルホテル・ホテル専用再入場ゲート有り

連絡先

ホテルヨーロッパ

〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1－1
TEL.0956-27-0311 FAX.0956-27-0912

https://www.huistenbosch.co.jp/hotels/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車300台・バス不可
●駐車場利用料金／滞在中無料
●送迎バスの有無／
　※入国棟ホテル手荷物預かり所⇔ホテル
　　シャトルバス運行
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／デ・アドミラル（洋食）
   　　　　　　　　　吉祥亭（和食）
   　　　　　　　　　戒屋（鉄板焼）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／310
●全収容人数／914
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／有り

【設備】スクリーン／プロジェクター／ホワイトボード／マイク

HOTEL EUROPE

ハウステンボス最上級ホテル。お部屋、お食事、おもてなしのすべてに上質を追求したプレミアムなホテル。

連絡先

ホテルローレライ

〒859-3236 長崎県佐世保市南風崎町449
TEL.0956-59-3939 FAX.0956-59-2828

www.lorelei.co.jp/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車250台・バス10台
●駐車場利用料金／無料
●送迎バスの有無／無し
●バリアフリー対応有無／有り
●大浴場有無／有り
●温泉有無／有り
●館内レストラン情報／
  バイキングレストラン ビアゾン（和洋食）
  レストランローレライ（和洋食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／95
●全収容人数／225名
●バリアフリールーム有無／有り
●会議室の有無／有り

会場名 面積 人数

洋宴会場 180㎡

座席形式

スクール／シアター／ロの字／

コの字` ／島型／対面／正餐

100

会場名 面積 人数

レンブラントホール 475㎡

座席形式

スクール360シアター500

HOTEL LORELEI

ハウステンボス駅前ホテル＆スパリゾート。ＪＲハウステンボス駅から徒歩1分、ハウステンボスまで徒歩8分。

ハウステンボス内の海、森、街の眺望を楽しめる≪ハウステンボスオフィシャルホテル≫海沿いのレストランで季節のお料理を♪
◇全室無料Wi-Fi◇大人一名に付き幼児添い寝一名無料(一部客室除外・食事別)

連絡先

ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス

〒859-3243 長崎県佐世保市ハウステンボス町7-9
TEL.0956-27-0505 FAX.0956-27-0565

https://watermarkhotelnagasaki.com/ja/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／園内宿泊者様専用駐車場
●駐車場利用料金／無料
●送迎バス／ご宴会の場合人数により有り
●バリアフリー対応／有り
●大浴場／無し
●温泉／無し
●館内レストラン情報／エクセルシオール（洋食）
  ティークリッパー、スピンネーカーバー（その他）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／228
●全収容人数／510
●バリアフリールーム／無し
●会議室／有り

会場名 面積 人数 座席形式

デューク

マーキス

バロン

マーキス＆バロン

81㎡

54㎡

61㎡

115㎡

50
70
45
70

40
50
24
45

40
50
30
60

70
100
60
100

正餐
立食ビュッフェ
スクール
シアター

正餐
立食ビュッフェ
スクール
シアター

正餐
立食ビュッフェ
スクール
シアター

正餐
立食ビュッフェ
スクール
シアター

Watermark Hotel Nagasaki Huis Ten Bosh

連絡先

ホテルオークラJRハウステンボス

〒859-3296 長崎県佐世保市ハウステンボス町10番

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車180台・バス4台
●駐車場利用料金／チェックアウト後12時まで
  無料（以降500円/時間）
●送迎バス／無し
●バリアフリー対応／無し
●大浴場／有り
●温泉／有り
●館内レストラン情報／さくら（和食）、
  カメリア（洋食）、桃花林（中華）、鉄板焼大村湾、
  スターライトクルーズバー シリウス（その他）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／320
●全収容人数／655
●バリアフリールーム／無し
●会議室／有り

TEL.0956-58-7111 FAX.0956-58-7159

https//www.jrhtb.hotelokura.co.jp

オランダのアムステルダム中央駅を再現した優雅なホテル。ハウステンボス入国棟まで徒歩2分、ハウステンボス駅より徒歩5分の好立地。

会場名 分割
利用

宴会 会議
着席

（ディナー）
立食

（ブッフェ）スクール シアター

○

○

○

○

○

○

○

面積

680.0㎡

190.0㎡

76.0㎡

76.0㎡

76.0㎡

116.0㎡

215.0㎡

400

100

30

30

30

64

80

800

120

50

50

50

̶

150

450

96

36

36

36

̶

̶

850

190

60

60

60

̶

̶

鳳

飛鳥

おしどり

ちどり

しらさぎ

扇（和式宴会場）

パール

Hotel Okura JR Huis Ten Bosch

連絡先

西海橋コラソンホテル

〒859-3451 長崎県佐世保市針尾東町2523-1
TEL.0956-58-7001 FAX.0956-58-7010

http://www.corazonhotel.jp/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00 
●チェックアウト時間／10:30
●駐車場情報／普通車100台・バス5台
●駐車場利用料金／無料
●送迎バス／有り
●バリアフリー対応／有り
●大浴場／有り
●温泉／有り
●館内レストラン情報／白雲（和食）、
  エルビーノ（洋食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／91
●全収容人数／254
●バリアフリールーム／1室
●会議室／有り

会場名 面積 人数
エスタシオン

フローラ

205㎡

90㎡

座席形式
スクール

スクール

120

35

Saikaibashi Corazon Hotel

ハウステンボスより車で10分。うず潮で有名な西海橋のたもとに建つスパリゾートホテルです。

【設備】プロジェクター、スクリーン

フローラエスタシオン
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天空の宿　山暖簾 Yamanoren

千登世旅館 CHITOSE RYOKAN

弓張の丘ホテル YUMIHARINOOKA HOTEL

世界的建築家「黒川紀章氏」総合プロデュースの宿。天然温泉「くにみの湯」は、体の芯から温まる美肌
の湯♪

連絡先
〒859-6403 長崎県佐世保市世知原町上野原316
TEL.0956-76-2900 FAX.0956-76-2367

http://www.yamanoren.co.jp/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／普通車100台・バス1台
●駐車場利用料金／無料
●送迎バスの有無／有り（宿泊・宴会利用で5名様以上・予約制）
●バリアフリー対応有無／有り
●大浴場有無／有り
●温泉有無／有り
●館内レストラン情報／レストランくにみ（和食）
  湯上がり茶屋（軽食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／20（ツイン×10・バリアフリータイプツイン×1・和室×8・和洋室×1）
●全収容人数／60
●バリアフリールーム有無／有り（1室）
●会議室の有無／無し

連絡先
〒857-0876 長崎県佐世保市塩浜町2-1
TEL.0956-24-9000 FAX.0956-24-9001

http://www.rikkys.net/tikumap/yonkatyo/kyomati/titoseryokan.htm

【施設内情報】
●チェックイン時間／13:00
●チェックアウト時間／12:00
●駐車場情報／普通車4台・バス不可
●駐車場利用料金／800円
●送迎バスの有無／無し
●バリアフリー対応有無／有り
●大浴場有無／有り
●温泉有無／無し

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／11
●全収容人数／25
●バリアフリールーム有無／有り
●会議室の有無／無し

ビジネス　金子ホテル KANEKO HOTEL

連絡先
〒857-0864 長崎県佐世保市戸尾町8-23
TEL.0956-24-5440 FAX.0956-25-7466

飲食街、商店街に近く、旅行にビジネスにとても便利です。朝市仕入れの食材で作る料理が好評。館内
はWi-Fi環境も整っています。

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／普通車15台・バス3台
●駐車場利用料金／900円（バスは2,060円）
●送迎バスの有無／無し
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／22
●全収容人数／65
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／無し

JR佐世保駅より徒歩5分！リーズナブルなお値段でシングルから家族部屋を揃えお待ちしております。

連絡先
〒857-0069 長崎県佐世保市鵜渡越町510番地
TEL.0956-26-0800 FAX.0956-25-0029

http://yumiahri.com

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車100台・バス不可
●駐車場利用料金／無料
●送迎バスの有無／有り（佐世保駅～ホテル間）
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／有り
●温泉有無／有り
●館内レストラン情報／イルマーレ（ブッフェ）　
  汐彩（和食） ノース33°（ラウンジ）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／105
●全収容人数／230
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／無し

心安らぐ南欧風リゾートのインテリア。
客室からは「西海国立公園九十九島」の島々と輝く海の眺望がご満喫いただけます。

ホテルロータスハウス HOTEL LOTUS HOUSE

連絡先
〒857-0805 長崎県佐世保市光月町8-17
TEL.0956-24-5555 FAX.0956-24-5556

http://www.hotel-lotushouse.com/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車30台・バス不可
●駐車場利用料金／700円
●送迎バスの有無／無し
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／
  アメリカンダイナー、lotus caféハングリーズ

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／78
●全収容人数／149
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／無し

佐世保駅からタクシーで5分。閑静なヨーロッパ風の佇まい。全室アンティークな装飾を施したビジネス
ホテル。

ホテルビブロス HOTEL BYBLOS

連絡先
〒857-0802 長崎県佐世保市高天町5-3
TEL.0956-22-7717 FAX.0956-25-7176

http://www.sasebo-byblos.com/index.html

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車15台・バス不可
●駐車場利用料金／普通車￥700　他は問い合わせください
●送迎バスの有無／無し
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／無し

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／41
●全収容人数／55
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／無し

佐世保中心部・ 繁華街近く！　お得な料金でビジネスに！観光に！  

潮幸の宿　はな一 SHIOSAINOYADO　HANAICHI

連絡先
〒857-1231 長崎県佐世保市船越町190
TEL.0956-28-5533 FAX.0956-28-5522

http://syoutengai.com/hana1/

グランドファーストイン佐世保 grand firstinn sasebo

連絡先
〒857-0876 長崎県佐世保市塩浜町7-1
TEL.0956-22-8281 FAX.0956-22-8371

http://www.firstinn.co.jp/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／
普通車15台・バス不可
●駐車場利用料金／800円～
●送迎バスの有無／無し

●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／
  萬天（和食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／57
●全収容人数／80(宿泊のみ)

●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／有

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／普通車50台・バス6台
●駐車場利用料金／無料
●送迎バスの有無／無し
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／グランメール（カフェ）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／8
●全収容人数／40
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／無し

九十九島を一望できる、九十九島パールシーリゾートから車で約７分の宿です。

会場名 面積 人数

山海 112㎡

座席形式

スクール形式・他72(会議のみ)

JR佐世保駅みなと口より徒歩5分。佐世保みなとICとフェリーターミナルが近く、交通アクセスも便利。人気の複合商業施設「させぼ五番街」が目前にあり。全室無料Wi-Fi完備。

【設備】プロジェクター等
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ホテル

ファーストイン早岐 firstinn haiki

連絡先
〒859-3215 長崎県佐世保市早岐1丁目1-2

http://www.firstinn.co.jp/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／10:00
●駐車場情報／
普通車18台・バス不可
●駐車場利用料金／700円～
●送迎バスの有無／無し

●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／
  水鳥記（和食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／51
●全収容人数／80(宿泊のみ)

●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／有

会場名 面積 人数

花の宴 150㎡

座席形式

スクール形式・他80(会議のみ)

【設備】プロジェクター等

JR早岐駅西口より徒歩2分。ハウステンボスまでJRで1駅5分・車で10分、佐世保市街地まで車で15分と、観光・ビジネスの拠点としても便利な早岐瀬戸の水辺にあるホテル。

TEL.0956-39-2111 FAX.0956-39-2930

助成金制度

人数に応じた助成金制度
宿泊者の延べ人数に応じて、コンベンションを開催する団体に助成金で支援します。

● Subsidies

大会の規模が九州大会に準じる規模のものであるコンベンションのうち各県持ち
回りで行われるもので、なおかつ延べ宿泊人数が200人泊以上の大会について
は、上記に揚げる助成金の半額を助成するものとする。

文化・芸術コンベンション（大会・会議・シンポジウム）開催助成金交付制度

大会期間中の支援メニュー

1
延べ宿泊者数 交付基準額

100人以上

200人以上

300人以上

500人以上

1,000人以上

1,500人以上

2,000人以上

3,000人以上

～

～

～

～

～

～

～

200人　未満

300人　未満

500人　未満

1,000人未満

1,500人未満

2,000人未満

3,000人未満

100,000円

200,000円

300,000円

500,000円

1,000,000円

1,500,000円

2,000,000円

3,000,000円

※スポーツ大会開催助成に関しては下記にお問い合わせください。
長崎県スポーツコミッション
〒850-0035 長崎県長崎市元船町2-7 尾上元船町ビル7F
TEL.095-822-6350

スポーツ大会開催助成金交付制度2
延べ宿泊者数 交付基準額

300人以上

500人以上

1,000人以上

1,500人以上

2,000人以上

3,000人以上

～

～

～

～

～

500人　未満

1,000人未満

1,500人未満

2,000人未満

3,000人未満

200,000円

250,000円

500,000円

750,000円

1,000,000円

1,500,000円

新規加算額

100,000円

125,000円

250,000円

375,000円

500,000円

750,000円

原則として開催前年度の9月までに要望書を提出
し、開催日の1か月前までに佐世保観光コンベン
ション協会に交付申請します。

必要書類
●交付申請書　
●大会の収支予算、開催要項など
※協会で審査を行ったあと、交付内定通知書をお送りします。
※年度内の新規申請においては予算の範囲内で助成致
します。

助成金交付までのフローチャート

1

コンベンションが終了したら、1カ月以内に協会へ
実績報告をして頂きます。

必要書類
●実績報告書　
●宿泊施設の利用証明書　
●大会の収支決算書
※協会で審査を行ったあと、交付決定通知書をお送り
します。

2

交付決定通知書が届いたら、協会に請求書をお出
しください。

必要書類
●助成金交付請求書
※協会から、ご指定の口座にお振り込みを致します。

3

各種パンフレット、コンベンションバッグのご提供

案内文やチラシ・ポスターの制作にご使用ください。
※佐世保市の写真素材サイト「佐世保フォトボックス」
もご利用いただけます。
sasebo photo box
https://photobox.sasebo99.com/gallery/

観光案内パンフレット・コンベンショ
ンビニール袋、観光施設割引券を
参加者分の数をご用意します。
※ビニール袋は九州大会規模以上
の場合のみ。

2019.3.現在 ※変更になる可能性があります。

佐世保市の写真データ／DVDの貸し出し無料
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ホテルアムステルダム HOTEL AMSTERDAM

連絡先
〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1－1
TEL.0956-27-0311 FAX.0956-27-0912

https://www.huistenbosch.co.jp/hotels/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車300台・バス不可
●駐車場利用料金／滞在中無料
●送迎バスの有無／場内ホテルバスご利用ください 
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／アクールベール（洋食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／203
●全収容人数／581
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／無し

最も便利なパーク内唯一のホテル。全室45㎡以上の広さ。夜はナイトコンサートも。

フォレストヴィラ FOREST VILLA

連絡先
〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1－1
TEL.0956-27-0311 FAX.0956-27-0912

https://www.huistenbosch.co.jp/hotels/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車300台・バス不可
●駐車場利用料金／滞在中無料
●送迎バスの有無／
　※入国棟ホテル手荷物預かり所⇔ホテル
　　シャトルバス運行 
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／トロティネ（洋食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／104
●全収容人数／416
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／無し

森と湖に囲まれたコテージ。リビングとツーベッドルームを備え別荘感覚で過ごせるホテル。

変なホテル Henn na Hotel

連絡先
〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1－1
TEL.0956-27-0311 FAX.0956-27-0912

https://www.huistenbosch.co.jp/hotels/

【施設内情報】
●チェックイン時間／15:00
●チェックアウト時間／11:00
●駐車場情報／普通車300台・バス不可
●駐車場利用料金／滞在中無料
●送迎バスの有無／
　※入国棟ホテル手荷物預かり所⇔ホテル
　　シャトルバス運行 
●バリアフリー対応有無／無し
●大浴場有無／無し
●温泉有無／無し
●館内レストラン情報／健康レストラン オーラ（洋食）

【宿泊部屋情報】
●全部屋数／200
●全収容人数／640
●バリアフリールーム有無／無し
●会議室の有無／無し

世界初のロボットホテル
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問合せ先

ハウステンボス

〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
TEL.0956-27-0311 FAX.0956-27-0901

オランダの宮殿を模した「パレス ハウステンボス」の中庭を利用した
ガーデンパーティーは、日本にいることを忘れさせてくれます。まるで
貴族の社交場のようなヨーロッパの雰囲気は、招待客にも大きなサプ
ライズとなるでしょう。

Huis Ten Bosch

ガーデンパーティー

浮かぶ迎賓館と称されるロイヤルクルーザー「デ ハール」はチャー
ターが可能です。水面を美しく照らす月を愛でながらのクルーズや懇
親会前のアペリティフクルーズなど、使い方はお客様次第。波静かな
大村湾を悠々とめぐる船の旅は、しばし日常を忘れさせ、優雅な時間
を与えてくれます。

デ ハール クルーズ

問合せ先

九十九島パールシーリゾート（水族館・遊覧船）

TEL.0956-28-1999 FAX.0956-28-2399

https://www.pearlsea.jp/crusing/index.html

遊覧船やカヤック、無人島上陸体験など、「西海国立公園九十九島」を体感す
ることのできる海のリゾート施設。九十九島の海の生きものを紹介する水族館
「海きらら」では、国内でも珍しい太陽光が差し込む屋外型水槽や国内最大級
のクラゲ展示コーナー、日本初の大技を披露するイルカなど見どころ満載で
す。また、リゾート内には、レストランやショップなども充実しています。

●九十九島遊覧船／パール
クィーン
九十九島観光のメインクルージ
ング船。島々の間を抜け海の上を
すべる様が爽快です。7月～10
月の週末は夕映えのサンセットク
ルーズを楽しむことができます。

●日本初の電気推進遊覧船／み
らい
海賊の帽子をモチーフにした外
観。まなぶかいぞくをコンセプト
とした船内には、船や航海、九十
九島について学ぶためのコンテ
ンツをちりばめています。

問合せ先

問合せ先

〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町1055番地　【休館日】無し【アクセス】佐世保駅から車で10分、快速バス18分
TEL.0956-28-4187 FAX.0956-28-4107

問合せ先

九十九島動植物園森きらら

〒858-1231 佐世保市船越町2172番地 【休館日】無し【アクセス】佐世保駅から車で15分、市バス25分

九十九島を眼下に望む高台にある森きららは、九十九島の自然と癒しがテーマ
の動植物園。多数の体験プログラムや日本最大の天井水槽を持つペンギン館
など見どころ多数。約3000㎡の敷地には約200品種900株のバラが楽しめ
ます。

Kujukushima Zoo & Botanical Garden Morikirara

TEL.0956-28-0011 FAX.0956-28-5099

◆レパートリー　キャンディーズ／ピンクレディー／ザ・ピーナッツ
70～ 80年代ヒットソング／アニメソング／最近のヒットソング／
K-POPetc

会社：https://www.wwwaaaooo.com/　
SASEBOキャンディーズ：https://love4976.wixsite.com/sasebocandies

各種パーティーでのアトラクション演奏やBGM、歓送
迎セレモニーでの演奏など、サックスやフルート、ヴァ
イオリンの演奏でシチュエーションに合わせたプロ
デュースにて印象に残るステージをお届けいたします。

リーブルミュージック Libre Music

問合せ先
〒857-1175 長崎県佐世保市天神5丁目16-5

Wadaiko
太鼓

TEL.0956-31-6790 FAX.0956-31-6776

SASEBOキャンディーズ sasebocandies

問合せ先
(有)アートスタジオわお　〒859-3215 長崎県佐世保市早岐2丁目43-8

佐世保観光名誉大使。佐世保在住の男女音楽ユニッ
ト。九十九島イメージソング、海きらら、森きらら、させ
ぼ五番街などのテーマソングや様々な企業CMなどを
手掛けており、老若男女問わず支持されております。

サンディトリップ SandyTrip

問合せ先
〒857-0142 長崎県佐世保市野中町446-1オーブブリーズ201

http://sandytrip.net

TEL.090-3799-4192 FAX.0956-55-3613

中学３年生で歌手デビューし今や全国各地で活
躍中！第２回全日本こころの歌謡選手権で日本一
に輝いた実力派歌手！演歌・ポップス・歌謡曲など
皆様おなじみの歌でステージを盛り上げます！

茜つばき TSUBAKI  AKANE

問合せ先
キングフォンレコードプロ　〒854-0006 長崎県諫早市天満町48－17

kingfonrecordpro.jimdo.com

TEL.090-1922-1734 FAX.0957－24－1734

西端太鼓は、小学生から社会人まで総勢２２名で活動してい
ます。年齢は様々だけど、和気あいあいとした明るいチーム
で地元の春祭り・夏祭りや、結婚式などで披露しています。演
目は、夏の夜空に輝く花火をイメージした「花火」、たくさん
の幸せが舞い込んでくるようにと願いを込めた「多幸」など。

小佐々町西端太鼓保存会

問合せ先
〒857-0412 長崎県佐世保市小佐々町西川内172番地3 佐世保市役所小佐々行政センター　
TEL.0956-41-3111

だんち太鼓は、勇壮なバチさばきと物語
的に打つのが特徴です。西海橋の豪快な
渦を表現した「渦潮」や九十九島の美しい
島々を表した「九十九島の響」など創作太
鼓です。

卸団地太鼓錬成会 danchidaiko

問合せ先
だんち太鼓　〒857-1162 長崎県佐世保市卸本町４－２
TEL.090-4348-6469 FAX.0956-22-7782

昭和のアイドルソングで一緒に盛り上がりましょう。「SASEBO
を元気に～～！長崎県を元気に～～！地元を元気に～～！

TEL.0956-59-7876 FAX.0956-82-3431

R.I.Z

問合せ先
前田和隆様　〒859-3223 長崎県佐世保市広田4-8-5(国際運輸 内)

マルチタレントのボーカルRimaを中心にしたユ
ニット。ジャズ/ポップスから幅広いジャンルの楽
曲を演奏します。フルート/ギターでのトリオから
バンド形式(7～8人)までイベントの規模に合わせ
てメンバーの編成が変えられます。

TEL.090-2589-2994 FAX.0956-39-1301

スターライトパフォーマー Starlight Performer

問合せ先
〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町24番地

子供たちによる元気な歌とダンスのショー。キッズダンスス
ターライトスクールの選抜メンバーで編成されたパフォーマ
ンスチーム「スターライトパフォーマー」によるステージはお
子様からご年配者まで幅広い年代に好評を頂いております。

TEL.０９５６－７６－９０９０ FAX.０９５６－７６－９０９１

江迎龍王太鼓保存会

問合せ先
田川聖治 080-5602-0998　〒859-4501 長崎県松浦市志佐町浦免565-1 ＲＫコーポ203

子供から大人まで参加し楽しめる太鼓隊と
して、町内はもとより町外・県外のイベントに
も積極的に参加しています。据打ち、斜め打
ち、大太鼓奏法も取り入れた、和太鼓の魅力
を存分に披露いたします。

アフターコンベンション
● ATTRACTION / AFTER CONVENTION

アトラクション

http://www.stl-n.com/stl-n/

FAX.0956-66-9211

https://www.huistenbosch.co.jp/group/htb/

く  じゅう く しま

く  じゅう く しま

KUJUKUSHIMA PEARL SEA RESORT

●九十九島水族館海きらら
国内最大級を誇る「クラゲシンフォ
ニードーム」。国内では珍しい屋外
型大水槽「九十九島湾大水槽」。イ
ルカと心ふれあう「九十九島イル
カプール」。目の前に広がる九十九
島の海をそのまま再現した水族館
です。

https://www.pearlsea.jp/umikirara/

https://www.morikirara.jp/

〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町1055番地 【休館日】無し【アクセス】佐世保駅から車で10分、快速バス18分

R.I.Z.
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● Sightseeing Information

問合せ先

ハウステンボス

〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1

※イベント内容・期間は都合により変更になる場合がございます。

TEL.0956-27-0311 FAX.0956-27-0901

欧州香る街には、季節の訪れを知らせる四季折々の花々が咲き誇ります。日
本一広いテーマパークの広大な敷地に、日本最多、九州最大級レベルのこの
街でしか見ることができない美しい花々と出会うことができます。
●大チューリップ祭(2/9-4/14)
●バラ祭(4/27-6/2)
●あじさい祭(6/1-6/30)
●ゆり祭(6/22-7/15)
●大ひまわり祭(7/20-8/4)

Huis Ten Bosch

問合せ先

https://www.huistenbosch.co.jp/

花の王国（ 2/9-8/4）

日が暮れた夜、広大なハウステンボスの街は、まるごと光きらめく街へ一
変。幻想空間へと人々を誘います。１日では回り切れないほどの光スポット
が季節ごとに登場し、１年中光の世界を楽しむことができます。

光の王国（～5/6まで）

●水の王国7/6-9/8
●鈴木敏夫とジブリ展
　7/13-9/23
●ハロウィーン9/7-10/31

●光のクリスマス11/1(予定)-12/25
●カウントダウン12/31
●仮面舞踏会1月上旬-

その他にも楽しいイベントが盛りだくさん！

問合せ先

九十九島パールシーリゾート

〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町1055番地
TEL.0956-28-4187 FAX.0956-28-4107

九十九島パールシーリゾートには、九十九島を舞台に遊覧船「パールクィー
ン」「みらい」をはじめ、小型遊覧船「リラクルーズ」、ヨットセーリングやシー
カヤックなど、豊富なクルージングメニューがあり、いろんな角度から九十九
島の海を楽しむことができます。７月～１０月の週末は、夕映えの九十九島を
楽しむサンセットクルーズも運航！

KUJUKUSHIMA
PEARL SEA RESORT

問合せ先

https://www.pearlsea.jp/

0席含む）

バラ祭

水の王国

水の王国

クリスマス

パールシー全景

サンセットクルーズ

パールクィーン みらい

リラクルーズ ヨットセーリング

大チューリップ祭

シーカヤック

九十九島
日本の最西端にある「九十九島」は1955年に西海国立公園に指定され、2018年には「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟認定されました。複雑に入り組んだリアス
海岸と288の島々から成り、海岸線の長さは約353ｋｍになります。人が住む有人島は4島で他はすべて無人島です。島の密度は日本一。波の静かな浦々は多様な生
きものたちの棲家となっています。季節によって変わる景観は何度訪れても美しく、8か所の展望台（九十九島八景）からは様々な九十九島をご覧頂けます。
HP（https://www.sasebo99.com/kujukushima/）        

湾を活かした観光振興と資源保護、そこに暮らす人々の生活様式や伝統
の継承、および景観保全を目的に設立されたNGOで、現在は世界27の
国と地域から43湾が加盟しています。世界的に有名なモンサンミッシェ
ル湾（フランス）、ハロン湾（ベトナム）
や、日本国内では松島湾（宮城県）、富
山湾（富山県）、駿河湾（静岡県）、宮
津・伊根湾（京都府）が加盟認定を受
けており、国内で5例目です。

世界で最も美しい湾クラブ

世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」黒島の集落

眼下に広がる九十九島を間近
に楽しむことができます。園内
の花壇には、春には菜の花、秋
にはコスモスが15万本咲き
誇ります。大型バスの駐車場
も完備しており、団体の方にお
すすめです。

展海峰 Tenkaiho(Observatory)

標高が低い展望台で、九十九島が眼
の前に迫り、迫力のある眺望が楽し
めます。雨の日もまるで墨絵のような
美しさを楽しめます。九十九島パール
シーリゾートから九十九島動植物園
森きららへと向かう道の途中にあり、
立ち寄りスポットとしても人気です。 

船越展望所 Funakoshi Observatory

標高191ｍの展望台からは、
右に九十九島、左に佐世保港
と隣接する二つの海を楽しむ
ことができます。ハリウッド映
画「ラストサムライ」のロケ地
にもなっており、夕暮れには多
くのカメラマンが訪れます。 

石岳展望台 Ishidake Observatory

眼下には米海軍や海上自衛隊
の艦船、造船所のクレーンが
独特の風景を醸す佐世保港が
見下ろせ、転じて西には九十
九島が一望できる展望台で
す。夕景だけでなく、街や港の
灯が美しい夜景も人気です。 

弓張岳展望台 Yumiharidake Observatiory

Kujukushima (99 Islands)

東経129度33分、北緯33度
12分に位置する神崎鼻は日本
本土最西端の地です。神崎鼻公
園を訪れたあとに小佐々地区公
民館、小佐々支所に立ち寄れば
『日本本土最西端訪問証明書』を
発行してもらうことができます。 

神崎鼻公園 Kouzakibana Park

2018年7月、キリスト教禁教による宣教師不在の中、神道や仏教などの日本の伝統的宗教や一般社会と関わりながら信仰を続
けた証が世界文化遺産に登録されました。12の構成資産から成り、佐世保・九十九島にある「黒島の集落」はその一つです。相
浦港からフェリーで50分の沖合に浮かぶ黒島はカトリック信者が島民の8割を超える祈りの島です。迫害を逃れて海を渡った
人々が、今も信仰に支えられ、この島で暮らしています。  
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● Sightseeing Information

観光情報

●問合せ先／下記、佐世保観光情報センターまでお問い合わせくだ
さい。

●定員／1グループ10名（最少2名）
●所要時間／約1時間30分
●料金／1,200円（ガイド・保険料含）
●催行日／毎日2回
●団体貸切情報／金額・1人1,200円（ガイド・保険料含）、催行日・
要問合、定員・要問合
●申込締切／7日前

●問合せ先／下記、佐世保観光情報センターまで
お問い合わせください。

●定員／1～85名
●所要時間／約60分
●料金／大人2,000円 小人1,000円 障がい者割
引有
●運航日／土・日・祝
●運休日／月～金※冬季運休有
●団体貸切情報／①60,000円～②70,000円～
運航日・要問合、定員・①85名 ②172名

SASEBOクルーズバス海風 SASEBO Cruise Bus
"Umikaze" SASEBO軍港クルーズ（佐世保港クルーズ） SASEBO Naval

Port Cruise

SASEBO港まち歩き Port Town of Sasebo's
Guided Walking Tour SASEBOナイトツアー Sasebo

Night Tour

海軍さんの散歩道（徒歩ツアー）

海上自衛隊佐世保史料館（セイルタワー）MSDF Sasebo History
Museum (Sail Tower)

●問合せ先／下記、佐世保観光情報センターまでお問い合わせください。
●定員／1～33名
●所要時間／A・B・C各コース100分
●料金／ハウステンボス発着 大人2,200円 小人1,100円、ハウステン
ボス発・着 大人2,000円 小人1,000円、佐世保バスセンター・佐世保
駅みなと口発着 大人1,800円 小人900円
●運行日／金～水
●運休日／木曜日※その他運休日有要問合
●団体貸切情報／金額・便貸切55,000円、貸切・別途見積、運行日・要
問合、定員・33名

海上自衛隊、海上保安庁、米海軍があり、往時の「軍港」の歴史を今に伝え
る「港まち佐世保」。海軍工廠に由来する造船所「佐世保重工業（通称
SSK）」や五島、西海、平戸の島々を航路で結び、様々な船舶が行き交う佐
世保港は、小さな漁港だった昔日から
今日まで佐世保の顔であり、様々な
歴史、物語を紡いできました。普段は
見ることができない海側からの佐世
保をガイドの案内とともにお楽しみい
ただけます。 

豪華クルーザーをイメージしたオリジナルのバスで、九十九島や市内の観光
スポットを巡る1コース約100分のバスツアーです。海軍さんをイメージした
制服を着たアテンダーの案内を楽
しみながら、佐世保市内の観光地
を巡ります。車窓からの眺めはもち
ろん、降車して楽しめる観光スポッ
トもご用意。コースごとに展望台や
レンガ倉庫群、造船所などを大迫
力で楽しむことができます。

三川内焼伝統産業会館 Mikawachi Ware
Museums

●問合せ先／〒859-3151
佐世保市三川内本町343番地 
TEL.0956-30-8311
三川内陶磁器工業協同組合
●営業時間／9：00～17：00
●休業日／
年末年始(12/29～1/3)

三川内焼の伝統的な技法の継承並びに後継者の育成を図り、もって三川内焼
振興を主な目的とする施設です。一般に、古平戸といわれる三川内焼古美術
の逸品と400年の伝統を受け
継ぐ現代三川内焼の秀作の
数々が展示されています。館内
では、楽焼（絵付け）や透かし彫
り体験ができます（ただし有
料）。

明治時代に海軍さんが開いた佐世保から吹いてくる海風を感じるまち歩きで
す。ガイドと一緒に歩けば、まちを見下ろす坂道に、川沿いの公園に、商店街
の路地裏に、楽しい出会いが待っています。市街地を1時間30分かけてゆっ

くり巡ります。
※その日の天候や担当ガ
イドによってコースが変わ
る可能性がございます。

佐世保は夜がおもしろい！だけどちょっと不安…と思っている方も、ガイドと一
緒なら安心です。ガイドの案内でまち歩きをしながら最後は外国人バーまたは
JAZZバーへエスコート。米海軍基地が佐世保に置かれた頃にオープンした
外国人向けのバーで注文したもの
が届くたびにお金を払う、キャッ
シュオンデリバリースタイルが外
国気分を高めてくれます。佐世保
ならではの夜の雰囲気とバー文化
をご紹介しながら、最初のオー
ダーまでご案内いたします。 

明治31年、海軍士官の集会所として建築された佐世保水交社の一部を修復
し、7階建の新館を増設した旧海軍の遺産を継承する艦艇史料館です。旧海
軍及び海上自衛隊の歴史や活動など
をわかりやすく解説し、艦艇模型や各
種史料が展示されています。

旧海軍佐世保鎮守府開庁とともに建設が行われた造船所や鉄道、道路、水道施
設などの都市基盤も明治～大正にかけて整備され、多くは100年経った今もま
ちに溶けこんで現存しています。普段は一般の立ち入りができない、海上自衛隊

佐世保地方総監部敷地内の地下壕
にある「防空指揮所」跡は、佐世保
鎮守府が1944年に運用を開始し、
管区内の防空指揮を担いました。そ
の指揮所跡の見学をはじめ、史跡を
巡るまち歩きを海上自衛隊OBガイ
ドがご案内いたします。

●問合せ先／〒857-0058 
佐世保市上町８－１
TEL.0956-22-3040
海上自衛隊佐世保史料館「セイルタワー」
●営業時間／9:30～17:00
(入館は16：30まで)
●休業日／毎月第3木曜日、12月28日から1月
4日まで

梅ヶ枝酒造
創業1787年の格式ある造り酒屋です。創業以来変わらぬ製法で仕込みを続
け、麦焼酎「ぎんた」は平成20・21年度、日本酒の大吟醸と純米酒は平成
26年度の鑑評会でみごと金賞を受賞いたしました。伝統を守る一方で新た
な酒造りにもチャレンジをしています。 

潜龍酒造では清酒及び焼酎の製造販売を行う企業・蔵元です。創業当時か
ら継承してきた伝統的な技法で酒造りを続けています。また現在も使われ
ているもと蔵（酛蔵）は元禄元年の創業当時の建築と伝えられており、長崎
県指定有形文化財となっています。清酒製造業のほかに漬物製造販売も
行っています。 

●問合せ先／下記、佐世保観光情報センターまでお問い合わせください。
●定員／1グループ10名（最少2名）
●所要時間／約1時間30分
●料金／1,200円（ガイド・保険料含）※飲料は含みません
●催行日／金・土・祝前日
●団体貸切情報／1人1,200円（ガイド・保険料含）、催行日・要問合、
定員・要問合

●申込締切/7日前※成人のみ参加可

●問合せ先／右記、佐世保観光情報センターまでお問い合わせください。
●定員／1グループ20名（最少4名）
●所要時間／約3.5時間
●料金／個人：2,400円（ガイド・保険・昼食代含）
●催行日／金※除外日有
●団体貸切情報／1人1,400円（ガイド・保険料含）、催行日・要問合、定員・
要問合※催行日の7日前までの申し込み※顔写真付公的身分証明書が必
要です。※日本国籍の方のみ。

TEL.0956-22-6630  FAX.0956-23-6750

佐世保観光情報センター
Sasebo Tourst Information Center

営業時間
休 業 日

9：00～18：00
年中無休 

■
■

アクセス■
■

佐世保駅構内 
https://www.sasebo99.com/

〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町21-1連絡先

ホームページ

●問合せ先／〒859-6101 長崎県佐世保市江迎町長坂209  TEL.0956-65-2209
●営業時間／9：00～16：00
●休業日／HPよりご確認ください（https://www.sake-honjin.com/）

Umegae Sake Brewery 潜龍酒造 Senryu Sake Brewery

●問合せ先／〒859-3237 長崎県佐世保市城間町317  TEL.0956-59-2311
●営業時間／8：30～18：30（見学は10：00～16：30）
●休業日／無休（見学は、お盆・お正月・作業都合によりお断りする場合があります）

石岳展望台より
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●CONTACT LIST

お問い合せ先一覧 Convention Facilities Guide of SASEBO

コンベンション施設
施　設　名 問合せ先 住　　所 電話番号 ファックス

アルカスSASEBO 公益財団法人 佐世保
地域文化事業財団 〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町2-3 0956-42-1111 0956-24-0051

JRAゲルックホール JRAウインズ佐世保 〒859-3243 長崎県佐世保市ハウステンボス町8番地6 0956-27-3500 0956-58-4343

ハウステンボス
本社営業 〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 0956-27-0311

総合予約センター 〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 （総合案内ナビダイアル）
0570-064-110

JAさせぼホール ＪＡさせぼホール 〒857-0052 長崎県佐世保市松浦町2-28 0956-24-3123 0956-24-3124

市民文化ホール 佐世保市民文化ホール 〒857-0056 長崎県佐世保市平瀬町2 0956-25-8192 0956-25-8192

中央公民館 中央公民館 〒857-0053 長崎県佐世保市常盤町6-1 0956-24-5571 0956-24-2021

中部地区公民館 中部地区公民館 〒857-0805 長崎県佐世保市光月町6-17 0956-25-2360 0956-25-2360

相浦地区公民館（あいあいプラザ） 相浦地区公民館 〒858-0914 長崎県佐世保市川下町209-5 0956-47-5775 0956-47-5775

労働福祉センター 佐世保市労働福祉センター 〒857-0851 長崎県佐世保市稲荷町2番28号 0956-32-8929 0956-32-9761

スポーツ施設
施　設　名 問合せ先 住　　所 電話番号 ファックス

佐世保市体育文化館 佐世保市体育文化館
（運営：公益財団法人佐世保市体育協会） 〒857-0805 長崎県佐世保市光月町6-17 0956-22-1522 0956-22-3711

佐世保市総合グラウンド 佐世保市総合グラウンド
（運営：公益財団法人佐世保市体育協会） 〒858-0925 長崎県佐世保市椎木町無番地 0956-47-3125 0956-47-7010

佐世保市東部スポーツ広場 佐世保市東部スポーツ広場
（運営：特定非営利活動法人WillDo） 〒859-3225 長崎県佐世保市浦川内町無番地 0956-39-5855 0956-39-1667

観光・アフタ―コンベンション施設
施　設　名 住　　所 電話番号 ファックス

ハウステンボス 〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 0956-27-0311 0956-27-0901

九十九島パールシーリゾート 〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町1055番地 0956-28-4187 0956-28-4107

九十九島動植物園森きらら 〒858-1231 長崎県佐世保市船越町2172番地 0956-28-0011 0956-28-5099

海上自衛隊佐世保史料館 〒857-0058 長崎県佐世保市上町８-１ 0956-22-3040 0956-23-7111

三川内焼伝統産業会館 〒859-3151 長崎県佐世保市三川内本町343番地 0956-30-8311 0956-30-8312

潜龍酒造 〒859-6101 長崎県佐世保市江迎町長坂209 0956-65-2209 0956-65-2404

梅ヶ枝酒造 〒859-3237 長崎県佐世保市城間町317 0956-59-2311 0956-59-2312

針尾無線塔 〒859-3452 長崎県佐世保市針尾中町750番地 0956-58-2718 ̶

アトラクション
施　設　名 住　　所 電話番号 ファックス

リーブルミュージック 〒857-1175 長崎県佐世保市天神5丁目16-5 0956-31-6790 0956-31-6776

SASEBOキャンディーズ 〒859-3215 長崎県佐世保市早岐2丁目43-8 0956-59-7876 0956-82-3431

サンディトリップ 〒857-0142 長崎県佐世保市野中町446-1オーブブリーズ201 090-3799-4192 0956-55-3613

R.I.Z. 〒859-3223 長崎県佐世保市広田4-8-5(国際運輸 内) 090-2589-2994 0956-39-1301

茜つばき 〒857-0043 長崎県諫早市天満町48-17 090-1922-1734 0957-24-1734

スターライトパフォーマー 〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町24番地 ０９５６-７６-９０９０ ０９５６-７６-９０９１

卸団地太鼓錬成会 〒857-1162 長崎県佐世保市卸本町４-２ 090-4348-6469 0956-22-7782

小佐々町西端太鼓保存会 〒857-0412 長崎県佐世保市小佐々町西川内172番地3 0956-41-3111 ̶

江迎龍王太鼓保存会 〒859-4501 長崎県松浦市志佐町浦免565-1 ＲＫコーポ203 080-5602-0998 ̶

貸切バス
会　社　名 住　　所 電話番号 ファックス

㈱ヒューマングループ　ヒューマンバス 〒859-3211 長崎県佐世保市早苗町６９７-１ 0956-38-1727 0956-59-8122

㈲東彼観光 〒859-3619 長崎県東彼杵郡川棚町新谷812-1 0956-83-3313 0956-82-5315

西肥自動車（株） 〒857-0834 長崎県佐世保市白南風町9番2号 プラザシルバービル 0956-31-8118 0956-32-1010

㈱パラダイス観光 〒859-3226 長崎県佐世保市崎岡町853-12 0956-39-9011 0956-27-5559

宿泊施設
ホテル名 住　　所 電話番号 ファックス

佐世保グリーンホテル 〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町4-1 0956-25-6261 0956-25-6267

佐世保第一ホテル 〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町４-４ 0956-22-7486 0956-22-9401

東横INN佐世保駅前 〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町1-4 0956-42-1045 0956-42-1046

サンウエストホテル佐世保 〒857-0871 長崎県佐世保市本島町1-15 0956-26-0505 0956-26-0805

九十九島ベイサイドホテル＆リゾート フラッグス 〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町740 0956-28-2111 0956-28-2119

富士国際ホテル 〒857-0053 長崎県佐世保市常盤町8-8 0956-24-5931 0956-25-2424

させぼパレスホテル 〒857-0027 長崎県佐世保市谷郷町4-14 0956-22-1310 0956-22-1537

レオプラザホテル佐世保 〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町4-28 0956-22-4141 0956-22-4144

セントラルホテル佐世保 〒857-0872 長崎県佐世保市上京町3-2 0956-25-0001 0956-22-8435

佐世保ワシントンホテル 〒857-0834 長崎県佐世保市潮見町12-7 0956-32-8011 0956-32-7001

ホテルリソル佐世保 〒857-0862 長崎県佐世保市白南風町8-17 0956-24-9269 0956-23-8404

ザ・パラダイスガーデンサセボ 〒859-3226 長崎県佐世保市崎岡町853-12 0956-39-4800 0956-39-3311

西海橋コラソンホテル 〒859-3451 長崎県佐世保市針尾東町2523-1 0956-58-7001 0956-58-7010

ホテルローレライ 〒859-3236 長崎県佐世保市南風崎町449 0956-59-3939 0956-59-2828

ホテルオークラJRハウステンボス 〒859-3296 長崎県佐世保市ハウステンボス町10 0956-58-7111 0956-58-7159

ホテル日航ハウステンボス 〒859-3243 長崎県佐世保市ハウステンボス町6番地 0956-27-3000 0956-58-0283

ホテルヨーロッパ 〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 0956-27-0311 0956-27-0912

ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス 〒859-3243 長崎県佐世保市ハウステンボス町7-9 0956-27-0505 0956-27-0565

天空の宿　山暖簾 〒859-6403 長崎県佐世保市世知原町上野原316 0956-76-2900 0956-76-2367

千登世旅館 〒857-0876 長崎県佐世保市塩浜町2-1 0956-24-9000 0956-24-9001

弓張の丘ホテル 〒857-0069 長崎県佐世保市鵜渡越町510番地 0956-26-0800 0956-25-0029

ホテルロータスハウス 〒857-0805 長崎県佐世保市光月町8-17 0956-24-5555 0956-24-5556

ビジネス　金子ホテル 〒857-0864 長崎県佐世保市戸尾町8-23 0956-24-5440 0956-25-7466

ホテルビブロス 〒857-0802 長崎県佐世保市高天町5-3 0956-22-7717 0956-25-7176

潮幸の宿　はな一 〒857-1231 長崎県佐世保市船越町190 0956-28-5533 0956-28-5522

グランドファーストイン佐世保 〒857-0876 長崎県佐世保市塩浜町7-1 0956-22-8281 0956-22-8371

ファーストイン早岐 〒859-3215 長崎県早岐1丁目1-2 0956-39-3111 0956-39-2930

ホテルアムステルダム 〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 0956-27-0311 0956-27-0912

フォレストヴィラ 〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 0956-27-0311 0956-27-0912

変なホテル 〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1 0956-27-0311 0956-27-0912
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