
 

 

  

 

地域づくり 

●「海風旅。キャンペーン」が９月より始まりました 

長崎県民の方は体験メニューが半額になる半額キャンペーンが、令和 5 年 2 月 28 日まで開催されます。対

象となる体験メニューなど詳しくは下記リンクよりご覧ください。また、予算がなくなり次第終了となりま

すのでお早めにお申し込みください。 

※長崎県民の方は WEB でのお申込みが基本になります。下記のリンクからお申し込みください。 

https://www.sasebo99.com/feature/umikaze-cpn-kenmin 

※往復ハガキでお申し込みができる体験もあります。（10 月 10 日の消印まで有効） 

チラシは佐世保市内各所・長崎・諫早・大村・島原・平戸・他各市に配布しております。 

 

 

 

●ワーケーション旅プラン 「Yoka Workation Tours」を販売開始しました 

『YOKA Workation tours』は西九州させぼ広域都市圏内の 9 つのまちをテーマに合わせて楽しむことがで

きるツアーです。地域の人との交流や食を楽しむ「交流プラン」や、レンタカー付でフリーにワーケーショ

ンを楽しむ「フリープラン」など、8 つのコースをお楽しみいただけます。交流や体験など滞在先の地域と

深く関わることで、日常にない気づきや学びが得られるツアーとなっています。 

 

「YOKA Workation Tours」ワーケーション旅プラン 

https://www.sasebo99.com/feature/yokaworkcationtours 

 

 

 

 

2022年 10月号

保観光コ

ンベンシ

ョン協会

活動報告   

 

公益財団法人佐世保観光コンベンション協会 活動報告   

 

https://www.sasebo99.com/feature/umikaze-cpn-kenmin
https://www.sasebo99.com/feature/yokaworkcationtours


【交流プラン】 

①暮らすように旅する島時間コース（小値賀） 

～島中の人と自然のパワースポットを巡る～ 

②「ひとがつながる」まちづくりコース（東彼杵×波佐見） 

  ～ひととの輪で交流を生み出すキーマンたちのトークリレー～ 

③ものづくり＆地域デザインコース（波佐見×西海） 

  ～地域に息づくデザインと「ものづくり」の原点にふれる～ 

④ON と OFF のバランス探しコース（川棚×西海） 

  ～自然と人に包まれるリフレッシュタイム～ 

 

【フリープラン】 

①海風のまちで感じる居心地抜群のワーケーション（東彼杵×川棚） 

②港まちと島で「ととのう」サウナ推しワーケーション（佐世保×小値賀） 

③優雅なリゾート空間で非日常ワーケーション（佐々×平戸×松浦） 

④のどかで豊かな暮らしを、じっくり味わう旅（佐々×平戸×松浦） 

 

 

 

 

 

 

 

●約１年半ぶりにクルーズ船「飛鳥Ⅱ」が寄港しました 

9 月 26 日（月）に、およそ 1 年半ぶりに「飛鳥Ⅱ」が三浦岸壁に寄港しました。「秋の西国漫遊クルー

ズ」と称し、佐世保港含め 3 都市を 9 泊 10 日で巡るツアーの一環として山口県の岩国港から寄港しました。

オプショナルツアーでは九十九島や江迎・平戸、そして街歩きなどを楽しまれ、フリーで周遊されるお客様

は、ハウステンボス、九十九島パールシーリゾート等、思い思いに佐世保を堪能されました。出港時には

「佐世保東翔高校 吹奏楽部」の皆さんによる演奏で、盛大にお見送りいたしました。 

 

 

 

 



●第 2回観光地域づくりマネージャーステップアップ研修・第 3回全国観光圏推進協議会に ZOOMで出席しま

した 

・第 2 回観光地域づくりマネージャーステップアップ研修 

【日 時】令和 4 年 9 月 26 日（月）13：30～16：00 

【内 容】観光圏アドバイザーで東京都立大学の清水教授の「観光圏の組織のあり方を考える」をテーマに

した講義を受け、当協会が代表で「海風の国」佐世保・小値賀観光圏の組織について発表した

後、13 観光圏を 3 グループに分けて、各観光圏が組織として抱える課題などを議論しました。 

 

・第 3 回全国観光圏推進協議会 

【日 時】令和 4 年 9 月 27 日（火）13：30～16：30 

【内 容】長崎県企画部から長崎 IR の進捗状況の報告や、株式会社フリープラスによるインバウンドの状況

報告などがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日本電動化アクション「日産ブルー・スイッチ」との連携企画【電気自動車優遇企画】を開始しました 

佐世保市および当協会は、日産自動車が実施する日本電動化アクション「日産ブルー・スイッチ」と連携

し、環境にやさしい電気自動車（EV）で佐世保市の主要な観光地に訪れた際に受けられる【電気自動車優遇

企画】を、実施することとなりました。対象となる観光施設やホテル等での特別割引、プレゼントの提供な

どを、電気自動車（EV）利用者が受けることができる企画です。九州内日産自動車販売店でチラシの設置や

当協会ホームページ内特集記事で企画の周知を図っております。 

【実施期間】令和 4 年 9 月 27 日～令和 5 年 10 月 31 日 ※一部終了が早い施設があります。           

【対  象】電気自動車（EV）利用者 

【参画施設】佐世保市内 15 施設 

【利用方法】①当協会ホームページ内 特集記事『先進の電気自動車で行く おトク付き! 「海風の国」佐世

保ドライブマップ』にスマートフォン等でアクセス。 利用したい【おもてなし特典】を選び、

【電子チケット】を表示する。 

②特典を受けたい施設で【電子チケット】と電気自動車のキーを見せ、特典を利用する。 

 

 



先進の電気自動車で行くおトク付き! 「海風の国」佐世保ドライブマップ  

https://www.sasebo99.com/feature/blueswitch_drivemap 

※【電気自動車優遇企画】は、日産自動車以外の電気自動車も、特典の対象となります。日産自動車株式会

社は、新サービスとして、本施策を簡単に受けることが可能な、電気自動車（EV）利用証明である、デジタ

ルの「ブルー・スイッチカード」の運用を 10 月 11 日（火）から開始します（予定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロモーション 

●佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン佐世保観光素材紹介映像(4K動画)を制作・公開！ 

佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン(10～12月開催)の実施に合わせ、佐世保市内の旬な観光素材や

体験コンテンツなど、本市の観光資源の魅力をわかりやすく伝える解像度の高い 4K 動画を制作・公開いたし

ました。本編映像（15 分）は、佐世保市のスタンダードな PR 動画として、観光イベントなどに活用するだけ

ではなく、メディアや旅行会社の方向けに自由に編集が出来る白素材(字幕なし動画)としてご提供が可能です。 

 

・タイトル「SASEBO＋(PLUS)」 

・動画の種類：動画規格はいずれも 16:9、4K 映像(3,840×2,160)  

①本編（15 分） https://youtu.be/hKnCn4juJOo 

②ダイジェスト版 A（5 分） https://youtu.be/MT16IdpLExc 

③ダイジェスト版 B（30 秒） https://youtu.be/zh_UULjxhT0 

④ダイジェスト版 C（15 秒） https://youtu.be/dZFNk5winCQ 

※本編映像(15 分)は、白素材としてご提供が可能です。 

 

https://www.sasebo99.com/feature/blueswitch_drivemap
https://youtu.be/hKnCn4juJOo
https://youtu.be/MT16IdpLExc
https://youtu.be/zh_UULjxhT0
https://youtu.be/dZFNk5winCQ


 

 

 

 

 

 

 

●秋の特集記事「海風にしあわせの香りをのせて… おいしいパンとコーヒーに出会う旅へ。」を公開しました 

「海風の国」させぼ・おぢかの観光情報サイトに秋の特集記事を公開しました。地元の人々に愛されるコーヒ

ーブレイクを体験し、そこに暮らすように街を体感するのも旅の楽しみのひとつ。テイクアウト OK で、観光

途中に青空の下で味わうこともできるカフェ＆パン屋を厳選して紹介しています。 

 

こちらから記事をご覧ください。 

https://www.sasebo99.com/gourmet/cafe&bakery_2022 

 

 

 

 

                 

 

 

 

●「女子旅 EXPO2022」にて佐世保市 PRブースを出展しました 

 （株）サンマーク主催の福岡市内の 30 代～40 代の旅好き女子と観光地をつなぐ「女子旅 EXPO」に出展し「海

風旅 Experience」や各種ツアー、観光情報の案内、繭玉つくり体験を行いました。 

【日 時】9 月 14 日（水）17：30～20：30 

【場 所】電気ビルみらいホール（福岡市中央区渡辺通 2-1-82） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sasebo99.com/gourmet/cafe&bakery_2022


●長崎県佐世保市にある針尾送信所がアート空間になる「SASEBO ART CONNECT FESTIVAL」を開催します！ 

 佐世保市制 120 周年及び針尾送信所建設 100 年を記念し、令和 4 年 11 月 20 日(日)から 12 月 18 日(日)ま

で、針尾送信所及び佐世保駅構内にアート写真を展示するイベント「SASEBO ART CONNECT FESTIVAL（サセボ

アートコネクトフェスティバル）」を開催いたします。 

「人」 「まち」 「世代」をアートで“つなぐ”をコンセプトとし、写真展示のほか、デジタルスタンプラ

リーや期間中には針尾無線塔のライトアップや JAZZライブなど様々なイベントも実施いたします。 

 

詳細は下記 URL よりご覧ください。 

https://www.sasebo99.com/feature/sacf2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「MOTTOハウステンボス MOTTO佐世保」秋の最新記事を公開しました 

 秋の記事では、芸術の秋と食欲の秋を同時に楽しめるスポットとして、針尾送信所や西海橋、佐世保の新ス

ポットアメリカンヴィレッジダイナー、ハウステンボスのワイン祭やハロウィーン限定コンテンツを紹介して

います。 

 

秋の最新記事は下記 URL よりご覧ください。 

https://www.huistenbosch.co.jp/mottohtbssb/autumn2022/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sasebo99.com/feature/sacf2022
https://www.huistenbosch.co.jp/mottohtbssb/autumn2022/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パブリシティー紹介＞ 

●「佐世保バーガーデジタルスタンプラリー」がテレビ長崎「マルっと！」にて放送されました 

 9 月 7 日（水）にテレビ長崎にて放送中の夕方の情報番組「マルっと！」内にて現在開催中の「佐世保バー

ガーデジタルスタンプラリー」を取り上げていただきました。放送ではスタンプラリーの参加方法やお店の紹

介をしました。 

※当スタンプラリーは 10 月 31 日（月）まで開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

●NHK「離島で発見！ラストファミリー」にて永ノ島が取り上げられました 

 9 月 28 日(水)19：57～20：42 に放送された、１つの島に少人数しか住んでない離島や無人島になってしま

った離島の失われつつある豊かな島の歴史にスポットライトをあてた番組「離島で発見！ラストファミリー」

にて、九十九島のひとつであり、かつて良質な石炭が採れ有人島であった「永ノ島」が取り上げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



修学旅行誘致事業 

●佐世保観光コンベンション協会主催 岐阜セールス 

岐阜県の公立高等学校はコロナ以前から九州、長崎方面に大変多く訪問いただいておりましたが、現在は感

染状況の影響もあり、遠方への修学旅行は実施が難しいとのことでした。感染が落ち着いてきたら長崎方面へ

方面変更を行う可能性はあるとのことでしたので、長崎県内の受入体制も含め、遠方からの移動に安心してい

ただけるよう、引き続きセールス活動を続けてまいります。 

【日 程】令和 4 年 8 月 31 日（水）～9 月 2 日（金） 

 

デスティネーションキャンペーン（新幹線対策）事業 

●ツーリズム EXPO長崎県ブース対応 

 4 年ぶりに東京ビッグサイトで開催されたツーリズム EXPO2022 の長崎県ブースにてお客様対応を行いまし

た。また、佐賀県と合同でデスティネーションキャンペーンエリアも作られており、西九州新幹線のプロモー

ションも合わせて行われました。今回は佐世保観光大使も同行し、ステージ対応等含め佐世保のプロモーショ

ンを行うことができました。引き続きイベント等活用しながら、佐世保のプロモーションを行ってまいります。 

【日 程】令和 4 年 9 月 22 日（木）～25 日（日）  

【場 所】東京ビッグサイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●西九州新幹線開業記念イベントにてブースを出展しました 

 西九州新幹線開業に伴い長崎市で開催された県内自治体合同イベントが開催にて、佐世保市ブースを出展し

ました。佐世保市ブースでは観光パンフレットの配布や SNS フォローキャンペーンに加え佐世保バーガーの販

売も行いました。 

【日 時】9 月 23 日（金祝）～25 日（日）10：00～21：00 

【場 所】長崎水辺の森公園（長崎市常葉町 22-17） 

 

 

 

 

 

 



訪日外国人誘致事業 

●タイプロモーション インフルエンサー招聘取材同行 

 福岡市、日田市、北九州市と連携した、タイ市場向けのプロモーション活動の一環で、インフルエンサーの

招聘を行いました。ユーチューバーやメディアのライターなど 4 名にハウステンボスや体験プログラムの取材

をしていただきました。当日は台風のため大幅なスケジュール変更となりましたが、屋内施設や体験は楽しん

でいただけたようでした。タイからのお客様は徐々に日本へ渡航を始めているとのことでしたので、旅行先に

選んでいただけるよう引き続きプロモーションを実施していきます。 

【招聘期間】令和 4 年 9 月 5 日（月）～10 日（土）※佐世保滞在は 9 月 5 日（月）～6 日（火）の 2 日間 

  

 

●KNTV「SUPER JUNIOR‐イトゥクのひとり旅」ロケ受入 

 11 月に放送予定の韓国アイドルグループ SUPER JUNIOR のイトゥクさんが出演する旅番組「SUPER JUNIOR-

イトゥクのひとり旅」のロケの受入を行いました。計４話を放送する予定で、佐世保市内の観光スポットやグ

ルメなどを紹介していただいています。韓国国内だけでなく、日本やアジア圏でも広く影響力があることから、

今後ロケ地等も含め引き続きプロモーションを行ってまいります。 

【撮 影】令和 4 年 9 月 7 日（水）～8 日（木） 

【放送日】令和 4 年 11 月 17 日（木）スタート ※毎週木曜日 20：30～ 全 4 回 

【放送局】KNTV 

  

●VISIT JAPAN Travel Mart 2022 

 ツーリズム EXPO と同時開催で行われた VJTM の長崎県ブースに同席をさせていただき、商談に参加いたしま

した。3 年ぶりの対面での海外旅行会社との商談会でしたが、商談会中に 10 月からの入国制限の緩和（ビザな



し渡航）の発表があり、どの旅行会社も日本ツアーの販売を前向きに検討しており、なかには日本旅行の予約

が 400 倍になっている旅行会社もある程、訪日旅行の再開を心待ちにしている外国人観光客を多く感じまし

た。10 月のビザなし渡航再開に向け、旅行会社へのセールスや BtoC 向けのプロモーションを行うとともに、

市内観光施設の確認等もしながらインバウンドの受入に向けた市内のおもてなしの機運の醸成も行っていき

ます。 

【開催期間】令和 4 年 9 月 22 日（木）～24 日（土） 

  

 

～佐世保観光コンベンション協会からのお知らせ～ 

 

●させぼ観光大使情報 

第六期させぼ観光大使が決定しました！ 

佐世保の様々な情報や魅力を発信・ＰＲする親善大使として活躍する“させぼ観光大使”2 名を決定し、 

9 月 10 日（土）のさせぼシーサイドフェスティバル会場において、「選彰式・交代式」を執り行いました。 

 新しく大使に選ばれたのは、大川紗和子さん（30 歳・会社員）と冨川佳恋さん（21 歳・大学生）の 2 名で

す。今後、2 年間、様々なイベントなどで佐世保を PR していただきます。またこれまでご活躍いただいた第

五期させぼ観光大使の松富さん・川前さん、2 年間ありがとうございました。 

 

 



9 月 17 日（土）JR 佐世保線振子型車両導入記念式典 

  

 

9 月 23 日（金）海上自衛隊練習艦隊入港セレモニー 

  

 

●賛助会員情報 

《新規入会会員さま》 

日本トーター株式会社 

〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町 2-5 

TEL：0956-20-8181 


