
家族にお勧めするリゾートホテル
（ 選べる

ディナー付）全天候型スパテーマパーク i+Land nagasaki 
コースＮＯ

2001-0048

地域限定クーポン付２名様から出発 web割

●最少催行人員：2名様　●客室（洋室）　●朝食１回、夕食１回付
※この商品は、国の地域観光事業支援により5,000円の助成を受けています。

１
ご自宅…お客様各自…長崎市内・
リゾートアイランド伊王島・
ホテル【泊】 ※ご夕食はバーベ
キュー又は和食会席が選べます

ー ー 夕

２ホテル…お客様各自…ご自宅 朝 ー ー

伊王島温泉
で過ごす！
ご宿泊プラン

〈1泊2食付〉

詳しくはこちら ↑

２日間
宿泊日 お部屋 旅行代金 県民助成金 お支払い実額

$- %d 

〜

$- 28g
除外日：�ホテル指定日�

及び満室日

平
日

4名様1室 14,800*

5,000*

9,800*
3名様1室 15,900* 10,900*
2名様1室 17,600* 12,600*

休
前
日

4名様1室 18,200* 13,200*
3名様1室 19,300* 14,300*
2名様1室 21,000* 16,000*

更にクーポン2,000円分付与で合計7,000円お得！

☎050-3161-5489
【営業時間】  平日10：00〜17：00（土・日・祝10：00〜16：30）予約センター

観光庁長官登録旅行業  第197号  〒179-0075 東京都練馬区高松5-11-26 MKビル 4F
総合旅行業務取扱管理者  番場 亜希子／長橋 秀樹

観光庁長官登録旅行業  第270号  〒179-0075 東京都練馬区高松5-11-26 MKビル 4F  
総合旅行業務取扱管理者  福田 正弘／西河内 智子

旅行企画・実施 受託販売

詳しくはこちら ↑

長崎県民限定「第2弾ふるさとで“心呼吸”の旅」でお得に旅をする
※長崎県内の新型コロナウイルス
感染症の拡大状況によっては、 
当キャンペーン及びクーポン券の
利用を停止することがあります。
また隣県や全国の感染状況等を 
踏まえ、停止する場合もございます。

お得1

ご宿泊プランも
日帰りプランもお1人様最

大50%（上
限5,000円）割引

ふるさとで“心呼吸”の旅キャンペーン
宿泊（利用）期間4/29チェックアウトまで 本人確認書類の提示とワクチン検査パッケージの活用が条件となります

長崎県民
限定

3/29（火）

10時受付スタート
お得3お得2
webからのご予約で
お1人様500円引き!
各プランの記載の二次元バーコードから
お申し込み下さい

タビックスWeb割

Web割不可のプランもございます（各コース参照）

県内の飲食店・土産店・交通機関で使える

地域限定クーポン
を2000円付与 ※検査パッケージはPCR検査、抗原定量検査が推奨されています。

※条件を満たさない場合は、ご参加できません。

ワクチン・検査パッケージ活用でご参加頂けます
ワクチン2回以上接種完了
・予防接種済証明書等で確認。 
また2回目接種日から14日以上
経過している方

検査パッケージを
活用して検査結果が
陰性の方

ま
た
は

4/28まで
再開決定！！

タビックスジャパンは、事業拡大の為、新しく
T-LIFEホールディングス及びT-LIFE
パートナーズへ旅行事業を移行しました

コースＮＯ
2001-0047日本有数の高濃度炭酸泉と島原温泉

2名様から出発 地域限定クーポン付

天空の露天風呂
リーズナブル
ご宿泊プラン

〈1泊2食付〉
島原
温泉ホテルシーサイド島原 ２日間

●最少催行人員：2名様�●客室（2〜5名/和洋室・2名／洋室）�●朝食１回、夕食１回付
※�この商品は、国の地域観光事業支援により5,000円の助成を受けています。
※当プランのWEB割引はございません。

詳しくはこちら ↑

宿泊日 お部屋 旅行代金 県民助成金 お支払い
実額

$- %d〜
$- 28g
除外日：ホテル指定日

4名様1室 10,000*
5,000*

5,000*
3名様1室 11,100* 6,100*
2名様1室 12,300* 7,300*

更にクーポン2,000円分付与で合計7,000円お得！

うれしい休前日も同額

１ご自宅…お客様各自…島原温泉・ホテル【泊】 ー ー 夕
２ホテル…お客様各自…ご自宅 朝 ー ー

夕食 大浴場イメージ

コースＮＯ
2010-0009軍艦島・高島へW上陸と旨いものごちそうランチ
詳しくはこちら ↑

※�この商品は、国の地域観光事業支援により3,500〜4,500円の助成を受けています。
※当プランのweb割引はございません。�※4才未満は参加できません

軍艦島上陸クルーズと
ホテルニュー長崎「桃林」で中華コース料理のランチ

日帰りプラン地域限定クーポン付２名様から出発
出発日 旅行代金 県民助成金お支払い実額

$- "j.#a 
)j.10a 
16j.17a 
23j.24a

大
人9,000* 4,500* 4,500*

小
学
生
7,000* 3,500* 3,500*

更にクーポン2,000円分付与で（大人）合計6,500円お得！
●最少催行人員：2名様　●添乗員は同行しません　●昼食１回付

〔午前乗船コース〕軍艦島クルーズ受付所…長崎元船桟橋（9：10出航）
^●世界遺産「軍艦島」上陸コースに乗船^高島港（◎高島上陸
／石炭資料館見学）̂ 端島（◎「軍艦島」上陸見学）̂ 長崎元
船桟橋…各自にて移動…◎ホテルニュー長崎「桃林」（※中華
コース料理のランチ）…昼食後、解散。各自帰路へ

〔午後乗船コース〕ホテル（昼食）→軍艦島クルーズの順になります。

コースＮＯ
2010-0008約380年の歴史ある料亭で食す卓袱料理

詳しくはこちら ↑

●最少催行人員：2名様　●添乗員は同行しません　●昼食１回付
※この商品は、国の地域観光事業支援により5,000円の助成を受けています。
※小学生以下のお子様は参加不可　※当プランのweb割引はございません。
（注）�当プランは昼食施設が感染予防により人数制限を行っている為、ご予約の

回答は昼食施設の営業及び空き状況確認後となります。

長崎旨いもの
ごちそうランチ
日帰りプラン

〈昼食付〉

長 崎 駅 前（11：30〜
12：00）##〈●長崎
電気軌道（路面電車）
乗 車 〉##思 案 橋 … 
◎史跡料亭「花月」

（※卓袱料理のご昼食）
…思案橋##●（路面
電 車 ）##長 崎 駅 前

（解散）

路面電車で行く！
史跡料亭「花月」で贅沢ランチ

２名様から出発  地域限定クーポン付 日帰りプラン
出発日 旅行代金 県民助成金 お支払い実額

$- %d〜$- 28g
除外日：毎週火曜日、4/9 13,500* 5,000* 8,500*

更にクーポン2,000円分付与で合計7,000円お得！

史跡料亭 花月（イメージ）

２名様から出発地域限定クーポン付

平戸の海と平戸城を望む展望露天風呂「美湾の湯」が好評

長崎の海の幸をふんだんに使用
した海鮮会席料理のご夕食

和・洋・中・スイーツなどバラエティに
富んだバイキングのご夕食

アワビ踊り焼き付きのご夕食　平戸温泉 旗松亭 ２
日間

長崎
市内矢太樓・矢太樓 南館 ２

日間

ご宿泊プラン〈1泊2食付〉 長崎市内

長崎にっしょうかん ２
日間

コースＮＯ
2001-0046

コースＮＯ
2001-0042

コースＮＯ
2001-0041

●最少催行人員：2名様　●客室（和室）　●朝食１回、夕食１回付�
※�この商品は、国の地域観光事業支援により5,000円の助成を受けています。

●最少催行人員：2名様　●客室（和室又は洋室）
●朝食1回、夕食1回付　※WEB割は大人旅行代金限定
※�この商品は、国の地域観光事業支援により4,450円〜
5,000円の助成を受けています。

●最少催行人員：2名様　●客室（洋室/2〜3名様）　
●朝食1回、夕食1回付　※WEB割は大人旅行代金限定
※�この商品は、国の地域観光事業支援により4,200円〜
4,750円の助成を受けています。

１ご自宅…お客様各自…平戸
温泉・ホテル【泊】 ーー夕

２ホテル…お客様各自…ご自宅 朝ーー

１ご自宅…お客様各自…長崎市内・ホテル【泊】ーー夕
２ホテル…お客様各自…ご自宅 朝ーー

１ご自宅…お客様各自…長崎市内・ホテル【泊】ーー夕

２ホテル…お客様各自…ご自宅 朝ーー

絶景の露天風呂
ご宿泊プラン

〈1泊2食付〉

煌めく夜景
一望できる宿

煌めく夜景
一望できる宿
ご宿泊プラン

〈1泊2食付〉

web割

２名様から出発地域限定クーポン付 web割 ２名様から出発地域限定クーポン付 web割

創業50周年を迎え、
昭和天皇皇后両陛下も
お泊りになった
平戸の老舗旅館

詳しくはこちら ↑

詳しくはこちら ↑ 詳しくはこちら ↑
夕食

大浴場

イメージ

宿泊日 お部屋 旅行代金 県民助成金 お支払い実額

$- %d

〜

$- 28g
除外日：

ホテル指定日

平
日

4名様1室 10,500*

5,000*

5,500*
3名様1室 11,500* 6,500*
2名様1室 13,700* 8,700*

休
前
日

4名様1室 12,700* 7,700*
3名様1室 13,700* 8,700*
2名様1室 15,900* 10,900*

更にクーポン2,000円分付与で合計7,000円お得！

宿泊日 お部屋 旅行代金 県民助成金 お支払い実額

$- %d

〜

$- 28g
除外日：

ホテル指定日

平
日

4名様1室 8,900* 4,450* 4,450*
3名様1室10,000*

5,000*

5,000*
2名様1室11,100* 6,100*

休
前
日

4名様1室11,000* 6,000*
3名様1室12,100* 7,100*
2名様1室13,200* 8,200*

更に地域限定クーポン2,000円分付与

宿泊日
大人（お一人様）2〜3名様1室 税込

旅行代金 県民助成金 お支払い実額

$- #a.(h 
10a.24a 
25s.26d

平
日 8,400* 4,200* 4,200*

$- "j.)j 
16j.23j 
28g

休
前
日
9,500* 4,750* 4,750*

更に地域限定クーポン2,000円分付与 長崎支店
長崎県長崎市
元船町2-7尾上
元船町ビル2F

露天風呂

夜景

露天風呂

夜景

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。�※旅行代金はすべて税込価格です。�※お問い合わせ・お申し込み時に頂くお客様個人情報は、お客様との連絡及び旅行の遂行と
今後弊社からの商品案内のために利用します。また、旅行手配に必要な場合のみ運送・宿泊機関など第三者に提供します。�※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたします。事前に旅行内容のご確認をお願い致します。�※この広告は3月25日時点での集計を基に制作しております。今後、満席や中止になる場合がございます。

株式会社タビックスジャパンの旅行事業は、2022年1月1日より親会社のT-LIFEホールディングス株式会社及びT-LIFEパートナーズ株式会社に移行しました。引き続きよろしくお願い申し上げます。

スパ

軍艦島
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