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令和 4年 8月 25日 

 

 

 市政記者 様 

 

 

長崎港から野母崎までの長崎半島クルーズを運航します！ 
 

 

 長崎のもざき恐竜パークや長崎半島全体の新たな魅力発見と地域活性化を目的として、回

数限定で長崎半島クルーズを運航します。詳細は別紙チラシをご覧ください。 

多くの皆様にご乗船いただきたいと思いますので、周知のご協力をお願い致します。 

 

１ 日 時 第 1回 令和 4年 9月 25日（日） 10時 50分から 15時 30分 

      第 2回     10月 15日（土） 10時 50分から 15時 20分 

      第 3回     10月 16日（日） 10時 50分から 15時 20分 

      第 4回     10月 26日（水） 10時 50分から 15時 20分 

      第 5回     11月 11日（金） 10時 50分から 15時 20分 

      第 6回     12月 6日（火） ※詳しい日程については未定 

      いずれも 10時 30分から受付開始 

2 場 所 長崎港 常盤 2号桟橋（長崎市常盤町 1-1） 

3 主 催 長崎半島活性化協議会 

4 運航事業者 株式会社シーマン商会 

5 その他 旅行関係者及びマスコミの皆様に向け、モニターツアーを実施します。 

      詳細は裏面をご覧ください。 

   

担当所属 南総合事務所地域福祉課 

担 当 者 窄頭 

直 通 095-898-7870 

内 線 76533 
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令和 4年 8月 25日 

 

 市政記者 様 

 

旅行関係者・マスコミの皆様へ 

長崎半島クルーズ モニターツアーを実施します！ 
 

 長崎半島クルーズの運航に際して、下記日程によりモニターツアーを実施します。 

 旅行関係者及びマスコミの皆様にご乗船いただき、本事業へのご意見及び周知のご協力を

お願いいたします。 

 

１ 日 時 令和 4年 9月 6日（火） ※雨天時、9月 8日（木） 

      10時 50分～15時 00分 ※10時 30分より受付開始 

2 場 所 長崎港 常盤 2号桟橋（長崎市常盤町 1-1） 

3 主 催 長崎半島活性化協議会 

4 運航事業者 株式会社シーマン商会 

5 料 金 往復乗船料金及び恐竜博物館への入館料は無料（マスコミの皆様への昼食は用

意しておりませんのでご了承ください） 

６ その他 乗船を希望の場合、席に限りがございますので 8月 30日（火）までに南総合

事務所担当者へご連絡ください。 

実施日 日程 備考 

9月 6日（火） 

※定員 50名 

※雨天時は、 

9月 8日（木） 

10：30 受付開始（長崎港：常盤 2号桟橋） 
10：50 常盤発 
11：50 野母漁港着 
11：55 マイクロバスまたは貸出自転車でＮｏｍｏｎ

長崎へ移動 
12：00 Ｎｏｍｏｎ長崎着 

～Ｎｏｍｏｎ長崎で昼食 1時間～ 
13：00 徒歩または貸出自転車で恐竜パークへ移動 
13：10 恐竜パーク着 

～恐竜パーク滞在 30 分～ 
13：40 徒歩でＮｏｍｏｎ長崎に移動しマイクロ

バスを利用または貸出自転車で野母
漁港へ移動 

13：55 野母漁港着 
14：10 野母漁港発 
15：00 常盤着 

※マスコミの皆様の昼食

はご用意しておりません。 

 

担当所属 南総合事務所地域福祉課 

担 当 者 窄頭 

直 通 095-898-7870 

内 線 76533 



 9  月 25日( 日 )
10月 15日 (土 )
10月 16日 (日 )
10月 26日 (水 )
11月 11日 (金 )
12月　6日(火)

【運航日】 2022 年
【乗船場所】
長崎港内 常磐 2号桟橋

(㈱シーマン商会が運行する軍艦島クルーズ船発着場と同じ場所です )

※詳しくは㈱シーマン商会のHPをご覧ください。

【料金】
大人 1人 4,000 円～

※事前予約制（最小催行人数設定あり）

運航業者 株式会社シーマン商会
https://www.gunkanjima-tour.jp/

お問合せ
長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社旅行部

TEL 095-828-7640 FAX 095-828-7644

～恐竜がいた長崎半島を船から探訪～

世界遺産と
太古の地層をめぐる
野母崎までのクルージング !

世界
で一番海にちかい恐竜博物館

長崎市恐竜博物館世界遺産・軍艦島

イルカと
出会えるかも !?

企画：長崎半島活性化協議会



クルーズ船の行程表 

運航日（2022 年） 行程 料金（税込） 

 

 

320 円）、 
 

5 分）
 

8 台）
 

10/16（日）※定員 30 名 
 

10/26（水）※定員 30 名 

12/6（火）※定員 30 名 

 
 
 
Ｎｏｍｏｎ長崎が企画する宿泊を含むプランとなりますので、 
詳細についてはＮｏｍｏｎ長崎ＨＰをご覧ください。 
（Ｎｏｍｏｎ長崎ＨＰ→https://nomon-nagasaki.jp/） 
（Ｎｏｍｏｎ長崎 ＴＥＬ 095-893-1133） 
 
※企画ができ次第Ｎｏｍｏｎ長崎のＨＰにアップされます。 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

10：30 受付開始（長崎港：常盤 2 号桟橋） 
10：50 常盤発 
11：50 野母漁港着 
11：55 マイクロバスまたは貸出自転車でＮomon 長崎へ移動 
12：00 Ｎomon 長崎着（            12：10 着） 

～Nomon 長崎で昼食（メニュー：恐竜トルコライス）～ 
13：00 徒歩または自転車で恐竜パークへ移動 
13：10 恐竜パーク着 

～恐竜パーク滞在 1 時間～ 
14：00 徒歩でＮｏｍｏｎ長崎に移動しマイクロバスを利用ま

たは貸出自転車で野母漁港へ移動 
14：15 野母漁港着（            14：15 着） 
14：30 野母漁港発 
15：20 常盤着 

【乗船料】往復 
・大人 4,000 円+昼食代 2,500 円 
・3 歳～小学生 2,000 円+昼食代 2,500 円 
（お子様ランチの場合、昼食代 1,100 円） 
・3 歳未満無料（昼食代は別途） 
 
※マイクロバスの利用は無料 
 
※恐竜博物館入館料は含まない。 
 
※自転車は野母地区公民館にて無料で貸
出・返却する。（野母漁港から徒歩 5 分） 
台数に限りあり（大人７台、子供 8 台） 

10/15（土）※定員 30 名 
～路線バス時刻表～ 
野母停留所→恐竜パーク前停留所 

12：07 → 12：11 
 12：56 → 13：00 
 13：22 → 13：26 
恐竜パーク前停留所→野母停留所 

14：06 → 14：10 
 11/11（金）※定員 30 名 
～路線バス時刻表～ 
野母停留所→恐竜パーク前停留所 

11：57 → 12：01 
 12：57 → 13：01 
 13：17 → 13：21 
恐竜パーク前停留所→野母停留所 

14：01 → 14：05 

10：30 受付開始（長崎港：常盤 2 号桟橋） 
10：50 常盤発 
11：50 野母漁港着 
 

～近隣の飲食店で昼食～ 
 

～昼食後、野母停留所（野母漁港から徒歩 5 分）から 
路線バス利用または貸出自転車で恐竜パークへ移動～ 

 
～恐竜パーク滞在 1 時間～ 

 
～恐竜パーク前停留所から路線バス利用または 
貸出自転車で野母漁港へ移動～ 

 
14：30 野母漁港発 
15：20 常盤着 

【乗船料】往復 
・大人 4,000 円 
・3 歳～小学生 2,000 円
・3 歳未満無料 
 
※路線バス料金（往復
恐竜博物館入館料、昼食代は含まない。
 
※自転車は野母地区公民館にて無料で貸
出・返却する。（野母漁港から徒歩
台数に限りあり（大人７台、子供

9/25（日）※定員 30 名 

～路線バス時刻表～ 
野母停留所→恐竜パーク前停留所 

12：12 → 12：16 
恐竜パーク前停留所→野母停留所 

14：16 → 14：20 

10：30 受付開始（長崎港：常盤 2 号桟橋） 
10：50 常盤発 
11：50 野母漁港着 

～野母停留所（野母漁港から徒歩 5 分）から 
路線バス利用または貸出自転車で恐竜パークへ移動～ 
～恐竜パーク滞在 2 時間～ 
～昼食は含まれておりませんので、恐竜パーク内ファストフー
ド店のご利用、または、各自でご持参ください～ 
～恐竜パーク前停留所から路線バス利用または 
貸出自転車で野母漁港へ移動～ 

14：40 野母漁港発 
15：30 常盤着 

【乗船料】往復 
・大人 4,000 円 
・3 歳～小学生 2,000 円 
・3 歳未満無料 
 
※路線バス料金（往復 320 円）、 
恐竜博物館入館料、昼食代は含まない。 
 
※自転車は野母地区公民館にて無料で貸
出・返却する。（野母漁港から徒歩 5 分） 
台数に限りあり（大人７台、子供 8 台） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、船内ではマスク着用をお願い致します。
※暴風雨等の悪天候により欠航となる場合もございます。（欠航の場合、ご予約いただいた電話番号に連絡します。）
※予約状況に空きがある場合、当日の乗船も可能となっております。
※料金は乗船する際の受付時に現金でお支払いしていただきます。
※小学生未満の場合は、保護者の同伴をお願い致します。
※行程表の時間は目安となっておりますので、予定時間が多少前後する可能性がございます。
※軍艦島への上陸は致しません。 
※往路のみのご利用はできません。

※目安タイムは移動に要するおおよその時間です。 
※施設見学や食事などに要する時間は含みません。 
※帰りの船出発時間の 10 分前までには、発着場へお戻りください。（必須） 
※トゥクトゥクは事前予約が必要です。（インスタグラムアカウント：nomozaki_gram に連絡して予約してください。） 
※近隣飲食店には定休日があります。「のもざき周遊マップ」に記載の連絡先に電話してご確認ください。 
 

軍艦島と太古の海岸線を眺めながら海の薫りを味わうコース
船発着場　徒歩５分　自転車10分　恐竜パーク　海岸線を眺めながらルンルン自転車５分　ピザ屋さん

歴史や地元で愛される食を味わうコース
船発着場　徒歩５分　自転車15分　観音寺（国重文：千手観音像）
　自転車1５分　ごま豆腐・かまぼこ＆古民家でCoffee

山頂から長崎半島の眺望を味わうコース
船発着場　トゥクトゥク20分　長崎半島を一望する権現山

遊び方は様々！
船内で「のもざき周遊マップ」を配布！

グルメ情報も満載です！
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ピザ屋さん

観音寺

ごま豆腐屋さん

かまぼこ屋さん
権現山

樺島

船発着場

コーヒー屋さん
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