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1日目／西部車庫＝桜の馬場城彩苑（9:00発）＝長崎市内フリータイム
＝ホテル＝ランタン会場でフリータイム（ホテルへ各自お戻りください）
＊稲佐山観光ホテル泊
2日目／ホテル（9:00）＝長崎孔子廟＝長崎平和公園＝龍宴（昼食）＝
カステラ工場＝熊本交通センター付近（17：30頃）＝西部車庫
■食事／朝1・昼1・夕1　■添乗員同行　■最少催行人員／35名様

西部車庫＝熊本市民会館（12:30）＝園田
真珠（夕食）＝ランタンフェスティバル＝交
通センター付近（23:30頃）＝西部車庫
■食事／夕1　■添乗員同行
■最少催行人員／35名様

〒860-0806 熊本市中央区花畑町4番3号　

お申込み
&

お問合せ

ナイスデイツアーセンター 〈営業時間〉10：00～17：00（土日祝休） ※価格は税込 ※写真はイメージ
■貸切バス運行事業者：九州産交バス・
　産交バスまたは同等の会社

検索ナイスデイバス観光庁長官登録旅行業第1802号

〇印は
催行決定

約1万5000個の極彩色のランタン（中国提灯）に彩られた、
幻想的な世界は圧巻！　まさに長崎の冬の一大風物詩

期間中は毎日各会場で、龍踊り、中国雑技、二胡演奏など
中国色豊かなイベントが繰り広げられ、大盛り上がり

駐車場や宿探し…全国的に人気のイベントなので
この時期は大変。でも、バスツアーなら楽ラク!!

選べる宿泊or日帰り。人気のツアーが、今年も感動価格で登場!!選べる宿泊or日帰り。人気のツアーが、今年も感動価格で登場!!選べる宿泊or日帰り。人気のツアーが、今年も感動価格で登場!!

長崎ランタンフェスティバル2019
日帰りバスツアー

長崎冬の一大風物詩2日間

宿泊バスパック
●たっぷり約4時間自由散策コース
旅行代金(大人1名様)
小人同額　※税込

2名1室利用（ツインorダブル） 1名1室利用

5,480円 12,800円 14,800円コース番号 KT0064

コース番号 RT2A31

●早めの夕食でゆっくりランタンコース
旅行代金(大人1名様)
小人同額　※税込

大人1名様の旅行代金（小人1000円引き）　※税込

6,980円 コース番号 KT0065

【2月】5・6・7・8・9
10・11・12・13・14
15・16・17・18・19

出発日

1日目／西部車庫＝交通センター（9:40）
＝〈高速バスりんどう号〉＝長崎駅前
（13:23）【到着後自由行動、各自ホテルへ】
＊エスぺリアホテル長崎に宿泊、チェック
イン15:00、チェックアウト11:00
2日目／出発まで自由行動…長崎駅前
（16:10）＝〈高速バスりんどう号〉＝交通
センター（19:53）＝西部車庫
■食事／朝1　■添乗員同行なし　
■最少催行人員／1名様

西部車庫＝熊本市民会館(10:45)＝
長崎和泉屋＝長崎ランタンフェスティ
バル【フリータイム〈駐車場にて解散・
集合〉】＝交通センター付近(23:00
頃)＝西部車庫
■食事なし　■添乗員同行
■最少催行人員／35名様

出発日

【2月】5・9・10・13・16・17

【2月】5・6・7・8
　　 11・12・13・14
　　 15・17・18・19

出発日 朝
食
は
長
崎

グ
ル
メ
を
堪
能
！

4名1室利用 3名1室利用 2名1室利用出発日
【2月】6・11
【2月】16

22,800円
23,800円

23,800円
25,800円

24,800円
27,800円

コース番号 KT5008宿泊バスツアー

冷凍

個人情報について

応募者の個人情報の取得は熊本リビング新聞社とな
ります。インターネット応募のみサンケイリビング新
聞社が代行。

※プレゼントの発送にのみ利用します。発送は商品
提供元（下記ネットワーク各社、提携社、メーカー、
発売元）より行う場合があります。当選発表は賞品の
発送をもって代えます。同意の上申し込みを

【ネットワーク各社】道新サービスセンター、マ・シェリ、
仙台リビング新聞社、福島リビング新聞社、栃木リビ
ング新聞社、湘南リビング新聞社、静岡リビング新
聞社、名古屋リビング新聞社、北國リビング新聞社、
京都リビング新聞社、滋賀リビング新聞社、和歌山
リビング新聞社、播磨リビング新聞社、岡山リビング
新聞社、福山リビング新聞社、広島リビング新聞社、
えひめリビング新聞社、高松リビング新聞社、西日
本リビング新聞社、熊本リビング新聞社、南日本リビ
ング新聞社、琉球新報社、サンケイリビング新聞社

ハガキ
インターネット
で応募を！

氏名、年齢、〒住所、電話番号、ほしい商品の
記号（Ａ～Ｘ）とその理由を書いて応募を。

【ハガキ】
〒860-8511（住所不要）
熊本リビング新聞社
「ありがとう平成！」 プレゼント係

ハガキの場合

2019年1月31日（木）
※郵送の場合、当日消印有効

応募締め切り

【リビングWebから】
http://r.living.jp/
otoshidama2019nw

パソコン・スマートフォンの場合

プレゼント
応募方法 近江米「みずかがみ」

ほどよい粘りとまろやかな甘み！
　滋賀県が 10 年かけて開発した平成生まれの新品種。琵
琶湖の環境に配慮し、農薬や化学肥料を通常の半分以下に
減らして栽培され、ほどよい
粘りとまろやかな甘みが特徴
のお米。冷めてもおい
しいので、お弁当やお
にぎりにもぴったりです。

（写真提供：滋賀県）

★10㎏ 5000円相当

滋賀リビング新聞社
滋賀発Q

滋賀県農政水産部 食のブランド推進課
TEL 077-528-3892　FAX 077-528-4881

初春ささらがた

伝統の技を身近においしく！
　茶の湯文化が発展し、和菓子店も多い名古屋。寛永 11
年（1634 年）創業の「両口屋是
清」が、和菓子をもっと身近に感
じ小豆のおいしさを多彩に味わっ
てほしいと、平成 24 年にデビュー
させたのが「ささらがた」です。
伝統技法を駆使した小さめサイズ
の棹菓子。今では定番土産に！

★10個入り（梅４個、大納言２個、白小豆２個、
抹茶２個）※季節により限定商品が登場　2452円

名古屋リビング新聞社
名古屋発R

両口屋是清
 0120-052-062　FAX 052-961-5275

http://www.ryoguchiya-korekiyo.co.jp

TOKYO X　食べ比べセット

東京開発、
平成に誕生した銘柄豚を堪能
　開発に 7 年をかけ平成 9 年に東京で誕
生した「TOKYO X」は、エサや飼育環
境に厳しい基準があるため生産量が少な
く、幻の豚とされるほど。ビタミンが豊富
で上質な脂肪がのった肉は舌触りがなめら
かで風味に優れ、一度食べるとやみつきに
なる人も多いのだとか。

★バラ100ｇ、モモ150ｇ×2パック、ウデ150ｇ×2パック、焼き塩　4000円

サンケイリビング新聞社（東京）
東京発U

ミート・コンパニオン
TEL 042-526-3451
https://www.rakuten.ne.jp/
gold/meat-companion/

TOUCH CLASSIC
「オールドグラス」

伝統の技を新しく表現したグラス
　銀粉に漆を重ねて光沢を出す宮城の
伝統工芸「玉虫塗」を、クリエイター
とのコラボで新展開した「TOUCH 
CLASSIC」。“うすはり”でおなじみの
松徳硝子製のグラスに、宮城の山の稜
線と波打つ海をイメージしたグラデー
ションが施され、現代的でありながら
伝統の美を身近に感じさせてくれます。

★ペアセット　1万2960円

仙台リビング新聞社
宮城発V

東北工芸製作所　
TEL 022-222-5401　FAX 022-222-5462
http://touchclassic.jp/

べにこはく

蜜がびっしり入った紅色のりんご
　平成 4 年から育成され、ついに今シーズンから販売開始
となった福島生まれのりんご「べにこはく」。福島県内でも、
まだあまり流通していない品種で
す。外観は濃い紅色で、実には琥
珀（こはく）色の蜜がびっしり。
甘みと酸味のバランスが良く、果
汁たっぷり。ジューシーで濃厚な
味わいが口いっぱいに広がります。

★５kg入り　3000円相当

福島リビング新聞社
福島発W

福島りんご研究会事務局（福島市役所農業振興室）
TEL 024-529-7663　FAX 024-533-2725

いわて山形村短角牛
肩ロースステーキセット

噛むほどにおいしさ広がる！
　岩手の豊かな自然環境のもと広大な牧場でミネラル豊富
な草を食んで育つ短角牛は、ストレス知らず。その肉質は、
脂肪の少ない引き締まっ
た赤身肉。ヘルシーであ
りがなら、噛むほどにあ
ふれる旨みを堪能できま
す。ステーキでじっくり
そのおいしさを味わって。

★１kg（250g×４枚）　１万2000円相当

マ・シェリ
岩手発X

総合農舎山形村
TEL 0194-75-2929　FAX 0194-75-2930
http://www.nousya.jp/

生まれ
平成

生まれ
平成

生まれ
平成

生まれ
平成

ヒット
に平成

ヒット
に平成

4人10人

3人

8人1人

特選！静岡のわさびセット

日本の香辛料“わさび”を今風に
　静岡市は“わさび栽培発祥の地”で、清らかな水と自然の中
で栽培されています。日本の香辛料わさびも、平成になり味わ
い方も多様化。カマンベールとわさび漬け、わさびの茎としら
すをオリーブオイルに漬けこんだ
り…。その昔、徳川家康に門外不
出と言わしめた、わさびを酒かす
と合わせたわさび漬けもセット。
お酒にもご飯にもぴったりです。

★カマンべールWASABI、UMAMI OIL、
静岡ザク切り本わさび、金印わさび漬箱入り　3078円

静岡リビング新聞社
静岡発T

田丸屋本店
TEL 054-258-1115　FAX 054-258-5479
http://www.tamaruya.co.jp

生まれ
平成

5人

生まれ
平成

冷蔵

ふやき御汁  宝の麩　
宝づくし（16個入り）

お湯を注げば彩り豊かなお吸い物
　金沢の老舗不室屋が平成の世にヒットさせた逸品「ふや
き御汁　宝の麩」。愛らしい花麩や乾燥野菜を詰めたふや
きに穴を開け、お湯を注ぐと宝物の
ような具が次々と飛び出し、華やか
なお吸い物の出来上がり。今回は金
沢の正月菓子「福梅」にちなんだ季
節限定の「ふく梅」も詰め合わせま
した。

★おすまし４個、ふく梅４個、加賀みそ４個、
暫４個　3672円

北國リビング新聞社
金沢発S

加賀麩　不室屋
 0120-26-6817　FAX 0120-37-2668

http://www.fumuroya.co.jp/

ヒット
に平成

8人

2人

冷凍


