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広大な自然に囲まれた、さまざまな  ニーズに応える充実した設備。  
そしてエンターテインメント性に富んだこの場所だから  こそできる、心に刻むMICEプラン。  　　　　　　  

会議
展示会

懇親会・宴会　
ガーデンパーティー　
船上コンベンション　
社員旅行

Convention

研修
環境設備見学

MICEプランのあら ゆる希望を満たす、
 観光ビジ ネス都市

01 MICE in HUIS TEN BOSCH

Meeting

Incentive

Exhibition

02MICE in HUIS TEN BOSCH

大規模から小規模まで
企画内容に最適な会場をご用意

充実した設備を誇る、品格ある
大施設で満足度の高いおもてなし

充実の研修プランは
社員の団結力が
深まるチャンス

来場客の高い満足度とともに
深い印象を残す、
華やかなシーンを演出



03 MICE in HUIS TEN BOSCH 04MICE in HUIS TEN BOSCH
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コンベンション
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ハーバーゲート

変なホテル ハウステンボス
 P.11

フェアウェルゲート
（出国）

ウォーターマーク
ホテル長崎

チャータークルーズ P.10

P.12フォレストヴィラ P.11ホテルヨーロッパ

P.09レンブラントホール

P.12ホテルアムステルダム

タワーシティプラザ
タワーシティ会議室

P.07
P.08

会議や研修はもちろん、趣向を変えた各種パーティーにエンターテインメントまで、

また、すべての会場間は徒歩数分で移動が可能です。

乗りものインフォメーション
場内の移動に便利な乗りものもございます

ハウステンボス内に巡る運河を運航

するクラシカルな船。船上からの田園

風景や街並みは格別な趣きです。

カナルクルーザー

場内バス（EVバス）
ハウステンボス内を効率よく散策するに

は場内バスが便利。ドライバーが、各施設

や見所などをご案内します。

レンタサイクル
広いハウステンボスの場内を快適に

移動できます。目的に合わせて選べる

各種の自転車をご用意しています。

カートタクシー
ハウステンボス内の移動に便利で手軽

なタクシーです。開放感のあるカートタ

クシーでヨーロッパの街並みの移動に

ご利用ください。

ハウステンボス
歌劇大劇場
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翌日
バスを数台仕立てて、長崎
空港・福岡空港より帰路へ。

ご到着・入場 会議 懇親会 2次会 翌日
主催者様は東京より、参加者
様は九州各県より参加。事前
送付の案内状を持って、コンベ
ンション受付棟にて受付・入場。

レンブラントホールにて、大型
スクリーンや音響設備を使用し
ての会議。終了後、アンカーズ
ラウンジにてご休憩。

レストラン船をチャーターして
大村湾をクルージングしながら
立食ブッフェ（一部に、椅子も
ご用意いたします）。

※クルーズ船…事例実施時は「デ ハール」を使用しておりましたが、現在は「ハウステンボス リゾートシップ『マリエラ』」を新規購入し、運航営業しております。

希望者のみ50名、ホテルヨー
ロッパ・メインバー「シェヘラ
ザード」にて。生演奏を楽しみ
ながらご歓談。

ホテルよりゴルフ場の送迎バス
にて、近隣ゴルフ場へ。終了後
ゴルフ場より直接長崎空港へ。

ご到着・入場 全体会 懇親会 分科会 チームビルディング
東京を中心に、各地より飛
行機を分け、班別にて到着。
コンベンション棟にて受付
後、ご入場。場内のバス・船を
使ってホテルへ。

タワーシティプラザにて、
全体会を実施。大型スク
リーンや音響・照明・ 映像
機材を使用し､大規模な演出
で盛り上げる。

レンブラントホールにて、
立食ブッフェスタイルでパー
ティー。
ホールを分割し、1部屋
80名前後でのご利用。

タワーシティ会議室を使用し、
部署毎に会議。昼食には、
佐世保バーガーセットを
ご提供。

ハウステンボス場内で職務に関するクイズ
ラリーを実施。終了後はハウステンボスなら
ではのオリジナル演出を、サプライズで。
チームビルディングの成績によって、高級から
カジュアル、様々なレストランに分かれて夕食。

分科会 懇親会 ２次会
タワーシティ会議室を使用し、
部署毎に会議。昼食には、長崎
名物皿うどん・角煮まんセット
をレストランにて提供。

流し正餐スタイルにてコース
料理をご提供。
3日間に渡るミーティングを
豪華に締めくくり。

ナイトクルージングや、バー「グラン
キャフェ」をそれぞれに貸し切り。気分に
合わせて思い思いの場所へ。

3rd day

アドベンチャー
パークのアクティ
ビティ施設を使っ
たチームビルディ
ングも人気です。

ハウステンボス全体を使い
組織の団結力を深めるアクティブプラン

某企業様の年度初めのキックオフミーティング
全体会・分科会・チームビルディング・懇親会を、
ハウステンボス全体を使って実施

ご来場目的

大人気の大村湾クルージングしながらの
懇親会をメインにしたプラン

某企業様主催による、九州地区の
販売店役員様を招待した会議と懇親会

ご来場目的

case 2

会議場からアフターコンベンションまですべて集約したハウステンボスだからこそ、
あらゆるサポートが可能です。
予算や規模、その他のご要望により、他にはないMICEプランに対応します。

case study

ハウステンボス内の環境施設の見学を軸に
組み立てたインセンティブツアー

ご到着・入場 環境施設見学 講演・宴会 2次会 翌日
出席者は東京・大阪・福岡各地
より現地集合。
団体受付に幹事社の社員様が
待機し、午前中ご入場受付。

約40名が参加。ハウステンボス
内、コ・ジェネレーションシス
テム利用の実例を見学。ガイド
がご案内。

夕方よりレンブラントホールに
て専門家による講演。参加者は
各自ホテルチェックイン。
小休止を挟み、着席ブッフェ
スタイルでパーティー。

レストラン船（停泊のまま）を
貸し切り2次会。一部の方は、
ホテルのバーやパーク内の
ラウンジをご利用。

観光組：場内自由観光後、路線
バスもしくは船にて長崎空港へ。
ゴルフ組：ホテルよりゴルフ場の
送迎バスにて出発。終了後ゴルフ
場より直接長崎空港へ。

コ・ジェネレーションシステム利用の実例として
ハウステンボスの環境設備を見学し、
専門家による研究発表、懇親会・宿泊にご利用

ご来場目的

case 4 名さま 泊1 日［ご宿泊：ホテルヨーロッパ］270
名さま 泊1 日［ご宿泊：ホテルヨーロッパ］2100

case 3 名さま250 泊3 日［ご宿泊：ホテルヨーロッパ］4

ご到着・入場 式典 懇親会 2次会 翌日
東京・名古屋・大阪・九州より、
それぞれ飛行機・JR・バスを
利用し、班別に到着。バスにて
ホテルヨーロッパへ。ツアー
デスクにて入場チケット・ルー
ムキー配布。

懇親会を行うレンブラントホー
ルにて、正餐スタイルで実施。
会社の歩み・社長講話・永年勤
続表彰などを発表。

レンブラントホールにて、式典
からの流れのままスタート。
途中大型スクリーンや音響設備
を使用し、迫力の余興なども。

希望者参加費制にて、ブッフェ
スタイルのクルージングパー
ティー。参加者以外はバーや
カラオケなどをご利用。

各自の希望により観光組：
長崎市内観光
ゴルフ組：近隣ゴルフ場へ
ハウステンボス組：
ハウステンボス場内観光

豪華な会場を贅沢に使った
大規模なパーティーでより親睦を深めるプラン

会社様の創立周年旅行として、
長崎県内のグループ企業様の工場を視察後、
ハウステンボスを式典と懇親会および２次会にてご利用　

ご来場目的

case 1 名さま200 泊1 日［ご宿泊：ホテルヨーロッパ］2
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国際会議やパーティーにも
対応できる 多目的大ホール

for convention / meeting

大規模会議

タワーシティプラザ Towercity Plaza

宴会利用 819m2展示会・発表会 ～1,000名

会議展示会 ご宴会

最大1,000名ご利用、約450名の立食パーティーにも対応。
会議や展示会、式典などあらゆる企画に幅広くご利用いた
だけます。イベントホールならではの音響・照明・ 映像機材
と、218㎡の舞台や400インチのスクリーンを使い､大規模
な表彰式等の演出が可能。高速回線も敷設しています。

イベントや企画などに柔軟に対応できる充実の設備をご用意。
ビジネスの目的達成と成功をサポートします。

大規模会議 小規模会議

タワーシティ会議室 Towercity business room

～180名

小規模会議（第３会議室）学会 分科会（第1会議室） 最大収容会議室

85～242m2

※ご利用人数は Covid-19 以前の最大値です。

規模や目的に合わせて、フレキシブルに
対応できる会議室
タワーシティ3階にある大小5室の会議室。各会議室が同一フロアにあるので、各会議
室間の移動がスムーズです。メイン会場で行われる会議の分科会を始めとして、企業
研修・研究発表・セミナーなど、規模に合わせてお選びいただけます。最も大きな会議
室は180名、最小の会議室は32名がご利用可能。     ※ご利用人数はCovid-19以前の最大値です。

会議室

タワーシティプラザ
タワーシティ第１会議室
タワーシティ第2会議室
タワーシティ第3会議室
タワーシティ第4会議室
タワーシティ第6会議室

819

185

157

166

242

85

248

56

48

50

73

26

㎡ 坪

10.6

2.35-2.8

2.35-2.8

2.7

2.35-2.8

2.5

ｍ

面 積 天井高

500

72

75

90

120

30

スクール形式

ご利用人数

1,000

119

84

120

180

52

シアター形式
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レンブラント「夜警」（複製画）

レンブラントホールの重厚な雰囲気はその
ままに、お客様をお迎えする会場です。

会議などのご休憩や
ご宴会前のアペリティフ会場として
ー「レンブラントサロン」

Topics

for party / meeting

重厚かつ豪華・気品にあふれた内装で
最高の時間を演出

大規模会議

レンブラントホール Rembrandt Hal l

40名～500名

ロの字形式ミーティング研究協議会 正餐形式パーティー

シェフによるサービス 開放感あふれる展望デッキビュッフェ形式のパーティー

ホテルヨーロッパに併設された、ハウステンボス内で最も豪華なバンケット
ホール。約400名を収容できるゆとりの空間で、人数に合わせ分割する
ことも可能です。フォーマルな晩餐､社交パーティー､表彰を伴う宴会は
もちろん、会議や講演会など幅広くご利用いただけます。

ゲストにサプライズと
深い印象を残す
ガーデンパーティー
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、まるで貴族の
社交場。日本では味わえない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り、深い印象を刻む
ことでしょう。

宴会利用

いつもと違う趣向で
新しい世界が広がる船上パーティー
カジュアルな雰囲気の船内で、日常を忘れるひとときを。他には
ない個性的な会食や懇親会なら、リゾートシップ「マリエラ」での
クルージングパーティーが最適です。
内海の大村湾は湖のように波静かなので船酔いの心配はありま
せん。ナイトクルーズや着岸のみの利用も可能です。

大規模会議 宴会利用

ハウステンボスリゾートシップ マリエラ MARIERA

30名～200名

レンブラントホール外観

日常では体験できない、上質感たっぷりの空間。
ハウステンボスならではの個性あふれる演出で皆様をおもてなしします。

475m2

全長 40m／巾 13m

パレスハウステンボス Palace Huistenbosch

宴会利用 150～300名

全スパン
Aスパン
Bスパン
Cスパン

475
180
125
170

252
72
ー

72

㎡ 正餐

350
80
70
80

立食

面 積

360
90
72
90

スクール形式

ご利用人数

500
144
110
144

シアター形式

※収容人数は Covid-19 以前の最大値です。
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訪れたすべてのお客様に至福のひとときを。全てのホテルが街の中心から徒歩5分圏内に
位置しているので、朝の散歩や夜のエンターテインメントも思う存分お楽しみいただけます。

テーマパーク内唯一のホテル
ハウステンボスの中心・大村湾のマリーナを一望する好立地で、アクティブな1日を
過ごすことができます。古き良きオランダの街並みをイメージした当ホテルは、
まるでオランダの港町に滞在しているかのよう。
個性豊かなお部屋の中からお気に入りの一室をお選びいただけます。

約45㎡の広さを持ち、ゆったりとくつろぐことが
できるお部屋はグループ利用に最適です。

デラックスデザイナールーム
優雅な雰囲気のクラブラウンジにて、チェックイン
からチェックアウトまで完結します。滞在中は専属
のコンシェルジュがご案内いたします。

クラブフロア

ホテルアムステルダム Hotel  Amsterdam

otel & Villa

フォレストヴィラ外観ホテルヨーロッパ外観（内海）

ホテルアムステルダム外観

花と音楽と最高の食事を
伝統美あふれる容姿と圧倒的な存在感。オランダのアムステルダムで
一世紀以上の歴史を誇る、同名の高級ホテルをモデルとしています。
ロビーを四季の生花で彩り、クラシックコンサートを催すなど、
花と音楽の協演により、五感に響く「異国の休日」を演出します。
ルームタイプも多様で、運河に面したテラス付き､花火が見える
ハーバービュー､メゾネットルーム､各種スイートルームなど、
お客様のご要望に合わせたご提案が可能です｡

内海に面したロケーションは、落ち着いたホテルステイ
に最適。様々なお部屋のタイプをご用意しております。

スタンダードツイン
ハウステンボス入場口とホテルを結ぶクラシカルな
クルーザーで、街並を眺めながら優雅にチェックイン。

カナルクルーザー
美しい四季の花 と々芸術品の数々に囲まれながら、
五感に響く優雅な生演奏をお楽しみいただけます。

ミュージシャンによる生演奏　　　　　　　　　　　　　　　

ホテルヨーロッパ Wi-Fi完備

Wi-Fi完備

Wi-Fi完備Hotel  Europe

貸切応相談

変わり続けることを約束するホテル
いま世界で話題のスマートホテル。快適性と効率化の両立を目指して
ロボット技術を採用した世界初のホテルです。

変なホテル ハウステンボス

Wi-Fi完備Hen na Hotel  HUIS TEN BOSCH

貸切応相談

森と湖に抱かれた
別荘感覚のコテージ
全室とも1階にリビング、2階に独立したベッドルームが2つある、
メゾネットタイプ。グループやファミリー、長期滞在に最適です。
全てのコテージにはテラスがあり、湖を臨む部屋からの風景は、
まるで別荘にいるよう。
季節の息吹を感じて、心も体もリフレッシュできる空間が魅力的です。　

広 と々したぬくもりのある空間。湖に面するプライベート
バルコニーで自然をたっぷり感じることができます。

リビングルーム
2階にツインのベッドルームを2室ご用意。エキストラ
ベッドを利用すれば、最大5名様までご宿泊が可能です。

ベッドルーム

フォレストヴィラ Forest Vi l la

貸切応相談

「顔認証システム」でキーレス滞在が実現 趣きの異なる、３つのアーム（棟）で構成されています非接触でクリーンな 空中操作ディスプレイ
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デ アドミラル
］パッローヨルテホ［ ンラトスレチンレフ

格調高くも柔らかな雰囲気の空間で、九州の食材を
使用した本格的フランス料理をお楽しみください。

翠亭
］パッローヨルテホ［ 理料本日

戎座
］パッローヨルテホ［ 焼板鉄

レストラン
ハイクラスからカジュアルまで、ご予算やお好みに応じてお選びいただけます。
バラエティ豊富な世界各国の料理が、華やかな晩餐のシーンを彩ります。

Hotels Restaurants

Hotels’ Bars

After-party plan

Other BarsOther Restaurants

長崎が誇る山海の恵みを伝統的な技を用いて京風料
理にてご用意します。テーブル席や洋個室・和室も完備。

目の前で熟練の料理人が奏でる美味しい演出と共に、
長崎和牛など地元の旬の食材をぜひご堪能ください。

アンカーズラウンジ
］パッローヨルテホ［ ジンウラ

白鳥が泳ぐ内海を臨む、開放的な空間。ピアノや
ヴァイオリンの生演奏もお楽しみいただけます。

シェヘラザード
］パッローヨルテホ［ ーバンイメ

オークラウンジ
］ムダルテスムアルテホ［ ーバ

ヨーロッパのアンティークに囲まれ、世界各国の洋
酒で作るカクテルやウイスキーで寛ぎのひとときを。 

フランス銘醸ワインを100種類以上ご用意。昼は
紅茶をメインに、夜はバーとしてご利用可能です。

ア クールベール
］ムダルテスムアルテホ［ ンラトスレェフッブ

九州の食材を使用した和洋のバラエティ豊かなお料
理を、バイキング形式でお召し上がりいただけます。

ア クールベール カフェ
］ムダルテスムアルテホ［ ェフカ

トロティネ
］ラィヴトスレォフ［ ンラトスレ派然自

喫茶、軽食などのメニューを豊富に取り揃えており
。接隣に」ルーベルーク ア「。すま

地元の食材をふんだんに使った食事や、身体に
優しい野菜料理をお楽しみいただけます。

その他、場内各所に多数 店舗がございます。 こちらはすべて、アムステルダムシティにございます。

estaurants

2次会プラン
大人の社交場に姿を変える夜のハウステンボスは、異国情緒たっぷりの雰囲気。
幻想的なイルミネーションや美しい音楽に包まれ、寛ぎの時間をお楽しみください。

fter-party

半個室 10～24名

貸切可 半個室 36名 貸切可 30～100名

貸切可 貸切可和個室 ４～16名洋個室 8～32名

席ブロック 席ブロック 席ブロック 席ブロック

レンブラントサロン
２次会プラン

］パッローヨルテホ［ ルーホトッケンバ

レンブラントホールの重厚な雰囲気はそのまま
に、アフターパーティー会場としてご利用いただ
けます。

貸切可 40～50名

予約可能なレストラン

ヴィヴァーチェ
］階２ ィテシーワタ［ ルーホトッケンバ

エルマーソ
地中海料理［タワーシティ］

ロード・レーウ
ステーキ＆ハンバーグレストラン［タワーシティ］

花の家

和食処［ハーバータウン］

カジュアルなパーティ向け。卓盛り、
ブッフェ、コースと、料理もお席も
多様なスタイルにご対応いたします。

明るく開放的な店内で、昼はリーズナブ
ルなセットメニューを、夜はアラカルト
からコース料理まで取り揃えております

特製ソースでおいしさが一段と深まり
ます。ご注文いただいてから焼き上げ
る本格ハンバーグも好評。

10名以上

貸切可

座敷を備え、大小宴会、会食でも
ご利用いただける和食処です。

席ブロック 席ブロック

10～４0名

貸切のみ 20～80名 10名以上

マリエラ
２次会プラン

リゾートシップ

船上がそのまま2次会会場へ。大村湾をクルージ
ングしながらの2次会も楽しめる、この街ならでは
の会場です。

貸切可 貸切応相談

カフェ ド ハーフェン
カフェ＆バー［アムステルフェーン］

グランキャフェ
カフェ＆バー［アムステルフェーン］

アートガーデン
カフェ＆バー

カフェ＆バー［アートガーデン］

按針
居酒屋［アムステルフェーン］

新鮮な食材を使った地元料理
が絶品。地酒・焼酎なども取り
揃えています。お気軽にお立ち
寄りください。

花と光のスポットの中心に位置し、ガラス
張りの店内からは、季節の花々やイルミ
ネーションがお楽しみいただけます。

熟成カレーを中心にピザやデ
ザートなど、昼夜問わず同じメ
ニューが楽しめます。テイクア
ウトも可能。

カクテルやフードが充実し、
オールディーな雰囲気が魅力
的。テラス席もご用意しており
ます。

～35名 ～40名 ～40名

神楽
かぐら

えびすざきっすいてい

はな や

］階２ ィテシーワタ［ 場会宴ご

和風の店内には掘りごたつ席も。
人数やご予算に合わせて、どうぞ。

30～80名貸切のみ

40～120名 20～70名



環境ツアー
創業当初から環境保全に取り組み、街全体で壮大な実証実験を連綿と続けてきました。
環境に最大限に配慮した設備を、専属ガイドがご案内。最先端の「ECO」を感じていただけます。

co Guide Tour
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チームビルディングが効果を発揮するのが、旅先。普段とは違う環境で、いつもと違う発想が生まれます。もちろん、参加者の思い出として
心に残りやすく、職場に戻ってからも効果が長続きするのも利点のひとつ。ハウステンボスなら日本最大級の空中アスレチックや、街中を
舞台にして繰り広げる「探偵テンボスと謎じかけの王国」など、様々なアトラクションがあります。

チームビルディング

大人気のプロジェクションマッピング終了後、 企業ロゴが現れます。
「光の滝」には、大スケールでオリジナル映像を投影することもできます。

企業・団体のロゴマークやメッセージ等のオリジナルデザインを
表面に焼印できるオリジナルカステラをご用意いたします。
10個以上から発注可能。ロゴやメッセージなどの焼印が可能です。

イベントに連動した企業ロゴの掲出が可能

オリジナル焼印入りカステラをお土産に

講話／セミナー

その他・サプライズ演出など
ハウステンボス内で使用された水は、
すべて下水処理場で浄化し再利用し
ています。

発電時に発生する排熱で新たな熱源を
作り出し、冷暖房などに活用しています。

コ・ジェネレーションシステム
電気・ガス・水道・通信・冷暖房を供給する、
街の地下をはりめぐる大動脈。

地下共同溝下水処理場

環境設備見学ツアー

環境への意識が高まるツアーは研修のひとつに最適

いくつもの顔をもつハウステンボスを深く知る　（所要時間：約60分）

ハウステンボスの前身「オランダ村」からハウステンボスが誕生した経緯、創業理念、経営戦略の変遷,、サービス業としての考え方をお伝えします。

１. SDGs講話（昭和から続くSDGｓ）
　開業以来、一貫して「エコロジーとエコノミーの調和」を目指し行ってきた、
　時代に先駆けた取り組みを、世界的目標「SDGｓ」と照らし合わせお話しします。

２.ホスピタリティスクール（サービス研修：非日常を届けるため大切にしていること）
　非日常の喜びと感動を届けるために、ハウステンボスが大切にしている、サービス業としての
　考え方やマナーをお話しします。

３. 経営講話（Ｖ字回復とウィズコロナ）
　2度にわたる経営危機を乗り越えたＶ字回復の軌跡、そしてウィズコロナ時代への対応を
　お話しします。

４. 設計思想（本物志向の根底に流れる1000年の歴史と未来）
　大プロジェクトだったハウステンボスの建設秘話から始まり、ヨーロッパの典型的な都市の
　発達史や、オランダならではの都市づくり、また歴史エピソードをお話しします。

５．ジョブセミナー
　魅力あふれる街を支えるお仕事について、経営ポリシーから職種まで幅広くお話しします。

ハウステンボスのライフラインである「共同溝」など、人と自然の調和を育む環境づくりのために街を支え、
環境に最大限に配慮した設備を、ガイドが詳しくご説明します。深い余韻を残す研修ツアーとしておすすめです。

～20名

日本最大級の空中アスレチック
天空の城

街中が舞台となる、探険ストーリー
探偵テンボスと謎じかけの王国

３Dプロジェクションマッピング

距離感が近く、臨場感あふれる「ハウステンボス歌劇団」が、
皆様の会場に伺い、豪華なステージショーを繰り広げます

ハウステンボス歌劇団  貸切公演

［モデルコース］ 所要時間：約60分
高度下水処理場 → コ・ジェネレーションシステム
 → 共同溝
※詳細については、本社営業所・各支店へ直接お問い合わせください。

ガイド１名に対し40名まで

アミューズメントを活用したオリエンテーションで、
ハウステンボスならではの体験ができます。

thers
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九十九島
大自然の景色やマリンレジャー体験など、自由な
楽しみ方ができます。

長崎市内 佐賀県・有田
異国情緒溢れる街で、ロマンチックなひとときは
いかがでしょうか。

美しい焼き物の歴史と文化に触れる町。
有田の人々の温もりに癒されてください。

JR博多駅

福岡空港

長崎空港

ccess
交通アクセス
ハウステンボスへは、JR特急、急行バスなどのアクセスが充実。JR博多駅からはハウステンボスへ直通の特急が運行しています。
また、東京・大阪・名古屋からは、飛行機と高速船を利用すると短時間で到着することが可能。
ぜひお気軽にお越しください。

ightseeing 周辺観光
ハウステンボスから少し足を伸ばせば、地元長崎を始め
九州ならではの魅力が詰まったスポットが盛りだくさんです。

ゴルフ・その他 Golf course and the other

おすすめの周辺観光地

ハウステンボスカントリークラブ

波穏やかな大村湾の海岸線と佐世保港を見下ろす絶景コース。ジャッ
ク・ニクラウス設計のあらゆるレベルの方々にゴルフの醍醐味を味わ
える魅力あるコース。西九州道佐世保大塔ＩＣより西海パールライン
にて約25分。

長崎県西海市西彼町八木原郷 2879-2
℡: 0959-28-1800

長崎パークカントリークラブ

長崎市と佐世保市のほぼ中間に位置する丘陵地の恵まれた地形と自
然林を最大限に活かした長崎県屈指のチャンピオンコース。自然林を
残したゆるやかな起伏に展開するゆったりとした18ホールです。フラッ
トなレイアウトのなかにも随所に池を配して戦略性を高めている。 最
終の18番ホールはメガネ橋がかかる名物ホール。

長崎県西海市西彼町上岳郷1255-1
℡: 0959-27-1911

佐世保国際カントリー倶楽部

1977年～1990年まで女子プロのトーナメントが開催されていた伝統
コース。高低差のある丘陵地にありドックレッグ・池越え・谷越え等と
コース設定も多彩。また各方面からのアクセスも良好で西九州道三
川内インターから5分。

長崎県佐世保市口の尾町1589
℡: 0956-30-7111

佐世保国際カントリー俱楽部

長崎パークカントリークラブ

ハウステンボスカントリークラブ

・

・

・

長崎市内から高速バスで1時間21分、
JRで1時間30分
福岡から車で1時間55分、
地下鉄・JRで1時間50分
熊本から直行バスで3時間

東京 飛行機
（1時間40分）

長崎
空港

飛行機
（1時間25分）

飛行機
（1時間10分）

高速船
（50分）

バス
（50分）

新幹線
（3時間30分）

新幹線
（2時間30分）

名古屋

大阪

車
（10分）福岡

空港

名古屋

大阪

新幹線
（1時間）広島

ハ
ウ
ス
テ
ン
ボ
ス博多

駅

車
（1時間50分）

特急
ハウステンボス号
（1時間40分）

仙台 飛行機
（2時間5分）

東京 飛行機
（1時間25分）

名古屋 飛行機
（1時間25分）

大阪 飛行機
（1時間10分）
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各施設諸元

2023年 4月現在

団体食事

施設 対応可否

正餐・卓盛り 450 名 正餐・卓盛り 210 名 ○

立食 600 名 立食 300 名 ○

着席ブッフェ 350 名 着席ブッフェ 168 名 ○

スクール形式 570 名 スクール 128 名 ―

シアター形式 1000 名 シアター 204 名 ―

タワーシティ会議室1 スクール形式 84 名 スクール形式 48 名

185㎡　56坪 シアター形式 152 名 シアター形式 90 名

タワーシティ会議室2 スクール形式 54 名 スクール形式 24 名

157㎡　48坪 シアター形式 84 名 シアター形式 36 名

タワーシティ会議室3 スクール形式 72 名 スクール形式 42 名

166㎡　50坪 シアター形式 120 名 シアター形式 96 名

タワーシティ会議室4 スクール形式 120 名 スクール形式 80 名

242㎡　73坪 シアター形式 180 名 シアター形式 120 名

タワーシティ会議室6 スクール形式 30 名 スクール形式 20 名

85㎡　26坪 シアター形式 48 名 シアター形式 40 名

正餐 252 名 正餐 126 名 ○

立食 350 名 立食 180 名 ○

着席ブッフェ 210 名 着席ブッフェ 108 名 ○

スクール形式 360 名 スクール形式 96 名 ―

シアター形式 500 名 シアター形式 150 名 ―

　　　　　　　Aスパン 正餐 72 名 正餐 36 名 ○

180㎡　54坪 立食 80 名 立食 40 名 ○

着席ブッフェ 60 名 着席ブッフェ 30 名 ○

スクール形式 90 名 スクール形式 30 名 ―

シアター形式 144 名 シアター形式 70 名 ―

　　　　　　　Bスパン 正餐 45 名 正餐 24 名 ○

125㎡　38坪 スクール形式 72 名 スクール形式 24 名 ―

シアター形式 100 名 シアター形式 40 名 ―

　　　　　　　Cスパン 正餐 72 名 正餐 36 名 ○

170㎡　52坪 立食 80 名 立食 40 名 ○

着席ブッフェ 60 名 着席ブッフェ 30 名 ○

スクール形式 90 名 スクール形式 30 名 ―

シアター形式 144 名 シアター形式 70 名 ―

　　　　　　　　ABスパン 正餐 144 名 正餐 72 名 ○

305㎡　92坪 立食 150 名 立食 80 名 ○

着席ブッフェ 110 名 着席ブッフェ 60 名 ○

スクール形式 180 名 スクール形式 60 名 ―

シアター形式 350 名 シアター形式 140 名 ―

　　　　　　　　BCスパン 正餐 144 名 正餐 72 名 ○

295㎡　90坪 立食 150 名 立食 80 名 ○

着席ブッフェ 110 名 着席ブッフェ 60 名 ○

スクール形式 180 名 スクール形式 60 名 ―

シアター形式 350 名 シアター形式 40 名 ―

控え室A 12 名 6 名 ―

控え室B 6 名 2 名 ―

レンブラントサロン 40～50名 24名 〇

船 マリエラ 175 名 75 名 ○

会
議
室

各施設諸元 利用可能人数

平常時 新型コロナ防疫対策後

タワーシティプラザ
 

面積 819m2、248坪
（カーペット内）690㎡　210坪

レンブラントホール　全スパン

475㎡　144坪

ホ
テ
ル
宴
会
場

団体食事

施設 対応可否

各施設諸元 利用可能人数

平常時 新型コロナ防疫対策後

デ・アドミラル ダイニング 52名 ダイニング 46名

半個室 10名～28名 半個室 10～24名 〇

吉翠亭 客席 40 名 客席 34 名 〇

洋個室 32 名 洋個室 24 名 〇

和個室 16 名 和個室 8 名 〇

戎座 カウンター席 20名 カウンター席 12名 〇

ア クールベール 150名 144名 〇

ア クールベールカフェ 36～40名 32名

トロティネ 30～100名 30名～70名 〇

ピノキオ テラス 60 名 テラス 24 名 ×

店内 80 名 店内 36 名 ×

エルマーソ テラス 28 名 テラス 16 名

店内 56 名 店内 30 名 〇

ロード・レーウ テラス 60 名 テラス 18 名 ×

店内 68 名 店内 34 名 ×

花の家 座敷 47 名 座敷 25 名 〇

神楽 着席ブッフェ 80 名 着席ブッフェ 40 名 ○

※貸切のみ対応 卓盛り 最大100名 卓盛り 最大50名 ○

ヴィヴァーチェ 着席ブッフェ 80 名 着席ブッフェ 40 名 ○

※貸切のみ対応 卓盛り 最大100名 卓盛り 最大50名 ○

コリーダ テラス 最大150名 テラス 最大150名 ○

アンカーズラウンジ 104名 80名

シェヘラザード カウンター席 8 名 カウンター席 6 名

店内ホール席 32 名 店内ホール席 32 名

ロビー席 20 名 ロビー席 20 名

オークラウンジ 店内 20 名 店内 20 名

カフェ ド ハーフェン 40名 19 名

グランキャフェ 着席（10席） 40名 着席（8席） 32 名

立食 80名 立食 40名迄

アートガーデンカフェ＆バー

按針 30名迄 18名迄

野
外

ガーデンパーティー 150～300名 50～200名 ○

そ
の
他

環境設備見学 １グループ 40名まで １グループ 20名まで ―

ホ
テ
ル
レ
ス
ト
ラ
ン

レ
ス
ト
ラ
ン

※立食は最大数であり、積極的には受け付けていません

20名～78名（テラスデッキ含む） 店内：14席、カウンター：4席、テラスデッキ：26席
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《パークレストラン》 2023 年 4 月 1日現在

NO レストラン名 メニュー名 金額（ALL込） その他情報

長崎じげもん弁当 (旧名称：長崎定食） 1,800円

長崎真鯛まぶし 1,900円

長崎和牛まぶし 1,900円

お子様セット 1,000円

ブッフェ　大人（中学生以上） 2,200円

小学生 1,300円

幼児（4才～小学生未満） 900円

シニア（65歳以上） 設定なし

③
地中海レストラン

エルマーソ
ランチｺｰｽ 3,500円～

予約時間/11：00～14：00
ﾌﾞﾛｯｸ（ﾒﾆｭｰ要予約）10名以上～　56席

特選肉盛り合わせコース 3,300円

九州彩美牛と海鮮コース 4,400円

※　長崎和牛と旬の海鮮コース 5,500円

6,600円

ブッフェ 5,700円～ ブッフェ（30名-50名）

卓盛 5,500円～

コース料理 6,200円～

《ホテルレストラン》

お勧めランチ 4,500円

季節のランチｺｰｽ 7,500円

お子様料理 2,500円

松花堂弁当 5,000円

祝祭御膳 5,000円

ミニ会席 8,500円

お子様弁当 2,900円

海の幸ランチ 4,500円

ステーキランチA　(サーロイン100 or フィレ80） 6,000円

ステーキランチB　(サーロイン150 or フィレ120） 8,000円

ステーキランチC　(サーロイン200 or ﾋﾚ160） 10,000円

ステーキランチA和牛　サーロイン100(フィレ80＋600円) 9,000円

ステーキランチB和牛　サーロイン150(フィレ120＋1000円) 13,500円

ステーキランチC和牛　サーロイン200（フィレ160＋1200円） 18,000円

戎座ランチ (サーロイン100 or フィレ80） 8,500円

戎座ランチ和牛 サーロイン100 （ フィレ80＋1000円） 11,000円

特選和牛ｺｰｽ　サーロイン100 （ フィレ100＋1500円） 16,500円

カジュアルランチブッフェ 

大人 3,300円

シニア 設定なし

小学生 1,500円

幼児 1,000円

※予告無く変更になる場合がございます。事前にお問合せください。

ご予約の際は、各支店、営業所までご連絡をお願いします。

総合予約センター団体予約

東日本支店 担当エリア：関東・東北・北海道

東日本支店大阪営業所 担当エリア：関西・中部・北陸

西日本支店 担当エリア：九州（長崎・佐賀を除く）・中国・四国

本社営業所 担当エリア：長崎県・佐賀県

【ハウステンボス　団体用　予約可能レストラン一覧　（昼食）】

① 和食処
花の家（はなのや）

ダイニング　47名
座敷　25席（座敷掘炬燵利用10名～25名）

同居ご家族様により最大値は若干変動可能。
アレルギーの有無の確認をお願いします。

②
健康レストラン

オーラ

 　　※40名様以上にて予約可能。
お席数　260席

予約時間 12：00～13：00
営業時間 12：00～14：00

＜※6,600円（長崎和牛と旬の海鮮コース＋飲み放題）限定＞
大道芸人、パフォーマーのイベントタイム有。

⑥

ホテルヨーロッパ

フランス料理

デ・アドミラル

座席数88席
（Ｃｽﾊﾟﾝ*半個室*　15-28名※空き要確認）

⑤
（旧）ピノキオ2F

タワーシティ
ヴィヴァーチェ

卓盛/コース（30名-60名）
※人数増要相談

④ バーべキューテラス
コリーダ

最大150席まで予約可
飲み放題（￥1,100）をつける場合は

閉園2時間前までのスタート

コースに関わらず50名以上の団体様　TC無料

⑦

ホテルヨーロッパ

日本料理

吉翠亭
（きっすいてい）

ﾃｰﾌﾞﾙ席40席
洋個室10名～32名

*和個室4名-16名（ﾐﾆ会席以上）

⑩

フォレストヴィラ

カジュアルレストラン

トロティネ

席ブロック可12:00～14:00ラストオーダー
※14:00に料理を下げさせて頂きます。

★2023/5/8～
料金定まっていません。団体様は

宴会予約へお問合せ下さい。

⑧

ホテルヨーロッパ

鉄板焼

戎座
（えびすざ）

席数20席（カウンターのみ）
１０席X２カウンター

⑨

ホテルアムステルダム

ブッフェレストラン

ア クールベール

昼食は、休店中です。
（支店＆営業所を通じ、お問い合わせ願います）

要相談
席数150席　席ﾌﾞﾛｯｸ　個室無し

《パークレストラン》 2023 年4月1日現在

NO レストラン名 メニュー名 2023/3/1
料金改定

その他情報

長崎膳　～花～ 3,300円
長崎膳　～光～ 3,500円

花の家　お造り御膳 3,200円
花の家すき焼き定食（長崎牛） 2,900円

花の家すき焼き定食（長崎和牛） 3,800円
長崎真鯛三昧膳 3,200円
長崎和牛三昧膳 3,200円

ブッフェ　大人（中学生以上） 3,200円
小学生 1,800円

幼児（4才～小学生未満） 1,100円
シニア（65歳以上） 設定なし
マルセイユ　セット 3,400円
バレンシア　セット 4,200円
アマルフィ　セット 5,500円

エルマーソ 7,700円
特選肉盛り合わせコース 3,300円
九州彩美牛と海鮮コース 4,400円

※　長崎和牛と旬の海鮮コース 5,500円

ブッフェ 5,700円～ ブッフェ（30名-50名）

卓盛 5,500円～
コース料理 6,200円～

《ホテルレストラン》

団体A 13,000円
団体B 16,000円

お子様メニューA 5,000円
お子様メニューB 6,500円

華会席 11,000円
彩会席 15,000円

ステーキ会席 17,500円
長崎卓袱会席 18,500円

吉翠会席（匠会席） 21,000円
お子様弁当 2,900円

戎座コース　サーロイン100 27,500円
戎座コース　フィレ100 29,000円
九十九島コース　サーロイン100 21,000円
九十九島コース　フィレ100 22,500円
西海コース　サーロイン100 17,000円
西海コース　フィレ100 18,500円

ディナーブッフェ　大人 6,000円
　シニア（65歳以上） 5,000円

小学生 3,000円
幼児（4才-小学生未満） 1,500円

※予告無く変更になる場合がございます。事前にお問合せください。

ご予約の際は、各支店、営業所までご連絡をお願いします。
総合予約センター団体予約
東日本支店 担当エリア：関東・東北・北海道

東日本支店大阪営業所 担当エリア：関西・中部・北陸

西日本支店 担当エリア：九州（長崎・佐賀を除く）・中国・四国

本社営業所 担当エリア：長崎県・佐賀県

⑦

ホテルヨーロッパ

日本料理

吉翠亭
（きっすいてい）

ﾃｰﾌﾞﾙ席40席
洋個室10名～32名

*和個室4名-16名（彩会席以上）

⑩

フォレストヴィラ

カジュアルレストラン

トロティネ

ディナー営業は休業しております。

宴会予約経由で、予算に応じて対応可能。
※40名～貸切可能

※ディナー営業を見合わせ中
　要相談

⑧

ホテルヨーロッパ

鉄板焼

戎座
（えびすざ）

席数20席（カウンターのみ）
１０席X２カウンター

⑨

ホテルアムステルダム

ブッフェレストラン

ア クールベール

席数150席　席ﾌﾞﾛｯｸ　個室無し
17：30、18：00、19:00

お問い合わせ
ください

⑥
ホテルヨーロッパ

フランス料理
デ・アドミラル

座席数88席
（Ｃｽﾊﾟﾝ*半個室*　15-28名※空き要確認）

※ドレスコードあり

⑤
（旧）ピノキオ2F

タワーシティ
　ヴィヴァーチェ

卓盛/コース（30名-60名）
※人数増要相談

アレルギーの有無の確認をお願いします。

④ バーべキューテラス
コリーダ

最大150席まで予約可
飲み放題（￥1,100）をつける場合は

閉園2時間前までのスタート

コースに関わらず50名以上の団体様　TC無料
＜※6,600円（長崎和牛と旬の海鮮コース＋飲み放題）限定＞

大道芸人、パフォーマーのイベントタイム有。

②
健康レストラン

オーラ

※40名様以上にて予約可能。
 　　お席数　260席

予約時間17：00～18：30
営業時間17：00～20：00

アレルギーの有無の確認をお願いします。

③
地中海レストラン

エルマーソ

予約時間/17：00～18：00（要相談）
席ﾌﾞﾛｯｸ（要予約）10名以上～　56席

※飲み放題　2,200円
アレルギーの有無の確認をお願いします。

【ハウステンボス　団体用　予約可能レストラン一覧　（夕食）】

① 和食処
花の家（はなのや）

ダイニング　47名
座敷　25席（座敷掘炬燵利用10名～25名）
同居ご家族様により最大値は若干変動可能

基本花火開催時は予約NG
17:00、17:30基本時間

それ以降の時間は要相談。

アレルギーの有無の確認をお願いします。
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