
長崎　教育旅行用　パンフレット

長崎ホテル　マリンワールド



施設概要

ホテル名 長崎ホテルマリンワールド

地区名 長崎県・長崎市

所在地 〒850-0905

長崎県長崎市籠町9-24

ＴＥＬ095-826-9888

ＦＡＸ095-826-4888

建築構造 鉄筋コンクリート13階建て

客室 ツイン 92室 スイートルーム 2室

ダブル 4室 和室 1室

収容人員 200名

防災設備 防火安全適合設備　取得済

自動火災報知機・煙感知器・防火扉完備

消火器　各階廊下に各3本

消火栓　各階廊下　非常口　１０箇所

非常ベル8箇所

避難場所 ホテル正面駐車場　ホテル裏大徳寺



エレベーター 正面玄関フロント用10人乗り２基

フロント客室用１３人乗り２基

貨物専用エレベーター１基

食事会場 ３箇所　１３階・８０名収容（レストラン・ナイトビュー）

１３階・30名収容（紫陽花）

１３階・20名収容（1302）

朝食　6：45～8：30　夕食17：30～19：30

館内放送 原則不可（緊急の場合のみ放送可）

関係各機関

保健所 長崎保健所

〒850-0031　長崎市桜町6-3

ＴＥＬ　095-825-5151

警察署 長崎警察署

〒850-0058　長崎市尾上町5-26

ＴＥＬ　095-822-0110

消防署 長崎中央消防署

〒850-0032　長崎市興善町3-1

ＴＥＬ　095-820-0119

病院 長崎みなとメディカルセンター

〒850-8555　長崎市新地町6-39

ＴＥＬ　095-822-3251



〈確認事項〉

室内設備・備品 浴室・トイレ・洗面所（ユニットバス）

電話機：撤去不可

冷蔵庫：1台（庫内空）　ドライヤー：有

テレビ：無料　有料テレビ：ありません

アメニティー：バスタオル、フェイスタオル

歯ブラシ、リンスインシャンプー、ボディソープ

浴室の利用 各客室のユニットバスのご利用

部屋の鍵 シリンダー式

オートロックではございません

マスターキーの貸し出しはございません

貴重品 フロント預かり。各部屋に貴重品袋をご準備致します。

自動販売機 各階に1台ソフトドリンクの自動販売機があります

バスの乗降場所 銅座橋

※2台付けることはできませんので

　2台目以降は5分後に付けてください





朝食メニュー　成分表

1 味噌汁
米、大豆、食塩、アミノ酸、甘味料ステビア、ビタミンB2、酒精、かつお節粉末、煮干しイワシエキス
昆布エキス、乳糖、酵母エキス

アレルギー情報

米 大豆 乳

2 ミートボール
タレ（砂糖、しょうゆ、発酵調味料、醸造酢）、鶏肉（国産）、粒状大豆たん白、パン粉、たまねぎ
揚げ油（大豆油）、でん粉、砂糖、しょうゆ、粉末状大豆たん白、食塩、増粘剤（加工デンプン）、酒精
調味料（アミノ酸等）、グリシン、カラメル色素、リン酸塩（Na、K）、PH調整剤
（原材料の一部に乳成分を含む）
【添加物】 増粘剤（加工デンプン）、酒精、調味料（アミノ酸等）、グリシン

カラメル色素、リン酸塩（Na、K）、PH調整剤

アレルギー情報
小麦 乳 大豆 鶏肉

3 焼き魚
サバ、食塩、食用油脂

アレルギー情報
さば

4 ウインナーソーセージ
鶏肉、豚肉、食塩、植物性たん白、砂糖、酵母エキス、香辛料、加工でん粉、PH調整剤
リン酸塩（Na)、調味料（アミノ酸等）、カゼインNa、保存料（ソルピン酸（K))
酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na)、着色料（コチニール）、（原材料の一部に乳、大豆を含む）

アレルギー情報
乳 大豆 鶏肉 豚肉

5 スクランブルエッグ
鶏卵、植物油脂、乳等を含主要原料とする食品、食塩、でん粉発酵調味料、砂糖、乳たん
ホタテエキスパウダー、香辛料、加工でん粉、増粘多糖類、ピロリン酸Na、調味料（アミノ酸等）
酢酸Na、カロチノイド色素、乳化剤、グリシン、（原材料の一部に小麦、大豆、鶏肉を含む）

アレルギー情報
小麦 卵 乳 大豆 鶏肉

6 ロースハム
豚ロース、水飴、砂糖、植物性タンパク質、食塩、卵白、発酵調味料、乳たん白
たん白加水分解物、加工でん粉、アミノ酸、カゼインNa、リン酸塩、増粘多糖類、酸化防止剤

アレルギー情報
豚肉 卵

7 ポテトサラダ　または　マカロニサラダ
ポテトサラダ
じゃがいも、マヨネーズ、たまねぎ、にんじん、砂糖、水あめ、還元水あめ、醸造酢、食塩、卵黄
しょうゆ、香辛料、動植物性たん白加水分解物、酸化ナトリウム、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）
調味料（アミノ酸等）、グリシン、香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、りんご、ゼラチンを含む）

アレルギー情報
小麦 卵 大豆 りんご ゼラチン



マカロニサラダ
マカロニサラダ、半固形状ドレッシング、人参、粉末水飴、砂糖、食塩、醸造酢、食用植物油脂
増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、酵素
香辛料抽出物（原材料の一部に卵、乳成分、小麦、大豆を含む）

アレルギー情報
卵 乳 小麦 大豆

8 ひじき煮又はきんぴらごぼう
ひじき煮
ひじき、にんじん、油揚げ、砂糖、しょうゆ、風味原料（こんぶ、そうだかつおぶし、しいたけ、酒精
調味料（アミノ酸等）、酸味料、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

アレルギー情報
小麦 大豆

きんぴらごぼう
野菜（ごぼう、にんじん）、砂糖、しょうゆ、風味原料（こんぶ、そうだかつおぶし、かつお）
植物油脂（ごま油、菜種油）、ごま、香辛料、酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味料
（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

アレルギー情報
小麦 ごま 大豆

9 湯豆腐
大豆、凝固剤

アレルギー情報
大豆

10 野菜サラダ
野菜
きゅうり、ブロッコリー、ミニトマト、キャベツ

アレルギー情報

サラダドレッシング
フレンチドレッシング（白）
食用植物油脂、醸造酢、果糖ブドウ糖液糖、食塩、増粘剤(キサンタンガム）、液全卵、調味料（アミノ酸）
香辛料抽出物、酸化防止剤（ミックスビタミンEローズマリー抽出物）

アレルギー情報
卵

フレンチドレッシング（赤）
食用植物油脂、醸造酢、果糖ブドウ糖液糖、食塩、増粘剤(キサンタンガム）、液全卵、調味料（アミノ酸）
香辛料抽出物、酸化防止剤（ミックスビタミンEローズマリー抽出物）、トマトケチャップ

アレルギー
卵

和風しょうゆごまドレッシング
しょうゆ、果糖ブドウ糖液糖、醸造酢、食用植物油脂（菜種油、ごま油）、発酵調味料液、すりごま
調味料（アミノ酸）粉末しょうゆ、オニオンエキス、酢酸、増粘剤（キサンタンガム）、香料、ビタミンB1
ホップ抽出物、酸化防止剤（ミックスビタミンEローズマリー抽出物）

アレルギー情報
ごま



11 トロピカルフルーツ
パパイヤ、グァバ、パイナップル、砂糖、酸味料

アレルギー情報
パイナップル

12 カップ納豆
大豆、納豆菌、砂糖、本醸造醤油、食塩、カツオエキス、食酢、昆布エキス、アミノ酸、辛子、醸造酢
酵母エキス、酸味料、香辛料、着色料ウコン、増粘多糖類

アレルギー情報
大豆

13 漬物　(この中から数種類だします）
らっきょう漬け
らっきょう、砂糖、食塩、醸造酢、酸味料

アレルギー情報

しば漬け
きゅうり　しょうが　醤油　食塩　アミノ酸　酸味料　乳酸Ca　保存料ソルビン酸K　ナス　甘味料ステビア
香料　着色料赤106　赤102　小麦　大豆を含む

アレルギー情報
大豆

ザーサイ炒め
ザーサイ　食用植物油脂　食塩　砂糖　チキンエキス　ポークエキス　酵母エキス　魚介エキス　ソルビット
アミノ酸　酸味料　カロチノイド色素　乳酸Ca

アレルギー情報
豚肉

高菜炒め
高菜　たん白加水分解物　食用菜種油　食塩　ごま　唐辛子　ソルビット　アミノ酸　酸味料　カロチノイド色素
カロチノイド色素　乳酸Ca

アレルギー情報
ごま

つぼ漬け
大根　醤油　食塩　大豆たん白加水分解物　アミノ酸　酸味料　甘味料ステビア　保存料（ソルピン酸K）
着色料（黄4黄5）　原材料の一部に大豆・小麦を含む

アレルギー情報
大豆　小麦

14 白ご飯
国産米
アレルギー情報
米

15 パン類
ミニ食パン（デニッシュ）　カジュアルロールパン
小麦粉　バター　砂糖　全卵　イースト　発酵乳　マーガリン　脱脂粉乳　食塩　小麦グルテン　でん粉　
ブドウ糖　植物油脂/乳化剤　香料　ビタミンC　カロチノイド色素（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

アレルギー情報
小麦　卵　乳成分　　大豆



修学旅行　高校生メニュー

① 長崎牛鉄板ハンバーグ（ジャポネソース仕立て）
ポテトフライ

② 手羽元の唐揚げサラダ添え

③ 海老のオーロラソース

④ 長崎名物皿うどん

⑤ 一口肉まん

⑥ 玉子スープ

⑦ デザート　ワッフル／オレンジ

⑧ 白ご飯

⑨ ヒラス刺身盛り合わせ

　①　ハンバーグ
長崎和牛ハンバーグ
長崎和牛牛肉　長崎和牛脂　国産豚肉　玉ねぎ　塩　味の素　卵（全卵）　パン粉　ナツメグ

アレルギー情報
牛肉 豚肉 卵

ジャポネソース
大根ペースト（北海道産）、みりん、ねぎ、しょうゆ、穀物酢、オレンジジュース、白だし
おろし生姜
【添加物】 調味料（アミノ酸等）、増粘剤（加工でんぷん）、（一部に小麦・大豆・オレンジを含む）

アレルギー情報
小麦 オレンジ 大豆

　②　鶏唐揚げのサラダ
鶏もも唐揚げ醤油味
鶏もも肉、でん粉、小麦粉、揚げ油（大豆油）、醤油、卵、とうもろこし粉、酒、食塩、粉末状植物性たん白
味醂、砂糖、しょうが、にんにく、ぶどう糖、チキンエキス調味料、鰹エキス調味料
（原材料の一部に乳製品を含む）
【添加物】 調味料（アミノ酸等）、リン酸塩（Na)、膨張剤

アレルギー情報
小麦 卵 乳 大豆 鶏肉

　③　海老のオーロラソース
冷凍えびフリッター
えび、食塩、衣（小麦粉、コーンフラワー、でん粉、大麦粉、砂糖、食塩、食物油脂、粉末状植物性たん白）
揚げ油（パーム油）
【添加物】 加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、ベーキングパウダー

（一部にえび、小麦、乳成分、大豆、ゼラチンを含む）

アレルギー情報
えび 小麦 乳 大豆 ゼラチン



　④　長崎名物皿うどん
揚げチャーメン（細麺）丸タイプ
小麦、植物油、かんすい（唐あく水）

アレルギー情報
小麦

シーフードミックス
えび、いか、あさり、（一部にえび、いかを含む）

アレルギー情報
えび いか

チャンポンミックス
魚肉すり身、卵白（卵を含む）、でん粉、食塩、糖類（砂糖、ブドウ糖）
【添加物】 加工デンプン（小麦由来）、調味料（アミノ酸等）（大豆を含む）保存料（ソルビン酸）,

着色料（赤3、赤106、黄4、青1、コチニール）、キシロース

アレルギー情報
小麦 卵 大豆

　⑤　一口肉まん
中華まんじゅう
小麦粉、たまねぎ（国産）、豚肉（国産）、しょうゆ、濃縮大豆たん白、筍、調整ラード、砂糖、パン酵母
食用調合油、オイスターソース、食塩、ポークエキス、生姜、にんにく、香辛料、大豆粉、着色料
（カラメル色素）、膨張剤、調味料（アミノ酸）（原材料の一部に小麦、大豆、豚肉、牛肉、ごまを含む）

アレルギー情報
小麦 牛肉 ごま 大豆 豚肉

　⑥　玉子スープ
卵、ネギ、乳糖、食塩、鶏肉、デキストリン、砂糖、チキンファット、酵母エキス、食用加工油脂
粉末しょうゆ、オニオンパウダー、酵母エキス発酵調味料、乳、たん白、香辛料、たん白加水分
解物、でん粉、果糖
【添加物】 調味料（アミノ酸等）、カラメル色素、酸味料、（一部に小麦、乳成分、大豆、鶏肉を含む）

アレルギー情報
小麦 卵 乳 大豆 鶏肉

　⑦　デザート　ワッフル／オレンジ
ベルギーワッフル
小麦粉、マーガリン、砂糖、全卵、牛乳、加糖卵黄、乳などを主要原料とする食品、イースト、オリゴ糖
アーモンドプードル、食塩、ホエイパウダー
【添加物】 香料、乳化剤、ビタミンｃ、着色料（カロチノイド）

（原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む）

アレルギー情報
小麦 卵 乳 大豆

オレンジ

アレルギー情報
オレンジ



外観

ロビー



客室

大浴場



レストランナイトビュー

紫陽花



コロナ禍での教育旅行対応のご案内
（高校生用）

客室 ①　 学生・児童様のお部屋割は基本ツインベースとなります
②　 【①】のクラス別、男女別が奇数の場合、1室はトリプル利用となります

③　 先生のお部屋は基本1名1室とさせていただきます
④　 フロア貸切りをご希望の場合は別途ご相談ください

お食事 ①　 各自セットメニューで対応いたします
②　 夕食朝食は下記メニューで対応いたします

夕食メニュー ※写真はイメージです

① 長崎牛鉄板ハンバーグ（デミグラスソース仕立て）　ポテトフライ

② 手羽元の鶏唐揚げのサラダ添え
③ 海老のオーロラソース添え
④ ヒラス刺身盛り合わせ
⑤ 一口肉まん
⑥ 皿うどん
⑦ 玉子スープ
⑧ ケーキ　オレンジ
⑨ 白ご飯

朝食メニュー ※写真はイメージです、メニューは1例です

① 焼きサバ

② ミートボール、ウインナー、ベーコン

③ ポテトサラダ

④ 焼きそば

⑤ 野菜サラダ、茶巾玉子巻

⑥ 肉じゃが

⑦ フルーツポンチ

⑧ 納豆

⑨ 冷や奴

⑩ 味付け海苔

⑪ ご飯

⑫ 味噌汁

⑬ オレンジジュース

　※　昼食をご希望の場合はトルコライス等セットメニューにてご準備致します

　※　お食事のアレルギー対応も致します

その他 ①　 検温はチェックイン時フロント前、夕食、朝食時レストラン入口で行います

②　 消毒液はフロントロビー、各フロアー、エレベーター前、レストラン入口に設置しております

③　 館内移動時のマスクの着用をお願い致します。

④　 入浴は基本、お部屋のお風呂をご利用ください（大浴場のご利用をご希望の場合はご相談ください）

⑤　 ロビー及び食事会場の換気は換気扇の利用及び窓の開閉を定期的に行い対応しております



朝食メニュー　成分表　（セットメニュー）

1 味噌汁
米、大豆、食塩、アミノ酸、甘味料ステビア、ビタミンB2、酒精、かつお節粉末、煮干しイワシエキス
昆布エキス、乳糖、酵母エキス

アレルギー情報

米 大豆 乳

2 ミートボール
タレ（砂糖、しょうゆ、発酵調味料、醸造酢）、鶏肉（国産）、粒状大豆たん白、パン粉、たまねぎ
揚げ油（大豆油）、でん粉、砂糖、しょうゆ、粉末状大豆たん白、食塩、増粘剤（加工デンプン）、酒精
調味料（アミノ酸等）、グリシン、カラメル色素、リン酸塩（Na、K）、PH調整剤
（原材料の一部に乳成分を含む）
【添加物】 増粘剤（加工デンプン）、酒精、調味料（アミノ酸等）、グリシン

カラメル色素、リン酸塩（Na、K）、PH調整剤

アレルギー情報
小麦 乳 大豆 鶏肉

3 焼き魚
サバ、食塩、食用油脂

アレルギー情報
さば

4 ウインナーソーセージ
鶏肉、豚肉、食塩、植物性たん白、砂糖、酵母エキス、香辛料、加工でん粉、PH調整剤
リン酸塩（Na)、調味料（アミノ酸等）、カゼインNa、保存料（ソルピン酸（K))
酸化防止剤（ビタミンC）、発色剤（亜硝酸Na)、着色料（コチニール）、（原材料の一部に乳、大豆を含む）

アレルギー情報
乳 大豆 鶏肉 豚肉

5 茶巾玉子巻き
うす揚げ、卵、しょうゆ

アレルギー情報
卵 大豆

6 ベーコン
豚肉、乳蛋白、大豆蛋白、食塩、卵蛋白、ポークエキス、砂糖、蛋白加水分解物、酵母エキス
香辛料、トレハロース、カゼインNa、リン酸塩（Na）、調味料（アミノ酸など）、増粘多糖類、くん液
保存料（ソルビン酸K）、酸化防止剤（エリソルビン酸Na）、発色剤（亜硝酸Na）、コルニチール色素
香辛料抽出物

アレルギー情報
豚肉 卵

7 ポテトサラダ　または　マカロニサラダ
ポテトサラダ
じゃがいも、マヨネーズ、たまねぎ、にんじん、砂糖、水あめ、還元水あめ、醸造酢、食塩、卵黄
しょうゆ、香辛料、動植物性たん白加水分解物、酸化ナトリウム、増粘剤（加工デンプン、キサンタンガム）
調味料（アミノ酸等）、グリシン、香辛料抽出物、（原材料の一部に小麦、りんご、ゼラチンを含む）

アレルギー情報
小麦 卵 大豆 りんご ゼラチン



マカロニサラダ
マカロニサラダ、半固形状ドレッシング、人参、粉末水飴、砂糖、食塩、醸造酢、食用植物油脂
増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、調味料（アミノ酸等）、酵素
香辛料抽出物（原材料の一部に卵、乳成分、小麦、大豆を含む）

アレルギー情報
卵 乳 小麦 大豆

8 肉じゃが
じゃがいも（遺伝子組み換え不分別）、たまねぎ、豚肉、にんじん、異性化液糖、しょうゆ（小麦を含む）
みりん、大豆油、砂糖、食塩、かつおエキス、昆布エキス、調味料（アミノ酸等）、増粘剤（キサンタンガム）

アレルギー情報
小麦 大豆 豚肉

9 冷奴
大豆、凝固剤

アレルギー情報
大豆

10 野菜サラダ
野菜
きゅうり、ブロッコリー、ミニトマト、キャベツ

アレルギー情報

サラダドレッシング
フレンチドレッシング（白）
食用植物油脂、醸造酢、果糖ブドウ糖液糖、食塩、増粘剤(キサンタンガム）、液全卵、調味料（アミノ酸）
香辛料抽出物、酸化防止剤（ミックスビタミンEローズマリー抽出物）

アレルギー
卵

フレンチドレッシング（赤）
食用植物油脂、醸造酢、果糖ブドウ糖液糖、食塩、増粘剤(キサンタンガム）、液全卵、調味料（アミノ酸）
香辛料抽出物、酸化防止剤（ミックスビタミンEローズマリー抽出物）、トマトケチャップ

アレルギー
卵

和風しょうゆごまドレッシング
しょうゆ、果糖ブドウ糖液糖、醸造酢、食用植物油脂（菜種油、ごま油）、発酵調味料液、すりごま
調味料（アミノ酸）粉末しょうゆ、オニオンエキス、酢酸、増粘剤（キサンタンガム）、香料、ビタミンB1
ホップ抽出物、酸化防止剤（ミックスビタミンEローズマリー抽出物）

アレルギー情報
ごま

11 トロピカルフルーツ
パパイヤ、グァバ、パイナップル、砂糖、酸味料

アレルギー情報
パイナップル



12 カップ納豆
大豆、納豆菌、砂糖、本醸造醤油、食塩、カツオエキス、食酢、昆布エキス、アミノ酸、辛子、醸造酢
酵母エキス、酸味料、香辛料、着色料ウコン、増粘多糖類

アレルギー情報
大豆

13 焼きそば
麺（小麦粉、粉末状植物性蛋白、乾燥卵白、食塩）野菜（キャベツ、人参、中濃ソース、豚肉、植物性油脂
食塩、香辛料、炒め油（ショートニング）、調味料（アミノ酸）、増粘剤（加工でん粉）、カラメル色素
乳化剤、焼成Ca、原材料の一部に　卵　海老　大豆　鶏肉　もも　リンゴ　含む
アレルギー情報
小麦 卵 豚肉 乳 海老 大豆 もも りんご

14 白ご飯
国産米
アレルギー情報
米

15 味付け海苔
乾燥のり（国産）、しょうゆ、砂糖、魚介エキス、食塩、水飴、清酒、みりん、調味料（アミノ酸等）
甘味料（カンゾウ）香辛料抽出物、（一部に小麦、海老、大豆を含む）
アレルギー情報
小麦 大豆 海老

※　夕食は卓盛、セットメニュー成分表は共通です


