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MSC BELLISSIMA – 2023 SOUTH KOREA & JAPAN CAMPAIGN 

MSCベリッシマ-2023 韓国＆日本 

 
 

NAHA (Okinawa, Japan) 

那覇（沖縄、日本） 

 

 

NAH50 -万座毛＆琉球村  

所要時間：約5時間、昼食付き 

素晴らしい自然、文化がテーマの村、ショッピングと、沖縄の魅力が詰まったツアーです。まず、バスで那覇市の

北に位置し、東シナ海が一望できる万座毛に向かいます。この場所は象の頭のように見える珍しい岩を見るた

めに毎年数多くの観光客が訪れるスポットです。琉球王国時代の沖縄の様々な文化を紹介する小さなテーマ

パークである琉球村に移動する前に、ぜひここで写真を撮ってみてください。琉球村では陶芸や三線などが体

験できるワークショップに参加できます。このツアーでは琉球スタイルのランチが含まれています。 

1人当たりの料金 

大人 126.00USD 

子供 101.00USD 
ご注意：このツアーは運動障害のある方には適していません。食物不耐性のあるお客様は、寄港日の2日前までに寄
港地観光デスクにお申し出ください。 

 

NAH51 –ベストオブ那覇  

所要時間：約 4 時間 

この半日のツアーでは那覇の二大観光スポットを訪れます。初めに訪れる首里地区は、1429 年から始まり、沖

縄県として日本に編入された 1879年まで琉球王国の首都でした。世界遺産でもある首里城は、琉球王国の

行政センターと国王の居住地として使われていました。首里城を訪れた後、国際通りを訪れます。国際通りは、

レストラン、バー、カフェ、ホテル、デパート、ブティック、土産物店が軒を連ねる 2 キロメートル続くハイストリートで

す。通りを散策した後、船に戻り、ツアーは終了です。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 
ご注意：このツアーは運動障害のある方には適していません。首里城には靴を脱いでお入りください。 
 

NAH52 – 沖縄の文化と歴史  (EU + JP ゲスト) 

所要時間：約 5 時間 

この半日ツアーは那覇の南にある豊見城市から始まり、沖縄の文化と歴史を見て回ります。豊見城市には

1944 年に日本海軍工兵隊が 450ｍの地下トンネルを掘り、秘密本部として使っていた場所があります。その

中の一部は 1970 年に一般公開され、当時この場所での生活がどのようなものであったのか、多くの写真の展
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示とともに、直接感じることができます。このトンネルに配備され、戦争中に亡くなった 4000 人以上の兵士は、

その後敬意を表して埋葬されました。次に沖縄の自然、歴史、アート、民話、文化を陸と海の視点から知るこ

とのできる沖縄県立博物館を訪れます。そして最後に訪れるのは、ブティック、土産物店、デパート、レストラン、

バー、ホテル、カフェが軒を連ねる那覇の 2 ㎞続くショッピングストリートである国際通りです。国際通りを訪れた

後、船に戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 58.00USD 

子供 41.00USD 
ご注意：このツアーは運動障害のある方には適していません。 

 

NAH53 -世界遺産 首里城＆識名園  (EU + JP ゲスト) 

所要時間：約 5 時間  

この半日ツアーは沖縄の世界遺産を巡ります。港を出発したあと、琉球王朝の最高傑作である首里城を訪れ

ます。首里城は沖縄の誇る９つ世界遺産のうちの 1 つです。現在は那覇地区ですが、「首里」という名前はか

つて琉球王国の首都でした。首里城は、1429年から沖縄県として日本に編入される 1879年まで、琉球王国

の行政センターと国王の居住地として使われていました。お城の見学を終えると、首里城から南に約 3kmのとこ

ろにある「四季菜園」に到着します。ここは、繁栄した琉球王国の自然美、建築物、文化財が保存されている

ユニークな場所です。1700 年代後半に建てられたこの建物は、沖縄の王族の第二の住居であり、大事なゲス

トを迎え、もてなす場所でした。1945 年の沖縄戦で大きな被害を受けたこの庭園は、かつての栄光を取り戻し、

現在ではユネスコの世界遺産に登録されています。船に戻る前に、那覇の中心を約 2 キロメートルにわたって

続く国際通りを散策してみてはいかがでしょう。この通りの名前は、戦後、通り沿いに建てられた映画館「アーニ

ーパイル国際劇場」に由来しています。那覇バスターミナルや 県庁所在地を中心に、レストラン、カフェ、バー、

ホテル、土産店、ブティック、デパートなどが並んでいます。 

1 人当たりの料金 

大人 73.00USD 

子供 52.00USD 
ご注意：首里城に入る前に靴を脱いでください。このツアーは、足の不自由なお客様には不向きです。 
 
 
 

NAH54 - DMM かりゆし水族館＆ショッピング  

所要時間：約 4.5 時間 

この半日ツアーでは素晴らしい自然やアートの風景とショッピングを同時に楽しむことができます。港を出発した

あと、沖縄で 2 番目に大きな水族館として 2020 年にオープンした DMM かりゆし水族館に向かいます。この水

族館は、最新の映像、空間演出技術を駆使した新しいタイプのエンターテイメント施設というコンセプトがありま

す。イーアス沖縄豊崎という新しいビルに位置するこの水族館は、水中世界を楽しんだ後にショッピングもできる
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理想的な場所です。沖縄の美しい風景や空を上映する劇場、沖縄ではほとんど見られない生きたペンギンやカ

ワウソ、カピバラ、ワニなどの水生生物が水族館の見所です。各エリアの大型スクリーンには天候の変化やジン

ベエザメの泳ぐ映像が上映されており、リアルとバーチャルの融合を楽しむことができます。船に戻る前にイーアス

沖縄豊崎でショッピングの時間を楽しみます。ショッピングが好きな人なら誰でも満足できるように設計されており、

何も買わずに帰ることはできないでしょう。ブランド品や高級品のショッピング、カジュアルなレストランやグルメなレ

ストラン、家族で楽しめる施設などがたくさんあり、誰もが楽しめる場所です。誰もが楽しめる「あしびなー」は沖

縄で唯一のアウトレットモールで、ヨーロッパからの高級ブランド、スポーツウェア、フットウェア、雑貨、地元で人気

のお土産品など、幅広い商品を取り揃えています。有名ブランドの商品を 30％～80％オフで手に入れることが

できます。 

1 人当たりの料金 

大人 73.00USD 

子供 52.00USD 

NAH55 – 沖縄で一番のショッピング  

所要時間：約 5 時間 

ショッピング、ショッピング、そしてまたショッピング。ショッピングが好きな人ならだれでも満足できる半日ツアーです。

下船して那覇の最大のショッピング施設である、アメリカンビレッジとイオンモールライカムに訪れます。美浜アメリ

カンビレッジは沖縄本島の中央に位置する大きなエンターテイメント施設です。多くの米軍基地がこの地域に位

置しており、アメリカーナをテーマにしたこのエンターテインメント施設は、基地の住民にとってはノスタルジックな楽

しみを、地元の人々にとっては面白い気晴らしを与えてくれるでしょう。実際、多くの店舗やレストランのある大き

な屋外のショッピングモールに似ています。ここで少し過ごした後、沖縄ならではの文化、風景、多様性を反映

したショッピング、グルメ、エンターテイメントの楽しめるイオンモール沖縄ライカムに訪れます。イオンモール沖縄ラ

イカムに入ると、エントランスにある堂々としたシーサーや 1 階の水族館など、沖縄の風情を現代的に感じること

ができます。 

1 人当たりの料金 

大人 52.00USD 

子供 37.00USD 
 

NAH56 -沖縄ショッピングツアー  

所要時間：約 4 時間 

レジャー、娯楽、そしてもちろんディスカウントショッピングに特化したツアーです。そんな数時間の旅を企画しまし

た。最初の目的地は、T ギャラリア 沖縄 by DFS です。130 以上のブランドがあり、比較的安い値段で買い物を

楽しむことができますが、DFSのスタッフの多くは外国人に慣れているので、値切る覚悟が必要です。この免税店

では、さまざまな高級ブランドをお得な値段で購入することができます。また、免税店でないエリアでは地元の土

産品も扱っています。そして、このショッピングパラダイスでの買い物を楽しんだ後は、那覇の中心部の約 2 キロメ

ートルにわたるメインストリートである、国際通りへ移動します。戦後、この通りに建てられた映画館「アーニーパ
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イル国際劇場」にちなんで名づけられたこの通りを散策する時間があります。レストラン、カフェ、バー、ホテル、土

産物店、ブティック、デパートなどが軒を連ねており、誰もが楽しめる通りです。 

1 人当たりの料金 

大人 52.00USD 

子供 31.00USD 

 
 

のランチを楽しんでから次の目的地、水前寺公園に向かいます。17 世紀に細川家によって造られた熊本市の

広大な日本庭園で、回遊式庭園を楽しむことができます。江戸時代に江戸と京都を結んだ東海道の 53 の宿

場をミニチュアで再現し、小さな富士山も描かれています。最後は、バスで港へ向かいます。 

1 人当たりの料金 

大人 144.00USD 

子供 112.00USD 
ご注意：このツアーは、城の見学に長時間の歩行と階段が含まれるため、歩行に困難があるお客様には不向きなツ
アーです。食事に制限のあるお客様は、2 日前までに寄港地観光デスクにお申し出ください。2023 年 9 月 26 日は水
前寺公園の見学が省かれます。 

 

 
 

 
KEELUNG (Taipei, Taiwan) 

基隆（台北、台湾） 

 

KEE01 - 台北国立故宮博物院と中正紀念堂  

所要時間： 約 5.5 時間 

中正紀念堂や国立故宮博物院など、台湾の名所を半日で巡るコースです。まず、バスで 50 分ほど移動し、

国立故宮博物院へ。1 時間半ほどで中国 5 千年の歴史を物語る貴重なコレクションをご覧いただきます。その

後、20 分ほどバスに揺られると、中山市にある烈士祠に到着します。忠烈祠は中華人民共和国の建国に先

立つ革命、日中戦争、国共内戦で倒れた 33万人の兵士を記念して建てられました。さらに 20分ほど走ると、

蒋介石総統の記念碑である中正紀念堂が見えてきます。その後、約 50 分のバス移動で船に帰ります。 

1 人当たりの料金 

大人 94.00USD 

子供 66.00USD 

ご注意：このツアーではかなりの距離を歩きます。さらに、観光地では混雑が予想されます。トイレはツアー中の

各所にあります。このツアーには台北 101 ビルの外での写真撮影のみ含まれています。 
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KEE02 - 台北 101 展望台と大龍峒保安宮  

所要時間: 約 5 時間 

台北 101 ビルまでバスで 40 分、台北を代表する 3 つのスポットを巡る半日コースです。88 階と 89 階にある展

望台から、約 80 分間、台北の街並みを屋内外から眺めることができます。その後、バスで 20 分ほど移動し、

台北の中心部にある最も有名な寺院、龍山寺に到着します。再びバスに戻り、19 世紀初頭に建てられた大

龍峒保安宮へ移動します。約 40分間、この魅力的な場所を散策し、50分間のバス移動でツアーは終了とな

ります。 

1 人当たりの料金 

大人 101.00USD 

子供 69.00USD 

ご注意：このツアーはかなりの距離を歩き、時には交通渋滞や階段の昇降があります。足腰の弱い方は、事前にご

自分の体力とご相談していただき、無理はなさらないようにしてください。観光地は混雑が予想されますが、トイ

レは各所に設置されています。宗教上の儀式などを見学される場合は、適切な服装でご参加ください。 

 
 

KEE03 - 龍山寺と台北観光   

所要時間: 約 5.5 時間 

龍山寺の見学だけでなく、台北の主要なランドマークを巡る半日コースです。バスに乗車後、約 50 分かけて世

界有数の高さを誇る台北 101 ビルに向かいます。そこで記念撮影をした後、龍山寺へ向かいます。現在の建

物は 20 世紀初頭に建てられたものですが、もともとは 1740 年に建てられたものです。この寺院には仏教の要

素と中国の神々の祭壇があります。約 40 分間で見学した後、中正紀念堂を見学します。その後、台北の手

工芸品センターで魅力的な商品の数々を自由にご覧いただきます。その後、1 時間かけバスで船に戻り、ツア

ーは終了します。 

1 人当たりの料金 

大人 84.00USD 

子供 58.00USD 

ご注意：このツアーはかなりの距離を歩き、時には交通渋滞や階段の昇降があります。足腰の弱い方は、事前にご

自分の体力とご相談していただき、無理はなさらないようにしてください。観光地は混雑が予想されますが、トイ

レは各所に設置されています。宗教上の儀式などを見学される場合は、適切な服装でご参加ください。このツアー

は台北 101 ビルの外での写真撮影のみとなります。 
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KEE05 – 基隆と易流の背景  

所要時間: 約 4 時間 

基隆の港町にある 2 つの公園と金山老街を訪ねる半日ツアーです。中正公園は緑豊かなオアシスで、いくつか

のレクリエーション施設があり、寺院と巨大な観音像があります。30 分ほど公園内を散策した後、2 つ目の公園

である易流ジオパークへ移動します。この公園は不思議な形をした石があることで知られています。石には「クイ

ーンズヘッド」「フェアリーシューズ」「ビーハイブ」などの名前が付けられています。公園で 1 時間半ほど休憩し、岩

の形を見た後、金山老街に向かいます。この街は優れた木工工芸品や竹工芸品で有名です。帰り際には、

地元のおいしいサツマイモをぜひ味わってみてください。 

1 人当たりの料金 

大人 69.00USD 

子供 48.00USD 

ご注意：このツアーでは、かなりの距離を歩きます。時には交通渋滞や階段の昇降もあります。足腰の弱い方は、

事前にご自分の体力と能力を確認されることをお勧めします。観光地では混雑が予想されますので、ご注意くださ

い。トイレはツアー中、各所に設置されています。 

 

KEE06 - 九份と平渓スカイランタン   

所要時間: 約 5時間 

バスで 50 分ほど移動し、九份（きゅうふん）へと向かいます。九份とは、17 世紀の清朝初期に物資を送る家

族の数を表す「九つの分担」という意味です。その後、金鉱が発見されたことで繁栄し、現在では日本のアニメ

映画「千と千尋の神隠し」に登場する町並みに似ていることから、多くの観光客が訪れています。1時間強の見

学の後、平渓に移動し、願い事を書いたランタンを空に放つという地元で人気のお祭りに参加します。その後、

船に戻り、このツアーは終了です。 

1 人当たりの料金 

大人 76.00USD 

子供 53.00USD 
ご注意：聚珍古道は狭く、階段が多いので、事前にご自分の体力とご相談していただき、無理はなさらないように
してください。又、観光地は混雑が予想されます。ランタンは 4人につき 1つです。 

 

 
 
 

KEE07 -九份の山村    

所要時間: 約 4.5時間 
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この半日コースではバスで約 50 分の山村、九份を訪れます。清朝時代（1644～1912）九份には 9 つの家

しかなかったため「九分」という言葉が村の名前になっています。1890 年に金鉱が発見され、村の人口は 4,000

人にまで増え、繁栄期を迎えました。約 2時間半の滞在ではまず九份の街を訪れ、古き良き時代の雰囲気を

味わった後、台湾ミルクティーの試飲と郷土菓子を体験します。帰路は景色を楽しむことができます。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 45.00USD 

ご注意：ツアー中は、狭い道を通ります。時には、階段の昇降もあります。足腰の弱い方は、事前にご自分の体力

とご相談していただき、無理はなさらないようにしてください。食べ物アレルギーのある方は、遅くとも 2 日前まで

に寄港地観光デスクにお知らせください。 

 

 

KEE21 -台北市内観光＆フットマッサージ  

所要時間: 約 5時間 

この半日ツアーでは龍山寺や中正紀念堂を訪れ、最後にフットマッサージでリラックスして、台湾の最も重要な

ランドマークを堪能することが出来ます。港を出発し、中正紀念堂のある台北市中正区に向かいます。1980

年に中華民国元総統を記念して建てられたもので、1 階には蒋介石の生涯を記録した図書館と博物館があ

り、2 階では蒋介石の銅像を鑑賞することができます。毎日 9:00 から 17:00 まで、1 時間おきに衛兵の起立

式が行われています。次に紹介するのは、台湾の古典建築の原型と言われる龍山寺です。1738 年に中国福

建省からの入植者によって建てられたこの寺院は、現在も住民の礼拝や集会の場として神聖な場所として使

われています。台湾の多くの寺院と同様、仏教と道教の信仰が混在しています。観光を楽しんだ後は、「自分

の時間」と「くつろぎ」の時間です。 

1 人当たりの料金 

大人 105.00USD 

子供 80.00USD 

ご注意：このツアーは、歩行が困難なお客様には不向きです。 

 

 


