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MSC BELLISSIMA – 2023 SOUTH KOREA & JAPAN CAMPAIGN 

MSCベリッシマ-2023 韓国＆日本 

 
 

 
 GANGJEONG (Republic of Korea)  

江汀（大韓民国） 

 
 

SPO01 –ジョンムンのハイライトツアー  

所要時間：約 6時間、昼食付き 

この一日のツアーでは済州島中文地区の文化や景観の見どころを紹介します。まず、バスで20分ほど移動し、

最初の訪問先である仏教寺院の薬泉寺に到着します。1982年に建てられた朝鮮王朝初期の様式を持つこ

の寺院を50分ほど見学します。その後、バスで如美地植物園に移動し、植物園内の展望台を見学します。そ

の後、漢拏山から流れ出た溶岩でできた奇岩、大浦海岸柱状節理帯に向かいます。ビュッフェ形式の昼食でく

つろいだ後、天帝淵瀑布を訪れます。この滝ではシダの一種であるシロタエギク（別名：ウィスクシダ）の根が

ない様子を見ることができます。最後に総合リゾート施設「済州神話ワールド」に立ち寄り、ショッピングや見学を

お楽しみいただきます。船に戻るとツアーは終了です。 

1人当たりの料金 

大人 137.00USD 

子供 98.00USD 
ご注意：このコースは、滝や崖の周辺に階段があるなど、起伏のある場所を歩きます。履き慣れた靴でご参加くだ
さい。足腰の弱い方は、参加前にご自身の体力をご確認ください。. 食物不耐性のあるお客様は、催行日の 2日前ま
でに寄港地観光デスクにお申し出ください。このツアーは 2023年 7月 29日には催行されません。 

 

SPO07 – 西帰浦市を発見する  

所要時間：約4.5時間 

このツアーでは西帰浦の観光スポットを半日かけて巡り、最初にウェドルゲ岩に立ち寄ります。海岸線に位置す

るこの煙突は高さ20mの印象的な高さを誇り、周囲には美しい海岸の風景が広がっています。次に、済州島の

伝統的な木造船「テウ」からヒントを得てデザインされた「セヨン橋」へと向かいます。西帰浦港と草島を結ぶ韓

国南部で最も長い歩道橋で、2009年に開通しました。次は李仲燮(イ・ジュンソプ)芸術街を訪れます。韓国を

代表する現代芸術家の一人である李仲燮が住んでいた家だけでなく、彼のフォーヴィズムに影響を受けた作品

を展示するギャラリーもあります。最後のハイライトは西帰浦市の経済の中心である伝統的な西帰浦メルレ市

場です。その後、30分ほどで船に戻り、ツアーは終了です。 

1人当たりの料金 

大人 73.00USD 

子供 55.00USD 
ご注意：ツアーは簡単な徒歩での移動ですが、ウェドルゲ岩ではビューポイントに到達するために複数の階段があり
ます。すべての停留所には快適な設備が整っています。 
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SPO08 –青い池＆みかん博物館  

所要時間：約4時間 

この半日ツアーでは済州島の3つの見どころを紹介します。まず、バスでセソカク河口の青い池に移動します。溶

岩の崖、松の木、不思議な形をした岩など、隠れた名所として写真撮影に最適な場所です。済州島は柑橘

類をほぼ独占的に供給しているため、みかん博物館があるのも納得です。柑橘栽培の歴史や柑橘産業、済

州島民の暮らしに光を当てる展示となっています。西帰浦メルレ市場は1960年代初めに開場し、西帰浦の経

済を支えてきた市場です。その後、船に戻って寄港地観光は終了となります。 

1人当たりの料金 

大人 73.00USD 

子供 55.00USD 
ご注意：ツアーは簡単な徒歩での移動ですが、セソカクではビューポイントに到達するために複数の階段があります。
すべての停留所には快適な設備が整っています。 

 
 

SPO11 – 漢拏山登山と済州サムギョプサル  

所要時間：約4.5時間、昼食付き 

済州島の中心部に位置する漢拏山、別名霊鷲山（ヨンジュサン）で於精岳（オスンサン）コースをゆっくり

歩いてみましょう。半日ツアーはバスで50分の漢拏山（ハンラサン）から始まります。ガイドの案内でかなりきつ

いコースを歩きますが、海抜約1,169mからの素晴らしい景色が待っています。また、済州オルムと呼ばれる小さ

な火山丘には生態系がよく保存されており、かつての日本の砲港であるトーチカも見ることができます。ソーシャ

ルメディアや写真にハマっている人にぴったりの小旅行です。サンライズピーク、チャグウィド島、楸子島の素晴らし

い眺めを堪能した後、バスに30分間乗ってツアー最後のハイライトである地元名物、サムギョプサルの昼食へと

向かいます。その後、バスで20分ほどかけて船に戻ります。 

1人当たりの料金 

大人 116.00USD 

子供 90.00USD 
ご注意：このツアーでは、階段の多い上り坂を歩きます。参加には体力が必要です。丈夫な靴、薄手のコート、帽子、
サングラスをお勧めします。各停留所には、快適な設備が整っています。食物不耐性のあるお客様は、寄港の2日前
までに寄港地観光デスクにその旨をお伝えください。 

 

SPO13 -済州のユネスコ世界遺産  

所要時間：約 7 時間、昼食付き 

この1日寄港地観光では済州の火山の自然について学ぶために、70分のバス移動で済州世界自然遺産セン

ターの訪問から始まります。このセンターでは済州島の火山の起源、生態系、動物、植物についてあらゆる年

齢層の人々に情報を提供し、興味深いジオラマで展示されています。世界で最も美しい溶岩洞窟の一つとさ

れ、天然記念物に指定されているマンジャングル洞窟を訪れます。地元のレストランでの昼食をお楽しみ頂いた
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後に、世界遺産に登録されている城山日出峰に訪れます。ここは約5000年前に海底での噴火で出来た標

高180mの山で、済州島にある数多くの火口の中でも非常に珍しいものです。かつて人々は火口で農業を営

んでいましたが、現在はススキやジャイアントアンブリアなど200種類の植物が生い茂り、様々な野生生物が生

息する自然空間となっています。城山日出峰は長い間、韓国で最高の景勝地とされ、海、牛島、漢拏山、東

方の火山景観など、息を呑むようなパノラマを見るために毎年数百万人の観光客が頂上を訪れます。 

1人当たりの料金 

大人 137.00USD 

子供 98.00USD 
ご注意：このツアーは城山漢拏山を訪れるのに 100段以上の階段をのぼる必要があるため、歩行困難なお客様には適

していません。軽めのジャケット、歩きやすい靴、日焼け止め、サングラス、帽子の持参が推奨されます。食物不耐

性のあるお客様は、寄港の 2日前までに寄港地観光デスクにその旨をお伝えください。昼食時の飲み物として、お水

が含まれます。このツアーは 2023 年 7 月 29 日は催行されません。 

 

SPO14 -済州島での韓国ドラマ撮影  

所要時間：約6時間、昼食は含まれておりません 

灯台岬は海を見下ろす丘の上に建っています。それは地元の人々から願いをかなえる力を持っていると信じら

れているため、「願い灯台」とも呼ばれています。優雅な白い建物は、ヨ・ジングとキム・ソリョン主演の恋愛ドラマ

「オレンジマーマレード」で初めてのキスの場として使われ、「オールイン」「花より男子」などをはじめ、数多くのドラ

マで紹介されました。灯台岬から歩いて数分のところに、2003年に放送されたドラマ「オールイン」のロケ地とし

て特別に建てられた「オールインハウス」があります。観光地としての人気は落ちましたが、興味深い教会の建物

を見学したり、ドラマのシーンを再現したり、ドラマの海岸線に沿って写真をたくさん撮ったりすることができます。

次に、済州民俗村に向かいます。40エーカーの面積を持つこの村では、漁師小屋、シャーマンの家、農場の建

物、家族の家など、さまざまな種類の建物が入念に研究され、復元されているのが特徴です。村内には117の

建物と施設があり、さまざまな遺物も展示されています。伝統的な韓服に身を包み、ワークショップに参加したり、

文化公演などのイベントを見ることができます。この村は大ヒットした歴史ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」で、

チャングムが女中として医学を学ぶ場所として、重要なロケ地として使用されました。最後に、西帰浦最大の伝

統市場である西帰浦メルレ市場を訪れます。ここには珍味で有名なお店がたくさんあります。ショッピングと同時

に、済州島ならではの屋台料理を楽しむことができます。 

1人当たりの料金 

大人 94.00USD 

子供 66.00USD 
ご注意：軽めのジャケット、歩きやすい靴、日焼け止め、サングラス、帽子の持参が推奨されます。 

 
 
 

SPO15 –カメリアヒル＆ウエスト・ビーチ  

所要時間：約5.5時間 
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港からバスで約1時間、美しい自然の中に飛び込む半日ツアーがスタートします。カメリア・ヒルはサンチャン村に

ある20ヘクタールの公園で、世界一大きく、さらに早く花を咲かせることで知られる椿をはじめ、500種6,000

本の椿の木が植えられています。椿のほか、ヤシの木や野草などの植物、広い芝生、生態系に配慮した池など

があります。見学の後は狭才ビーチで楽しい写真撮影を楽しむことができます。砂の美しい白色は砕いた貝殻

が大量に混ざっているためです。最後に、BIG BANGのG-DRAGON（GD）のカフェモンサントがある涯月の

カフェストリートを訪れます。 

1人当たりの料金 

大人 94.00USD 

子供 66.00USD 
ご注意：飲み物またはコーヒーはツアーの料金に含まれません。 

 
 

SPO16 –- 済州島の代表的な地質遺跡  

所要時間：約4時間 

この半日ツアーは済州島の地層を広く体験して考察することを目的としており、大きな発見と美しい景色を約

束します。このツアーでは済州島の地質について幅広く知ることができます。最初の目的地である山房山は約

70～80万年前の激しい火山活動の結果、巨大な溶岩体として誕生しました。山頂には釈迦の遺骨を納め

た三邦寺があり、その魅力は尽きません。2つの寺院の間にある石段を歩くと山房窟寺にたどり着きます。バスに

再乗車した後、大浦海岸柱状節理帯に到着し、漢拏山の溶岩が中文海に噴出した際にできたこの場所につ

いて学びます。ツアーの最後には三段の滝からなる神の池、天帝淵瀑布を訪れます。高さ22m、幅12mの滝

は珍しいソリプナンヨシを含む様々な植物に囲まれ、轟音とともに水をたたえています。ボートに戻る前に、一日

を締めくくるのにふさわしい場所です。 

1人当たりの料金 

大人 84.00USD 

子供 58.00USD 
ご注意：洞窟の中や、洞窟や起伏のある地面には階段が多くあります。 

 
 
 

SPO17 –済州島民の顔  

所要時間：約5.5時間 

港を離れた後、半日ツアーの一つ目の目的地は西帰浦市から60分離れた済州の火山島にある3つの大きな

クレーターの一つであるサングムブリクレーターです。そこは400種以上の亜熱帯、温帯、およびいくつかの高山

顕花植物が生息しています。舗装された道を進むと小さな東屋やいくつかの展望台があるので、カメラを用意し

ておくと友人に見せる写真が撮れます。クレーターの中を歩くことは禁止されていますが、ガイドがクレーターの縁

の一部を散策してくれます。また、敷地内には古代の埋葬地があります。次は、済州民俗保存地区にある城
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邑民俗村です。藁葺き屋根と溶岩壁の家で、石の中庭を囲んで暮らすフレンドリーな島民たちに出会えます。

村には儒教寺院、学校、石製の爺さん、製粉所、要塞跡などがあります。方言、芸術、伝統を通して、人々

の生活様式を観察してください。最後に、西帰浦メルレ市場で済州島の特産品や生活様式を紹介し、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 このツアーは歩行困難なお客様には適していません。 

 

SPO18 –- 溶岩洞窟＆サンライズピーク  

所要時間：約5.5時間 

この半日ツアーでは島の地質と素晴らしい景色があなたを待っています。最初の観光地は、済州島の不思議

の一つである万丈窟です。高さ30メートル、幅23メートルと世界最大級の溶岩洞窟です。バスで20分ほど走

ると、この溶岩トンネルに入ることができ、鍾乳石や石筍をふんだんに使った地下トンネルがいくつもあるこの場所

の威容を眺めることができます。地下の溶岩流によって作られたこの自然の驚異は訪れる人の期待を裏切らな

いでしょう。10万年以上前の火山噴火で海から隆起した世界遺産の城山日出峰（サンライズピーク）へは、

バスで20分ほどで到着します。済州島の東端に位置し、頂上には巨大な噴火口があります。クレーターの直

径は約2,000フィート（約600m）、深さは300フィート（約100m）です。南東と北側は断崖絶壁ですが、北

西側は城山村に連なる緑豊かな草原になっています。済州島の文化や自然との出会いの後、船へ戻ります。 

1人当たりの料金 

大人 94.00USD 

子供 66.00USD 
ご注意：このツアーは歩行が困難なお客様には不向きです。サンライズピークまでは約100段の階段があります。 
 

SPO19 – 如美地植物園＆寺院  

所要時間：約 5.5時間 

この半日ツアーではまずバスで 20 分ほど中文地区に移動し、植物園と展望台を見学します。如美地はアジア

最大の植物園と言われています。屋内庭園には、花、睡蓮、ジャングル、亜熱帯果実、サボテン、多肉植物な

ど、約 2.000 種類の珍しい熱帯・亜熱帯植物が植えられています。屋外庭園には済州島郷土庭園をはじめ、

韓国、日本、イタリア、フランスの民俗庭園があります。屋内庭園と屋外庭園を行き来してお楽しみください。庭

園の中央にある高さ 125 フィートの展望台に登ると、樹木園の全体が見渡せます。また、晴れた日には中文観

光団地、天帝淵の滝、漢拏山、近くの海岸、馬羅島を見ることができます。次に向かうのは朝鮮王朝初期の

仏教寺院を彷彿とさせる建築様式の薬泉寺です。高さ 98m、広さ 35.000平方メートルの東洋一の大寺院で

す。寺院の中に入ると 16 フィート（約 5m）の盧舎那仏像が出迎えてくれます。左右の壁には大きな仏像の

肖像画が彫られ、法堂の外には重さ 18 トンの巨大な梵鐘があります。本堂と 3 階建ての僧坊からなり、その
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大きさと壮大さで愛されています。その他、自然の洞窟を利用した法堂、サムソンガク神社、サリラパゴダなどが

有名です。西帰浦メルレ市場を見学後、帰船します。 

1 人当たりの料金 

大人 94.00USD 

子供 66.00USD 

 
 

SPO20 –済州島の見どころ＆ショッピング  

所要時間：約 6時間 

龍の遊び場として何世紀も前から知られている龍頭岩の龍淵を探検してみましょう。渓流と海が出会うところで

は、龍池を囲む木々の間に虹がかかります。岩そのものが芸術品です。素晴らしい自然環境を見て回るだけで

も、古代朝鮮王朝の王族がここで楽器を手に休息し、インスピレーションを得て、美しい詩や歌を書いたことが

容易に想像できます。高さ約 25m の断崖絶壁では滝つぼのほとりの木々がその静けさに映えています。済州

市内で免税店でのショッピングを楽しみ、お土産を買ってから船に戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 69.00USD 

子供 52.00USD 
 

 
HIROSHIMA (Japan) 

広島（日本） 

 

 
 

HIJ50 – ユネスコ世界遺産訪問: 厳島神社  

所要時間 ：約 3.5 時間 

この半日ツアーでは 1 時間足らずのバスとフェリーに乗る、宮島に建つユネスコの世界遺産であり、日本の国宝

にも指定されている厳島神社を訪れます。目的地に到着して少し歩くと、すぐにその美しさに魅了されることでし

ょう。厳島神社は何世紀もの間に渡り訪れる人を拒んできましたが、今では広島の美の１つとなっています。水

上に浮かぶように建てられたこの建物は、2 つの本堂のほか、祈祷殿、本堂、能舞台など 17 の建造物から構

成されています。これらの建物はすべて柱で支えられ、歩道でつながっています。この遺跡の最大の見どころであ

る鳥居は、神社の前の海に置かれた水の上に作られた聖域への入り口であり、必見です。見学後、船に戻り、

この特別な寄港地観光は終了です。 

1 人当たりの料金 
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大人 73.00USD 

子供 48.00USD 

 
  

HIJ51 –広島平和ツアー  

所要時間：約 4.5 時間 

平和をテーマに広島を代表するスポットを巡る半日コースです。まず、原爆が投下された地点にある平和記念

公園へ向かいます。平和記念資料館では原爆がもたらした苦しみを目の当たりにすることができます。次に、原

爆ドーム（通称：広島平和記念碑）へ向かいます。原爆ドームは旧県産業奨励館の一部で、原爆投下

後も残っている数少ない建造物の一つです。平和記念公園周辺では数少ない高層ビルである広島おりづるタ

ワーの最上階から周囲の景色と原爆ドームを眺めることができます。また、12 階には体験型マルチメディアゾー

ンがあり、路面にはお土産物店やカフェがあります。最後に歩行者天国の本通りにあるショップやレストラン、並

行する相生通りの百貨店で、ショッピングをお楽しみ頂きます。船へ戻り、このツアーは終了です。 

1 人当たりの料金 

大人 73.00USD 

子供 48.00USD 
ご注意：このツアーは長時間の歩行が含まれるため、足の不自由なお客様には不向きです。 

 
 

HIJ52 – 広島市内への送迎  

所要時間：約 3 時間 

数時間のレジャーや自由行動、自主的な観光を希望される方には広島の中心部までの送迎サービスをご利

用いただけます。本通りに面した商店街は日本有数の歩行者天国です。この歩行者天国となったアーケード

街は何ブロックも続くので、財布とクレジットカードは必ず持参してください。様々な衣料品店や流行のブティック、

カフェやレストランを見て回るのも楽しいでしょう。買い物天国は見逃せません。定刻になると、バスが港まで送っ

てくれます。 

1 人当たりの料金 

大人 52.00USD 

子供 31.00USD 

 
KAGOSHIMA (Japan) 

鹿児島（日本） 

 

KOJ50 - 鹿児島観光とショッピング  

所要時間：約 5 時間 
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鹿児島市は日本の南に位置し、大隅半島にある活火山、桜島の陰にある都市です。市内の自然スポットを

散策した後、ショッピングをお楽しみください。高台にある城山公園には城山展望台があり、鹿児島市街や鹿

児島湾、桜島を一望することができます。池や小川、神社、竹林、鹿児島湾や桜島を借景とした古典的な日

本庭園です。最後に、屋根付きの天文館商店街で買い物をした後、船に戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 
 
 
 
 

KOJ51 – 桜島観光  

所要時間：約 5.5 時間 

鹿児島の海岸沿いの街には多くの魅力があるが、一度は訪れてみたいのが、実は街の外、大隅半島にある桜

島です。日本で最も活発な成層火山の一つであり、数世紀にわたる噴火によってその姿を変えてきました。もと

もとは島にあったのですが、1914 年の大噴火で豊富な溶岩流によって大隅半島とつながりました。標高

1117m、直径 50m の円錐台から常に噴煙を上げ、毎日小規模な噴火を繰り返しているこの山は、最も印象

的な写真の被写体のひとつであることは間違いないでしょう。鹿児島からわずか 4km という近さから、「東洋の

ナポリ」とも呼ばれています。ツアーはまず船を降り、フェリーで半島に向かうところから始まります。火山に近づくこ

とはできませんが、素晴らしい写真を撮ったり、山の美しい景色を眺めたりするチャンスはたくさんありますのでカメ

ラを手元に置いておいてください。鹿児島に戻り、天文館でショッピングを楽しんだ後、船に戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 73.00USD 

子供 52.00USD 
 
 
 
 
 

KOJ52 –指宿砂むし温泉  

所要時間：約6時間、昼食付き 

鹿児島の南、薩摩半島の南端、長崎鼻に指宿温泉があります。到着後、小さな土産物屋群から小道に入り、

徒歩で岬の先端にある灯台を目指します。似ていることから「薩摩富士」とも呼ばれる、標高924mの円錐形の

山容を持つ開聞岳を望みます。指宿温泉では浴衣を着て火山砂に埋もれ、蒸し焼きにされるという、人生で

最も珍しい入浴体験をすることができます。15～20分ほど砂に包まれた後、シャワーを浴びて、通常の水風呂

の施設に入ります。昼食の休憩をはさみ、温泉に入った後、船に戻ります。 

1人当たりの料金 

大人 147.00USD 
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子供 116.00USD 
ご注意：バスタオル、フェイスタオル、浴衣は指宿でご用意いたします。このツアーは高血圧、心臓病のお客様には
不向きです。食物不耐性のあるお客様は、寄港の2日前までに寄港地観光デスクにその旨をお伝えください。 

 
 

KOJ53 – 桜島と仙巌園  

所要時間：約 6 時間、昼食付き 

この寄港地観光の最初の見どころは、鹿児島の海岸沿いの街から数キロメートル離れたところにある桜島です。

日本で最も活発な成層火山の一つであり、数世紀にわたる噴火によってその姿を変えてきました。もともとは島

にあったのですが、1914 年の大噴火で豊富な溶岩流によって大隅半島とつながりました。標高 1117m、直径

50m の円錐台から常に噴煙を上げ、毎日小規模な噴火を繰り返しているこの山は、最も印象的な写真の被

写体のひとつであることは間違いないでしょう。ツアーはまず船を降り、フェリーで半島に向かうところから始まりま

す。火山に近づくことはできませんが、素晴らしい写真を撮ったり、山の美しい景色を眺めたりするチャンスはたく

さんありますのでカメラを手元に置いておいてください。鹿児島湾と桜島を望むウォーターフロントの仙巌園では、

池や小川、神社、竹林など、日本の伝統的な造園を見学します。「京阪」のご当地グルメの昼食もお楽しみく

ださい。 

1 人当たりの料金 

大人 137.00USD 

子供 105.00USD 
ご注意：食物不耐性のあるお客様は、寄港の 2 日前までに寄港地観光デスクにその旨をお伝えください。 

 
 
 

KOJ54 - 仙巌園＆維新ふるさと館  

所要時間：約 3.5 時間 

この半日コースでは、鹿児島市の北部にある海岸沿いの仙巌園から、鹿児島の 2 つの文化財を見学します。

鹿児島湾や桜島を借景に、池や小川、神社、竹林などを配した古典的な日本庭園である「仙巌園」を訪れ

ます。次に、「維新ふるさと館」（通称：明治維新ふるさと館）を見学します。19 世紀、幕末から明治維新に

かけて活躍した西郷隆盛や大久保利通の出身地です。近代日本の原動力となった鹿児島の歴史や先人た

ちの活躍を、ロボットやジオラマ、映像などを使ったさまざまなハイテク展示やゲームを通して、楽しくわかりやすく

紹介する博物館です。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 

 
 

KOJ55 - 知覧地区と遺跡の探索  
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所要時間：約 4 時間 

九州の最南端に位置する知覧町は、武家屋敷が残り、250 年前の家屋や庭園が残っています。知覧町の中

心部にある幹線道路と平行に走る 700m ほどの通りからなり、家々の岩壁や生垣、遠くに見える森の斜面など、

とても魅力的な場所です。また、他の武家屋敷街とは異なり、電柱や駐車車両がなく、歴史的な雰囲気を損

なっていません。また、知覧町は太平洋戦争末期、神風特攻隊の基地として知られています。知覧特攻平和

会館は、当時人類史上前例のなかった、飛行機とともに人間爆弾となって敵艦に体当たりしたパイロットの貴

重な資料を保存・収集しています。パイロットの肖像画や記事、記録など、展示されている資料の一部をご覧

いただきながら、博物館での見学をお楽しみください。戦争が二度と繰り返されないよう、当時の本音、戦争の

悲惨さ、平和、命の尊さを来館者に伝え、世界平和に貢献する建物です。船に戻る前に、お土産屋さんに立

ち寄ります。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 

 
 

KOBE (Japan) 

神戸（日本） 

 
 
 
 

UKB50 –ユネスコ世界遺産「姫路城＆圓教寺」   

所要時間：約 8.5 時間、昼食付き 

 1333 年からの歴史を持つ美しい姫路城は、神戸のユネスコ世界遺産に登録されています。その優雅さと美し

さから「白鷺城」とも呼ばれています。戦争や地震、火事などの被害を受けたことがなく、現存する 12 城のうち

の 1 つです。2015 年に完了した修復工事により、元の白い城の色に戻ったこの壮大な建造物をバスで 2 時間

半かけて訪ねます。日本の城郭建築の優れた例であるこのユネスコ遺跡は、約 80 の建物が異なるレベルの小

道でつながっており、ガイドが案内してくれます。その中心にある天守閣は 6 階建てで、日本では珍しい帆をイメ

ージした建築です。敷地内には桜の木もたくさんあります。観光の後は、地元のレストランで休憩しながら美味

しい昼食をとります。ツアーはさらに、ケーブルカーで山の中腹にある双子山に向かいます。森林に覆われた山の

斜面を登っていくと、まるで時が止まったかのように、数千年の歴史を持つ壮大な圓教寺に到着します。仁王

門から入り、並木道を進むと、急斜面の上に柱を立てて建てられた美しい摩尼殿があり、眼下に森と街の絶景

が広がっています。この寺院は、いくつかの建物やホールから構成されており、見学の際にそれらを見ることができ

ます。また、慈悲の仏様である六波羅蜜観世音菩薩を祀る書写山圓教寺も見逃せません。歴史・文化・自

然を感じる一日の締めくくりとして、バスで神戸に戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 158.00USD 
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子供 133.00USD 
ご注意：昼食に含まれるお飲み物は水またはお茶となります。食物不耐性のあるお客様は、遅くとも 2 日前までに寄
港地観光デスクにお申し出ください。このツアーは歩行困難なお客様には不向きで、バスによる長時間の移動が含ま
れます。このツアーは 2 日目に催行されます。 

 
 

UKB51 – 大阪のシンボル：通天閣＆新世界  

所要時間: 約 5 時間 

神戸からバスで 1 時間、日本で 3 番目に大きな都市、大阪を訪ねる半日観光ツアーです。このツアーでは大

阪の戦前の街「新世界」と、年間約 70 万人が訪れる大阪のシンボル「通天閣」を訪れ、大阪の 2 つの魅力を

紹介することを目的にしています。まず最初に訪れるのは、賑やかな地区から歩いてすぐのところにある通天閣

です。1912 年にエッフェル塔を模して建てられた高さ 64m の塔は、当時東アジアで最も高い建物でした。戦争

で破壊された後、再建され、現在は高さ 103mです。高さ 91mの大展望台からの眺めは絶景なので、カメラを

忘れずに持ちましょう。新世界ではレストランやサウナなど、色とりどりの店が立ち並び、夜もにぎやかな街並みを

散策します。自由時間の後、バスで神戸と船に戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 73.00USD 

子供 52.00USD 
ご注意：通天閣のエレベーターは混雑が予想されます。このツアーは 1 日目に催行されます。 

 

UKB52 – 京都： 清水寺＆金閣寺   

所要時間：約 8 時間、昼食付き 

バスで 1 時間 20 分、京都の名所を巡る 1 日コースです。最初に訪れるのは音羽の滝近くの雑木林の丘に西

暦 780 年に創建された清水寺で、日本を代表する信仰の場であり、ユネスコの世界遺産に登録されています。

清水寺は「清水の寺」と呼ばれ、滝の上に建っていることから、その名がつけられています。見学中、丘の中腹に

ある約 13メートルの高さの木製の台からの眺めに魅了されることでしょう。その後、地元のレストランで和食の昼

食をとり、ツアー2 つ目の観光地、京都の北にある金閣寺に向かいます。大きな池の上に建てられたこの建物

は、何世紀もの間に何度も破壊されましたが、現在の建物は 1955 年に建てられた 3 階建てで、そのうち 2 階

は全体が金箔で覆われていおり、金閣寺の名で知られています。このツアーでは、京都の西郊にある嵐山に移

動し、寺院や印象的な竹林、景観の美しさで有名な全長 155 メートルの渡月橋を見学します。ツアー終了後、

港に戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 147.00USD 

子供 116.00USD 
ご注意：何らかの食物不耐性をお持ちのお客様は、寄港の 2 日前までに寄港地観光デスクにその旨をお伝えくださ
い。昼食に含まれる飲み物：お水またはお茶。このツアーは歩行困難なお客様には不向きです。2 日目に催行されま
す。 
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UKB53 –奈良の伝説の寺社  

所要時間：約 8 時間、昼食付き 

最初の目的地である東大寺まではバスで移動し、奈良県の魅力を発見する 1 日です。西暦 752 年に建てら

れたこの寺院は、仏教の本山として数えられ、日本の重要な史跡の一つとなっています。注目すべき特徴は、

世界最大の木造建築物である本堂と、大仏として知られる日本最大の巨大仏の一つです。この盧舎那仏は

高さ 15mの巨大なもので、2体の菩薩が両脇に控えています。仏教から神道そして次の目的地、春日大社へ

向かいます。奈良県で最も有名な神社である春日大社は、都ができた同じ時代に建てられ、都を守る神様を

祀っています。最後に、仏教寺院の法隆寺に向かいます。西暦 607 年に創建された日本最古の寺院で、ユネ

スコの世界遺産に登録されており、現存する世界最古の木造建築のひとつがあります。日本料理の定食ラン

チも含まれており、食後は船に戻って終了します。 

1 人当たりの料金 

大人 159.00USD 

子供 129.00USD 
ご注意：昼食に含まれるお飲み物は水またはお茶となります。食物不耐性のあるお客様は、遅くとも 2 日前までに寄
港地観光デスクにお申し出ください。このツアーは歩行困難なお客様には不向きです。2 日目に催行されます。 
 

UKB54 –大阪のシンボル：通天閣＆新世界  

所要時間: 約 4 時間 

神戸からバスで 1時間、日本で 3番目に大きな都市、大阪を訪ねる半日観光ツアーです。このツアーでは、大

阪の戦前の街「新世界」と、年間約 70 万人が訪れる大阪のシンボル「通天閣」を訪れ、大阪の 2 つの魅力を

紹介することを目的にしています。まず最初に訪れるのは賑やかな地区から歩いてすぐのところにある通天閣で

す。1912 年にエッフェル塔を模して建てられた高さ 64m の塔は、当時東アジアで最も高い建物でした。戦争で

破壊された後、再建され、現在は高さ 103m です。高さ 91m の大展望台からの眺めは絶景なので、カメラを

忘れずに持ちましょう。新世界では、レストランやサウナなどが立ち並ぶカラフルな街並みを散策します。自由行

動の後、バスは神戸に戻り、船に乗ります。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 
ご注意：通天閣のエレベーターは混雑が予想されます。このツアーは 2 日目に催行されます。 

 
 

UKB55 -自然体感展望台 六甲枝垂れ＆神戸牛ステーキディナー  

所要時間: 約 3.5 時間 

神戸の夜を楽しみ、ツアーの最初の目的地である六甲山の美しい景色に驚嘆してください。港を出てバスで 20

分、神戸エリアの夏の人気スポット、六甲山へ向かいます。夜景で有名な山で日本夜景遺産にも選ばれてい

ます。神戸を代表する観光地のひとつである自然体感展望台 六甲枝垂れは、日本人建築家・三分一博志
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の設計によるドーム型の芸術的な建物が特徴です。展望台も夜になるとライトアップされ、幻想的な雰囲気を

お楽しみ頂けます。夜景や展望台見学を楽しんだ後は、街のローカルレストランで美味しいディナーを召し上が

ってください。神戸牛は日本の美食のシンボルであり、おそらく日本で最も有名な郷土料理です。全国で飼育さ

れる多くの場合は飼育されている地域に関連付けられている和牛または日本の牛の品種の 1 つが神戸牛です。

神戸牛はおそらく日本国外で最も有名な和牛ですが、松阪牛や米沢牛など、日本の美食家の間で同等また

はそれ以上に有名な品種は他にもたくさんあります。港に戻り、夜は更けていきます。 

1 人当たりの料金 

大人 199.00USD 

子供 179.00USD 
ご注意：何らかの食物不耐性をお持ちのお客様は、遅くとも催行日の 2 日前までに寄港地観光デスクにその旨をお伝
えいただく必要があります。このツアーは初日の夜間に催行されます。 

 

UKB56 –対照的な都市：大阪城＆道頓堀  

所要時間：約 4.5 時間 

大阪を代表する二つの観光スポットを巡り、歴史ある大阪の街と活気ある現代の大阪の中心を探索するツア

ーです。大阪城は高層ビルが立ち並ぶ近代的な都市景観の中にあって、変わらぬ歴史を持つ島であり、歴史

的なランドマークとして人気のある観光地です。広大な芝生の公園を散策すると、巨大な中央塔を囲む堀や

櫓、城壁などの構造が複雑に入り組んでいるのがわかります。この主塔を中心とした 13の建造物は、国の重要

文化財に指定されています。美術館のある中央塔は高さ 55m で、展望台からは大阪の街並みが一望できま

す。道頓堀は大阪で最も有名な観光地であり、鮮やかなネオン、豪華な看板、多種多様なレストランやバー

で有名です。道頓堀という地名は、道頓堀運河と、運河の南岸に並行して走る道頓堀通りの両方を指してい

ます。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 
ご注意：何らかの食物不耐性をお持ちのお客様は、呼びかけの 2 日前までに寄港地観光デスクにその旨をお伝えくだ
さい。このツアーは 2 日目に催行されます。 
 
 

UKB57 –天空の酒と絶景。神戸酒造＆自然体感展望台 六甲枝垂れ 

所要時間: 約 5 時間 

白鶴酒造で神戸の銘酒を味わい、六甲山にある六甲山展望台からの眺めを楽しむ半日ツアーです。1743 年

創業の白鶴酒造は、酒造りの一大産地である神戸市灘区にある有名な酒造会社です。近代化された手法

もありますが、古い醸造所のひとつに作られた博物館にはその伝統も守られています。17 世紀初頭から続く伝

統的な酒造りの方法を、リアルな模型や本物の道具、日本語と英語のビデオで見ることができます。売店では、

別途料金で日本酒の試飲が可能です。次に、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて外国人が住んでいた「洋

館」が多く残る北野地区へ向かいます。北野異人館街の風見鶏の館はかつて神戸に住んでいたドイツ商人の
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邸宅です。屋根の風見鶏と赤レンガの壁が北野地区のシンボル的な存在となった屋敷でもあります。この半日

ツアーの最後には、六甲山頂にあるユニークな展望台、六甲枝垂れ展望台を訪れ、神戸の必見スポットを紹

介します。建築家・三分一博志の設計で、展望台の外観は葉の形をしたフレームで囲まれ、大きな樹木をイメ

ージしています。各フレームは、展望台内部の氷室（冬に作った天然氷を貯蔵）に空気を導き、冷却します。

展望台の頂上では、関西でも有数の眺望を楽しむことができます。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00 

子供 48.00 

ご注意：お酒の試食はツアー料金に含まれておりません。このツアーは 2 日目に催行されます。 

 


