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MSC BELLISSIMA – 2023 SOUTH KOREA & JAPAN CAMPAIGN 

MSCベリッシマ-2023 韓国＆日本 

 
 

 
 

YATSUSHIRO (Japan) 

八代（日本） 

 
 

YAT01 – 熊本とその周辺の素敵な場所を発見   (EU＋JP ゲスト) 

所要時間: 約 7.5 時間 

熊本周辺は "火の国 "と呼ばれることが多いです。この地域は、日本で最も活発な火山である阿蘇山の玄関

口であることに加え、しばしば強い地震に見舞われます。直近では 2016 年に熊本城など歴史的に重要な建

造物が被害を受けました。港からバスで約 120 分、日本で最も印象的な城のひとつを訪れます。広大な城域

と多彩な建築物からなる熊本城は、日本で最も充実した城郭体験ができる城のひとつです。ガイドツアー終了

後、城跡を離れる前に城のふもとにある「桜の馬場 城彩苑」で買い物をお楽しみください。城下町の賑わいを

再現したエリアで、レストランや土産物屋が軒を連ねています。次に、レストランでおいしい和定食のランチを楽し

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。 

 

 
 
 

YAT02 – 熊本城見学    

所要時間: 約 5 時間 

この半日ツアーでは、1467年に起源を持つ熊本の名所のひとつを訪ねます。丘の上に位置するこの城は、人の

手や直近では 2016年に発生した地震を含む強い地震によって多くの変化を遂げましたが、今でも独特の魅力

と歴史を保っています。港からバスで約 120 分、この日本で最も印象的な城のひとつを訪れます。広大な城域

と多彩な建築物からなる熊本城は、日本で最も充実した城郭体験ができる城のひとつです。ガイドツアー終了

後、お城のふもとにある「桜の馬場 城彩苑」でお買い物をお楽しみください。レストランや土産物屋が多く、城下

町の賑わいを再現したエリアです。この半日ツアーは、バスで港に移動して終了します。 
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1 人当たりの料金 

大人 73.00USD 

子供 52.00USD 

 

YAT03 –八代のハイライトツアー  

所要時間: 約 2 時間 

このショートツアーは八代市の文化的に重要な場所を紹介するものです。港を出発し、妙見宮として知られる

八代神社に到着します。現在の八代神社は、文治 2年（1186年）に後鳥羽上皇の勅願により、現在地の

最も低い場所に妙見宮として創建されたものです。最盛期には天台宗と真言宗の 15 ヶ寺に囲まれ、「十五和

尚の妙見宮」と呼ばれています。現在の社殿は、元禄 12年（1699年）に再建され、さらに寛延 2年（1749

年）に再建されたものです。本殿は 2015 年に約 260 年ぶりに修復されています。次の目的地である八代城

に到着する前に、ガイドがこの場所の情報をたっぷりお伝えします。元和 8 年（1622 年）に築城され、城も八

代町の町並みも江戸時代の姿を今に伝えています。築城当時の寺社が今も同じ場所に残っており、当時の

町割りが現在の人々の暮らしの中に残されています。現在では堀の一部と石垣が残っており、八代城跡は今

も八代の市街地のシンボルとなっています。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 

 
 
 
 

YAT04 –ベストオブ人吉   (EU＋JP ゲスト) 

所要時間: 約 5.5 時間 

神社、蒸気機関車、洞窟など、人吉の魅力が詰まった半日観光コースです。最初に訪れるのは、西暦 806年

に創建され、球磨地方の人々から土地の守り神として信仰されている青井阿蘇神社です。中世には相良氏

（人吉城主）の氏神となり、江戸時代初期に現在の社殿が建てられています。建築は桃山様式で、黒く塗

られた急勾配の茅葺き屋根は色彩豊かで、細かい彫刻や複雑な模様で装飾されています。本殿、奉納殿、

前殿はすべてつながっています。次に向かうのは、球磨川と宗谷川を堀として利用した人吉城です。日本 100

名城のひとつに数えられています。相良氏はこの城で約 700 年間、敵の攻撃から守られながら暮らしてきました。

江戸時代の大火で城が焼失した後、唯一残されたもので、その後、さまざまな櫓や塔、塀が復元されています。

次に JR 熊本駅と JR 人吉駅を結ぶ観光蒸気機関車「SL 人吉」に乗車します。JR 肥薩線開通 100 周年を記

念して運行が開始され、全区間を約 2 時間で走破します。最後に、西日本で 2 番目、全国で 3 番目の長さ

を誇る全長 4. 8km の球泉洞を見学して写真撮影をお楽しみ頂きます。洞窟内の通路では、300 万年以上

前の鍾乳石が今も成長している様子を見ることができ、大自然の驚異に驚かされます。ツアー終了後、港に戻

ります。 
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1 人当たりの料金 

大人 80.00USD 

子供 66.00USD 
ご注意：人吉城跡は、2020 年の雨天決壊により、立ち入り可能な場所が制限される可能性があります。 

 

 
FUKUOKA (Japan) 

福岡（日本） 

 

 

FUK50 –ベスト・オブ・福岡    

所要時間：約 7 時間、昼食付き 

905 年に創建された天満宮と 903 年に太宰府で没した菅原道真の墓がある太宰府市から、福岡市とその周

辺を約 1 時間の車移動からスタートします。道真公の霊（神）は、学問の神様である天神様として日本中で

崇められ、成績優秀を願う学生たちに親しまれています。また、広大な敷地内には約 6,000 本の梅の木が植

えられています。その後、九州国立博物館へ移動して陶磁器を中心とした歴史的な素晴らしいコレクションを

見学します。昼食休憩の後、福岡タワー展望台の 123m の高さから展望を楽しみます。デッキに設置された独

創的な「ミラーセイル」からは 360°市街地が見渡せ、絶好の撮影スポットになっています。ロックガーデンや数寄

屋造りの茶室がある静かな大濠公園を散策した後、バスは船へと戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 137.00USD 

子供 105.00USD 

ご注意：駐車場から神社まで約 20 分歩きますので、歩きやすい靴でご参加ください。歩きやすく、ヒールの低い靴

でご参加ください。食べ物に制限のある方は、2 日前までに寄港地観光デスクにお申し出ください。 

 
 
 
 
 

FUK51 – 太宰府  

所要時間：約 5 時間 

福岡から車で約 1時間のところにある太宰府市で日本文化に触れる半日コースです。まず、13世紀の禅寺で

ある光明禅寺はその美しい庭園と 2 つの抽象的な岩石庭園で有名です。正面にある小さな石庭は「光」の字

に配置され、後方の大きな石庭にはさまざまな植物が育ち、本堂からも眺めることができます。次は、学業成績

の向上を願う学生たちが崇める場所を訪れます。903 年に太宰府で亡くなった亡命学者である菅原道真の墓

を記念して、905 年に建てられた太宰府天満宮です。その神格化された魂が、神道の学問の神である天神様

を生みました。神社の周辺には、梅ヶ枝餅など地元の名産品を売る屋台がたくさん出ています（有料）。太

宰府では、船に戻る前にショッピングを楽しむこともできます。 
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1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 
ご注意：バス駐車場から神社まで徒歩 20 分程度かかりますので、歩きやすい靴でお越しください。禅寺である光明
禅寺の中では靴を脱ぐ必要があります 

 
 

 

FUK52 –福岡ショッピングツアー  

所要時間：約 5 時間 

この半日ツアーは、ショッピングを楽しみたい人のために企画されています。バスでアジアの玄関口として知られる

天神に向かいます。約２時間で地上と地下にある多くのショップやレストラン、カフェを見て回ります。博多埠頭

や脊振山などのパノラマビューも楽しめるので、ぜひ記念に写真を撮ってみてください。ツアー終了後、船に戻りま

す。 

1人当たりの料金 

大人 73.00USD 

子供 52.00USD 

 

 

FUK53 –柳川でパンティング＆鰻のせいろ蒸しランチ  

所要時間：約 6 時間、昼食付き 

福岡県で最も魅力的な場所のひとつが柳川です。アムステルダム、ベニス、フォートローダーデールなどの有名な

ライバル都市を凌ぐ、広大で静かな水路が整備されている都市です。この水路は、かつてこの町が栄えた時代

に立花藩の城郭の用水路や堀だったものです。また、柳川は日本の有名な短歌作家である北原白秋の出身

地でもあります。柳川では、ゴンドラのようなどんこ舟に乗り、緑豊かな水辺をのんびりと散策します。船頭さんの

巧みな操船で音もなく水面を滑りながら、美しい景色を堪能してください。昼食は地元の人々や観光客に愛さ

れている鰻のせいろ蒸しです。日本の鰻を蒸し焼きにしたもので、風味豊かな味わいです。お土産屋さんに立ち

寄った後、福岡のツアーは終了します。 

1 人当たりの料金 

大人 52.00USD 

子供 37.00USD 
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。食物不耐性のあるお客様は、遅くとも 2 日前までに寄
港地観光にその旨をお伝えください。 

 
 

FUK54 –マリンワールド海ノ中道  

所要時間：約 4 時間 
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船を少し離れて、海に囲まれた中洲に 1995 年にオープンした水族館「マリンワールド海の中道」へ向かいます。

貝の形をした美しい白亜の水槽には 450種 2万匹の海の生き物が暮らしています。世界最大級の水槽では、

ダイバーが 150 匹のサメを含む 20 種類以上の魚に餌を与える様子を見ることができます。70 以上の水槽のう

ち最大のものは博多湾を望む全天候型のマリンシアターで、イルカやアシカのショーが行われています。動物に

近づいて餌をあげたり、舞台裏のユニークな体験をお楽しみください。人気のイルカショーはこの 1465 席の全天

候型劇場で毎日開催されています。博多湾の青い海を背景に、イルカが高く跳び上がってフープをくぐる様子を

見たり、ユーモラスなアシカの演技を楽しんだりすることができます。この素晴らしい体験の後、港に戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 159.00USD 

子供 129.00USD 
 
 

FUK55 –南蔵院＆博多水炊きランチ  

所要時間：約 4.5 時間、昼食付き 

福岡を代表する 2 つの寺院を訪ね、ご当地グルメ「水炊き」を味わう、短時間で充実した半日ツアーです。港

を出発し、バスで 20 分ほどで最初の目的地である仏教寺院である南蔵院に到着します。巨大な寝釈迦像が

有名です。長さ 135 フィート（41 メートル）、高さ 36 フィート（11 メートル）、重さ 300 トンの世界最大のブ

ロンズ像と言われています。仏像のポーズにはそれぞれ意味があり、涅槃のポーズは死の瞬間や涅槃に入るとき

の仏陀を表現しています。次に訪れるのは、9 世紀初頭、中国から帰国した空海（弘法大師）が建立した

東長寺です。その名は「東の果てまで届く寺」という意味で、空海が西の福岡から東日本まで仏教が行き渡る

ようにとの願いを込めたと言われています。この寺は巨大な仏像「福岡大仏」で知られています。ツアーでは昼食

に「水炊き」の楽しさを体験していただきます。水炊きは、うま味のある鶏の白濁したスープを使った料理で、薄

切りの鶏肉と野菜をスープで一緒に煮込まれています。鶏の出汁に凝縮されたうま味が味を支配しています。

家庭で水炊きを楽しむためにも、専門店でスープを購入する人が多いようです。こうしたお店の水炊きセットは、

お土産やお歳暮にも最適です。バスで港に向かえば、文化と美食の体験は終了です。 

1 人当たりの料金 

大人 126.00USD 

子供 101.00USD 
ご注意：食物アレルギーがあるお客様は、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
は歩行が困難なお客様には不向きです。南蔵院周辺には急な坂道があります。寺院に入る前に、靴を脱ぐ必要があ
ります。 

 
 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 
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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。 

 
 

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。 
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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

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 
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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 

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。 
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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

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。 



  MSC - Internal   

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

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。 
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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 

 

 


