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MSC BELLISSIMA – 2023 SOUTH KOREA & JAPAN CAMPAIGN 

MSCベリッシマ-2023 韓国＆日本 

 
 
 

 

SAKAIMINATO (Japan) 

境港（日本） 
 

 

SMN01 – 出雲大社  

所要時間：約 7 時間、昼食は含まれていません 

片道 2 時間のバスでの移動に値する、出雲の美しさを堪能できる 1 日ツアーです。出雲大社は国づくりと良縁

の神として知られる大国主命を祀る最古い神社の一つです。国宝に指定された高さ 48 メートルの本堂は、大

きなヒノキの樹皮の屋根として有名です。この神聖なホールは、1744 年に「大社造り」と呼ばれる日本最古の

神道建築様式で最後に再建されました。拝殿と神楽殿は入り口にかかる巨大な注連縄が特徴的です。自由

時間の前に、神社のガイド付きツアーをお楽しみいただけます。土産物屋に立ち寄った後、港へ戻るバスに乗り

ます。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 
ご注意：このツアーは歩行が困難なお客様には不向きです。昼食代（オプショナル）はツアー代金に含まれておりま
せん。 

 
 

SMN02 –出雲大社を知ろう (EU + JP ゲスト) 

所要時間：約 7 時間、昼食付き 

片道 2 時間のバス移動で、この 1 日ツアーの目的地である出雲大社に到着します。出雲大社は、国造づくり

と良縁の神として親しまれている大国主命を祀る最古の神社の一つです。国宝に指定されている本殿は、本

来の高さの半分の 48m の、檜皮葺きの大屋根が有名です。この霊殿は、1744 年に日本最古の神道建築様

式である「大社造り」で最後に再建されました。拝殿と神楽殿は入り口にかかる注連縄が特徴的です。ガイドツ

アーの後、島根県立古代出雲歴史博物館に到着します。ここには島根県の歴史、特に出雲と呼ばれる地域

に関する幅広いコレクションが保存・展示されています。この 1 日ツアーでは、レストランでセットメニューの昼食を

とり、バスに乗って船に帰ります。 

1 人当たりの料金 

大人 137.00USD 

子供 105.00USD 
ご注意：このツアーは歩行が困難な方には適していません。島根県立古代出雲歴史博物館では、特別展示エリアへの
入場料金はツアー料金に含まれていません。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。 
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SMN03 –ベストオブ境港  (EU + JP ゲスト) 

所要時間：約 7.5 時間、昼食付き 

この 1 日ツアーでは、松江地域の人気の観光スポットをご紹介します。まず、バスで約 50 分、国宝であり街の

シンボルでもある、唯一主要な姿をとどめる松江城に向かいます。堀尾家三代の守りを固めるために建てられま

したが、戦争や戦闘に巻き込まれたことはなく、山陰地方に残る唯一のお城です。その高台から眺める景色は

とても美しく、宍道湖や市街地が垣間見えます。ツアーは堀川での船旅に続きます。堀川と呼ばれる松江城の

堀は航行可能で、防衛だけでなく交通手段としても整備されています。日本独特の遊覧船に乗り、お堀の水

面を走ると、まるで歴史と時代が蘇ったかのような感覚になります。次に訪れるのは中央に大きな池を持つ水庭、

「由志園」です。季節の花々、せせらぎ、石橋、木橋、枯山水など、日本庭園の古典的な要素を多く取り入

れ、五感で楽しむことができるように設計されています。この基本的な遺産を守りつつ、ミスト（夏・秋）、夜間

照明（秋・冬）、アーティストとのコラボレーション、さらにはプロジェクションマッピングやレーザー照明など、現代

技術や現代文化を取り入れた庭園に進化しています。水木しげるロードでは、134 体の妖怪たちが、幽霊、鬼、

精霊、親しみを込めて描かれており、日本の童話や伝説の世界へと誘ってくれます。芸術作品であると同時に、

多くの観光客を集め、街の活性化にも貢献しています。 

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、歩行が困難なお客様には不向きです。お城の見学は階段が多いため、徒歩での移動となりま
す。堀川遊覧船の所要時間は 50 分です。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知らせく
ださい。 
 
 
 

SMN04 –由志園＆足立美術館    

所要時間：約 4.5 時間 

この半日ツアーでは、島根・鳥取の代表的な日本庭園を巡ります。最初に訪れるのは、大きな池を中心とした

遊歩道庭園である「由志園」です。間近に五感で楽しむことができるように設計されています。季節の花々、小

川のせせらぎ、石橋や木橋、枯山水など、日本庭園の古典的な要素を多く取り入れています。この基本的な

伝統を守りながら、ミスト（夏・秋）、夜間照明（秋・冬）、アーティストとのコラボレーション、さらにはプロジェ

クションマッピングやレーザー照明など、現代技術や現代文化も取り入れて進化しています。見学後は、受賞

歴のある庭園で最もよく知られている足立美術館に訪問します。その庭園は 2003 年以来、毎年ジャーナル・

オブ・ジャパニーズ・ガーデニング誌で日本一の庭園に選ばれています。足立美術館は 1980 年に足立全康に

よって設立され、彼は日本中を旅して松や石を集め、この庭園を作りました。庭園だけでなく、横山大観の美

術品も展示されています。船に戻る前に、土産物屋に立ち寄ります。 

1 人当たりの料金 
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大人 94.00USD 

子供 80.00USD 

 

SMN05 –鳥取花回廊＆水木しげるロード    

所要時間：約 5.5 時間 

この半日ツアーでは、米子市内のユニークな場所を訪れます。とっとり花回廊は日本最大級のフラワーパークで

す。50 ヘクタール近い広大な敷地に、季節の花々を集めた花壇、直径 50 メートルの温室フラワードーム、水

上花壇、ヨーロピアンガーデン、園内をほぼ縦断する屋根付き遊歩道などがあります。非常に人気があるのは、

7 月、8 月の週末と夏休み、冬休みに行われる「ムーンライトフラワーガーデン」と呼ばれる夜のライトアップされた

花の鑑賞です。船に戻る前に、「水木しげるロード」に立ち寄ります。ここでは、134 体の細部まで作り込まれた

ブロンズ像で人気の妖怪たちを、誰でも自由に見て、触れることができます。黒御影石の台座と像の一体一体

が芸術作品として高く評価されています。妖怪は多くの観光客を魅了し、街を活気づけているのです。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 

 

SMN06 –由志園＆水木しげるロード    

所要時間：約 3.5 時間 

このツアーでは、境港の 2 つの見どころを訪ねます。まず最初に訪れるのは、大きな池を中心とした遊歩道庭園

である「由志園」です。間近に五感で楽しむことができるように設計されています。四季折々の花々、小川のせ

せらぎ、石橋、木橋、枯山水など、日本庭園の古典的な要素がふんだんに盛り込まれています。この基本的な

遺産を守りつつ、ミスト（夏・秋）、夜間照明（秋・冬）、アーティストとのコラボレーション、さらにはプロジェク

ションマッピングやレーザー照明など、現代技術や現代文化を取り入れた庭園として進化しています。次に訪れ

るのは、「水木しげるロード」です。ここでは、134 体の細部まで作り込まれたブロンズ像で人気の妖怪たちを、誰

でも自由に見て、触れることができます。黒御影石の台座と像の一体一体が芸術作品として高く評価されてい

ます。妖怪は多くの観光客を魅了し、街を活気づけているのです。ショッピングをするにも良い場所です。ツアー

は港に戻り、終了です。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 

 
 
 

 
BUSAN (South Korea) 

釜山（大韓民国） 
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PUS01 –ベスト・オブ・釜山 （EU＋JPゲスト） 

所要時間: 約 4.5時間 

釜山は韓国第 2 の都市であり、人気の高い海辺のリゾート地です。この半日ツアーでは、魅力的な内陸部と

その丘陵地帯にある海東龍宮寺にご案内します。バスで移動した後、1376 年に建てられた龍宮寺に到着す

ると、石灯籠と海を横目に 108 段の階段が続きます。美しい建物を眺めた後、冬栢島に移動し、APEC ハウ

スを訪れます。ここは椿と松の木に囲まれた超近代的なガラス張りの円形の建物です。最後に、かつての貧困

街が、最近ではアートが中心となる大きな変容を遂げた南部郊外の甘川文化村を訪れます。カラフルな路地

を歩くと、数多くの壁画、彫刻、遊び心のあるイラストレーション、そして港を見下ろすアントワーヌ・ド・サンテグジ

ュペリの星の王子様の像が見れます。船に戻るとツアーは終了です。 

1人当たりの料金 

大人 80.00USD 

子供 55.00USD 
ご注意：このツアーは体の不自由なお客様や車いすをご利用のお客様には適していません。 

 
 
 

PUS03 –釜山でスパタイム＆ショッピング  

所要時間: 約 3.5時間 

この釜山を拠点とした半日ツアーでは、海雲台にある世界最大のショッピングモール、新世界センタムシティで韓

国式チムジルバンでリラックスした後、ショッピングを楽しみます。スパランドの誇る様々なスパエリアには、２つの

天然湧き水や、13個のテーマを持つ韓国式サウナゾーンと屋外のフットスパがあります。そのほかにも会議施

設、コンピュータールーム、レストラン、様々な美容トリートメントを提供するエンターテイメントゾーンもあります。

スパランドを出ると、広大なショッピングエリアで心ゆくまでショッピングを楽しみます。数えきれないほどの店舗のと

なりにある複合施設には、エンターテイメントも充実しているので、時間を忘れて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：8 歳未満の方はスパエリアをご利用になれません。免税店でショッピングを楽しみたいお客様は、パスポー
トをお持ちください。スパフロアは滑りやすい可能性があります。 

 

PUS04 –釜山の美  

所要時間: 約 4時間 

この半日ツアーではバスで移動し、かつての貧困街が最近ではアートが中心となる大きな変容を遂げた南部郊

外の甘川文化村を訪れます。カラフルな路地を歩くと、数多くの壁画、彫刻、遊び心のあるイラストレーション、

そして港を見下ろすアントワーヌ・ド・サンテクジュペリの星の王子様の像が見れます。その後、松島海水浴場へ

移動し、松島海水浴場のスカイウォークを歩くことができます。韓国最長の海上の道として 2015 年にオープン
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したこの橋は、約 104ｍ（341 フィート）あり、小さな灯台に向かって続くこの道からは、海と海岸の両方の素

晴らしい景色を眺めることができます。最後に、伝統的なグクジェ市場を訪れ、あらゆる商品を扱う屋台を見な

がら、昔の釜山を体験し、記念品を手にすることができます。船に戻るとツアーは終了です。 

1人当たりの料金 

大人 84.00USD 

子供 58.00USD 
ご注意：ガンチョンでは、上り坂や下り坂、階段の多い場所をあるきます。 

 
 

PUS07 –韓国料理体験  

所要時間: 約 4時間、昼食付き 

この半日ツアーでは韓国料理作りを体験し、食の面から韓国文化に触れたあとに伝統的な市場であるグクジェ

市場でショッピングを楽しみます。料理教室までの道のりではビビンバが野菜の炒め物、キムチ、卵、醤油、スラ

イスした牛肉など、さまざまなトッピングのご飯料理であることを学びながらバス移動を楽しむことができます。昼

食をとりながら料理の成果を楽しんだあと、グクジェ市場に移動してあらゆる商品を扱う屋台を見てまわります。

最後に、ロッテデパートの美しい屋上庭園を訪れ、そこから釜山市の素晴らしい景色を眺めたあとにショッピング

をお楽しみ頂きます。船に戻るとツアーは終了です。 

1人当たりの料金 

大人 140.00USD 

子供 98.00USD 

ご注意:このツアーは体の不自由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、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。 
 

PUS10 –慶州：壁のない博物館   

所要時間：約 8時間、昼食付き 

古都・慶州で仏国寺や慶州国立博物館を訪れ、韓国の歴史と文化をお楽しみいただけます。まず、慶州へ

移動してユネスコ世界遺産である仏国寺へ訪れます。仏国寺は西暦 528 年に建てられた以前の寺院の跡地

に建てられ、西暦 774年に完成しています。この寺院は極東仏教美術の中でも特に優れた例として知られてお

り、芸術的要素や石碑を見ることができます。ビュッフェスタイルの韓国料理の昼食の後、慶州地域の文化的

歴史を紹介する国立慶州博物館に移動します。慶州は紀元前 57 年から紀元 935 年まで新羅王国の首都

であった。4 つのメイン展示エリアと 5 つ目の屋外スペースで、数多くの展示物を見ることができます。最後に、新

羅の歴代王 23人の墓があるトゥムリ公園を訪れ、船に戻ります。 

1人当たりの料金 

大人 147.00USD 

子供 105.00USD 

ご注意：仏国寺の中には階段が多くあるので、歩きやすい靴での参加が推奨されます。このツアーは歩行が不自由な
お客様には適していません。食物不耐性のあるお客様は、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
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ださい。昼食時の飲み物として、お水、ソフトドリンク、コーヒー、紅茶が含まれます。このツアーは 2023年 8月
20日には催行されません。 

 

PUS11 –釜山の海風  

所要時間：約 7 時間、昼食付き 

1 日船を降りて、ランチも楽しめる釜山のベストツアーです。素敵な田園地帯を通るのんびりとしたバスの送迎で

最初の目的地である海東龍宮寺に向かいます。海沿いの岩場に位置するこの寺院は、両脇に多くの仏像の

立ち並ぶ 108 段の階段を経て到着します。寺院を探索したあと、2005 年に経済指導者の会議が主催され、

松の木に囲まれた超現代的な APEC ハウスに訪れるため、冬柏島に移動します。APEC ハウスのテラスからは

五六島、広安大橋、ダルマジ・ヒル、海岸の景色を眺めることができます。竜頭山公園に到着すると、釜山港と

その周辺の景色を眺めることができます。最後に、韓国最大の伝統的なグクジェ市場でショッピングを楽しみま

す。船に戻る前に数多くの屋台を見ながら「古い釜山」に浸ってみてください。 

1人当たりの料金 

大人 137.00USD 

子供 98.00USD 

ご注意:このツアーでは海東龍宮寺を訪れる際に 100 段以上の階段をのぼる必要があるため、歩行の不自由なお客様
には適していません。このツアーには釜山タワーの展望台の内部見学は含まれていません。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 8月 20日には催行されません。 
 
 

PUS12 -海東龍宮寺と市場  

所要時間: 約 4.5時間 

釜山は韓国第２の都市であり、人気の高い海辺のリゾート地です。この半日ツアーでは魅力的な内陸部とそ

の丘陵地帯にある海東龍宮寺にご案内します。バスで移動した後、1376 年に建てられた龍宮寺に到着する

と、石灯籠と海を横目に 108段の階段が続きます。美しい建物を眺めた後、冬栢島に移動して APECハウス

を訪れます。ここは椿と松の木に囲まれた超近代的なガラス張りの円形の建物です。最後に韓国最大級のグ

クジェ市場でショッピングを楽しみます。バスで港に戻り、この半日ツアーは終了です。 

1人当たりの料金 

大人 84.00USD 

子供 58.00USD 
ご注意：このツアーでは海東龍宮寺を訪れる際に 100 段以上の階段をのぼる必要があるため、歩行の不自由なお客様
には適していません。 

PUS13 – 国連記念公園・龍頭山公園  

所要時間: 約 3時間 

国連記念館と龍頭山公園を訪れる、歴史と文化が融合した半日ツアーです。最初のバス移動で朝鮮戦争で

命を落とした 16 カ国の国連兵と 5 カ国の国連補佐官を記念する在韓国連記念公園を訪問します。釜山に
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戻り、中区にある龍頭山公園で釜山港とその周辺の景色を眺めます。この後船に戻り、ツアーは終了となりま

す。 

1人当たりの料金 

大人 80.00USD 

子供 55.00USD 
ご注意：このツアーは歩行困難なお客様には不向きです。このツアーには釜山タワー展望台の内部見学は含まれて
いません。 

PUS14 -市内の食べ物＆免税店  

所要時間：約 4 時間、昼食付き  

もし買い物がお好きなら、このツアーを見逃すことはできません。港から 40 分のバス移動で世界クラスのショッピ

ングセンターである新世界センタムシティ一に到着し、免税店でのショッピングを満喫することができます。ギネス

ブックに認定された世界最大のショッピングモールには広大な敷地の中には数多くのショップ、ブティック、娯楽施

設、そしてユニークな「キャットウォークスタイル」の免税店があります。9 つのフロアによって構成され、屋上には遊

園地もあり、お好きなフロアに立ち寄っていただけます。決められた時間にレストランに立ち寄ることで、韓国

BBQ ランチを楽しんでいただけます。船に戻るとツアーは終了です。 

1人当たりの料金 

大人 105.00USD 

子供 80.00USD 
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。昼食時の飲
み物として、お水が含まれます。 

 
 

 
HAKODATE (Japan) 

函館（日本） 
 

HKD01 – 函館のハイライトツアー  

所要時間：約 5 時間 

この半日ツアーは日本の都市、函館の魅力を紹介するものです。港を出て、まず最初に訪れるのは約 150 年

前に完成し、国の特別史跡に指定されている西洋式城郭、五稜郭です。お堀の周りには約 1,600 本の桜が

あり、五稜郭が北海道でも有数の桜の名所である理由の一つです。堀の風景は季節によって変化し、夏は

青々とした植物、秋は燃えるような紅葉が広がり、冬は雪の純白のきらめきと、さまざまな表情を見せています。

次の目的地に向かう前に、カメラでパノラマ写真を撮っておきましょう。金森赤レンガ倉庫は 1909 年に建てられ

た古い赤レンガ倉庫を改修して誕生した 4 棟からなる複合ショッピングセンターです。ここで、たっぷりと買い物を

することができます。函館山は函館半島の南端にある標高 334m の森林に覆われた丘陵で、函館市の中心

部の大部分を占めています。運が良ければ、晴れた日や夜にはこの場所からの特別な眺めをお楽しみ頂けま

す。長崎の稲佐山、神戸の六甲山と並び、日本三大夜景のひとつに数えられています。元町地区から函館山
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ロープウェイを利用すれば、山頂まで行くことができます。バスで港に戻る前に、忘れられない体験ができるでしょ

う。 

1 人当たりの料金 

大人 80.00USD 

子供 66.00USD 

 

HKD02 –五稜郭タワー＆天使の聖母トラピスチヌ修道院  

所要時間：約 5 時間 

半日観光はまず五稜郭見学までバスで 30 分移動します。約 150 年前に完成した西洋式の要塞で、日本の

特別史跡に指定されています。お堀の周りには約 1,600 本の桜が植えられており、春の五稜郭は北海道でも

有数の桜の名所となっています。夏には緑豊かな堀、秋には燃えるような紅葉、冬には雪化粧と、四季を通じ

て非常に美しい景観を作り出しています。そして、カトリックの修道院であるトラピスチヌ修道院に到着します。

既存の教会堂は 1927 年に建てられ、レンガ造りの外観や半円アーチ型の窓など、ゴシック様式とロマネスク様

式が混在しているのが特徴です。外観の見学の後、内部の見学に進みます。次に、1909 年に建てられた古い

赤レンガ倉庫をリノベーションして作られた 4 棟からなる複合商業施設「金森赤レンガ倉庫」に到着します。港

へ帰るまでの間、ゆっくりとお買い物をお楽しみください。 

1 人当たりの料金 

大人 52.00USD 

子供 37.00USD 

 

HKD03 –湯の川温泉  

所要時間：約 4.5 時間 

この半日ツアーのハイライトは、なんといっても地元の温泉「湯の川」での入浴体験です。五稜郭は約 150 年前

に完成した西洋式の要塞で、国の特別史跡に指定されています。お堀の周りには約 1,600 本の桜があり、五

稜郭が北海道の春の桜の名所である理由の一つとなっています。堀の隣には高さ 107m の五稜郭タワーがあ

り、展望台からは星型建築と堀の全体像が見渡せます。その後、バスで湯の川温泉まで移動します。函館地

域は温泉が豊富です。湯の川温泉は道南随一の温泉旅館・ホテルが立ち並ぶ一大リゾート地です。何世紀

も前から温泉の偉大な治癒力が認識され、その健康効果に関する伝説が伝えられています。スパリゾートで自

然の癒しを満喫していただきます。その後、港へ戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 101.00USD 

子供 84.00USD 
ご注意：タトゥーのある方、水着を着用の方は温泉には入れません。バスタオルは料金に含まれています。 

 

HKD04 –函館の夜景  
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所要時間：約 2 時間 

夜景好き、ロマンチック好きにはたまらないショートツアーです。バスを降りて、長崎の稲佐山、神戸の六甲山か

らの夜景と並んで日本三大夜景の一つとされる函館山に到着します。函館山へのアクセスは函館山ロープウェ

イを利用します。日本の夜景を堪能した後、港に戻ります。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 

 

HKD05 –函館の夜景 – 夕食付  

所要時間：約 4 時間 

金森赤レンガ倉庫の見学と函館山からの夜景を楽しむナイトツアーです。まず港を出て、1909 年に建てられた

古い赤レンガ倉庫をリノベーションして作られた 4 棟からなる複合商業施設「金森赤レンガ倉庫」に到着します。

金森赤レンガ倉庫でお買い物や美味しい定食ランチを楽しんでください。そして、函館山に立ち寄ります。函館

市の中心部、半島の南端にある標高 334 メートルの森林に覆われた山です。特に晴れた日の夜景は素晴ら

しく、長崎の稲佐山、神戸の六甲山と並び、日本三大夜景のひとつとして数えられています。このツアーでは、

元町地区から出発する函館山ロープウェイを利用して山頂まで行くことができます。10:00〜22:00 の間、15 分

間隔で運行します。 

1 人当たりの料金 

大人 126.00USD 

子供 101.00USD 
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いただ

く必要があります。 

 
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 

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 
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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 

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
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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  

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
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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 

 
KANAZAWA (Japan) 

金沢（日本） 

 
 

KNZ50 –金沢のハイライトツアー    

所要時間 ：約 4.5 時間 

最も人気な金沢観光のハイライト、金沢で最も有名な魚市場「近江町市場」からお楽しみください。江戸時

代に創業した近江町市場は、300 年以上にわたって金沢の食文化に欠かせない存在となっています。広大な

市場には 170 以上の露店があり、その中には日本海で獲れた新鮮な魚介類を販売する魚屋も数多くありま

す。次に向かうのは、金沢の伝統的な茶屋街、ひがし茶屋街です。芸者衆が歌い踊る高級料亭で、茶室とは

異なり茶の湯を行う場所です。そして日本三大庭園の一つである兼六園へ向かいます。金沢城の外苑だった

場所にあり、約 200年かけて育てられたこの庭園には、さまざまな花木や、象徴的な二本足の琴柱燈籠があり

ます。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 
ご注意: 庭園内は不整地や坂道が多いため、車椅子をご利用の方はご不便をおかけする場合があります。 

 
 

KNZ51 –世界遺産 白川郷   

所要時間 ：約 4.5 時間 

岐阜県と富山県の山間に位置する庄川渓谷へ、バスで 1 時間半ほど向かいます。この辺りでは、合掌造りの

家屋が立ち並ぶ白川郷を訪れます。茅葺き屋根は、僧侶が手を合わせて祈る姿に似ており、冬の積雪を防い

でくれます。近隣の五箇山と白川郷は美しい山並みの景観とこれらの特徴的な家屋により、1995年にユネスコ

の世界遺産に登録されています。鍵がなく、木の梁がぴったりと組み合わされ、1800 年以上前に建てられたも

のもあります。この寄港地観光ではそのうちのひとつを見学することができます。港に戻っても記憶に残る特別な

体験ができます。 

1 人当たりの料金 

大人 80.00USD 

子供 66.00USD 
ご注意: 白川郷の家屋に入る前に、履物を脱いでいただきます。 
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KNZ52 – 金沢の文化観光    

所要時間 ：約 4.5 時間 

長町武家屋敷をはじめ、金沢の文化的な場所を数時間かけて散策します。狭い路地や運河の中で、まるで

生きているかのような歴史に浸ることができます。次に向かうのは、お茶屋で有名な「ひがし茶屋街」です。お茶

屋は、茶室とは異なり、芸者が歌や踊りを披露して客をもてなす茶室です。次は、江戸時代に創業し、300 年

以上にわたって金沢の食文化を支えてきた「近江町市場」です。日本海で獲れた新鮮な魚介類で有名な魚

屋をはじめ、170 以上の店舗が軒を連ねる広大な市場です。観光終了後、港に戻り、船に乗ります。 

1 人当たりの料金 

大人 73.00USD 

子供 52.00USD 
 
 

KNZ53 – 兼六園・21 世紀美術館    

所要時間 ：約 4.5 時間 

金沢で最も美しい庭園「兼六園」と、ユニークな美術館「21世紀美術館」を探訪します。まず、日本三大美林

庭園のひとつである兼六園へ。金沢城の外苑だった場所にあり、約 200 年かけて培われたこの庭園には、さま

ざまな花木や象徴的な二本足の琴柱燈籠があります。次に紹介するのは、兼六園のすぐ近く、金沢の中心部

に 2004年に開館した 21世紀美術館です。国内外の著名な現代美術作家の作品を展示し、日本を代表す

る美術館の一つであり、その建築は金沢周辺の他の美術館や建物とは一線を画しています。美術館は直径

112.5 メートルの円形の建物で構成され、正面やメインエントランスはございません。この美術館は、正面も背

面もないデザインで、美術品に近づかないようにするためです。帰路は、金沢駅周辺で自由時間をお過ごしくだ

さい。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 
ご注意：このツアーは歩行が困難なお客様には不向きです。展示エリアはツアー料金に含まれません。館内は自由
見学エリアのみとなります。庭園内は不整地や坂道を歩くため、車椅子をご利用のお客様にはご不便をおかけする
場合がございます。 

 

KNZ54 –九谷焼美術館＆ショッピング    

所要時間： 約 4.5 時間 

九谷焼美術館は、石川県の芸術的な装飾を施した磁器、九谷焼の歴史を紹介する美術館です。日本の磁

器芸術は 360年以上の伝統があり、五彩と呼ばれる五色を使った加飾方法があります。九谷焼はこの五彩を

大胆に使い、精緻な絵柄を描くのが特徴です。館内には九谷焼の代表的な作家の作品が、英語の案内板と

ともに展示されています。また、茶室や庭園、ショップなど、館内の随所に九谷焼の意匠が取り入れられていま
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す。その後、国宝を含む北陸最大の九谷焼のコレクションを誇る専門店「九谷満月」へ。最後に、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 
 

 
 
 
 

KNZ55 –富山の文化遺産    

所要時間 ：約 5 時間 

このツアーでは富山県（金沢市の隣県）の文化遺産をめぐります。まず、奈良・鎌倉と並ぶ日本三大大仏の

一つである高岡大仏は、地元の青銅器職人の作風と技が息づいています。約 800 年前、源義経が初めて木

造の大仏を作らせたと言われています。その後、幾度となく破壊や焼失を繰り返したが、その都度人々の要望

で再建された日本一の美男子としても知られ、日本一の青銅器の産地である高岡のシンボルとして愛されてい

ます。次に紹介するのは、国宝に指定されている曹洞宗の寺院、瑞龍寺です。この寺院は高岡の町の開拓者

である前田利長の死を記念して、1659 年頃に完成しました。瑞龍寺は曹洞宗の寺院によく見られる、建物と

建物をつなぐ回廊が左右対称に配置されているのが特徴です。この寺院は堂々とした三門をはじめ、いくつか

の立派な建物と境内から構成されており、境内を歩いている訪問者を出迎えてくれます。船に戻る前に、地元

の市場であるきときと市場でお土産の買い物が出来ます。 

1 人当たりの料金 

大人 63.00USD 

子供 48.00USD 
 

 
 


