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ツアーの特徴 世界遺産登録地を
訪ねるツアーです。

各寄港地で人気の
ツアーです。

穴場スポットを訪ねる
ツアーです。

食 事 食事付きのツアーです。

健脚レベル 観光バス、列車等によるツ
アーです。平地での短い距
離の歩行を伴います。

左記よりアクティブなツアーです。
階段の上り下りや舗装されていな
い道での歩行などを含みます。

さらに活動的なツアーです。ハイ
キングなど含みます。体力に自信
のある方にのみお勧めします。

車いす 車いすでご参加いただ
けるツアーです。

旅程の一部を車いすでご参
加いただけるツアーです。

※車いすでご参加いただけるツアーおよび一部
車いすでご参加いただけるツアーに共通し
て、移動に利用するバスまたは車両には、乗
降用のリフトはございません。

ツアーカテゴリー

寄港地や地元の有名観光
スポットを訪れたり、街を
散策するツアーです。

観光＆街めぐり

大自然や野生動物、海洋
生物を見てお楽しみいた
だくツアーです。

大自然満喫

歴史、美術、文化、温泉な
ど、寄港地の特色を堪能
できるツアーです。

ご当地体感ツアー

ガイドがつかず、ご自身で
自由に観光を楽しんでい
ただくツアーです。

フリーツアー

野外でハイキングやカヤッ
クなどを体験したりする、
活動的なツアーです。

アウトドア＆
アドベンチャー

北海道 五稜郭公園（イメージ）北海道 五稜郭公園（イメージ） 青森 ねぶたの家ワ・ラッセ（イメージ）青森 ねぶたの家ワ・ラッセ（イメージ） 鹿児島 桜島（イメージ）鹿児島 桜島（イメージ）

はじめに
日本国内で催行されるショアエクスカーション(寄港地観光ツアー)は、株式会社カーニバル・ジャパン（観光庁長官登録旅行業第1942号）が
企画・実施するものです。本冊子P.43からP.45に掲載の旅行条件書を必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みください。
各寄港地のツアー運行会社は、各寄港地ページの冒頭に記載しておりますのでご確認ください。

本冊子に記載されている情報は2015年4月現在のものです。ツアーの出発/到着時間や旅程等は変更になる可能性があります。最新の情
報は、下記ホームページまたは船内ショアエクスカーション・デスクにてご確認ください。

　プリンセス・クルーズ 日本語ホームページ：http://www.princesscruises.jp/customers_reserved/

海外で催行されるショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）については、プリンセス・クルーズおよび株式会社カーニバル・ジャパンは、
ツアーまたはサービスを提供するツアー運行会社の取り次ぎをしているにすぎません。諸条件については、船内でご確認ください。

ツアーのお申込み方法
①ご乗船前
　『プリンセス・クルーズ　ショアエクスカーションお申込み専用デスク』より、以下の方法にてお申込みください。

（1）ホームページからのお申込み
A)プリンセス・クルーズのホームページ（http://www.princesscruises.jp/）右下側の「ご予約済みのお客様へ」をクリック。
   次に、日本発着クルーズショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）内の「寄港地観光WEBリクエストフォーム」をクリック。
B)「同意して進む」をクリックしますと「寄港地観光ツアーお申込みフォーム」に進みますので、「個人情報の取扱いについて」に
   同意をいただき、次にお進みください。
C)お申込みフォームに必要な事項を全てご登録いただき、内容を確認のうえ送信ください。
D)受付け終了後、完了メール（自動配信）をお送りいたします。
E)お申込み事項に対する回答は、後日郵送にてご案内いたします。
＊ホームページからは新規申込み専用とさせていただき、変更・キャンセルはお電話で下記専用デスクへお申し出ください。

（2）お電話でのお申込み　
専用デスク電話番号：03-6863-4368 (受付時間 10：00～18：00、土日祝日休業)にて承ります。
受付けの際に、代表者氏名、同行者氏名、ツアー番号、生年月日、代表者住所、電話番号などをお伺いします。

※月曜日など休み明けの午前中は、電話が混み合ってかかりにくい場合があります。予めご了承ください。
※上記いずれの場合も、ご乗船日30日前まで受付けいたします。それ以降は船内にてご予約ください。
※予約状況により回答までにお時間をいただく場合がございます。また、コースによっては満席でお取り出来ない場合がございます。
　なお、キャンセル待ちはお受けいたしません。予めご了承ください。（ロシアの寄港地観光を除く）

②ご乗船後
　船内ショアエクスカーション・デスク備付けの申込書にご記入のうえ、船内にてお申込みください。

予約確認書
ホームページ・お電話により事前にお申込みをされた場合、受付完了後「確認書」を郵送いたします。「確認書」が届きましたらお申込み内
容に誤りがないか、必ずご確認ください。

ツアーチケット（参加券）
ご乗船前にお申込みをされた場合「ツアーチケット(参加券)」をご乗船後にお部屋にお届けいたします。「ツアーチケット(参加券)」が届い
ていない場合は、お手数ですが船内ショアエクスカーション・デスクにご確認ください。
船内ショアエクスカーション・デスクにお申込みの場合、「ツアーチケット(参加券)」は基本的にデスクにてお渡ししますが、状況によりお部
屋にお届けする場合があります。
集合時間・集合場所など、ツアー当日の詳細については「ツアーチケット(参加券)」に英語で記載されております。券面の記載事項を必ず
ご確認ください。

※ツアーの出発/到着時間や旅程などは運行上の事由により、予告なく変更になる場合があります。万一、「ツアーチケット(参加券)」
　配布後に変更があった場合には船内放送でのご案内になる場合があります。ご注意ください。

ツアー料金・子供料金
すべてのツアー料金は米ドル（$）表示となります。表示料金は別途提示された場合を除き、そのコースの旅程に記されたサービス、食事
代、ガイド料、施設入場料などを含みます。子供料金が提示されている場合は、12歳以下のお子様に適用となります。

募集定員
すべてのツアーに募集定員があります。お申込み順に受付けいたしますが、コースによっては満席の場合がございます。なお、ロシア

（コルサコフ・ウラジオストク）のツアーを除き、キャンセル待ちはお受けいたしません。予めご了承ください。
直前に空席が出る場合もありますので、ご乗船後に船内ショアエクスカーション・デスクにご確認ください。
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※予約状況により回答までにお時間をいただく場合がございます。また、コースによっては満席でお取り出来ない場合がございます。
　なお、キャンセル待ちはお受けいたしません。予めご了承ください。（ロシアの寄港地観光を除く）

②ご乗船後
　船内ショアエクスカーション・デスク備付けの申込書にご記入のうえ、船内にてお申込みください。

予約確認書
ホームページ・お電話により事前にお申込みをされた場合、受付完了後「確認書」を郵送いたします。「確認書」が届きましたらお申込み内
容に誤りがないか、必ずご確認ください。

ツアーチケット（参加券）
ご乗船前にお申込みをされた場合「ツアーチケット(参加券)」をご乗船後にお部屋にお届けいたします。「ツアーチケット(参加券)」が届い
ていない場合は、お手数ですが船内ショアエクスカーション・デスクにご確認ください。
船内ショアエクスカーション・デスクにお申込みの場合、「ツアーチケット(参加券)」は基本的にデスクにてお渡ししますが、状況によりお部
屋にお届けする場合があります。
集合時間・集合場所など、ツアー当日の詳細については「ツアーチケット(参加券)」に英語で記載されております。券面の記載事項を必ず
ご確認ください。

※ツアーの出発/到着時間や旅程などは運行上の事由により、予告なく変更になる場合があります。万一、「ツアーチケット(参加券)」
　配布後に変更があった場合には船内放送でのご案内になる場合があります。ご注意ください。

ツアー料金・子供料金
すべてのツアー料金は米ドル（$）表示となります。表示料金は別途提示された場合を除き、そのコースの旅程に記されたサービス、食事
代、ガイド料、施設入場料などを含みます。子供料金が提示されている場合は、12歳以下のお子様に適用となります。

募集定員
すべてのツアーに募集定員があります。お申込み順に受付けいたしますが、コースによっては満席の場合がございます。なお、ロシア

（コルサコフ・ウラジオストク）のツアーを除き、キャンセル待ちはお受けいたしません。予めご了承ください。
直前に空席が出る場合もありますので、ご乗船後に船内ショアエクスカーション・デスクにご確認ください。



お申込みの前に

お支払いについて
ツアー料金は船内でのお支払いとなり、お申込み代表者の船内会計に加算・請求させていただきます。同室の方と複数でお申込みの場
合は、代表者に一括請求となります。なお、ツアー料金は、船内でご利用いただいた他の有料サービスと共に「寄港地観光ツアー料」の名
目にて明細書に記載されます。また、クレジットカードでお支払いいただいた場合、寄港地観光のみ「カーニバル・ジャパン」からの請求と
なります。予めご承知おきください。
※同室の参加者のツアー代金を別々にお支払いされたい場合は、ご乗船後に船内ショアエクスカーション・デスクへお申し付けください。

変更・キャンセルについて
ご乗船日１０日前までの変更・キャンセルは、お申込み専用デスクにお電話にてお申し出ください。ご乗船日９日前以降の変更・キャンセル
は、ご乗船後船内ショアエクスカーション・デスクにて承ります。
なお、キャンセルはそのお申し出の時期により取消料がかる場合がございます。また、国内と海外の寄港地ツアーとでは取消料規定が異な
ります。国内寄港地ツアーについては、Ｐ.43から記載の条件書をご覧ください。乗船日当日に船内にて寄港地ツアーのキャンセルをお申し
出いただいた場合は取消料はかかりません。海外の寄港地ツアーについては、船内ショアエクスカーション・デスクにてご案内している「キャ
ンセルの締切り時間」より前にキャンセルされた場合は、取消料はかかりません。ただし、締切り後のキャンセルは100％の取消料がかかり
ます。ご注意ください。
※ロシアの寄港地観光ツアーについては査証(ビザ)免除の都合上、ご乗船日までに予約を確定する必要があります。また、ロシアのツアー

のみ、ご乗船２日目以降のキャンセルに対して払い戻しはございませんのでご注意ください。

ツアーの催行中止
最少催行人数に満たない場合や天候等の事由により、ツアーの催行を中止することがあります。詳しくは本冊子P.43～45をご参照ください。

ガイド
日本発着クルーズの寄港地観光は日本語ガイドが同行いたします。ただし、「ガイドなし」と明記されているツアーにガイドは同行いたしません。

ツアーの出発時間（集合時間）
各ツアーの出発時間（集合時間）は、本冊子およびツアーチケット（参加券）に記載されています。これらはツアー運行会社からの情報に
基づくものですが、船の到着が遅れた場合など、不測の事態により出発時間の変更または状況により取り消しになることがございます。
なお、表示された各ツアーの出発時間は、最後のバスが埠頭から出発する時間です。
指定の集合場所には、時間に余裕を持ってお越しください。グループでご参加される場合、集合時間、出発時間が同じでも、バスの車両
が分かれてしまう場合があります。同一行動をお取りになりたい場合は、お手数でも集合場所の係員にその旨をお申し出ください。
※コルサコフおよびウラジオストクは日本と１時間の時差（日本が１時間遅れている）があります。ツアーチケットの出発時間は現地時間

となりますので、船内でご案内する時差調整をお忘れにならないようご注意ください。万一、集合時間に間に合わずご参加いただけな
かった場合でも、払い戻しはできませんのでご注意ください。

※本冊子の出発時間（または集合時間）とツアーチケット（参加券）記載の出発時間が異なっている場合、ツアーチケット（参加券）記載の
出発時間を優先します。

個人の持ち物
貴重品、コート類、傘、カメラ、ハンドバックなど個人の持ち物は、ツアー催行中は個人の責任で管理願います。観光中に車中に荷物を放
置しないよう十分にご注意ください。

観光地での注意事項
遺跡、歴史的建造物、博物館などでは内部の写真やビデオ撮影の禁止、入場の際の服装規定など各種制約があります。詳しくはガイドに
ご確認ください。

バスなど運輸機関について
バスなど運輸機関の設備は、各寄港地・国により格差があります。一部空調のない車両や一般用のバス（路線バスなど）を使用する場合
がございます。なお、運輸機関の車内はすべて禁煙です。

日本国内のツアー企画・実施会社
株式会社カーニバル・ジャパン（観光庁長官登録旅行業第1942号）
一般社団法人日本旅行業協会正会員（JATA）
住所：東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル
総合旅行業務取扱管理者：後藤三奈

日本国内のツアー運行会社
株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル（観光庁長官登録旅行業第1723号）
一般社団法人日本旅行業協会正会員（JATA）
住所：東京都品川区東品川2-3-11 JTBビル

東武トップツアーズ株式会社（観光庁長官登録旅行業第38号）
一般社団法人日本旅行業協会正会員（JATA）
住所：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー

＊国内の各寄港地におけるツアー運行会社は、該当寄港地観光紹介ページに記載しています。
＊海外の寄港地観光ツアーの運行会社は船内にてご確認ください。2 3

よくある質問と回答

Q-1

A-1

出発前の寄港地観光ツアーの予約はど
のようにしたらよいでしょうか？
本冊子P.1～P.2の「お申込みの前に」をご参照く
ださい。

希望する寄港地観光ツアーの予約確認
はどのようにしたらよいですか？
「プリンセス・クルーズ ショアエクスカーションお
申込み専用デスク」にてツアーのお申込みをされ

た場合は、郵送にて確認書をお送りします。予約を確保する
ため、寄港地観光ツアーは早めにお申込みください。ご希
望の出発時間が既に定員に達している場合には、既にお選
びになった他のツアーと重複しない別の出発時間（複数の
出発時間が設定されている場合）もご検討ください。

１ヶ所の寄港地で、２つ以上のツアーに
参加することは可能ですか？
可能です。ただし、お客様ご自身でツアー同士の
時間の間隔を考慮していただいた上でご予約くだ

さい。ほとんどのツアーは船の着岸する埠頭から出発し、同
じ場所にてツアー終了となります。ただし、交通渋滞等で後
発のツアーの出発時間に間に合わない場合でも払い戻しは
いたしませんので、時間には十分余裕を持ってお申込みく
ださい。

各寄港地観光ツアーにはガイドはつき
ますか？
「自由観光」と「ガイドなし」と明記されているツ
アーを除き、全てのツアーにはガイドがつきます。

またガイドへのチップは日本国内の寄港地では必要ありま
せん。海外の寄港地では、チップはお客様の判断によるも
のではありますが、ツアーに満足された場合にはガイドに渡
すのが習慣でもあります。おおよその目安は、お一人様に
つき半日観光で＄２、終日観光で＄５です。

海外の寄港地ではビザは必要ですか？

日本発着クルーズ参加の日本国籍のお客様は、海
外の寄港地でのビザが免除されています（ロシア

寄港時を除く）。日本国籍以外のお客様は、お申込みの旅行
会社にご相談ください。ロシア（コルサコフ、ウラジオスト
ク）上陸については、国籍にかかわらずお客様がプリンセ
ス・クルーズのショアエクスカーションに参加される場合は、
ツアー時間内に限りビザは免除されます。途中離団したり、
ツアー終了後にご自身で自由行動されたりする場合は、ご
自身でビザを取得する必要があります。ただし、船会社から
の招聘状およびビザ取得に関する書類は弊社では提供して
おりません。予めご了承ください。

乗船後、寄港地観光ツアーは船内のど
こでどのように申込めますか？ また質
問はどこにすればよいでしょうか？
デッキ５（プラザ・デッキ）のショアエクスカーショ
ン・デスクにてご予約やお問い合わせを受付けて

おります。客室内やショアエクスカーション・デスクに申込書
が用意されておりますので、記入後にショアエクスカーショ
ン・デスクにご提出いただくか、投函箱にご投函ください。

子供料金の設定はありますか？
また、子供だけで参加できますか？
ほとんどのコースに子供料金の設定がございます。
子供料金は１２歳以下のお子様が対象となります。ま

た、18歳未満の方は、親または保護者の同伴を参加条件とさせ
ていただく場合があります。尚、ロシアの寄港地観光ツアーに
ご参加の場合、ビザの関係上３歳以下のお子様もツアーにお申
込みいただかないと参加できません。その場合、お子様料金を
一旦船内会計に加算いたしますが、ツアー終了後に全額返金い
たします。船内会計明細書にて、返金をご確認ください。

Q-4

A-4

Q-2

A-2

既に予約した寄港地観光ツアーを
キャンセルできますか？
可能です。キャンセル方法は本冊子P.２「変更・キャ
ンセルについて」をご参照ください。また、ご乗船

後にキャンセルをされる場合は、船内ショアエクスカーショ
ン・デスクへ「ツアーチケット」を添えてキャンセル期限前に
お申し出ください。なお、寄港地観光ツアーの取消料規定
は国内と海外で異なります。日本国内の寄港地ツアーにお
いては、Ｐ.43から記載の条件書をご覧ください。取消料が
かかる期日以降のキャンセルは、規定の取消料をいただき
ます。
海外の寄港地観光ツアーは「キャンセルの締切り時間」が、
船内ショアエクスカーション・デスクにある申し込み用紙に
記載されています。この締切り時間以前のキャンセルに取
消料は発生いたしません。それ以降にキャンセルの場合は
払い戻しできません。なお、ロシアの寄港地観光ツアーでは
ビザ免除の都合上、ご予約を乗船日当日に締切らせていた
だいております。ご注意ください。

Q-3

A-3

Q-5

A-5

Q-6

A-6

Q-7

A-7

Q-8

A-8



お申込みの前に

お支払いについて
ツアー料金は船内でのお支払いとなり、お申込み代表者の船内会計に加算・請求させていただきます。同室の方と複数でお申込みの場
合は、代表者に一括請求となります。なお、ツアー料金は、船内でご利用いただいた他の有料サービスと共に「寄港地観光ツアー料」の名
目にて明細書に記載されます。また、クレジットカードでお支払いいただいた場合、寄港地観光のみ「カーニバル・ジャパン」からの請求と
なります。予めご承知おきください。
※同室の参加者のツアー代金を別々にお支払いされたい場合は、ご乗船後に船内ショアエクスカーション・デスクへお申し付けください。

変更・キャンセルについて
ご乗船日１０日前までの変更・キャンセルは、お申込み専用デスクにお電話にてお申し出ください。ご乗船日９日前以降の変更・キャンセル
は、ご乗船後船内ショアエクスカーション・デスクにて承ります。
なお、キャンセルはそのお申し出の時期により取消料がかる場合がございます。また、国内と海外の寄港地ツアーとでは取消料規定が異な
ります。国内寄港地ツアーについては、Ｐ.43から記載の条件書をご覧ください。乗船日当日に船内にて寄港地ツアーのキャンセルをお申し
出いただいた場合は取消料はかかりません。海外の寄港地ツアーについては、船内ショアエクスカーション・デスクにてご案内している「キャ
ンセルの締切り時間」より前にキャンセルされた場合は、取消料はかかりません。ただし、締切り後のキャンセルは100％の取消料がかかり
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※ロシアの寄港地観光ツアーについては査証(ビザ)免除の都合上、ご乗船日までに予約を確定する必要があります。また、ロシアのツアー

のみ、ご乗船２日目以降のキャンセルに対して払い戻しはございませんのでご注意ください。

ツアーの催行中止
最少催行人数に満たない場合や天候等の事由により、ツアーの催行を中止することがあります。詳しくは本冊子P.43～45をご参照ください。

ガイド
日本発着クルーズの寄港地観光は日本語ガイドが同行いたします。ただし、「ガイドなし」と明記されているツアーにガイドは同行いたしません。

ツアーの出発時間（集合時間）
各ツアーの出発時間（集合時間）は、本冊子およびツアーチケット（参加券）に記載されています。これらはツアー運行会社からの情報に
基づくものですが、船の到着が遅れた場合など、不測の事態により出発時間の変更または状況により取り消しになることがございます。
なお、表示された各ツアーの出発時間は、最後のバスが埠頭から出発する時間です。
指定の集合場所には、時間に余裕を持ってお越しください。グループでご参加される場合、集合時間、出発時間が同じでも、バスの車両
が分かれてしまう場合があります。同一行動をお取りになりたい場合は、お手数でも集合場所の係員にその旨をお申し出ください。
※コルサコフおよびウラジオストクは日本と１時間の時差（日本が１時間遅れている）があります。ツアーチケットの出発時間は現地時間

となりますので、船内でご案内する時差調整をお忘れにならないようご注意ください。万一、集合時間に間に合わずご参加いただけな
かった場合でも、払い戻しはできませんのでご注意ください。

※本冊子の出発時間（または集合時間）とツアーチケット（参加券）記載の出発時間が異なっている場合、ツアーチケット（参加券）記載の
出発時間を優先します。

個人の持ち物
貴重品、コート類、傘、カメラ、ハンドバックなど個人の持ち物は、ツアー催行中は個人の責任で管理願います。観光中に車中に荷物を放
置しないよう十分にご注意ください。

観光地での注意事項
遺跡、歴史的建造物、博物館などでは内部の写真やビデオ撮影の禁止、入場の際の服装規定など各種制約があります。詳しくはガイドに
ご確認ください。

バスなど運輸機関について
バスなど運輸機関の設備は、各寄港地・国により格差があります。一部空調のない車両や一般用のバス（路線バスなど）を使用する場合
がございます。なお、運輸機関の車内はすべて禁煙です。
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株式会社カーニバル・ジャパン（観光庁長官登録旅行業第1942号）
一般社団法人日本旅行業協会正会員（JATA）
住所：東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル
総合旅行業務取扱管理者：後藤三奈

日本国内のツアー運行会社
株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル（観光庁長官登録旅行業第1723号）
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＊国内の各寄港地におけるツアー運行会社は、該当寄港地観光紹介ページに記載しています。
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出発前の寄港地観光ツアーの予約はど
のようにしたらよいでしょうか？
本冊子P.1～P.2の「お申込みの前に」をご参照く
ださい。

希望する寄港地観光ツアーの予約確認
はどのようにしたらよいですか？
「プリンセス・クルーズ ショアエクスカーションお
申込み専用デスク」にてツアーのお申込みをされ

た場合は、郵送にて確認書をお送りします。予約を確保する
ため、寄港地観光ツアーは早めにお申込みください。ご希
望の出発時間が既に定員に達している場合には、既にお選
びになった他のツアーと重複しない別の出発時間（複数の
出発時間が設定されている場合）もご検討ください。

１ヶ所の寄港地で、２つ以上のツアーに
参加することは可能ですか？
可能です。ただし、お客様ご自身でツアー同士の
時間の間隔を考慮していただいた上でご予約くだ

さい。ほとんどのツアーは船の着岸する埠頭から出発し、同
じ場所にてツアー終了となります。ただし、交通渋滞等で後
発のツアーの出発時間に間に合わない場合でも払い戻しは
いたしませんので、時間には十分余裕を持ってお申込みく
ださい。

各寄港地観光ツアーにはガイドはつき
ますか？
「自由観光」と「ガイドなし」と明記されているツ
アーを除き、全てのツアーにはガイドがつきます。

またガイドへのチップは日本国内の寄港地では必要ありま
せん。海外の寄港地では、チップはお客様の判断によるも
のではありますが、ツアーに満足された場合にはガイドに渡
すのが習慣でもあります。おおよその目安は、お一人様に
つき半日観光で＄２、終日観光で＄５です。

海外の寄港地ではビザは必要ですか？

日本発着クルーズ参加の日本国籍のお客様は、海
外の寄港地でのビザが免除されています（ロシア

寄港時を除く）。日本国籍以外のお客様は、お申込みの旅行
会社にご相談ください。ロシア（コルサコフ、ウラジオスト
ク）上陸については、国籍にかかわらずお客様がプリンセ
ス・クルーズのショアエクスカーションに参加される場合は、
ツアー時間内に限りビザは免除されます。途中離団したり、
ツアー終了後にご自身で自由行動されたりする場合は、ご
自身でビザを取得する必要があります。ただし、船会社から
の招聘状およびビザ取得に関する書類は弊社では提供して
おりません。予めご了承ください。

乗船後、寄港地観光ツアーは船内のど
こでどのように申込めますか？ また質
問はどこにすればよいでしょうか？
デッキ５（プラザ・デッキ）のショアエクスカーショ
ン・デスクにてご予約やお問い合わせを受付けて

おります。客室内やショアエクスカーション・デスクに申込書
が用意されておりますので、記入後にショアエクスカーショ
ン・デスクにご提出いただくか、投函箱にご投函ください。

子供料金の設定はありますか？
また、子供だけで参加できますか？
ほとんどのコースに子供料金の設定がございます。
子供料金は１２歳以下のお子様が対象となります。ま

た、18歳未満の方は、親または保護者の同伴を参加条件とさせ
ていただく場合があります。尚、ロシアの寄港地観光ツアーに
ご参加の場合、ビザの関係上３歳以下のお子様もツアーにお申
込みいただかないと参加できません。その場合、お子様料金を
一旦船内会計に加算いたしますが、ツアー終了後に全額返金い
たします。船内会計明細書にて、返金をご確認ください。

Q-4

A-4

Q-2

A-2

既に予約した寄港地観光ツアーを
キャンセルできますか？
可能です。キャンセル方法は本冊子P.２「変更・キャ
ンセルについて」をご参照ください。また、ご乗船

後にキャンセルをされる場合は、船内ショアエクスカーショ
ン・デスクへ「ツアーチケット」を添えてキャンセル期限前に
お申し出ください。なお、寄港地観光ツアーの取消料規定
は国内と海外で異なります。日本国内の寄港地ツアーにお
いては、Ｐ.43から記載の条件書をご覧ください。取消料が
かかる期日以降のキャンセルは、規定の取消料をいただき
ます。
海外の寄港地観光ツアーは「キャンセルの締切り時間」が、
船内ショアエクスカーション・デスクにある申し込み用紙に
記載されています。この締切り時間以前のキャンセルに取
消料は発生いたしません。それ以降にキャンセルの場合は
払い戻しできません。なお、ロシアの寄港地観光ツアーでは
ビザ免除の都合上、ご予約を乗船日当日に締切らせていた
だいております。ご注意ください。

Q-3

A-3

Q-5

A-5

Q-6

A-6

Q-7

A-7

Q-8

A-8
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港 ツアー
番　号 ツアー名

料金（$）
大人 子供

所要時間 マーク 頁

 6時間 

 6時間30分 

 5時間30分 

 3時間30分 

 5時間15分 

 4時間 

 5時間 

 3時間30分 

 5時間30分 

 5時間 

 7時間 

 5時間30分 

 6時間 

 4時間30分 

 4時間30分 

 6時間15分 

 8時間 

 9時間 

 7時間 

 4時間 

 3時間 

 6時間 

 2時間 

 8時間 

 3時間15分 

 5時間30分 

 4時間30分 

 4時間45分 

 8時間

 7時間 

 4時間30分 

 5時間30分 

 4時間30分  

1 知床半島クルーズ

2 モヨロ貝塚館、北方民族博物館 、小清水原生花園

3 世界遺産 知床国立公園

4 能取岬、オホーツク流氷館とモヨロ貝塚館

1 釧路湿原カヌー体験と細岡展望台

2 丹頂鶴自然公園と釧路市湿原展望台

3 丹頂鶴自然公園と釧路市動物園

4 ノロッコ号と釧路湿原

5 愛冠岬と牡蠣ランチ

6 釧路湿原国立公園ハイキング

1 小樽終日観光

2 定山渓温泉体験ツアー

3 札幌自由観光 ※ガイドなし

4 旧青山別邸と天狗山ロープウェイ

5 ニッカウヰスキー余市蒸溜所見学と小樽運河

6 積丹半島と神威岬ハイキング

1 函館観光

2 江差鰊漁町史と鰊御殿での昼食

3 青函トンネル記念館、横綱記念館観光

4 函館山と朝市ショッピング

5 五稜郭観光

6 大沼国定公園ハイキングと西大沼温泉露天風呂体験

7 函館山ロープウェイと夜景鑑賞

1 奥入瀬と十和田湖遊覧クルーズ

2 ねぶたの家ワ・ラッセと三内丸山遺跡観光

3 弘前城公園と津軽藩ねぷた村

4 津軽金山焼と立佞武多の館 

5 酸ヶ湯温泉

6 白神山地トレッキング

1 田沢湖と角館武家屋敷エリア散策

2 赤れんが郷土館、市民市場と酒蔵見学

3 角館武家屋敷めぐり

4 男鹿半島－寒風山回転展望台となまはげ館

ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）一覧よくある質問と回答

小
　樽

169.00

139.00

139.00

99.00

219.00

69.00

79.00

99.00

139.00

109.00

129.00

129.00

79.00

89.00

65.00

119.00

119.00

129.00

119.00

59.00

49.00

99.00

45.00

129.00

45.00

79.00

49.00

99.00

99.00

129.00

69.00

129.00

89.00

89.00

89.00

89.00

69.00

149.00

49.00

59.00

79.00

99.00

79.00

89.00

89.00

59.00

69.00

45.00

79.00

79.00

89.00

79.00

39.00

39.00

79.00

35.00

89.00

35.00

59.00

39.00

79.00

79.00

89.00

49.00

89.00

69.00

寄港地観光ツアーに参加した場合、
食事はできますか？
食事付きのツアーではツアー中に食事場所にご
案内いたします。食事なしのツアーの場合、ツアー
中に食事時間が設けられている場合があります。

なお、ツアー参加の前後に船内のブッフェレストランやルー
ムサービスにてお食事をおとりいただけます。

寄港地観光中に長い距離の歩行や、
階段の上り下りがありますか？
全ての寄港地観光ツアーにおいて、多少の徒歩に
よる移動が伴います。中には長距離の歩行や、階段
の上り下りが必要なツアーもあります。石畳や岩場

など足場の悪い道を歩いたり、エレベーターのない古い建物
を訪れたりする場合もあります。ツアーをお選びになる際に
は、各コースの健脚レベルマークをご参照ください。

寄港地観光ツアー参加中にショッピング
の時間がありますか？
多くの寄港地観光ツアーでショッピングの時間が
設けられています。ただし、旅程上十分に時間を確
保できない場合があります。予めご了承ください。

ツアーバスが遅れた場合、船に乗り遅
れませんか？
プリンセス・クルーズのツアーバスが何らかの事
情で港へ戻るのが遅くなっても、船に乗り遅れる
ことはありませんのでご安心ください。ただし、寄

港地にてご自分で観光ツアーを手配した場合や、プリンセス・
クルーズの寄港地観光ツアーから途中離団した場合には、
船内新聞に記載の「最終乗船時間」までに十分余裕を持っ
て船にお戻りください。

ツアー中または寄港地ではどのような
服装をしたらよいですか？また、必要な
持ち物は何ですか？
クルーズ中は、寄港地により穏やかで涼しい気候か
ら、気温、湿度の高い気候まで大きく変化します。天
候の変化に備え、場所によっては薄手のジャケットな

どお持ちになることをお勧めします。履き慣れたかかとの低い
靴でご参加ください。帽子やサンバイザー、折りたたみ傘、サン
グラス、カメラと予備のバッテリーをお持ちください。海外の寄
港地での外貨購入や免税品購入に備え、下船の際にパスポート
のコピーをお持ちください。また、貴重品や宝石類は客室内備
え付けのセーフティボックス（金庫）内で保管されることをお勧
めします。上陸中は財布、カメラ、その他身の回り品に十分ご注
意ください。寺院など宗教的な場所を訪問する際は、ショートパ
ンツ、タンクトップ、ミニスカートという服装はふさわしくないこ
ともございますので、お気を付けください。

その他、寄港地観光ツアーで気をつける
ことはありますか？
訪問する場所によっては、フラッシュ撮影が禁じら
れている場合や写真、ビデオの撮影自体が禁止さ

れていることもあります。本冊子に記載のツアーごとの注
意事項をお読みになり、ご質問がある場合はガイドにお尋
ねください。

身体に障害のある方にお勧めのツアー
はありますか？
身体に障害をお持ちのお客様が寄港地観光に参加
する場合、お客様のご希望に合わせた手配をする

ため、少なくともツアーの48時間前までにショアエクスカー
ション・デスクにご連絡ください。健脚レベルの低いツアーも
ご用意しております。車いすでもアクセスが可能なツアー（各
ツアーのシンボルマークを参照）のご予約をお勧めします。
寄港地によっては上陸の際にテンダーボート（本船を沖に停
め、船～岸壁間を移動するボート）を使用することもあり、車
いすのご利用が難しい場合がございます。船側の判断で上
陸や寄港地観光のご参加をお断りする場合もありますので
予めご了承ください。
また、ツアー催行・参加可否の最終決定はツアー運行会社が
行います。お客様のご参加が安全ではないとの判断がなさ
れたときは、参加をお断りする場合があります。この判断はツ
アー運行会社がツアー当日、直接お客様とお会いしてから下
されることもございます。

海外寄港地での安全対策はどのように
行っていますか？
プリンセス・クルーズではお客様の安全を最優先
に考慮しています。

現地行政機関などと常に連絡を取り、上陸に関するアドバ
イスなどを得ています。米国政府が寄港予定の特定地域へ
の入港を禁止、または警告を発している場合には、稀にク
ルーズの日程が変更されることがございます。プリンセス・
クルーズは最善の安全対策をとりますが、寄港中は現地の
情勢を考慮し、ご自身の責任で安全に行動していただくよ
うお願いいたします。特に海外の寄港地では下記の点にご
注意ください。
●旅行者が通常行く地区以外には行かず、ガイド付きツアー以

外では人里離れた場所には出かけないでください。
●ご自身の持ち物から目を離さないでください。
●知らない人から梱包した荷物などを受け取らないでください。
●派手な服装、目立つ行動はお控えください。
●上陸中の飲食には十分ご注意ください。

Q-9

A-9

Q-10

A-10

Q-11

A-11

Q-12

A-12

Q-13

A-13

Q-14

A-14

Q-15

A-15

Q-16

A-16

調 整 中
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港 ツアー
番　号 ツアー名

料金（$）
大人 子供

所要時間 マーク 頁

 6時間 

 6時間30分 

 5時間30分 

 3時間30分 

 5時間15分 

 4時間 

 5時間 

 3時間30分 

 5時間30分 

 5時間 

 7時間 

 5時間30分 

 6時間 

 4時間30分 

 4時間30分 

 6時間15分 

 8時間 

 9時間 

 7時間 

 4時間 

 3時間 

 6時間 

 2時間 

 8時間 

 3時間15分 

 5時間30分 

 4時間30分 

 4時間45分 

 8時間

 7時間 

 4時間30分 

 5時間30分 

 4時間30分  

1 知床半島クルーズ

2 モヨロ貝塚館、北方民族博物館 、小清水原生花園

3 世界遺産 知床国立公園

4 能取岬、オホーツク流氷館とモヨロ貝塚館

1 釧路湿原カヌー体験と細岡展望台

2 丹頂鶴自然公園と釧路市湿原展望台

3 丹頂鶴自然公園と釧路市動物園

4 ノロッコ号と釧路湿原

5 愛冠岬と牡蠣ランチ

6 釧路湿原国立公園ハイキング

1 小樽終日観光

2 定山渓温泉体験ツアー

3 札幌自由観光 ※ガイドなし

4 旧青山別邸と天狗山ロープウェイ

5 ニッカウヰスキー余市蒸溜所見学と小樽運河

6 積丹半島と神威岬ハイキング

1 函館観光

2 江差鰊漁町史と鰊御殿での昼食

3 青函トンネル記念館、横綱記念館観光

4 函館山と朝市ショッピング

5 五稜郭観光

6 大沼国定公園ハイキングと西大沼温泉露天風呂体験

7 函館山ロープウェイと夜景鑑賞

1 奥入瀬と十和田湖遊覧クルーズ

2 ねぶたの家ワ・ラッセと三内丸山遺跡観光

3 弘前城公園と津軽藩ねぷた村

4 津軽金山焼と立佞武多の館 

5 酸ヶ湯温泉

6 白神山地トレッキング

1 田沢湖と角館武家屋敷エリア散策

2 赤れんが郷土館、市民市場と酒蔵見学

3 角館武家屋敷めぐり

4 男鹿半島－寒風山回転展望台となまはげ館

ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）一覧よくある質問と回答

小
　樽

169.00

139.00

139.00

99.00

219.00

69.00

79.00

99.00

139.00

109.00

129.00

129.00

79.00

89.00

65.00

119.00

119.00

129.00

119.00

59.00

49.00

99.00

45.00

129.00

45.00

79.00

49.00

99.00

99.00

129.00

69.00

129.00

89.00

89.00

89.00

89.00

69.00

149.00

49.00

59.00

79.00

99.00

79.00

89.00

89.00

59.00

69.00

45.00

79.00

79.00

89.00

79.00

39.00

39.00

79.00

35.00

89.00

35.00

59.00

39.00

79.00

79.00

89.00

49.00

89.00

69.00

寄港地観光ツアーに参加した場合、
食事はできますか？
食事付きのツアーではツアー中に食事場所にご
案内いたします。食事なしのツアーの場合、ツアー
中に食事時間が設けられている場合があります。

なお、ツアー参加の前後に船内のブッフェレストランやルー
ムサービスにてお食事をおとりいただけます。

寄港地観光中に長い距離の歩行や、
階段の上り下りがありますか？
全ての寄港地観光ツアーにおいて、多少の徒歩に
よる移動が伴います。中には長距離の歩行や、階段
の上り下りが必要なツアーもあります。石畳や岩場

など足場の悪い道を歩いたり、エレベーターのない古い建物
を訪れたりする場合もあります。ツアーをお選びになる際に
は、各コースの健脚レベルマークをご参照ください。

寄港地観光ツアー参加中にショッピング
の時間がありますか？
多くの寄港地観光ツアーでショッピングの時間が
設けられています。ただし、旅程上十分に時間を確
保できない場合があります。予めご了承ください。

ツアーバスが遅れた場合、船に乗り遅
れませんか？
プリンセス・クルーズのツアーバスが何らかの事
情で港へ戻るのが遅くなっても、船に乗り遅れる
ことはありませんのでご安心ください。ただし、寄

港地にてご自分で観光ツアーを手配した場合や、プリンセス・
クルーズの寄港地観光ツアーから途中離団した場合には、
船内新聞に記載の「最終乗船時間」までに十分余裕を持っ
て船にお戻りください。

ツアー中または寄港地ではどのような
服装をしたらよいですか？また、必要な
持ち物は何ですか？
クルーズ中は、寄港地により穏やかで涼しい気候か
ら、気温、湿度の高い気候まで大きく変化します。天
候の変化に備え、場所によっては薄手のジャケットな

どお持ちになることをお勧めします。履き慣れたかかとの低い
靴でご参加ください。帽子やサンバイザー、折りたたみ傘、サン
グラス、カメラと予備のバッテリーをお持ちください。海外の寄
港地での外貨購入や免税品購入に備え、下船の際にパスポート
のコピーをお持ちください。また、貴重品や宝石類は客室内備
え付けのセーフティボックス（金庫）内で保管されることをお勧
めします。上陸中は財布、カメラ、その他身の回り品に十分ご注
意ください。寺院など宗教的な場所を訪問する際は、ショートパ
ンツ、タンクトップ、ミニスカートという服装はふさわしくないこ
ともございますので、お気を付けください。

その他、寄港地観光ツアーで気をつける
ことはありますか？
訪問する場所によっては、フラッシュ撮影が禁じら
れている場合や写真、ビデオの撮影自体が禁止さ

れていることもあります。本冊子に記載のツアーごとの注
意事項をお読みになり、ご質問がある場合はガイドにお尋
ねください。

身体に障害のある方にお勧めのツアー
はありますか？
身体に障害をお持ちのお客様が寄港地観光に参加
する場合、お客様のご希望に合わせた手配をする

ため、少なくともツアーの48時間前までにショアエクスカー
ション・デスクにご連絡ください。健脚レベルの低いツアーも
ご用意しております。車いすでもアクセスが可能なツアー（各
ツアーのシンボルマークを参照）のご予約をお勧めします。
寄港地によっては上陸の際にテンダーボート（本船を沖に停
め、船～岸壁間を移動するボート）を使用することもあり、車
いすのご利用が難しい場合がございます。船側の判断で上
陸や寄港地観光のご参加をお断りする場合もありますので
予めご了承ください。
また、ツアー催行・参加可否の最終決定はツアー運行会社が
行います。お客様のご参加が安全ではないとの判断がなさ
れたときは、参加をお断りする場合があります。この判断はツ
アー運行会社がツアー当日、直接お客様とお会いしてから下
されることもございます。

海外寄港地での安全対策はどのように
行っていますか？
プリンセス・クルーズではお客様の安全を最優先
に考慮しています。

現地行政機関などと常に連絡を取り、上陸に関するアドバ
イスなどを得ています。米国政府が寄港予定の特定地域へ
の入港を禁止、または警告を発している場合には、稀にク
ルーズの日程が変更されることがございます。プリンセス・
クルーズは最善の安全対策をとりますが、寄港中は現地の
情勢を考慮し、ご自身の責任で安全に行動していただくよ
うお願いいたします。特に海外の寄港地では下記の点にご
注意ください。
●旅行者が通常行く地区以外には行かず、ガイド付きツアー以

外では人里離れた場所には出かけないでください。
●ご自身の持ち物から目を離さないでください。
●知らない人から梱包した荷物などを受け取らないでください。
●派手な服装、目立つ行動はお控えください。
●上陸中の飲食には十分ご注意ください。

Q-9

A-9

Q-10

A-10

Q-11

A-11

Q-12

A-12

Q-13

A-13

Q-14

A-14

Q-15

A-15

Q-16

A-16

調 整 中
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OKA-204

OKA-219

OKA-229

OKA-474

PUS-104

PUS-209

PUS-219

PUS-324

KE1-109

KE1-144

KE1-189

KE1-204

KE1-209

KE1-384

KE1-389

HUN-104

HUN-204

HUN-209

KHH-104

KHH-109

KHH-114

KHH-204

KHH-209

KHH-214

YS1-204

YS1-289

YS1-384

VVO-214

VVO-224

VVO-234

那
　覇

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク

高
　雄

花
　蓮

コ
ル
サ
コ
フ

基
　隆
（
台
北
）

　　59.00

45.00

79.00

109.00

99.00

49.00

25.00

75.00

129.00

99.00

39.00

59.00

45.00

59.00

169.00

99.00

65.00

69.00

109.00

119.00

99.00

59.00

69.00

59.00

99.00

29.00

79.00

139.00

139.00

139.00

　39.00

35.00

59.00

79.00

79.00

39.00

15.00

55.00

89.00

79.00

35.00

49.00

35.00

49.00

129.00

79.00

45.00

49.00

79.00

89.00

79.00

49.00

59.00

49.00

99.00

29.00

79.00

99.00

69.00

89.00

港 ツアー
番　号 ツアー名

料金（$）
大人 子供

所要時間 マーク 頁

 5時間30分 

 4時間30分 

 4時間30分 

 5時間30分 

 8時間

 5時間 

 4時間45分 

 5時間

 8時間 

 7時間30分  

 7時間30分  

 5時間30分 

 4時間30分 

 4時間30分 

 8時間 

 7時間30分  

 5時間 

 5時間 

 8時間 

 8時間 

 8時間 

 4時間30分 

 5時間 

 5時間 

 4時間

 1時間30分

 5時間

 4時間

 4時間

 3時間30分

釜
　山

伏 

木 

富 

山

鹿  

児  

島

舞
　鶴

長
　崎

清
　水

港 ツアー
番　号 ツアー名

料金（$）
大人 子供

所要時間 マーク 頁

 7時間 

 7時間 

 5時間

 5時間 

 3時間30分 

 5時間30分 

 4時間30分 

 3時間30分 

 5時間 

 7時間30分

 7時間30分

 7時間30分 

 8時間 

 4時間 

 5時間

 8時間 

 4時間 

 4時間 

 3時間30分 

 4時間 

 9時間 

 8時間30分 

 4時間 

 7時間30分 

 6時間30分 

 ３時間 

 3時間30分 

 3時間45分 

 7時間 

 7時間 

 7時間 

 5時間 

 5時間 

 4時間 

金
　沢

79.00

99.00

59.00

65.00

49.00

69.00

69.00

49.00

69.00

159.00

109.00

109.00

199.00

59.00

79.00

109.00

49.00

49.00

69.00

59.00

119.00

89.00

79.00

99.00

139.00

49.00

89.00

69.00

129.00

119.00

129.00

65.00

59.00

49.00

59.00

79.00

49.00

45.00

39.00

49.00

49.00

39.00

59.00

109.00

79.00

79.00

149.00

39.00

59.00

89.00

39.00

39.00

49.00

49.00

79.00

69.00

59.00

79.00

89.00

39.00

69.00

49.00

89.00

79.00

89.00

45.00

39.00

39.00

20

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

24

24

24

24

25

26

26

26

26

27

27

27

28

29

29

29

29

30

30

31

31

31

31

TOY-119

TOY-124

TOY-189

TOY-204

TOY-209

TOY-214

TOY-234

TOY-244

TOY-254

KZ1-104

KZ1-119

KZ1-139

KZ1-144

KZ1-214

KZ1-224

SH1-104

SH1-204

SH1-209

SH1-214

SH1-264

MZ2-119

MZ2-134

MZ2-244

NGS-109

NGS-189

NGS-204

NGS-214

NGS-229

KOJ-134

KOJ-144

KOJ-154

KOJ-204

KOJ-209

KOJ-264

1 五箇山和紙の里と白川郷 

2 立山黒部アルペンルートと雪の大谷

3 金沢自由観光 　※ガイドなし

4 兼六園と近江町市場

5 瑞龍寺とますのすしミュージアム

6 兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街 

7 特別天然記念物 魚津埋没林博物館　

8 勝興寺とますのすしミュージアム

9 勝興寺と鱒のすし作り体験

1 兼六園、ひがし茶屋街、長町武家屋敷跡と金沢21世紀美術館

2 五箇山和紙の里と白川郷

3 東尋坊と永平寺

4 和倉温泉加賀屋旅館での昼食と入浴

5 兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街

6 金箔工芸と和菓子体験

1 富士山本宮浅間大社と東海道広重美術館

2 東海道広重美術館、由比本陣公園にて茶道体験と三保松原　

3 駿府城、静岡浅間神社と三保松原　

4 日本平の眺望とロープウェイ、久能山東照宮　

5 グリンピア牧之原にてお茶摘み体験

1 天橋立と伊根の舟屋めぐりクルーズ

2 小浜市観光と鯖街道

3 舞鶴湾クルーズと五老ヶ岳公園

1 島原城と武家屋敷

2 ハウステンボス自由観光 ※ガイドなし

3 平和公園と長崎原爆資料館

4 三菱重工長崎造船所と史料館見学

5 軍艦島観光

1 霧島温泉と霧島神宮

2 仙巌園・尚古集成館と醸造所めぐり

3 指宿砂風呂と薩摩伝承館

4 桜島火山と仙巌園・尚古集成館

5 仙巌園・尚古集成館と維新ふるさと館、照國神社

6 知覧武家屋敷と知覧特攻平和会館見学

1 琉球村と世界遺産識名園

2 首里城と国際通り

3 琉球紅型教室と首里城観光

4 世界遺産 斎場御嶽とガンガラーの谷ハイキング

1 国立慶州博物館、古墳公園と佛国寺

2 梵魚寺と韓国伝統音楽と舞踊鑑賞

3 チャガルチ市場と梵魚寺

4 茶の湯と市内ドライブ

1 故宮博物院、中正紀念堂と寺めぐり

2 天燈上げと九份ツアー

3 台北自由観光 ※ガイドなし

4 故宮博物院と中正紀念堂

5 台北市内ドライブ、龍山寺と中華工芸館

6 九份散策とお茶を楽しむ

7 台北散策と加賀屋温泉

1 太魯閣国立公園

2 太魯閣峡谷とショッピング

3 松園別館、港天宮、慶修院

1 高雄と台南

2 台南と珊瑚潭

3 市内観光と佛光山寺

4 蓮池潭と旗津島

5 赤嵌楼、台南孔子廟と延平郡王祠

6 佛光山僧院を訪ねる

1 ユジノサハリンスクへのドライブ 

2 コルサコフ散策 ※ガイドなし

3 ボルシェビキ山ハイキングと景色を楽しむ

1 市内ドライブ、潜水艦C-56博物館、科学歴史博物館

2 ウラジオストク要塞博物館とアルセーニエフ郷土誌博物館

3 ロシア正教系の学校訪問、聖母マリア聖堂

ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー）一覧

32

33

33

33

34

35

35

35

36

36

36

37

37

37

37

38

38

38

39

39

40

40

40

40

41

41

41

42

42

42
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OKA-204

OKA-219

OKA-229

OKA-474

PUS-104

PUS-209

PUS-219

PUS-324

KE1-109

KE1-144

KE1-189

KE1-204

KE1-209

KE1-384

KE1-389

HUN-104

HUN-204

HUN-209

KHH-104

KHH-109

KHH-114

KHH-204

KHH-209

KHH-214

YS1-204

YS1-289

YS1-384

VVO-214

VVO-224

VVO-234

那
　覇

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク

高
　雄

花
　蓮

コ
ル
サ
コ
フ

基
　隆
（
台
北
）

　　59.00

45.00

79.00

109.00

99.00

49.00

25.00

75.00

129.00

99.00

39.00

59.00

45.00

59.00

169.00

99.00

65.00

69.00

109.00

119.00

99.00

59.00

69.00

59.00

99.00

29.00

79.00

139.00

139.00

139.00

　39.00

35.00

59.00

79.00

79.00

39.00

15.00

55.00

89.00

79.00

35.00

49.00

35.00

49.00

129.00

79.00

45.00

49.00

79.00

89.00

79.00

49.00

59.00

49.00

99.00

29.00

79.00

99.00

69.00

89.00

港 ツアー
番　号 ツアー名

料金（$）
大人 子供

所要時間 マーク 頁

 5時間30分 

 4時間30分 

 4時間30分 

 5時間30分 

 8時間

 5時間 

 4時間45分 

 5時間

 8時間 

 7時間30分  

 7時間30分  

 5時間30分 

 4時間30分 

 4時間30分 

 8時間 

 7時間30分  

 5時間 

 5時間 

 8時間 

 8時間 

 8時間 

 4時間30分 

 5時間 

 5時間 

 4時間

 1時間30分

 5時間

 4時間

 4時間

 3時間30分

釜
　山

伏 

木 

富 

山

鹿  

児  

島

舞
　鶴

長
　崎

清
　水

港 ツアー
番　号 ツアー名

料金（$）
大人 子供

所要時間 マーク 頁

 7時間 

 7時間 

 5時間

 5時間 

 3時間30分 

 5時間30分 

 4時間30分 

 3時間30分 

 5時間 

 7時間30分

 7時間30分

 7時間30分 

 8時間 

 4時間 

 5時間

 8時間 

 4時間 

 4時間 

 3時間30分 

 4時間 

 9時間 

 8時間30分 

 4時間 

 7時間30分 

 6時間30分 

 ３時間 

 3時間30分 

 3時間45分 

 7時間 

 7時間 

 7時間 

 5時間 

 5時間 

 4時間 

金
　沢

79.00

99.00

59.00

65.00

49.00

69.00

69.00

49.00

69.00

159.00

109.00

109.00

199.00

59.00

79.00

109.00

49.00

49.00

69.00

59.00

119.00

89.00

79.00

99.00

139.00

49.00

89.00

69.00

129.00

119.00

129.00

65.00

59.00

49.00

59.00

79.00

49.00

45.00

39.00

49.00

49.00

39.00

59.00

109.00

79.00

79.00

149.00

39.00

59.00

89.00

39.00

39.00

49.00

49.00

79.00

69.00

59.00

79.00

89.00

39.00

69.00

49.00

89.00

79.00

89.00

45.00

39.00

39.00

20

21

21

21

21

22

22

22

22

23

23

24

24

24

24

25

26

26

26

26

27

27

27

28

29

29

29

29

30

30

31

31

31

31

TOY-119

TOY-124

TOY-189

TOY-204

TOY-209

TOY-214

TOY-234

TOY-244

TOY-254

KZ1-104

KZ1-119

KZ1-139

KZ1-144

KZ1-214

KZ1-224

SH1-104

SH1-204

SH1-209

SH1-214

SH1-264

MZ2-119

MZ2-134

MZ2-244

NGS-109

NGS-189

NGS-204

NGS-214

NGS-229

KOJ-134

KOJ-144

KOJ-154

KOJ-204

KOJ-209

KOJ-264

1 五箇山和紙の里と白川郷 

2 立山黒部アルペンルートと雪の大谷

3 金沢自由観光 　※ガイドなし

4 兼六園と近江町市場

5 瑞龍寺とますのすしミュージアム

6 兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街 

7 特別天然記念物 魚津埋没林博物館　

8 勝興寺とますのすしミュージアム

9 勝興寺と鱒のすし作り体験

1 兼六園、ひがし茶屋街、長町武家屋敷跡と金沢21世紀美術館

2 五箇山和紙の里と白川郷

3 東尋坊と永平寺

4 和倉温泉加賀屋旅館での昼食と入浴

5 兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街

6 金箔工芸と和菓子体験

1 富士山本宮浅間大社と東海道広重美術館

2 東海道広重美術館、由比本陣公園にて茶道体験と三保松原　

3 駿府城、静岡浅間神社と三保松原　

4 日本平の眺望とロープウェイ、久能山東照宮　

5 グリンピア牧之原にてお茶摘み体験

1 天橋立と伊根の舟屋めぐりクルーズ

2 小浜市観光と鯖街道
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主な見どころ

網走
オホーツク海に面する街で、オホーツクの豊かな
海の幸、山の幸を堪能できます。世界自然遺産
知床国立公園へも足を延ばしたい。

網走湖（イメージ）網走湖（イメージ）

日本で最も自然豊かで風光明媚な場所のひと
つ。ユネスコ世界遺産の知床国立公園へは、
船もしくは徒歩でしかアクセスすることができま
せん。人里離れた野生動物の安息地は、訪れる
価値のある場所です。

❶知床国立公園
天都山山頂にある流氷とオホーツク海をテーマ
とする網走市立の科学館。館内では体験型の
展示やオホーツク海の流氷の成り立ちをテー
マにした映像が楽しめます。マイナス15度の体
験室では、本物の流氷に触ることができます。

❷オホーツク流氷館
北方諸地域の人々の多様な伝統や慣習、文
化を展示した総合博物館。ユニークな展示
や手工芸品にあふれた特別展と常設展が催
されています。

❸北海道立北方民族博物館

明治時代から実際に使用されてきた建物を保存
公開している歴史野外博物館。網走国定公園の
景勝天都山網走湖側に位置し、敷地面積は東
京ドーム約3.5個分に相当します。1965年封切り
の東映映画「網走番外地」であまりにも有名。

❼博物館 網走監獄
北方からの渡来民族であったモヨロ人の「オ
ホーツク文化」を今に伝える日本の最も代表的
な貝塚のひとつ。オホーツク文化のルーツや暮ら
しぶり、復元住居、貝塚からの出土品をなどを展
示しています。

❽モヨロ貝塚館

❹小清水原生花園
国道244号線に沿い、オホーツク海と濤沸湖に
挟まれた約8kmの細長い丘陵地帯。6月から8
月にかけて、約40種類の色鮮やかな花々を楽
しむことができ、6月中旬から7月下旬がもっと
も美しい時期となります。

❺能取岬
能取岬から見下ろす澄み切ったオホーツク海と
知床連山は、オホーツクの美しさと雄大さを感
じ、夏冬を通しての景観の名所とされます。

80メートルの高さを誇る日本有数の美しい
滝。途中で流れがふたつに分かれていること
から「双美の滝」との異名を持ちます。滝に
沿って設けられた階段から見る景色は圧巻
です。

❻オシンコシンの滝

オホーツク流氷館（イメージ）オホーツク流氷館（イメージ）

オシンコシンの滝（イメージ）オシンコシンの滝（イメージ）知床国立公園（イメージ）知床国立公園（イメージ）

❷

❻❶

博物館 網走監獄（イメージ） 写真提供：網走市観光協会博物館 網走監獄（イメージ） 写真提供：網走市観光協会

❼

8 9

※碇を下ろして沖に停泊する可能性があり、陸への移動にはテンダーボート（通船）を利用します。

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

知床半島クルーズ知床半島クルーズ
Shiretoko Cruise

所要時間 約6時間旅 程

AB1-109
ツア一番号1

【昼食の内容】海鮮丼

港出発 ………………………… ウトロ港 …………………………… 知床半島海岸線クルーズ ……………………………… 
ウトロ港………………………………………………………… 地元レストラン（昼食） ……………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 169.00
$ 89.00

料金

❶
主な見どころ出発日

8：40／14:40
出発／到着時間

6/19(金)［M515］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

モヨロ貝塚館、北方民族博物館、小清水原生花園モヨロ貝塚館、北方民族博物館、小清水原生花園
Best of Abashiri 

所要時間 約6時間30分旅 程

AB1-114
ツア一番号2

【昼食の内容】和食
※一部足場の悪いところを歩きます。歩きやすい服装と靴でお越しください。

港出発 ……………………………… 小清水原生花園 …………………… 北海道立北方民族博物館 ……………………… 
地元レストラン（昼食） …………………… 博物館 網走監獄 ……………………… モヨロ貝塚館 …………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 139.00
$ 89.00

料金

❸ ❹ ❼ ❽
主な見どころ出発日

10：00／16:30
出発／到着時間

6/19(金)［M515］

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

能取岬、オホーツク流氷館とモヨロ貝塚館能取岬、オホーツク流氷館とモヨロ貝塚館
Cape Notoro & MuseumsAB1-224

ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 69.00

料金

❷ ❺ ❽
主な見どころ出発日

A   8:00／11:30
B 13:00／16:30

出発／到着時間

6/19(金)［M515］

所要時間 約3時間30分旅 程
港出発 …………………………………………………………………… 能取岬〈写真ストップ〉 ……………………………………
………………… オホーツク流氷館 ……………………………… モヨロ貝塚館 ……………………………………… 港到着

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

世界遺産 知床国立公園世界遺産 知床国立公園
Shiretoko National Park 

所要時間 約5時間30分旅 程

AB1-204
ツア一番号3

【軽食の内容】軽食（スナック、お水）
※ツアーでは、一湖のみを高架木道より見学します。二湖～五湖はご覧頂けません。

港出発 ……………………………………………………………………… オシンコシンの滝 ……………………………………
…………… 知床国立公園（知床五湖のうち一湖を見学） ………………………………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 139.00
$ 89.00

料金

❶ ❻
主な見どころ出発日

A 8:00／13:30
B 9:00／14:30

出発／到着時間

6/19(金)［M515］

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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主な見どころ

絶滅の危機にあった特別天然記念物「タンチョ
ウ」を保護するため1958年に開園した施設で、
現在では園内の屋外飼育施設で十数羽のタン
チョウが自然に近い環境で飼育されています。

北海道三大市場のひとつと言われる和商市場
には、新鮮な魚介類が豊富に並んでいます。お
好みの刺身や魚卵をのせて自分だけのオリジ
ナル丼を作る「勝手丼」は大人気です。

釧路
丹頂鶴が舞い降りる大地。日本最大の釧
路湿原が広がり、霧の街とも称されます。
日本有数の漁港で、新鮮な魚介類が堪能
できます。

釧路湿原（イメージ）釧路湿原（イメージ）

❶釧路市丹頂鶴自然公園 ❷釧路和商市場

愛冠岬は、厚岸湾から突き出た高原です。素
晴らしい景観と野生動物で知られる愛冠岬
は、若者にも人気の観光地です。

❸愛冠岬 ❹エコミュージアムセンター「あるこっと」
湿原の生命の源である「水」をテーマに、様々
な姿に形を変えて湿原を流れる水のようす
と、釧路湿原の多様性に富んだ自然や動植
物の姿などを紹介しています。

❺釧路湿原
釧路川とその支流を抱く広大な湿原で、湿原の広さは
日本最大といわれています。タンチョウなどの水鳥をは
じめ、多くの野生生物の貴重な生息地となっています。
1980年6月に、この湿原の価値が国際的に認められ日
本で最初のラムサール条約登録湿地となりました。

周囲2.5kmを約１時間で回る遊歩道は７ヶ所
の広場とサテライト展望台からなっています。
周辺にはエゾカオジロトンボやキタサンショウ
ウオなどが生息し、釧路湿原国立公園の雄大
な景色を一望できます。

❻北斗木道とサテライト展望台

タンチョウ（イメージ）タンチョウ（イメージ）

❶

釧路和商市場（イメージ）釧路和商市場（イメージ）

❷

10 11

大自然満喫 【最少催行人数】 20名

ノロッコ号と釧路湿原ノロッコ号と釧路湿原
Norokko Train & Marshaland

所要時間 約3時間30分 旅 程

KUH-214
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………… エコミュージアムセンター「あるこっと」 ……………　遊歩道散策 …………………………
………………… JR塘路駅 …………… 　　ノロッコ号乗車（約40分） ……………… JR釧路駅 …………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

9:00／12:307/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❹ ❺

※ノロッコ号の座席は40席と大変少なく増席も難しいため、お取り出来ない場合がございます。予めご了承ください。
※2015年のノロッコ号の運行詳細スケジュールが2015年2月時点では未確定のため、本ツアーの出発／到着時間等は変更になる可能性がございます。

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

愛冠岬と牡蠣ランチ愛冠岬と牡蠣ランチ
Walking Cape Aikappu Misaki & Oyster Lunch 

所要時間 約5時間30分 旅 程

KUH-249
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 139.00
$ 99.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………… 愛冠岬 ……………… 厚岸漁業協同組合 …………………… （昼食） ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:00／13:307/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❸

【昼食の内容】牡蠣と魚介のバーベキュー
※舗装されていない足場の悪い道を歩きます。歩行が困難なお客様にはお勧めしません。
※歩きやすい靴でご参加ください。また、上着をご持参ください。
※海鮮アレルギーをお持ちのお客様は、昼食に他の選択肢がないためご参加をお勧めしません。

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 25名

釧路湿原カヌー体験と細岡展望台釧路湿原カヌー体験と細岡展望台
Ultimate Kushiro Wetlands & Canoe Experience (Guided in Japanese)

所要時間 約5時間15分旅 程

KUH-154
ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 219.00
$ 149.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:00／13:157/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❺

港出発 …………………………………………… 達古武湖アクティビティーステーション（達古武湖・釧路川カヌー体験) 
………………………………（昼食）……………………………… 細岡展望台 …………………………………………… 港到着

【昼食の内容】サンドイッチ
※動きやすい服装、靴でご参加ください。上着をご持参ください。

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

丹頂鶴自然公園と釧路市湿原展望台丹頂鶴自然公園と釧路市湿原展望台
Kushiro's Natural Wonders 

所要時間 約4時間旅 程

KUH-204
ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

A 8:00／12:00
B 9:00／13:007/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❶ ❺ ❻

港出発 ……………………… 釧路市丹頂鶴自然公園 ……………………… 釧路市湿原展望台 …………………… 港到着

※動きやすい服装、靴でご参加ください。上着をご持参ください。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

丹頂鶴自然公園と釧路市動物園丹頂鶴自然公園と釧路市動物園
Kushiro Crane Park, Zoo & Fish Market 

所要時間 約5時間旅 程

KUH-209
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:30／13:307/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❶ ❷ ❻

港出発 …………… 釧路市丹頂鶴自然公園 …………… 釧路市動物園 ……………… 釧路和商市場 …………… 港到着
※和商市場が休業の場合は、釧路フィッシャーマンズワーフMOOを訪れます。

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 25名

釧路湿原国立公園ハイキング 釧路湿原国立公園ハイキング 
Kushiro Wetlands National Park Walking Tour 

所要時間 約5時間旅 程

KUH-384
ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 109.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:15／13:157/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❺ ❻

港出発 ……………… 温根内ビジターセンター（釧路湿原ハイキング） …………………… （昼食） ……………… 港到着
【昼食の内容】地元の食材を使ったバーベキュー

調 整 中

本ツアーは設定に向け調整を行っております。詳細は後日発表の予定ですが、
今後状況によっては催行中止となる場合もございますので、予めご了承ください。

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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主な見どころ

絶滅の危機にあった特別天然記念物「タンチョ
ウ」を保護するため1958年に開園した施設で、
現在では園内の屋外飼育施設で十数羽のタン
チョウが自然に近い環境で飼育されています。

北海道三大市場のひとつと言われる和商市場
には、新鮮な魚介類が豊富に並んでいます。お
好みの刺身や魚卵をのせて自分だけのオリジ
ナル丼を作る「勝手丼」は大人気です。

釧路
丹頂鶴が舞い降りる大地。日本最大の釧
路湿原が広がり、霧の街とも称されます。
日本有数の漁港で、新鮮な魚介類が堪能
できます。

釧路湿原（イメージ）釧路湿原（イメージ）

❶釧路市丹頂鶴自然公園 ❷釧路和商市場

愛冠岬は、厚岸湾から突き出た高原です。素
晴らしい景観と野生動物で知られる愛冠岬
は、若者にも人気の観光地です。

❸愛冠岬 ❹エコミュージアムセンター「あるこっと」
湿原の生命の源である「水」をテーマに、様々
な姿に形を変えて湿原を流れる水のようす
と、釧路湿原の多様性に富んだ自然や動植
物の姿などを紹介しています。

❺釧路湿原
釧路川とその支流を抱く広大な湿原で、湿原の広さは
日本最大といわれています。タンチョウなどの水鳥をは
じめ、多くの野生生物の貴重な生息地となっています。
1980年6月に、この湿原の価値が国際的に認められ日
本で最初のラムサール条約登録湿地となりました。

周囲2.5kmを約１時間で回る遊歩道は７ヶ所
の広場とサテライト展望台からなっています。
周辺にはエゾカオジロトンボやキタサンショウ
ウオなどが生息し、釧路湿原国立公園の雄大
な景色を一望できます。

❻北斗木道とサテライト展望台

タンチョウ（イメージ）タンチョウ（イメージ）

❶

釧路和商市場（イメージ）釧路和商市場（イメージ）

❷
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大自然満喫 【最少催行人数】 20名

ノロッコ号と釧路湿原ノロッコ号と釧路湿原
Norokko Train & Marshaland

所要時間 約3時間30分 旅 程

KUH-214
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………… エコミュージアムセンター「あるこっと」 ……………　遊歩道散策 …………………………
………………… JR塘路駅 …………… 　　ノロッコ号乗車（約40分） ……………… JR釧路駅 …………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

9:00／12:307/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❹ ❺

※ノロッコ号の座席は40席と大変少なく増席も難しいため、お取り出来ない場合がございます。予めご了承ください。
※2015年のノロッコ号の運行詳細スケジュールが2015年2月時点では未確定のため、本ツアーの出発／到着時間等は変更になる可能性がございます。

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

愛冠岬と牡蠣ランチ愛冠岬と牡蠣ランチ
Walking Cape Aikappu Misaki & Oyster Lunch 

所要時間 約5時間30分 旅 程

KUH-249
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 139.00
$ 99.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………… 愛冠岬 ……………… 厚岸漁業協同組合 …………………… （昼食） ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:00／13:307/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❸

【昼食の内容】牡蠣と魚介のバーベキュー
※舗装されていない足場の悪い道を歩きます。歩行が困難なお客様にはお勧めしません。
※歩きやすい靴でご参加ください。また、上着をご持参ください。
※海鮮アレルギーをお持ちのお客様は、昼食に他の選択肢がないためご参加をお勧めしません。

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 25名

釧路湿原カヌー体験と細岡展望台釧路湿原カヌー体験と細岡展望台
Ultimate Kushiro Wetlands & Canoe Experience (Guided in Japanese)

所要時間 約5時間15分旅 程

KUH-154
ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 219.00
$ 149.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:00／13:157/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❺

港出発 …………………………………………… 達古武湖アクティビティーステーション（達古武湖・釧路川カヌー体験) 
………………………………（昼食）……………………………… 細岡展望台 …………………………………………… 港到着

【昼食の内容】サンドイッチ
※動きやすい服装、靴でご参加ください。上着をご持参ください。

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

丹頂鶴自然公園と釧路市湿原展望台丹頂鶴自然公園と釧路市湿原展望台
Kushiro's Natural Wonders 

所要時間 約4時間旅 程

KUH-204
ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

A 8:00／12:00
B 9:00／13:007/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❶ ❺ ❻

港出発 ……………………… 釧路市丹頂鶴自然公園 ……………………… 釧路市湿原展望台 …………………… 港到着

※動きやすい服装、靴でご参加ください。上着をご持参ください。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

丹頂鶴自然公園と釧路市動物園丹頂鶴自然公園と釧路市動物園
Kushiro Crane Park, Zoo & Fish Market 

所要時間 約5時間旅 程

KUH-209
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:30／13:307/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❶ ❷ ❻

港出発 …………… 釧路市丹頂鶴自然公園 …………… 釧路市動物園 ……………… 釧路和商市場 …………… 港到着
※和商市場が休業の場合は、釧路フィッシャーマンズワーフMOOを訪れます。

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 25名

釧路湿原国立公園ハイキング 釧路湿原国立公園ハイキング 
Kushiro Wetlands National Park Walking Tour 

所要時間 約5時間旅 程

KUH-384
ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 109.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:15／13:157/10(金)［M519］、7/19(日)［M520］、8/21(金)［M524］ ❺ ❻

港出発 ……………… 温根内ビジターセンター（釧路湿原ハイキング） …………………… （昼食） ……………… 港到着
【昼食の内容】地元の食材を使ったバーベキュー

調 整 中

本ツアーは設定に向け調整を行っております。詳細は後日発表の予定ですが、
今後状況によっては催行中止となる場合もございますので、予めご了承ください。

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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主な見どころ

明治、大正期にニシン漁で巨万の富を築いた
大網元・青山家が2世代にわたって1923年に
建てた贅の限りを尽くした別荘。2010年に国
の有形文化財に登録されています。

小樽運河は復元された石造りの倉庫に沿って
流れ、倉庫街にはレストランやショップが集まっ
ています。小樽観光のハイライトスポットです。

伝統のスコッランド式蒸溜法を用い、スモー
キーなモルトウイスキーを丁寧に作る蒸溜酒
製造場です。ニッカウヰスキーの創業者、竹
鶴政孝氏により1934年に建てられました。

大通公園（イメージ）大通公園（イメージ）ニッカウヰスキー余市蒸溜所（イメージ）ニッカウヰスキー余市蒸溜所（イメージ） 神威岬（イメージ）神威岬（イメージ）

小樽
港を中心に貿易や金融の町として栄え、
歴史的な建造物や運河がかつての繁栄を
今に伝えます。ガラス工芸などのショップ
や寿司店をめぐるのも楽しみ。

小樽運河（イメージ）小樽運河（イメージ）

❶旧青山別邸 ❷小樽運河 ❸ニッカウヰスキー余市蒸溜所

❹札幌
言わずと知れた人口195万人を擁する北海道の
道庁所在地。1972年の冬季オリンピックの開催
地になり、2026年冬季オリンピック招致も表明し
ています。市内にも観光スポットが多数点在し、
北のグルメを楽しむにも最高の場所です。

❺定山渓温泉
支笏洞爺国立公園内に位置し、緑豊かな渓谷
の湯どころとして年間約240万人の方が訪れて
います。定山渓の歴史は古く、1866年に修験
僧・美泉定山がアイヌの人々の案内で泉源と出
会った時に始まったと言われています。

積丹半島にある岬。岬の先端部までは尾根
沿いに整備された「チャレンカの道」と名付
けられた遊歩道が整備されています。遊歩道
の高台からはダイナミックな神威岬の景観を
眺めることができます。

❻神威岬（かむいみさき）

❸ ❹

札幌時計台（イメージ）札幌時計台（イメージ）

❹ ❻
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ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

定山渓温泉体験ツアー 定山渓温泉体験ツアー 
Jyozankei Onsen

所要時間 約5時間30分旅 程

QOT-134
ツア一番号2

出発日

10:45／16:15

出発／到着時間

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金

❺
主な見どころ

港出発 ………………………………………………  定山渓温泉（昼食/入浴/街散策） …………………………………… 港到着

7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

【昼食の内容】定山渓温泉のホテルにてブッフェ

フリーツアー 【最少催行人数】 20名

札幌自由観光 札幌自由観光 
Sapporo On Your Own 

所要時間 約6時間旅 程

QOT-189
ツア一番号3

出発日

10:45／16:45

出発／到着時間

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金

❹
主な見どころ

港出発 …………………………………………………… 大通公園（フリータイム） ……………………………………… 港到着

7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

※北海道大学内の植物園、札幌ビール工場は月曜は定休日です。

※ガイドなし

出発日

8:30／13：00

11:00／15：30

出発／到着時間

6/18(木)［M515］
7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

旧青山別邸と天狗山ロープウェイ 旧青山別邸と天狗山ロープウェイ 
Aoyama Villa & Tenguyuma Ropeway

所要時間 約4時間30分旅 程

QOT-204
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 89.00
$ 69.00

料金

❶ ❷
主な見どころ

港出発 ………………………… 旧青山別邸 ……………………… ロープウェイ山麓駅 ………………………天狗山展望台 
……………………… ロープウェイ山麓駅 ………………………… 小樽運河（フリータイム／買い物） …………………港到着

出発日 出発／到着時間

6/18(木)［M515］
7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

8:15／12：45

12:45／17：15

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

ニッカウヰスキー余市蒸溜所見学と小樽運河ニッカウヰスキー余市蒸溜所見学と小樽運河
Yoichi Nikka Whisky Brewery & Shopping District 

所要時間 約4時間30分旅 程

QOT-214
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 65.00
$ 45.00

料金

❷ ❸
主な見どころ

港出発 ……………… ニッカウヰスキー余市蒸溜所 ……………… 小樽運河（フリータイム／買い物）…………… 港到着

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 20名

積丹半島と神威岬ハイキング 積丹半島と神威岬ハイキング 
Shakotan Peninsula & Cape Kamui Misaki Hike

所要時間 約6時間15分旅 程

※急斜面や舗装されていない道を歩くアクティブなツアーです。20～30分ほどのハイキングが含まれます。歩行が困難なお客様にはお勧めしません。
※アウトドアウェアとウォーキングシューズをご着用ください。薄手のジャケットまたはウィンドブレーカーをご持参ください。
※海鮮アレルギーをお持ちのお客様は、昼食に他の選択肢がないためご参加をお勧めしません。　※強風の場合、稀に岬先端への立入が禁止になる可能性がございます。

【昼食の内容】カムイ番屋にてウニ丼と鍋

QOT-384
ツア一番号6

出発日

10:00／16:15

出発／到着時間

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 79.00

料金

❻
主な見どころ

港出発 …………………… 神威岬 ………………   （ハイキング）……………… カムイ番屋（昼食） …………………… 港到着

7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

小樽終日観光 小樽終日観光 
Best of Otaru 

所要時間 約7時間旅 程

QOT-104
ツア一番号1

出発日

10:30／17:30

出発／到着時間

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金

❶ ❷ ❸
主な見どころ

港出発 …………………… ニッカウヰスキー余市蒸溜所 …………………… 旧青山別邸 …………………… 小樽貴賓館
にて昼食 ………………… 堺町通り（フリータイム／買い物） ……………… 小樽運河（写真ストップ） ……………… 港到着

7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

【昼食の内容】鰊料理 ※このツアーは歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※歩きやすい靴でご参加ください。

※入れ墨をされている方の入浴をお断りしています。温泉での写真撮影はご遠慮ください。

※天狗山ロープウェイは強風など天候条件により運休になる場合がございます。

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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主な見どころ

明治、大正期にニシン漁で巨万の富を築いた
大網元・青山家が2世代にわたって1923年に
建てた贅の限りを尽くした別荘。2010年に国
の有形文化財に登録されています。

小樽運河は復元された石造りの倉庫に沿って
流れ、倉庫街にはレストランやショップが集まっ
ています。小樽観光のハイライトスポットです。

伝統のスコッランド式蒸溜法を用い、スモー
キーなモルトウイスキーを丁寧に作る蒸溜酒
製造場です。ニッカウヰスキーの創業者、竹
鶴政孝氏により1934年に建てられました。

大通公園（イメージ）大通公園（イメージ）ニッカウヰスキー余市蒸溜所（イメージ）ニッカウヰスキー余市蒸溜所（イメージ） 神威岬（イメージ）神威岬（イメージ）

小樽
港を中心に貿易や金融の町として栄え、
歴史的な建造物や運河がかつての繁栄を
今に伝えます。ガラス工芸などのショップ
や寿司店をめぐるのも楽しみ。

小樽運河（イメージ）小樽運河（イメージ）

❶旧青山別邸 ❷小樽運河 ❸ニッカウヰスキー余市蒸溜所

❹札幌
言わずと知れた人口195万人を擁する北海道の
道庁所在地。1972年の冬季オリンピックの開催
地になり、2026年冬季オリンピック招致も表明し
ています。市内にも観光スポットが多数点在し、
北のグルメを楽しむにも最高の場所です。

❺定山渓温泉
支笏洞爺国立公園内に位置し、緑豊かな渓谷
の湯どころとして年間約240万人の方が訪れて
います。定山渓の歴史は古く、1866年に修験
僧・美泉定山がアイヌの人々の案内で泉源と出
会った時に始まったと言われています。

積丹半島にある岬。岬の先端部までは尾根
沿いに整備された「チャレンカの道」と名付
けられた遊歩道が整備されています。遊歩道
の高台からはダイナミックな神威岬の景観を
眺めることができます。

❻神威岬（かむいみさき）

❸ ❹

札幌時計台（イメージ）札幌時計台（イメージ）

❹ ❻
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ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

定山渓温泉体験ツアー 定山渓温泉体験ツアー 
Jyozankei Onsen

所要時間 約5時間30分旅 程

QOT-134
ツア一番号2

出発日

10:45／16:15

出発／到着時間

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金

❺
主な見どころ

港出発 ………………………………………………  定山渓温泉（昼食/入浴/街散策） …………………………………… 港到着

7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

【昼食の内容】定山渓温泉のホテルにてブッフェ

フリーツアー 【最少催行人数】 20名

札幌自由観光 札幌自由観光 
Sapporo On Your Own 

所要時間 約6時間旅 程

QOT-189
ツア一番号3

出発日

10:45／16:45

出発／到着時間

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金

❹
主な見どころ

港出発 …………………………………………………… 大通公園（フリータイム） ……………………………………… 港到着

7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

※北海道大学内の植物園、札幌ビール工場は月曜は定休日です。

※ガイドなし

出発日

8:30／13：00

11:00／15：30

出発／到着時間

6/18(木)［M515］
7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

旧青山別邸と天狗山ロープウェイ 旧青山別邸と天狗山ロープウェイ 
Aoyama Villa & Tenguyuma Ropeway

所要時間 約4時間30分旅 程

QOT-204
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 89.00
$ 69.00

料金

❶ ❷
主な見どころ

港出発 ………………………… 旧青山別邸 ……………………… ロープウェイ山麓駅 ………………………天狗山展望台 
……………………… ロープウェイ山麓駅 ………………………… 小樽運河（フリータイム／買い物） …………………港到着

出発日 出発／到着時間

6/18(木)［M515］
7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

8:15／12：45

12:45／17：15

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

ニッカウヰスキー余市蒸溜所見学と小樽運河ニッカウヰスキー余市蒸溜所見学と小樽運河
Yoichi Nikka Whisky Brewery & Shopping District 

所要時間 約4時間30分旅 程

QOT-214
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 65.00
$ 45.00

料金

❷ ❸
主な見どころ

港出発 ……………… ニッカウヰスキー余市蒸溜所 ……………… 小樽運河（フリータイム／買い物）…………… 港到着

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 20名

積丹半島と神威岬ハイキング 積丹半島と神威岬ハイキング 
Shakotan Peninsula & Cape Kamui Misaki Hike

所要時間 約6時間15分旅 程

※急斜面や舗装されていない道を歩くアクティブなツアーです。20～30分ほどのハイキングが含まれます。歩行が困難なお客様にはお勧めしません。
※アウトドアウェアとウォーキングシューズをご着用ください。薄手のジャケットまたはウィンドブレーカーをご持参ください。
※海鮮アレルギーをお持ちのお客様は、昼食に他の選択肢がないためご参加をお勧めしません。　※強風の場合、稀に岬先端への立入が禁止になる可能性がございます。

【昼食の内容】カムイ番屋にてウニ丼と鍋

QOT-384
ツア一番号6

出発日

10:00／16:15

出発／到着時間

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 79.00

料金

❻
主な見どころ

港出発 …………………… 神威岬 ………………   （ハイキング）……………… カムイ番屋（昼食） …………………… 港到着

7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

小樽終日観光 小樽終日観光 
Best of Otaru 

所要時間 約7時間旅 程

QOT-104
ツア一番号1

出発日

10:30／17:30

出発／到着時間

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金

❶ ❷ ❸
主な見どころ

港出発 …………………… ニッカウヰスキー余市蒸溜所 …………………… 旧青山別邸 …………………… 小樽貴賓館
にて昼食 ………………… 堺町通り（フリータイム／買い物） ……………… 小樽運河（写真ストップ） ……………… 港到着

7/13(月)［M519］、7/22(水)［M520］、8/24(月)［M524］

【昼食の内容】鰊料理 ※このツアーは歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※歩きやすい靴でご参加ください。

※入れ墨をされている方の入浴をお断りしています。温泉での写真撮影はご遠慮ください。

※天狗山ロープウェイは強風など天候条件により運休になる場合がございます。

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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主な見どころ

函館
函館夜景（イメージ）函館夜景（イメージ）

❹大沼国定公園
日本で最も美しい景観の１つと称賛される自然保護
区です。駒ヶ岳を背景に大沼、小沼、じゅん菜沼の３
つの沼と126の島、18の橋があり風情のある美しい風
景が広がっています。

❺金森赤レンガ倉庫
明治末期に商港函館の最初の営業倉庫として建造さ
れました。太い梁や頑丈な床板に北洋漁業全盛期の
往時を偲ぶことができます。現在ではレストラン、
ショッピングモールに再利用されているレンガ造りの
倉庫群です。

函館市、松前町と並び、北海道で最も早く開けた地
域の一つ。江戸時代はニシンの漁場および北前船に
よる交易港、「江差の五月は江戸にもない」といわれる
ほど繁栄を極めていました。伝統芸能や生活文化も
数多く伝承されています。

❻江差町
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幕末の歴史の舞台であり、異国情緒がた
だよう港町。日没と共に函館山の眼下に
きらめく銀河は、「日本三大夜景」の一つ
として知られています。

標高334ｍ。函館市の市街地西端にある山。ロープ
ウェイで山頂に上ることができ、山頂からの眺望はミ
シュラン・グリーンガイド・ジャポンで三つ星を獲得し
ました。

地元の人と触れ合い、海の幸を味わうのに最適な場
所です。１万坪の敷地に400もの店がひしめき合い、
「食」のワンダーランドが展開されています。

五稜郭は、国の特別史跡に指定されている星形要塞
の軍事遺跡です。幕軍と官軍の最後の戦いである箱
館戦争の舞台となったことでも有名です。2010年に復
元された函館奉行所があり、建築物としても見る価値
が高いと言われています。

❶函館山 ❷函館朝市 ❸五稜郭公園

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

函館観光函館観光
Best of Hakodate 

所要時間 約8時間旅 程

HKD-104
ツア一番号1

港出発 ………………… 函館朝市 ……………… 五稜郭公園（五稜郭タワー） ……………… レストラン（昼食）…………… 
金森赤レンガ倉庫 ………… 元町地区 …… 　 函館山ロープウェイ……………港到着 【昼食の内容】地元産魚介類を使った食事

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

❶ ❷ ❸ ❺9:30／17:30
8:30／16:30

7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

江差鰊漁町史と鰊御殿での昼食江差鰊漁町史と鰊御殿での昼食
Esashi & Traditional Folk Performance

所要時間 約9時間旅 程

HKD-114
ツア一番号2

大人1名様

子供1名様
$ 129.00
$ 89.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………… 厚沢部道の駅 …………… 江差追分会館（「江差沖揚げ音頭」鑑賞） ……………… 瓶子岩（かもめ島） 
………………… 横山家（昼食） …………… いにしえ街道 ………………… トラピスト修道院 …………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

❻

【昼食の内容】にしんそば　※江差沖揚げ音頭の代わりに江差三下り（さんさがり）となる場合があります。

7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

10:00／19:00
8:00／17:00

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

函館山と朝市ショッピング 函館山と朝市ショッピング 
Mt. Hakodate & Morning Market HKD-204

ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

❶ ❷

所要時間 約4時間旅 程
港出発 ……………… 函館朝市 ………………  　函館山ロープウェイ ……………… 元町地区散策 …………… 港到着

出発日 出発　　　　／　　　到着時間

5/23(土)［M512］、6/16(火)［M515］
7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

A 13:00／B 13:30 A 17:00／B 17:30

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

五稜郭観光五稜郭観光
Fort Goryokaku 

所要時間 約3時間旅 程

HKD-234
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………… 五稜郭タワー …………… 五稜郭公園、函館奉行所（別料金） ………………………… 港到着

❸

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 25名

大沼国定公園ハイキングと西大沼温泉露天風呂体験 大沼国定公園ハイキングと西大沼温泉露天風呂体験 
Hiking in Onuma Quasi National Park

所要時間 約6時間旅 程

HKD-384
ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………… 大沼国定公園にてハイキング …………… ボート乗り場 …………… 駒ヶ岳神社ボート降り場 
……………… 駒ヶ岳神社 …………… 西大沼温泉／昼食 ……………… 大沼国定公園（自由時間） ……………… 港到着

【昼食の内容】ちゃんちゃん焼き定食

出発日 出発／到着時間

❹5/23(土)［M512］、6/16(火)［M515］
7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

13:00／19:00
10:00／16:00
8:30／14:30

※足場の悪い道を歩きます。動きやすい服装と靴でご参加ください。※タオルは無料でご用意しています。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

函館山ロープウェイと夜景観賞函館山ロープウェイと夜景観賞
Mt. Hakodate Aerial Tram by Night

所要時間 約2時間旅 程

HKD-864
ツア一番号7

大人1名様

子供1名様

$ 45.00
$ 35.00

料金 主な見どころ

港出発 …………… 函館山ロープウェイ乗り場 ………… 函館山山頂 ………… 函館山ロープウェイ乗り場 ………… 港到着

出発日 出発／到着時間

❶19:15／21:15
5/23(土)［M512］、6/16(火)［M515］、7/14(火)［M519］、
7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］、9/4(金)［M525N］

※五稜郭の奉行所へ入場する場合は、別料金になります。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

青函トンネル記念館、横綱記念館観光青函トンネル記念館、横綱記念館観光
Sumo Origins and Seikan Tunnel Museum

所要時間 約7時間旅 程

HKD-124
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 ………… 知内道の駅 …………… 青函トンネル記念館 ………… （昼食） ………… 横綱 千代の山 千代の富士
記念館 …… 福島大神宮 ……… 福島道の駅 …………… トラピスト修道院 ………… 港到着

出発日 出発／到着時間

【昼食の内容】ちゃんこ鍋定食

10:30／17:30
9:30／16:30

7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

出発日 出発／到着時間

5/23(土)［M512］、6/16(火)［M515］
7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

13:30／16:30
10:30／13:30
9:00／12:00

10:00
8:00

14:00
12:00
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主な見どころ

函館
函館夜景（イメージ）函館夜景（イメージ）

❹大沼国定公園
日本で最も美しい景観の１つと称賛される自然保護
区です。駒ヶ岳を背景に大沼、小沼、じゅん菜沼の３
つの沼と126の島、18の橋があり風情のある美しい風
景が広がっています。

❺金森赤レンガ倉庫
明治末期に商港函館の最初の営業倉庫として建造さ
れました。太い梁や頑丈な床板に北洋漁業全盛期の
往時を偲ぶことができます。現在ではレストラン、
ショッピングモールに再利用されているレンガ造りの
倉庫群です。

函館市、松前町と並び、北海道で最も早く開けた地
域の一つ。江戸時代はニシンの漁場および北前船に
よる交易港、「江差の五月は江戸にもない」といわれる
ほど繁栄を極めていました。伝統芸能や生活文化も
数多く伝承されています。

❻江差町

14 15

幕末の歴史の舞台であり、異国情緒がた
だよう港町。日没と共に函館山の眼下に
きらめく銀河は、「日本三大夜景」の一つ
として知られています。

標高334ｍ。函館市の市街地西端にある山。ロープ
ウェイで山頂に上ることができ、山頂からの眺望はミ
シュラン・グリーンガイド・ジャポンで三つ星を獲得し
ました。

地元の人と触れ合い、海の幸を味わうのに最適な場
所です。１万坪の敷地に400もの店がひしめき合い、
「食」のワンダーランドが展開されています。

五稜郭は、国の特別史跡に指定されている星形要塞
の軍事遺跡です。幕軍と官軍の最後の戦いである箱
館戦争の舞台となったことでも有名です。2010年に復
元された函館奉行所があり、建築物としても見る価値
が高いと言われています。

❶函館山 ❷函館朝市 ❸五稜郭公園

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

函館観光函館観光
Best of Hakodate 

所要時間 約8時間旅 程

HKD-104
ツア一番号1

港出発 ………………… 函館朝市 ……………… 五稜郭公園（五稜郭タワー） ……………… レストラン（昼食）…………… 
金森赤レンガ倉庫 ………… 元町地区 …… 　 函館山ロープウェイ……………港到着 【昼食の内容】地元産魚介類を使った食事

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

❶ ❷ ❸ ❺9:30／17:30
8:30／16:30

7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

江差鰊漁町史と鰊御殿での昼食江差鰊漁町史と鰊御殿での昼食
Esashi & Traditional Folk Performance

所要時間 約9時間旅 程

HKD-114
ツア一番号2

大人1名様

子供1名様
$ 129.00
$ 89.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………… 厚沢部道の駅 …………… 江差追分会館（「江差沖揚げ音頭」鑑賞） ……………… 瓶子岩（かもめ島） 
………………… 横山家（昼食） …………… いにしえ街道 ………………… トラピスト修道院 …………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

❻

【昼食の内容】にしんそば　※江差沖揚げ音頭の代わりに江差三下り（さんさがり）となる場合があります。

7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

10:00／19:00
8:00／17:00

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

函館山と朝市ショッピング 函館山と朝市ショッピング 
Mt. Hakodate & Morning Market HKD-204

ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

❶ ❷

所要時間 約4時間旅 程
港出発 ……………… 函館朝市 ………………  　函館山ロープウェイ ……………… 元町地区散策 …………… 港到着

出発日 出発　　　　／　　　到着時間

5/23(土)［M512］、6/16(火)［M515］
7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

A 13:00／B 13:30 A 17:00／B 17:30

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

五稜郭観光五稜郭観光
Fort Goryokaku 

所要時間 約3時間旅 程

HKD-234
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………… 五稜郭タワー …………… 五稜郭公園、函館奉行所（別料金） ………………………… 港到着

❸

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 25名

大沼国定公園ハイキングと西大沼温泉露天風呂体験 大沼国定公園ハイキングと西大沼温泉露天風呂体験 
Hiking in Onuma Quasi National Park

所要時間 約6時間旅 程

HKD-384
ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………… 大沼国定公園にてハイキング …………… ボート乗り場 …………… 駒ヶ岳神社ボート降り場 
……………… 駒ヶ岳神社 …………… 西大沼温泉／昼食 ……………… 大沼国定公園（自由時間） ……………… 港到着

【昼食の内容】ちゃんちゃん焼き定食

出発日 出発／到着時間

❹5/23(土)［M512］、6/16(火)［M515］
7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

13:00／19:00
10:00／16:00
8:30／14:30

※足場の悪い道を歩きます。動きやすい服装と靴でご参加ください。※タオルは無料でご用意しています。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

函館山ロープウェイと夜景観賞函館山ロープウェイと夜景観賞
Mt. Hakodate Aerial Tram by Night

所要時間 約2時間旅 程

HKD-864
ツア一番号7

大人1名様

子供1名様

$ 45.00
$ 35.00

料金 主な見どころ

港出発 …………… 函館山ロープウェイ乗り場 ………… 函館山山頂 ………… 函館山ロープウェイ乗り場 ………… 港到着

出発日 出発／到着時間

❶19:15／21:15
5/23(土)［M512］、6/16(火)［M515］、7/14(火)［M519］、
7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］、9/4(金)［M525N］

※五稜郭の奉行所へ入場する場合は、別料金になります。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

青函トンネル記念館、横綱記念館観光青函トンネル記念館、横綱記念館観光
Sumo Origins and Seikan Tunnel Museum

所要時間 約7時間旅 程

HKD-124
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 ………… 知内道の駅 …………… 青函トンネル記念館 ………… （昼食） ………… 横綱 千代の山 千代の富士
記念館 …… 福島大神宮 ……… 福島道の駅 …………… トラピスト修道院 ………… 港到着

出発日 出発／到着時間

【昼食の内容】ちゃんこ鍋定食

10:30／17:30
9:30／16:30

7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

出発日 出発／到着時間

5/23(土)［M512］、6/16(火)［M515］
7/14(火)［M519］、7/23(木)［M520］、8/25(火)［M524］
9/4(金)［M525N］

13:30／16:30
10:30／13:30
9:00／12:00

10:00
8:00

14:00
12:00
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主な見どころ

石垣の上に建つ17世紀の封建時代の城は、
３つの壮麗な屋根を有する塔と堀、５つの門
を特徴とします。毎年春には、城を囲む2500本
以上の桜が咲き誇ります。

実物大の巨大なねぷたの山車を見学したり、
実際に太鼓を叩いたりできる体験型の村で
す。美しい日本庭園や手工芸品のワークショッ
プ、伝統音楽の生演奏も楽しめます。

立佞武多の館では、有名な３つのねぷたの山
車の展示が見られます。それぞれ高さは22m、
重さは17トンにもなります。

世界遺産白神山地を有し、弘前城の桜祭り、ねぶた祭りを始
めとする伝統的な祭リや津軽三味線などの郷土芸能が今な
お受け継がれています。また、日本一の収穫量を誇るりんごや
にんにく、全国でも有名なマグロやひらめなどの山の幸、海の
幸を活かした郷土料理や豊富な温泉も魅力。

ねぶたの家ワ・ラッセ（イメージ）ねぶたの家ワ・ラッセ（イメージ）

❶弘前城 ❷津軽藩ねぷた村 ❸立佞武多の館（たちねぷたのやかた）

この施設の見どころは、ねぶた展示です。ねぶ
た祭りは、武士や人気キャラクターを模した
巨大なランタンが通りを練り歩く祭りです。

❼ねぶたの家ワ・ラッセ
十和田湖の子ノ口から焼山までの約14kmの
清流。豊かな樹木や十数か所の滝と、千変万
化の美しい流れや様々な奇岩･奇勝が見事な
渓流美を作り出しており、四季折々の自然美
を堪能できます。

❽奥入瀬渓流
1993年に世界遺産に登録された白神山地は、
青森県の南西部から秋田県北西部にかけて広
がっています。ここは人為的な影響をほとんど
受けていない世界最大級の原生的なブナ林が
分布し、多種多様な動植物が生息・自生するな
ど貴重な生態系が保たれています。

❾白神山地

❹津軽金山焼
青森は銅色の焼き物で知られています。窯や
ギャラリーだけでなく、さまざまな作品の展示
も見られます。敷地内にはカフェやガーデンも
あります。

❺八甲田山
青森市の南側にそびえる複数火山の総称で日
本百名山の一つ。この美しい山脈は、成層火山
と溶岩ドームでできており、その景観はハイカー
にも大変人気です。

十和田八幡平国立公園の中に佇むこの壮大な
二重カルデラ湖は、古代の森の丘の起伏に囲ま
れた自然のワンダーランドです。湖水標高400m、
最深部は中湖の378m、透明度は20mを誇りま
す。昭和11年、国立公園に指定されました。

❻十和田湖

大自然満喫 【最少催行人数】 20名

奥入瀬と十和田湖遊覧クルーズ 奥入瀬と十和田湖遊覧クルーズ 
Oirase & Lake Towada

所要時間 約8時間旅 程

AOJ-144
ツア一番号1

6/17(水)［M515］、8/30(日)［M525N］
7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、8/26(水)［M524］

出発日

7:45／15:45
9:15／17:15

出発／到着時間

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金

❺ ❻ ❽
主な見どころ

港出発 ……………… 発荷峠展望台〈写真ストップ〉 ……………… 休屋 ……………… 十和田湖遊覧船 …………… 休屋 
……………… 子ノ口湖畔食堂もしくはレストランやすみやにて昼食 ………………… 奥入瀬渓流（車窓） …………………… 
山麓駅 …………… 八甲田ロープウェイ …… 山麓駅 ……………… 港到着 【昼食の内容】和定食
※天候状況により、十和田湖遊覧船及び八甲田ロープウェイは運休となる場合がございます。　※足場の悪い道を歩きます。歩行の困難な方にはお勧めしません。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

ねぶたの家ワ・ラッセと三内丸山遺跡観光 ねぶたの家ワ・ラッセと三内丸山遺跡観光 
Nebuta-no-Ie Warasse & Sannai Maruyama Ruins 

所要時間 約3時間15分旅 程

AOJ-209
ツア一番号2

港出発 ………………………… 三内丸山遺跡 ……………………… ねぶたの家ワ・ラッセ ………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 45.00
$ 35.00

料金 主な見どころ

6/17(水)［M515］、7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、
8/26(水)［M524］、8/30(日)［M525N］

8/1(土)［M521］

出発日

9:30／12:45

14:30／17:45

出発／到着時間

❼

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

弘前城公園と津軽藩ねぷた村 弘前城公園と津軽藩ねぷた村 
Hirosaki & Neputa Festival Exhibition Hall

所要時間 約5時間30分旅 程

AOJ-214
ツア一番号3

港出発 …………………………… 弘前城公園 ………………………… 津軽藩ねぷた村 ………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

6/17(水)［M515］、7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、
8/26(水)［M524］、8/30(日)［M525N］

8/1(土)［M521］

出発日

8:00／13:30

13:30／19:00

出発／到着時間

❶ ❷

※改修工事のため天守閣の入場ができません。また、工事状況により天守閣をご覧いただけない場合もございます。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

津軽金山焼と立佞武多の館 津軽金山焼と立佞武多の館 
Goshogawara Highlights 

所要時間 約4時間30分旅 程

AOJ-234
ツア一番号4

港出発 …………………………… 津軽金山焼 …………………………… 立佞武多の館 ………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

6/17(水)［M515］、7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、
8/26(水)［M524］、8/30(日)［M525N］

8/1(土)［M521］

出発日

9:00／13:30

14:30／19:00

出発／到着時間

❸ ❹

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

酸ヶ湯温泉酸ヶ湯温泉
Sukayu Onsen

所要時間 約4時間45分旅 程

AOJ-244
ツア一番号5

港出発 ……………………… 城ヶ倉大橋〈写真ストップ〉 …………………… 酸ヶ湯温泉（昼食/入浴） ……………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

6/17(水)［M515］、7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、
8/26(水)［M524］、8/30(日)［M525N］

出発日

8:45／13:30

出発／到着時間

【昼食の内容】旅館にて和食ランチ
※ご自身のバスタオルをお持ちください。風呂場の床は大変滑りやすくなっています。　※大浴場（ヒバ千人風呂）は混浴です。

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 20名

白神山地トレッキング白神山地トレッキング
Trekking in Shirakami Mountains

所要時間 約8時間旅 程

AOJ-389
ツア一番号6

港出発 ………………………………………………………… 白神山地ビジターセンター …………………………………… 
アクアグリーンビレッジANMON（昼食） ……………………………　ハイキング………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日

8:00／16:00

8:30／16:30

出発／到着時間

❾

【昼食の内容】ベンチにてお弁当（雨天の場合はバスの中）　※白神山地ビジターセンターが定休日の場合は、「Beechにしめや」に立ち寄ります。
※急斜面や舗装されていない道を歩くアクティブなツアーです。アウトドアウェアとウォーキングシューズをご着用ください。薄手のジャケットまたはウインドブレーカーをご持参ください。

16 17

青森

※津軽金山焼の窯元では、足場の悪い道や階段を歩きます。

6/17(水)［M515］、8/30(日)［M525N］
7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、8/26(水)［M524］

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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主な見どころ

石垣の上に建つ17世紀の封建時代の城は、
３つの壮麗な屋根を有する塔と堀、５つの門
を特徴とします。毎年春には、城を囲む2500本
以上の桜が咲き誇ります。

実物大の巨大なねぷたの山車を見学したり、
実際に太鼓を叩いたりできる体験型の村で
す。美しい日本庭園や手工芸品のワークショッ
プ、伝統音楽の生演奏も楽しめます。

立佞武多の館では、有名な３つのねぷたの山
車の展示が見られます。それぞれ高さは22m、
重さは17トンにもなります。

世界遺産白神山地を有し、弘前城の桜祭り、ねぶた祭りを始
めとする伝統的な祭リや津軽三味線などの郷土芸能が今な
お受け継がれています。また、日本一の収穫量を誇るりんごや
にんにく、全国でも有名なマグロやひらめなどの山の幸、海の
幸を活かした郷土料理や豊富な温泉も魅力。

ねぶたの家ワ・ラッセ（イメージ）ねぶたの家ワ・ラッセ（イメージ）

❶弘前城 ❷津軽藩ねぷた村 ❸立佞武多の館（たちねぷたのやかた）

この施設の見どころは、ねぶた展示です。ねぶ
た祭りは、武士や人気キャラクターを模した
巨大なランタンが通りを練り歩く祭りです。

❼ねぶたの家ワ・ラッセ
十和田湖の子ノ口から焼山までの約14kmの
清流。豊かな樹木や十数か所の滝と、千変万
化の美しい流れや様々な奇岩･奇勝が見事な
渓流美を作り出しており、四季折々の自然美
を堪能できます。

❽奥入瀬渓流
1993年に世界遺産に登録された白神山地は、
青森県の南西部から秋田県北西部にかけて広
がっています。ここは人為的な影響をほとんど
受けていない世界最大級の原生的なブナ林が
分布し、多種多様な動植物が生息・自生するな
ど貴重な生態系が保たれています。

❾白神山地

❹津軽金山焼
青森は銅色の焼き物で知られています。窯や
ギャラリーだけでなく、さまざまな作品の展示
も見られます。敷地内にはカフェやガーデンも
あります。

❺八甲田山
青森市の南側にそびえる複数火山の総称で日
本百名山の一つ。この美しい山脈は、成層火山
と溶岩ドームでできており、その景観はハイカー
にも大変人気です。

十和田八幡平国立公園の中に佇むこの壮大な
二重カルデラ湖は、古代の森の丘の起伏に囲ま
れた自然のワンダーランドです。湖水標高400m、
最深部は中湖の378m、透明度は20mを誇りま
す。昭和11年、国立公園に指定されました。

❻十和田湖

大自然満喫 【最少催行人数】 20名

奥入瀬と十和田湖遊覧クルーズ 奥入瀬と十和田湖遊覧クルーズ 
Oirase & Lake Towada

所要時間 約8時間旅 程

AOJ-144
ツア一番号1

6/17(水)［M515］、8/30(日)［M525N］
7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、8/26(水)［M524］

出発日

7:45／15:45
9:15／17:15

出発／到着時間

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金

❺ ❻ ❽
主な見どころ

港出発 ……………… 発荷峠展望台〈写真ストップ〉 ……………… 休屋 ……………… 十和田湖遊覧船 …………… 休屋 
……………… 子ノ口湖畔食堂もしくはレストランやすみやにて昼食 ………………… 奥入瀬渓流（車窓） …………………… 
山麓駅 …………… 八甲田ロープウェイ …… 山麓駅 ……………… 港到着 【昼食の内容】和定食
※天候状況により、十和田湖遊覧船及び八甲田ロープウェイは運休となる場合がございます。　※足場の悪い道を歩きます。歩行の困難な方にはお勧めしません。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

ねぶたの家ワ・ラッセと三内丸山遺跡観光 ねぶたの家ワ・ラッセと三内丸山遺跡観光 
Nebuta-no-Ie Warasse & Sannai Maruyama Ruins 

所要時間 約3時間15分旅 程

AOJ-209
ツア一番号2

港出発 ………………………… 三内丸山遺跡 ……………………… ねぶたの家ワ・ラッセ ………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 45.00
$ 35.00

料金 主な見どころ

6/17(水)［M515］、7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、
8/26(水)［M524］、8/30(日)［M525N］

8/1(土)［M521］

出発日

9:30／12:45

14:30／17:45

出発／到着時間

❼

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

弘前城公園と津軽藩ねぷた村 弘前城公園と津軽藩ねぷた村 
Hirosaki & Neputa Festival Exhibition Hall

所要時間 約5時間30分旅 程

AOJ-214
ツア一番号3

港出発 …………………………… 弘前城公園 ………………………… 津軽藩ねぷた村 ………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

6/17(水)［M515］、7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、
8/26(水)［M524］、8/30(日)［M525N］

8/1(土)［M521］

出発日

8:00／13:30

13:30／19:00

出発／到着時間

❶ ❷

※改修工事のため天守閣の入場ができません。また、工事状況により天守閣をご覧いただけない場合もございます。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

津軽金山焼と立佞武多の館 津軽金山焼と立佞武多の館 
Goshogawara Highlights 

所要時間 約4時間30分旅 程

AOJ-234
ツア一番号4

港出発 …………………………… 津軽金山焼 …………………………… 立佞武多の館 ………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

6/17(水)［M515］、7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、
8/26(水)［M524］、8/30(日)［M525N］

8/1(土)［M521］

出発日

9:00／13:30

14:30／19:00

出発／到着時間

❸ ❹

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

酸ヶ湯温泉酸ヶ湯温泉
Sukayu Onsen

所要時間 約4時間45分旅 程

AOJ-244
ツア一番号5

港出発 ……………………… 城ヶ倉大橋〈写真ストップ〉 …………………… 酸ヶ湯温泉（昼食/入浴） ……………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

6/17(水)［M515］、7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、
8/26(水)［M524］、8/30(日)［M525N］

出発日

8:45／13:30

出発／到着時間

【昼食の内容】旅館にて和食ランチ
※ご自身のバスタオルをお持ちください。風呂場の床は大変滑りやすくなっています。　※大浴場（ヒバ千人風呂）は混浴です。

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 20名

白神山地トレッキング白神山地トレッキング
Trekking in Shirakami Mountains

所要時間 約8時間旅 程

AOJ-389
ツア一番号6

港出発 ………………………………………………………… 白神山地ビジターセンター …………………………………… 
アクアグリーンビレッジANMON（昼食） ……………………………　ハイキング………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日

8:00／16:00

8:30／16:30

出発／到着時間

❾

【昼食の内容】ベンチにてお弁当（雨天の場合はバスの中）　※白神山地ビジターセンターが定休日の場合は、「Beechにしめや」に立ち寄ります。
※急斜面や舗装されていない道を歩くアクティブなツアーです。アウトドアウェアとウォーキングシューズをご着用ください。薄手のジャケットまたはウインドブレーカーをご持参ください。

16 17

青森

※津軽金山焼の窯元では、足場の悪い道や階段を歩きます。

6/17(水)［M515］、8/30(日)［M525N］
7/15(水)［M519］、7/24(金)［M520］、8/26(水)［M524］

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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主な見どころ

秋田
旧雄物川（秋田運河）の河口、北前船の寄港地と
もなった土崎に立地し、古くから交通の要所とし
て栄えました。

田沢湖（イメージ）田沢湖（イメージ）

秋田県の中東部、仙北市にある淡水湖。直径
は約6kmの円形、最大深度は423.4m、日本一
深い湖です。深い湖水に差し込んだ太陽光は
水深に応じて湖水を明るい翡翠色から濃い藍
色にまで彩るといわれており、そのためか日本
のバイカル湖と呼ばれています。

❶田沢湖
江戸時代初期から城下町として栄え、今もな
お藩政時代の面影を残す武家屋敷が数多く
現存することから「みちのくの小京都」と呼ばれ
ています。年間約200万人が訪れる東北でも有
数の観光地として広く知られています。

❷角館武家屋敷
旧秋田銀行の本店として1912年に完成した
赤れんが館をメインに、新館、収蔵庫および
少し離れたところにある分館、秋田市民俗芸
能伝承館からなります。 館内では、建物に関
する資料や秋田市の伝統工芸品などを展示
しています。

❸秋田市立赤れんが郷土館

❹寒風山
男鹿半島にある標高355mのそれほど高くな
い山ですが、大半が芝生に覆われたなだらか
な山容は、日本でも有数の美しさを誇ってい
ます。山頂からの眺めも素晴らしく、回転展望
台はおよそ13分間で一周し、日本海、白神山
地、鳥海山と360度のパノラマを楽しむことが
出来ます。

❺酒蔵
「美酒王国」と異名をとる秋田では、おいしい日
本酒を造る酒蔵が39もあります。創業百年以上
の蔵元が全体の3分の2、25蔵を数えます。秋田
は、米どころとして原料米の確保が容易で、寒
冷積雪の冬が長いことから水にも恵まれるな
ど、清酒醸造にとっては好条件であったため県
内各地に多くの酒造業が興りました。

角館武家屋敷（イメージ）角館武家屋敷（イメージ）田沢湖（イメージ）田沢湖（イメージ）

❷❶

寒風山（イメージ）寒風山（イメージ）

❹

秋田市立赤れんが郷土館（イメージ）秋田市立赤れんが郷土館（イメージ）

❸
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観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

田沢湖と角館武家屋敷エリア散策田沢湖と角館武家屋敷エリア散策
Lake Tazawa & Kakunodate

所要時間 約7時間旅 程

AXT-104
ツア一番号1

港出発 …………………………… 田沢湖 …………………………………………………… 田沢湖レストハウスにて昼食 ……
 …………………………………………………………… 角館武家屋敷エリア散策 …………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金

❶ ❷
主な見どころ出発日

9:45／16:45

8:30／15:30

出発／到着時間

5/24(日)［M512］

8/31(月)［M525N］

※旅程は変更となる可能性がございます。
【昼食の内容】秋田郷土料理を含む和食セット

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

赤れんが郷土館、市民市場と酒蔵見学赤れんが郷土館、市民市場と酒蔵見学
Best of Akita

所要時間 約4時間30分旅 程

 AXT-204
ツア一番号2

港出発 ……………………………………………… 秋田市立赤れんが郷土館 …………………………………………………
………………… 秋田市民市場 …………………………………… 酒蔵見学 …………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金

❸ ❺
主な見どころ出発日

12：30／17:00

出発／到着時間

5/24(日)［M512］、8/31(月)［M525N］

※酒造りは10～4月のみ行われています。旅程は変更になる可能性があります。
※5/24（日）は秋田まるごと市場、8/31（月）は秋田市民市場を訪問する予定です。
※酒造見学の際は、香水及び毛皮製品を着けてご参加いただけません。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

角館武家屋敷めぐり角館武家屋敷めぐり
Kakunodate Samurai Town 

所要時間 約5時間30分旅 程

AXT-209
ツア一番号3

港出発 ……………………… 角館武家屋敷エリア散策 ………………… 百穂苑にて昼食 …………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金

❷
主な見どころ出発日

10:00／15:30

出発／到着時間

5/24(日)［M512］、8/31(月)［M525N］

【昼食の内容】秋田郷土料理

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

男鹿半島－寒風山回転展望台となまはげ館男鹿半島－寒風山回転展望台となまはげ館
Oga Peninsula: Mt. Kanpuzan Observatory & Namahage Museum 

所要時間 約4時間30分旅 程

AXT-214
ツア一番号4

港出発 ……………………… 寒風山回転展望台 ………………………… なまはげ館 ……………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 89.00
$ 69.00

料金

❹
主な見どころ出発日

12:30／17:00

9：00／13：30

出発／到着時間

5/24(日)［M512］

8/31(月)［M525N］

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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主な見どころ

秋田
旧雄物川（秋田運河）の河口、北前船の寄港地と
もなった土崎に立地し、古くから交通の要所とし
て栄えました。

田沢湖（イメージ）田沢湖（イメージ）

秋田県の中東部、仙北市にある淡水湖。直径
は約6kmの円形、最大深度は423.4m、日本一
深い湖です。深い湖水に差し込んだ太陽光は
水深に応じて湖水を明るい翡翠色から濃い藍
色にまで彩るといわれており、そのためか日本
のバイカル湖と呼ばれています。

❶田沢湖
江戸時代初期から城下町として栄え、今もな
お藩政時代の面影を残す武家屋敷が数多く
現存することから「みちのくの小京都」と呼ばれ
ています。年間約200万人が訪れる東北でも有
数の観光地として広く知られています。

❷角館武家屋敷
旧秋田銀行の本店として1912年に完成した
赤れんが館をメインに、新館、収蔵庫および
少し離れたところにある分館、秋田市民俗芸
能伝承館からなります。 館内では、建物に関
する資料や秋田市の伝統工芸品などを展示
しています。

❸秋田市立赤れんが郷土館

❹寒風山
男鹿半島にある標高355mのそれほど高くな
い山ですが、大半が芝生に覆われたなだらか
な山容は、日本でも有数の美しさを誇ってい
ます。山頂からの眺めも素晴らしく、回転展望
台はおよそ13分間で一周し、日本海、白神山
地、鳥海山と360度のパノラマを楽しむことが
出来ます。

❺酒蔵
「美酒王国」と異名をとる秋田では、おいしい日
本酒を造る酒蔵が39もあります。創業百年以上
の蔵元が全体の3分の2、25蔵を数えます。秋田
は、米どころとして原料米の確保が容易で、寒
冷積雪の冬が長いことから水にも恵まれるな
ど、清酒醸造にとっては好条件であったため県
内各地に多くの酒造業が興りました。

角館武家屋敷（イメージ）角館武家屋敷（イメージ）田沢湖（イメージ）田沢湖（イメージ）

❷❶

寒風山（イメージ）寒風山（イメージ）

❹

秋田市立赤れんが郷土館（イメージ）秋田市立赤れんが郷土館（イメージ）

❸
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観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

田沢湖と角館武家屋敷エリア散策田沢湖と角館武家屋敷エリア散策
Lake Tazawa & Kakunodate

所要時間 約7時間旅 程

AXT-104
ツア一番号1

港出発 …………………………… 田沢湖 …………………………………………………… 田沢湖レストハウスにて昼食 ……
 …………………………………………………………… 角館武家屋敷エリア散策 …………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金

❶ ❷
主な見どころ出発日

9:45／16:45

8:30／15:30

出発／到着時間

5/24(日)［M512］

8/31(月)［M525N］

※旅程は変更となる可能性がございます。
【昼食の内容】秋田郷土料理を含む和食セット

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

赤れんが郷土館、市民市場と酒蔵見学赤れんが郷土館、市民市場と酒蔵見学
Best of Akita

所要時間 約4時間30分旅 程

 AXT-204
ツア一番号2

港出発 ……………………………………………… 秋田市立赤れんが郷土館 …………………………………………………
………………… 秋田市民市場 …………………………………… 酒蔵見学 …………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金

❸ ❺
主な見どころ出発日

12：30／17:00

出発／到着時間

5/24(日)［M512］、8/31(月)［M525N］

※酒造りは10～4月のみ行われています。旅程は変更になる可能性があります。
※5/24（日）は秋田まるごと市場、8/31（月）は秋田市民市場を訪問する予定です。
※酒造見学の際は、香水及び毛皮製品を着けてご参加いただけません。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

角館武家屋敷めぐり角館武家屋敷めぐり
Kakunodate Samurai Town 

所要時間 約5時間30分旅 程

AXT-209
ツア一番号3

港出発 ……………………… 角館武家屋敷エリア散策 ………………… 百穂苑にて昼食 …………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金

❷
主な見どころ出発日

10:00／15:30

出発／到着時間

5/24(日)［M512］、8/31(月)［M525N］

【昼食の内容】秋田郷土料理

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

男鹿半島－寒風山回転展望台となまはげ館男鹿半島－寒風山回転展望台となまはげ館
Oga Peninsula: Mt. Kanpuzan Observatory & Namahage Museum 

所要時間 約4時間30分旅 程

AXT-214
ツア一番号4

港出発 ……………………… 寒風山回転展望台 ………………………… なまはげ館 ……………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 89.00
$ 69.00

料金

❹
主な見どころ出発日

12:30／17:00

9：00／13：30

出発／到着時間

5/24(日)［M512］

8/31(月)［M525N］

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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世界遺産五箇山集落・白川郷に足を延ば
せば、美しい緑の山あいに建つ合掌造り
集落に出会えます。国宝・瑞龍寺や立山
黒部アルペンルート観光も人気です。

主な見どころ

すぐれた景観の要素「六勝」を兼ね備えている
ことからその名がつけられた兼六園は、日本
三名園のひとつです。園内には草木に縁どら
れた池や小川、滝、橋や茶室など、加賀の歴代
藩主が造り上げた絶景が楽しめます。

❶兼六園
金沢市民の台所、近江町市場には魚や青果
などの生鮮食品を中心に約170もの店が集
まっています。アーケードの下に軒を連ねる活
気あふれる店舗をめぐりながら、金沢の食文
化に触れることができます。

❷近江町市場
加賀藩三代藩主の前田利常が江戸初期に
創建した曹洞宗のお寺で、禅宗独自の建築
様式で知られます。山門、仏殿、法堂が国宝
に指定されています。

❸瑞龍寺

❹ますのすしミュージアム
富山のご当地グルメの代表格、鱒寿司の歴史
は江戸時代にまでさかのぼります。館内では鱒
寿司の歴史や製法が紹介され、ガラス越しに
職人さんの手さばきを眺めることができます。

2000年前に日本海の海底に沈んだ古代杉の樹
林をそのまま保存、半地下式のドーム館で見学
できるようになっています。また、魚津は蜃気楼
のメッカとしても有名で、蜃気楼の映像を上映
するホールも併設されています。

❺魚津埋没林博物館

❼五箇山・白川郷
岐阜県の白川郷と富山県にある五箇山は、周
囲の自然に調和した歴史的な合掌造りの家屋
が残る集落で知られ、ユネスコの世界遺産に
登録されています。

戦国時代、越中一向一揆の拠点となった勝興
寺は、1484年に古国府城のあった現在地に移
転してきました。本堂は、1795年に西本願寺本
堂を模して建立されたもので、国指定の文化財
としてはわが国で8番目の規模を誇ります。

❽勝興寺

富山県立山と長野県大町を結ぶルートは、北
アルプスの山 と々黒部渓谷の絶景が展開し、息
をつく間もないほどです。3000m級の峰が連な
る山岳風景から雪の壁が続く「雪の大谷」まで、
見どころは尽きません。

❻立山黒部アルペンルート

兼六園（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟兼六園（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟

❶

近江町市場（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟近江町市場（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟

❷

❻

鱒寿司（イメージ）鱒寿司（イメージ）

❹

雪の大谷（イメージ）雪の大谷（イメージ）

五箇山・白川郷（イメージ）写真提供：岐阜県白川村役場五箇山・白川郷（イメージ）写真提供：岐阜県白川村役場

❼

瑞龍寺（イメージ） 瑞龍寺（イメージ） 

❸

フリーツアー 【最少催行人数】 25名

金沢自由観光金沢自由観光
Kanazawa On Your Own

所要時間 約5時間旅 程

TOY-189
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………………………………………… 金沢（自由散策） ……………………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

11：30／16:305/25(月)［M512］

※ガイドなし

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

立山黒部アルペンルートと雪の大谷立山黒部アルペンルートと雪の大谷
Tateyama & Kurobe Alpine RouteTOY-124

ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

 A  9:45／16:45
 B 10:45／17:455/25(月)［M512］

所要時間 約7時間旅 程
港出発 …………………………… 立山黒部アルペンルート ……………………………… 雪の大谷（車窓〈写真ストップ〉） 
…………………………………………… 室堂（昼食／自由散策） ………………………………………………………… 港到着

【昼食の内容】和定食またはお弁当　※標高2,500m付近の場所を訪れますので、暖かい防寒着をお持ちください。また、歩きやすい靴でご参加ください。

❻

観光 ＆ 街めぐり 【最少催行人数】 25名

兼六園と近江町市場兼六園と近江町市場
Kenrokuen Gardens & Omicho Market

所要時間 約5時間旅 程

TOY-204
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 65.00
$ 45.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………… 兼六園 ………………… 金沢城公園 …………………… 近江町市場 ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10：15／15:155/25(月)［M512］ ❶ ❷

観光 ＆ 街めぐり 【最少催行人数】 25名

瑞龍寺とますのすしミュージアム瑞龍寺とますのすしミュージアム
Highlights of Toyama 

所要時間 約3時間30分旅 程

TOY-209
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………………… 瑞龍寺 ……………………… ますのすしミュージアム ………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10：45／14:155/25(月)［M512］

※鱒のすし作りは午前中のみご覧いただくことが出来ます。

❸ ❹

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

五箇山和紙の里と白川郷五箇山和紙の里と白川郷
Shirakawago & Gokayama 

所要時間 約7時間旅 程

TOY-119
ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………… 五箇山和紙の里（和紙すき体験） ……………… 白川郷（自由散策／各自昼食） ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10：30／17：305/25(月)［M512］ ❼



北
海
道

東
　北

北
　陸

東
　海

関
　西

九
　州

沖
　縄

海
　外

伏木富山
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20 21

世界遺産五箇山集落・白川郷に足を延ば
せば、美しい緑の山あいに建つ合掌造り
集落に出会えます。国宝・瑞龍寺や立山
黒部アルペンルート観光も人気です。

主な見どころ

すぐれた景観の要素「六勝」を兼ね備えている
ことからその名がつけられた兼六園は、日本
三名園のひとつです。園内には草木に縁どら
れた池や小川、滝、橋や茶室など、加賀の歴代
藩主が造り上げた絶景が楽しめます。

❶兼六園
金沢市民の台所、近江町市場には魚や青果
などの生鮮食品を中心に約170もの店が集
まっています。アーケードの下に軒を連ねる活
気あふれる店舗をめぐりながら、金沢の食文
化に触れることができます。

❷近江町市場
加賀藩三代藩主の前田利常が江戸初期に
創建した曹洞宗のお寺で、禅宗独自の建築
様式で知られます。山門、仏殿、法堂が国宝
に指定されています。

❸瑞龍寺

❹ますのすしミュージアム
富山のご当地グルメの代表格、鱒寿司の歴史
は江戸時代にまでさかのぼります。館内では鱒
寿司の歴史や製法が紹介され、ガラス越しに
職人さんの手さばきを眺めることができます。

2000年前に日本海の海底に沈んだ古代杉の樹
林をそのまま保存、半地下式のドーム館で見学
できるようになっています。また、魚津は蜃気楼
のメッカとしても有名で、蜃気楼の映像を上映
するホールも併設されています。

❺魚津埋没林博物館

❼五箇山・白川郷
岐阜県の白川郷と富山県にある五箇山は、周
囲の自然に調和した歴史的な合掌造りの家屋
が残る集落で知られ、ユネスコの世界遺産に
登録されています。

戦国時代、越中一向一揆の拠点となった勝興
寺は、1484年に古国府城のあった現在地に移
転してきました。本堂は、1795年に西本願寺本
堂を模して建立されたもので、国指定の文化財
としてはわが国で8番目の規模を誇ります。

❽勝興寺

富山県立山と長野県大町を結ぶルートは、北
アルプスの山 と々黒部渓谷の絶景が展開し、息
をつく間もないほどです。3000m級の峰が連な
る山岳風景から雪の壁が続く「雪の大谷」まで、
見どころは尽きません。

❻立山黒部アルペンルート

兼六園（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟兼六園（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟

❶

近江町市場（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟近江町市場（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟

❷

❻

鱒寿司（イメージ）鱒寿司（イメージ）

❹

雪の大谷（イメージ）雪の大谷（イメージ）

五箇山・白川郷（イメージ）写真提供：岐阜県白川村役場五箇山・白川郷（イメージ）写真提供：岐阜県白川村役場

❼

瑞龍寺（イメージ） 瑞龍寺（イメージ） 

❸

フリーツアー 【最少催行人数】 25名

金沢自由観光金沢自由観光
Kanazawa On Your Own

所要時間 約5時間旅 程

TOY-189
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………………………………………… 金沢（自由散策） ……………………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

11：30／16:305/25(月)［M512］

※ガイドなし

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

立山黒部アルペンルートと雪の大谷立山黒部アルペンルートと雪の大谷
Tateyama & Kurobe Alpine RouteTOY-124

ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

 A  9:45／16:45
 B 10:45／17:455/25(月)［M512］

所要時間 約7時間旅 程
港出発 …………………………… 立山黒部アルペンルート ……………………………… 雪の大谷（車窓〈写真ストップ〉） 
…………………………………………… 室堂（昼食／自由散策） ………………………………………………………… 港到着

【昼食の内容】和定食またはお弁当　※標高2,500m付近の場所を訪れますので、暖かい防寒着をお持ちください。また、歩きやすい靴でご参加ください。

❻

観光 ＆ 街めぐり 【最少催行人数】 25名

兼六園と近江町市場兼六園と近江町市場
Kenrokuen Gardens & Omicho Market

所要時間 約5時間旅 程

TOY-204
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 65.00
$ 45.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………… 兼六園 ………………… 金沢城公園 …………………… 近江町市場 ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10：15／15:155/25(月)［M512］ ❶ ❷

観光 ＆ 街めぐり 【最少催行人数】 25名

瑞龍寺とますのすしミュージアム瑞龍寺とますのすしミュージアム
Highlights of Toyama 

所要時間 約3時間30分旅 程

TOY-209
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………………… 瑞龍寺 ……………………… ますのすしミュージアム ………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10：45／14:155/25(月)［M512］

※鱒のすし作りは午前中のみご覧いただくことが出来ます。

❸ ❹

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

五箇山和紙の里と白川郷五箇山和紙の里と白川郷
Shirakawago & Gokayama 

所要時間 約7時間旅 程

TOY-119
ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………… 五箇山和紙の里（和紙すき体験） ……………… 白川郷（自由散策／各自昼食） ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10：30／17：305/25(月)［M512］ ❼
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金沢
ひがし茶屋街（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟ひがし茶屋街（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟

22 23

きらびやかで格調高い歴史と文化が魅力
の金沢。周囲には世界遺産の合掌造りの
家屋や北陸の名湯 和倉温泉もあり、見ど
ころは尽きません。

主な見どころ

すぐれた景観の要素「六勝」を兼ね備えている
ことからその名がつけられた兼六園は、日本
三名園のひとつです。園内には草木に縁どら
れた池や小川、滝、橋や茶室など、加賀の歴代
藩主が造り上げた絶景が楽しめます。

❶兼六園
江戸時代に藩公認の茶屋街として発展した
ひがし茶屋街には、美しい出格子のある家並
みがそのまま残されています。今も営業中の
茶屋があるほか、和風カフェやショップなどが
集まっています。

❷ひがし茶屋街
2004年10月にオープンした、ガラス張りの円形美
術館で主に現代美術品を収蔵しています。「まちに
開かれた公園のような美術館」を建築コンセプトと
し、誰もがいつでも立ち寄ることができ、様々な出
会いの「場」となるような美術館を目指しています。

❸金沢21世紀美術館

❹五箇山・白川郷
岐阜県の白川郷と富山県にある五箇山は、周
囲の自然に調和した歴史的な合掌造りの家屋
が残る集落で知られ、ユネスコの世界遺産に
登録されています。

長町界隈は、加賀藩時代の上流・中流階級藩
士が住んでいた屋敷跡であり、土塀の続く町並
みの中では、今も市民生活が営まれています。
土塀と石畳の路地が続いており、藩政時代の
情緒ある雰囲気を味わうことができます。

❺長町武家屋敷跡
曹洞宗の大本山・永平寺は、山の中腹の緑豊
かな自然の中にたたずんでおり、今も厳しい作
法のもとに禅の修行が営まれています。広大な
敷地内には70棟を超える建物が点在、お寺の
説明を受けた後に建物を結ぶ回廊を巡ります。

❻永平寺

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街 兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街 
Kenrokuen Gardens, Nagamachi & Higashi Chayamachi 

所要時間 約5時間30分旅 程

TOY-214
ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………… 兼六園 ……………… 長町武家屋敷跡（野村家に入場）…………… ひがし茶屋街 ………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:30／16:005/25(月)［M512］

※長町武家屋敷に入る際に、靴をお脱ぎ頂きます。

❶

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

特別天然記念物 魚津埋没林博物館 特別天然記念物 魚津埋没林博物館 
Uozu & Namerikawa

所要時間 約4時間30分旅 程

TOY-234
ツア一番号7

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………………………………… ほたるいかミュージアム ………………………………………………
…………………天然記念物 魚津埋没林博物館（埋没林と蜃気楼の博物館） ………………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

❺11:00／15:305/25(月)［M512］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

勝興寺と ますのすしミュージアム勝興寺と ますのすしミュージアム
Shokoji Temple Restoration & Sushi Museum

所要時間 約3時間30分旅 程

TOY-244
ツア一番号8

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………………… 勝興寺 …………………… ますのすしミュージアム ……………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:00／13:305/25(月)［M512］ ❹ ❽

※鱒のすし作りは午前中のみご覧いただくことが出来ます。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

勝興寺と鱒のすし作り体験勝興寺と鱒のすし作り体験
Shokoji Temple Restoration & Bamboo Press Experience

所要時間 約5時間旅 程

TOY-254
ツア一番号9

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………… 勝興寺 …………………… ますのすしミュージアム（押し寿司作り体験） ………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:00／15:005/25(月)［M512］ ❹ ❽

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

五箇山和紙の里と白川郷五箇山和紙の里と白川郷
Shirakawago & Gokayama 

所要時間 約7時間30分旅 程

KZ1-119
ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 109.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………… 五箇山和紙の里（和紙すき体験） ……………… 白川郷（自由散策／各自昼食） ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:00／15:307/31(金)［M521］ ❹

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

兼六園、ひがし茶屋街、長町武家屋敷跡と金沢21世紀美術館兼六園、ひがし茶屋街、長町武家屋敷跡と金沢21世紀美術館
Best of Kanazawa

所要時間 約7時間30分旅 程

KZ1-104
ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 159.00
$ 109.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………………… 兼六園 ………………………………… ひがし茶屋街 ……………………… （昼食）
…………………… 長町武家屋敷跡 ……………………………… 金沢21世紀美術館 ……………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:30／16:007/31(金)［M521］ ❶ ❷ ❸ ❺

【昼食の内容】ミニ懐石

❶❶ ❹❹ ❺❺

兼六園（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟兼六園（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟 長町武家屋敷跡（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟長町武家屋敷跡（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟五箇山・白川郷（イメージ）写真提供：岐阜県白川村役場五箇山・白川郷（イメージ）写真提供：岐阜県白川村役場

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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ひがし茶屋街（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟ひがし茶屋街（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟
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きらびやかで格調高い歴史と文化が魅力
の金沢。周囲には世界遺産の合掌造りの
家屋や北陸の名湯 和倉温泉もあり、見ど
ころは尽きません。

主な見どころ

すぐれた景観の要素「六勝」を兼ね備えている
ことからその名がつけられた兼六園は、日本
三名園のひとつです。園内には草木に縁どら
れた池や小川、滝、橋や茶室など、加賀の歴代
藩主が造り上げた絶景が楽しめます。

❶兼六園
江戸時代に藩公認の茶屋街として発展した
ひがし茶屋街には、美しい出格子のある家並
みがそのまま残されています。今も営業中の
茶屋があるほか、和風カフェやショップなどが
集まっています。

❷ひがし茶屋街
2004年10月にオープンした、ガラス張りの円形美
術館で主に現代美術品を収蔵しています。「まちに
開かれた公園のような美術館」を建築コンセプトと
し、誰もがいつでも立ち寄ることができ、様々な出
会いの「場」となるような美術館を目指しています。

❸金沢21世紀美術館

❹五箇山・白川郷
岐阜県の白川郷と富山県にある五箇山は、周
囲の自然に調和した歴史的な合掌造りの家屋
が残る集落で知られ、ユネスコの世界遺産に
登録されています。

長町界隈は、加賀藩時代の上流・中流階級藩
士が住んでいた屋敷跡であり、土塀の続く町並
みの中では、今も市民生活が営まれています。
土塀と石畳の路地が続いており、藩政時代の
情緒ある雰囲気を味わうことができます。

❺長町武家屋敷跡
曹洞宗の大本山・永平寺は、山の中腹の緑豊
かな自然の中にたたずんでおり、今も厳しい作
法のもとに禅の修行が営まれています。広大な
敷地内には70棟を超える建物が点在、お寺の
説明を受けた後に建物を結ぶ回廊を巡ります。

❻永平寺

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街 兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街 
Kenrokuen Gardens, Nagamachi & Higashi Chayamachi 

所要時間 約5時間30分旅 程

TOY-214
ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………… 兼六園 ……………… 長町武家屋敷跡（野村家に入場）…………… ひがし茶屋街 ………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:30／16:005/25(月)［M512］

※長町武家屋敷に入る際に、靴をお脱ぎ頂きます。

❶

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

特別天然記念物 魚津埋没林博物館 特別天然記念物 魚津埋没林博物館 
Uozu & Namerikawa

所要時間 約4時間30分旅 程

TOY-234
ツア一番号7

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………………………………… ほたるいかミュージアム ………………………………………………
…………………天然記念物 魚津埋没林博物館（埋没林と蜃気楼の博物館） ………………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

❺11:00／15:305/25(月)［M512］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

勝興寺と ますのすしミュージアム勝興寺と ますのすしミュージアム
Shokoji Temple Restoration & Sushi Museum

所要時間 約3時間30分旅 程

TOY-244
ツア一番号8

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………………… 勝興寺 …………………… ますのすしミュージアム ……………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:00／13:305/25(月)［M512］ ❹ ❽

※鱒のすし作りは午前中のみご覧いただくことが出来ます。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

勝興寺と鱒のすし作り体験勝興寺と鱒のすし作り体験
Shokoji Temple Restoration & Bamboo Press Experience

所要時間 約5時間旅 程

TOY-254
ツア一番号9

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………… 勝興寺 …………………… ますのすしミュージアム（押し寿司作り体験） ………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:00／15:005/25(月)［M512］ ❹ ❽

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

五箇山和紙の里と白川郷五箇山和紙の里と白川郷
Shirakawago & Gokayama 

所要時間 約7時間30分旅 程

KZ1-119
ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 109.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………… 五箇山和紙の里（和紙すき体験） ……………… 白川郷（自由散策／各自昼食） ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:00／15:307/31(金)［M521］ ❹

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

兼六園、ひがし茶屋街、長町武家屋敷跡と金沢21世紀美術館兼六園、ひがし茶屋街、長町武家屋敷跡と金沢21世紀美術館
Best of Kanazawa

所要時間 約7時間30分旅 程

KZ1-104
ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 159.00
$ 109.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………………… 兼六園 ………………………………… ひがし茶屋街 ……………………… （昼食）
…………………… 長町武家屋敷跡 ……………………………… 金沢21世紀美術館 ……………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:30／16:007/31(金)［M521］ ❶ ❷ ❸ ❺

【昼食の内容】ミニ懐石

❶❶ ❹❹ ❺❺

兼六園（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟兼六園（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟 長町武家屋敷跡（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟長町武家屋敷跡（イメージ） 写真提供：石川県観光連盟五箇山・白川郷（イメージ）写真提供：岐阜県白川村役場五箇山・白川郷（イメージ）写真提供：岐阜県白川村役場

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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三保松原からの富士山（イメージ）三保松原からの富士山（イメージ）

24 25

清水
清水港は、日本一深い駿河湾（水深2,550m）に面し、静岡
県のほぼ真ん中に位置します。世界遺産 富士山を仰ぎ、三
保松原に囲まれた美しい港で外国客船の人気も高く、長崎、
神戸とともに日本三大美港の一つに数えられています。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

東尋坊と永平寺東尋坊と永平寺
Eiheiji Temple & Tojinbo KZ1-139

ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 109.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8：45／16：157/31(金)［M521］ ❻

所要時間 約7時間30分旅 程
港出発 …………………… 永平寺 …………………… （昼食） ……………………… 東尋坊 ………………………… 港到着

※永平寺では約1000段の階段を歩きます。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

和倉温泉加賀屋旅館での昼食と入浴和倉温泉加賀屋旅館での昼食と入浴
Wakura Onsen & Kagaya Ryokan 

所要時間 約8時間旅 程

【昼食の内容】加賀屋旅館にて懐石ランチ

KZ1-144
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 199.00
$ 149.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………………… 喜多家 ………………………………………………… 千里浜なぎさドライブウェイ 
………………………………………………………… 加賀屋旅館（昼食／入浴） ………………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:30／16:307/31(金)［M521］

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街 兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街 
Kenrokuen Gardens, Nagamachi & Higashi Chayamachi

所要時間 約4時間旅 程

KZ1-214
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

❶ ❷ ❺

港出発 ………………………………… 兼六園 ……………………………………………… 長町武家屋敷跡（野村家に入場）
……………………………………………………………… ひがし茶屋街 ………………………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

A   7:30／11:30
B  12:30／16:307/31(金)［M521］

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

金箔工芸と和菓子体験 金箔工芸と和菓子体験 
Gold Leaf Art & Wagashi KZ1-224

ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

10:30／15:307/31(金)［M521］

所要時間 約5時間旅 程
港出発 ………………… 石川観光物産館（和菓子作り体験） …………………… 金箔店（金箔付け体験） …………… 港到着

【昼食の内容】和食御膳

主な見どころ

東海道五十三次のなかで十六番目の宿場町 
由比宿の本陣跡地にあり、世界的に有名な浮
世絵師 歌川広重の作品を中心に1300余点
の版画を収蔵・展示しています。広重の代表
作「保永堂版東海道五十三次之内」や、「木曽
海道六十九次之内・中津川」のような貴重な
作品も展示されています。

❶東海道広重美術館
清水港を囲むように伸びる三保半島。その海
岸線に沿って、およそ4.5kmにわたる松林が続
きます。その数、実に約3万本にも上るといわれ
ています。古来、三保松原を題材にした浮世絵
や和歌も数多く残され、2013年6月にはユネス
コの世界文化遺産「富士山～信仰の対象と芸
術の源泉」の構成資産として登録されました。

❷三保松原
見晴らしの良い山頂から、美しい富士山の姿
を望めるスポットです。ここからの富士の眺め
は日本でも最高の評があり、「新日本観光地
100選」の平原の部全国1位にも輝いた国指
定名勝です。日本平ホテルでは、ガラス張りの
ロビーや客室から絵画のような富士山を見わ
たせます。

❸日本平

❹久能山東照宮
東照宮は全国各地に存在しますが、その中で
最初に創建されたのが久能山東照宮です。家
康が亡くなった翌年の1617年、二代将軍・徳
川秀忠が造営しました。権現造、総漆塗極彩
色で彩られた社殿は、色鮮やかで大変美しく、
非常に見応えがあります。2010年には、本殿・
石の間・拝殿が国宝に指定されました。

三重の堀がめぐる駿府城跡に広がる緑豊かな公
園。駿府城は、現在の静岡県静岡市葵区にあっ
た日本の城で1585年に徳川家康が築城し、江戸
に移るまでの４年間と大御所時代の10年間を過
ごしました。家康在城時の駿府の町は、江戸と共
にいわば二元政治が行われていたため、政治、経
済の中心地として大いに繁栄していました。

❺駿府城公園

❼富士山本宮浅間大社
全国の浅間神社の総本社であり、富士信仰の中
心地として知られています。境内は広大で、本宮だ
けで約17,000㎡になるほか、富士山の8合目以上
の約385万㎡も社地として所有しています。本宮の
本殿は徳川家康による造営で、独特の神社建築
様式であり、国の重要文化財に指定されています。
また、本宮境内には富士山の湧水が湧き出す池が
あり、国の特別天然記念物に指定されています。

静岡市葵区にある神社で、通称「おせんげんさ
ま」と呼ばれています。駿河国総社として、また静
岡の守護神として広く信仰を集めており、初詣
をはじめ七五三や願掛け、お祓いなど、静岡の
人々の生活と切っても切れない関係にありま
す。また、徳川家康ゆかりの神社としても知られ
ています。

❻静岡浅間神社

駿府城公園（イメージ）駿府城公園（イメージ）

❺

静岡浅間神社（イメージ）静岡浅間神社（イメージ）

❻

日本平からの富士山（イメージ）日本平からの富士山（イメージ）

❸

久能山東照宮（イメージ） 久能山東照宮（イメージ） 

❹

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

富士山本宮浅間大社と東海道広重美術館富士山本宮浅間大社と東海道広重美術館
Best of Mt. FujiSH1-104

ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 109.00
$ 89.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:00／16:005/16(土)［M511］ ❶ ❼

所要時間 約8時間旅 程
港出発 ………………………………………… 富士山五合目 ………………………………… 富士山本宮浅間大社 ………
…………………（昼食） …………………………………… 東海道広重美術館 ………………………………………… 港到着

※富士山五合目は標高2400mほどあります。気温が低くなりますので上着を必ずご持参ください。歩きやすい靴でご参加ください。【昼食の内容】和食ランチ

写真提供：静岡県観光協会

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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三保松原からの富士山（イメージ）三保松原からの富士山（イメージ）
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清水
清水港は、日本一深い駿河湾（水深2,550m）に面し、静岡
県のほぼ真ん中に位置します。世界遺産 富士山を仰ぎ、三
保松原に囲まれた美しい港で外国客船の人気も高く、長崎、
神戸とともに日本三大美港の一つに数えられています。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

東尋坊と永平寺東尋坊と永平寺
Eiheiji Temple & Tojinbo KZ1-139

ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 109.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8：45／16：157/31(金)［M521］ ❻

所要時間 約7時間30分旅 程
港出発 …………………… 永平寺 …………………… （昼食） ……………………… 東尋坊 ………………………… 港到着

※永平寺では約1000段の階段を歩きます。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

和倉温泉加賀屋旅館での昼食と入浴和倉温泉加賀屋旅館での昼食と入浴
Wakura Onsen & Kagaya Ryokan 

所要時間 約8時間旅 程

【昼食の内容】加賀屋旅館にて懐石ランチ

KZ1-144
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 199.00
$ 149.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………………… 喜多家 ………………………………………………… 千里浜なぎさドライブウェイ 
………………………………………………………… 加賀屋旅館（昼食／入浴） ………………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:30／16:307/31(金)［M521］

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街 兼六園、長町武家屋敷跡とひがし茶屋街 
Kenrokuen Gardens, Nagamachi & Higashi Chayamachi

所要時間 約4時間旅 程

KZ1-214
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

❶ ❷ ❺

港出発 ………………………………… 兼六園 ……………………………………………… 長町武家屋敷跡（野村家に入場）
……………………………………………………………… ひがし茶屋街 ………………………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

A   7:30／11:30
B  12:30／16:307/31(金)［M521］

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

金箔工芸と和菓子体験 金箔工芸と和菓子体験 
Gold Leaf Art & Wagashi KZ1-224

ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

10:30／15:307/31(金)［M521］

所要時間 約5時間旅 程
港出発 ………………… 石川観光物産館（和菓子作り体験） …………………… 金箔店（金箔付け体験） …………… 港到着

【昼食の内容】和食御膳

主な見どころ

東海道五十三次のなかで十六番目の宿場町 
由比宿の本陣跡地にあり、世界的に有名な浮
世絵師 歌川広重の作品を中心に1300余点
の版画を収蔵・展示しています。広重の代表
作「保永堂版東海道五十三次之内」や、「木曽
海道六十九次之内・中津川」のような貴重な
作品も展示されています。

❶東海道広重美術館
清水港を囲むように伸びる三保半島。その海
岸線に沿って、およそ4.5kmにわたる松林が続
きます。その数、実に約3万本にも上るといわれ
ています。古来、三保松原を題材にした浮世絵
や和歌も数多く残され、2013年6月にはユネス
コの世界文化遺産「富士山～信仰の対象と芸
術の源泉」の構成資産として登録されました。

❷三保松原
見晴らしの良い山頂から、美しい富士山の姿
を望めるスポットです。ここからの富士の眺め
は日本でも最高の評があり、「新日本観光地
100選」の平原の部全国1位にも輝いた国指
定名勝です。日本平ホテルでは、ガラス張りの
ロビーや客室から絵画のような富士山を見わ
たせます。

❸日本平

❹久能山東照宮
東照宮は全国各地に存在しますが、その中で
最初に創建されたのが久能山東照宮です。家
康が亡くなった翌年の1617年、二代将軍・徳
川秀忠が造営しました。権現造、総漆塗極彩
色で彩られた社殿は、色鮮やかで大変美しく、
非常に見応えがあります。2010年には、本殿・
石の間・拝殿が国宝に指定されました。

三重の堀がめぐる駿府城跡に広がる緑豊かな公
園。駿府城は、現在の静岡県静岡市葵区にあっ
た日本の城で1585年に徳川家康が築城し、江戸
に移るまでの４年間と大御所時代の10年間を過
ごしました。家康在城時の駿府の町は、江戸と共
にいわば二元政治が行われていたため、政治、経
済の中心地として大いに繁栄していました。

❺駿府城公園

❼富士山本宮浅間大社
全国の浅間神社の総本社であり、富士信仰の中
心地として知られています。境内は広大で、本宮だ
けで約17,000㎡になるほか、富士山の8合目以上
の約385万㎡も社地として所有しています。本宮の
本殿は徳川家康による造営で、独特の神社建築
様式であり、国の重要文化財に指定されています。
また、本宮境内には富士山の湧水が湧き出す池が
あり、国の特別天然記念物に指定されています。

静岡市葵区にある神社で、通称「おせんげんさ
ま」と呼ばれています。駿河国総社として、また静
岡の守護神として広く信仰を集めており、初詣
をはじめ七五三や願掛け、お祓いなど、静岡の
人々の生活と切っても切れない関係にありま
す。また、徳川家康ゆかりの神社としても知られ
ています。

❻静岡浅間神社

駿府城公園（イメージ）駿府城公園（イメージ）

❺

静岡浅間神社（イメージ）静岡浅間神社（イメージ）

❻

日本平からの富士山（イメージ）日本平からの富士山（イメージ）

❸

久能山東照宮（イメージ） 久能山東照宮（イメージ） 

❹

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

富士山本宮浅間大社と東海道広重美術館富士山本宮浅間大社と東海道広重美術館
Best of Mt. FujiSH1-104

ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 109.00
$ 89.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:00／16:005/16(土)［M511］ ❶ ❼

所要時間 約8時間旅 程
港出発 ………………………………………… 富士山五合目 ………………………………… 富士山本宮浅間大社 ………
…………………（昼食） …………………………………… 東海道広重美術館 ………………………………………… 港到着

※富士山五合目は標高2400mほどあります。気温が低くなりますので上着を必ずご持参ください。歩きやすい靴でご参加ください。【昼食の内容】和食ランチ

写真提供：静岡県観光協会

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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舞鶴
天橋立（イメージ）天橋立（イメージ）

主な見どころ

舞鶴のほぼ中央に位置する公園で、海抜325
ｍの五老ヶ岳タワーからは、リアス式海岸の
美しい舞鶴湾や緑の島々など、「近畿百景」の
第1位に選ばれた眺望が広がります。

伊根の伝統的な漁師の家屋や小さな店舗で
は、何世紀にもわたり郷土料理として知られる
鯖寿司が作られています。

日本三景のひとつ天橋立の展望スポットとし
て知られ、7000本もの松に覆われた全長
3.6kmの砂州の絶景が楽しめます。

1903年建造の海軍の魚雷庫を改装した博
物館。館内ではレンガの歴史や重要性につい
て学ぶことができます。

赤れんが博物館（イメージ）赤れんが博物館（イメージ）伊根の舟屋（イメージ）伊根の舟屋（イメージ） 五老ヶ岳公園から見た舞鶴湾（イメージ）五老ヶ岳公園から見た舞鶴湾（イメージ）

❶伊根の舟屋（伊根の伝統的な漁師の家） ❷天橋立  傘松公園 ❸赤れんが博物館

❹五老ヶ岳公園 ❶ ❸ ❹

26 27

素晴らしい海岸線や目を見張る風景など、
舞鶴は「鶴が舞う」という名前の通り、美し
い景観に満ちています。赤レンガ倉庫群など
歴史的建造物めぐりもおすすめです。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

天橋立と伊根の舟屋めぐりクルーズ天橋立と伊根の舟屋めぐりクルーズ
Amanohashidate & Fishermen Houses in Ine 

所要時間 約9時間旅 程

MZ2-119
ツア一番号1

港出発 ………………………… 智恩寺（文殊堂） …………………………… 元伊勢籠（この）神社 …………………… （昼食） 
………………………… 天橋立 傘松公園 ………………………………… 　  伊根湾めぐり遊覧船 ………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

❶ ❷
出発日 出発／到着時間

9：45／18：457/30(木)［M521］

【昼食の内容】地元食材を使った和食

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

小浜市観光と鯖街道小浜市観光と鯖街道
Obama City & Mackerel Highway 

所要時間 約8時間30分旅 程

MZ2-134
ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 89.00
$ 69.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………………………… 明通寺 ……………………………………… 神宮寺 ……………………… （昼食） 
……………… 御食国若狭おばま食文化館 ………………… いずみ町商店街／鯖街道資料館 ………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:00／18:307/30(木)［M521］

【昼食の内容】鯖寿司を含む和食

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

舞鶴湾クルーズと五老ヶ岳公園舞鶴湾クルーズと五老ヶ岳公園
Maizuru Bay Cruise & Gorogadake Park 

所要時間 約4時間旅 程

MZ2-244
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

港出発 …………… 赤れんが博物館 ………… 　 舞鶴湾めぐり遊覧船 …………… 五老ヶ岳公園  …………… 港到着

出発日 出発／到着時間

 A 10:30／14:30
B 13:00／17:00

7/30(木)［M521］ ❸ ❹

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

東海道広重美術館、由比本陣公園にて茶道体験と三保松原東海道広重美術館、由比本陣公園にて茶道体験と三保松原
Tokaido Hiroshige Art Museum, Yui Honjin Park and Miho-no-MatsubaraSH1-204

ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:30／12:305/16(土)［M511］ ❶ ❷

所要時間 約4時間旅 程
港出発 …………………………………………………… 東海道広重美術館 ………………………………………………………
…………………………由比の本陣公園、御幸亭にて茶道体験………………………… 三保松原 ………………… 港到着

※三保松原では砂浜を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

駿府城、静岡浅間神社と三保松原　駿府城、静岡浅間神社と三保松原　
Sunpu Castle Park, Shizuoka Sengen Shrine and Miho-no-Matsubara SH1-209

ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9:00／13:005/16(土)［M511］ ❷ ❺ ❻

所要時間 約4時間旅 程
港出発 ………………………… 静岡浅間神社 ………………… 駿府城公園 ……………… 三保松原……………… 港到着

※静岡浅間神社内の文化財資料館の見学時間は設けていません。三保松原では砂浜を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

日本平の眺望とロープウェイ、久能山東照宮　日本平の眺望とロープウェイ、久能山東照宮　
Nihondaira Outlook & Kunozan Toshogu ShrineSH1-214

ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9:30／13:005/16(土)［M511］ ❸ ❹

所要時間 約3時間30分旅 程
港出発 …………… 日本平パークセンター ……… 久能山東照宮 ……… 日本平パークセンター ……………… 港到着
※久能山東照宮には約120段の階段があります。久能山東照宮博物館の入館料は別料金となります。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

グリンピア牧之原にてお茶摘み体験　グリンピア牧之原にてお茶摘み体験　
Greenpia Makinohara Tea Leaf Picking Experience SH1-264

ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:45／12:455/16(土)［M511］

所要時間 約4時間旅 程
港出発 …………………………… グリンピア牧之原にてお茶摘み体験／工場見学 ……………………………… 港到着
※お茶摘み用の手袋と羽織は無料で借りられます。
※雨天の場合はお茶摘みに代わり、屋内にてお茶の詰め放題体験となります。

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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主な見どころ

舞鶴のほぼ中央に位置する公園で、海抜325
ｍの五老ヶ岳タワーからは、リアス式海岸の
美しい舞鶴湾や緑の島々など、「近畿百景」の
第1位に選ばれた眺望が広がります。

伊根の伝統的な漁師の家屋や小さな店舗で
は、何世紀にもわたり郷土料理として知られる
鯖寿司が作られています。

日本三景のひとつ天橋立の展望スポットとし
て知られ、7000本もの松に覆われた全長
3.6kmの砂州の絶景が楽しめます。

1903年建造の海軍の魚雷庫を改装した博
物館。館内ではレンガの歴史や重要性につい
て学ぶことができます。

赤れんが博物館（イメージ）赤れんが博物館（イメージ）伊根の舟屋（イメージ）伊根の舟屋（イメージ） 五老ヶ岳公園から見た舞鶴湾（イメージ）五老ヶ岳公園から見た舞鶴湾（イメージ）

❶伊根の舟屋（伊根の伝統的な漁師の家） ❷天橋立  傘松公園 ❸赤れんが博物館

❹五老ヶ岳公園 ❶ ❸ ❹

26 27

素晴らしい海岸線や目を見張る風景など、
舞鶴は「鶴が舞う」という名前の通り、美し
い景観に満ちています。赤レンガ倉庫群など
歴史的建造物めぐりもおすすめです。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

天橋立と伊根の舟屋めぐりクルーズ天橋立と伊根の舟屋めぐりクルーズ
Amanohashidate & Fishermen Houses in Ine 

所要時間 約9時間旅 程

MZ2-119
ツア一番号1

港出発 ………………………… 智恩寺（文殊堂） …………………………… 元伊勢籠（この）神社 …………………… （昼食） 
………………………… 天橋立 傘松公園 ………………………………… 　  伊根湾めぐり遊覧船 ………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

❶ ❷
出発日 出発／到着時間

9：45／18：457/30(木)［M521］

【昼食の内容】地元食材を使った和食

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

小浜市観光と鯖街道小浜市観光と鯖街道
Obama City & Mackerel Highway 

所要時間 約8時間30分旅 程

MZ2-134
ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 89.00
$ 69.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………………………… 明通寺 ……………………………………… 神宮寺 ……………………… （昼食） 
……………… 御食国若狭おばま食文化館 ………………… いずみ町商店街／鯖街道資料館 ………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:00／18:307/30(木)［M521］

【昼食の内容】鯖寿司を含む和食

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

舞鶴湾クルーズと五老ヶ岳公園舞鶴湾クルーズと五老ヶ岳公園
Maizuru Bay Cruise & Gorogadake Park 

所要時間 約4時間旅 程

MZ2-244
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

港出発 …………… 赤れんが博物館 ………… 　 舞鶴湾めぐり遊覧船 …………… 五老ヶ岳公園  …………… 港到着

出発日 出発／到着時間

 A 10:30／14:30
B 13:00／17:00

7/30(木)［M521］ ❸ ❹

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

東海道広重美術館、由比本陣公園にて茶道体験と三保松原東海道広重美術館、由比本陣公園にて茶道体験と三保松原
Tokaido Hiroshige Art Museum, Yui Honjin Park and Miho-no-MatsubaraSH1-204

ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:30／12:305/16(土)［M511］ ❶ ❷

所要時間 約4時間旅 程
港出発 …………………………………………………… 東海道広重美術館 ………………………………………………………
…………………………由比の本陣公園、御幸亭にて茶道体験………………………… 三保松原 ………………… 港到着

※三保松原では砂浜を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

駿府城、静岡浅間神社と三保松原　駿府城、静岡浅間神社と三保松原　
Sunpu Castle Park, Shizuoka Sengen Shrine and Miho-no-Matsubara SH1-209

ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9:00／13:005/16(土)［M511］ ❷ ❺ ❻

所要時間 約4時間旅 程
港出発 ………………………… 静岡浅間神社 ………………… 駿府城公園 ……………… 三保松原……………… 港到着

※静岡浅間神社内の文化財資料館の見学時間は設けていません。三保松原では砂浜を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

日本平の眺望とロープウェイ、久能山東照宮　日本平の眺望とロープウェイ、久能山東照宮　
Nihondaira Outlook & Kunozan Toshogu ShrineSH1-214

ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9:30／13:005/16(土)［M511］ ❸ ❹

所要時間 約3時間30分旅 程
港出発 …………… 日本平パークセンター ……… 久能山東照宮 ……… 日本平パークセンター ……………… 港到着
※久能山東照宮には約120段の階段があります。久能山東照宮博物館の入館料は別料金となります。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

グリンピア牧之原にてお茶摘み体験　グリンピア牧之原にてお茶摘み体験　
Greenpia Makinohara Tea Leaf Picking Experience SH1-264

ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:45／12:455/16(土)［M511］

所要時間 約4時間旅 程
港出発 …………………………… グリンピア牧之原にてお茶摘み体験／工場見学 ……………………………… 港到着
※お茶摘み用の手袋と羽織は無料で借りられます。
※雨天の場合はお茶摘みに代わり、屋内にてお茶の詰め放題体験となります。

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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主な見どころ

1945年8月9日に原爆の爆心地となった場所
に造られた公園で、園内中央にそびえたつ平
和祈念像は、犠牲者の冥福を祈り世界平和
を願う象徴となっている。

長崎
小高い丘に囲まれた異国情緒のある港町。
歴史的遺産に彩られた景勝地も数多い。
プッチーニのオペラ「蝶々夫人」の舞台とし
ても世界に知られています。

長崎市内（イメージ）長崎市内（イメージ）

❶平和公園
平和公園に隣接し、数々の写真やビデオ映像
をはじめ、被爆した浦上天主堂の再現模型
や止まったままの柱時計など、惨状を今に伝
える展示品が見られます。

❷長崎原爆資料館

❺ハウステンボス
佐世保市にある中世ヨーロッパの街並みを再
現したテーマパーク。場内には、四季折々の花が
咲きそろい、街には運河が流れ、クルーズも楽し
みのひとつです。また、アミューズメント施設・美
術館などが並び、まさにヨーロッパを旅した気
分が味わえます。場内では、セグウェイや馬車ツ
アーなどのアクティビティも充実しています。

❻軍艦島
長崎市高島の沖に浮かぶ端島は、その姿形から別名
「軍艦島」と呼ばれています。1810年に石炭が発見されて
以来、石炭を採掘する炭鉱労働者やその家族が集まり、
一時は5,000人以上の人々が生活していました。1974年
の閉山にともない、無人島となっていますが、その“廃墟
の島”が現在でも人々の好奇心を掻き立てるのは、島全
体が繁栄当時のまま残っているからだと言われています。

28 29

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

島原城と武家屋敷島原城と武家屋敷
Shimabara Castle & Samurai Village NGS-109

ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金

❸
主な見どころ出発日

9:30／17:00

8:00／15:30

出発／到着時間

5/18(月)［M511］、7/28(火)［M521］

7/6(月)［M518］

所要時間 約7時間30分旅 程

【昼食の内容】島原の郷土料理「具雑煮」
※7/6（月）は武家屋敷、島原城の順で訪問します。

港出発 …………………………………………………… 島原城 ……………………………………………………… 武家屋敷 
………………… 南風楼または東洋九十九ベイホテル（昼食） ……………… 道の駅水なし本陣 ………………… 港到着

白亜五層の天守閣を持つ壮麗な島原城は戦
後復元され、城内には資料館が併設されてい
ます。また、島原城の西、16世紀の武家屋敷街
が残された場所では、当時の城下町の風情が
味わえます。

❸島原城と城下町

平和公園（イメージ）平和公園（イメージ）

島原城（イメージ）島原城（イメージ）長崎原爆資料館（イメージ） 写真提供：長崎県観光連盟長崎原爆資料館（イメージ） 写真提供：長崎県観光連盟

❶

❸

❷

軍艦島（イメージ）軍艦島（イメージ）

❻

フリーツアー 【最少催行人数】 20名

ハウステンボス自由観光　※ガイドなしハウステンボス自由観光　※ガイドなし
Huis Ten Bosch Theme Park On Your Own NGS-189

ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 139.00
$ 89.00

料金 主な見どころ

所要時間 約6時間30分旅 程
港出発 …………………………………… ハウステンボス（自由行動／自由昼食） ……………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:00／16:30
8:30／15:00

5/18(月)［M511］、7/28(火)［M521］
7/6(月)［M518］

❺

※1DAYパスポート（入場1日＋パスポート対象有料施設1日利用）付き

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

平和公園と長崎原爆資料館平和公園と長崎原爆資料館
Peace Memorial Park, Atomic Bomb Museum & City Drive 

所要時間 約3時間旅 程

NGS-204
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………………… 平和公園 ……………… 長崎原爆資料館 ………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:00／13:00

9:00／12:00

5/18(月)［M511］、7/28(火)［M521］

7/6(月)［M518］
❶ ❷

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

三菱重工長崎造船所と史料館見学 三菱重工長崎造船所と史料館見学 
Mitsubishi Shipyard 

所要時間 約3時間30分旅 程

NGS-214
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 89.00
$ 69.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………… 三菱重工長崎造船所史料館 ………………… 三菱重工長崎造船所 ………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:30／14:00
10:00／13:30

5/18(月)［M511］、7/28(火)［M521］
7/6(月)［M518］

※造船所内では写真やビデオ撮影は禁止されています。

❹

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

軍艦島観光軍艦島観光
Gunkanjima Island 

所要時間 約3時間45分旅 程

NGS-229
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ

港出発 …………… 常盤ターミナル ……………………… 軍艦島 ……………………… 常盤ターミナル …………… 港到着

出発日 出発／到着時間

9:30／13:155/18(月)［M511］、7/6(月)［M518］、7/28(火)［M521］ ❻

❹三菱重工長崎造船所
ダイヤモンド・プリンセス建造の造船所。姉妹船
であるサファイア・プリンセスや、現飛鳥Ⅱもこ
の造船所で建造されました。現在はプリンセ
ス・クルーズのグループ会社であるアイーダ・ク
ルーズの客船(12万4,500総トン、約3,300人乗
り)が今年秋の引き渡しを目指し建造中です。

※波や風の状態により、ツアーが催行できない可能性もあります。　※歩きやすい靴でご参加ください
※ツアー中は禁煙となります。傘や日傘の使用も禁止されています。雨天時にはレインコートやレインハット、防水シューズの着用をお勧めします。
※軍艦島の上陸に際しては、「誓約書」へのサインが必要になります。また、小学生以下のお子様については保護者の「宣誓書」へのサインが求められます。島内では保護者

が同行し管理監督をすることが参加の条件となります。

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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主な見どころ

1945年8月9日に原爆の爆心地となった場所
に造られた公園で、園内中央にそびえたつ平
和祈念像は、犠牲者の冥福を祈り世界平和
を願う象徴となっている。

長崎
小高い丘に囲まれた異国情緒のある港町。
歴史的遺産に彩られた景勝地も数多い。
プッチーニのオペラ「蝶々夫人」の舞台とし
ても世界に知られています。

長崎市内（イメージ）長崎市内（イメージ）

❶平和公園
平和公園に隣接し、数々の写真やビデオ映像
をはじめ、被爆した浦上天主堂の再現模型
や止まったままの柱時計など、惨状を今に伝
える展示品が見られます。

❷長崎原爆資料館

❺ハウステンボス
佐世保市にある中世ヨーロッパの街並みを再
現したテーマパーク。場内には、四季折々の花が
咲きそろい、街には運河が流れ、クルーズも楽し
みのひとつです。また、アミューズメント施設・美
術館などが並び、まさにヨーロッパを旅した気
分が味わえます。場内では、セグウェイや馬車ツ
アーなどのアクティビティも充実しています。

❻軍艦島
長崎市高島の沖に浮かぶ端島は、その姿形から別名
「軍艦島」と呼ばれています。1810年に石炭が発見されて
以来、石炭を採掘する炭鉱労働者やその家族が集まり、
一時は5,000人以上の人々が生活していました。1974年
の閉山にともない、無人島となっていますが、その“廃墟
の島”が現在でも人々の好奇心を掻き立てるのは、島全
体が繁栄当時のまま残っているからだと言われています。

28 29

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

島原城と武家屋敷島原城と武家屋敷
Shimabara Castle & Samurai Village NGS-109

ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金

❸
主な見どころ出発日

9:30／17:00

8:00／15:30

出発／到着時間

5/18(月)［M511］、7/28(火)［M521］

7/6(月)［M518］

所要時間 約7時間30分旅 程

【昼食の内容】島原の郷土料理「具雑煮」
※7/6（月）は武家屋敷、島原城の順で訪問します。

港出発 …………………………………………………… 島原城 ……………………………………………………… 武家屋敷 
………………… 南風楼または東洋九十九ベイホテル（昼食） ……………… 道の駅水なし本陣 ………………… 港到着

白亜五層の天守閣を持つ壮麗な島原城は戦
後復元され、城内には資料館が併設されてい
ます。また、島原城の西、16世紀の武家屋敷街
が残された場所では、当時の城下町の風情が
味わえます。

❸島原城と城下町

平和公園（イメージ）平和公園（イメージ）

島原城（イメージ）島原城（イメージ）長崎原爆資料館（イメージ） 写真提供：長崎県観光連盟長崎原爆資料館（イメージ） 写真提供：長崎県観光連盟

❶

❸

❷

軍艦島（イメージ）軍艦島（イメージ）

❻

フリーツアー 【最少催行人数】 20名

ハウステンボス自由観光　※ガイドなしハウステンボス自由観光　※ガイドなし
Huis Ten Bosch Theme Park On Your Own NGS-189

ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 139.00
$ 89.00

料金 主な見どころ

所要時間 約6時間30分旅 程
港出発 …………………………………… ハウステンボス（自由行動／自由昼食） ……………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:00／16:30
8:30／15:00

5/18(月)［M511］、7/28(火)［M521］
7/6(月)［M518］

❺

※1DAYパスポート（入場1日＋パスポート対象有料施設1日利用）付き

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

平和公園と長崎原爆資料館平和公園と長崎原爆資料館
Peace Memorial Park, Atomic Bomb Museum & City Drive 

所要時間 約3時間旅 程

NGS-204
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………………… 平和公園 ……………… 長崎原爆資料館 ………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:00／13:00

9:00／12:00

5/18(月)［M511］、7/28(火)［M521］

7/6(月)［M518］
❶ ❷

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

三菱重工長崎造船所と史料館見学 三菱重工長崎造船所と史料館見学 
Mitsubishi Shipyard 

所要時間 約3時間30分旅 程

NGS-214
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 89.00
$ 69.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………… 三菱重工長崎造船所史料館 ………………… 三菱重工長崎造船所 ………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

10:30／14:00
10:00／13:30

5/18(月)［M511］、7/28(火)［M521］
7/6(月)［M518］

※造船所内では写真やビデオ撮影は禁止されています。

❹

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

軍艦島観光軍艦島観光
Gunkanjima Island 

所要時間 約3時間45分旅 程

NGS-229
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ

港出発 …………… 常盤ターミナル ……………………… 軍艦島 ……………………… 常盤ターミナル …………… 港到着

出発日 出発／到着時間

9:30／13:155/18(月)［M511］、7/6(月)［M518］、7/28(火)［M521］ ❻

❹三菱重工長崎造船所
ダイヤモンド・プリンセス建造の造船所。姉妹船
であるサファイア・プリンセスや、現飛鳥Ⅱもこ
の造船所で建造されました。現在はプリンセ
ス・クルーズのグループ会社であるアイーダ・ク
ルーズの客船(12万4,500総トン、約3,300人乗
り)が今年秋の引き渡しを目指し建造中です。

※波や風の状態により、ツアーが催行できない可能性もあります。　※歩きやすい靴でご参加ください
※ツアー中は禁煙となります。傘や日傘の使用も禁止されています。雨天時にはレインコートやレインハット、防水シューズの着用をお勧めします。
※軍艦島の上陸に際しては、「誓約書」へのサインが必要になります。また、小学生以下のお子様については保護者の「宣誓書」へのサインが求められます。島内では保護者

が同行し管理監督をすることが参加の条件となります。

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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主な見どころ

薩摩半島の南端にある温泉地、指宿は「砂む
し」で有名です。80度以上の温泉熱で温めら
れた砂風呂に入る独特の入浴法が体験でき
ます。

鹿児島湾（錦江湾）に浮かぶ桜島は、鹿児島
の代表的な景色となっています。今も活発に
活動を続ける活火山で、有史以来30回を超
える大規模噴火を記録しています。

池田湖（イメージ）池田湖（イメージ）

鹿児島
桜島を望む名庭園・仙厳園や、薩摩藩士の歴史を紹
介する博物館など、格調高い文化にふれられます。
砂むし風呂で有名な指宿や霧島温泉郷など、温泉地
を訪ねるのもおすすめ。

桜島（イメージ）桜島（イメージ）

島津家の統治時代に藩士の拠点として栄え
た町で、往時の姿を伝える武家屋敷や庭園が
続く町並みから「薩摩の小京都」とも呼ばれて
います。

❶知覧 ❷指宿（いぶすき） ❸桜島

❹池田湖
太古の火山活動によって形成された周囲
15km、最大水深233mの九州最大のカルデラ
湖です。指宿市の天然記念物に指定されてい
る体長1.8m・胸回り60cm・体重20kgもの大う
なぎが数多く生息している神秘的な湖です。

❺知覧特攻平和会館
知覧にあった特攻隊の出撃基地に建てられた
この施設では、戦闘機の展示をはじめ、若くし
て命を落とした特攻隊員の写真や手紙が展
示されています。

さまざまな温泉地からなる霧島温泉には、滝
や噴水を配した大きなプールを取り囲むよう
に小さなプールを幾つも配した温泉ドームな
ど、ユニークな温泉施設がそろっています。

❼霧島温泉
明治維新を中心に薩摩藩や幕末の日本の歴
史について展示しており、近隣には西郷隆盛
誕生地、大久保利通生い立ちの地、大山巌誕
生地などがある。

❽維新ふるさと館

薩摩藩主・島津光久によって17世紀に建てら
れた別邸で、庭園からは桜島と鹿児島湾を一
望する風景が楽しめます。園内には歴史を感
じさせる見どころが多く、尚古集成館では、島
津家や薩摩藩の歴史を学ぶことができます。

❻仙巌園（磯庭園）

❹

30 31

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

仙巌園・尚古集成館と醸造所めぐり
Kagoshima Cuisine, Shoko Shuseikan Museum & Shochu Brewery 

所要時間 約7時間旅 程

KOJ-144
ツア一番号2

港出発 ………………… 本坊酒造薩摩郷中蔵 …………………… 仙巌園・尚古集成館（昼食）…………………… 鹿児島港 
…………… 桜島港 ……………… 有村溶岩展望所 ………………… 桜島港 ………………… 鹿児島港 …………… 港到着

【昼食の内容】仙巌園にて鹿児島料理

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

11:00／18:007/1(水)［M517］ ❸ ❻

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

霧島温泉と霧島神宮
Kirishima Onsen & Kirishima Shrine 

所要時間 約7時間旅 程

KOJ-134
ツア一番号1

港出発 ………………………… 霧島ホテル(昼食／温泉）………………………… 霧島神宮 ………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

11:00／18:007/1(水)［M517］

【昼食の内容】霧島ホテルにて和定食

❼

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

指宿砂風呂と薩摩伝承館
Ibusuki Sand Bath, Satsuma Denshokan Museum

所要時間 約7時間旅 程

KOJ-154
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………………… 薩摩伝承館 …………………………… 指宿フェニックスホテル（昼食／砂蒸し） 
……………………………………………………… 池田湖〈写真ストップ〉 …………………………………………………港到着

出発日 出発／到着時間

11:00／18:007/1(水)［M517］

【昼食の内容】指宿フェニックスホテルにて和定食

❷ ❹

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

桜島火山と仙巌園・尚古集成館 
Sakura Jima Volcano, Garden & Shoko Shuseikan Museum 

所要時間 約5時間旅 程

KOJ-204
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 65.00
$ 45.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………… 仙巌園・尚古集成館 ……………………………… 鹿児島港 ………………………… 桜島港 
……………… 有村溶岩展望所 ………………………… 桜島港 …………………… 鹿児島港 ………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

12:45／17:457/1(水)［M517］ ❸ ❻

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

仙巌園・尚古集成館と維新ふるさと館、照國神社
Shoko Shuseikan & Ishin Furusato Kan Museums, Garden & Terukuni Shrine 

所要時間 約5時間旅 程

KOJ-209
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………… 仙巌園・尚古集成館 ……………………… 城山展望所〈写真ストップ〉 …………………… 
……………………… 維新ふるさと館 …………………………………… 照國神社 …………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

12:00／17:007/1(水)［M517］ ❻ ❽

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

知覧武家屋敷と知覧特攻平和会館見学 
Chiran & Kamikaze Museum KOJ-264

ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

13:15／17:157/1(水)［M517］ ❶ ❺

所要時間 約4時間旅 程
港出発  …………………………… 知覧特攻平和会館 ………………………… 知覧武家屋敷 ……………………… 港到着

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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薩摩半島の南端にある温泉地、指宿は「砂む
し」で有名です。80度以上の温泉熱で温めら
れた砂風呂に入る独特の入浴法が体験でき
ます。

鹿児島湾（錦江湾）に浮かぶ桜島は、鹿児島
の代表的な景色となっています。今も活発に
活動を続ける活火山で、有史以来30回を超
える大規模噴火を記録しています。

池田湖（イメージ）池田湖（イメージ）

鹿児島
桜島を望む名庭園・仙厳園や、薩摩藩士の歴史を紹
介する博物館など、格調高い文化にふれられます。
砂むし風呂で有名な指宿や霧島温泉郷など、温泉地
を訪ねるのもおすすめ。

桜島（イメージ）桜島（イメージ）

島津家の統治時代に藩士の拠点として栄え
た町で、往時の姿を伝える武家屋敷や庭園が
続く町並みから「薩摩の小京都」とも呼ばれて
います。

❶知覧 ❷指宿（いぶすき） ❸桜島

❹池田湖
太古の火山活動によって形成された周囲
15km、最大水深233mの九州最大のカルデラ
湖です。指宿市の天然記念物に指定されてい
る体長1.8m・胸回り60cm・体重20kgもの大う
なぎが数多く生息している神秘的な湖です。

❺知覧特攻平和会館
知覧にあった特攻隊の出撃基地に建てられた
この施設では、戦闘機の展示をはじめ、若くし
て命を落とした特攻隊員の写真や手紙が展
示されています。

さまざまな温泉地からなる霧島温泉には、滝
や噴水を配した大きなプールを取り囲むよう
に小さなプールを幾つも配した温泉ドームな
ど、ユニークな温泉施設がそろっています。

❼霧島温泉
明治維新を中心に薩摩藩や幕末の日本の歴
史について展示しており、近隣には西郷隆盛
誕生地、大久保利通生い立ちの地、大山巌誕
生地などがある。

❽維新ふるさと館

薩摩藩主・島津光久によって17世紀に建てら
れた別邸で、庭園からは桜島と鹿児島湾を一
望する風景が楽しめます。園内には歴史を感
じさせる見どころが多く、尚古集成館では、島
津家や薩摩藩の歴史を学ぶことができます。

❻仙巌園（磯庭園）

❹

30 31

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

仙巌園・尚古集成館と醸造所めぐり
Kagoshima Cuisine, Shoko Shuseikan Museum & Shochu Brewery 

所要時間 約7時間旅 程

KOJ-144
ツア一番号2

港出発 ………………… 本坊酒造薩摩郷中蔵 …………………… 仙巌園・尚古集成館（昼食）…………………… 鹿児島港 
…………… 桜島港 ……………… 有村溶岩展望所 ………………… 桜島港 ………………… 鹿児島港 …………… 港到着

【昼食の内容】仙巌園にて鹿児島料理

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

11:00／18:007/1(水)［M517］ ❸ ❻

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

霧島温泉と霧島神宮
Kirishima Onsen & Kirishima Shrine 

所要時間 約7時間旅 程

KOJ-134
ツア一番号1

港出発 ………………………… 霧島ホテル(昼食／温泉）………………………… 霧島神宮 ………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

11:00／18:007/1(水)［M517］

【昼食の内容】霧島ホテルにて和定食

❼

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

指宿砂風呂と薩摩伝承館
Ibusuki Sand Bath, Satsuma Denshokan Museum

所要時間 約7時間旅 程

KOJ-154
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………………… 薩摩伝承館 …………………………… 指宿フェニックスホテル（昼食／砂蒸し） 
……………………………………………………… 池田湖〈写真ストップ〉 …………………………………………………港到着

出発日 出発／到着時間

11:00／18:007/1(水)［M517］

【昼食の内容】指宿フェニックスホテルにて和定食

❷ ❹

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

桜島火山と仙巌園・尚古集成館 
Sakura Jima Volcano, Garden & Shoko Shuseikan Museum 

所要時間 約5時間旅 程

KOJ-204
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 65.00
$ 45.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………… 仙巌園・尚古集成館 ……………………………… 鹿児島港 ………………………… 桜島港 
……………… 有村溶岩展望所 ………………………… 桜島港 …………………… 鹿児島港 ………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

12:45／17:457/1(水)［M517］ ❸ ❻

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

仙巌園・尚古集成館と維新ふるさと館、照國神社
Shoko Shuseikan & Ishin Furusato Kan Museums, Garden & Terukuni Shrine 

所要時間 約5時間旅 程

KOJ-209
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 39.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………… 仙巌園・尚古集成館 ……………………… 城山展望所〈写真ストップ〉 …………………… 
……………………… 維新ふるさと館 …………………………………… 照國神社 …………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

12:00／17:007/1(水)［M517］ ❻ ❽

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

知覧武家屋敷と知覧特攻平和会館見学 
Chiran & Kamikaze Museum KOJ-264

ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

13:15／17:157/1(水)［M517］ ❶ ❺

所要時間 約4時間旅 程
港出発  …………………………… 知覧特攻平和会館 ………………………… 知覧武家屋敷 ……………………… 港到着

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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主な見どころ

（イメージ）（イメージ）

県内最大の木造建築物で、首里の見晴らしの
いい高台にあります。1945年の沖縄戦と戦後
の琉球大学建設により完全に破壊されてしま
いましたが、1992年に県民の悲願がかなって
首里城が復元された後、2000年12月に世界
遺産に登録されました。

❶首里城 ❷識名園（しきなえん）
識名園は、1799年に琉球王家の別荘としてつく
られ、王家の保養や中国からの使者を迎えるた
めに利用されていました。中国の様式と沖縄独
自の様式の折衷様式で建築され、池のまわりを
歩きながらいろいろな景色を楽しむようにつく
られています。

知念半島の台地上にある沖縄第一の聖域
です。琉球開闢神話の神「アマミキヨ」によっ
てつくられたと伝えられています。聖地・久高
島へ向って祈願する、お通し御嶽として知ら
れています。

❹斎場御嶽（せいふぁーうたき）
古代沖縄を再現したこの村には、伝統文化
が息づいています。「生きた展示」として祭り
や料理、手工芸品が見られるほか、パレード
と踊りのパフォーマンスをお楽しみいただけ
ます。

❸琉球村

首里城（イメージ）首里城（イメージ）

❶

32 33

那覇
世界遺産に登録された「首里城跡」や琉球庭園の
「識名園」など、琉球王朝の歴史をたどる史跡、
名所が多数。アグー豚やソーキそばなど沖縄グル
メも楽しみ。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

琉球村と世界遺産識名園琉球村と世界遺産識名園
Highlights of OkinawaOKA-204

ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 39.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:00／13:305/31(日)［M513］、6/8(月)［M514］ ❷ ❸
所要時間 約5時間30分旅 程

港出発 ………………………………… 琉球村 …………………………………… 識名園 ……………………………… 港到着

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

首里城と国際通り首里城と国際通り
Shurijo Castle & Kokusai Street 

所要時間 約4時間30分旅 程

※首里城の博物館内は撮影禁止です。首里城の敷地内は、急な階段や足場の悪い道を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。車椅子では入れない箇所がありますので、
歩行の困難なお客様にはお勧めしません。

OKA-219
ツア一番号2

港出発 ………………………… 車窓観光（波の上ビーチ／龍潭池／県庁） …………………… 首里城 ………………………
…………………… 国際通り・第一牧志市場（フリータイム／買い物） …………………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様
$ 45.00
$ 35.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:15／12:455/31(日)［M513］、6/8(月)［M514］ ❶

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

琉球紅型教室と首里城観光 琉球紅型教室と首里城観光 
Ryukyu Bingata Class & Shurijo Castle 

所要時間 約4時間30分旅 程

OKA-229
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様
$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

❶

港出発 ………………… 紅型染体験 ………………… 龍潭池〈写真ストップ〉 ……………… 首里城 ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:30／13:005/31(日)［M513］、6/8(月)［M514］

※首里城の博物館内は撮影禁止です。首里城の敷地内は、急な階段や足場の悪い道を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。車椅子では入れない箇所がありますので、
　歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※紅型染体験では、衣服に染みがつく可能性があります。汚れても気にならない服装でご参加ください。紅型はツアー後に洗ってアイロンをかけてください。

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 25名

世界遺産 斎場御嶽とガンガラーの谷ハイキング 世界遺産 斎場御嶽とガンガラーの谷ハイキング 
Seifa Utaki & Gangala Valley Hike 

所要時間 約5時間30分旅 程

OKA-474
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様
$ 109.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………… 斎場御嶽 ……………………………………… ガンガラーの谷 …………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:00／13:305/31(日)［M513］、6/8(月)［M514］ ❹

※斎場御嶽やガンガラーの谷では足場の悪い場所を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。
※こちらのツアーは車椅子ではご参加いただけません。

❶ ❼

❸

琉球村（イメージ）琉球村（イメージ）

❷

識名園（イメージ）識名園（イメージ）

守礼門（イメージ）守礼門（イメージ）

❶

玉陵（イメージ）玉陵（イメージ）

斎場御嶽（イメージ）斎場御嶽（イメージ）

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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主な見どころ

（イメージ）（イメージ）

県内最大の木造建築物で、首里の見晴らしの
いい高台にあります。1945年の沖縄戦と戦後
の琉球大学建設により完全に破壊されてしま
いましたが、1992年に県民の悲願がかなって
首里城が復元された後、2000年12月に世界
遺産に登録されました。

❶首里城 ❷識名園（しきなえん）
識名園は、1799年に琉球王家の別荘としてつく
られ、王家の保養や中国からの使者を迎えるた
めに利用されていました。中国の様式と沖縄独
自の様式の折衷様式で建築され、池のまわりを
歩きながらいろいろな景色を楽しむようにつく
られています。

知念半島の台地上にある沖縄第一の聖域
です。琉球開闢神話の神「アマミキヨ」によっ
てつくられたと伝えられています。聖地・久高
島へ向って祈願する、お通し御嶽として知ら
れています。

❹斎場御嶽（せいふぁーうたき）
古代沖縄を再現したこの村には、伝統文化
が息づいています。「生きた展示」として祭り
や料理、手工芸品が見られるほか、パレード
と踊りのパフォーマンスをお楽しみいただけ
ます。

❸琉球村

首里城（イメージ）首里城（イメージ）

❶

32 33

那覇
世界遺産に登録された「首里城跡」や琉球庭園の
「識名園」など、琉球王朝の歴史をたどる史跡、
名所が多数。アグー豚やソーキそばなど沖縄グル
メも楽しみ。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

琉球村と世界遺産識名園琉球村と世界遺産識名園
Highlights of OkinawaOKA-204

ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 39.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:00／13:305/31(日)［M513］、6/8(月)［M514］ ❷ ❸
所要時間 約5時間30分旅 程

港出発 ………………………………… 琉球村 …………………………………… 識名園 ……………………………… 港到着

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

首里城と国際通り首里城と国際通り
Shurijo Castle & Kokusai Street 

所要時間 約4時間30分旅 程

※首里城の博物館内は撮影禁止です。首里城の敷地内は、急な階段や足場の悪い道を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。車椅子では入れない箇所がありますので、
歩行の困難なお客様にはお勧めしません。

OKA-219
ツア一番号2

港出発 ………………………… 車窓観光（波の上ビーチ／龍潭池／県庁） …………………… 首里城 ………………………
…………………… 国際通り・第一牧志市場（フリータイム／買い物） …………………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様
$ 45.00
$ 35.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:15／12:455/31(日)［M513］、6/8(月)［M514］ ❶

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

琉球紅型教室と首里城観光 琉球紅型教室と首里城観光 
Ryukyu Bingata Class & Shurijo Castle 

所要時間 約4時間30分旅 程

OKA-229
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様
$ 79.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

❶

港出発 ………………… 紅型染体験 ………………… 龍潭池〈写真ストップ〉 ……………… 首里城 ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:30／13:005/31(日)［M513］、6/8(月)［M514］

※首里城の博物館内は撮影禁止です。首里城の敷地内は、急な階段や足場の悪い道を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。車椅子では入れない箇所がありますので、
　歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※紅型染体験では、衣服に染みがつく可能性があります。汚れても気にならない服装でご参加ください。紅型はツアー後に洗ってアイロンをかけてください。

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 25名

世界遺産 斎場御嶽とガンガラーの谷ハイキング 世界遺産 斎場御嶽とガンガラーの谷ハイキング 
Seifa Utaki & Gangala Valley Hike 

所要時間 約5時間30分旅 程

OKA-474
ツア一番号4

大人1名様

子供1名様
$ 109.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………………… 斎場御嶽 ……………………………………… ガンガラーの谷 …………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:00／13:305/31(日)［M513］、6/8(月)［M514］ ❹

※斎場御嶽やガンガラーの谷では足場の悪い場所を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。
※こちらのツアーは車椅子ではご参加いただけません。

❶ ❼

❸

琉球村（イメージ）琉球村（イメージ）

❷

識名園（イメージ）識名園（イメージ）

守礼門（イメージ）守礼門（イメージ）

❶

玉陵（イメージ）玉陵（イメージ）

斎場御嶽（イメージ）斎場御嶽（イメージ）

ツアー
運行会杜

株式会社JTBグローバル
マーケティング＆トラベル
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主な見どころ

釜山
韓国第二の都市釜山は、昔から港町として発展。チャガルチ市場などの
海産市場は活況を呈し、人々の生活を肌で感じることができる。秋には
「国際映画祭」が開催され、世界中から映画関係者が集まって釜山の夜
を華やかに飾るなど、今や世界に知られる国際都市にまでなりました。

梵魚寺（イメージ）梵魚寺（イメージ）

梵魚寺は678年に建立され、韓国で最も大
きいお寺の一つです。7世紀に建てられた優
雅な3階建ての塔、そして1614年に建てられ
た色鮮やかな本堂があります。

❶梵魚寺（ポモサ）
朝鮮戦争中に女性の行商人が立上げた
市場で、「釜山アジメ」としても知られ、大
変活気があります。ここではたくさんの海
産物、貝、そして珍しい海草などが売られ
ています。

❷チャガルチ市場
韓国の古都である慶州では、静謐な古墳
公園にある新羅王朝の王家の墓をご覧い
ただけます。ユネスコの世界遺産であり、7
世紀に建立された仏寺である佛国寺があ
ります。

❸佛国寺と古墳公園

❹文化体験（茶道）
仏教の世界では、お茶を点てて飲むこと
は瞑想の形態のひとつとされています。心
を落ち着かせながらお茶を点て、ゆっくり
と味わいながら自分自身を見つめてくだ
さい。

❺国立慶州博物館
古都新羅の絢爛な文化遺産が展示されて
おり、2万余坪の敷地に慶州地域から発掘さ
れた約10万点の文化財を蔵し、そのうちの
約2500点を一般に公開しています。天馬塚
から出土された黄金の冠は見ものです。

佛国寺（イメージ）佛国寺（イメージ）梵魚寺（イメージ）梵魚寺（イメージ）

❸❶

チャガルチ市場（イメージ）チャガルチ市場（イメージ）

❷

古墳公園（イメージ）古墳公園（イメージ）

❸
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観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

国立慶州博物館、古墳公園と佛国寺国立慶州博物館、古墳公園と佛国寺
Best of Gyeong-Ju

所要時間 約8時間旅 程

PUS-104
ツア一番号1

港出発 …………………… 古墳公園 …………………… 国立慶州博物館 ……………… 地元ホテル（昼食／韓国伝統音楽
と舞踊鑑賞） …………………………… 佛国寺 …………………………… お土産屋にて買い物 …………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金

❸ ❺
主な見どころ出発日

8:30／16:30

出発／到着時間

6/26(金)［M516］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 100名

梵魚寺と韓国伝統音楽と舞踊鑑賞梵魚寺と韓国伝統音楽と舞踊鑑賞
Beomeosa Temple & Cultural Performance 

所要時間 約5時間旅 程

PUS-209
ツア一番号2

港出発 ………………………………………………… 梵魚寺 ……………………………………韓国の伝統音楽と舞踊鑑賞 
…………………………………… お土産屋にてお買い物 ……………………………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金

❶
主な見どころ出発日

8:00／13:00

8:30／13:30
13:30／18:30

出発／到着時間

5/19(火)［M511］、5/27(水)［M512］、
6/30(火)［M517］、7/29(水)［M521］

6/26(金)［M516］
7/5(日)［M518］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 15名

チャガルチ市場と梵魚寺チャガルチ市場と梵魚寺
Ja-Gal-Ch'i Market & Beomeosa Temple

所要時間 約4時間45分旅 程

PUS-219
ツア一番号3

港出発 …………………………… 梵魚寺 ……………………………… お土産屋にて買い物 ……………………………… 
………………………………………………… チャガルチ市場 …………………………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 25.00
$ 15.00

料金

❶ ❷
主な見どころ出発日

9:00／13:45

9:30／14:15

14:30／19:15

出発／到着時間

5/27(水)［M512］、6/30(火)［M517］、7/29(水)［M521］

6/26(金)［M516］

7/5(日)［M518］

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

茶の湯と市内ドライブ茶の湯と市内ドライブ
Tea Ceremony & City Drive

所要時間 約5時間旅 程

PUS-324
ツア一番号4

港出発 …………………………… お寺（梵魚寺、または金剛山寺にて） ………………………………… お坊さんと茶道体験
………………………………………………………… お土産屋にて買い物 ……………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 75.00
$ 55.00

料金

❹
主な見どころ出発日

9:00／14:00

出発／到着時間

5/19(火)［M511］、5/27(水)［M512］、
6/26(金)［M516］、6/30(火)［M517］

13:30／18:307/5(日)［M518］

8:30／13:307/29(水)［M521］

※梵魚寺には約100段の階段があります。

※梵魚寺には約100段の階段があります。
※チャガルチ市場は足元が滑りやすいため、歩きやすい靴でご参加ください。
※チャガルチ市場は毎月第1、第3火曜日は休業です。

※梵魚寺には約100段の階段があります。

【昼食の内容】地元ホテルにて韓国料理のバイキング
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主な見どころ

釜山
韓国第二の都市釜山は、昔から港町として発展。チャガルチ市場などの
海産市場は活況を呈し、人々の生活を肌で感じることができる。秋には
「国際映画祭」が開催され、世界中から映画関係者が集まって釜山の夜
を華やかに飾るなど、今や世界に知られる国際都市にまでなりました。

梵魚寺（イメージ）梵魚寺（イメージ）

梵魚寺は678年に建立され、韓国で最も大
きいお寺の一つです。7世紀に建てられた優
雅な3階建ての塔、そして1614年に建てられ
た色鮮やかな本堂があります。

❶梵魚寺（ポモサ）
朝鮮戦争中に女性の行商人が立上げた
市場で、「釜山アジメ」としても知られ、大
変活気があります。ここではたくさんの海
産物、貝、そして珍しい海草などが売られ
ています。

❷チャガルチ市場
韓国の古都である慶州では、静謐な古墳
公園にある新羅王朝の王家の墓をご覧い
ただけます。ユネスコの世界遺産であり、7
世紀に建立された仏寺である佛国寺があ
ります。

❸佛国寺と古墳公園

❹文化体験（茶道）
仏教の世界では、お茶を点てて飲むこと
は瞑想の形態のひとつとされています。心
を落ち着かせながらお茶を点て、ゆっくり
と味わいながら自分自身を見つめてくだ
さい。

❺国立慶州博物館
古都新羅の絢爛な文化遺産が展示されて
おり、2万余坪の敷地に慶州地域から発掘さ
れた約10万点の文化財を蔵し、そのうちの
約2500点を一般に公開しています。天馬塚
から出土された黄金の冠は見ものです。

佛国寺（イメージ）佛国寺（イメージ）梵魚寺（イメージ）梵魚寺（イメージ）

❸❶

チャガルチ市場（イメージ）チャガルチ市場（イメージ）

❷

古墳公園（イメージ）古墳公園（イメージ）

❸

34 35

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 20名

国立慶州博物館、古墳公園と佛国寺国立慶州博物館、古墳公園と佛国寺
Best of Gyeong-Ju

所要時間 約8時間旅 程

PUS-104
ツア一番号1

港出発 …………………… 古墳公園 …………………… 国立慶州博物館 ……………… 地元ホテル（昼食／韓国伝統音楽
と舞踊鑑賞） …………………………… 佛国寺 …………………………… お土産屋にて買い物 …………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金

❸ ❺
主な見どころ出発日

8:30／16:30

出発／到着時間

6/26(金)［M516］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 100名

梵魚寺と韓国伝統音楽と舞踊鑑賞梵魚寺と韓国伝統音楽と舞踊鑑賞
Beomeosa Temple & Cultural Performance 

所要時間 約5時間旅 程

PUS-209
ツア一番号2

港出発 ………………………………………………… 梵魚寺 ……………………………………韓国の伝統音楽と舞踊鑑賞 
…………………………………… お土産屋にてお買い物 ……………………………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 49.00
$ 39.00

料金

❶
主な見どころ出発日

8:00／13:00

8:30／13:30
13:30／18:30

出発／到着時間

5/19(火)［M511］、5/27(水)［M512］、
6/30(火)［M517］、7/29(水)［M521］

6/26(金)［M516］
7/5(日)［M518］

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 15名

チャガルチ市場と梵魚寺チャガルチ市場と梵魚寺
Ja-Gal-Ch'i Market & Beomeosa Temple

所要時間 約4時間45分旅 程

PUS-219
ツア一番号3

港出発 …………………………… 梵魚寺 ……………………………… お土産屋にて買い物 ……………………………… 
………………………………………………… チャガルチ市場 …………………………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 25.00
$ 15.00

料金

❶ ❷
主な見どころ出発日

9:00／13:45

9:30／14:15

14:30／19:15

出発／到着時間

5/27(水)［M512］、6/30(火)［M517］、7/29(水)［M521］

6/26(金)［M516］

7/5(日)［M518］

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 20名

茶の湯と市内ドライブ茶の湯と市内ドライブ
Tea Ceremony & City Drive

所要時間 約5時間旅 程

PUS-324
ツア一番号4

港出発 …………………………… お寺（梵魚寺、または金剛山寺にて） ………………………………… お坊さんと茶道体験
………………………………………………………… お土産屋にて買い物 ……………………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 75.00
$ 55.00

料金

❹
主な見どころ出発日

9:00／14:00

出発／到着時間

5/19(火)［M511］、5/27(水)［M512］、
6/26(金)［M516］、6/30(火)［M517］

13:30／18:307/5(日)［M518］

8:30／13:307/29(水)［M521］

※梵魚寺には約100段の階段があります。

※梵魚寺には約100段の階段があります。
※チャガルチ市場は足元が滑りやすいため、歩きやすい靴でご参加ください。
※チャガルチ市場は毎月第1、第3火曜日は休業です。

※梵魚寺には約100段の階段があります。

【昼食の内容】地元ホテルにて韓国料理のバイキング
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主な見どころ

❹忠烈祠
1969年に建設され、大門、中央広場、鐘楼、鼓楼、山
門、大殿、文烈士祠、武烈士祠で構成されています。約
5㎢の敷地には、革命・建国の為に亡くなった志士約
33万人が祀られています。

❺孔子廟（コンツーミャオ）
台北にある孔子廟は中国本土の曲阜（くふ）の孔子廟
にならったもので、1939年に現在の形となりました。孔
子を祀ったこの廟にはこれまで数々の学者が訪れ、重
要な観光名所および儒教の学びの場となっています。

約100年前に台湾の金鉱の中心地であった九份。迷路の
ような古い街並みには、石畳の急な坂道に沿って家々がひ
しめきあっています。手工芸品を並べる露店でお土産を
買ったり、活気ある市場の風景、音、匂いを体験し、かつて
金鉱の街だった頃の雰囲気を思い浮かべてみてください。

有名な「自由広場」にある初代中華民国総統であった
蒋介石を讃える白亜の大きな建物は、青い瓦屋根と
金色の宝珠がのった頂点が特徴です。蒋介石にまつ
わる興味深い文化遺物を見ることができます。

世界４大美術館のひとつに数えられる国立博物館。こ
こは歴史の奥深さを知ることができる貴重な芸術品
が展示され、中国史8000年を網羅する世界最大の古
代中国の美術品や文化遺産をも展示しています。

九份（イメージ）九份（イメージ）

❶中正紀念堂
創建約270年の台北で最も歴史のある寺で、多くの地
元の人々が熱心に参拝に訪れています。ご本尊は観世
音菩薩ですが、現在では道教や儒教など様々な宗教と
習合しており、孔子や関帝、媽祖など、祀られている神
は大小合わせて100以上に及びます。

❷龍山寺 ❸故宮博物院
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基隆（台北）
台湾北部に位置する良港。台北の海の玄
関口として古くから栄えてきました。華や
かさ、アジアらしい活気と親しみやすい雰
囲気が同居する奥深い魅力ある街です。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

故宮博物院、中正紀念堂と寺めぐり故宮博物院、中正紀念堂と寺めぐり
Best of Taipei 

所要時間 約8時間旅 程

KE1-109
ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………… 忠烈祠〈写真ストップのみ〉 ………… 大龍峒保安宮 …………… 孔子廟 ………… 地元ホテル（昼食）
……………… 故宮博物院 ……………… 中正紀念堂 ……………… 中華工芸館にてショッピング …………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:30／16:30
9:30／17:30

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

❶ ❸ ❹ ❺

【昼食の内容】地元ホテルにて中華料理ブッフェ

個性派ツアー 【最少催行人数】 25名

天燈上げと九份ツアー 天燈上げと九份ツアー 
Sky Lantern & Chiufen Touｒ

所要時間 約7時間30分旅 程

KE1-144
ツア一番号2

大人1名様
子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………… 瑞芳駅 ………………… 菁桐到着、天燈上げ見学、菁桐街を散策 …………………………… 
九份へドライブ（昼食） ………………………………… 九份の古い街並みを散策 …………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:50／16:20
9:50／17:20

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

❻

【昼食の内容】台湾料理　※足場の悪い道や急な階段を歩きます。脚に自信のある方向けのツアーです。九份では台湾ドルのみ使用可能です。事前に両替をすることをお勧めします。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

故宮博物院と中正紀念堂 故宮博物院と中正紀念堂 
Highlights of TaipeiKE1-204

ツア一番号4

所要時間 約5時間30分旅 程
港出発 ……………………………………………… 忠烈祠〈写真ストップ〉 ……………………………………………………… 
故宮博物院 …………………………………………………………… 中正紀念堂 ……………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:30／14:00
9:30／15:00

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

❶ ❸ ❹

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

台北市内ドライブ、龍山寺と中華工芸館 台北市内ドライブ、龍山寺と中華工芸館 
City Drive, Lungshan Temple & Handicraft Center KE1-209

ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 45.00
$ 35.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9:00／13:30

10:00／14:30

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

所要時間 約4時間30分旅 程
港出発 …………………………………………………… 龍山寺 …………………………………………………… 中正紀念堂
………………… 中華工芸館にてショッピング …………………… 台北101〈写真ストップ〉 ……………………… 港到着

❶ ❷

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 25名

九份散策とお茶を楽しむ九份散策とお茶を楽しむ
Walking Tour of Chiufen and TeaKE1-384

ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9:10／13:40

10:10／14:40

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

❻
所要時間 約4時間30分旅 程

港出発 ………………… 九份の古い街並みを散策 …………………… 地元の茶屋にて休憩 ……………………… 港到着
※足場の悪い道や急な階段を歩きます。脚に自信のある方向けのツアーです。九份では台湾ドルのみ使用可能です。事前に両替をすることをお勧めします。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

台北散策と加賀屋温泉 台北散策と加賀屋温泉 
Walking Tour of Taipei & Radium Kagaya Hot SpringKE1-389

ツア一番号7

大人1名様

子供1名様
$ 169.00
$ 129.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:30／16:30
9:30／17:30

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

所要時間 約8時間旅 程
港出発 ………………… 台北へドライブ ……………… 総統の執務室、台湾銀行、台北賓館、台大病院を徒歩で散策 
……………… 国立台湾博物館 …………………… 台湾レストラン（昼食） ………………… ショッピング  ………………… 
加賀屋ホテルにてラジウム温泉入浴 …………………………………… 北投温泉博物館 ………………………… 港到着

【昼食の内容】台湾料理

❻九　（キュウフン）

フリーツアー 【最少催行人数】 25名

台北自由観光 台北自由観光 ※ガイドなし
Taipei On Your Own 

所要時間 約7時間30分旅 程

KE1-189
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 39.00
$ 35.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………………………………… 台北にて自由観光 ………………………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

9:00／16:30
10:00／17:30

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］
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主な見どころ

❹忠烈祠
1969年に建設され、大門、中央広場、鐘楼、鼓楼、山
門、大殿、文烈士祠、武烈士祠で構成されています。約
5㎢の敷地には、革命・建国の為に亡くなった志士約
33万人が祀られています。

❺孔子廟（コンツーミャオ）
台北にある孔子廟は中国本土の曲阜（くふ）の孔子廟
にならったもので、1939年に現在の形となりました。孔
子を祀ったこの廟にはこれまで数々の学者が訪れ、重
要な観光名所および儒教の学びの場となっています。

約100年前に台湾の金鉱の中心地であった九份。迷路の
ような古い街並みには、石畳の急な坂道に沿って家々がひ
しめきあっています。手工芸品を並べる露店でお土産を
買ったり、活気ある市場の風景、音、匂いを体験し、かつて
金鉱の街だった頃の雰囲気を思い浮かべてみてください。

有名な「自由広場」にある初代中華民国総統であった
蒋介石を讃える白亜の大きな建物は、青い瓦屋根と
金色の宝珠がのった頂点が特徴です。蒋介石にまつ
わる興味深い文化遺物を見ることができます。

世界４大美術館のひとつに数えられる国立博物館。こ
こは歴史の奥深さを知ることができる貴重な芸術品
が展示され、中国史8000年を網羅する世界最大の古
代中国の美術品や文化遺産をも展示しています。

九份（イメージ）九份（イメージ）

❶中正紀念堂
創建約270年の台北で最も歴史のある寺で、多くの地
元の人々が熱心に参拝に訪れています。ご本尊は観世
音菩薩ですが、現在では道教や儒教など様々な宗教と
習合しており、孔子や関帝、媽祖など、祀られている神
は大小合わせて100以上に及びます。

❷龍山寺 ❸故宮博物院

36 37

基隆（台北）
台湾北部に位置する良港。台北の海の玄
関口として古くから栄えてきました。華や
かさ、アジアらしい活気と親しみやすい雰
囲気が同居する奥深い魅力ある街です。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

故宮博物院、中正紀念堂と寺めぐり故宮博物院、中正紀念堂と寺めぐり
Best of Taipei 

所要時間 約8時間旅 程

KE1-109
ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 129.00
$ 89.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………… 忠烈祠〈写真ストップのみ〉 ………… 大龍峒保安宮 …………… 孔子廟 ………… 地元ホテル（昼食）
……………… 故宮博物院 ……………… 中正紀念堂 ……………… 中華工芸館にてショッピング …………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:30／16:30
9:30／17:30

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

❶ ❸ ❹ ❺

【昼食の内容】地元ホテルにて中華料理ブッフェ

個性派ツアー 【最少催行人数】 25名

天燈上げと九份ツアー 天燈上げと九份ツアー 
Sky Lantern & Chiufen Touｒ

所要時間 約7時間30分旅 程

KE1-144
ツア一番号2

大人1名様
子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………… 瑞芳駅 ………………… 菁桐到着、天燈上げ見学、菁桐街を散策 …………………………… 
九份へドライブ（昼食） ………………………………… 九份の古い街並みを散策 …………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

8:50／16:20
9:50／17:20

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

❻

【昼食の内容】台湾料理　※足場の悪い道や急な階段を歩きます。脚に自信のある方向けのツアーです。九份では台湾ドルのみ使用可能です。事前に両替をすることをお勧めします。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

故宮博物院と中正紀念堂 故宮博物院と中正紀念堂 
Highlights of TaipeiKE1-204

ツア一番号4

所要時間 約5時間30分旅 程
港出発 ……………………………………………… 忠烈祠〈写真ストップ〉 ……………………………………………………… 
故宮博物院 …………………………………………………………… 中正紀念堂 ……………………………………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:30／14:00
9:30／15:00

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

❶ ❸ ❹

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

台北市内ドライブ、龍山寺と中華工芸館 台北市内ドライブ、龍山寺と中華工芸館 
City Drive, Lungshan Temple & Handicraft Center KE1-209

ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 45.00
$ 35.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9:00／13:30

10:00／14:30

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

所要時間 約4時間30分旅 程
港出発 …………………………………………………… 龍山寺 …………………………………………………… 中正紀念堂
………………… 中華工芸館にてショッピング …………………… 台北101〈写真ストップ〉 ……………………… 港到着

❶ ❷

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 25名

九份散策とお茶を楽しむ九份散策とお茶を楽しむ
Walking Tour of Chiufen and TeaKE1-384

ツア一番号6

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9:10／13:40

10:10／14:40

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

❻
所要時間 約4時間30分旅 程

港出発 ………………… 九份の古い街並みを散策 …………………… 地元の茶屋にて休憩 ……………………… 港到着
※足場の悪い道や急な階段を歩きます。脚に自信のある方向けのツアーです。九份では台湾ドルのみ使用可能です。事前に両替をすることをお勧めします。

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

台北散策と加賀屋温泉 台北散策と加賀屋温泉 
Walking Tour of Taipei & Radium Kagaya Hot SpringKE1-389

ツア一番号7

大人1名様

子供1名様
$ 169.00
$ 129.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:30／16:30
9:30／17:30

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］

所要時間 約8時間旅 程
港出発 ………………… 台北へドライブ ……………… 総統の執務室、台湾銀行、台北賓館、台大病院を徒歩で散策 
……………… 国立台湾博物館 …………………… 台湾レストラン（昼食） ………………… ショッピング  ………………… 
加賀屋ホテルにてラジウム温泉入浴 …………………………………… 北投温泉博物館 ………………………… 港到着

【昼食の内容】台湾料理

❻九　（キュウフン）

フリーツアー 【最少催行人数】 25名

台北自由観光 台北自由観光 ※ガイドなし
Taipei On Your Own 

所要時間 約7時間30分旅 程

KE1-189
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 39.00
$ 35.00

料金 主な見どころ

港出発 ……………………………………………… 台北にて自由観光 ………………………………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

9:00／16:30
10:00／17:30

5/12(火)［M510］
6/3(水)［M513］、6/11(木)［M514］
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主な見どころ

太魯閣峡谷（イメージ）太魯閣峡谷（イメージ） 蓮池潭 龍虎塔（イメージ）蓮池潭 龍虎塔（イメージ）

公園内の太魯閣峡谷は、立霧渓が大理石の岩盤を侵食
して形成された美しい大渓谷です。自然の持つ巧みな創
作力、珍しい動植物、豊かな歴史や文化で訪れる人を魅
了しています。写真撮影スポットとしても有名です。

❶太魯閣国立公園（タロコ国立公園）
中部東西横貫公路建設工事中に亡くなった212名の
労働者たちを慰霊する祠では、線香の代わりに煙草
に火が灯されます。中国様式の祠と滝が美しい景観
ポイントです。

❷長春祠（チャンチュンツー）
太魯閣峡谷観光のハイライトの一つ。峡谷の素晴らし
い風景や目の覚めるような断崖、そして花崗岩や燕の
巣窟のような景色が目を引きます。また、アメリカイン
ディアンの横顔のように見える酋長岩もお見逃しなく。

❸燕子口（ヤンジコウ）

❹九曲洞
太魯閣峡谷を通る中部横貫公路は手作業で岩を削っ
て開いた道路として知られています。九曲洞は、大理石
峡谷の最も見事なエリアのひとつで、太魯閣峡谷の自
然と生態の観察に最適のスポットです。

❺松園別館
1943年の創建。花蓮県でもっとも完成度の高い日本建
築です。太平洋や美崙渓の河口、そして花蓮港が見渡
せる絶好のスポットに建てられています。時代は大戦末
期、もとは日本軍が構築した軍事施設の一つでした。

大きな柱が特徴のこの寺は、かつて日本からの移民を
信者として迎えていました。現在は日本の伝統的な禅
寺のような優美な美しさで、訪れる人々の心に調和を
もたらしてくれます。

❻慶修院

主な見どころ

旗津天后宮（イメージ）旗津天后宮（イメージ）

360年前にオランダ人によって城砦の頂上に
築かれた建物で、当時はプロヴィンティア城と
いわれていました。国家一級古跡に指定され
ています。

❶赤嵌楼（セキカンロウ）
1666年に創建された台南の孔子廟は国内初
の孔子廟として知られます。清代末期までは
台湾政府の最高学府とされ、台湾府「儒学」
が結集されていたところです。

❷台南孔子廟
300年以上の歴史を持つこの美しい公園に
は、周囲5km、水域面積約74haの湖にたくさ
んの蓮の花が植えられています。20世紀に建
てられた仏塔や寺社などが近くに点在してい
ます。

❸蓮池潭（リエンツータン）

❹佛光山寺
南部台湾で最大の仏教寺院。本堂、瞑想堂、
記念館、博物館などの見事な建物と14000体
以上の仏像があります。

❺旗津（チヂン）島
高雄港の向かいにあたる旗津には古い町並み
と昔ながらの店、新鮮な魚介類の屋台、そして
高雄最古の旗津天后宮があります。

台南のすぐ郊外にある烏山頭水庫内の人気
のある美しいレクリエーション地域です。全長
約26kmのこの貯水池は、1920年に建設され
た当時は台湾最大のものでした。

❼珊瑚潭
高雄市政府によりワールドゲームズ2009年大
会の為に建設された競技場で、観客席を覆う
屋根全面には約8,800枚のソーラーパネルが
設置され、年間1MPW（100万ワット）の電力を
供給することができます。

❽高雄国家体育場

オランダ軍を台湾から撤退させた中国人大将、鄭
成功を祭る廟。1662年の創建で、古くは開山王廟
と呼ばれ日本統治期には開山神社と改称されてい
ました。敷地内の鄭成功文物館には、台南の歴史
と文化を伝える展示物が多数展示されています。

❻延平郡王祠（エンペイグンオウシ）

❺

高雄
台湾の南、第二の都市として急成長を遂
げながらも、歴史や伝統を重んじる高
雄。佛光山寺や台南など観光名所への
玄関口でもあります。
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花蓮
台湾東北部最大の街。先住民アミ族の集落
があることで知られます。近郊の太魯閣峡
谷では、浸食によってできた奇岩怪石が続
く見事な景観を見ることができます。

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

太魯閣国立公園 太魯閣国立公園 
Best of Taroko Gorge National Park 

所要時間 約7時間30分旅 程

HUN-104
ツア一番号1

港出発 ……………… 太魯閣峡谷〈写真ストップ〉 …………… 長春祠 …………… 燕子口 …………… 九曲洞 …………… 
大理石の橋 ……… レストラン（昼食）…………大理石工場 ……………… 舞踊鑑賞 …………… 港天宮 ………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:30／16:00
10:15／17:45

5/10(日)［M510］
6/1(月)［M513］、6/9(火)［M514］

❶ ❷ ❸ ❹

【昼食の内容】地元レストランで台湾伝統料理

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

太魯閣峡谷とショッピング太魯閣峡谷とショッピング
Torako Gorge & ShoppingHUN-204

ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 65.00
$ 45.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

7:45／12:45

9:30／14:30
5/10(日)［M510］
6/1(月)［M513］、6/9(火)［M514］

❶ ❷ ❸ ❹
所要時間 約5時間旅 程

港出発 ……………………… 太魯閣国立公園 ……………… 長春祠 ………………… 燕子口 ………………… 九曲洞 
…………………… 大理石工場見学／ショッピング ……………………………… 舞踊鑑賞 ………………………… 港到着

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

高雄と台南高雄と台南
Best of Kaohsiung & Tainan 

所要時間 約8時間旅 程

KHH-104
ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 109.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………… 赤嵌楼 ………………… 台南孔子廟 …………………… 延平郡王祠 …………………… （昼食）
……………… 蓮池潭、龍虎塔、春秋閣、啓明堂 ………………… 高雄国家体育場〈写真ストップ〉 ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

7:30／15:30

9:30／17:30

5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❶ ❷ ❸
❻ ❽

【昼食の内容】中華料理

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

台南と珊瑚潭 台南と珊瑚潭 
Tainan & Coral Lake

所要時間 約8時間旅 程

KHH-109
ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 89.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………………… 珊瑚潭 ……………………………… 中華レストラン（昼食） …………………… 赤嵌楼
…………………………………… 台南孔子廟 ………………………………… 延平郡王祠 …………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

7:30／15:30

9:30／17:30
5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❶ ❷ ❻ ❼

【昼食の内容】中華料理

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

松園別館、港天宮、慶修院松園別館、港天宮、慶修院
Pine Garden, Kang-Ten Temple & Keishuin Japanese TempleHUN-209

ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:15／13:15
10:00／15:00

5/10(日)［M510］
6/1(月)［M513］、6/9(火)［M514］

❺ ❻
所要時間 約5時間旅 程

港出発 ……………………… 松園別館 ……………………… 港天宮 ………………………… 慶修院 ……………………… 
大理石工場 …………………………………………… 舞踊鑑賞 ………………………………………………………… 港到着
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主な見どころ

太魯閣峡谷（イメージ）太魯閣峡谷（イメージ） 蓮池潭 龍虎塔（イメージ）蓮池潭 龍虎塔（イメージ）

公園内の太魯閣峡谷は、立霧渓が大理石の岩盤を侵食
して形成された美しい大渓谷です。自然の持つ巧みな創
作力、珍しい動植物、豊かな歴史や文化で訪れる人を魅
了しています。写真撮影スポットとしても有名です。

❶太魯閣国立公園（タロコ国立公園）
中部東西横貫公路建設工事中に亡くなった212名の
労働者たちを慰霊する祠では、線香の代わりに煙草
に火が灯されます。中国様式の祠と滝が美しい景観
ポイントです。

❷長春祠（チャンチュンツー）
太魯閣峡谷観光のハイライトの一つ。峡谷の素晴らし
い風景や目の覚めるような断崖、そして花崗岩や燕の
巣窟のような景色が目を引きます。また、アメリカイン
ディアンの横顔のように見える酋長岩もお見逃しなく。

❸燕子口（ヤンジコウ）

❹九曲洞
太魯閣峡谷を通る中部横貫公路は手作業で岩を削っ
て開いた道路として知られています。九曲洞は、大理石
峡谷の最も見事なエリアのひとつで、太魯閣峡谷の自
然と生態の観察に最適のスポットです。

❺松園別館
1943年の創建。花蓮県でもっとも完成度の高い日本建
築です。太平洋や美崙渓の河口、そして花蓮港が見渡
せる絶好のスポットに建てられています。時代は大戦末
期、もとは日本軍が構築した軍事施設の一つでした。

大きな柱が特徴のこの寺は、かつて日本からの移民を
信者として迎えていました。現在は日本の伝統的な禅
寺のような優美な美しさで、訪れる人々の心に調和を
もたらしてくれます。

❻慶修院

主な見どころ

旗津天后宮（イメージ）旗津天后宮（イメージ）

360年前にオランダ人によって城砦の頂上に
築かれた建物で、当時はプロヴィンティア城と
いわれていました。国家一級古跡に指定され
ています。

❶赤嵌楼（セキカンロウ）
1666年に創建された台南の孔子廟は国内初
の孔子廟として知られます。清代末期までは
台湾政府の最高学府とされ、台湾府「儒学」
が結集されていたところです。

❷台南孔子廟
300年以上の歴史を持つこの美しい公園に
は、周囲5km、水域面積約74haの湖にたくさ
んの蓮の花が植えられています。20世紀に建
てられた仏塔や寺社などが近くに点在してい
ます。

❸蓮池潭（リエンツータン）

❹佛光山寺
南部台湾で最大の仏教寺院。本堂、瞑想堂、
記念館、博物館などの見事な建物と14000体
以上の仏像があります。

❺旗津（チヂン）島
高雄港の向かいにあたる旗津には古い町並み
と昔ながらの店、新鮮な魚介類の屋台、そして
高雄最古の旗津天后宮があります。

台南のすぐ郊外にある烏山頭水庫内の人気
のある美しいレクリエーション地域です。全長
約26kmのこの貯水池は、1920年に建設され
た当時は台湾最大のものでした。

❼珊瑚潭
高雄市政府によりワールドゲームズ2009年大
会の為に建設された競技場で、観客席を覆う
屋根全面には約8,800枚のソーラーパネルが
設置され、年間1MPW（100万ワット）の電力を
供給することができます。

❽高雄国家体育場

オランダ軍を台湾から撤退させた中国人大将、鄭
成功を祭る廟。1662年の創建で、古くは開山王廟
と呼ばれ日本統治期には開山神社と改称されてい
ました。敷地内の鄭成功文物館には、台南の歴史
と文化を伝える展示物が多数展示されています。

❻延平郡王祠（エンペイグンオウシ）

❺

高雄
台湾の南、第二の都市として急成長を遂
げながらも、歴史や伝統を重んじる高
雄。佛光山寺や台南など観光名所への
玄関口でもあります。
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花蓮
台湾東北部最大の街。先住民アミ族の集落
があることで知られます。近郊の太魯閣峡
谷では、浸食によってできた奇岩怪石が続
く見事な景観を見ることができます。

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

太魯閣国立公園 太魯閣国立公園 
Best of Taroko Gorge National Park 

所要時間 約7時間30分旅 程

HUN-104
ツア一番号1

港出発 ……………… 太魯閣峡谷〈写真ストップ〉 …………… 長春祠 …………… 燕子口 …………… 九曲洞 …………… 
大理石の橋 ……… レストラン（昼食）…………大理石工場 ……………… 舞踊鑑賞 …………… 港天宮 ………… 港到着

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:30／16:00
10:15／17:45

5/10(日)［M510］
6/1(月)［M513］、6/9(火)［M514］

❶ ❷ ❸ ❹

【昼食の内容】地元レストランで台湾伝統料理

大自然満喫 【最少催行人数】 25名

太魯閣峡谷とショッピング太魯閣峡谷とショッピング
Torako Gorge & ShoppingHUN-204

ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 65.00
$ 45.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

7:45／12:45

9:30／14:30
5/10(日)［M510］
6/1(月)［M513］、6/9(火)［M514］

❶ ❷ ❸ ❹
所要時間 約5時間旅 程

港出発 ……………………… 太魯閣国立公園 ……………… 長春祠 ………………… 燕子口 ………………… 九曲洞 
…………………… 大理石工場見学／ショッピング ……………………………… 舞踊鑑賞 ………………………… 港到着

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

高雄と台南高雄と台南
Best of Kaohsiung & Tainan 

所要時間 約8時間旅 程

KHH-104
ツア一番号1

大人1名様

子供1名様

$ 109.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………… 赤嵌楼 ………………… 台南孔子廟 …………………… 延平郡王祠 …………………… （昼食）
……………… 蓮池潭、龍虎塔、春秋閣、啓明堂 ………………… 高雄国家体育場〈写真ストップ〉 ……………… 港到着

出発日 出発／到着時間

7:30／15:30

9:30／17:30

5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❶ ❷ ❸
❻ ❽

【昼食の内容】中華料理

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

台南と珊瑚潭 台南と珊瑚潭 
Tainan & Coral Lake

所要時間 約8時間旅 程

KHH-109
ツア一番号2

大人1名様

子供1名様

$ 119.00
$ 89.00

料金 主な見どころ

港出発 ………………………………… 珊瑚潭 ……………………………… 中華レストラン（昼食） …………………… 赤嵌楼
…………………………………… 台南孔子廟 ………………………………… 延平郡王祠 …………………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

7:30／15:30

9:30／17:30
5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❶ ❷ ❻ ❼

【昼食の内容】中華料理

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

松園別館、港天宮、慶修院松園別館、港天宮、慶修院
Pine Garden, Kang-Ten Temple & Keishuin Japanese TempleHUN-209

ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:15／13:15
10:00／15:00

5/10(日)［M510］
6/1(月)［M513］、6/9(火)［M514］

❺ ❻
所要時間 約5時間旅 程

港出発 ……………………… 松園別館 ……………………… 港天宮 ………………………… 慶修院 ……………………… 
大理石工場 …………………………………………… 舞踊鑑賞 ………………………………………………………… 港到着



ユジノサハリンスク（イメージ）ユジノサハリンスク（イメージ）
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観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

市内観光と佛光山寺市内観光と佛光山寺
City Drive & Fukuangshan MonasteryKHH-114

ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

7:30／15:30
9:30／17:30

5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❸ ❹ ❽
所要時間 約8時間旅 程

港出発 ………………………………… 佛光山寺（禅堂、美術館、巨大仏像） ……………………………… 中華レストラン（昼食） 
………………… 蓮池潭、龍虎塔、春秋閣、啓明堂 ……………… 高雄国家体育場〈写真ストップ〉 ……………… 港到着

【昼食の内容】ベジタリアン料理（素食料理）

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

蓮池潭と旗津島 蓮池潭と旗津島 
Highlights of Kaoshiung KHH-204

ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:10／12:40
10:10／14:40

5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❸ ❺ ❽
所要時間 約4時間30分旅 程

港出発 ………………………… 高雄国家体育場〈写真ストップ〉 ………………………… 蓮池潭、龍虎塔、春秋閣、啓明堂 
…………………………………………… 旗津島・旗津の古い街並み散策 …………………………………………… 港到着

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

赤嵌楼、台南孔子廟と延平郡王祠赤嵌楼、台南孔子廟と延平郡王祠
Chikan Tower, Confucious Temple & Koxinga Shrine

所要時間 約5時間旅 程

KHH-209
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………… 赤嵌楼 ………………… 台南孔子廟…………………… 延平郡王祠 …………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

7:50／12:50

9:50／14:50

5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❶ ❷ ❻

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

佛光山僧院を訪ねる 佛光山僧院を訪ねる 
The Buddhist Monastery at Fokuangshan KHH-214

ツア一番号6
大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:00／13:00
10:00／15:00

5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❹
所要時間 約5時間旅 程

港出発 ………………………………………… 佛光山寺（禅堂、美術館、巨大仏像） ……………………………………… 港到着

主な見どころ

❹レーニン広場（ユジノサハリンスク）
ユジノサハリンスクの広場の中央には、ロシアの他の街と同様に旧ソビエト連
邦のシンボルであるレーニン像があり、人々の憩いの場となっています。

❺ボルシェビキ山
ユジノサハリンスク市内を一望する標高260mの山。冬はスキー場となり、日本統治時
代の1930年（昭和5年）に旭ケ丘スキー場として建設されました。2008年ゴンドラ式リ
フトがロシア極東で初めて敷設され、麓から山頂までの2.5kmを10分弱で登ります。

仏塔を想起させるこの建物は、かつて樺太庁であった時代
に樺太博物館として建造されました。現在は、郷土史やサ
ハリンの動植物に関するコレクションが展示されています。

シンプルで古い木造の教会です。丸太で組まれた
正方形の建物の屋根には、黄金のタマネギ型の
ドームとロシア正教会の十字架があります。

ユジノサハリンスク市街東部のコミュニスチチェス
キーとゴーリカヴァ通りの交差点に位置する公共
広場で終戦記念碑が設けられています。

❶サハリン郷土史博物館（ユジノサハリンスク） ❷聖ニコライ教会 ❸栄光の広場（ユジノサハリンスク）

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

ユジノサハリンスクへのドライブ ユジノサハリンスクへのドライブ 
A Drive to Yuzhno-SakhalinskYS1-204

ツア一番号1
大人1名様

子供1名様
$ 99.00
$ 99.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

6/20(土)［M515］、7/12(日)［M519］、
7/21(火)［M520］、8/23(日)［M524］ ❶ ❷ ❸ ❹船内にてご確認ください

所要時間 約4時間旅 程
港出発 ………………… 聖ニコライ教会 …………………… 栄光の広場 ………………… サハリン郷土史博物館 ……
……………… レーニン広場／レクリエーションセンターにてお買い物 …………… 港到着 ※ボランティアガイドが同行します。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 未定

コルサコフ散策コルサコフ散策
Walking tour of KorsakovYS1-289

ツア一番号2
大人1名様

子供1名様
$ 29.00
$ 29.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

6/20(土)［M515］、7/12(日)［M519］、
7/21(火)［M520］、8/23(日)［M524］ ❹船内にてご確認ください

所要時間 約1時間30分旅 程
港出発 ……………………………………………… コルサコフ散策（レーニン広場、カルチャーセンターにて民族舞踊鑑賞・
お買い物、フリータイム） ………………………………………………………………… 港到着 ※ボランティアの案内人が同行します。

※ガイドなし

サハリンの南の玄関口。人気観光地ユジノ
サハリンスクへの拠点にもなっています。
近代的なビルと伝統的なロシア・日本式の
建造物とが見事に融合しています。コルサコフ

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 未定

ボルシェビキ山ハイキングと景色を楽しむボルシェビキ山ハイキングと景色を楽しむ
Scenic Mountain Hike 

所要時間 約5時間旅 程

YS1-384
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

❺

港出発 …………… スキー場にてゴンドラリフトで移動後、ガイドと一緒にボルシェビキ山ハイキング（約３時間、6.5km） ………… 港到着

出発日 出発／到着時間

6/20(土)［M515］、7/12(日)［M519］、
7/21(火)［M520］、8/23(日)［M524］ 船内にてご確認ください

※港では沖に碇を下ろして停泊します。陸への移動にはテンダーボート（通船）を利用します。　※下記ツアーにお申し込みされますと、ツアー同行を条件にロシア査証免
除で上陸ができます。　※ロシア入国管理へのツアー参加者リストを提出する都合上、乗船日当日にて予約を締め切ります。そのため、乗船前の予約をお勧めします。　
※予約締め切り後の変更はできません。取消しの場合は、払い戻しはできません。　※予約条件が変更になった際には、船内にてご案内します。　※ロシア（コルサコフ）
と日本では1時間の時差があります。現地時間に時計を合わせることをお忘れなく。
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観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

市内観光と佛光山寺市内観光と佛光山寺
City Drive & Fukuangshan MonasteryKHH-114

ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 99.00
$ 79.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

7:30／15:30
9:30／17:30

5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❸ ❹ ❽
所要時間 約8時間旅 程

港出発 ………………………………… 佛光山寺（禅堂、美術館、巨大仏像） ……………………………… 中華レストラン（昼食） 
………………… 蓮池潭、龍虎塔、春秋閣、啓明堂 ……………… 高雄国家体育場〈写真ストップ〉 ……………… 港到着

【昼食の内容】ベジタリアン料理（素食料理）

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

蓮池潭と旗津島 蓮池潭と旗津島 
Highlights of Kaoshiung KHH-204

ツア一番号4

大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:10／12:40
10:10／14:40

5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❸ ❺ ❽
所要時間 約4時間30分旅 程

港出発 ………………………… 高雄国家体育場〈写真ストップ〉 ………………………… 蓮池潭、龍虎塔、春秋閣、啓明堂 
…………………………………………… 旗津島・旗津の古い街並み散策 …………………………………………… 港到着

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

赤嵌楼、台南孔子廟と延平郡王祠赤嵌楼、台南孔子廟と延平郡王祠
Chikan Tower, Confucious Temple & Koxinga Shrine

所要時間 約5時間旅 程

KHH-209
ツア一番号5

大人1名様

子供1名様

$ 69.00
$ 59.00

料金 主な見どころ

港出発 …………………… 赤嵌楼 ………………… 台南孔子廟…………………… 延平郡王祠 …………………… 港到着

出発日 出発／到着時間

7:50／12:50

9:50／14:50

5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❶ ❷ ❻

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

佛光山僧院を訪ねる 佛光山僧院を訪ねる 
The Buddhist Monastery at Fokuangshan KHH-214

ツア一番号6
大人1名様

子供1名様

$ 59.00
$ 49.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

8:00／13:00
10:00／15:00

5/11(月)［M510］
6/2（火)［M513］、6/10(水)［M514］

❹
所要時間 約5時間旅 程

港出発 ………………………………………… 佛光山寺（禅堂、美術館、巨大仏像） ……………………………………… 港到着

主な見どころ

❹レーニン広場（ユジノサハリンスク）
ユジノサハリンスクの広場の中央には、ロシアの他の街と同様に旧ソビエト連
邦のシンボルであるレーニン像があり、人々の憩いの場となっています。

❺ボルシェビキ山
ユジノサハリンスク市内を一望する標高260mの山。冬はスキー場となり、日本統治時
代の1930年（昭和5年）に旭ケ丘スキー場として建設されました。2008年ゴンドラ式リ
フトがロシア極東で初めて敷設され、麓から山頂までの2.5kmを10分弱で登ります。

仏塔を想起させるこの建物は、かつて樺太庁であった時代
に樺太博物館として建造されました。現在は、郷土史やサ
ハリンの動植物に関するコレクションが展示されています。

シンプルで古い木造の教会です。丸太で組まれた
正方形の建物の屋根には、黄金のタマネギ型の
ドームとロシア正教会の十字架があります。

ユジノサハリンスク市街東部のコミュニスチチェス
キーとゴーリカヴァ通りの交差点に位置する公共
広場で終戦記念碑が設けられています。

❶サハリン郷土史博物館（ユジノサハリンスク） ❷聖ニコライ教会 ❸栄光の広場（ユジノサハリンスク）

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 25名

ユジノサハリンスクへのドライブ ユジノサハリンスクへのドライブ 
A Drive to Yuzhno-SakhalinskYS1-204

ツア一番号1
大人1名様

子供1名様
$ 99.00
$ 99.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

6/20(土)［M515］、7/12(日)［M519］、
7/21(火)［M520］、8/23(日)［M524］ ❶ ❷ ❸ ❹船内にてご確認ください

所要時間 約4時間旅 程
港出発 ………………… 聖ニコライ教会 …………………… 栄光の広場 ………………… サハリン郷土史博物館 ……
……………… レーニン広場／レクリエーションセンターにてお買い物 …………… 港到着 ※ボランティアガイドが同行します。

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 未定

コルサコフ散策コルサコフ散策
Walking tour of KorsakovYS1-289

ツア一番号2
大人1名様

子供1名様
$ 29.00
$ 29.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

6/20(土)［M515］、7/12(日)［M519］、
7/21(火)［M520］、8/23(日)［M524］ ❹船内にてご確認ください

所要時間 約1時間30分旅 程
港出発 ……………………………………………… コルサコフ散策（レーニン広場、カルチャーセンターにて民族舞踊鑑賞・
お買い物、フリータイム） ………………………………………………………………… 港到着 ※ボランティアの案内人が同行します。

※ガイドなし

サハリンの南の玄関口。人気観光地ユジノ
サハリンスクへの拠点にもなっています。
近代的なビルと伝統的なロシア・日本式の
建造物とが見事に融合しています。コルサコフ

アウトドア＆アドベンチャー 【最少催行人数】 未定

ボルシェビキ山ハイキングと景色を楽しむボルシェビキ山ハイキングと景色を楽しむ
Scenic Mountain Hike 

所要時間 約5時間旅 程

YS1-384
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 79.00
$ 79.00

料金 主な見どころ

❺

港出発 …………… スキー場にてゴンドラリフトで移動後、ガイドと一緒にボルシェビキ山ハイキング（約３時間、6.5km） ………… 港到着

出発日 出発／到着時間

6/20(土)［M515］、7/12(日)［M519］、
7/21(火)［M520］、8/23(日)［M524］ 船内にてご確認ください

※港では沖に碇を下ろして停泊します。陸への移動にはテンダーボート（通船）を利用します。　※下記ツアーにお申し込みされますと、ツアー同行を条件にロシア査証免
除で上陸ができます。　※ロシア入国管理へのツアー参加者リストを提出する都合上、乗船日当日にて予約を締め切ります。そのため、乗船前の予約をお勧めします。　
※予約締め切り後の変更はできません。取消しの場合は、払い戻しはできません。　※予約条件が変更になった際には、船内にてご案内します。　※ロシア（コルサコフ）
と日本では1時間の時差があります。現地時間に時計を合わせることをお忘れなく。
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主な見どころ

❹潜水艦C-56 博物館
第二次世界大戦時旧ソ連海軍で活躍した潜水艦を
陸揚げし、博物館として展示しています。潜水艦後部
から船首へかけ内部を見学できます。

❺聖母マリア聖堂
1917年に起こったロシア革命は、カトリック教会を弾
圧し、教会と修道会を解体しました。現在では、このカ
トリック教会も含めて、その多くが修復されています。

❻鷹の巣展望台
極東大学の敷地にあり、市内で最も標高の高い海抜214mの
丘は「鷹の巣」と呼ばれており、展望台となっています。金角湾
を見渡すことができ、軍艦、商船、漁船を見ることができます。

※下記ツアーにお申し込みされますと、ツアー同行を条件にロシア査証免除で上陸ができます。　※ロシア入国管理へのツアー参加者リストを提出する都合上、乗船日
当日にて予約を締め切ります。そのため、乗船前の予約をお勧めします。　※予約締め切り後の変更はできません。取消しの場合は、払い戻しはできません。※予約条件
が変更になった際には、船内にてご案内します。　※ロシア（ウラジオストク）と日本では1時間の時差があります。現地時間に時計を合わせることをお忘れなく。

ウラジオストクのメインストリート、スヴェトラン通りと金
角湾に挟まれた場所に位置する広場。自由市場が毎週
金曜日開催され、多くの市民や観光客でにぎわいます。

黒澤明の映画「デルス・ウザーラ」の主人公で、探検家
のアルセーニエフにちなんで名づけられた博物館には
沿海州に関わる歴史、地理、動物、植物、考古学、民族
学の資料が展示されています。

1889年から使用されていた要塞をそのまま博物館に
したもの。要塞の歴史にかかわる模型、軍服などが陳
列され、敷地内には戦車や砲撃台などの武器も展示
されています。

❶中央広場 ❷アルセーニエフ郷土誌博物館 ❸ウラジオストク要塞博物館

路面電車が走る坂の多い美しい町並み
はかつて「ロシアのサンフランシスコ」と
も呼ばれました。またモスクワへと続く
総延長9,259㎞におよぶシベリア鉄道
の始発駅のある町としても有名です。西
洋風の建物が並ぶ日本から一番近い
ヨーロッパと言えます。

ウラジオストク

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 35名

市内ドライブ、潜水艦C-56博物館、科学歴史博物館市内ドライブ、潜水艦C-56博物館、科学歴史博物館
City Drive, Submarine Monument & Historical MuseumVVO-214

ツア一番号1
大人1名様

子供1名様
$ 139.00
$ 99.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9/2(水)［M525N］ ❶ ❹ ❻
所要時間 約４時間旅 程

港出発 ……………………… 鷹の巣展望台にて写真撮影 …………………… 中央広場にて写真撮影 ……………………
…… 潜水艦C-56博物館 ………………………… 科学歴史博物館、フリータイム・お買い物 …………………… 港到着

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 35名

ウラジオストク要塞博物館とアルセーニエフ郷土誌博物館ウラジオストク要塞博物館とアルセーニエフ郷土誌博物館
Fortress Museum & Regional Arseniev MuseumVVO-224

ツア一番号2
大人1名様

子供1名様
$ 139.00
$ 69.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9/2(水)［M525N］ ❶ ❷ ❸ ❻
所要時間 約４時間旅 程

港出発 ……………… スポーツハーバーにて写真撮影 …………………… ウラジオストク要塞博物館 …………………
…… アルセーニエフ郷土誌博物館 ………………… 鷹の巣展望台、中央広場にて写真撮影 ………………… 港到着

 A  8:15／12:15
 B 13:45／17:45

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

ロシア正教系の学校訪問、聖母マリア聖堂ロシア正教系の学校訪問、聖母マリア聖堂
Orthodox Gymnasium & Holy Mother Catholic Church 

所要時間 3時間30分旅 程

VVO-234
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 139.00
$ 89.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

❺9/2(水)［M525N］ 10:00／13:30

港出発 ……………… ロシア正教系の学校訪問 ………………… 聖母マリア聖堂 …………… （昼食） …………… 港到着  
【昼食の内容】伝統的ロシア料理

 A  8:00／12:00
 B 13:30／17:30

この書面は日本の旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及
び、同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1.　募集型企画旅行契約
（1）　この旅行条件書によるショアエクスカーション（以下「旅行」といいます）とは
株式会社カーニバル・ジャパン（観光庁長官登録旅行業第1942号）（以下「当社」
といいます）がプリンセス・クルーズ社の運航する客船（以下「本船」といいます）で
のクルーズ中に日本国内における各寄港地で実施する旅行のことをいいます。

（2）　この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契
約」といいます）を締結することとなります。

（3）　旅行契約の内容・条件は本旅行条件書の他に、「ショアエクスカーション案
内」及び、旅行出発前にお渡しする確定書面（参加券）、当社旅行業約款（募集型企
画旅行契約の部）によります。

（4）　当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に
関するサービス（以下 「 旅行サービス」といいます）の提供を受けることができる
ように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.　旅行の申し込み
（1）　当社所定の旅行申込書に所定事項をご記入の上、お申込み下さい。
（2）　旅行契約は当社が申込書を受領し、当社が旅行契約の締結を承諾した時に
成立するものとします。

（3）　旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は申込時にお申し出く
ださい。この時、当社は可能な範囲でこれに応じます。この場合、当社がお客様の
為に講じた特別な措置に要する費用はお客様負担とします。

3.　申込条件
（1）　申込時点で20歳未満の方は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合
を除き保護者の同意書の提出が必要です。

（2）　旅行開始時点で18歳未満の方は保護者の同行を条件とさせて頂く場合が
あります。

（3）　特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行につ
いては、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合は、申込みをお断りする
場合があります。

（4）　a.現在、健康を害している方　　b.慢性疾患をお持ちの方　　c.身体に障
害をお持ちの方、車いすを使用している方、歩行に支障のある方は申込時にその
旨お申し出ください。a、bに該当する方は健康診断書の提出をお願いします。ま
た、a、b、c共当社の判断で参加をお断りさせていただくか、介助者の同行を条件
とさせていただく場合があります。車いすでのテンダーボートまたは地元ボート
へのご乗船はできませんので予めご了承下さい。

（5）　お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加
療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図る
為必要な措置をとらせていただきます。これに要する一切の費用はお客様のご負
担となります。

（6）　お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより
別途条件でお受けすることがあります。

（7）　お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び、復
帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。その場合、離脱した部分の旅行
費用の払い戻しは行いません。

（8）　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げ
るおそれがあると当社が判断する場合は、申込みをお断りする場合があります。

（9）　その他当社の業務上の都合がある時には申込みをお断りする場合があり
ます。

4.　確定書面
（1）　確定した旅行日程、航空機の便名及び、宿泊ホテル名が記載された確定書
面（最終日程表または参加券）を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。
但し、日本国内の日帰りツアー行程に関しては「ショアエクスカーション案内」冊子
と参加券を確定書面とします。又、お渡し期日前であってもお問い合わせいただ
ければ当社は手配状況についてご説明します。

（2）　当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項（１）
の確定書面に記載するところに特定されます。

5.　旅行代金のお支払い
旅行代金は別途明示する場合を除き、船上にてお支払いただきます。また、お支
払いただく旅行代金は米ドル（US$）となります。

6.　渡航手続
（1）　旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び、各種証明書の取得及び、出入国
手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。

（2）　宿泊付ツアー（ランドツアー）に参加する場合には、訪問する国によっては査
証が必要な場合もあります。

（3）　訪問する国の国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管
理事務所等にお問い合わせ下さい。

7.　旅行代金に含まれるもの
旅行代金に含まれる基本的なものを以下に例示します。コースによっては含まれ
ないものもありますので、お申込みコースによってご確認下さい。尚、以下の費用
はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

（1）　旅行日程に明示した船舶、航空、鉄道等利用交通機関の運賃・料金（コース
により等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスになります）

（2）　旅行日程に含まれる送迎バス等の代金（空港・駅・埠頭と宿泊場所の間）
（3）　旅行日程に明示した観光の代金（バス等の代金・ガイド・入場料等）
（4）　旅行日程に明示した宿泊代金及び、税・サービス料（別途記載がない限り2
人部屋の宿泊が基準となります。ホテルによってはキングサイズ又は、クイーン
サイズのダブルベッドになる場合があります）

（5）　旅行日程に明示した食事代金（機内食は除きます）及び、税・サービス料
（6）　お1人様につきスーツケース等１個の受託手荷物運搬代金（お1人様20kg
以内が原則ですが、クラス・方面によって異なります。詳しくは係員にお尋ねくだ
さい）手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続き
を代行するものです。尚、宅配便の料金は旅行代金に含まれません。

（7）　現地での手荷物の運搬料金（コースによっては含まれないことがあります。
また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご
自身に運搬していただく場合があります）

（8）　添乗員同行コースの同行代金

8.　旅行代金に含まれないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

（1）　超過手荷物料金（規定の重量・容積・個数の超過分）
（2）　クリーニング、電報電話料金、船舶及び、ホテルのボーイやメイド等に対す
るチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及び、それに伴う税・サービス
料

（3）　傷害・疾病に関する医療費
（4）　渡航手続関係諸費用（旅券印紙代証紙代・査証料・予防接種料金及び、渡航
手続代行に対する旅行業務取扱料金等）

（5）　お１人部屋を使用される場合の追加代金
（6）　日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
（7）　日本国外の空港税・出国税及び、これに類する諸税
（8）　希望者のみ参加される別途料金の小旅行の代金

9.　旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、動乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅
行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス
の提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において旅行の安全かつ
円滑な実施を図る為、やむを得ない時は、お客様にあらかじめ当該事由が関与し
得ないものである理由及び、当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行
サービスの内容その他の旅行契約の内容（以下「契約内容」といいます）を変更す
ることがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ない時は変更後に説明し
ます。

10.　旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金の額を変更します。

（1）　利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、旅行の
募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に
比べて通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合において
は、当社はその増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額また
は減額します。但し、旅行代金を増額するときは旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。

（2）　当社は第９項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費
用（当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して
取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を
含みます）の減少又は増加が生じる場合には当該契約内容の変更の際にその範
囲内において旅行代金の額を変更することがあります。運送・宿泊機関等が当該
旅行サービスの提供をおこなっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、
部屋、その他の諸施設の不足が発生したことによるときは旅行代金の変更はしま
せん。

（3）　当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金がことなる旨をパンフ
レット等に記載した場合において旅行契約の成立の後に、当社の責に帰すべき事
由によらず当該利用人員が変更になった時は、パンフレット等に記載したところに
より旅行代金の額を変更することがあります。

11.　お客様の交替
お客様は旅行契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。

カーニバル・ジャパン旅行条件書（国内ショアエクスカーション用）
★お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
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主な見どころ

❹潜水艦C-56 博物館
第二次世界大戦時旧ソ連海軍で活躍した潜水艦を
陸揚げし、博物館として展示しています。潜水艦後部
から船首へかけ内部を見学できます。

❺聖母マリア聖堂
1917年に起こったロシア革命は、カトリック教会を弾
圧し、教会と修道会を解体しました。現在では、このカ
トリック教会も含めて、その多くが修復されています。

❻鷹の巣展望台
極東大学の敷地にあり、市内で最も標高の高い海抜214mの
丘は「鷹の巣」と呼ばれており、展望台となっています。金角湾
を見渡すことができ、軍艦、商船、漁船を見ることができます。

※下記ツアーにお申し込みされますと、ツアー同行を条件にロシア査証免除で上陸ができます。　※ロシア入国管理へのツアー参加者リストを提出する都合上、乗船日
当日にて予約を締め切ります。そのため、乗船前の予約をお勧めします。　※予約締め切り後の変更はできません。取消しの場合は、払い戻しはできません。※予約条件
が変更になった際には、船内にてご案内します。　※ロシア（ウラジオストク）と日本では1時間の時差があります。現地時間に時計を合わせることをお忘れなく。

ウラジオストクのメインストリート、スヴェトラン通りと金
角湾に挟まれた場所に位置する広場。自由市場が毎週
金曜日開催され、多くの市民や観光客でにぎわいます。

黒澤明の映画「デルス・ウザーラ」の主人公で、探検家
のアルセーニエフにちなんで名づけられた博物館には
沿海州に関わる歴史、地理、動物、植物、考古学、民族
学の資料が展示されています。

1889年から使用されていた要塞をそのまま博物館に
したもの。要塞の歴史にかかわる模型、軍服などが陳
列され、敷地内には戦車や砲撃台などの武器も展示
されています。

❶中央広場 ❷アルセーニエフ郷土誌博物館 ❸ウラジオストク要塞博物館

路面電車が走る坂の多い美しい町並み
はかつて「ロシアのサンフランシスコ」と
も呼ばれました。またモスクワへと続く
総延長9,259㎞におよぶシベリア鉄道
の始発駅のある町としても有名です。西
洋風の建物が並ぶ日本から一番近い
ヨーロッパと言えます。

ウラジオストク

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 35名

市内ドライブ、潜水艦C-56博物館、科学歴史博物館市内ドライブ、潜水艦C-56博物館、科学歴史博物館
City Drive, Submarine Monument & Historical MuseumVVO-214

ツア一番号1
大人1名様

子供1名様
$ 139.00
$ 99.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9/2(水)［M525N］ ❶ ❹ ❻
所要時間 約４時間旅 程

港出発 ……………………… 鷹の巣展望台にて写真撮影 …………………… 中央広場にて写真撮影 ……………………
…… 潜水艦C-56博物館 ………………………… 科学歴史博物館、フリータイム・お買い物 …………………… 港到着

観光＆街めぐり 【最少催行人数】 35名

ウラジオストク要塞博物館とアルセーニエフ郷土誌博物館ウラジオストク要塞博物館とアルセーニエフ郷土誌博物館
Fortress Museum & Regional Arseniev MuseumVVO-224

ツア一番号2
大人1名様

子供1名様
$ 139.00
$ 69.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

9/2(水)［M525N］ ❶ ❷ ❸ ❻
所要時間 約４時間旅 程

港出発 ……………… スポーツハーバーにて写真撮影 …………………… ウラジオストク要塞博物館 …………………
…… アルセーニエフ郷土誌博物館 ………………… 鷹の巣展望台、中央広場にて写真撮影 ………………… 港到着

 A  8:15／12:15
 B 13:45／17:45

ご当地体感ツアー 【最少催行人数】 25名

ロシア正教系の学校訪問、聖母マリア聖堂ロシア正教系の学校訪問、聖母マリア聖堂
Orthodox Gymnasium & Holy Mother Catholic Church 

所要時間 3時間30分旅 程

VVO-234
ツア一番号3

大人1名様

子供1名様

$ 139.00
$ 89.00

料金 主な見どころ出発日 出発／到着時間

❺9/2(水)［M525N］ 10:00／13:30

港出発 ……………… ロシア正教系の学校訪問 ………………… 聖母マリア聖堂 …………… （昼食） …………… 港到着  
【昼食の内容】伝統的ロシア料理

 A  8:00／12:00
 B 13:30／17:30

この書面は日本の旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及
び、同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1.　募集型企画旅行契約
（1）　この旅行条件書によるショアエクスカーション（以下「旅行」といいます）とは
株式会社カーニバル・ジャパン（観光庁長官登録旅行業第1942号）（以下「当社」
といいます）がプリンセス・クルーズ社の運航する客船（以下「本船」といいます）で
のクルーズ中に日本国内における各寄港地で実施する旅行のことをいいます。

（2）　この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契
約」といいます）を締結することとなります。

（3）　旅行契約の内容・条件は本旅行条件書の他に、「ショアエクスカーション案
内」及び、旅行出発前にお渡しする確定書面（参加券）、当社旅行業約款（募集型企
画旅行契約の部）によります。

（4）　当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に
関するサービス（以下 「 旅行サービス」といいます）の提供を受けることができる
ように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.　旅行の申し込み
（1）　当社所定の旅行申込書に所定事項をご記入の上、お申込み下さい。
（2）　旅行契約は当社が申込書を受領し、当社が旅行契約の締結を承諾した時に
成立するものとします。

（3）　旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は申込時にお申し出く
ださい。この時、当社は可能な範囲でこれに応じます。この場合、当社がお客様の
為に講じた特別な措置に要する費用はお客様負担とします。

3.　申込条件
（1）　申込時点で20歳未満の方は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合
を除き保護者の同意書の提出が必要です。

（2）　旅行開始時点で18歳未満の方は保護者の同行を条件とさせて頂く場合が
あります。

（3）　特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行につ
いては、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合は、申込みをお断りする
場合があります。

（4）　a.現在、健康を害している方　　b.慢性疾患をお持ちの方　　c.身体に障
害をお持ちの方、車いすを使用している方、歩行に支障のある方は申込時にその
旨お申し出ください。a、bに該当する方は健康診断書の提出をお願いします。ま
た、a、b、c共当社の判断で参加をお断りさせていただくか、介助者の同行を条件
とさせていただく場合があります。車いすでのテンダーボートまたは地元ボート
へのご乗船はできませんので予めご了承下さい。

（5）　お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加
療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図る
為必要な措置をとらせていただきます。これに要する一切の費用はお客様のご負
担となります。

（6）　お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより
別途条件でお受けすることがあります。

（7）　お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び、復
帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。その場合、離脱した部分の旅行
費用の払い戻しは行いません。

（8）　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げ
るおそれがあると当社が判断する場合は、申込みをお断りする場合があります。

（9）　その他当社の業務上の都合がある時には申込みをお断りする場合があり
ます。

4.　確定書面
（1）　確定した旅行日程、航空機の便名及び、宿泊ホテル名が記載された確定書
面（最終日程表または参加券）を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。
但し、日本国内の日帰りツアー行程に関しては「ショアエクスカーション案内」冊子
と参加券を確定書面とします。又、お渡し期日前であってもお問い合わせいただ
ければ当社は手配状況についてご説明します。

（2）　当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項（１）
の確定書面に記載するところに特定されます。

5.　旅行代金のお支払い
旅行代金は別途明示する場合を除き、船上にてお支払いただきます。また、お支
払いただく旅行代金は米ドル（US$）となります。

6.　渡航手続
（1）　旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び、各種証明書の取得及び、出入国
手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。

（2）　宿泊付ツアー（ランドツアー）に参加する場合には、訪問する国によっては査
証が必要な場合もあります。

（3）　訪問する国の国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管
理事務所等にお問い合わせ下さい。

7.　旅行代金に含まれるもの
旅行代金に含まれる基本的なものを以下に例示します。コースによっては含まれ
ないものもありますので、お申込みコースによってご確認下さい。尚、以下の費用
はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

（1）　旅行日程に明示した船舶、航空、鉄道等利用交通機関の運賃・料金（コース
により等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスになります）

（2）　旅行日程に含まれる送迎バス等の代金（空港・駅・埠頭と宿泊場所の間）
（3）　旅行日程に明示した観光の代金（バス等の代金・ガイド・入場料等）
（4）　旅行日程に明示した宿泊代金及び、税・サービス料（別途記載がない限り2
人部屋の宿泊が基準となります。ホテルによってはキングサイズ又は、クイーン
サイズのダブルベッドになる場合があります）

（5）　旅行日程に明示した食事代金（機内食は除きます）及び、税・サービス料
（6）　お1人様につきスーツケース等１個の受託手荷物運搬代金（お1人様20kg
以内が原則ですが、クラス・方面によって異なります。詳しくは係員にお尋ねくだ
さい）手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続き
を代行するものです。尚、宅配便の料金は旅行代金に含まれません。

（7）　現地での手荷物の運搬料金（コースによっては含まれないことがあります。
また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご
自身に運搬していただく場合があります）

（8）　添乗員同行コースの同行代金

8.　旅行代金に含まれないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

（1）　超過手荷物料金（規定の重量・容積・個数の超過分）
（2）　クリーニング、電報電話料金、船舶及び、ホテルのボーイやメイド等に対す
るチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及び、それに伴う税・サービス
料

（3）　傷害・疾病に関する医療費
（4）　渡航手続関係諸費用（旅券印紙代証紙代・査証料・予防接種料金及び、渡航
手続代行に対する旅行業務取扱料金等）

（5）　お１人部屋を使用される場合の追加代金
（6）　日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
（7）　日本国外の空港税・出国税及び、これに類する諸税
（8）　希望者のみ参加される別途料金の小旅行の代金

9.　旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、動乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅
行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス
の提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において旅行の安全かつ
円滑な実施を図る為、やむを得ない時は、お客様にあらかじめ当該事由が関与し
得ないものである理由及び、当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行
サービスの内容その他の旅行契約の内容（以下「契約内容」といいます）を変更す
ることがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ない時は変更後に説明し
ます。

10.　旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金の額を変更します。

（1）　利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、旅行の
募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に
比べて通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合において
は、当社はその増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額また
は減額します。但し、旅行代金を増額するときは旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。

（2）　当社は第９項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費
用（当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して
取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を
含みます）の減少又は増加が生じる場合には当該契約内容の変更の際にその範
囲内において旅行代金の額を変更することがあります。運送・宿泊機関等が当該
旅行サービスの提供をおこなっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、
部屋、その他の諸施設の不足が発生したことによるときは旅行代金の変更はしま
せん。

（3）　当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金がことなる旨をパンフ
レット等に記載した場合において旅行契約の成立の後に、当社の責に帰すべき事
由によらず当該利用人員が変更になった時は、パンフレット等に記載したところに
より旅行代金の額を変更することがあります。

11.　お客様の交替
お客様は旅行契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。

カーニバル・ジャパン旅行条件書（国内ショアエクスカーション用）
★お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。



12.　お客様の解除権
（1）　お客様は＜表1＞に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつで
も旅行契約を解除することができます。但し、契約解除の時期は当社の営業日・営
業時間内（船上ではショアエクスカーション・デスク営業時間内）に解除する旨を
お申し出いただいたときを基準とします。
＜表1＞
①＜国内で催行される日帰り旅行（②を除く）＞

②＜国内で催行される航空機を利用する旅行・宿泊を伴う旅行・劇場予約などを
伴う旅行＞

（2）　お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解
除することができます。
a.　契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第23項の＜表2＞に掲げるも
の、その他の重要なものである時に限ります。
b.　第10項（1）の規定に基づいて旅行代金の額が増額されたとき。
c.　天災地変、動乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公
署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不
可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第４項に定める期日までに確定書面（最終旅行日程表又
は、参加券）を交付しなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の
実施が不可能となったとき。

（3）　お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契
約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった時又は、当社がその旨を告
げた時は、本項（1）の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービス
の当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。

（4）　本項（3）の場合において、当社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領
できなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。但し、当社の責に帰す
べき事由によらない場合においては、当該金額から当該旅行サービスに対して取
消料、違約金その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に
係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

（5）　当社の責に帰さない渡航手続上の事由などにより、旅行契約を解除する場
合は所定の取消料の対象になります。

13.　当社の解除権－旅行開始前の解除
当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契
約を解除することがあります。
a.　お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅
行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b.　お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えら
れないと認められたとき。
c.　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げ
るおそれがあると認められるとき。
d.　お客様が、契約内容に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
e.　お客様の数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。
この場合、当社は国内で催行される旅行にあっては旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって13日目（日帰りの旅行については3日前）に当たる日より前に、海
外で催行される旅行にあっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23
日目にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
f.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署
の命令その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、契約書面に記
載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可
能となるおそれが極めて大きいとき。

14.　当社の解除権－旅行開始後の解除
（１）　当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を
解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えら
れないと認められるとき。
b.　お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当
社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫
等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げると
き。

c.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署
の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったと
き。

（2） 当社が本項（1）の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社との間の
契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提
供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされ
たものとします。又、当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様がいまだそ
の提供を受けていない旅行サービスに係る金額から当該旅行サービスに対して
取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければいけない費用
に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

15.　旅行代金の払い戻し
当社は第10項（1）、（2）、（3）の規定により旅行代金が減額された場合または第
12項、13項、14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に
払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては
解除日の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い
戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に
お客様に対し当該金額を払い戻します。

16.　契約解除後の帰路手配
当社は、第14項の（1）のaまたはcの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除
した時は、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地に戻るための必
要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客
様の負担とします。

17.　旅程管理
当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保する
ことに努力します。
a. お客様が旅行中旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認めら
れるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必
要な措置を講ずること。
b.　ａの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代
替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行
日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行
サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービ
スと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう
努力すること。
c.　本項の業務は同行する添乗員によって行わせますが、添乗員が同行しない場
合は現地において当社が手配を代行させるもの（以下「手配代行者」といいます）
により行わせ、そのものの連絡先は確定書面（最終旅行日程表）に明示します。

18.　当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を
安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

19.　添乗員等の業務
（1）　旅行代理店は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第17項
に掲げる業務その他の当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部また
は一部を行わせることがあります。

（2）　本項（1）の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則とし
て8時から20時までとします。

20.　保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認め
たときは、必要な措置を講ずることがあります。

21.　当社の責任
（1）　当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者が故意または
過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。た
だし、損害発生の翌日から起算して２年以内に通知があったときに限ります。

（2）　お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由に
より損害を被ったときは、当社は、本項（１）の場合を除き、その損害を賠償する責
任を負うものではありません。

（3）　当社は、手荷物について生じた本項（1）の損害については、同号の規定にか
かわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては14日以内に、海外旅
行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お1人につき15
万円を限度（当社に故意または重過失がある場合を除く）として賠償します。

22.　特別補償
（１）　当社は、第21項（1）の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、
当社旅行業約款で定める特別補償規定により、お客様が旅行参加中に生命、身体
または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金
及び見舞金を支払います。

（2）　本項（1）の損害について当社が第21項（1）の責任を負うことになったとき
は、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。

（3）　当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施
される小旅行のうち、当社が実施するものについては、主たる募集型企画旅行契
約の一部として取り扱います。

（4）　お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒
酔い運転、疾病のほか、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブス
レー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の
事故によるものであるときは、当社は本項（1）の補償金及び見舞金を支払いませ
ん。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。

23.　旅程保証
（1）　当社は、以下の＜表2＞左欄に掲げる契約内容の重要な変更（次の各号に掲
げる変更（運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、
運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの
を除きます）を除きます）が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗
じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
ただし、当該変更について当社に第21項（1）の規定に基づく責任が発生すること
が明らかである場合は、この限りではありません。
a.　次に掲げる事由による変更
イ．天災地変
ロ．戦乱
ハ．暴動
ニ．官公署の命令
ホ．運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
へ．当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト．旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
b.　第12項から第14項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当
該解除された部分に係る変更

（2）　当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅
行につき、旅行代金に15%を乗じた額を持って限度とします。またお客様１名に対
して１募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円（又はそれに
相当する米ドル）未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

（3）　当社が、本項（1）の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更につ
いて、当社に第21項（1）の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場
合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりませ
ん。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お
客様が返還すべき変更補償金の額と相殺した残額を支払います。

（4）　当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、
同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

24.　お客様の責任
（1）　お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害
を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

（2）　お客様は、当社と旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情
報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう
努めなければなりません。

（3）　お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円
滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識し
たときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅
行サービス提供者に申し出なければなりません。

25.　その他
（1）　お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸
費用、お客様の不注意による忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸
費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。

（2）　お客様のご便宜を図るために土産物店にご案内することがありますが、お
買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。

（3）　当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（4）　子供代金は12歳以下に適用となります。
（5）　渡航先（国または地域）の衛生状況については、厚生労働省「FORTH
（フォース）」でご確認ください。http://www.forth.go.jp/
（6）　渡航先（国または地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡
航に関する情報が出されている場合があります。外務省「海外安全ホームペー
ジ」でご確認ください。http://www.anzen.mofa.go.jp/

（7）　日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してくださ
い」以上の危険情報が出されたとき、旅行の実施を取り止めることがあります。
但し、十分な安全措置を講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。
その場合、お客様が旅行契約を解除されるときは、所定の取消料の対象となりま
す。

（8）　各寄港地での衛生管理・安全管理については、手配会社を通じて万全を期
すよう努めておりますが、海外で病気・怪我をした場合、多額の治療費や移送費等
がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金
の回収が大変困難な場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で十
分な費用補償とサポート体制を整えた海外旅行保険に加入されることをお勧め
します。

26.　旅行条件の基準
この旅行条件は、2015年2月1日を基準としています。
＜表2＞　変更補償金

注1　「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者
に通知した場合いい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当
日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2　確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と
読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の
記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際
に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞ
れの変更につき一件として取り扱います。

注3　第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴
うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。

注4　第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備が
より高いものへの変更を伴う場合は適用しません。

注5　第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の
中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として
取り扱います。

注6　第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、
第9号の率を適用します。

取消日 取消料

旅行代金の４０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

旅行開始の前日から起算して
さかのぼって 2日前まで 無料

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後または無連絡不参加

取消日 取消料

旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

20日前から8日前まで
7日前から2日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後または無連絡不参加

変更補償金の支払いが必要となる変更
旅行開始前

1件あたりの率

1.契約書面に記載した旅行開始日
または旅行終了日の変更

旅行開始後

2.契約書面に記載した入場する観光
地又は観光施設（レストランを含みま
す）その他の旅行の目的地の変更
3.契約書面に記載した運送機関の等
級又は設備のより低いものへの変更

（変更後の等級及び設備の料金の合計
額が契約書面に記載した等級及び設
備のそれを下回った場合に限ります）

4.契約書面に記載した運送機関の種
類又は会社の変更
5.契約書面に記載した本邦内の旅行
開始地たる空港又は旅行終了地たる
空港の異なる便への変更
6.契約書面に記載した本邦内と本邦
外との間における直行便の乗継便又
は経由便への変更
7.契約書面に記載した宿泊機関の種
類又は名称の変更
8.契約書面に記載した宿泊機関の客
室の種類、設備、景観その他の客室の
条件の変更
9.前各号に掲げる変更のうち契約書
面のツアー・タイトル中に記載があっ
た事項の変更

1.5％ 3.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

2.5％ 5.0％

21日前まで 無料

44 45



12.　お客様の解除権
（1）　お客様は＜表1＞に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつで
も旅行契約を解除することができます。但し、契約解除の時期は当社の営業日・営
業時間内（船上ではショアエクスカーション・デスク営業時間内）に解除する旨を
お申し出いただいたときを基準とします。
＜表1＞
①＜国内で催行される日帰り旅行（②を除く）＞

②＜国内で催行される航空機を利用する旅行・宿泊を伴う旅行・劇場予約などを
伴う旅行＞

（2）　お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解
除することができます。
a.　契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第23項の＜表2＞に掲げるも
の、その他の重要なものである時に限ります。
b.　第10項（1）の規定に基づいて旅行代金の額が増額されたとき。
c.　天災地変、動乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公
署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不
可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第４項に定める期日までに確定書面（最終旅行日程表又
は、参加券）を交付しなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の
実施が不可能となったとき。

（3）　お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契
約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなった時又は、当社がその旨を告
げた時は、本項（1）の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービス
の当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。

（4）　本項（3）の場合において、当社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領
できなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。但し、当社の責に帰す
べき事由によらない場合においては、当該金額から当該旅行サービスに対して取
消料、違約金その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に
係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

（5）　当社の責に帰さない渡航手続上の事由などにより、旅行契約を解除する場
合は所定の取消料の対象になります。

13.　当社の解除権－旅行開始前の解除
当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契
約を解除することがあります。
a.　お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅
行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b.　お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えら
れないと認められたとき。
c.　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げ
るおそれがあると認められるとき。
d.　お客様が、契約内容に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
e.　お客様の数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。
この場合、当社は国内で催行される旅行にあっては旅行開始日の前日から起算し
てさかのぼって13日目（日帰りの旅行については3日前）に当たる日より前に、海
外で催行される旅行にあっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23
日目にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
f.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署
の命令その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、契約書面に記
載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可
能となるおそれが極めて大きいとき。

14.　当社の解除権－旅行開始後の解除
（１）　当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を
解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えら
れないと認められるとき。
b.　お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当
社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫
等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げると
き。

c.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署
の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったと
き。

（2） 当社が本項（1）の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社との間の
契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提
供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされ
たものとします。又、当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様がいまだそ
の提供を受けていない旅行サービスに係る金額から当該旅行サービスに対して
取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければいけない費用
に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

15.　旅行代金の払い戻し
当社は第10項（1）、（2）、（3）の規定により旅行代金が減額された場合または第
12項、13項、14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に
払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては
解除日の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い
戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に
お客様に対し当該金額を払い戻します。

16.　契約解除後の帰路手配
当社は、第14項の（1）のaまたはcの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除
した時は、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地に戻るための必
要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客
様の負担とします。

17.　旅程管理
当社は次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保する
ことに努力します。
a. お客様が旅行中旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認めら
れるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必
要な措置を講ずること。
b.　ａの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代
替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行
日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行
サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービ
スと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう
努力すること。
c.　本項の業務は同行する添乗員によって行わせますが、添乗員が同行しない場
合は現地において当社が手配を代行させるもの（以下「手配代行者」といいます）
により行わせ、そのものの連絡先は確定書面（最終旅行日程表）に明示します。

18.　当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を
安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

19.　添乗員等の業務
（1）　旅行代理店は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第17項
に掲げる業務その他の当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部また
は一部を行わせることがあります。

（2）　本項（1）の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則とし
て8時から20時までとします。

20.　保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認め
たときは、必要な措置を講ずることがあります。

21.　当社の責任
（1）　当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者が故意または
過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。た
だし、損害発生の翌日から起算して２年以内に通知があったときに限ります。

（2）　お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由に
より損害を被ったときは、当社は、本項（１）の場合を除き、その損害を賠償する責
任を負うものではありません。

（3）　当社は、手荷物について生じた本項（1）の損害については、同号の規定にか
かわらず、損害発生の翌日から起算して国内旅行にあっては14日以内に、海外旅
行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お1人につき15
万円を限度（当社に故意または重過失がある場合を除く）として賠償します。

22.　特別補償
（１）　当社は、第21項（1）の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、
当社旅行業約款で定める特別補償規定により、お客様が旅行参加中に生命、身体
または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金
及び見舞金を支払います。

（2）　本項（1）の損害について当社が第21項（1）の責任を負うことになったとき
は、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。

（3）　当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施
される小旅行のうち、当社が実施するものについては、主たる募集型企画旅行契
約の一部として取り扱います。

（4）　お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒
酔い運転、疾病のほか、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブス
レー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の
事故によるものであるときは、当社は本項（1）の補償金及び見舞金を支払いませ
ん。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときはこの限りではありません。

23.　旅程保証
（1）　当社は、以下の＜表2＞左欄に掲げる契約内容の重要な変更（次の各号に掲
げる変更（運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、
運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの
を除きます）を除きます）が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗
じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
ただし、当該変更について当社に第21項（1）の規定に基づく責任が発生すること
が明らかである場合は、この限りではありません。
a.　次に掲げる事由による変更
イ．天災地変
ロ．戦乱
ハ．暴動
ニ．官公署の命令
ホ．運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
へ．当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト．旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
b.　第12項から第14項までの規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当
該解除された部分に係る変更

（2）　当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅
行につき、旅行代金に15%を乗じた額を持って限度とします。またお客様１名に対
して１募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円（又はそれに
相当する米ドル）未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

（3）　当社が、本項（1）の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更につ
いて、当社に第21項（1）の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場
合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりませ
ん。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お
客様が返還すべき変更補償金の額と相殺した残額を支払います。

（4）　当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、
同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

24.　お客様の責任
（1）　お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為により当社が損害
を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

（2）　お客様は、当社と旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情
報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう
努めなければなりません。

（3）　お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円
滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識し
たときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅
行サービス提供者に申し出なければなりません。

25.　その他
（1）　お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸
費用、お客様の不注意による忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸
費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。

（2）　お客様のご便宜を図るために土産物店にご案内することがありますが、お
買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。

（3）　当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（4）　子供代金は12歳以下に適用となります。
（5）　渡航先（国または地域）の衛生状況については、厚生労働省「FORTH
（フォース）」でご確認ください。http://www.forth.go.jp/
（6）　渡航先（国または地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡
航に関する情報が出されている場合があります。外務省「海外安全ホームペー
ジ」でご確認ください。http://www.anzen.mofa.go.jp/

（7）　日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してくださ
い」以上の危険情報が出されたとき、旅行の実施を取り止めることがあります。
但し、十分な安全措置を講じられると判断した場合には旅行を実施いたします。
その場合、お客様が旅行契約を解除されるときは、所定の取消料の対象となりま
す。

（8）　各寄港地での衛生管理・安全管理については、手配会社を通じて万全を期
すよう努めておりますが、海外で病気・怪我をした場合、多額の治療費や移送費等
がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金
の回収が大変困難な場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で十
分な費用補償とサポート体制を整えた海外旅行保険に加入されることをお勧め
します。

26.　旅行条件の基準
この旅行条件は、2015年2月1日を基準としています。
＜表2＞　変更補償金

注1　「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者
に通知した場合いい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当
日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2　確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と
読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の
記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際
に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞ
れの変更につき一件として取り扱います。

注3　第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴
うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。

注4　第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備が
より高いものへの変更を伴う場合は適用しません。

注5　第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の
中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として
取り扱います。

注6　第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、
第9号の率を適用します。

取消日 取消料

旅行代金の４０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

旅行開始の前日から起算して
さかのぼって 2日前まで 無料

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後または無連絡不参加

取消日 取消料

旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50%
旅行代金の100%

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

20日前から8日前まで
7日前から2日前まで

旅行開始日の前日
旅行開始日の当日
旅行開始後または無連絡不参加

変更補償金の支払いが必要となる変更
旅行開始前

1件あたりの率

1.契約書面に記載した旅行開始日
または旅行終了日の変更

旅行開始後

2.契約書面に記載した入場する観光
地又は観光施設（レストランを含みま
す）その他の旅行の目的地の変更
3.契約書面に記載した運送機関の等
級又は設備のより低いものへの変更

（変更後の等級及び設備の料金の合計
額が契約書面に記載した等級及び設
備のそれを下回った場合に限ります）

4.契約書面に記載した運送機関の種
類又は会社の変更
5.契約書面に記載した本邦内の旅行
開始地たる空港又は旅行終了地たる
空港の異なる便への変更
6.契約書面に記載した本邦内と本邦
外との間における直行便の乗継便又
は経由便への変更
7.契約書面に記載した宿泊機関の種
類又は名称の変更
8.契約書面に記載した宿泊機関の客
室の種類、設備、景観その他の客室の
条件の変更
9.前各号に掲げる変更のうち契約書
面のツアー・タイトル中に記載があっ
た事項の変更

1.5％ 3.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

1.0％ 2.0％

2.5％ 5.0％

21日前まで 無料
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