高知 よさこい祭り
Kochi Yosakoi Festival

ダイヤモンド・プリンセス

衣装や音楽、振り付けに工夫をこらした各チームの
演舞は、鳴子の響きとともに祭りの熱気を盛り上げ

2019年 日本発着クルーズ

ます。訪ねる12日は全国大会の開催日。市内への
シャトルバスを利用し各自お楽しみください。
（イメージ）写真提供：よさこい祭振興会

《お祭り

ツアー》

夏祭り寄港地観光ツアーのご案内
青森

（イメージ）写真提供：よさこい祭振興会

（イメージ）写真提供：よさこい祭振興会

高知よさこい祭り ※有料席なし・ガイドなし

※ツアーとしての設定はありません。

Kochi Yosakoi Festival (Shuttle Bus)

バス運行日
旅

2019年8月12日（月）

バス運行時間

（イメージ）写真提供：よさこい祭振興会

随時運行予定

料

金

有料シャトルバス利用

程

港出発 ➡

➡ 高知市内
（はりまや橋観光バスターミナル）
➡

各自会場にてよさこい祭り鑑賞 ➡ はりまや橋観光バスターミナル ➡

➡ 港到着

※本コースは市内へのシャトルバスのみとなります。
※8月12日
（月）
は全国大会、後夜祭の開催日となります。
※市内4ヵ所
（高知城、追手筋、帯屋町、中央公園）
の会場で自由にお楽しみください。
※よさこいの地方車
（じかたしゃ）
から流れる音量は甚大です。
※祭り会場、開催時刻の詳細は
「よさこい祭振興会」
のホームページにてご確認ください。URL：http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb/
（イメージ）写真提供：
（公社）
青森観光コンベンション協会

本案内の掲載ツアーにご参加いただくと、ダイヤモンド・プリンセスの停泊する港から、会場近くまでバスでご案内します。観覧席もご
用意いたしますので安心です
（よさこい祭り観覧席のご用意はありません）
。尚、市内へのシャトルバス
（徳島はシャトルバスなし）
は有
料です。本ツアーご参加の方も日中にシャトルバスをご利用の場合は、別途チケットをご購入くださいますようお願いいたします。

ツアーのお申し込み
本案内は
「2019年日本発着クルーズ ダイヤモンド・プリンセス 寄港地観光ツアーのご案内」
冊子の一部となります。
お申し込みにあたっては、同冊子巻末に記載の旅行条件書を必ずお読みください。なお、お申し込みは下記専用受付デスクにて承ります。

〈お客様専用受付デスク〉

TEL.03-4446-9615 （受付時間：平日10:30〜17:30、土日祝日休業）

秋田

高知

よさこい祭り

竿燈まつり

阿波おどり

徳島

港から祭り会場近くまでバスを運行

受付の際に、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。
※受付開始日・月曜日など休み明けの午前中は、電話が大変混み合ってかかりにくい場合がございます。あらかじめご了承ください。
※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、
コースにより満席でお取りできない場合がございますのでお早めにお申し込みください。
※ご乗船前の寄港地観光お申し込みは、
ご乗船日３週間前まで受付いたします。なお、変更・キャンセルの受付はご乗船日１０日前までとさせていただき、以降はご乗船日
に船内ショアエクスカーション・デスクにてお手続きいただきますようお願いいたします。

（イメージ）写真提供：徳島県・
（一財）
徳島県観光協会

（イメージ）写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

（イメージ）写真提供：よさこい祭振興会

お祭り会場付近までのバス、観覧席がセットになったプラン！※よさこい祭りを除く

竿燈まつり

青森
Aomori Nebuta Festival

秋田

Akita kanto Festival

ねぶた祭は日本最大級の集客を誇る、いわば夏祭り

竿燈まつりは、真夏の病魔や邪気を払う、ねぶり流し

の王様。高さ5メートル、幅9メートル、奥行き7メー

行事として宝暦年間にはその原型となるものが出来て

トルのねぶたが観覧席の間近までせまり、その迫力

いたといいます。竿燈は大きなもので長さ12メートル、

は満点。最終日は6台のねぶたが海上を運行し、約

46個もの提灯が下がり、重さは50キロほど。これを手の

11,000発の花火とともに祭りのフィナーレをご覧い

ひら、額、肩、腰に乗せてのパフォーマンスは迫力満

ただきます。港から会場近くまでの送迎とねぶた観

点。夜空を背景に無数の竿燈がきらめく幻想的な光景

覧席（8/2）、海上運行と花火観覧（8/7）をそれぞ

が楽しめます。秋田市内の会場近くまでのバス移動

れにセットしました。

と、鑑賞席がセットになったプランです。
（イメージ）写真提供：秋田市竿燈まつり実行委員会

【最少催行人数】20名
ツアー番号

写真提供：青森県観光連盟
（イメージ）

AXT-864
ツアー催行日
旅

程

秋田竿燈まつり鑑賞
2019年8月6日（火）
港出発 ➡

バス乗り場 ➡

写真提供：
（公社）
青森観光コンベンション協会
（イメージ）

写真提供：
（公社）
青森観光コンベンション協会
（イメージ）

写真提供：
（公社）
青森観光コンベンション協会
（イメージ）

※ガイドなし

Akita Kanto Festival

《8月4日出発のお客様》
《M929》

出発時刻

16時30分〜18時頃

➡ 秋田市内 ➡
➡ 港到着

ツアー番号

AOJ-864

ツアー催行日
旅

青森ねぶた祭鑑賞

2019年8月2日（金）

17時〜18時頃

料

金

大人1名様 ＄89

子供1名様 ＄74

阿波おどり

《7月27日出発のお客様》
《M928》

出発時刻

大人1名様 ＄74

➡

※鑑賞後：徒歩にてバス乗車場所へ
（約20分）
各自お越しください。バスは大変な混雑が予想されます。場合によっては長時間お待ちいただくことがあります。予めご了承ください。
※道路状況、天候により旅程が変更となる場合があります。 ※ひな壇席または長いす席での鑑賞となります。
※車椅子専用の座席のご用意はございません。またバス乗車場所と観覧席までは長い距離を歩きますので、歩行の困難なお客様にはおすすめしません。
※市内お祭り会場での集合はできません。集合は本船内指定場所となります。 ※観覧場所、座席種別の指定は出来ません。

※ガイドなし

Nebuta Festival

金

➡ 会場で竿燈まつり鑑賞[19時〜20時半頃] ➡

【最少催行人数】20名

1

料

徳島

Awa Odori Dance Festival

子供1名様 ＄89

程

港出発 ➡
➡

➡ 青森市内 ➡

➡ 港到着

➡ 会場でねぶた鑑賞[19時〜21時頃] ➡

➡ バス乗り場

優雅な動きの女踊り、時にユーモラスな男踊り。
「連」
ごとに華やかな衣装をまといお囃子に合わせて踊る様

※鑑賞後：徒歩にてバス乗車場所へ
（約15〜20分）
各自お越しください。祭り終了時刻前後は大変な混雑が予想されます。港へのバスは随時運行しておりますので、早
めのお帰りをおすすめします。
※道路状況、天候により旅程が変更となる場合があります。 ※さじき席またはイス席での鑑賞となります。
※車椅子専用の座席のご用意はございません。またバス乗車場所と観覧席までは長い距離を歩きますので、歩行の困難なお客様にはおすすめしません。
※市内お祭り会場での集合はできません。集合は本船内指定場所となります。 ※観覧場所、座席種別の指定は出来ません。

は大きなうねりのような熱気をもたらし、観る人の感
動を呼びます。当プランでは港から市内会場近くへの
往復移動と、演舞場での観覧席をご用意。祭りを効率
よく楽しむことができます。

【最少催行人数】20名

2

ツアー番号

AOJ-869

ツアー催行日
旅

青森ねぶた海上運行・花火大会鑑賞
出発時刻

15時〜16時頃

料

金

大人1名様 ＄139

子供1名様 ＄139

程

港出発 ➡

➡ 青森市内（開場時刻まで各自市内で自由行動）➡

【最少催行人数】25名

《8月4日出発のお客様》
《M929》

Nebuta Festival with Fireworks

2019年8月7日（水）

（イメージ）写真提供：徳島県・
（一財）
徳島県観光協会

※ガイドなし

ツアー催行日

➡

会場でねぶた海上運行・花火鑑賞[19時〜21時頃] ➡ ➡ バス乗り場 ➡

ツアー番号

TKS-864

➡ 港到着

※鑑賞後：バスにて港までご案内します。当日は係員の誘導に従ってください。港へのバスは鑑賞中はございません。祭り終了後に順次ご案内となります。バスへの誘導
までお待ちいただくことが予想されますので予めご了承ください。
※道路状況、天候により旅程が変更となる場合があります。 ※イス席での鑑賞となります。
※車椅子専用の座席のご用意はございません。またバス乗車場所と観覧席までは長い距離を歩きますので、歩行の困難なお客様にはおすすめしません。
※市内お祭り会場での集合はできません。集合は本船内指定場所となります。
※観覧場所、座席種別の指定は出来ません。

旅

程

徳島阿波おどり ※ガイドなし
Awa Odori Dance Festival

2019年8月13日（火）
港出発 ➡
➡

出発時刻

➡ 徳島市内 ➡

➡ バス乗り場 ➡

《8月4日出発のお客様》
《M929》

18時〜19時頃

料

金

大人1名様 ＄129

子供1名様 ＄89

➡ 演舞場にて阿波おどり鑑賞 [20時半〜22時]

➡ 港到着

※鑑賞後：徒歩にてバス乗車場所へ
（約20分）
各自お越しください。バスは大変な混雑が予想されます。場合によっては長時間お待ちいただくことがあります。予めご了承ください。
※道路状況、天候により旅程が変更となる場合があります。 ※ひな壇席または長いす席での鑑賞となります。
※一度着席しますとトイレに立つのに不自由します。予めお済ませください。 ※観覧場所、座席種別の指定は出来ません。
※市内お祭り会場での集合はできません。集合は本船内指定場所となります。
※港に戻る時間の関係で、阿波おどりを最後までご覧いただけない場合がございます。

