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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。

ローカル・コネクション：信頼のおける地元のエキスパートが案内する、
特別の体験を楽しむツアーです。

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
ングなどを含みます。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。

この度は、ダイヤモンド・プリンセス日本発着クルーズにご予約いただき、
誠にありがとうございます。
寄港地観光ツアー(ショアエクスカーション)とは、各寄港地から催行
するオプショナルツアーのことで、皆様の船旅が更に想い出深く楽し
いものとなるよう企画された小旅行のことです。
本冊子は、ご予約いただいたクルーズの各寄港地における寄港地観光
のコースとお申し込み方法についてまとめたものです。お申し込み前に
必ずご一読いただきますようお願い申し上げます。

海外催行のツアーについて
海外で催行される寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）について、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過ぎません。旅行条件については、
プリンセス・クルーズの旅行条件が適用されます。プリンセス・クルーズの旅行条件（英語）は、以下ホーム
ページに記載しておりますので、そちらをご確認ください。
http://www.princess.com/legal/excursion_terms_conditions/

ツアー旅程
この冊子に掲載されているすべてのツアーの旅程は、当日の交通状況、天候、その他の事由により訪問順序
が変更となる場合があります。予めご了承ください。

ツアー参加時の服装など
全てのツアーは歩行を伴います。歩き易い靴と服装でご参加ください。また、風の強い場所を訪れる場合や朝
夕は冷え込む場合があります。防寒着、ウインドブレーカーなどをご持参ください。

重  要
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beyond2020プログラムとは
2020年以降を見据え、日本の強みである地域性豊かで多様性に富んだ文化を活かし、成熟社会に
ふさわしい次世代に誇れるレガシーの創出に資する文化プログラムが「beyond2020プログラム」
です。弊社が日本国内で企画・実施するダイヤモンド・プリンセスの寄港地観光ツアーはこのプログ
ラムの認証を受けております。

三保松原からの富士山（イメージ） 写真提供：静岡県観光協会三保松原からの富士山（イメージ） 写真提供：静岡県観光協会
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お申込みについて（お申込みの前に必ずお読みください）

ツアーのお申込み方法
①ご乗船前（３週間前まで）のお申込み
『プリンセス・クルーズ　ホームページ』または『プリンセス・クルーズ お客様専用受付デスク』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申込み
プリンセス・クルーズ ホームページ（http://www.princesscruises.jp）

④送信後、受付完了メール（自動配信）をお送りいたします。
　※メールのドメイン指定受信を設定されている方は、メールを受信できるよう設定が必要
　となります。以下のドメインを受信できるよう設定をお願いします。
　　＠kikochiopt.jp
⑤お申込み内容に対する回答は、後日メールにてご案内いたします。
※ホームページからは、新規お申込みのみとさせていただき、変更・キャンセルはお電話で
下記専用受付デスクへお申し出ください。

（2）電話でのお申込み
寄港地観光 お客様専用受付デスク電話番号：03-4446-9615
（受付時間：平日10：30～12：30、13：30～17：30、土・日・祝日休業)
受付けの際に、代表者氏名、同行者氏名、ツアー番号、全員の生年月日、代表者住所、電話番号
などをお伺いします。

※休み明け（特に月曜日の午前中）は、電話が大変混み合って、かかりにくい場合があります。予め
ご了承ください。

※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のでお早めにお申込みください。

※乗船前の寄港地観光お申込みは、ホームページ、電話ともにご乗船日３週間前まで受付けいた
します。尚、変更・キャンセルの受付けは乗船日10日前までとさせていただき、以降は乗船後
に船内ショアエクスカーション・デスクにて手続きくださいますようお願いいたします。

※ご注意
上記お客様専用受付デスクでは、寄港地観光の予約に関する内容のみ承ります。
それ以外は、お申込みの旅行会社にお問い合わせください。

②ご乗船の３週間前以降およびご乗船後のお申込み
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。

※乗船後にお申込みの場合は、満席によりご希望のコースが取れない場合がございます。ご乗船前
にご予約されることをお勧めします。

お申込みについて（お申込みの前に必ずお読みください）

受付け開始日
専用デスクでの受付開始日については、申込み旅行会社より別途ご案内させていただきます。尚、一部の
ツアーについては、受付開始日前に前受けする場合があります。詳しくは受付デスクにご確認ください。

お申込み条件
受付けの際に伺いました、お名前、ツアー番号、生年月日がプリンセスの予約と合致しない場合（未登録
も含む）はご予約できません。お申込み旅行会社にお伝えいただきご確認後、再度お申込みください。

確認書
ホームページよりお申込みをされた場合は、メールアドレスあてにメールにて「確認書」を送付します。
また、電話にてお申込みをされた場合は、お申込み代表者宛に郵送いたします。「確認書」がメールまた
は郵送にて届きましたら必ず開封の上、お申込み内容に誤りがないか必ずご確認をお願いします。

キャンセル待ち
ご希望のコースが満席でお取りできない場合でお客様から特別にご要望があった場合、キャンセル待ち
としてお預かりします。ただし、キャンセル待ちの記録がお取りできたか否かの確認は、弊社から連絡い
たしませんので、ご乗船後にお部屋に届くツアーチケットにて必ずご確認ください。船内での確認、問い
合わせは5階ショアエクスカーション・デスクにて承ります。また、空席が出ない場合もございますので、
第ニ希望のコースをご予約いただくことをお勧めします。尚、キャンセル待ちをお取消しになる場合も、
通常予約の変更・キャンセルと同様、ご乗船日10日前までにご連絡ください。
また、一切キャンセル待ちができないコースもございますので予めご了承ください。

ツアーチケット（参加券）
ご乗船前にお申込みをされた寄港地観光の「ツアーチケット(参加券)」は、ご乗船後お部屋にお届け
いたします。「ツアーチケット(参加券)」が届かない場合は、お手数ですがショアエクスカーション・デ
スクにお申し出ください。また、申込んだ覚えのないツアーチケットが届いた場合、お手数ですが届い
た当日にショアエクスカーション・デスクにお届けくださいますようお願いいたします。尚、船内ショア
エクスカーション・デスクでお申込みの場合「ツアーチケット(参加券)」は、その場でのお渡しを原則と
しますが、状況によりお部屋にお届けする場合もございます。集合時刻・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・到着時刻や旅程などは、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、船内でのご案内となる場合があります。
ご注意ください。

ツアー料金
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、別途案内する場合を除き、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
ツアー料金に子供料金が設定されている場合は、3歳以上12歳以下のお子様に適用となります。尚、
3歳未満の乳児で座席を使用しない場合は無料となり、お申込みの必要はございません。

に進みますので、「個人情報の取扱に
ついて」に同意いただき、フォームに
ご記入の上確認、ご送信ください。

寄港地観光ツアー
お申込フォーム

①トップページ中ほどの
　メニューバー右端の

をクリック

をクリック
②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

③「同意して進む」を
　クリックすると

ご予約されたお客様へ

寄港地観光ツアー
お申込フォームはこちら

スマホはこちらから！



海外のツアーの企画・実施
釜　山
会社名： Lotte Tour Development Co,. Ltd.　
住　所： 12F, Gwanghwamun Bldg., 149, Sejong-daero, Jongno-Gu,Seoul, Korea,110-730
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お申込みについて（お申込みの前に必ずお読みください） お申込みについて（お申込みの前に必ずお読みください）

お支払いについて
ツアー料金は、すべて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」の名目で精算書に記載さ
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、寄港地観光は「カーニバル・ジャパン」か
らの請求となり、他の船内会計とは別に明細書に記載されます。予めお含みおきください。
※ご同室の参加者のツアー代金を個別にご精算されたい場合は、お申込み時にお申し出いただくか、
ご乗船後に船内ショアエクスカーション・デスクにお申し付けください。尚、お申込み時にお申し出
いただく場合は、同室のお客様の生年月日が必要となります。

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。お早目にお申込みになることをお勧めします。

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、キャンセルの場合、お申し出の時期により取消料がかかる場合がございます。また、国内と海
外の寄港地観光ツアーとでは取消料規定が異なります。国内寄港地観光ツアーについては旅行条
件書をご参照ください。乗船日当日に船内にて寄港地観光ツアーのキャンセルをお申し出いただい
た場合、取消料はかかりません。海外の寄港地観光ツアーについては、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。

ツアーの催行中止
各ツアーコースに記載されている最少催行人数に満たない場合や悪天候などによりツアーの催行を
中止することがあります。詳しくは旅行条件書をご参照ください。

ガイド
この冊子に掲載された寄港地観光ツアーは、基本的に日本語を話す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。

お手荷物
貴重品、コート類、傘、カメラ、ハンドバッグなど個人の手荷物は、ツアー実施中、各個人の責任で管理
をお願いします。観光中に車中に貴重品などの荷物を放置しないよう十分にご注意ください。

ツアーの出発時間帯／到着時間帯
各ツアーの出発時刻は、埠頭への着岸時刻、
入国審査等により前後する場合がありますが、
概ね右記の表を目安としております。

ツアーの集合時刻
各ツアーの船内での集合時刻は、ツアーチケット（参加券）に記載されていますが、船の到着が遅れた
場合や不測の事態により出発時刻の変更、または状況により中止になることがございます。なお、
各ツアーの出発時刻は、最後のバスが埠頭から出発する時刻です。
船内の指定集合場所には、時間に余裕を持ってお集まりください。グループでご参加される場合、集
合・出発時刻が同一でも、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、集合場所の係員にその旨をお申し出ください。
※指定の集合場所で集合時刻に受付けをされなかった場合は、「無連絡不参加」の取消し扱いとなり返
金はございません。ご注意ください。

※本冊子に記載の出発時間帯とツアーチケット（参加券）記載の出発時刻が異なっている場合は、
ツアーチケット（参加券）記載の出発時刻を優先とします。

観光地での注意事項
寺院、神社、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・訪問国により格差がございます。一部空調設備のない車両や
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ので予めご了承ください。なお、運輸機関
の車内はすべて禁煙です。

日本国内ツアーの企画・実施
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６階
総合旅行業務取扱管理者： 猪股富士雄

日本国内のツアー運行会社
会社名： 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）
住　所： 東京都品川区東品川2-3-14　東京フロントテラス6階

会社名： 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）
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

＊各寄港地におけるツアー運行会社は、該当寄港地観光ツアー紹介ページに記載しています。朝
6:00～8:00

午 前
8:00～12:00

昼
12:00～13:00

午 後
13:00～17:00

夕 刻
17:00～19:00

夜
19:00～23:00
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よくある質問と回答よくある質問と回答

Q-1 予約済みの寄港地観光ツアーの確認は
どのようにしたらよいですか？

A-1 お申込み専用デスクにホームページからお申込
みの場合はメールにて、電話でお申込みをされた
場合は郵送にて確認書を代表者宛てにお送りい
たしますので、そちらでご確認ください。

Q-4 寄港地観光ツアーに子供だけで参加で
きますか？

A-4 できません。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きます。

Q-5 寄港地観光ツアーについての質問は
どこにすれば良いですか？

A-5 お客様専用受付デスクでは本冊子掲載ツアーの
ご予約に関してのみを承っております。船内に関
する情報、荷物の宅配に関する情報、その他旅行
情報や他の旅行会社が実施する寄港地観光ツ
アーについての質問等は、お申し込みの旅行会社
にお問合せください。

Q-6 乗船後、寄港地観光ツアーの申込み、
問合せは船内のどこでできますか？

A-6 デッキ5（プラザ・デッキ）のショアエクスカーショ
ン・デスクにて受付けております。また客室やショ
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、必要事項をご記入いただき、ショア
エクスカーション・デスクにご提出いただくか、投
函箱に投函ください。

Q-7 各寄港地観光ツアーにガイドはつきま
すか？

A-7 「自由観光」と「ガイドなし」と記載されているツ
アーを除き、全てのツアーにガイドがつきます。

Q-8 ガイドにチップを渡す必要はありますか？

A-8 日本国内の寄港地観光ツアーでは、チップの必
要はありません。海外の寄港地では、ガイドへの
チップはお客様のご判断にお任せいたしますが、
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程度です。

Q-9 食事なしの寄港地観光ツアーでも食事
をとる時間はありますか？

A-9 食事なしのツアーでも、ツアー中に食事時間が設
けられている場合があります。またツアー参加の
前後に船内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くこともできます。

Q-10 釜山の港で両替はできますか？

A-10 釜山港には外貨両替所が設置されている場合が
多いですが、念のため日本国内で現地通貨をご
用意いただく事をお勧めいたします。

Q-11 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？

A-11 多くの寄港地観光ツアーではお土産程度のショッ
ピングの時間は設けられています。ただし、旅程
上十分に時間を確保できない場合がございま
す。予めご了承ください。

Q-2 予約済みの寄港地観光ツアーをキャン
セルできますか？

A-2 可能です。キャンセル方法は本冊子P.4に記載の
「お申込みについて」の変更・キャンセルについて
の項目をご参照ください。

Q-3 釜山の寄港に韓国査証（ビザ）は必要で
すか？

A-3 日本国籍のお客様は、韓国査証（ビザ）が免除さ
れています。日本国籍以外のお客様は、ご自身で
お申込みの旅行会社にご相談ください。

Q-13 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？

A-13 クルーズ中は、寄港地や季節により気温や天候が
大きく変化します。場所によっては防寒着などを
お持ちになることをお勧めします。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、ミニスカートといった服装はお控えくださ
い。ツアーには履き慣れた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があると便利です。海
外の寄港地での外貨購入や免税品購入に備え、
パスポートのコピーをお持ちください。

Q-14 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？

A-14 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
ターのついていない古い建物を訪れたりする場
合もあります。ツアーごとの健脚レベルをご確認
ください。

Q-15 身体に障害のある方にお勧めのツアー
はありますか？

A-15 身体に障害のあるお客様が寄港地観光に参加す
る場合、ご予約前に必ずご相談ください。健脚レ
ベルの低いツアーや車いすでも参加が可能なツ
アー（ツアーごとの車いすマークを参照）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（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、車いすでのご参加が難しい場
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、ツアー実施会社により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、ご参加を
お断りする場合があります。ツアー実施会社がツ
アー当日、直接お客様とお会いしてから判断させ
ていただくこともございますのでご了承ください。

Q-16 ツアー参加中にバスの中で待っている
事は可能ですか？

A-16 バスの中での待機の可否については当日ガイド
またはドライバーにご確認ください。

Q-17 寄港地でのトイレ事情はどのように
なっていますか？

A-17 各観光施設でのトイレの有無やツアー中のトイレ
休憩のタイミングについては、当日ガイドがご案
内します。海外の寄港地ではトイレの使用が有料
であったり、トイレットペーパーが用意されてい
なかったり、日本と習慣や使用方法が異なる場合
があります。ガイドの案内に従ってください。

Q-18 ツアーバスが遅れた場合、船に乗り遅
れませんか？

A-18 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
ことはございません。寄港地にてご自分で観光ツ
アーを手配した場合には、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。

Q-19 海外の寄港地での安全対策はどのよう
に行っていますか？

A-19 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、クルーズの日程が変更される場
合もございます。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。
●旅行者が通常行かない地区への立ち入りはお
控えください。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。
●見知らぬ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-12 各寄港地のお土産屋などでクレジット
カードは使えますか？

A-12 店舗によってはクレジットカードの利用が出来な
い場合があります。現金も併せてご持参される事
をお勧めいたします。



8 9

寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）一覧

青
　森

宮
　古

石
　巻

秋
　田

酒
　田

清
　水

港 ツアー番号 ツアー名
料金（$）

大人 子供
所要時間 頁

AOJ-144

AOJ-209

AOJ-214

AOJ-234

AOJ-244

MY3-104

MY3-109

MY3-119

MY3-124

MY3-214

IS1-109

IS1-114

IS1-214

IS1-219

IS1-224

IS1-984

AXT-104

AXT-119

AXT-204

AXT-209

AXT-214

SK3-109

SK3-204

SK3-209

SK3-214

SK3-224

SH1-204

SH1-209

SH1-214

154 

49 

89 

69 

124 

169 

189 

179 

159 

89 

159 

169 

124 

79 

119 

189 

149 

164 

89 

149 

109 

144 

89 

159 

89 

179 

95 

69 

79 

129 

44 

79 

59 

119 

159 

189 

169 

149 

89 

149 

159 

109 

74 

109 

189 

119 

139 

85 

129 

89 

134 

79 

139 

79 

149 

89 

54 

69 

8時間45分

3時間15分

5時間30分

4時間45分

4時間45分

6時間45分

7時間

7時間45分

6時間30分

4時間

7時間

6時間

4時間30分

4時間

5時間15分

4時間45分

7時間 

7時間 

4時間30分 

5時間30分 

4時間30分 

6時間30分 

3時間45分 

6時間30分 

4時間15分 

5時間 

4時間 

4時間 

3時間30分 

12

13

13

13

13

14

15

15

15

15

16

16

17

17

17

17

18

19

19

19

19

20

21

21

21

21

22

23

23

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

1 浄土ヶ浜と龍泉洞

2 貸切三陸鉄道乗車と久慈、北山崎

3 釜石大観音と遠野ふるさと村

4 釜石大観音と滝観洞

5 津波遺構 たろう観光ホテルと浄土ヶ浜散策

1 世界遺産 平泉中尊寺

2 秋保温泉を楽しむ

3 松島島巡り観光船と瑞巌寺

4 鹽竈神社と塩釜水産物仲卸市場

5 瑞巌寺と松島自由散策

6 復興進む石巻

1 田沢湖と角館武家屋敷エリア散策

2 稲庭うどん手作り体験と酒蔵見学

3 赤れんが郷土館、市場と酒蔵見学

4 角館武家屋敷めぐり

5 男鹿半島・寒風山回転展望台となまはげ館

1 羽黒山と善寳寺

2 酒田市内ハイライト

3 最上川舟下りと庄内の歴史

4 加茂水族館と酒田

5 酒田の歴史と文化（25名様限定）

1 東海道広重美術館、由比本陣公園(茶道体験)と三保松原　

2 駿府城、静岡浅間神社と三保松原　

3 日本平の眺望とロープウェイ、久能山東照宮　

新
　潟

金
　沢

敦
　賀

大
　阪

蒲
　郡

鳥
　羽

港 ツアー番号 ツアー名
料金（$）

大人 子供
所要時間 頁

KIJ-104

KIJ-109

KIJ-114

KIJ-119

KIJ-229

KIJ-234

KZ1-104

KZ1-129

KZ1-204

KZ1-214

TR4-114

TR4-119

TR4-204

TR4-214

TR4-229

GG1-124

GG1-139

GG1-209

GG1-214

GG1-219

GG1-224

TOB-104

TOB-109

TOB-114

TOB-204

TOB-209

TOB-214

OSA-104

OSA-114

OSA-129

OSA-164

OSA-204

129 

129 

79 

139 

99 

69 

160 

79 

59 

59 

159 

159 

99 

119 

109 

79 

129 

109 

79 

89 

114 

189 

169 

179 

99 

89 

149 

169 

159 

139 

139 

65 

119 

119 

69 

129 

89 

59 

110 

69 

49 

49 

159 

159 

99 

119 

109 

79 

129 

99 

79 

79 

114 

179 

159 

159 

99 

89 

124 

139 

129 

129 

119 

65 

7時間 

7時間 

6時間 

6時間 

4時間30分 

3時間30分 

7時間 

6時間 

4時間 

4時間 

7時間 

6時間 

4時間 

4時間30分 

5時間30分 

6時間 

5時間 

4時間30分 

5時間 

5時間 

4時間30分 

7時間 

6時間30分 

6時間 

4時間 

2時間30分 

5時間 

9時間30分 

9時間 

9時間 

9時間30分 

4時間30分 

24

24

25

25

25

25

26

27

27

27

28

29

29

29

29

30

30

31

31

31

31

32

32

33

33

33

33

34

35

35

35

35

1 新潟市内終日観光

2 モノづくりの街 燕三条と彌彦神社

3 寺泊魚の市場通りと彌彦神社

4 岩室温泉、彌彦神社としろね大凧

5 醸しの妙技 酒蔵、味噌蔵見学

6 新発田城跡と清水園

1 金沢市内終日観光

2 白川郷自由観光

3 兼六園と近江町市場

4 兼六園、長町武家屋敷とひがし茶屋街

1 彦根城と長浜

2 永平寺と一乗谷朝倉氏遺跡

3 人道の港敦賀ムゼウムと気比の松原

4 三方五湖レインボーラインドライブと箸作り体験

5 恐竜博物館と越前竹人形の里

1 常滑と半田赤レンガ倉庫

2 ラグーナテンボス観劇と蒲郡海鮮市場

3 蒲郡半日観光

4 岡崎城と味噌蔵見学

5 豊川稲荷と二川宿見学

6 三谷温泉と竹島

1 伊勢志摩周遊

2 伊勢神宮、伊勢志摩スカイラインとミキモト真珠島

3 志摩スペイン村

4 伊勢神宮半日観光

5 伊勢志摩スカイランショートツアー

6 鳥羽水族館と賢島クルーズ

1 金閣寺、二条城と平安神宮

2 金閣寺、龍安寺と野宮神社

3 奈良東大寺、春日大社、大阪城と道頓堀散策

4 高野山と金剛峯寺

5 大阪城と住吉大社

設定確認中
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寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）一覧

境
　港

広
　島

高
　松

松
　山

高
　知

佐 

世 

保

港 ツアー番号 ツアー名
料金（$）

大人 子供
所要時間 頁

YGJ-144

YGJ-154

YGJ-209

YGJ-214

YGJ-224

HIJ-129

HIJ-209

HIJ-214

TAK-129

TAK-204

TAK-224

TAK-234

MYJ-104

MYJ-114

MYJ-119

MYJ-204

MYJ-214

KCZ-144

KCZ-204

KCZ-314

KCZ-389

KCZ-479

KCZ-489

SS2-184

SS2-204

SS2-209

SS2-214

SS2-219

SS2-244

164 

109 

139 

109 

85 

149 

69 

89 

119 

79 

69 

99 

149 

149 

149 

99 

109 

139 

99 

109 

40 

119 

159 

159 

104 

99 

139 

99 

99 

119 

89 

119 

94 

75 

139 

59 

79 

114 

69 

59 

89 

139 

139 

139 

89 

99 

69 

59 

59 

24 

69 

79 

139 

99 

99 

139 

89 

99 

 7時間 

 4時間30分 

 7時間 

 5時間 

 4時間 

 6時間30分 

 3時間30分 

 4時間 

 6時間 

 3時間30分 

 4時間15分 

 5時間 

 7時間30分 

 7時間30分 

 7時間 

 4時間30分 

 4時間 

 7時間30分 

 4時間 

 4時間45分 

 3時間20分 

 5時間15分 

 7時間 

 5時間30分 

 5時間 

 4時間30分 

 4時間30分 

 3時間 

 4時間30分 

36

37

37

37

37

38

39

39

40

41

41

41

42

43

43

43

43

44

44

45

45

45

45

46

46

47

47

47

47

1 松江城、堀川遊覧船と足立美術館

2 足立美術館と由志園

3 出雲大社

4 皆生温泉と美保神社

5 とっとり花回廊

1 岩国めぐりと錦帯橋

2 広島平和記念資料館と原爆ドーム

3 安芸の宮島と嚴島神社

1 金刀比羅宮と讃岐うどん打ち体験

2 高松半日観光

3 善通寺と屋島展望台

4 高松市内ハイライト

1 松山終日観光

2 内子と大洲観光

3 しまなみ海道と今治

4 松山ハイライトツアー

5 道後温泉入浴と子規記念博物館

1 ｢モネの庭｣マルモッタンと高知県立牧野植物園

2 高知城と桂浜

3 鰹のタタキ わら焼き体験

4 坂本龍馬ゆかりの地散策

5 龍河洞と桂浜

6 大歩危観光

1 ハウステンボス自由観光 ※ガイドなし

2 有田焼きの町めぐり

3 キリシタンの歴史

4 嬉野温泉

5 九十九島遊覧船

6 佐世保市とSASEBO軍港クルーズ

博
　多

別
　府

鹿 

児 

島

釜
　山

油
津（
宮
崎
）

港 ツアー番号 ツアー名
料金（$）

大人 子供
所要時間 頁

FUK-134

FUK-204

FUK-209

FUK-214

FUK-229

FUK-244

BPU-204

BPU-209

BPU-229

BPU-239

BPU-244

BPU-249

KMI-104

KMI-204

KMI-209

KOJ-104

KOJ-154

KOJ-204

KOJ-209

KOJ-234

KOJ-264

PUS-104

PUS-109

PUS-204

PUS-219

PUS-229

PUS-239

PUS-259

PUS-274

PUS-869

PUS-984

124 

64 

69 

64 

74 

139 

94 

69 

94 

84 

89 

89 

149 

79 

89 

129 

149 

89 

79 

89 

59 

119 

119 

59 

49 

89 

64 

79 

74 

89 

239 

99 

54 

59 

54 

64 

99 

84 

59 

84 

79 

79 

79 

139 

64 

84 

119 

129 

69 

59 

65 

49 

99 

109 

59 

49 

79 

64 

79 

74 

89 

239 

6時間30分 

4時間 

5時間 

4時間30分 

5時間 

6時間30分 

5時間 

4時間 

5時間 

4時間30分 

5時間 

4時間 

7時間 

5時間 

4時間 

7時間 

7時間 

5時間 

5時間 

6時間 

4時間

7時間40分 

7時間30分 

5時間 

5時間 

5時間 

4時間40分 

4時間30分 

4時間45分 

4時間10分 

4時間30分  

48

48

49

49

49

49

50

50

51

51

51

51

52

53

53

54

54

55

55

55

55

58

59

59

59

59

60

60

60

60

61

1 唐津焼と唐津城

2 大濠公園日本庭園、櫛田神社と博多町家ふるさと館

3 櫛田神社と大宰府天満宮、福岡タワー

4 太宰府天満宮と九州国立博物館

5 唐津城と虹の松原

6 柳川川下りと柳川藩主立花邸　御花

1 宇佐神宮と地獄めぐり

2 別府地獄めぐりツアー

3 耶馬溪、青の洞門と羅漢寺

4 臼杵大仏と臼杵城跡

5 由布院観光と立ち寄り温泉

6 高崎山自然動物園と地獄めぐり

1 青島と飫肥城下町

2 青島と焼酎蔵元

3 鵜戸神宮と飫肥城跡

1 鹿児島終日観光

2 指宿砂風呂と薩摩伝承館

3 桜島火山と仙巌園・尚古集成館

4 維新ふるさと館、仙巌園・尚古集成館と照國神社

5 霧島温泉と霧島神宮（食事なし）

6 知覧武家屋敷と知覧特攻平和会館

1 慶州終日観光

2 釜山終日観光

3 海東龍宮寺

4 チャガルチ市場と梵魚寺

5 韓国スパ体験とショッピング（食事なし）

6 甘川文化村と松島スカイウォーク

7 梵魚寺・釜山の文化と歴史

8 韓国伝統音楽と舞踊鑑賞

9 プレミアム韓国焼肉と国際市場

10 韓国陶芸の旅（陶芸家による解説つき）

海　外



12 13

主な見どころ

A弘前城
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。現在、本丸の石
垣修理のため、天守閣は移動されています。

D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。美しい山脈は、成層火山
と溶岩ドームでできており、ブナやミズナラ
の新緑、紅葉も見事です。

G奥入瀬渓流
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。

E 十和田湖
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326.8m、透明度は
12.5mを誇ります。昭和11年、国立公園に
指定されました。

F ねぶたの家ワ・ラッセ
青森ねぶた祭の魅力を余すところなく紹介し
ている施設です。実際に祭りに出陣した大型
ねぶたを4台展示しており、その大迫力には
圧倒されます。

B津軽藩ねぷた村
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施設
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。

C 立佞武多の館（たちねぷたのやかた）
立佞武多の館では、常時3台の大型立佞武多
の展示が見られる他、併設の製作場で巨大ね
ぷたの製作現場を見ることができます。

十和田湖（イメージ）十和田湖（イメージ）

E

八甲田山（イメージ）八甲田山（イメージ）

D

奥入瀬渓流（イメージ）奥入瀬渓流（イメージ）

G

立佞武多の館（イメージ）立佞武多の館（イメージ）

C

※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。
※十和田湖遊覧船の航路は、子ノ口→休屋もしくは休屋→子ノ口になります。

【最少催行人数】 20名

奥入瀬と十和田湖遊覧クルーズ 
Oirase & Lake TowadaAOJ-144

ツア一番号1

旅 程所要時間 約8時間45分

主な見どころ

D E G
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/23（木）［M013］ 午前発 / 夕刻着
子供1名様

大人1名様

$ 129
$ 154

港出発 ➡　 ➡ 山麓駅 ➡　➡ 八甲田山頂公園 ➡　➡ 山麓駅 ➡　 ➡ 奥入瀬渓流（車窓）
➡　 ➡ 湖畔にて昼食 ➡ 休屋 ➡　  十和田湖遊覧船 ➡ 休屋 ➡　 ➡ 発荷峠展望台〈写真ストップ〉 
➡　 ➡ 港到着   

※三内丸山遺跡では約1時間歩きます。歩行の困難な方にはお勧めしません。

【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
Warasse Museum & Sannai Maruyama Ruins AOJ-209

ツア一番号2

旅 程所要時間 約3時間15分

主な見どころ

F
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/23（木）［M013］ 午前発 / 昼着
子供1名様

大人1名様

$ 44
$ 49

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

※津軽金山焼の窯元では、足場の悪い道や階段を歩きます。

【最少催行人数】 20名

津軽金山焼と立佞武多の館 
Tsugaru Kanayama Kiln and Tachineputa no YakataAOJ-234

ツア一番号4

旅 程所要時間 約4時間45分

主な見どころ

C
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/23（木）［M013］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 69

港出発 ➡　 ➡ 津軽金山焼 ➡　 ➡ 立佞武多の館 ➡　 ➡ 港到着 

※フェイスタオル、バスタオルは付いています。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。
※入れ墨をしている方の入浴はできません。　※ご自身の体調に留意のうえご入浴ください。

【最少催行人数】 20名

酸ヶ湯温泉
Sukayu OnsenAOJ-244

ツア一番号5

旅 程所要時間 約4時間45分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/23（木）［M013］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 124

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

※弘前城は改修工事中で天守閣は移動されています。また、石垣修理のため内濠は埋め立てられています。
※弘前城の天守閣にはエレベーターはありません。歩行の困難なお客様にはお勧めいたしません。

【最少催行人数】 20名

弘前公園と津軽藩ねぷた村 
Hirosaki Castle Park & Neputa Festival Exhibition HallAOJ-214

ツア一番号3

旅 程所要時間 約5時間30分

主な見どころ

A B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/23（木）［M013］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 89

港出発 ➡　 ➡ 弘前公園 ➡  ➡ 津軽藩ねぷた村 ➡　 ➡ 港到着  

青森
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）

東
　北

北
　陸

東
　海

近
　畿

四
　国

中
　国

九
　州

海
　外

ツアー
運行会杜

東武トップツアーズ株式会社

世界遺産白神山地を有し、弘前城の桜祭り、
ねぶた祭を始めとする伝統的な祭りや津軽三味
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、
全国的に有名なマグロやヒラメなどの山海の幸
を活かした郷土料理や豊富な温泉も魅力。
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D

浄土ヶ浜（イメージ）浄土ヶ浜（イメージ）

A

釜石大観音（イメージ）釜石大観音（イメージ）

E

主な見どころ

A浄土ヶ浜
宮古の代表的な景勝地のひとつで国の名勝
に指定されています。鋭くとがった白い流紋
岩が林立し、一つ一つ違った表情を見せて
海岸を彩ります。松の緑と岩肌の白、海の群
青とのコントラストはまさに一見の価値が
あります。

D津波遺構 たろう観光ホテル
田老地区は東日本大震災で甚大な被害が出ました。その田老地区に
建つ6階建ての「たろう観光ホテル」は、国の支援を受ける津波遺構に
認定された建物です。２階部分までは鉄骨がむき出しになり、高さ約
17mという津波の恐ろしさを物語っています。

E 釜石大観音
本年夏にはラグビーワールドカップも開催される釜石。その釜石港を
見下ろす鎌崎半島に、施主明峰山石応禅寺（曹洞宗）により建立され
た高さ48.5mの白亜の観音像。胎内には聖観音や七福神等が安置さ
れています。胸元は展望台になっており、釜石港が一望できます。

B龍泉洞
ドラゴンブルーと呼ばれる世界有数の透明
度を誇る地底湖を有し、洞内に住むコウモリ
とともに国の天然記念物指定を受けていま
す。奥から湧き出る清水が数カ所に渡って深
い地底湖を形成しており、第三地底湖は水深
98m。また、未公開ですが第四地底湖は水深
120mで日本一の深さを誇っています。

C 三陸鉄道
NHKの朝ドラ「あまちゃん」の舞台としてあ
まりにも有名。2011年の大震災で甚大な被
害を受けましたが本年３月にJRから山田線が
移管され、大船渡(盛)から久慈を結ぶ全長
163㎞が全線開通となります。岩手県の沿岸
部を南北に貫く第三セクターの鉄道路線とし
ては日本最長です。

津波遺構 たろう観光ホテル（イメージ）津波遺構 たろう観光ホテル（イメージ）

B

龍泉洞（イメージ）龍泉洞（イメージ）

【最少催行人数】 25名

※龍泉洞内の気温は約10度です。ジャケットをご持参ください。　※龍泉洞内は濡れていて滑りやすいためご注意ください。
※片道約300～700段の階段があります。
※三王岩から駐車場までは徒歩約10分です。途中約90段の階段があります。

浄土ヶ浜と龍泉洞
Best of IwateMY3-104

ツア一番号1

港出発 ➡　 ➡ 浄土ヶ浜ビジターセンター ➡  ➡遊覧船のり場 ➡ 　 遊覧船 ➡ 浄土ヶ浜(昼食・散策）
➡　 ➡ 龍泉洞 ➡　 ➡ 津波遺構たろう観光ホテル〈写真ストップ〉 ➡ 三王岩 ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約6時間45分

主な見どころ

A B D

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/22（水）［M013］ 午前発 / 夕刻着

子供1名様

大人1名様

$ 159
$ 169

【最少催行人数】 25名

※釜石大観音から駐車場までは徒歩約10分です。
※大観音内には約200段の階段があります。
※遠野から港までの帰路は2時間半かかります。

釜石大観音と遠野ふるさと村
KAMAISHI & TONO: Daikannon Statue and Tono Furusato Villlage “Story telling”MY3-119

ツア一番号3

港出発 ➡　 ➡ 釜石大観音 ➡　 ➡ 遠野ふるさと村(昼食・見学と語り部) ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約7時間45分

主な見どころ

E

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/22（水）［M013］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 169
$ 179

【最少催行人数】 25名

※たろう観光ホテルでは約120段の階段の昇降があります。　※三王岩から駐車場までは徒歩約10分です。途中約90段の階段があります。
※浄土ヶ浜遊覧船はツアーに含まれていません。

津波遺構 たろう観光ホテルと浄土ヶ浜散策
The Tsunami Remains Taro Kanko Hotel and Sanriku Geo tourMY3-214

ツア一番号5

港出発 ➡　 ➡ 津波遺構 たろう観光ホテル（現地ガイドがご案内） ➡　 ➡ 三王岩 ➡　 ➡
浄土ヶ浜（自由散策）➡　 ➡港到着

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ

A D

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/22（水）［M013］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 89

【最少催行人数】 25名

※釜石大観音から駐車場までは徒歩約10分です。　※大観音内には約200段の階段があります。
※滝観洞ではヘルメットと長靴の着用が必要です。（現地で貸し出しがあります）。　※洞窟内は滑りやすく、屈んで歩く場所もあります。
※洞窟内は非常に狭くなっているため、各自行動となります。約700m、約100段の歩行が含まれます。　※滝観洞から港への帰路は約2時間かかります。

釜石大観音と滝観洞
KAMAISHI: Daikannon Statue, Rokando Cave and Nagashi SobaMY3-124

ツア一番号4

港出発 ➡　 ➡ 釜石大観音 ➡　 ➡ 流しそば体験 ➡  ➡ 滝観洞 ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約6時間30分

主な見どころ

E

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/22（水）［M013］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 149
$ 159

ろう かん どう

【最少催行人数】 25名

※三陸鉄道の乗車区間は田野畑駅または普代駅と久慈駅間となります。
※北山崎展望台の第2展望台へは約365段の階段があります。

貸切三陸鉄道乗車と久慈、北山崎
Chartered Sanriku Railway and Kitayamazaki Cliffs Observation DeckMY3-109

ツア一番号2

港出発 ➡　 ➡ 田野畑駅または普代駅 ➡ 　三陸鉄道【貸切】 ➡ 久慈駅 ➡　 ➡ 久慈琥珀 ➡　 ➡ 
昼食（北山崎レストハウス） ➡　 ➡ 北山崎展望台 ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ

C

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/22（水）［M013］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 189
$ 189

※台風の被害により復旧工事中です。設定完了後にご案内いたします。 

宮古
名勝・浄土ヶ浜をはじめ、隣接する岩泉町に

は日本三大鍾乳洞の一つ「龍泉洞」があり、

豊かな自然に恵まれています。宮古市を含

む三陸地域は、2013年「三陸ジオパーク」

として、日本ジオパークに認定されました。
釜石大観音（イメージ）釜石大観音（イメージ）

ツアー
運行会杜 東武トップツアーズ株式会社

東
　北

北
　陸

東
　海

近
　畿
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主な見どころ

A中尊寺
岩手県平泉町にある天台宗東北大本山の寺院。
嘉祥3年（850）、比叡山延暦寺の慈覚大師によっ
て開かれ、その後12世紀のはじめに奥州藤原氏
初代清衡公によって大規模な堂塔の造営が行わ
れました。平安時代後期建立の仏堂である国宝
の金色堂はあまりにも有名です。2011年世界遺
産に登録されました。

C松島
安芸の宮島、丹後の天橋立と並ぶ日本三景の一
つ。大小およそ260の島々が穏やかな湾内に
点々と浮かぶ様子は、まさに絶景です。湾内には
遊覧船も運航され、海から島々を眺めるのも人
気。また、松島四大観と呼ばれている4カ所の展
望ポイントから眺める絶景もお勧めです。

E鹽竈神社
古くから東北鎮護陸奥国一之宮として、朝廷を始め庶民の崇敬を集めて今日に至っています。創建の年
代は詳らかではありませんが、平安時代初期、嵯峨天皇の御代に編纂された「弘仁式」に「鹽竈神を祭る
料壱万束」と記され、厚い祭祀料を授かっていたことが知られています。

D 瑞巌寺
瑞巌寺は、天長5年(828)、慈覚大師によって創建
されたと伝えられ、松島観光の主役のひとつです。
現在の伽藍は、慶長14年(1609)、仙台藩主伊達
家の菩提寺として政宗が約5年の歳月をかけて完
成させました。本堂・庫裡は国宝、御成門、中門、太
鼓塀は重要文化財として指定されています。

B秋保温泉
仙台の奥座敷とも呼ばれる秋保温泉の歴史は古
く､開湯は約1500年前と伝えられています。欽明
天皇がこの湯に浸かり全快されたことから｢名取
の御湯｣の称号を賜りました。同じ宮城県の鳴子
温泉、福島県の飯坂温泉とともに奥州三名湯の
1つとして数えられています。

A

中尊寺（イメージ）中尊寺（イメージ）

E

鹽竈神社（イメージ）鹽竈神社（イメージ）

※未舗装の参道を歩きます。歩行の困難な方にはお勧めしません。　※平泉まではバスで片道2時間以上かかります。（途中休憩あり）
※金色堂内部の写真撮影は禁止されています。本堂は靴を脱いでの参拝となります。

【最少催行人数】 20名

世界遺産 平泉中尊寺
Hiraizumi: Chusonji TempleIS1-109

ツア一番号1

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ

A
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/21（火）［M013］ 午前発 / 夕刻着
子供1名様

大人1名様

$ 149
$ 159

港出発 ➡　 ➡ 中尊寺（金色堂）参拝 ➡  ➡ 平泉にて昼食 ➡　 ➡ 港到着
※本ツアーにご参加のお客様限定で、中尊寺僧侶による東日本大震災慰霊法要を中尊寺本堂にて行ないます。参拝特別記念品として特製の「御葩（おはな）」（法要の際、生花
の代わりに用いられるもの）を差し上げます。

※歩行の困難な方、車いすご利用の方にはお勧めしません。　※悪天候の場合は観光船が運休となる場合があります。
※瑞巌寺本堂の拝観は、靴を脱いでの参拝となります。

【最少催行人数】 20名

松島島巡り観光船と瑞巌寺
Matsushima Bay CruiseIS1-214

ツア一番号3

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ

C D
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/21（火）［M013］ 昼発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 109
$ 124

港出発 ➡　 ➡ 　松島島巡り観光船乗船 ➡   ➡ 五大堂 ➡   ➡ 国宝 瑞巌寺 ➡　 ➡
港到着

※歩行の困難な方、車いすご利用の方にはお勧めしません。
※塩釜水産物仲卸市場の床は水で滑りますのでご注意ください。

【最少催行人数】 20名

鹽竈神社と塩釜水産物仲卸市場
Shiogama Shrine & Fish MarketIS1-219

ツア一番号4

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ

E
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/21（火）［M013］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 74
$ 79

港出発 ➡　 ➡ 塩釜水産物仲卸市場 ➡　 ➡ 鹽竈神社 ➡　 ➡ 港到着

※歩行の困難な方、車いすご利用の方にはお勧めしません。
※瑞巌寺本堂の拝観は、靴を脱いでの参拝となります。

【最少催行人数】 20名

瑞巌寺と松島自由散策
Matsushima; Zuiganji Temple & Free TimeIS1-224

ツア一番号5

旅 程所要時間 約5時間15分

主な見どころ

C D
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/21（火）［M013］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 109
$ 119

港出発 ➡　 ➡ 西行戻しの松公園 ➡　 ➡ 国宝 瑞巌寺 ➡  ➡ 円通院 ➡   ➡ 各自 五大堂散策
➡　 ➡ 港到着

※歩行の困難な方にはお勧めしません。　※刺青・タトゥー・タトゥーシール・ボディペイント等をされている方は入浴できません。
※タオルは無料でご用意しています。

【最少催行人数】 20名

秋保温泉を楽しむ
Akiu Hot Spring Experience with Japanese style lunchIS1-114

ツア一番号2

旅 程所要時間 約6時間

主な見どころ

B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/21（火）［M013］ 午前発 / 夕刻着
子供1名様

大人1名様

$ 159
$ 169

港出発 ➡　 ➡秋保温泉にて昼食・入浴 ➡　 ➡秋保大滝〈写真ストップ〉 ➡　 ➡ 港到着 港出発 ➡ 　➡ 防災町歩き（げんき市場周辺） ➡   ➡ 昼食 ➡   ➡ げんき市場 ➡ 　➡ 
南浜つなぐ館 ➡   ➡ 南浜地区散策（語り部の話を聞きながら） ➡ 　➡ 魚市場〈車窓〉
➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 10名

復興進む石巻
Local Connections: Ishinomaki Then and NowIS1-984

ツア一番号6

旅 程所要時間  約4時間45分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/21（火）［M013］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 189
$ 189

※東日本大震災時とその復興に焦点を当てたツアーです。　※このツアーは2時間以上屋外を歩きます。歩行の困難な方にはお勧めしません。
※ツアー中に電子端末を利用する場合がありますが、何名かで共有いただきます。　※昼食会場では靴を脱いでいただきます。

石巻
北上川の河口に位置し、宮城県北東部地
域を代表する風光明媚な都市。伊達藩の
統治下には、水運交通の拠点「奥州最大
の米の集積港」として、全国的に知られた
交易都市でした。震災により甚大な被害
を受けましたが、復興に向けて確実に歩
みを進めています。

松島（イメージ）松島（イメージ）

ツアー
運行会杜 東武トップツアーズ株式会社
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主な見どころ

A田沢湖
秋田県の中東部、仙北市にある淡水湖。
直径は約6 km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、日本のバイカル湖と呼ば
れています。

D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。

E 酒蔵
「美酒王国」と異名をとる秋田では、日本
酒を醸す蔵元が40近くあります。創業百
年以上の蔵元が全体の3分の2、26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。

B角館武家屋敷
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色濃く残す武家屋
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250万
人以上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。

C 秋田市立赤れんが郷土館
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。

A

田沢湖（イメージ）田沢湖（イメージ）

B

角館武家屋敷（イメージ）角館武家屋敷（イメージ）

C

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）

D

寒風山（イメージ）寒風山（イメージ）

【最少催行人数】 20名

田沢湖と角館武家屋敷エリア散策
Lake Tazawa & KakunodateAXT-104

ツア一番号1

旅 程所要時間  約7時間

主な見どころ

A B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/24(金）［M013］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 149

港出発 ➡　 ➡ 田沢湖 ➡　 ➡ 田沢湖周辺レストランにて昼食 ➡　 ➡
角館武家屋敷エリア散策 ➡　 ➡ 港到着

※角館武家屋敷では足場の悪い道を歩きます。車いすの方にはお勧めしません。

【最少催行人数】 20名

稲庭うどん手作り体験と酒蔵見学
Inaniwa-Udon Making & Sake BreweryAXT-119

ツア一番号2

旅 程所要時間  約7時間

主な見どころ

E
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/24(金）［M013］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 139
$ 164

港出発 ➡　 ➡ 稲庭うどん工場にてうどん作り体験・昼食 ➡　 ➡  酒蔵見学 ➡　 ➡ 港到着

※うどん作りはアクセサリー類は外していただきます。　※酒蔵見学は、香水及び毛皮製品を着けてのご参加はできません。
※酒造りは例年10～4月のみ行われています。

【最少催行人数】 20名

赤れんが郷土館、市場と酒蔵見学
Akita City Drive. Museum & Sake Brewery AXT-204

ツア一番号3

旅 程所要時間  約4時間30分

主な見どころ

C E
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/24(金）［M013］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 85
$ 89

港出発 ➡　 ➡ 秋田市立赤れんが郷土館 ➡　 ➡ 秋田市民市場又は秋田まるごと市場
➡　 ➡ 酒蔵見学 ➡　 ➡ 港到着
※赤れんが郷土館内の赤れんが館にはエレベーターはありません。新館のエレベーターはご利用可能です。
※酒造りは10～4月のみ行われています。　※酒造見学は、香水及び毛皮製品を着けてのご参加はできません。

【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
Oga Peninsula: Mt. Kanpuzan Observatory & Namahage MuseumAXT-214

ツア一番号5

旅 程所要時間  約4時間30分

主な見どころ

D
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/24(金）［M013］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 109

港出発 ➡　 ➡ なまはげ館 ➡　 ➡ 寒風山回転展望台 ➡　 ➡ 港到着

※寒風山展望台はエレベーターがありません。

【最少催行人数】 20名

角館武家屋敷めぐり
Kakunodate Samurai TownAXT-209

ツア一番号4

旅 程所要時間  約5時間30分

主な見どころ

B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/24(金）［M013］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 129
$ 149

港出発 ➡　 ➡ 角館武家屋敷エリア散策 ➡  ➡ 昼食 ➡　 ➡ 港到着

※角館武家屋敷では足場の悪い道を歩きます。車いすの方はお勧めしません。

田沢湖（イメージ）田沢湖（イメージ）

ツアー
運行会杜

東武トップツアーズ株式会社

秋田
水深日本一の田沢湖、江戸の武家屋敷が今も
残る角館、東北三大祭りのひとつ竿燈まつりな
ど、その豊かな自然、歴史、文化が織りなす魅
力は計り知れないものがあります。
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主な見どころ

A羽黒山
月山、湯殿山とともに出羽三山のひとつで、
古くから修験道を中心とした山岳信仰の山
として知られています。また、室町時代に平将
門創建と伝えられる国宝五重塔や特別天然
記念物のスギ並木はパワースポットとして注
目されています。

B三神合祭殿
月山・羽黒山・湯殿山の三神を合祭した日本
随一の大社殿。厚さ2.1mの萱葺の屋根、総
漆塗の内部など、その全てに迫力がありま
す。前方の鏡池は、神秘の御池として古来よ
り多くの信仰を集め、羽黒信仰の中心でもあ
りました。

C最上川
山形県内を縦断する母なる川。日本三大急
流の一つで、松尾芭蕉の句「五月雨を集めて
早し最上川」はあまりにも有名。その昔から
農業用水や交通路として利用され、山形県
民の大切な水の大部分を最上川から取って
います。

D山居倉庫
明治26年に建てられた米倉庫で、積出港とし
て賑わった往時の歴史を今に伝えています。
白壁、土蔵づくり9棟からなり、夏の高温防止
のために背後にケヤキ並木を配するなど、自
然を生かした低温倉庫として現在も現役で
使用されています。

F土門拳記念館
一人の作家をテーマにした世界でも珍しい写
真専門の美術館として1983年10月、土門氏
の郷里である酒田に建てられました。記念館
では土門氏の全作品を収蔵するとともに、年
数回の展示替えをして順次紹介しています。

E本間美術館
庄内の大地主であった本間家が収集した品
を保管、展示する山形県登録博物館。3,000
件におよぶ収蔵品の素晴らしさのみならず、
本間氏別邸庭園・鶴舞園の美しさでも知ら
れています。

G鶴岡市立加茂水族館

日本海越しに鳥海山を望む抜群のロケー
ションに建つ鶴岡市立加茂水族館は、クラ
ゲドリーム館の愛称を持つ山形県内唯一の
水族館。色とりどりの様々なクラゲが漂う様
子はとても魅惑的です。

（クラゲドリーム館）
D

山居倉庫（イメージ）山居倉庫（イメージ）

E

 本間美術館（イメージ） 本間美術館（イメージ）

F

土門拳記念館（イメージ）土門拳記念館（イメージ）

C

最上川（イメージ）最上川（イメージ）

※未舗装の参道を歩きます。歩行の困難な方にはお勧めしません。　※三神合祭殿内の飲食、写真撮影は禁止されています。また、靴を脱いでの参拝となります。
※羽黒山五重塔へは数百段の階段の昇り降りがあります。

【最少催行人数】 25名

羽黒山と善寳寺
Mt.Haguro and Zenpo-Ji TempleSK3-109

ツア一番号1

旅 程所要時間 約6時間30分

主な見どころ

A B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/18（土）［M012］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 134
$ 144

港出発 ➡　 ➡ 国宝羽黒山五重塔 ➡　 ➡ 三神合祭殿 ➡  ➡ 昼食 ➡　 ➡ 致道博物館
➡　 ➡ 善寶寺 ➡　 ➡ 港到着

※本間美術館にエレベーターはありません。また靴を脱いでの拝観となります。

【最少催行人数】 25名

酒田市内ハイライト
Highlight of SakataSK3-204

ツア一番号2

旅 程所要時間 約3時間45分

主な見どころ

D E F
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/18（土）［M012］ 午前発 / 昼着
子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 89

港出発 ➡　 ➡ 本間美術館 ➡　 ➡ 土門拳記念館 ➡　 ➡ 庄内米歴史資料館・山居倉庫
（フリータイム） ➡　 ➡ 港到着

※歩行の困難な方、車いすご利用の方にはお勧めしません。　※川舟にトイレ設備はありません。乗船前にお済ませください。
※山居倉庫の庄内米歴史資料館の入場料は含まれておりません。

【最少催行人数】 25名

最上川舟下りと庄内の歴史
Mogami River cruise and Agricultural History TourSK3-209

ツア一番号3

旅 程所要時間 約6時間30分

主な見どころ

C D
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/18（土）［M012］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 139
$ 159

港出発 ➡　 ➡ 新庄市ふるさと歴史センター ➡　 ➡ 最上川舟下り ➡ 草薙にて下船➡  ➡
昼食 ➡　 ➡ 山居倉庫自由散策 ➡　 ➡ 港到着

※水族館の展示物やショーは、予告なく変更となる場合があります。　※山居倉庫の庄内米歴史資料館の入場料は含まれておりません。

【最少催行人数】 25名

加茂水族館と酒田
Kamo Aquarium and Sakata City HighlightsSK3-214

ツア一番号4

旅 程所要時間 約4時間15分

主な見どころ

D G
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/18（土）［M012］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 89

港出発 ➡　 ➡ 加茂水族館（クラゲドリーム館） ➡　 ➡ 日和山公園 ➡　 ➡ 
山居倉庫（自由散策） ➡　 ➡ 港到着

※本間美術館にエレベーターはありません。また靴を脱いでの拝観となります。
※山居倉庫の庄内米歴史資料館の入場料は含まれておりません。

【最少催行人数】 20名

酒田の歴史と文化（25名様限定）
Sakata History and Cultural TourSK3-224

ツア一番号5

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ

D E
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/18（土）［M012］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 149
$ 179

港出発 ➡　 ➡ 海向寺（即身佛拝観） ➡　 ➡ 山王くらぶ ➡  ➡相馬楼（舞娘演舞鑑賞と昼食） 
➡　 ➡ 本間美術館 ➡　 ➡ 山居倉庫 ➡　 ➡ 港到着

酒田
山形県の庄内地方の北部に位置する都市。
豊かな土壌と日本海の海の幸に恵まれた日
本有数の米どころで、庄内米や地酒も全国
的に知られています。江戸中期には北前船
が大坂や江戸に米や紅花、藍、海産物など
を運び「西の堺、東の酒田」と呼ばれ、活
況を呈していた歴史ある街です。

羽黒山 五重塔（イメージ）羽黒山 五重塔（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

東
　北

北
　陸

東
　海

近
　畿

四
　国

中
　国

九
　州

海
　外



清水
清水港は、日本一深い駿河湾に面し、静岡県
のほぼ真ん中に位置しています。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。

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）

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

22 23

東
　北

北
　陸

東
　海

近
　畿

四
　国

中
　国

九
　州

海
　外

港出発 ➡ 　➡ 東海道広重美術館 ➡  ➡ 由比本陣公園・御幸亭にて茶道体験 ➡ 　➡ 
三保松原➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 20名

東海道広重美術館、由比本陣公園（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1

旅 程所要時間  約4時間

主な見どころ

A B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/1（水）［M010］ 昼発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 95

※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。　※天候により富士山の眺望は望めない場合があります。
※お茶体験は、20名ずつのグループに分けてのご案内となります。

港出発 ➡ 　➡ 駿府城公園・紅葉山庭園 ➡ 　➡ 静岡浅間神社 ➡ 　➡ 三保松原
➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 20名

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2

旅 程所要時間  約4時間

主な見どころ

B E F
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/1（水）［M010］ 午後発 / 夕刻着
子供1名様

大人1名様

$ 54
$ 69

※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。
※天候により富士山の眺望が望めない場合があります。

港出発 ➡ 　➡ 日本平夢テラス ➡ 日本平ロープウェイ ➡   ➡ 久能山東照宮 ➡   ➡
➡ 　➡ 港到着

【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　
Nihondaira Outlook & Kunozan Toshogu ShrineSH1-214

ツア一番号3

旅 程所要時間  約3時間30分

主な見どころ

C D
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/1（水）［M010］ 午後発 / 夕刻着
子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 79

※久能山東照宮には約120段の段差の大きい階段があります。　※久能山東照宮博物館の入館料は別料金となります。
※ロープウェイは悪天候の場合運休となることがあります。　※天候により富士山の眺望は望めない場合があります。
※日本平夢テラスが休館の場合は日本平公園を訪れます。

写真提供：静岡県観光協会写真提供：静岡県観光協会

主な見どころ

A東海道広重美術館
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。

B 三保松原
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。

C 日本平
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
めは日本でも最高との評があり、「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。

D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。

E 駿府城公園
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。

F 静岡浅間神社
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。

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）

C

駿府城公園（イメージ）駿府城公園（イメージ） 静岡浅間神社（イメージ）静岡浅間神社（イメージ）

E F

写真提供：静岡県観光協会

久能山東照宮（イメージ）久能山東照宮（イメージ）
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新潟市歴史博物館（イメージ）新潟市歴史博物館（イメージ）

E

彌彦神社（イメージ）彌彦神社（イメージ）

A
主な見どころ

【最少催行人数】 25名

※足場の悪い道や階段が含まれるため、歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※北方文化博物館では靴を脱いでの入場となります。

新潟市内終日観光
Best of NiigataKIJ-104

ツア一番号1

港出発 ➡　 ➡ ばかうけ展望室（地上125mからのパノラマ） ➡　 ➡ 新潟市歴史博物館 ➡　 ➡
昼食 ➡　 ➡ 北方文化博物館 ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ

C E

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/17（金）［M012］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 129

【最少催行人数】 25名

※足場の悪い道や階段が含まれるため、歩行の困難なお客様にはお勧めしません。

モノづくりの街 燕三条と彌彦神社
Tsubamesanjo,the City of CraftmanshipKIJ-109

ツア一番号2

港出発 ➡　 ➡ 諏訪田製作所 ➡　 ➡ 道の駅・燕三条地場産センター（自由散策） ➡　 ➡ 昼食
➡　 ➡ 彌彦神社 ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ

A D

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/17（金）［M012］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 129

A彌彦神社
広々とした越後平野の中央に聳えたつ弥彦山の麓に
鎮座し、越後一宮として県内外の信仰を集めて来ま
した。御祭神は天照大神の曾孫の天香山命（あめの
かごやまのみこと）で越後地方を開拓し、農耕や産業
の基礎を授けられたといわれています。万葉集にも、
彌彦神社を詠んだものが二首歌われています。

B 新発田城
初代新発田藩主溝口秀勝侯が慶長3年(1598年)に
築城し、3代宣直侯のときに完成しました。表門、旧
二ノ丸隅櫓とお堀が当時のままの姿で残され、国の
重要文化財に指定されています。平成16年には三階
櫓と新発田出身の赤穂義士 堀部安兵衛の運命を決
めたといわれている辰巳櫓が復元されました。

C 北方文化博物館
越後の大地主伊藤家の旧大邸宅を博物館として整
備したもの。思わず息をのんでしまうほどの美しさと
豪壮さを備える館は、8年の歳月をかけて築かれまし
た。8,800坪の広大な敷地には主屋、大広間、茶室、
蔵といった建物をはじめ、池泉回遊式庭園、歴代当
主によるコレクションなどが鑑賞できます。

D燕三条
三条市、燕市は新潟県のほぼ中央部に位置し、共に
江戸時代から現在まで金属加工の街として発展して
きました。そのため、両市の名前を合わせ「燕三条」の
名前で全国的に広く知られており、金属洋食器の製
造では、現在全国シェアの90%以上を誇っています。

E 新潟市歴史博物館
通称みなとぴあ。平成16年、信濃川のほとりに誕生
した歴史博物館。「郷土の水と人々のあゆみ」をテー
マとした展示や体験、旧新潟税関庁舎をはじめとし
た明治・昭和初期の歴史的建造物など、情緒豊かな
古くからの港町、水の都にいがたの歴史と文化が満
喫できます。

F 寺泊魚の市場通り
県の中央に位置する長岡市寺泊は日本海に面した
国道402号線沿いに、通称「魚のアメ横」と呼ばれる
海産物市場が軒を連ねています。鮮魚店や土産物店
など11店舗が並び、地元寺泊港や出雲崎港に揚がる
生鮮品はもちろん、冷凍や加工品も含め新鮮で安い
魚の宝庫です。

新潟
日本一の大河・信濃川が日本海に注ぐ位置に
あり、古くから港町として栄えてきました。江
戸時代には北前船の寄港地としても賑わいを
見せ、街を歩けば往時の面影を見ることがで
きます。海の幸に恵まれているばかりでなく、
郊外には豊かな田園が広がり、米どころ・酒
どころとして魅力に溢れています。 新発田城（イメージ）新発田城（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

【最少催行人数】 25名

※足場の悪い道や階段が含まれるため、歩行の困難なお客様にはお勧めしません。

寺泊魚の市場通りと彌彦神社
Yahiko Shrine & Traditional Fish MarketKIJ-114

ツア一番号3

港出発 ➡　 ➡ 彌彦神社 ➡　 ➡ 寺泊魚の市場通り（自由散策） ➡　 ➡ 弥彦山スカイライン（車窓）
➡弥彦パノラマタワー ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約6時間

主な見どころ

A F

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/17（金）［M012］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 79

【最少催行人数】 25名

※バスタオルとフェイスタオルは無料貸し出しがあります。
※入れ墨、タトゥーのある方の入浴はお断りしています。

岩室温泉、彌彦神社としろね大凧
 Iwamuro Hot Spring & Shirone Kite MuseumKIJ-119

ツア一番号4

港出発 ➡　 ➡ 岩室温泉（入浴）・昼食 ➡　 ➡ 彌彦神社 ➡　 ➡ しろね大凧と歴史の館 ➡　 ➡
港到着

旅 程所要時間 約6時間

主な見どころ

A

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/17（金）［M012］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 129
$ 139

【最少催行人数】 25名

新発田城跡と清水園
Shibata Castle Ruin & Japanese GardenKIJ-234

ツア一番号6

港出発 ➡　 ➡ 清水園（自由散策） ➡  ➡ 市島酒造（杜氏蔵・資料館見学・試飲）➡　 ➡ 新発田城跡
➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約3時間30分

主な見どころ

B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/17（金）［M012］ 午前発 / 昼着
子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 69

※足場の悪い道や階段が含まれるため、歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※新発田城跡と清水園は車椅子でのアクセスはできません。
※新発田城の三階櫓への入場はできません。

東
　北

北
　陸

東
　海

近
　畿

四
　国

中
　国

九
　州

海
　外

【最少催行人数】 25名

醸しの妙技 酒蔵、味噌蔵見学
Rice Producing Region, NiigataKIJ-229

ツア一番号5

港出発 ➡　 ➡ 峰村醸造（味噌造り見学） ➡　 ➡ 今代司酒造 ➡　 ➡
北方文化博物館（見学・昼食） ➡　 ➡港到着

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ

C

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/17（金）［M012］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 99

※北方文化博物館では靴を脱いでの入場となります。
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主な見どころ

A兼六園
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。

Bひがし茶屋街
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で賑わってい
ます。

C 金沢21世紀美術館
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。

D 白川郷
白川郷は、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。

E長町武家屋敷
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。

F 永平寺
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。

【最少催行人数】 25名

金沢市内終日観光
Kenrokuen Gardens, Museum & Higashichaya MachiKZ1-104

ツア一番号1

旅 程所要時間  約7時間

主な見どころ

A B C
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/16(木）［M012］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 110
$ 160

港出発 ➡　 ➡ ひがし茶屋街 ➡　 ➡ 近江町市場 ➡　 ➡ 昼食 ➡　 ➡
兼六園 ➡　 ➡ 金沢21世紀美術館 ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

白川郷自由観光
Shirakawago on your ownKZ1-129

ツア一番号2
主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日

4/16(木）［M012］ 午前発 / 午後着

旅 程所要時間 約6時間

料　　金

子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 79 D

港出発 ➡　 ➡ 白川郷自由散策（各自昼食） ➡　 ➡ 港到着

※白川郷の滞在時間は約3時間を予定しております。

★金沢21世紀美術館（イメージ） ★金沢21世紀美術館（イメージ） 

DD EE

BBAA

★兼六園（イメージ） ★兼六園（イメージ） 

★長町武家屋敷跡（イメージ） ★長町武家屋敷跡（イメージ） 白川郷（イメージ）写真提供：岐阜県白川村役場白川郷（イメージ）写真提供：岐阜県白川村役場

★ひがし茶屋街（イメージ）★ひがし茶屋街（イメージ）

金沢
きらびやかで格調高い歴史と文化が魅力の
金沢。市内には江戸時代の面影が残る街並
みや名園「兼六園」など魅力が満載。また、
郊外には世界遺産の合掌造りの郷が点在し
ています。

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

★ひがし茶屋街（イメージ）★ひがし茶屋街（イメージ）

【最少催行人数】 25名

兼六園と近江町市場
Kenrokuen Gardens & Omicho MarketKZ1-204

ツア一番号3
主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日

4/16(木）［M012］ 午前発 / 午後着

旅 程所要時間 約4時間

料　　金

子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 59 A

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

【最少催行人数】 25名

兼六園、長町武家屋敷とひがし茶屋街 
Kenrokuen Gardens, Nagamachi & Higashi ChayamachiKZ1-214

ツア一番号4
主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日

4/16(木）［M012］ 午前発 / 昼着

旅 程所要時間 約4時間

料　　金

子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 59 A B E

※野村家では靴を脱いで入場します。

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

東
　北

北
　陸

東
　海

近
　畿

四
　国

中
　国

九
　州

海
　外

★写真提供：石川県観光連盟★写真提供：石川県観光連盟



港出発 ➡ 　➡ 一乗谷朝倉氏遺跡 ➡ 　➡ 永平寺 ➡ 　➡ レストランで昼食
➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

永平寺と一乗谷朝倉氏遺跡
Eiheiji Temple & Ichijodani Asakura Clans RuinsTR4-119

ツア一番号2

旅 程所要時間  約6時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/15（水）［M012］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 159
$ 159

※永平寺では数百段の階段の昇降があります。
※永平寺では靴を脱いで入場します。
※永平寺では急遽行われる行事の都合によりガイドの案内は予告無しに中止になる場合がございます。

B D

港出発 ➡ 　➡ 気比の松原 ➡ 　➡ 氣比神宮 ➡ 　➡ 敦賀赤レンガ倉庫・人道の港敦賀ムゼウム
➡ 　➡ 日本海さかな街魚市場 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

人道の港敦賀ムゼウムと気比の松原
Highlights of TsurugaTR4-204

ツア一番号3

旅 程所要時間  約4時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/15（水）［M012］ 午前発 / 昼着

子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 99

※博物館では解説員による説明がありますが、博物館の事情により、予告なくキャンセルされる場合があります。
※砂浜や足場の悪い道を歩きます。

A E F G

港出発 ➡ 　➡ 若狭フィッシャーマンズワーフ ➡ 　➡ 塗り箸研磨体験 ➡ 　➡
三方五湖レインボーラインドライブ ➡ 　 ケーブルカーで山頂公園 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

三方五湖レインボーラインドライブと箸作り体験
Lake Mikatagoko Rainbow Drive & Chopsticks Making ExperienceTR4-214

ツア一番号4

旅 程所要時間  約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/15（水）［M012］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 119

※山頂からの眺望は天候により望めない場合があります。
※梅丈岳山頂公園でのかわらけ投げ料金は含まれておりません。
※ケーブルカーは悪天候の場合、運休となることがあります（運休の場合、若狭フィッシャーマンズワーフで長めの滞在となります）。

港出発 ➡ 　➡ 越前竹人形の里 ➡ 　➡ 福井県立恐竜博物館 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

恐竜博物館と越前竹人形の里
Dinosaur Museum and Bamboo Doll VillageTR4-229

ツア一番号5

旅 程所要時間  約5時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/15（水）［M012］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 109
$ 109

※スナックが提供されます。
※越前竹人形の里での制作体験料は含まれておりません。

C

28 29

港出発 ➡ 　➡ 彦根城・玄宮園 ➡ 　➡ 昼食 ➡ 　➡ 長浜黒壁スクエア(自由散策）
➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

彦根城と長浜
Hikone Castle & NagahamaTR4-114

ツア一番号1

旅 程所要時間  約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/15（水）［M012］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 159

東
　北

北
　陸

東
　海

近
　畿

四
　国

中
　国

九
　州

海
　外

$ 159

※彦根城では約200段の階段の昇降があります。 ※彦根城は靴を脱いで入場します。

H

敦賀
福井県南西部の敦賀湾に面し、古くは北前船
の寄港地として栄え、また、明治から昭和にか
けては、日本とアジア・ヨーロッパを結ぶ欧亜
国際連絡列車の発着場として繁栄した港町で
す。また、ナチスの迫害から逃れたユダヤ人難
民が上陸した「人道の港」としても有名です。

主な見どころ

A人道の港敦賀ムゼウム
1920年にシベリアで救出されたポーランド
孤児、1940年にはナチスドイツの手から逃
れたユダヤ人難民が、リトアニア・カウナスの
領事代理杉原千畝が発給した“命のビザ”を
握りしめ、敦賀港に上陸したことに関連して
展示を行っています。

B  永平寺
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。

C 福井県立恐竜博物館
福井県勝山市は、日本の恐竜化石発掘のほ
ぼ大半をしめています。この博物館は、30体
以上の恐竜の骨格をはじめ、千数百点もの標
本、大型復元ジオラマや映像などが展示され
ています。

D一乗谷朝倉氏遺跡
福井市の南東約10キロにあるこの遺跡は、
戦国時代に朝倉氏五代が103年間にわたっ
て越前の国を支配した城下町の跡。武家屋
敷・寺院・町屋・職人屋敷や道路に至るまで
町並がほぼ完全な姿で発掘され、国の特別
史跡・特別名勝に指定されています。

E気比の松原
敦賀湾最奥部に広がる気比の松原は、日本三
大松原のひとつに数えられ、国の名勝にも指
定されています。かつては氣比神宮の神苑で
したが、織田信長によって没収され、江戸期
には小浜藩の藩有林となっていました。

G敦賀赤レンガ倉庫
明治38年、米国ニューヨークのスタンダード
石油によって建設された石油貯蔵用の倉庫。
明治中期から昭和初期にかけて、国際都市と
して敦賀が繁栄した時代を象徴する施設の
一つです。

H彦根城
姫路城、松本城、犬山城、松江城とともに国宝
に指定されており、天守をはじめ、重要文化
財の各櫓、下屋敷の庭園である玄宮園、内
堀・中堀などが当時の姿を留めています。全
国的に見てもきわめて保存状態のよい城跡
で、年間を通じて多くの人々が訪れます。

F 氣比神宮
仲哀天皇ほか六座を祀り、「越前一の宮」「北
陸道の総鎮守」とも称される古社です。佐
渡ヶ島から漂着したムロで建立したと伝わる
大鳥居は、広島・厳島神社、奈良・春日大社と
並ぶ日本三大木造大鳥居のひとつです。

気比の松原（イメージ）気比の松原（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

福井県立恐竜博物館（イメージ）福井県立恐竜博物館（イメージ）

C

敦賀赤レンガ倉庫（イメージ）敦賀赤レンガ倉庫（イメージ）氣比神宮（イメージ）氣比神宮（イメージ）

F

一乗谷朝倉氏遺跡（イメージ）一乗谷朝倉氏遺跡（イメージ）

D G
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豊川稲荷（イメージ）豊川稲荷（イメージ）

B

岡崎城（イメージ） 写真提供：岡崎市岡崎城（イメージ） 写真提供：岡崎市

C

常滑（イメージ）常滑（イメージ）

E

ラグーナテンボス（イメージ）ラグーナテンボス（イメージ）

D

主な見どころ

A 竹島
周囲約680m、面積約1.9ha、対岸と387ｍの
竹島橋で結ばれており、国の天然記念物に指
定されています。島の中央部には、日本七弁
財天のひとつであり、開運・安産・縁結びの神
を祀った「八百富神社」があります。

D ラグーナテンボス
自然豊かな三河湾を望む複合型リゾート施設。季節の花々を楽しめ
るフラワーガーデンでは素敵なリラックスタイムがお楽しみいただ
けます。

E 常滑
名古屋の南、知多半島の真ん中あたり位置し、日本六古窯のひとつに
数えられる焼き物の街として知られています。昭和初期の風情を随所
に残す町並み「常滑やきもの散歩道」は、観光スポットとして広く親しま
れています。

B豊川稲荷
正式名を「妙嚴寺」と称し、山号を圓福山とする曹
洞宗の寺院。およそ、600年前の室町時代に開創
され、多くの武人、文人達の信仰を集めました。千
体近くの狐像が並ぶ霊狐塚が見どころのひとつで
す。今でも年間数百万人もの参拝客が訪れます。

C 岡崎城
徳川家康が生まれた城として有名。明治６年廃
城令によって廃城処分となり、天守以下の建物
が撤去されました。現在の天守は昭和34年に
再建されたもの。再建後、周辺は岡崎公園とし
て整備され、市民の憩いの場になっています。

【最少催行人数】 25名

常滑と半田赤レンガ倉庫
Tokoname Pottery Street & the Historical BeerGG1-124

ツア一番号1

港出発 ➡　 ➡ 常滑「やきもの散歩道」(自由散策） ➡　 ➡ 半田赤レンガ建物（常設展示室見学・
カブトビール試飲） ➡　 ➡ 味のヤマスイ（海鮮市場） ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約6時間

主な見どころ

E
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/3（金）［M011］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 79

【最少催行人数】 25名

ラグーナテンボス観劇と蒲郡海鮮市場
Opera & Flowers at Laguna Ten BoschGG1-139

ツア一番号2

港出発 ➡　 ➡ ラグーナテンボス（フラワーラグーン・観劇・昼食） ➡　 ➡ 竹島〈写真ストップ〉 ➡　 ➡ 
蒲郡海鮮市場 ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ

A D
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/3（金）［M011］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 129
$ 129

【最少催行人数】 25名

蒲郡半日観光 
Highlights of Gamagori with BBQ LunchGG1-209

ツア一番号3

港出発 ➡　 ➡ 竹島（八百富神社参拝） ➡　 ➡ ラグーナテンボス（フラワーラグーン・
「変なホテル」エントランス） ➡  ➡ 昼食(BBQ) ➡　 ➡ 蒲郡海鮮市場 ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ

A D
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/3（金）［M011］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 109

※竹島へは約100段の階段があります。

【最少催行人数】 25名

岡崎城と味噌蔵見学 
Okazaki Castle and Miso BreweryGG1-214

ツア一番号4

港出発 ➡　 ➡ 竹島〈写真ストップ〉 ➡　 ➡ カクキュー八丁味噌（蔵・史料館見学・味噌ソフトクリーム付き）
➡　 ➡ 岡崎城 ➡　 ➡ 蒲郡海鮮市場 ➡　 ➡ 港到着

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ

A C
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/3（金）［M011］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 79

【最少催行人数】 25名

豊川稲荷と二川宿見学
Toyokawa Inari & Futagawa-juku Ancient Highway StationGG1-219

ツア一番号5

港出発 ➡　 ➡ 豊川稲荷（本殿・霊狐塚参拝） ➡　 ➡ 二川宿(本陣資料館・旅籠屋・商家) ➡　 ➡
竹島〈写真ストップ〉➡　 ➡港到着

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ

A B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/3（金）［M011］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 89

※フェイスタオルのみの貸し出しとなります。バスタオルをご持参ください。
※竹島へは約100段の階段があります。

【最少催行人数】 25名

三谷温泉と竹島
Hot Spring Experience & Takeshima IslandGG1-224

ツア一番号6

港出発 ➡　 ➡ 竹島（八百富神社参拝） ➡　 ➡ 三谷温泉（入浴・昼食） ➡　 ➡ 味のヤマスイ（海鮮市場） 
➡　 ➡港到着

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ

A
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/3（金）［M011］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 114
$ 114

※竹島は公園からの写真ストップとなります。　※観劇：歌劇ザ・レビューHTBラグーナ公演、1時間程の演目となります。
※英語もしくは日本語での公演となります。

※竹島は公園からの写真ストップとなります。

※竹島は公園からの写真ストップとなります。

蒲郡
愛知県南東部、東三河地方に位置し、市の南
は風光明媚な三河湾に面しています。三河湾
国定公園の代表的な名所である竹島や西部
には三ヶ根山があり、三谷温泉、蒲郡温泉、
形原温泉、西浦温泉の4つの温泉にも恵まれ
ています。また、竹島水族館、ラグーナテンボ
スなどの観光施設や名物の蒲郡みかんなど
観光資源にも恵まれています。

竹島（イメージ）竹島（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

東
　北

北
　陸

東
　海

近
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　国
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海
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主な見どころ

A伊勢神宮
伊勢神宮は三重県伊勢市にある
神社で、内宮である「皇大神宮」
と外宮である「豊受大神宮」の総
称です。他の神宮と区別するた
め「伊勢の神宮」と呼ぶこともあ
り、また「お伊勢さん」「大神宮さ
ん」とも称され人々に親しまれて
います。

Bおかげ横丁
内宮門前町の一画にあり、江戸
期から明治期にかけての伊勢路
の代表的な建築物が移築・再現
された街並みです。約4,000坪の
敷地内には、伊勢志摩ならでは
の食べ物屋やおみやげもの屋が
建ち並ぶなど、楽しいスポットが
いっぱいです。

Cミキモト真珠島
世界で初めて養殖真珠が誕生し
た場所。真珠のことを詳しく知る
ことができ、ショッピングも楽し
めます。また、かつてアコヤ貝の世
話をして真珠を育てた海女さん
の作業を再現し、ここでしか見ら
れない昔ながらの白い磯着を着
た海女の実演を行っています。

D鳥羽水族館
全長約240m、通路全長約1.5km、
室内型水族館として類を見ないほ
どの大きさを誇る日本国内最大級
の水族館です。生きものの種類や
棲息する環境に合わせ、12のゾー
ンに分けられた館内では、アシカの
ショーや国内で唯一飼育している
ジュゴンなどが見られます。

E賢島
英虞湾の島の中で最も大きい有
人島で奥志摩観光の拠点であり
ます。平成28年に開催された、伊
勢志摩サミットの会場としても
その名が知れ渡っています。

F志摩スペイン村
情熱の国スペインの街並みを再
現した異国情緒あふれるテーマ
パーク。本格的なフラメンコ
ショー、絶叫系から癒し系まで
バラエティ豊かなアトラクショ
ンや参加型のエンターテイメン
トなど、子どもから大人まで楽し
めます。 賢島（イメージ）賢島（イメージ）

E

鳥羽水族館（イメージ）鳥羽水族館（イメージ）

D

※未舗装の参道を歩きます。歩行の困難なお客様にはお勧めしません。　※伊勢神宮内では一部写真撮影は禁止されています。
※横山展望台からの眺望は天候により望めない場合があります。　※伊勢神宮外宮には参りません。
※5/4は伊勢神宮周辺に交通規制がかかるため、通常より時間がかかる場合があります。

【最少催行人数】 25名

伊勢志摩周遊
Best of Ise and ShimaTOB-104

ツア一番号1

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ

A E

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/25（水）［M010］
5/4（月）［M014］

朝発 / 午後着
午前発 / 夕刻着 子供1名様

大人1名様

$ 179
$ 189

港出発 ➡　 ➡ 伊勢神宮（内宮） ➡　 ➡ 横山展望台（英虞湾遠望） ➡　 ➡ 賢島遊覧クルーズ乗船
➡　 ➡ 昼食 ➡　 ➡ 港到着

※未舗装の参道を歩きます。歩行の困難なお客様にはお勧めしません。　※伊勢神宮内では一部写真撮影は禁止されています。
※伊勢志摩スカイライン朝熊山展望台からの眺望は天候により望めない場合があります。　※ミキモト真珠島では時間帯により海女の実演はご覧いただけません。
※5/4は伊勢神宮周辺に交通規制がかかるため、通常より時間がかかる場合があります。

【最少催行人数】 25名

伊勢神宮、伊勢志摩スカイラインとミキモト真珠島
Ise shrine, Skyline and Mikimoto Pearl IslandTOB-109

ツア一番号2

旅 程所要時間 約6時間30分

主な見どころ

A C

出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/25（水）［M010］
5/4（月）［M014］

朝発 / 午後着
午前発 / 夕刻着 子供1名様

大人1名様

$ 159
$ 169

港出発 ➡　 ➡ 伊勢神宮(外宮) ➡　 ➡ 伊勢神宮（内宮） ➡　 ➡伊勢志摩スカイライン（途中朝熊山展
望台で写真ストップ） ➡ 昼食 ➡　 ➡ ミキモト真珠島 ➡　 ➡ 港到着

※本ツアーに昼食は付きません。
※本ツアーには、志摩スペイン村の入園料とすべてのアトラクション、無料のショーに使用できるパスポートが付きます。
※「カルメンホール」「ドラゴン城の宝さがし」「カーニバルハウス」は別途料金が必要です。
※2歳以下の幼児については有料入園者(大人)1名様につき2名様まで無料です。
※3/25（水）の設定はございません。

【最少催行人数】 25名

志摩スペイン村
Shima Spain VillageTOB-114

ツア一番号3

旅 程所要時間 約6時間

主な見どころ

F
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

5/4（月）［M014］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 159
$ 179

港出発 ➡　 ➡ 志摩スペイン村(1日パスポート付) ➡　 ➡ 港到着

※未舗装の参道を歩きます。歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※伊勢神宮内では一部写真撮影は禁止されています。
※5/4は伊勢神宮周辺に交通規制がかかるため、通常より時間がかかる場合があります。

【最少催行人数】 25名

伊勢神宮半日観光
Highlights of Ise ShrineTOB-204

ツア一番号4

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ

A B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

3/25（水）［M010］
5/4（月）［M014］

午前発 / 昼着
午前発 / 午後着 子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 99

港出発 ➡　 ➡ 伊勢神宮(外宮) ➡　 ➡ 伊勢神宮（内宮） ➡  ➡ おかげ横丁自由散策
➡　 ➡ 港到着

※伊勢志摩スカイライン展望台からの眺望は天候により望めない場合があります。

※滞在時間の関係で、すべてのショーはご覧になれません。

【最少催行人数】 25名

伊勢志摩スカイラインショートツアー
Ise Shima Skyline Easy tourTOB-209

ツア一番号5

旅 程所要時間 約2時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/25（水）［M010］
5/4（月）［M014］ 午前発 / 昼着

午前発 / 午前着
子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 89

港出発 ➡　 ➡ 伊勢志摩スカイライン（途中伊勢湾を望む朝熊山展望台で写真ストップ） ➡　 ➡
二見興玉神社（夫婦岩) ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

鳥羽水族館と賢島クルーズ
Toba Aquarium and Kashikojima cruiseTOB-214

ツア一番号6

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/25（水）［M010］、5/4（月）［M014］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 124
$ 149 D E

港出発 ➡　 ➡ 鳥羽水族館 ➡　 ➡   　  賢島遊覧クルーズ乗船 ➡　 ➡ 港到着

鳥羽
志摩半島の北東端にあり、西を伊勢市、南
を志摩市と接する。世界で初めて養殖真珠
を育んだ美しい海、独自の暮らしぶりを色
濃く残す離島や古来より受け継がれてきた
海女文化が残っています。

夫婦岩（イメージ）夫婦岩（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

A大阪城 B金閣寺

大阪城（イメージ） Ⓒ（公財）大阪観光局大阪城（イメージ） Ⓒ（公財）大阪観光局

A E

高野山 金剛峯寺（イメージ） 写真提供：和歌山県高野山 金剛峯寺（イメージ） 写真提供：和歌山県

【最少催行人数】 20名

大阪城と住吉大社
Osaka Castle & Sumiyoshi Shrine OSA-204

ツア一番号5

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/4（土）［M011］、5/3（日）［M014］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 65
$ 65

※大阪城にはエレベーターがありますが、8階の展望台には停まりません。また、エレベーターは1台しかないため、混雑する場合がございます。
※大阪城へは駐車場から約15～20分歩きます。
※大阪城の3階、4階では写真やビデオ撮影は禁止されています。

A F

港出発 ➡　 ➡ 大阪城 ➡　 ➡ 住吉大社 ➡　 ➡ 港到着 

現在の天守は1931年（昭和6年）に復興
されたものですが、櫓や門などは江戸時
代のものが残っています。豊臣時代の天
守がいずれも短期間に焼失したため、現
在ある復興天守がもっとも長命の天守と
なっています。

C野宮神社
嵐山の竹林エリアにある縁結びのパワー
スポットとして人気。伊勢神宮に仕える斎
王が伊勢に赴く前に身を清める場所であ
り、黒木鳥居と小柴垣に囲まれた清浄の
地を選んで建てられました。その様子は
源氏物語「賢木の巻」にも描かれている由
緒のある神社です。

正式名称を鹿苑寺といい、相国寺の塔頭
寺院の一つ。舎利殿「金閣」が特に有名な
ため一般的に金閣寺と呼ばれています。
元は鎌倉時代の公卿、西園寺公経の別荘
を室町幕府三代将軍の足利義満が譲り
受け、山荘北山殿を造ったのが始まりと
されています。

D東大寺
奈良時代の代表的な寺院で大仏殿は世界最
大級の木造建築物。743年に聖武天皇が大
仏造立の詔を発令し、大仏を安置する寺とし
て751年に大仏殿が完成しました。1567年
にわずかな建物を残して再度焼失しており、
現在の伽藍の多くは江戸時代に再興された
ものです。

F住吉大社
大阪市住吉区住吉にある神社。式内社、摂
津国一宮、二十二社の一社。旧社格は官幣
大社で、現在は神社本庁の別表神社です。
全国に2,300社ある住吉神社の総本社で
あるほか、下関の住吉神社、博多の住吉神
社とともに「日本三大住吉」の一社です。

E高野山 総本山 金剛峯寺
和歌山県北部、伊都郡高野町にある周囲を
1000m級の山々に囲まれた平坦地に位置。
平安時代の弘仁7年に嵯峨天皇から空海が下
賜され、修禅の道場として開いた日本仏教に
おける聖地のひとつです。現在は「壇上伽藍」
と呼ばれる根本道場を中心とする宗教都市を
形成しています。

住吉大社（イメージ） Ⓒ（公財）大阪観光局住吉大社（イメージ） Ⓒ（公財）大阪観光局

F

竹林の小径（イメージ）竹林の小径（イメージ）

C

大阪
道頓堀（イメージ） Ⓒ（公財）大阪観光局道頓堀（イメージ） Ⓒ（公財）大阪観光局

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜

近畿地方および西日本の行政・経済・文

化・交通の中心都市。江戸時代には天領

となり、江戸をしのぐ経済・交通・金融・

商業の中心地として発展し、天下の台所と

称されていました。

【最少催行人数】 20名

奈良東大寺、春日大社、大阪城と道頓堀散策
Nara & Osaka Castle OSA-129

ツア一番号3

旅 程所要時間 約9時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/4（土）［M011］、5/3（日）［M014］ 午前発 / 夕刻着

子供1名様

大人1名様

$ 129
$ 139

※大阪から奈良へは片道約60分バスで移動します。途中、交通渋滞する場合があります。　※春日大社の宝物館への入場料はツアー代金に含まれていません。
※大阪城の3階、4階では写真やビデオ撮影は禁止されています。　※春日大社では坂道や階段を上り下りします。　※大阪城へは駐車場から約15～20分歩きます。
※このツアーは歩行の困難なお客様へはお勧めしません。

A D

港出発 ➡　 ➡ 東大寺 ➡　 ➡ 春日大社 ➡　 ➡ 昼食 ➡　 ➡ 大阪城 ➡　 ➡
道頓堀にて自由散策 ➡　 ➡ 港到着 

【最少催行人数】 20名

金閣寺、二条城と平安神宮
Kinkakuji Temple, Nijo Castle & Heian ShrineOSA-104

ツア一番号1

旅 程所要時間 約9時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/4（土）［M011］、5/3（日）［M014］ 午前発 / 夕刻着

子供1名様

大人1名様

$ 139
$ 169

※二条城の本丸御殿は保存修理のためカバーがかかっている場合があります。
※二条城二の丸御殿、平安神宮内拝殿内部の写真撮影は禁止となっています。
※大阪から京都へは片道約90分バスで移動します。途中、交通渋滞や遅れが予想されます。
※金閣寺では約40分歩きます。（※二条城二の丸御殿では靴をぬぎます）

B

港出発 ➡　 ➡ 二条城 ➡　 ➡ 金閣寺〈写真ストップ〉 ➡  ➡ 昼食 ➡　  ➡ 平安神宮
➡　 ➡ 京都ハンディクラフトセンター ➡　 ➡ 港到着 

※大阪から京都へは片道約90分バスで移動します。途中、交通渋滞や遅れが予想されます。
※龍安寺では、たくさんの階段と上り坂があります。また、竹林の小径では約3km、金閣寺では約40分歩きます。歩行の困難なお客様へはお勧めしません。
（※龍安寺では靴をぬぎます）

【最少催行人数】 20名

金閣寺、龍安寺と野宮神社
Kinkakuji and Ryoanji Temples & Nonomiya ShrineOSA-114

ツア一番号2

旅 程所要時間 約9時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/4（土）［M011］
5/3（日）［M014］

朝発 / 午後着
午前発 / 夕刻着 子供1名様

大人1名様

$ 129
$ 159 B C

港出発 ➡　 ➡ 龍安寺 ➡　 ➡ 金閣寺 ➡　 ➡ 昼食 ➡  ➡ 野宮神社➡  ➡
竹林の小径散策 ➡　 ➡ 港到着 

【最少催行人数】 20名

高野山と金剛峯寺
Mt. Koya and Kongobuji TempleOSA-164

ツア一番号4

旅 程所要時間 約9時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/4（土）［M011］、5/3（日）［M014］ 午前発 / 夕刻着

子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 139

※大阪から高野山までは片道約2時間半バスで移動します。途中、交通渋滞や遅れが予想されます。
※金剛峯寺、壇上伽藍、本堂付近の写真撮影は禁止されています。
※参拝に相応しい服装でご参加ください（金剛峯寺、壇上伽藍では靴をぬぎます）。
※高野山では多数の階段や登り坂を歩きます。歩行の困難なお客様にはお勧めしません。

E

港出発 ➡　 ➡ 高野山奥之院 ➡  ➡ 昼食 ➡　 ➡ 金剛峯寺 ➡  ➡ 壇上伽藍
➡　 ➡ 港到着 
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主な見どころ

A

出雲大社神楽殿（イメージ）出雲大社神楽殿（イメージ）

日御碕神社（イメージ）日御碕神社（イメージ）

B

松江城（イメージ）松江城（イメージ）

とっとり花回廊（イメージ） ⓒ鳥取県とっとり花回廊（イメージ） ⓒ鳥取県

美保関灯台（イメージ）美保関灯台（イメージ）

C

【最少催行人数】 25名

皆生温泉と美保神社
Kaike Onsen ＆ Local CuisineYGJ-214

ツア一番号4

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/14（火）［M012］ 昼発 / 夕刻着

子供1名様

大人1名様

$ 94
$ 109

港出発 ➡　 ➡ 皆生温泉にて昼食と入浴 ➡　 ➡ 美保神社・青石畳通り ➡　 ➡ 美保関灯台
➡　 ➡港到着 
※バスタオルはご持参ください（フェイスタオルは付いています）。※入れ墨をされている方の入浴はお断りしております。
※美保関灯台は外観のみの見学となります。

【最少催行人数】 25名

とっとり花回廊
Tottori Flower Park YGJ-224

ツア一番号5

旅 程所要時間  約4時間

主な見どころ

D
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/14（火）［M012］ 昼発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 75
$ 85

港出発 ➡　 ➡ とっとり花回廊 ➡　 ➡ お菓子の壽城 ➡　 ➡ 水木しげるロード（車窓）
➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

足立美術館と由志園
Adachi Museum of Art & Yushien GardenYGJ-154

ツア一番号2

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/14（火）［M012］ 昼発 / 夕刻着

子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 109

※足立美術館の内部は一部写真撮影が禁止されています。　※交通状況等により、訪問地での見学時間が短くなる場合があります。

E

港出発 ➡　 ➡ 足立美術館 ➡　 ➡ 由志園 ➡　 ➡ 港到着 

※足立美術館の内部は一部写真撮影が禁止されています。
※松江城では天守まで100段、天守内で100段の階段を登ります。

【最少催行人数】 25名

松江城、堀川遊覧船と足立美術館
Matsue Castle, Horikawa Boat Ride, & Adachi Museum of ArtYGJ-144

ツア一番号1

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ

C E
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

4/14（火）［M012］ 午前発 / 夕刻着
子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 164

港出発 ➡　 ➡ 松江城 ➡　 ➡  　 堀川めぐり ➡　 ➡ 昼食 ➡　 ➡  宍道湖(車窓)
➡　 ➡ 足立美術館 ➡　 ➡ 港到着

A  出雲大社 B日御碕（ひのみさき）神社と灯台
縁結びの神様として知られる大国主大神（お
おくにぬしのおおかみ）が祀られています。
国宝である現在の御本殿は1744年に造営
され、これまで３度の遷宮が行われてきまし
たが、60年ぶりとなる「平成の大遷宮」が終
了しました。その創建の歴史は『古事記』や
『日本書紀』にも記されています。

C国宝松江城
城下町松江のシンボルで、慶長12年から足掛
け5年の歳月をかけて築城しました。千鳥が羽
根を広げたように見える入母屋破風の屋根が
見事なことから、別名「千鳥城」とも呼ばれま
す。山陰地方で唯一現存する天守閣です。

島根半島の西端に位置し、出雲国風土記に
「美佐伎社」と記される古社です。神社は下の
宮「日沈宮」と上の宮「神の宮」という上下二社
からなり、両本社を総称して『日御碕神社』と
呼びます。一方、日御碕灯台は明治３６年に設
置され、高さは43.65m、海面から灯塔の頭上
までは63.30mと日本一の高さを誇ります。

Dとっとり花回廊
総面積50ヘクタール、甲子園球場13個分の広さを誇る日本最大級のフ
ラワーパークです。直径50ｍ、高さ21ｍの大温室フラワードームや１周
１ｋｍ地上25ｍの展望回廊などがあり、季節や天候に関わらず一年中、
あたり一面に咲き香る国内外の花々が観賞できます。

E足立美術館
1970年に開館した足立美術館は、横山大観をはじめ、竹内栖鳳、川合玉
堂、上村松園ら、近代日本画壇の巨匠たちの名画や北大路魯山人の陶
芸、童画、現代日本画など、日本有数のコレクションと、米誌が発表する
2018年日本庭園ランキングで「16年連続日本一」に輝く日本庭園で知
られています。

D

境港
三方を海に囲まれ、日本海側の重要港湾の
街として古くから栄えていました。弓ヶ浜半
島は東南にそびえる大山を背景に風光明媚
な景観を見せ、「日本の白砂青松100選」や
「日本の渚100選」に選ばれています。

境港（イメージ）Ⓒ鳥取県境港（イメージ）Ⓒ鳥取県

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

東
　北

北
　陸

東
　海

近
　畿

四
　国

中
　国

九
　州

海
　外

【最少催行人数】 25名

出雲大社
Izumo Grand Shrine YGJ-209

ツア一番号3

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/14（火）［M012］ 昼発 / 夜着

子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 139 A

港出発 ➡　 ➡ 昼食 ➡　 ➡ 出雲大社宝物殿 ➡  ➡ 出雲大社 ➡　 ➡港到着 
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★広島原爆ドーム（イメージ）★広島原爆ドーム（イメージ）

C

D

錦帯橋（イメージ）錦帯橋（イメージ）

★広島平和記念資料館（イメージ）★広島平和記念資料館（イメージ）

E

岩国城（イメージ）岩国城（イメージ）

主な見どころ

原爆ドームの名で知られる広島平和記念碑
は、広島市に投下された原子爆弾の惨禍を
今に伝える記念碑です。元来は県の様々な
物産を展示するための広島県物産陳列館と
して開館され、原爆投下当時は広島県産業
奨励館と呼ばれていました。平成8年
(1996)世界遺産に登録されました。

C広島原爆ドーム
天橋立、松島と並ぶ日本三景のひとつで、古
代から島そのものが崇拝の対象とされてき
ました。大鳥居と社殿が水上に浮かんだよ
うに見える満潮時の嚴島神社は、優美な建
築美と背後に広がる原始林の美しさとの調
和が高く評価され、平成8年(1996)に世界
遺産に登録されました。

A宮島
被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や資
料を収集・展示するとともに、広島の被爆前
後の歩みや核時代の状況などについて紹介
しています。資料の一つ一つには、人びとの
悲しみや怒りが込められており、核兵器のな
い平和な社会を実現することを願いとして
います。

B広島平和記念資料館

【最少催行人数】 20名

岩国めぐりと錦帯橋
Iwakuni & Kintai BridgeHIJ-129

ツア一番号1

旅 程所要時間 約6時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/6（月）［M011］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 139
$ 149

※合計3時間程歩きます。歩行の困難な方にはお勧めしません。※参加人数が多い場合、ロープウェイは分かれての乗車となります。

D E

港出発 ➡　 ➡ 錦帯橋と吉香公園 ➡　　➡ 岩国城 ➡　　➡   ➡ 昼食 ➡   ➡ 駐車場
➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 20名

広島平和記念資料館と原爆ドーム
Peace Memorial Park, Atomic Bomb Dome & MuseumHIJ-209

ツア一番号2

旅 程所要時間 約3時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/6（月）［M011］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 69 B C

港出発 ➡　 ➡ 広島平和記念資料館・原爆ドーム各自見学 ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 20名

安芸の宮島と嚴島神社
Miyajima / Itsukushima ShrineHIJ-214

ツア一番号3

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
4/6（月）［M011］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 89

※嚴島神社の大鳥居は大規模修繕工事のため、カバーがかかります。また、東回廊も一部改修工事中です。
※動きやすい服装と歩き易い靴でご参加ください。 ※天候により宮島フェリーは運休となる場合がございます。

A

港出発 ➡　 ➡ 宮島口➡ 　　　フェリー ➡ 宮島・嚴島神社 ➡ 　　　フェリー ➡ 宮島口 ➡　 ➡ 港到着 

★写真提供：広島県 ★写真提供：広島県

D錦帯橋
延宝元年（1673）第三代岩国領主吉川広嘉により創建され、錦川の
清流に架かる五連のアーチを描いた木橋です。日本三奇橋の一つとし
て知られ、現在の橋は四代目にあたります。長さ193.3ｍ幅５ｍ、木材
の組合せによって支えられ、巻金とかすがいが使われています。

E岩国城
初代岩国領主吉川広家によって慶長13（1608）年に作られた山城で、
眼下を流れる錦川を天然の外堀にし、標高約200ｍの城山に位置して
いました。三層四階の桃山風南蛮造りでしたが、築城後8年で取り壊さ
れました。現在の天守は、昭和37（1962）年に再建されたものです。

広島
嚴島神社と原爆ドームのふたつの世界文化遺
産を有し、いまや世界的な観光地となった広
島。特に嚴島神社のある宮島は日本三景にも
数えられる日本有数の景勝地です。古くは源
平時代から第二次世界大戦の原爆投下にいた
るまで、歴史の舞台となった名残を今に伝える
場所が多く点在します。

★広島市（イメージ）★広島市（イメージ）

ツアー
運行会杜 東武トップツアーズ株式会社

東
　北

北
　陸

東
　海

近
　畿

四
　国

中
　国

九
　州

海
　外
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四国霊場八十八ヶ所・第75番札所で真言宗善通寺派の総本
山。弘法大師の誕生した地として知られる真言宗最初の根本
道場で、高野山の金剛峯寺、京都の東寺とともに大師三大霊
跡のひとつです。空海ゆかりの国宝や大楠があり、創建当時
の伽藍配置を残しています。

D善通寺
源平合戦の古戦場として知られる屋根の形をした溶岩台地で、屋根
型の山上から眺める波穏やかな瀬戸内海は絶景です。今から約800
年前に源平合戦が繰り広げられた檀ノ浦周辺は、平家が軍船を隠し
た「船隠し」や、那須与一が扇の的の矢の命中を祈った「祈り岩」など
合戦の逸話を伝える史跡が数多く残っています。

E 屋島

善通寺（イメージ）善通寺（イメージ）

D

主な見どころ

築城400年を誇る丸亀のシンボル「丸亀
城」は、全国に現存する『木造天守十二城』
の一つ。内堀から天守にかけて積み重ねら
れた石垣は、扇の勾配と呼ばれる特長的な
曲線を描いており、「石の城」とも形容され
ます。この白亜の三層三階の木造天守は、
国指定重要文化財に指定されています。

C丸亀城
寛永中期（西暦1631年頃）頃、生駒家が
当地の豪族であった佐藤家の庭をもとに
南湖一帯を築庭し、その後松平家が5代
100年余りをかけて延亨2年（西暦1745
年）に完成しました。江戸時代初期の姿
を今に残す回遊式大名庭園で、現在は、
国の特別名勝に指定されています。

A 栗林公園
「こんぴらさん」として親しまれ、象頭山の
中腹に鎮座しています。古来より海の神様、
五穀豊穰・大漁祈願・商売繁盛などの神様
として全国より、善男善女の信仰を集めて
います。参道口から御本宮までは785段、奥
社までは1,368段の石段があり、参道には
旧跡や文化財が多数点在しています。

B金刀比羅宮

A B

C E

栗林公園（イメージ）栗林公園（イメージ）

丸亀城（イメージ）丸亀城（イメージ） 屋島（イメージ）屋島（イメージ）

金刀比羅宮（イメージ）金刀比羅宮（イメージ）

港出発 ➡ 　➡ 金刀比羅宮(表参道付近を散策) ➡   ➡ 金刀比羅宮御本宮参拝 ➡ 　➡
中野うどん学校(うどん打ち体験・昼食) ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

金刀比羅宮と讃岐うどん打ち体験
Kotohiragu Shrine Walking & Udon Noodle Making TourTAK-129

ツア一番号1

旅 程所要時間  約6時間

主な見どころ

B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

3/26（木）［M010］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 114
$ 119

※このツアーでは多数の坂道や約800段の階段の昇降があります。歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※金刀比羅宮では靴を脱いでの参拝となります。　※皆様の打ったうどんは大釜で一緒に茹でます。予めご了承ください。

港出発 ➡ 　➡ 四国村 ➡ 　➡ 栗林公園・掬月亭にて抹茶(煎茶)の試飲 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

高松半日観光
Half Day TakamatsuTAK-204

ツア一番号2

旅 程所要時間  約3時間30分

主な見どころ

A
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

3/26（木）［M010］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 79

※このツアーでは多数の坂道や未舗装の道を歩きます。歩行の困難なお客様にはお勧めしません。　
※掬月亭では靴を脱いでの入場となります。

港出発 ➡ 　➡ 丸亀城〈写真ストップ〉 ➡ 　➡ 屋島展望台園 ➡ 　➡ 善通寺 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

善通寺と屋島展望台
Panoramic Takamatsu & Zentsuji TempleTAK-224

ツア一番号3

旅 程所要時間  約4時間15分

主な見どころ

C D E
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

3/26（木）［M010］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 69

※屋島展望台からの眺望は天候により見えないことがございます。

港出発 ➡ 　➡ 四国村 ➡ 　➡ 栗林公園 ➡ 　➡ 中野うどん学校(うどん打ち体験と試食)
➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

高松市内ハイライト
Takamatsu City HighlightsTAK-234

ツア一番号4

旅 程所要時間  約5時間

主な見どころ

A
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

3/26（木）［M010］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 99

※このツアーでは多数の登り坂や階段を歩きます。歩行の困難なお客様にはお勧めしません。　※うどんは試食のみとなります。
※掬月亭でのお茶代は含まれておりません。　※皆様の打ったうどんは大釜で一緒に茹でます。予めご了承ください。

讃岐うどん打ち体験（イメージ）讃岐うどん打ち体験（イメージ）

高松
香川県の中央に位置。波静かな瀬戸内海に面
しており、年間を通じて温暖な気候に恵まれて
います。市内には、世界に誇る美しい日本庭園
「栗林公園」や瀬戸内海が一望できる「屋島」
があります。また、「うどん県」と宣言した讃岐
うどんのメッカとして、また「こんぴらさん」とし
て親しまれる金刀比羅宮など、お楽しみスポッ
トに恵まれています。

金刀比羅宮（琴平町）（イメージ）金刀比羅宮（琴平町）（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

東
　北

北
　陸

東
　海

近
　畿

四
　国

中
　国

九
　州

海
　外
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主な見どころ

A松山城
松山市の中心部、標高132ｍの勝山に築かれた
松山城。山頂に本丸、裾野には史跡庭園となって
いる二之丸と、堀之内公園として親しまれている
三之丸が広がります。関ヶ原の戦いで活躍した
加藤嘉明が初代藩主となり、慶長7年（1602）か
ら四半世紀もの歳月をかけて築城しました。「現
存十二天守」の一つで、城内には21棟の重要文
化財があります。

B 道後温泉
道後温泉本館は、日本最古といわれる道後温
泉のシンボルで、「神の湯」に代表される温泉
施設です。道後温泉本館の一番の魅力は、平成
6年(1994)に日本の公衆浴場として初めて国
の重要文化財に指定されながら、博物館化せ
ずに現役の公衆浴場として営業を続けている
ところです。

C内子
江戸後期から明治時代にかけて、木蝋と和紙の
生産で栄えた内子町。往時の面影を残す町並み、
八日市・護国地区には、白壁や格子戸の古い家屋
約80軒が立ち並んでいます。木蝋資料館上芳我
邸や本芳我邸、大村家などは国の重要文化財に
指定されています。また、大正時代の芝居小屋・
内子座など、見逃せない施設が盛り沢山です。

D今治
今治は、しまなみ海道の四国側の玄関口。かつて伊予水軍が本拠を構えた
ことで知られる来島海峡は、有名な景勝地です。この海峡に架かる来島海
峡大橋はしまなみ海道一の規模を誇っており、橋上から眺める景色は正に
絶景です。また、日本最大のタオル産地として、その品質と共にその名を全
国に知られています。

E 子規記念博物館
松山市立子規記念博物館は、正岡子規の世界をとおして、より多くの人び
とが松山の歴史や文学に親しみ、理解を深めていただくために開設され
た文学系の博物館です。現在およそ6万点の実物資料や書籍を収蔵して
おり、正岡子規の一生を紹介する常設展示のほか、年2～3回の特別展・特
別企画展、また各種のイベントを開催しています。

※歩行の困難な方にはお勧めしません。　※道後温泉の入浴は含まれていません。また、本館は改装中です。
※松山城や昼食会場に入るときは、靴を脱ぐ必要があります。
※桜の開花状況によっては混雑が予想され、所要時間、行程が変更となる場合があります。

【最少催行人数】 25名

松山終日観光
Best of MatsuyamaMYJ-104

ツア一番号1

旅 程所要時間 約7時間30分

主な見どころ

A B E
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

3/28（土）［M010］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 139
$ 149

港出発 ➡　 ➡ 松山城 ➡　 ➡ 道後温泉エリア散策 ➡  ➡ 子規記念博物館 ➡  ➡ 
昼食 ➡　 ➡ 坂の上の雲ミュージアム ➡　 ➡ 秋山兄弟生誕地 ➡　 ➡ 港到着

※長距離の歩行、階段の昇降があります。歩行の困難な方にはお勧めしません。
※内子座、昼食会場、臥龍山荘に入るときは、靴を脱ぐ必要があります。　※バス駐車場所から臥龍山荘まで約10分歩きます。

【最少催行人数】 25名

内子と大洲観光
Uchiko & OzuMYJ-114

ツア一番号2

旅 程所要時間 約7時間30分

主な見どころ

C
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

3/28（土）［M010］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 139
$ 149

港出発 ➡　 ➡ 内子（町並み散策） ➡昼食 ➡　 ➡ 大洲まちの駅あさもや（駐車場下車のみ）
➡  ➡ 臥龍山荘 ➡  ➡ 大洲まちの駅あさもや（ショッピング） ➡　 ➡ 港到着

C

 内子 八日市・護国地区（イメージ） 内子 八日市・護国地区（イメージ）

B

道後温泉本館（イメージ・現在本館改装中）道後温泉本館（イメージ・現在本館改装中）

しまなみ海道 来島海峡大橋（イメージ）しまなみ海道 来島海峡大橋（イメージ）

D

松山
愛媛県の県庁所在地。市の中心部にある道
後温泉は、夏目漱石が描いた小説「坊っちゃ
ん」の舞台として有名です。また、松山城は日
本で12か所のみ残る「現存12天守」のうちの
ひとつで、江戸時代以前に建造された天守を
有する城郭の一つです。

松山城（イメージ）松山城（イメージ）

ツアー
運行会杜

※タオルミュージアム内のタオルは今治の上質なタオルですが、「今治」ブランドタオルではありません。　※歩行の困難な方にはお勧めしません。
※昼食は海鮮ランチを提供します。メニューの変更はできません。

【最少催行人数】 25名

しまなみ海道と今治
Imabari and Shimanami-KaidoMYJ-119

ツア一番号3

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ

D
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

3/28（土）［M010］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 139
$ 149

港出発 ➡　 ➡ タオル美術館 ➡　 ➡来島海峡展望館〈写真ストップ〉 ➡　 ➡
昼食 ➡　 ➡ 亀老山展望公園 ➡　 ➡ 港到着

※歩行の困難な方にはお勧めしません。　※道後温泉の入浴は含まれていません。また、本館は改装中です。
※松山城に入るときは、靴を脱ぐ必要があります。
※桜の開花状況によっては混雑が予想され、所要時間、行程が変更となる場合があります。

【最少催行人数】 25名

松山ハイライトツアー
Highlights of MatsuyamaMYJ-204

ツア一番号4

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ

A B
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

3/28（土）［M010］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 99

港出発 ➡　 ➡ 道後温泉エリア散策 ➡　 ➡ 石手寺参拝 ➡　 ➡ 松山城 ➡　 ➡港到着

※道後温泉の本館は改装中です(別館飛鳥乃湯泉を利用します）。
※慢性疾患のある方、心臓病の方はご遠慮ください。

【最少催行人数】 25名

道後温泉入浴と子規記念博物館
Dogo Onsen Hot Spring and Shiki MuseumMYJ-214

ツア一番号5

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ

B E
出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

3/28（土）［M010］ 午前発 / 午後着
子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 109

港出発 ➡　 ➡ 道後温泉別館 飛鳥乃湯泉（入浴）・道後温泉近隣散策 ➡  ➡ 子規記念博物館
➡　 ➡港到着

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

A高知城 B  桂浜

【最少催行人数】 25名

「モネの庭」マルモッタンと高知県立牧野植物園
Monet's Garden with a local guideKCZ-144

ツア一番号1

旅 程所要時間 約7時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/27（金）［M010］、4/5（日）［M011］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 139

港出発 ➡　 ➡ 「モネの庭」マルモッタン・昼食 ➡　 ➡ 高知県立牧野植物園 ➡　 ➡ 港到着

※本ツアーは屋外を2時間ほど歩きます。歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※各施設では解説員による説明がありますが、施設の事情により予告なくキャンセルされる場合があります。

【最少催行人数】 25名

高知城と桂浜
Kochi Castle & Katsurahama BeachKCZ-204

ツア一番号2

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/27（金）［M010］、4/5（日）［M011］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 99

※高知城では段差の大きい階段を200段程登ります。

港出発 ➡　 ➡ 高知城 ➡　 ➡ はりまや橋（車窓） ➡　 ➡ 坂本龍馬記念館 ➡　 ➡ 

桂浜（坂本龍馬像） ➡　 ➡ 港到着

A B

【最少催行人数】 25名

鰹のタタキ わら焼き体験
Katsuo Tataki ExperienceKCZ-314

ツア一番号3

旅 程所要時間 約4時間45分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/27（金）［M010］、4/5（日）［M011］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 109

※天候等によりかつお漁が不漁の場合、生魚に代わり冷凍のかつおを使用する場合がございます。 ※汚れてもよい服装でご参加ください。

B

港出発 ➡　 ➡ 竹林寺 ➡　 ➡ 鰹わら焼き体験・昼食 ➡　 ➡ 坂本龍馬記念館 ➡　 ➡
桂浜（坂本龍馬像） ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 5名

坂本龍馬ゆかりの地散策
Sakamoto Ryoma Walking TourKCZ-389

ツア一番号4

旅 程所要時間 約3時間20分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/27（金）［M010］、4/5（日）［M011］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 24
$ 40

※港のシャトルバス乗場でシャトルバスチケットをお渡しします。（ツアー代金に含まれます。）スタッフがバスターミナルでお待ちしております。
※歩行の困難なお客様にはお勧めしません。 ※徒歩ツアーで訪れる順序は不同です。
※天候不良の場合、催行中止となる場合があります。

港出発 ➡シャトルバス利用　  ➡ はりまや橋バスターミナル ➡  徒歩ツアー（龍馬の生まれた街記念館、
坂本龍馬生誕地、史跡めぐり等）➡ シャトルバス利用　  ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

龍河洞と桂浜
Ryugado Cave & Katsurahama Beach KCZ-479

ツア一番号5

旅 程所要時間 約5時間15分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/27（金）［M010］、4/5（日）［M011］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 119

※龍河洞内はアップダウンがあり、階段も多く未舗装の道を歩きます。歩行の困難なお客様や狭い場所が苦手なお客様にはお勧めしません。
※龍河洞内は気温が低いため上着やウインドブレーカーをご用意ください。

港出発 ➡　 ➡ 龍河洞 ➡　 ➡ はりまや橋（車窓）、高知城〈写真ストップ〉 ➡　 ➡
桂浜（坂本龍馬像） ➡　 ➡ 港到着

A B C

【最少催行人数】 25名

大歩危観光
Oboke Gorges KCZ-489

ツア一番号6

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/27（金）［M010］、4/5（日）［M011］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 159

※車いす利用の方、歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※上着やウインドブレーカーをご用意ください。　※天候不良または川の増水により催行中止となる場合があります。

D

港出発 ➡　 ➡ 祖谷のかずら橋 ➡　 ➡ 地元ホテルまたはレストランにて昼食・大歩危、吉野川遊覧 　　　
➡　 ➡ 港到着

高知城は現存12天守のひとつで、土佐藩初代藩
主山内一豊によって着工され、1603（慶長8）年
本丸、二ノ丸が完成しました。4層6階の天守は、
一豊の前居城である掛川城の天守を模したとい
われています。現在、本丸内の本丸御殿がすべて
残っているのは12天守のうち高知城だけです。

C龍河洞
香美市にある鍾乳洞で、日本三大鍾乳洞のひとつ
に数えられています。1934年に国の天然記念物
に指定され、2007年には日本の地質100選にも
選定されています。出口付近に弥生時代の穴居生
活の跡があり、特に石炭華に包まれた弥生式土
器は世界的にも珍しいとされています。

D大歩危（おおぼけ）
2億年の時を経て四国山地を横切る吉野川の激流によって創られた約8ｋｍにわたる溪谷で、大理石の彫
刻がそそりたっているかのような美しい景観を誇ります。そのちょっと変わった名前の由来は、断崖を意味
する古語「ほき（ほけ）」から付けられたという説と、「大股で歩くと危ないから大歩危」という説があります。

高知県を代表する景勝地の一つ。古来より月の
名所として知られ、“月の名所は桂浜……”と
「よさこい節」にも唄われています。東端の龍頭
岬に幕末の志士坂本龍馬の銅像が、太平洋の
荒波に向かって建っています。

★高知城（イメージ）★高知城（イメージ）

A

★桂浜 坂本龍馬像（イメージ）★桂浜 坂本龍馬像（イメージ）

B

★龍河洞（イメージ）★龍河洞（イメージ）

C

大歩危（イメージ）大歩危（イメージ）

D

★写真提供：（公財）高知県観光コンベンション協会

高知
高知県の県都高知市は、西方と北方に山地
があり、東方には田園、南方には太平洋に
臨む、自然に恵まれた都市です。桂浜、はり
まや橋、高知城など観光の拠点ともなって
います。

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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★桂浜（イメージ）★桂浜（イメージ）
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主な見どころ

Aハウステンボス
オランダの街並みを再現した日本最大級のテー
マパーク。四季折々の花々、ここでしか体験でき
ない様々なゲームアトラクション、音楽やショー
もお楽しみいただけます。

B有田
17世紀初頭、磁器の原料となる陶石が発見さ
れて以来、日本で初めて磁器が焼かれた産地と
して、食器や美術工芸品を中心としたものづく
りを続けている街です。

C 平戸ザビエル記念教会
禁教が解けて住み始めた信徒が、大天使聖ミカ
エルに捧げた教会で、献堂40年にザビエル像
を建てて「平戸ザビエル記念聖堂」とよばれる
ようになりました。エメラルドグリーンの外装と
木彫の内装が神聖な雰囲気をかもしだしてい
ます。

D 嬉野温泉
九州屈指の名泉として知られ、源泉は17ヶ所
で湯量も豊富です。江戸時代の嬉野温泉は長
崎街道の宿場町として栄え、今でも嬉野川の
清流に沿って60軒余の宿が軒をつらねてい
ます。

F佐世保港
海上自衛隊、海上保安庁、米海軍があり、往時の
「軍港」の歴史を今に伝えています。様々な船舶
が行き交う佐世保港を巡ります。

E 九十九島
佐世保港の外側から北へ25kmにわたり島々が
点在する海域のことで、島の密度は日本一とい
われています。複雑に入り組んだリアス海岸と
208の島々が織りなす美しい自然景観が広がっ
ています。

CC

平戸ザビエル記念教会（イメージ）
写真提供：（一社）長崎県観光連盟 
平戸ザビエル記念教会（イメージ）
写真提供：（一社）長崎県観光連盟 

EE

九十九島（イメージ） ©SASEBO九十九島（イメージ） ©SASEBO

佐世保
佐世保市は、長崎県北部に位置し、
西海国立公園「九十九島」に代表さ
れる、豊かな自然に恵まれた街です。
旧海軍の軍港として栄えた歴史をも
ち、現在は米海軍基地を有する、国
際色豊かな港街でもあります。

港町佐世保（イメージ） 写真提供：佐世保観光コンベンション協会港町佐世保（イメージ） 写真提供：佐世保観光コンベンション協会
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ツアー
運行会杜

東武トップツアーズ株式会社

港出発 ➡ 　➡ ハウステンボス（自由行動/各自昼食） ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 40名

ハウステンボス自由観光 ※ガイドなし
Huis Ten Bosch Park On Your OwnSS2-184

ツア一番号1

旅 程所要時間  約5時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/20(金)［M009］、4/9(木)［M011］、5/8(金)［M015］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 139
$ 159 A

※１DAYパスポート（入場＋約50のアトラクション施設利用）付き

港出発 ➡ 　➡ 有田ポーセリンパーク ➡ 　➡ 有田焼窯元深川製磁ギャラリーとトンバイ塀 ➡ 
泉山磁石場〈写真ストップ〉 ➡ 　➡ 佐賀県立九州陶磁文化館 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 40名

有田焼きの町めぐり
Arita Pottery HistorySS2-204

ツア一番号2

旅 程所要時間  約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/20(金)［M009］、4/9(木)［M011］、5/8(金)［M015］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 104 B

港出発 ➡ 　➡ 田平天主堂 ➡ 　➡ 川内峠〈写真ストップ〉 ➡ 　➡  
平戸ザビエル記念教会 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 40名

キリシタンの歴史
History og Hidden ChristianSS2-209

ツア一番号3

旅 程所要時間  約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/20(金)［M009］、4/9(木)［M011］、5/8(金)［M015］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 99 C

※平戸ザビエル記念教会までは片道約15分歩き、約70段の階段がありますので、歩行の困難な方にはお勧めいたしません。
※歩きやすい服装と靴でご参加ください。　※教会内は撮影禁止です。 　※教会内では靴をお脱ぎいただきます。
※大聖堂は行事のために予告なく閉館する場合があります。

港出発 ➡ 　➡ 嬉野温泉（入浴・昼食） ➡ 　➡ うれしのお茶ちゃ村 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 40名

嬉野温泉
Ureshino OnsenSS2-214

ツア一番号4

旅 程所要時間  約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/20(金)［M009］、4/9(木)［M011］、5/8(金)［M015］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 139
$ 139 D

※フェイスタオルは付いております。　※館内では靴をお脱ぎいただきます。　※昼食・入浴の順序は入れ替わる場合がございます。
※入れ墨・タトゥーのある方、心疾患・高血圧・皮膚疾患・呼吸器疾患の方、飲酒されている方はご入浴いただけません。　※歩行困難な方にはお勧めいたしません。
※温泉内は撮影禁止です。　※温泉内での規則にしたがってご入浴ください。（入浴時は、服・タオル・水着の着用禁止）

港出発 ➡ 　➡ 　   九十九島遊覧船乗船（遊覧船） ➡ 　➡ 展海峰〈写真ストップ〉➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 40名

九十九島遊覧船
Kujyuku-shima Isalands CruiseSS2-219

ツア一番号5

旅 程所要時間  約3時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/20(金)［M009］、4/9(木)［M011］、5/8(金)［M015］ 午前発 / 昼着

子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 99 E

※天候不良の際、遊覧船は欠航となる場合があります。
※展海峰は３４段の階段を上りますので、歩行の困難な方にはお勧めいたしません。

港出発 ➡  ➡ 　   SASEBO軍港クルーズ（遊覧船） ➡ 　➡ 海上自衛隊佐世保資料館 ➡ 　➡
展海峰〈写真ストップ〉➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 40名

佐世保市とSASEBO軍港クルーズ
Sasebo City & Chartered Naval Harbor CruiseSS2-244

ツア一番号6

旅 程所要時間  約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/20(金)［M009］、4/9(木)［M011］、5/8(金)［M015］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 99 F

※SASEBO軍港クルーズの予約受付は３ヶ月前からとなるため、予約状況により催行中止となる場合があります。尚、出発・到着時刻は、変更となる場合があります。
※天候不良の際、SASEBO軍港クルーズは欠航となる場合があります。
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虹の松原（イメージ） 虹の松原（イメージ） 

櫛田神社（イメージ） 櫛田神社（イメージ） 柳川 川下り（イメージ） 柳川 川下り（イメージ） 

CB

E

A唐津
古代より唐など大陸への玄関口として栄えてき
た唐津。多彩な文化が育まれてきた一方で、豊か
な自然によって多くの恩恵がもたらされていま
す。この町で作られる唐津焼は、深い茶色の釉薬
を使った素朴な造形で知られ、茶道の器として
ももてはやされてきました。

E櫛田神社
博多祇園山笠が奉納される神社で、飾り山笠が一年中展示されています。博
多っ子からは「お櫛田さん」の愛称で親しまれている、博多の総鎮守です。祭
神は正殿に大幡主命（櫛田宮）・左殿に天照皇大神（大神宮）・右殿に素戔鳴
尊（祇園宮）の三神で拝殿には３つの鈴が並んでいます。

D太宰府天満宮
太宰府天満宮は、菅原道真公の墓所の上に社殿を造営し、その御神霊を永久
にお祀りしている神社。「学問・至誠・厄除けの神様」として、日本全国はもとよ
り広く世の崇敬を集め、年間に約800万人の参拝者が訪れています。

B虹の松原
唐津湾沿いに、虹の弧のように連なる松原。唐津
藩初代藩主、寺沢志摩守広高が、防風・防潮林と
して植林したのが始まりで、全長約4.5km、幅約
500mにわたって続く松は、約100万本と言われ
ています。日本三大松原の一つに数えられ、国の
特別名勝に指定されています。

C柳川
有明海の恵みと広大な筑後平野に抱かれた柳川
には、約二千年前の弥生時代から営まれる悠久
の歴史があります。旧城下町では、ドンコ舟に
乗ってお堀めぐりが楽しめ、掘割と呼ばれる水路
を巡りながら昔ながらの町の風情を眺めるのも
一興です。

主な見どころ

港出発 ➡ 　➡ 唐津市内窯元 ➡ 　➡ 唐津城 ➡ 　➡ 昼食 ➡ 　➡
唐津曳山展示場・唐津神社 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

唐津焼と唐津城
Karatsu & Karatsu Castle  FUK-134

ツア一番号1

旅 程所要時間  約6時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
5/14(木)［M016］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 124 A

港出発 ➡ 　➡ 大濠公園日本庭園 ➡ 　➡ 櫛田神社 ➡ 　➡ 博多町家ふるさと館
➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

大濠公園日本庭園、櫛田神社と博多町家ふるさと館
Kushida Shrine, Japanese Garden & Folk MuseumFUK-204

ツア一番号2

旅 程所要時間  約4時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/18(水)［M009］
5/14(木)［M016］

昼発 / 午後着
午前発 / 昼着 子供1名様

大人1名様

$ 54
$ 64 E

※長い階段の昇降があります。歩行の困難な方にはお勧めいたしません。
※窯元での絵付け体験はございません。　※3/18（水）の設定はございません。

港出発 ➡ 　➡ 太宰府天満宮 ➡ 　➡ 櫛田神社 ➡ 　➡ 福岡タワー ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

櫛田神社と太宰府天満宮、福岡タワー
Kushida & Dazaifu Tenmangu Shrines & Fukuoka TowerFUK-209

ツア一番号3

旅 程所要時間  約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/18(水)［M009］
5/14(木)［M016］

昼発 / 夕刻着
午前発 / 午後着 子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 69 D E

港出発 ➡ 　➡ 太宰府天満宮 ➡ 　➡ 九州国立博物館 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

太宰府天満宮と九州国立博物館 
Dazaifu Tenmangu Shrine & Kyushu National MuseumFUK-214

ツア一番号4

旅 程所要時間  約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/18(水)［M009］
5/14(木)［M016］

昼発 / 夕刻着
午前発 / 午後着 子供1名様

大人1名様

$ 54
$ 64 D

港出発 ➡ 　➡ 唐津城 ➡ 　➡ 虹の松原〈写真ストップ〉 ➡ 　➡ 唐津曳山展示場 ➡  ➡
唐津神社 ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

唐津城と虹の松原
Karatsu Castle & Niji no MatsubaraFUK-229

ツア一番号5

旅 程所要時間  約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/18(水)［M009］ 昼発 / 夕刻着

子供1名様

大人1名様

$ 64
$ 74 A B

※長い階段の昇降があります。歩行の困難な方にはお勧めいたしません。　※5/14（木）の設定はございません。

港出発 ➡ 　➡ 柳川川下り ➡ 　➡ 柳川藩主立花邸 御花（昼食・見学） ➡ 　➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

柳川川下りと柳川藩主立花邸 御花
Yanagawa River ExperienceFUK-244

ツア一番号6

旅 程所要時間  約6時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 139 C

※3/18（水）の昼食時刻は、14:00頃の予定です。

3/18(水)［M009］
5/14(木)［M016］

昼発 / 夜着
午前発 / 午後着

博多
古きよき情緒と人情、近代的なスポットが
同居する活気あふれる街博多。国際都市
としてもエネルギッシュに発展を続けてい
ます。

太宰府天満宮（イメージ）　写真提供：福岡観光連盟 太宰府天満宮（イメージ）　写真提供：福岡観光連盟 

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

A地獄めぐり
『血の池地獄』『海地獄』『鬼石坊主地獄』『か
まど地獄』『龍巻地獄』『白池地獄』『鬼山地
獄』。この別府の七つの“地獄”をまわること
を『別府地獄めぐり』と呼びます。この風習は
古く、江戸時代には始まっていたと記録が
残っています。

D高崎山自然動物園
園内には1000頭を超える野生のサルが生息
しており、自然のままの姿が見られます。群れ
単位で動くサルの姿は圧巻です。サルの方か
ら寄ってくることもあるかもしれません。

E 臼杵(うすき)石仏
山肌の岩壁に刻まれている60余体の石仏は、平安
から鎌倉時代にかけて作られたとされ、59体は国宝
に指定されています。その規模と数量、彫刻の質の
高さから、国を代表する石仏群と言われています。

F臼杵城跡と城下町
キリシタン大名として知られた大友宗麟の居
城だった臼杵城は、現在は公園となっていま
す。公園内には、天正14年（1586年）に島津
藩の軍勢を撃退したと伝えられる大砲「国
崩」のレプリカがあります。

G 耶馬溪(やばけい)
水の景勝地として知られる耶馬渓は、複雑な
渓谷が生み出す眺めから日本三大奇勝の一
つにも数えられています。地域内には六十六
もの絶景が点在し、それぞれに特色を見せて
います。

B宇佐神宮
宇佐神宮は全国に約40,600社あまりある八
幡様の総本宮です。八幡大神（応神天皇）・比
売大神・神功皇后をご祭神にお祀りし、725年
に創建されました。皇室第二の宗廟(そうびょ
う)として御崇敬になり、一般の人々にも鎮守
の神として古来より広く親しまれてきました。

C 由布院温泉
由布岳の裾野に広がる人気の温泉地です。
「アートの街」としての一面も持ち、美術館な
どの施設が点在しており、おしゃれなレスト
ランやお店も軒を連ねています。金鱗湖から
湯の坪街道を歩いて情緒ある温泉街の雰囲
気をお楽しみいただけます。

A

海地獄（イメージ）海地獄（イメージ）

【最少催行人数】 25名

宇佐神宮と地獄めぐり
Usa Jingu Shrine & Boiling Hell Hot Springs BPU-204

ツア一番号1

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/22（日）［M009］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 84
$ 94

※血の池地獄・海地獄には足湯があります。ご利用の方はタオルをご持参ください。

A B

港出発 ➡　 ➡ 宇佐神宮 ➡　 ➡ 海地獄 ➡　 ➡ 血の池地獄 ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

別府地獄めぐりツアー 
Jigokumeguri TourBPU-209

ツア一番号2

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/22（日）［M009］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 69

※血の池地獄・海地獄には足湯があります。ご利用の方はタオルをご持参ください。

A

港出発 ➡　 ➡ 海地獄 ➡　 ➡ 血の池地獄 ➡　 ➡ 龍巻地獄 ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

耶馬溪、青の洞門と羅漢寺 
Yabakei Gorge BPU-229

ツア一番号3

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/22（日）［M009］ 午前発 /午後着

子供1名様

大人1名様

$ 84
$ 94

※耶馬溪観光リフトは、車イスでのご利用はできません。
※一部狭い階段を上ります。

G

港出発 ➡　 ➡ 耶馬溪橋 ➡　 ➡ 青の洞門 ➡　 ➡ 耶馬溪観光リフト ➡ 羅漢寺
➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

臼杵石仏と臼杵城跡 
Usuki Stone Buddhas & Castle RuinsBPU-239

ツア一番号4

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/22（日）［M009］ 午前発 /午後着

子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 84

※約1kmを散策します。また、長く険しい坂を登りますので歩行の困難な方にはお勧めいたしません。

E F

港出発 ➡　 ➡ 臼杵石仏 ➡　 ➡ 臼杵城跡 ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

由布院観光と立ち寄り温泉
Yufuin Village & OnsenBPU-244

ツア一番号5

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/22（日）［M009］ 午前発 /午後着

子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 89

※温泉にタオルは用意されています。

C

港出発 ➡　 ➡ 金鱗湖／由布院にて自由散策 ➡　 ➡ 立ち寄り温泉 ➡　 ➡ 港到着

別府
別府温泉として全国的に知られる国際観光
温泉文化都市。日本の総源泉数の約10分の
1を占め、湧出湯量も日本最大です。国際会
議観光都市にも認定されており、毎年800
万人を超える観光客が訪れる九州有数の観
光地です。

別府市（イメージ）別府市（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

【最少催行人数】 25名

高崎山自然動物園と地獄めぐり 
Mt. Takasaki Monkey Park & Boiling Hell Hot SpringsBPU-249

ツア一番号6

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/22（日）［M009］ 午前発 /午後着

子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 89

※血の池地獄、海地獄には足湯があります。ご利用の方はタオルをご持参ください。
※高崎山自然動物園のサルは野生ですので、ご覧になれない場合もございます。
※サルに触ったり、餌を与えたり、じっと見つめないようにしてください。

A D

港出発 ➡　 ➡ 高崎山自然動物園 ➡　 ➡ 血の池地獄 ➡　 ➡ 海地獄 ➡　 ➡ 港到着
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主な見どころ

A飫肥（おび）
飫肥は、天正16年(1588)から明治初期までの280年余り飫肥藩・
伊東家5万1千石の城下町として栄えました。昭和52年(1977)に重
要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

B鵜戸神宮
鵜戸崎と呼ばれる岬にあり、日本神話に語られる山幸彦・海幸彦の伝
説の舞台となった場所として知られ、地元では親しみを込めて「鵜戸さ
ん」と呼ばれ人々の信仰を集めています。

C青島神社
「鬼の洗濯板」と呼ばれる波状岩に囲まれた青島にある神社。1200
年以上も前からあると伝わり、亜熱帯植物のビロウ樹におおわれた
姿が神秘的です。

D焼酎蔵元
本格焼酎の出荷量が日本一となった宮崎県。芋焼酎に代表される宮
崎の焼酎、その蔵元を訪ね醸造の過程を見学し、ちょっぴり試飲も
お楽しみいただけます。

A

飫肥城跡（イメージ）飫肥城跡（イメージ）

C

青島 鬼の洗濯板（イメージ）青島 鬼の洗濯板（イメージ）

B

鵜戸神宮（イメージ）鵜戸神宮（イメージ）

C

青島神社（イメージ）青島神社（イメージ）

【最少催行人数】 25名

青島と飫肥城下町
Aoshima & Obi Castle TownKMI-104

ツア一番号1

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/17（火）［M009］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 139
$ 149 A C

港出発 ➡　 ➡ 飫肥城跡 ➡　 ➡ 青島神社 ➡　 ➡ レストランにて昼食 ➡　 ➡
道の駅 フェニックス散策・買い物  　➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

青島と焼酎蔵元
Aoshima & Shouchu BreweryKMI-204

ツア一番号2

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/17（火）［M009］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 64
$ 79 C D

港出発 ➡　 ➡ 青島神社 ➡　 ➡ 道の駅 フェニックス散策・買い物  　 ➡　 ➡ 焼酎蔵元見学
➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 25名

鵜戸神宮と飫肥城跡
Udo Jingu Shrine & Obi CastleKMI-209

ツア一番号3

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/17（火）［M009］ 午前発 / 昼着

子供1名様

大人1名様

$ 84
$ 89 A B

港出発 ➡　 ➡ 飫肥城跡 ➡　 ➡ 鵜戸神宮 ➡　 ➡ 港到着

鵜戸神宮（イメージ）鵜戸神宮（イメージ）

風光明媚な宮崎県の日南海
岸に位置し、東側に日向灘を
臨み、黒潮の恵みを受けて
１年をとおして温暖な気候に
恵まれています。

油津（宮崎）
青島（イメージ）青島（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

A知覧
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。

B指宿（いぶすき）
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。

C桜島
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。

D 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。

E 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。

G 霧島温泉
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。

H維新ふるさと館
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ります。

F 仙巌園（磯庭園）
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。

知覧武家屋敷（イメージ）　 ©P.K.N知覧武家屋敷（イメージ）　 ©P.K.N

A

池田湖（イメージ）池田湖（イメージ）

D

【最少催行人数】 20名

桜島火山と仙巌園・尚古集成館 
Highlights of KagoshimaKOJ-204

ツア一番号3

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

子供1名様

大人1名様

$ 69
$ 89

※天候により桜島がご覧になれない場合があります。　※歩行の困難な方にはお勧めいたしません。

C F

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

【最少催行人数】 20名

維新ふるさと館、仙巌園・尚古集成館と照國神社
Shokoshuseikan & Ishin Furusato Museum Garden & Terukuni ShrineKOJ-209

ツア一番号4

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/21（土）［M009］、4/27（月）［M013］、5/12（火）［M016］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 79

※天候により桜島がご覧になれない場合があります。
※歩行の困難な方にはお勧めいたしません。

F H

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 

【最少催行人数】 20名

霧島温泉と霧島神宮（食事なし）
Krishima OnsenKOJ-234

ツア一番号5

旅 程所要時間 約6時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

子供1名様

大人1名様

$ 65
$ 89

※食事なしのプランとなります。
※ホテル内のレストランは、日帰り入浴の方はご利用いただけません。前後に船でお食事をおとりください。
※バスタオルの貸出しは有料となります（フェイスタオルは無料）。 ※霧島ホテルの大浴場は、一部混浴となります。
※入れ墨・タトゥーのある方、心疾患・高血圧・皮膚疾患・呼吸器疾患の方、飲酒されている方はご入浴いただけません。

G

港出発 ➡　 ➡ 霧島神宮 ➡　 ➡ 霧島温泉（入浴） ➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 20名

鹿児島終日観光
Best of KagoshimaKOJ-104

ツア一番号1

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/21（土）［M009］、5/12（火）［M016］
4/27（月）［M013］

午前発 / 午後着
午前発 / 夕刻着 子供1名様

大人1名様

$ 119
$ 129

※天候により桜島がご覧になれない場合があります。　※歩行の困難な方にはお勧めいたしません。

C F

港出発 ➡　 ➡ 酒蔵見学 ➡　 ➡ 仙巌園・尚古集成館（昼食・見学） ➡　 ➡  鹿児島港 ➡　　　
　  フェリー ➡ 桜島港 ➡　 ➡ 有村溶岩展望所 ➡　 ➡ 桜島港 ➡　  フェリー ➡ 鹿児島港
➡　 ➡ 港到着

【最少催行人数】 20名

指宿砂風呂と薩摩伝承館
Ibusuki Sand Bath, Satsuma Denshokan MuseumKOJ-154

ツア一番号2

旅 程所要時間 約7時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

子供1名様

大人1名様

$ 129
$ 149

※薩摩伝承館では、1階でのフラッシュ撮影、2階での撮影は禁止されています。 ※入れ墨、タトゥー、心臓病、高血圧の方はご入浴いただけません。
※砂蒸し、昼食の順序は、入れ替わる場合があります。

B D

港出発 ➡　 ➡ 薩摩伝承館 ➡　 ➡ ホテルにて砂蒸し/昼食 ➡　 ➡ 池田湖〈写真ストップ〉
➡　 ➡  港到着

3/21（土）［M009］、5/12（火）［M016］
4/27（月）［M013］

午前発 / 午後着
午後発 / 夕刻着

3/21（土）［M009］、5/12（火）［M016］
4/27（月）［M013］

午前発 / 午後着
昼発 / 夕刻着

3/21（土）［M009］、5/12（火）［M016］
4/27（月）［M013］

午前発 / 午後着
午前発 / 夕刻着

【最少催行人数】 20名

知覧武家屋敷と知覧特攻平和会館 
Chiran Samurai Houses & Kamikaze MuseumKOJ-264

ツア一番号6

旅 程所要時間 約4時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/21（土）［M009］、4/27（月）［M013］、5/12（火）［M016］ 午前発 / 午後着

子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 59 A E

港出発 ➡　 ➡ 知覧特攻平和会館 ➡　 ➡ 知覧武家屋敷 ➡　 ➡ 港到着

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、
格調高い文化あふれる街です。
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
めです。

桜島（イメージ）桜島（イメージ）

東武トップツアーズ株式会社ツアー
運行会杜
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ダイヤモンド・プリンセス

日本発着クルーズ
海外寄港地観光のご案内

このページ以降に掲載の海外において実施される寄港地観光は、
株式会社カーニバル・ジャパンが企画・実施するものではありません。
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への取り次ぎを
しているに過ぎません。諸条件については、船内でご確認ください。

重　要

MEMO



主な見どころ

A梵魚寺（ポモサ）
梵魚寺は678年に建立され、韓国五大寺院の
ひとつに数えられる由緒正しい寺です。7世
紀に建てられた優雅な3階建ての塔、1614年
に建てられた色鮮やかな本堂があり、釜山の
主要観光地としても知られています。

B チャガルチ市場
この市場は、魚介類専門市場として韓国一の
規模を誇っています。毎日夜明け前から300
種を超える魚介類が次々と運び込まれ、活気
に溢れています。ここに来たなら、是非韓国式
の刺身を楽しんでみてください。

C 佛国寺と古墳公園
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。また、ユネスコの世界遺産であり、7世
紀に建立された仏教寺院である佛国寺があ
ります。

D 慶州市
韓国の歴史文化都市。新羅王国の都であり、
佛国寺等がユネスコの世界遺産に登録され
ています。新羅王国時代の別宮で、華麗な宮
殿跡の雁鴨池や古都新羅の絢爛なる文化遺
産を現代に保存する目的で設立された慶州
国立博物館等があります。

E甘川文化村
「韓国のマチュピチュ」とも呼ばれるこの村
には、カラフルな色で塗られた家屋が、山肌
にぎっしりと建ち並んでいます。街全体が路
上美術館として楽しめ、近年人気のスポット
です。

F 海東龍宮寺
釜山の東海岸に位置し、韓国ではめずらしく
海辺に面しています。寺の背景に青い海が望
め、景観が美しいことでも有名です。1376年
高麗時代に創建されたと伝えられ、海を眺め
て建つ海水観音大仏をはじめ、多くの見どこ
ろがあります。

B

チャガルチ市場（イメージ）チャガルチ市場（イメージ）

C

佛国寺（イメージ）佛国寺（イメージ）

A

梵魚寺（イメージ）梵魚寺（イメージ）

F

海東龍宮寺（イメージ）海東龍宮寺（イメージ）

C

古墳公園（イメージ）古墳公園（イメージ）

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
できます。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
れる国際都市になりました。

LOTTE TOUR
DEVELOPMENT CO.,LTD.

ツアー
運行会杜

梵魚寺（イメージ）梵魚寺（イメージ）

【最少催行人数】 20名

慶州終日観光
Best of Gyeong-JuPUS-104

ツア一番号1

旅 程所要時間 約7時間40分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/19（木）［M009］、3/30（月）［M010］、4/8（水）［M011］
5/13（水）［M016］

朝発 / 午後着
午前発 / 夕刻着 子供1名様

大人1名様

$ 99
$ 119

※交通状況によりお土産店での買い物はできない場合があります。　※船の発着時刻の関係で上記以外の設定はございません。

C D

港出発 ➡　 ➡ 古墳公園 ➡　 ➡ 国立慶州博物館 ➡　 ➡ 昼食 ➡　 ➡ 佛国寺 ➡　 ➡
お土産屋にて買い物 ➡　 ➡ 港到着 
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【最少催行人数】 20名

海東龍宮寺
Haedong Yonggungsa TemplePUS-204

ツア一番号3
主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

午前発 / 午後着

午後発 / 夕刻着
午後発 / 夜着

子供1名様

大人1名様

$ 59
$ 593/19（木）［M009］、3/30（月）［M010］、4/8（水）［M011］

4/26（日）［M013］、5/13（水）［M016］
4/13（月）［M012］

※海東龍宮寺には108段の階段があります。　※ショッピングは国際市場周辺を予定しています。

旅 程所要時間 約5時間

F

港出発 ➡　 ➡ 海東龍宮寺 ➡　 ➡ 海雲台・APECハウス〈写真ストップ〉 ➡　 ➡ 
釜山ショッピングエリア（フリータイム）　  ➡　 ➡ 港到着 

【最少催行人数】 20名

チャガルチ市場と梵魚寺
Ja-Gal-Ch'i Market & Beomeosa TemplePUS-219

ツア一番号4
主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

午前発 / 午後着

午後発 / 夜着
子供1名様

大人1名様

$ 49
$ 493/19（木）［M009］、3/30（月）［M010］、4/8（水）［M011］

4/26（日）［M013］、5/13（水）［M016］
4/13（月）［M012］、5/1（金）［M014］、5/7（木）［M015］

※梵魚寺には100段以上の階段と急な坂道があります。また参拝に相応しい服装でご参加ください。
※交通状況により免税店での時間が充分に取れない場合があります。予めご了承ください。　※チャガルチ市場は足元が滑りやすいので、ご注意ください。

旅 程所要時間 約5時間

A B

港出発 ➡　 ➡ 梵魚寺 ➡　 ➡ 免税店にて買い物  ➡　 ➡ チャガルチ市場 ➡　 ➡ 港到着 

5/1（金）［M014］、5/7（木）［M015］

【最少催行人数】 20名

釜山終日観光
Best of BusanPUS-109

ツア一番号2

旅 程所要時間 約7時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/19（木）［M009］、3/30（月）［M010］、4/8（水）［M011］
5/13（水）［M016］

朝発 / 午後着
午前発 / 夕刻着 子供1名様

大人1名様

$ 109
$ 119

※海東龍宮寺には108段の階段があります。　※船の発着時刻の関係で、上記以外の設定はございません。

B F

港出発 ➡　 ➡ 海東龍宮寺 ➡　 ➡ 海雲台ビーチ・APECハウス ➡　 ➡ 昼食 ➡　 ➡
龍頭山公園 ➡　 ➡ チャガルチ市場と国際市場 ➡　 ➡ 港到着 

【最少催行人数】 20名

韓国スパ体験とショッピング（食事なし）
Korean Spa Experience & MarketPUS-229

ツア一番号5

旅 程所要時間 約5時間

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/19（木）［M009］、3/30（月）［M010］、4/8（水）［M011］
4/26（日）［M013］、5/13（水）［M016］
4/13(月)［M012］、5/1（金）［M014］、5/7（木）［M015］

午前発 / 午後着

午後発 / 夜着
子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 89

※スパランドでは入場料以外は各自お支払いとなります。タオル２枚、Tシャツ、ハーフパンツの貸し出し（無料）があります。
※スパランドは７歳以下のお子様はご入場いただけません。

港出発 ➡　 ➡ 新世界セントムシティスパランド ➡ 新世界セントムデパート内免税店にてショッピング
➡　 ➡ 国際市場にてショッピング ➡　 ➡ 港到着 

東
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佛国寺（イメージ）佛国寺（イメージ）

B E

【最少催行人数】 20名

甘川文化村と松島スカイウォーク
Gamcheon Cultural Village ＆ SkywalkPUS-239

ツア一番号6
主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

子供1名様

大人1名様

$ 64
$ 64

旅 程所要時間 約4時間40分

港出発 ➡　 ➡ 甘川文化村 ➡　 ➡ 松島スカイウォーク〈写真ストップ〉 ➡　 ➡
チャガルチ市場と国際市場 ➡　 ➡ 港到着 

3/19（木）［M009］、3/30（月）［M010］、4/8（水）［M011］、5/13（水）［M016］
4/26（日）［M013］
4/13（月）［M012］、5/1（金）［M014］、5/7（木）［M015］

午前発 / 午後着

 午後発 / 夕刻着
 午前発 / 昼着

【最少催行人数】 120名

韓国伝統音楽と舞踊鑑賞
Cultulal Performance PUS-274

ツア一番号8

旅 程所要時間 約4時間45分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/19（木）［M009］、3/30（月）［M010］、4/8（水）［M011］、4/26（日）［M013］
5/13（水）［M016］
4/13(月)［M012］、5/1（金）［M014］、5/7（木）［M015］

午前発 / 午後着

午後発 / 夜着
子供1名様

大人1名様

$ 74
$ 74

※釜山博物館は月曜が休館日となるため、代わりに太宗台を訪れます。　※音楽・舞踊鑑賞中の写真・ビデオの撮影はご遠慮ください。

港出発 ➡　 ➡ 韓国伝統音楽と舞踊鑑賞 ➡　 ➡ 免税店にてショッピング ➡　 ➡ 釜山博物館
➡　 ➡ 港到着 

【最少催行人数】 4名

韓国陶芸の旅（陶芸家による解説付き）
Exclusive art tour with Korean MasterPUS-984

ツア一番号10

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/19（木）［M009］、4/8（水）［M011］、4/26（日）［M013］
5/13（水）［M016］
5/1（金）［M014］、5/7（木）［M015］

午前発 / 午後着

午後発 / 夜着
子供1名様

大人1名様

$ 239
$ 239

港出発 ➡　 ➡ 韓国人間国宝キムヨンギル氏の陶芸工房見学➡ 工房にてお茶サービス公園
➡　 ➡ 釜山市立美術館 ➡　 ➡ 港到着 
※釜山市立美術館は月曜が休館日のため、3/30（月）、4/13（月）の設定はございません。

【最少催行人数】 120名

梵魚寺・釜山の文化と歴史
Cultural & Historical Heritage of BusanPUS-259

ツア一番号7

旅 程所要時間 約4時間30分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金

子供1名様

大人1名様

$ 79
$ 79

※梵魚寺には約100段の階段と急な坂道があります。また、建物内部のフラッシュ撮影は禁止されています。参拝に相応しい服装でご参加ください。
※音楽・舞踊鑑賞中の写真・ビデオの撮影はご遠慮ください。　※交通状況により免税店での時間が充分に取れない場合があります。予めご了承ください。

A

港出発 ➡　 ➡ 梵魚寺 ➡　 ➡ 韓国の伝統音楽と舞踊鑑賞 ➡　 ➡ 免税店にて買い物 ➡　 ➡港到着 

午前発 / 午後着

午後発 / 夜着

3/19（木）［M009］、3/30（月）［M010］、4/8（水）［M011］
4/26（日）［M013］、5/13（水）［M016］
4/13（月）［M012］、5/1（金）［M014］、5/7（木）［M015］

【最少催行人数】 40名

プレミアム韓国焼肉と国際市場
Premimum Korean BBQ & Gukje International MarketPUS-869

ツア一番号9

旅 程所要時間 約4時間10分

主な見どころ出発/到着時間帯ツアー催行日 料　　金
3/19（木）［M009］、3/30（月）［M010］、4/8（水）［M011］、4/26（日）［M013］
5/13（水）［M016］
4/13(月)［M012］、5/1（金）［M014］、5/7（木）［M015］

午前発 / 午後着

午後発 / 夜着
子供1名様

大人1名様

$ 89
$ 89

港出発 ➡　 ➡ 韓国焼肉の食事（昼食もしくは夕食） ➡　 ➡ 龍頭山公園 ➡　 ➡ 国際市場
➡　 ➡ 港到着 
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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＜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.　お客様が第3項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したと
き。
c.　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。
d.　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。
e.　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。
f.　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、当社は日帰り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3
日前にお客様に通知します。
g.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公
署の命令その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、ホーム
ページ、パンフレット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、又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）　旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第16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。この場合において、これが当社
の責に帰すべき理由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客様
の負担とし、当該費用を当社が指定する日までに当社の指定する方法で支払わ
なければなりません。

21.　当社の責任
（1）　当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代
行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被
られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に
当社に対して通知があった場合に限ります。
（2）　お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきまし
ては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
a.　天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは
旅行の中止
b.　運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
c.　運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日
程の変更もしくは旅行の中止
d.　官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変
更、旅行の中止
e.　自由行動中の事故
f.　食中毒
g.　盗難
h.　運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって
生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

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

21日前まで 無料

この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの「取引条件説明書面」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寄港地観光ツアー（以下「旅行」といいます）とは、
株式会社カーニバル・ジャパン（東京都中央区銀座6-2-1 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）を締結することになります。
（3）　旅行契約の内容・条件は本旅行条件書の他に、本冊子「寄港地観光ツアー
の案内」及び、旅行出発前に船内でお渡しする確定書面（ツアー参加券）、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・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.　旅行のお申込み方法と契約の成立時期
（1）　当社に必要事項をお申し出のうえお申込みください。当社業務の都合
上、専用の書面・画面に必要事項を記入・登録いただく場合もございます。
（2）　旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成
立するものといたします。

3.　お申込み条件
（1）　申込み時点で20歳未満の方は、当社が別途定めた一定条件に該当する
場合を除き親権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いただく
場合があります。
（3）　特定のお客様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、お申込みを
お断りする場合があります。
（4）　a．身体に障害をお持ちの方、　b．健康を害している方、　c．妊娠中の
方、d．補助犬使用の方　その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し
出ください。当社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合、利
用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合があります。又、
現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施の
ために、同伴者／介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意
の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅
行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措
置に要する費用はお客様の負担とします。なお、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ください。
（5）　お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加
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は
かるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客
様の負担となります。
（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ときには、お申込みをお断りする場合
があります。

4.　確定書面
（1）　当社は、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、日帰り寄港地観光ツアー行程については本冊子「寄港地観光
ツアーのご案内」とツアー参加券を確定書面とします。尚、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）　宿泊付きツアー（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ください。

7.　旅行代金に含まれるもの
（1）　旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、食事代、入場料・拝観料等及
び消費税等諸税。
（2）　添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
（3）　その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示
したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻し
はいたしません。

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）　日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
（6）　日本国外の空港税・出国税及び、これに類する諸税
（7）　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、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、当初の運行計画によらない運送サー
ビスの提供その他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はかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速や
かに当該事由が当社の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ときは変更後にご説明いたします。

10.　旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の額の変更は一切いた
しません。
（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通常想
定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を
変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
（2）　当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、
本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
（3）　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。
（4）　当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフ
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、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を第三者に譲渡す
ることができます。旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効
力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の
当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。なお、
当社は交替をお断りする場合があります。

カーニバル・ジャパン 募集型企画旅行条件書（国内寄港地観光用）
★本冊子掲載の国内の寄港地観光にお申し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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（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）　当社は前項（当社の責任）が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程
により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって
身体に障害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障
害補償金、入院見舞金および通院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、ク
レジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第18
条2項に定める品目については補償いたしません。
※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等
には一切適用されません。
（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）　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
ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変
イ．戦乱
ウ．暴動
エ．官公署の命令
オ．運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ．当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ．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20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。当社では、商品の交換
や返品等のお手伝いはいたしかねます。ワシントン条約や国内諸法令により日本へ
の持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
（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3歳以上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「海外安全情報」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、2020年1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
に通知した場合をいい、「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。

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％
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