
鹿児島-1

◆各ツアーの出発時間のご案内
クルーズ番号 催行日 ツアー番号 ツアータイトル 出発時間 到着時間 ページ

M310 3/18（土）

KOJ-204 桜島火山と仙巌園 9：00 14:00 P.2

KOJ-209 維新ふるさと館、仙巌園と照國神社 8：30 13:30 P.2

KOJ-234 霧島温泉と霧島神宮 (食事なし) 8：30 14：30 P.2

KOJ-264 知覧武家屋敷と知覧特攻平和会館 8：45 12：45 P.3

M311 3/26（日）

KOJ-154 指宿砂風呂と薩摩伝承館 8：00 15:00 P.1

KOJ-204 桜島火山と仙巌園 9：00 14:00 P.2

KOJ-209 維新ふるさと館、仙巌園と照國神社 8：30 13:30 P.2

KOJ-234 霧島温泉と霧島神宮 (食事なし) 7：30 13：30 P.2

KOJ-264 知覧武家屋敷と知覧特攻平和会館 8：45 12：45 P.3

※出発・帰着時間は催行上の理由により変更になる場合があります。乗船後に必ずツアーチケットに記載してある集合時間のご確認を
お願いいたします。

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。

ツアー催行時の新型コロナウイルス感染症の状況により、ツアー内容や訪問順序が変更となる場合があります。
また催行上の理由により訪問順序が前後する場合があります。

 ツアー番号
KOJ-154 　指宿砂風呂と薩摩伝承館 料 金

大人1名  ＄164.95
子供1名  ＄144.95

所要時間 　約7時間     

港からバスで約1時間30分ドライブし、指宿へ向かいます。最初に訪れる薩摩伝承館では、日本の伝統美と薩摩の
歴史や文化の名品や逸品を展示しています。地元レストランでランチをいただいたら、指宿の有名な砂風呂に挑戦
しましょう。浴衣をまとい、横になって全身を火山性の温かい砂に覆ってもらいます。10分程温まったら、シャワーを
浴びて温泉に浸かりましょう。港への帰り道、池田湖に立ち寄り、薩摩富士と呼ばれる開聞岳を眺めを楽しみます。

※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。
※入れ墨のある方、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。
※砂風呂では専用の浴衣と小タオルが配られます。　※車椅子の方、歩行の困難な方にはお勧めしません。



鹿児島-2

 ツアー番号
KOJ-234 　霧島温泉と霧島神宮 (食事なし) 料 金

大人1名  ＄109.95
子供1名  ＄  89.95

所要時間 　約6時間   

まずは海沿いの活火山・桜島の景色を眺めながら錦江湾沿いをバスで走ります。最初の訪問先は霧島神宮です。霧
島連山は神道の伝説に大きな役割を果たしています。天照大神の孫が天からこの地に降臨し、天皇家を創造したとい
われています。森に囲まれた現在の神宮は1715年に造られ、国の重要文化財に指定されています。続いて霧島ホテ
ルでは、温泉に浸かってリラックスしましょう。このホテルの硫黄谷庭園大浴場にあるフリーゾーン（混浴）は奥行きが
25mあり、圧巻の広さです。硫黄谷温泉は坂本龍馬と妻のおりょうが浸かったお湯の1つでもあります。お湯を楽しん
だら、バスで港に戻ります。

※入れ墨のある方、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。
※バスタオルは船からご持参ください。フェイスタオルは無料の貸し出しがあります。
※霧島ホテルの温泉は一部混浴となります（バスタオルを巻いたままでの入浴可）。
※霧島神宮の一部は舗装されていな道や階段があり、車椅子の方、歩行の困難な方にはお勧めしません。
※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。

 ツアー番号
KOJ-209 　維新ふるさと館、仙

せんがんえん

巌園と照國神社 料 金
大人1名  ＄89.95
子供1名  ＄69.95

所要時間 　約5時間     

まずは17世紀に設計された仙巌園を訪問します。この庭園からは、桜島と鹿児島湾の素晴らしい景色をご覧いた
だけます。続いて、明治維新を紹介する博物館・維新ふるさと館を訪れます。近代日本の原動力となった鹿児島の
歴史や先人たちの偉業などを、映像・ジオラマなどで、楽しく学びましょう。最後の訪問場所は、薩摩藩代11藩主で
日本の鎖国政策の終焉に貢献しました島津斉彬を祀る照国神社です。その後、写真ストップで城山展望所にて立
寄った後、市内を車窓から楽しみながら船に戻ります。

※天候により桜島がご覧になれない場合があります。
※仙巌園・照国神社の一部は舗装されていな道があり、車椅子の方にはお勧めしません。
※照国神社には上り坂や階段があります。歩行の困難な方にはお勧めしません。
※尚古集成館本館は、耐震・リニューアル工事のため、2022年5月9日(月)～2024年10月末まで休館しており、訪問する事が
出来ません。

 ツアー番号
KOJ-204 　桜島火山と仙

せんがんえん

巌園 料 金
大人1名  ＄99.95
子供1名  ＄89.95

所要時間 　約5時間   

港からバスに乗り、フェリーに乗り換え、桜島の有村溶岩展望所を訪れます。クレーターと溶岩原の景色をお楽しみくだ
さい。桜島溶岩なぎさ公園にて別の角度からの桜島と錦江湾の景色をお写真に収めたら、最後に、1658年に薩摩藩の
大名・島津光久の命令によって造園された仙巌園を訪問します。島津家は封建時代から1868年の明治維新まで鹿児島
と薩摩半島を支配した氏族です。桜島と鹿児島湾を背景にした仙巌園は、春には桜が咲き乱れ、様々な植物や木々、小さ
な池、小川、神社、竹林が趣のある風景をつくっています。

※天候により桜島がご覧になれない場合があります。
※仙巌園の一部は舗装されていな道があり、車椅子の方にはお勧めしません。
※尚古集成館本館は、耐震・リニューアル工事のため、2022年5月9日(月)～2024年10月末まで休館しており、訪問する事が
出来ません。



鹿児島-3

 ツアー番号
KOJ-264 　知覧武家屋敷と知覧特攻平和会館 料 金

大人1名  ＄69.95
子供1名  ＄64.95

所要時間 　約4時間   

最初の訪問場所は、封建時代の島津家の牙城であった知覧です。到着したら、江戸時代の武家屋敷と小さな庭園が並
ぶ小道を散策します。知覧は第二次世界大戦中の神風特攻隊基地があった所でもあります。現在、基地があった場所
には、特攻隊のパイロットたちに捧げられた博物館、知覧特攻平和会館が建っています。この博物館で、特別攻撃隊の
航空機、モデル、遺品、写真など多岐に渡るコレクションをご覧ください。愛する人への手紙、出撃前の最後の手紙、訓
練の休憩中の写真、パイロット一人一人の写真などは、心が痛むことでしょう。繰り返してはいけない歴史を再確認し
たあとは、バスで港に戻ります。

※知覧で訪問する施設の一部は舗装されていな道があります。
※知覧特攻平和会館では、戦争の悲惨さを伝える刺激の強い写真や展示物があります。
※武家屋敷では庭園を見学し、屋敷の中には入りません。



済州島-1

済州島（韓国） 韓国の南岸沖合にある大自然に包まれたリゾート島。
春の鮮やかな花の絨毯や夏のビーチ、秋の茶とオレンジの落葉風景など、
季節により様々な表情を見せる。

ツアー催行時の新型コロナウイルス感染症の状況により、ツアー内容や訪問順序が変更となる場合があります。
また催行上の理由により訪問順序が前後する場合があります。

◆各ツアーの出発時間のご案内
クルーズ番号 催行日 ツアー番号 ツアータイトル 出発時間 到着時間 ページ

M310
M311

3/19(日)
3/27(月)

JJ1-109 南済州終日観光 10:40 17:40 P.1

JJ1-204 南済州ハイライト 12:30 16:55 P.2

JJ1-209 サングムブリ噴火口、城邑民俗村とオルレ市場 12:45 17:30 P.2

JJ1-219 如美地植物園と薬泉寺 13:00 17:30 P.2

JJ1-224 城山日出峰と城邑民俗村 12:30 17:00 P.3

JJ1-229 ユネスコ世界遺産 万丈窟 12:30 17:00 P.3

JJ1-404 ハルラ山トレッキング 12:30 17:00 P.3

M312 4/8(土)

JJ1-109 南済州終日観光   8:30 15:30 P.1

JJ1-204 南済州ハイライト   9:00 13:25 P.2

JJ1-209 サングムブリ噴火口、城邑民俗村とオルレ市場   9:00 13:45 P.2

JJ1-219 如美地植物園と薬泉寺   9:00 13:30 P.2

JJ1-224 城山日出峰と城邑民俗村   9:00 13:30 P.3

JJ1-229 ユネスコ世界遺産 万丈窟   9:00 13:30 P.3

JJ1-404 ハルラ山トレッキング   9:00 13:30 P.3
※出発・帰着時間は催行上の理由により変更になる場合があります。乗船後に必ずツアーチケットに記載してある集合時間のご確認を

お願いいたします。

 ツアー番号
JJ1-109   南済州終日観光 料 金

大人1名  ＄134.95
子供1名  ＄124.95

所要時間 　約7時間           

このツアーでは人気リゾートエリアのチュンムンを観光します。まずは東洋最大の温室がある如
ヨ ミ ジ

美地植物園を訪問し
ます。済州に自生する野生の花をはじめ、温室庭園と屋内庭園合わせおおよそ2000種以上の植物を観察することが
できます。続いて、このエリアでも特に人気のある天

チョンジェヨンポッポ
帝淵瀑布を見に行きます。3段の滝になっており、遊歩道で滝壺

近くまで降りることができます。地元のレストランで昼食をお召し上がりいただいた後、大
テ ポ チ ュ サ ン ジ ョ ル リ デ

浦柱状節理帯を訪れます。
自然にできた五角柱・六角柱の岩が海際に並ぶ不思議な景観を楽しみましょう。続いて朝鮮王朝初期の仏教建築
様式で建てられた薬

ヤクチョンサ
泉寺へ向かいます。最後にオルレ市場で見学とお買い物を楽しんだ後、港へ戻ります。

※滑りにくく歩きやすい靴でご参加ください。



済州島-2

 ツアー番号
JJ1-204   南済州ハイライト 料 金

大人1名  ＄74.95
子供1名  ＄74.95

所要時間 　約4時間25分     

この半日ツアーでは、まずは朝鮮王朝初期の仏教建築様式で建てられた薬
ヤクチョンサ

泉寺を見学します。続いて150万年前
の火山噴火で形成された、海上に浮かぶ高さ20mの奇岩ウェドルゲ岩をご覧ください。韓国時代劇ドラマの撮影
地としても有名になった場所です。最後にイ・ジュンソプ通りとオルレ市場の見学とお買い物を楽しんだ後、港へ
戻ります。

※滑りにくく歩きやすい靴でご参加ください。

 ツアー番号
JJ1-209 　サングムブリ噴火口、

城
ソ ン ウ プ

邑民俗村とオルレ市場
料 金

大人1名  ＄74.95
子供1名  ＄74.95

所要時間 　約4時間45分     

まずは、約1時間のドライブでサングムブリ噴火口へ向かいます。ここでは亜熱帯植物や高山植物など400種類以
上の植物が生息しています。所々で絶景ポイント見ながら舗装された道を歩いて噴火口へ向かい、噴火口の淵の一
部をガイドの案内で見学しましょう。続いて訪問する城邑民俗村は昔の村の姿が現在にも受け継がれ、保護されて
いる村です。最後にオルレ市場の見学を楽しんだ後、港へ戻ります。

※サングムブリ噴火口の噴火口内は立入ることができません。

 ツアー番号
JJ1-219   如

ヨ ミ ジ

美地植物園と薬
ヤ ク チ ョ ン サ

泉寺 料 金
大人1名  ＄89.95
子供1名  ＄89.95

所要時間 　約4時間30分     

まずは東洋最大の温室がある如美地植物園を訪問します。済州に自生する野生の花をはじめ、温室庭園と屋外庭
園合わせおおよそ2000種以上の植物を観察することができます。園の中央には展望タワーがあり、植物園の全貌
を見ることができます。また、天気に恵まれた日には、ハルラ山や海岸、マラド島などを見ることができるかもしれま
せん。続いて、薬泉寺へ向かいます。この東洋最大規模のお寺は朝鮮王朝初期の仏教建築様式で建てられました。
素晴らしい海の景色と共に見学を楽しみましょう。オルレ市場の見学とお買い物を楽しんだ後、港へ戻ります。



済州島-3

 ツアー番号
JJ1-404   ハルラ山トレッキング 料 金

大人1名  ＄74.95
子供1名  ＄74.95

所要時間 　所要時間：約4時間30分  

ハルラ山は標高1950mを誇る、韓国で一番高い山です。また、ほとんどが玄武岩でできている休火山です。高山植
物や木々に覆われており、頂上には美しい火口湖があります。このツアーでは、ハルラ山トレッキングコースの中で
も比較的初心者向けとされているエオリモクコースを登山ガイドと一緒に登ります。トレッキングの後、オルレ市場
で見学とお買い物を楽しんだら港へ戻ります。

※こちらは健脚な方向けのツアーです。
※歩き易い運動靴、長袖シャツでご参加される事を強くお勧めします。
※雨天の際はキャンセルとなります。

 ツアー番号
JJ1-224   城

ソンサンイルチュルボン

山日出峰と城
ソンウプ

邑民俗村 料 金
大人1名  ＄84.95
子供1名  ＄84.95

所要時間 　約4時間30分          

バスで港を出発し、まずは昔の村の姿が現在にも受け継がれ、保護されている城邑民俗村を訪問します。済州島
のシンボルのトルハルバン（石のおじいさん）や、石垣に囲まれ藁葺き屋根と溶岩で作られた家、村の伝統やアート
を見学したりして過ごしましょう。続いてユネスコ世界遺産にも登録されている城山日出峰を訪れます。10万年以
上前の噴火によってできた城山日出峰の大きく開いた火口が海に突き出した独特の地形は、済州島を代表する景
観になっています。天候とタイミングが良ければ、海女さんが海に潜る様子を見ることが出来るかもしれません。
その後、港へ戻ります。

※海女さんが海に潜る様子は、その日の天候や波の状況によるため、必ず見ることが出来るとは限りません。

 ツアー番号
JJ1-229   ユネスコ世界遺産 万

マンジャングル

丈窟 料 金
大人1名  ＄84.95
子供1名  ＄84.95

所要時間 　約4時間30分          

バスで港を出発したら、まずはユネスコ世界にも登録されている万丈窟へ向かいます。全長約7.4kmのこの溶岩
洞窟は世界屈指の規模を誇っており、溶岩石柱や様々な形をした溶岩石を見学できます。続いて2016年に世界
無形遺産に登録された済州島の海女文化について、海

ヘ ニ ョ
女博物館で学びましょう。その後、港へ戻ります。

※毎週月曜日は海女博物館の休館日のため、代わりにオルレ市場を訪問します。



長崎-1

◆各ツアーの出発時間のご案内
クルーズ番号 催行日 ツアー番号 ツアータイトル 出発時間 到着時間 ページ

M310 3/20(月)

NGS-119 島原城と武家屋敷   9：00 16:30 P.1

NGS-189 ハウステンボス自由観光 ※ガイド無し   9：30 16:00 P.2

NGS-204 平和公園と長崎原爆資料館   9：45 12:45 P.2

M311 3/28(火)

NGS-119 島原城と武家屋敷 10：00 17:30 P.1

NGS-189 ハウステンボス自由観光 ※ガイド無し 10：30 17:00 P.2

NGS-204 平和公園と長崎原爆資料館 10：00 13:00 P.2

M312 4/9(日)
NGS-189 ハウステンボス自由観光 ※ガイド無し   9：00 15:30 P.2

NGS-204 平和公園と長崎原爆資料館   9：45 12:45 P.2

※出発・帰着時間は催行上の理由により変更になる場合があります。乗船後に必ずツアーチケットに記載してある集合時間のご確認を
お願いいたします。

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

 ツアー番号
NGS-119 　島原城と武家屋敷 料 金

大人1名  ＄129.95
子供1名  ＄129.95

所要時間 　約7時間30分      

バスで片道約2時間のドライブで、島原半島へ向かいます。最初に訪れる島原城は、歴史的な旧市街の中心部にあり、
古典的な日本の城郭建築の典型例といえます。現在は1637年に起きた島原の乱を中心とした歴史博物館となってお
り、日本におけるキリスト教伝来初期に焦点を当て、刀剣、甲冑、その他の文化遺産を展示しています。次に、魅力的な
島原を散策し、伝統的な武家屋敷街を訪れましょう。昼食は地元レストランで和食ランチをいただきます。お腹が満た
されたら、バスで長崎市内へ戻り平和公園へ立ち寄ります。1945年8月9日、長崎市は原爆投下のターゲットとなり、
推定75,000人が命を落としました。公園中央にそびえたつ平和記念像は、犠牲者の冥福を祈り世界平和を願う象徴
となっています。その後、バスで港へ戻ります。

※島原城にはエレベーターがないため、車いすでの入場はできません。
※急な階段や起状のある場所を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。
※このツアーは歩行の困難な方にはお勧めしません。

ツアー催行時の新型コロナウイルス感染症の状況により、ツアー内容や訪問順序が変更となる場合があります。
また催行上の理由により訪問順序が前後する場合があります。



長崎-2

 ツアー番号
NGS-204 　平和公園と長崎原爆資料館 料 金

大人1名  ＄74.95
子供1名  ＄64.95

所要時間 　約3時間    

バスに乗り、まずは平和公園を訪れます。1945年8月9日、長崎市は原爆投下のターゲットとなり、推定75,000人が
命を落としました。公園中央にそびえたつ平和記念像は、犠牲者の冥福を祈り世界平和を願う象徴となっています。ガ
イドの案内で平和公園を散策したあと、長崎原爆資料館を訪れます。数々の写真やビデオ映像をはじめ、被爆した浦
上天主堂の再現模型や止まったままの柱時計など、惨状を今に伝える展示品を見学しましょう。帰りのドライブでは、
キリスト教禁止令が解かれた後の1879年に建造された浦上教会、有名な一本柱鳥居などを通り過ぎ、港に戻ります。

※長崎原爆資料館から爆心地までは約50の段差がございます。エレベーターの利用も可能です。

 ツアー番号
NGS-189 　ハウステンボス自由観光　※ガイド無し 料 金

大人1名  ＄179.95
子供1名  ＄149.95

所要時間 　約6時間30分     

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・ハウステンボスで楽しい一日を過ごします。約4時間の自
由時間では、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。昼食は各自でお取りください。

※1DAYパスポート付き
※ハウステンボス内の一部はリニューアル工事のため入れない可能性がございます。
※ハウステンボスまではバスで片道約1時間15分かかります。



油津-1

油津（宮崎） 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。

ツアー催行時の新型コロナウイルス感染症の状況により、ツアー内容や訪問順序が変更となる場合があります。
また催行上の理由により訪問順序が前後する場合があります。

◆各ツアーの出発時間のご案内
クルーズ番号 催行日 ツアー番号 ツアータイトル 出発時間 到着時間 ページ

M310 3/21(火)

KMI-104 青島と飫肥城下町 9:00 16:00 P.1

KMI-109 日南終日観光 8:00 16:00 P.1

KMI-204 青島と焼酎蔵元 9:00 14:00 P.2

KMI-209 鵜戸神宮と飫肥城跡 9:30 13:30 P.2

M311 3/29 (水)

KMI-104 青島と飫肥城下町 9:30 16:30 P.1

KMI-109 日南終日観光 9:00 17:00 P.1

KMI-204 青島と焼酎蔵元 9:00 14:00 P.2

KMI-209 鵜戸神宮と飫肥城跡 9:30 13:30 P.2
※出発・帰着時間は催行上の理由により変更になる場合があります。乗船後に必ずツアーチケットに記載してある集合時間のご確認を

お願いいたします。

 ツアー番号
KMI-104   青島と飫肥城下町 料 金

大人1名  ＄159.95
子供1名  ＄149.95

所要時間 　約7時間           

この地域の史跡の歴史的重要性と風景美を発見しましょう。バスで江戸時代伊東氏に治められた飫肥城跡と城下町
へ向かいます。当時のままの石垣を鑑賞したり、武家屋敷を改装した趣きのある博物館を訪れましょう。次に宮崎市
の沖合にある青島へ向かいます。この島は国の天然記念物に指定されており、唯一の建造物は平安時代の9世紀に
ジャングルの中に建てられた青島神社です。青島神社は、愛しあうカップルに祝福を授けると考えられています。境
内のジャングルの古道を抜けた奥には元宮の祠があります。ランチの後は、道の駅を訪れショッピングなどを楽しん
だら、バスで港に戻ります。

※青島神社まで石製の橋を300mほど歩きます。また飫肥城跡には階段が多く、長い距離を歩きますので、歩行の困難な方に
はお勧めしません。

※松尾の丸ではくつをお脱ぎ頂きます。



油津-2

 ツアー番号
KMI-204   青島と焼酎蔵元 料 金

大人1名  ＄84.95
子供1名  ＄84.95

所要時間 　約5時間         

まずはバスで、日南海岸沿いを走ります。青島地区に到着したら橋を歩いて渡り、青島神社へ向かいます。この古代の
神社が正確にいつ建立されたかは謎ですが、9世紀頃だと考えられています。その後、1503年に改修されて以来、そ
の当時の姿を維持してきました。緑豊かなジャングルの景色に囲まれたこの神社は、愛するカップルに幸運を運ぶと考
えられています。途中には、島のシンボルである、「鬼の洗濯板」として知られる珍しい岩層を見ることができます。次の
訪問場所は日南フェニックスロードにある道の駅です。ここでは海岸の景色の写真を撮影したり、お土産を買ったりす
る時間を取ります。最後に、焼酎醸造所を訪問します。醸造所見学と試飲をお楽しみください。

※青島神社まで石製の橋を300mほど歩きます。歩行の困難な方にはお勧めいたしません。

 ツアー番号
KMI-209   鵜戸神宮と飫肥城跡 料 金

大人1名  ＄99.95
子供1名  ＄89.95

所要時間 　約4時間         

まずは波の力で形成された洞窟内にある鵜戸神宮を訪れます。この神社の岬のまわりには太平洋の荒波が打ち寄せ
てできた奇岩、怪礁が連なっています。次に、伊東家の領地だった飫肥城下町を訪れます。古い家々が並ぶ道を歩くと、
江戸時代独特の雰囲気に包まれます。現在も数々の武家屋敷が残っており、重要伝統的建造物群保存地区に指定され
ています。伊東氏所有の甲冑や刀など約220点が展示されている飫肥城歴史資料館を訪れたら、素晴らしい景色を楽
しめる古い武家屋敷・豫章館を訪れます。

※飫肥城下町では長い距離、階段を歩きます。また、鵜戸神宮では狭く足場の不安定な長い階段がございます。歩行の困難な
方にはお勧めいたしません。

※松尾の丸ではくつをお脱ぎ頂きます。

 ツアー番号
KMI-109   日南終日観光 料 金

大人1名  ＄179.95
子供1名  ＄169.95

所要時間 　約8時間           

まずはバスに乗って、江戸時代に建立された飫肥城跡と城下町を訪れます。お客様には、プログラム参加レストランや
土産物屋の割引が含まれるあゆみちゃんマップを配布いたします。次に、宮崎市の沖合にある青島までドライブを楽し
みましょう。国の天然記念物に指定され、平安時代の9世紀から続く島唯一の建造物・青島神社は緑豊かな景色の中に
佇みます。昼食を楽しんだ後は、この日の最後の訪問場所、海に面した大きな洞窟内に位置する鵜戸神宮です。

※飫肥城下町では長い距離、階段を歩きます。また、鵜戸神宮では狭く足場の不安定な長い階段がございます。歩行の困難な
方にはお勧めいたしません。

※松尾の丸ではくつをお脱ぎ頂きます。



松山-1

松山（愛媛） 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。

◆各ツアーの出発時間のご案内
クルーズ番号 催行日 ツアー番号 ツアータイトル 出発時間 到着時間 ページ

M311 3/30(木)

MYJ-104 松山終日観光   8:30 16:00 P.1

MYJ-114 内子と大洲観光   9:00 16:30 P.1

MYJ-204 松山ハイライト 10:00 14:30 P.2

MYJ-214 道後温泉入浴と子規記念博物館   9:00 13:00 P.2
※出発・帰着時間は催行上の理由により変更になる場合があります。乗船後に必ずツアーチケットに記載してある集合時間のご確認を

お願いいたします。

 ツアー番号
MYJ-104   松山終日観光 料 金

大人1名  ＄159.95
子供1名  ＄149.95

所要時間 　約7時間30分           

明治の歴史浪漫と文学の香る街、松山をめぐる一日は、松山城の訪問から。17世紀に建てられた城は標高131mの勝山
の頂上に位置し、江戸時代にこの地域を支配した松平家の権力の象徴でした。4つの門と石壁に取り囲まれた天守閣は、
国の重要文化財に指定されています。ケーブルカーで到着したら、靴を脱いで中に入り、刀や甲冑をはじめとする松平
家の所蔵品を見てみましょう。次に日本最古の温泉郷の一つである道後温泉を訪れ、趣のある温泉街を散策しましょう。
子規記念博物館で、松山出身の俳人正岡子規の生涯や作品を通して、彼らが生きた松山の歴史や文学に触れた後、昼食
に続いて、坂の上の雲ミュージアムを訪れます。昭和43年から約4年間にわたり掲載されていた新聞小説、司馬遼太郎
の「坂の上の雲」をテーマに、近代国家の形成期の世界や日本で起きた出来事、人びとの物語を学びましょう。最後に、日
露戦争で活躍し、日本を大国ロシアとの闘いの勝利に導いた秋山兄弟の生誕地を訪問したあと、港に戻ります。

※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、道後温泉本館は改装中です。
※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。

ツアー催行時の新型コロナウイルス感染症の状況により、ツアー内容や訪問順序が変更となる場合があります。
また催行上の理由により訪問順序が前後する場合があります。

 ツアー番号
MYJ-114   内子と大洲観光 料 金

大人1名  ＄159.95
子供1名  ＄149.95

所要時間 　約7時間30分      

このツアーは、19世紀末から20世紀初頭に和紙とろうそくの生産で栄えた古い町並みが残る内子町へののんびりとし
たドライブから始まります。当時、裕福な商人たちが新しい家を次々と建てたため、大型で伝統的なつくりの家が並ぶ美
しい街並みとなりました。一歩進むごとにときがさかのぼる感覚をおぼえる街並みの建物群は修復・保存されてほとん
ど当時と変わらない姿で残されており、今でも人が住んでいます。もっとも印象的な家は上芳我邸でしょう。大きな木の
梁とシンプルな畳部屋は、日本の家屋デザインの典型例です。資料館内に足を踏み入れ、ろうそくの一大生産地として
繁盛した街の歴史を学びましょう。大正時代の純和風様式の芝居小屋「内子座」にも立ち寄ります。回り舞台や花道、桝
席、楽屋など当時の建築技術の粋が集められた興味深い建造物です。和食ランチに続いて、古風な狭い通りと臥龍山荘
で有名な城下町・大洲に向かいます。臥龍山荘は肱川を見渡す小高い山肌に1907年に建造された建物で、川と周囲の
山々に囲まれた美しい庭園が特徴です。最後に大洲まちの駅あさもやでお土産をみてから、港に戻ります。

※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。　※バス駐車場から臥龍山荘まで約10分歩きます。



松山-2

 ツアー番号
MYJ-204   松山ハイライト 料 金

大人1名  ＄109.95
子供1名  ＄  99.95

所要時間 　約4時間30分   

コンパクトに松山のハイライトをめぐるこのツアーは、まず道後温泉に向かいます。1,000年以上にわたる歴史を
持つ道後温泉は、国内最古の温泉のひとつとして広く知られています。風情ある温泉街を散策しましょう。次に、石
手寺を訪ねます。二王門が国宝に指定されているほか、本堂、三重塔、鐘楼など国の重要文化財が6つもあり、ま
た遍路の元祖と言われている衛門三郎ゆかりの寺としても有名です。最後に街のシンボルである松山城を訪れま
す。17世紀に建てられた城は標高131mの勝山の頂上に位置し、江戸時代にこの地域を支配した松平家の権力の
象徴でした。4つの門と石壁に取り囲まれた天守閣は、国内に12か所だけ現存する天守の一つで、国の重要文化
財に指定されています。ケーブルカーで到着したら、靴を脱いで城の建物内に入り、店主の内部の他、刀や甲冑を
はじめとする松平家の所蔵品を見てみましょう。

※松山城内では靴をお脱ぎいただきます。
※歩行困難な方にはお勧めいたしません。
※道後温泉の入浴は含まれて居ません。また、道後温泉本館は改装中です。

 ツアー番号
MYJ-214   道後温泉入浴と子規記念博物館 料 金

大人1名  ＄119.95
子供1名  ＄109.95

所要時間 　約4時間   

歴史ある名湯、道後温泉に浸かってリフレッシュする半日のツアーです。1,000年以上にわたる歴史を持つ道後
温泉は、国内最古の温泉の一つとして広く知られています。国の重要文化財であり、現在改装中の道後温泉本館
の建築様式を取り入れた道後の最新設備飛鳥乃湯泉で、道後の名湯ををお楽しみください。温泉でリラックスした
後は、温泉街を散策し、最後に子規記念博物館に立ち寄り、松山出身の俳人正岡子規の生涯と作品をとおして、明
治の歴史浪漫香る松山と、子規の俳句の世界を感じてみましょう。

※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。



高知-1

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。

◆各ツアーの出発時間のご案内
クルーズ番号 催行日 ツアー番号 ツアータイトル 出発時間 到着時間 ページ

M311 3/31(金） 

KCZ-124 室戸岬とジオパークセンター   8:45 17:15 P.1

KCZ-204 高知城と桂浜   9:30 13:30 P.2

KCZ-314 鰹のタタキ わら焼き体験 10:30 15:15 P.2

KCZ-389 坂本龍馬ゆかりの地散策 10:45 14:05 P.2

KCZ-479 龍河洞と桂浜   9:00 14:15 P.3

M312 4/5(水）

KCZ-124 室戸岬とジオパークセンター   7:45 16:15 P.1

KCZ-204 高知城と桂浜   9:30 13:30 P.2

KCZ-314 鰹のタタキ わら焼き体験 10:30 15:15 P.2

KCZ-389 坂本龍馬ゆかりの地散策 10:45 14:05 P.2

KCZ-479 龍河洞と桂浜   9:00 14:15 P.3
※出発・帰着時間は催行上の理由により変更になる場合があります。乗船後に必ずツアーチケットに記載してある集合時間のご確認を

お願いいたします。

 ツアー番号
KCZ-124   室戸岬とジオパークセンター 料 金

大人1名  ＄139.95
子供1名  ＄  99.95

所要時間 　約8時間30分           

アウトドア愛好家なら、国内のユネスコ世界ジオパークの一つである室戸岬探訪がお勧めです。太平洋上に突き
出し、紀伊水道と土佐湾を分けるこの岬を見てもわかる通り室戸は大自然に恵まれた場所として知られています。
世界ジオパークセンターでは、ガイドがこの地の地質学的歴史をご紹介します。大昔、この地域は海面下にあり、
海中に洞窟が形成された後、連続的な地震により隆起してできたと言われてます。そういった話を聞き道に沿って
散策しながら、海底から海の上に顔を出した岩層、亜熱帯の植物、洞窟などをご覧ください。御

み く ろ ど
厨人窟は大自然の

神聖な姿を見せてくれる洞窟で、8世紀の仏僧・弘法大師が悟りを開いた場所と伝えられています。ランチ後は、
急な山道を登って四国遍路の第24番札所で807年に建立された最御崎寺を見学します。

※未舗装の道や足元の悪い道を歩く、アクティブなツアーです。歩行の困難な方にはお勧めしません。
※室戸ジオパークセンターの展示品は予告なく変わる場合があります。
※御厨人窟は落石の恐れがあるため、中に入ることはできません。
※室戸岬灯台は屋外見学のみとなります。最御崎寺から徒歩約10分、階段が20段程あります。

ツアー催行時の新型コロナウイルス感染症の状況により、ツアー内容や訪問順序が変更となる場合があります。
また催行上の理由により訪問順序が前後する場合があります。



高知-2

 ツアー番号
KCZ-204   高知城と桂浜 料 金

大人1名  ＄109.95
子供1名  ＄  89.95

所要時間 　約4時間     

まずは高知城へ向かいます。城主・山内一豊により400年以上前に建築された天守閣からの眺めは、街全体のパノ
ラマ風景を誇り、上まで登った疲れを癒してくれます。ツアーは、二ノ丸、そして城の中へとつなぐ美しく復元され
た詰門へと続きます。地元や歴史的な宝物を所蔵する本丸の見学をお楽しみください。城の内外を散策した後は、
再びバスに乗り込み、桂浜へと向かいます。ここには、江戸幕府による統治から近代日本へと進む上での立役者と
される坂本龍馬の像を見ることができます。

※高知城では段差の大きい階段を200段登ります。

 ツアー番号
KCZ-314   鰹のタタキ わら焼き体験 料 金

大人1名  ＄129.95
子供1名  ＄119.95

所要時間 　約4時間45分      

高知の伝統的な名物である鰹のタタキは、新鮮な鰹を直火で炙った料理です。この約4時間30分のツアーでは、
有名な土佐タタキ道場を訪れ、自分のタタキを作ってみましょう。ここでは、ご自身で鰹をわら焼きの炎で炙って
いただきます。出来立ての鰹のタタキを御賞味ください。さらに、四国八十八ヶ所霊場の1つである竹林寺、絶景
の桂浜、そして坂本龍馬記念館も訪れます。文化色豊かな一日を過ごした後、港に戻ります。

※天候等によりかつお漁が不漁の場合、生魚の代わりに冷凍のかつおを使用する場合があります。
※汚れてもよい服装でご参加ください。

 ツアー番号
KCZ-389   坂本龍馬ゆかりの地散策 料 金

大人1名  ＄39.95
子供1名  ＄34.95

所要時間 　約3時間20分     

日本でもっとも愛されている歴史的人物の1人、坂本龍馬の人生にからめた、高知の文化遺産と史跡をめぐる
3キロのガイド付きウォーキングツアーです。シャトルバスの降車後、龍馬の生まれた街記念館で知識豊富なガイド
と合流し、ツアーが始まります。そこから坂本龍馬誕生地、山内神社、山内容堂像、容堂、西郷会見の地などを巡り、
高知城歴史博物館前で終了します。ツアーのあとは、シャトルバスで港に戻ります。

※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ています）。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。
※天候不良の場合、催行中止となる場合があります。



高知-3

 ツアー番号
KCZ-479   龍河洞と桂浜 料 金

大人1名  ＄119.95
子供1名  ＄109.95

所要時間 　約5時間15分     

港からバスに乗り、三宝山の斜面にある美しい龍河洞に向かいます。膨大な量の水が流れ落ちる滝とともに、洞窟
内に残る弥生時代の居住跡は、国指定史蹟天然記念物に認定されています。2019年7月にリニューアルオープン
し、ライトアップやプロジェクションマッピングを使う事によって独特の世界観を表現するアトラクションも完成しま
した。1億5,000万年以上の月日によって形成されたこの神秘的な石灰岩の洞窟は、日本三大鍾乳洞のうちの1つ
です。壮大な鍾乳洞に加え、ここにはコウモリ、エビ、カニを含む動物が生息しています。続いて桂浜へ向かいます。
歴史で縁取られたこのビーチでは、小道や小さな神社、そして郷士でありながらも徳川幕府倒幕の立役者であり、
現代日本へと導いた坂本龍馬の銅像を見ることができます。

※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。
※ツアーでは、スナックと水が提供されます。




