
青森-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

M313 4/13(木)

AOJ-209 ねぶたの家ワ・ラッセと三内丸山遺跡   8:45 12:00 P.2

AOJ-214 弘前公園と津軽藩ねぷた村   8:15 13:45 P.2

AOJ-234 津軽金山焼と立佞武多の館   9:00 13:45 P.2

AOJ-244 酸ヶ湯温泉 10:00 14:45 P.3

M314 4/23(日)

AOJ-209 ねぶたの家ワ・ラッセと三内丸山遺跡   9:45 13:00 P.2

AOJ-214 弘前公園と津軽藩ねぷた村   8:30 14:00 P.2

AOJ-234 津軽金山焼と立佞武多の館   9:00 13:45 P.2

AOJ-244 酸ヶ湯温泉 10:00 14:45 P.3

M315 5/1(月)

AOJ-144 奥入瀬と十和田湖遊覧クルーズ   8:45 17:30 P.1

AOJ-209 ねぶたの家ワ・ラッセと三内丸山遺跡   8:45 12:00 P.2

AOJ-214 弘前公園と津軽藩ねぷた村   8:15 13:45 P.2

AOJ-234 津軽金山焼と立佞武多の館   9:00 13:45 P.2

AOJ-244 酸ヶ湯温泉 10:00 14:45 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。

青森
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。

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
AOJ-144 　奥入瀬と十和田湖遊覧クルーズ 料 金

大人1名  ＄179.95
子供1名  ＄149.95

所要時間 　約8時間45分     

楽しい一日は、青森の南に位置する八甲田山から始まります。ふもとに到着したらロープウェーに乗り、標高1,324m
の頂上まで登ります。この絶景スポットからは、八甲田の山並みや湿地帯を見ることができます。頂上から臨む、陸奥
湾から津軽半島までの壮大な景色をお楽しみください。次に、美しい森と流れ落ちる滝で知られる国の特別名勝及び
天然記念物である奥入瀬渓流を車窓から眺めます。ランチ後は、十和田湖で遊覧船に乗り、青く澄み切った水上をク
ルーズします。

※天候状況により、十和田湖遊覧船及び八甲田ロープウェー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。歩行の困難なお客様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。



青森-2

 ツアー番号
AOJ-234 　津軽金山焼と立

た ち ね ぷ た

佞武多の館 料 金
大人1名  ＄94.95
子供1名  ＄84.95

所要時間 　約4時間45分   

バスに乗り、美しい田園地帯の景色を楽しみながら、五所川原市にある津軽金山焼工房に向かいます。約2,200年前、
「須恵器」と呼ばれる陶器が初めて窯で作られました。摂氏1,350度で焼いて作るこの手法は10世紀に廃れました
が、この地域で再び注目を浴びるようになりました。この美しい陶器について、職人から直接お話を聞きます。現在、敷
地内にはギャラリー、教室、カフェがあります。次に立佞武多の館を訪れ、3つの山車を見学します。丁寧に色付けされ
た和紙で作られた、目を見張るような豪華な山車は、毎年8月4日～8日にかけて開催される五所川原の立佞武多祭り
に使用されるもので、高さ約20m、重さ約17トンあり、見る者を圧倒します。

※津軽金山焼の窯元では、足場の悪い道や階段を歩きます。

 ツアー番号
AOJ-214 　弘前公園と津軽藩ねぷた村 料 金

大人1名  ＄104.95
子供1名    ＄94.95

所要時間 　約5時間30分   

まずは弘前城公園へ向かいます。1611年に建造されたオリジナルの城は、1627年に落雷により焼失しました。現在
の城は1810年に再建されたもので、現存天守12城のうちのひとつです。この歴史の至宝は、国内でもっとも人気の
桜祭りの一つが開催される、緑豊かな約49ヘクタールの広大な公園の敷地内にあります。続いて、津軽藩ねぷた村
で有名なねぷた祭りについて学びます。ここでは、高さ10ｍの大型ねぷたと内部の骨組みや、民工芸品の製作風景を
見学したり、知識豊富なガイドの解説に耳を傾けたり、お祭りの時に流れる伝統的な音楽を聴くことができます。船に
戻るころには、この日の思い出がたくさんカメラに詰まっていることでしょう。

※弘前城は、石垣の改修工事を行っている為、石垣のみシートで覆われている部分があります。
※歩行の困難なお客様にはお勧めしません。
※弘前城の天守閣にはエレベーターはありません。

 ツアー番号
AOJ-209 　ねぶたの家ワ・ラッセと三内丸山遺跡 料 金

大人1名  ＄69.95
子供1名  ＄59.95

所要時間 　約3時間15分   

青森の歴史と伝統を知ることができる半日ツアーです。まずは三内丸山遺跡にて、復元された紀元前13,000～300
年の縄文時代の竪穴住居、家屋、巨大な塔などを見学します。ここは日本最大かつもっとも完全な形で残っている縄
文集落跡の一つであり、国の特別史跡に指定されています。その後、2011年1月にオープンしたねぶたの家「ワ・ラッ
セ」を訪れます。過去の祭りに出陣した山車の中から賞を受賞した5つの山車をご覧いただけます。見学後は、バスで
港に戻ります。

※三内丸山遺跡では約1時間歩きます。歩行の困難なお客様にはお勧めしません。



青森-3

 ツアー番号
AOJ-244 　酸ヶ湯温泉 料 金

大人1名  ＄159.95
子供1名  ＄159.95

所要時間 　約4時間45分      

八甲田の山中にある温泉、酸ヶ湯温泉にてゆったりとした半日を過ごしていただきます。宿に到着したらまずは和食
ランチをお召し上がりいただき、その後温泉をお楽しみいただきます。酸ヶ湯温泉の歴史は1684年に遡り、現在も
大変人気のスポットで、1954年、初の国民保養温泉地に指定されました。260平方メートルを越える広さを持つ大
浴場は、「ヒバ千人風呂」として知られています。肌に良いとされる酸性のお湯を楽しみましょう。一日の終わりには、
再びバスに乗り青森に戻ります。

※フェイスタオル、バスタオルは付いています。
※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。



函館-1

函館（北海道） 幕末の歴史の舞台であり、異国情緒がただよう港町。
日没と共に函館山の眼下にきらめく美しい夜景は有名ガイドブックで 3 つ星
を獲得しています。

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 ID ツアータイトル 出発時間 到着時間 ページ

M315 5/2（火）

HKD-109 函館終日観光  8：30 16:00 P.1

HKD-204 函館山と元町  9：30 13:30 P.1

HKD-234 五稜郭観光 10：00 13:00 P.2

HKD-389 大沼国定公園ウォーキングと西大沼温泉  8：00 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
HKD-109 　函館終日観光 料 金

大人1名  ＄154.95
子供1名  ＄109.95

所要時間 　約8時間      

バスに乗ってまずは函館の人気スポットである朝市を訪れます。北海道の新鮮な海産物や野菜、果物などがいたる
ところで販売されています。続いて五稜郭タワーをエレベーターであがり、美しい星形の要塞を眺めましょう。江戸
時代末期に完成したこの要塞は、日本初の西洋式城郭で、現在は公共公園になっています。春には美しい桜並木で
も知られています。続いて函館郊外にある、トラピスチヌ修道院を訪れます。日本で最初に建てられた修道院で、中
世ヨーロッパのゴシック様式とロマネスク様式が取り入れられています。庭を散策してみたり、修道女の作ったお菓
子やアイスクリームを購入したりして過ごしましょう。ランチをお召し上がりいただいた後は、金森赤レンガ倉庫を
訪問します。1909年に建造されたこのレンガ倉庫には現在、函館ビアホールやレストラン、ショップが入っていま
す。最後に、函館山ロープウェイに乗って頂上へあがり、函館の街を眺めましょう。

※このコースでは函館山からの夜景はご覧いただけません。
※山頂は風が強いので、ウインドブレーカー、防寒着等を必ずご持参ください。
※悪天候の場合、ロープウェイは運休となる場合があります。その場合はバスで山頂まで登ります。
※朝市は、午前中で閉店するテナントもあります。

 ツアー番号
HKD-204 　函館山と元町 料 金

大人1名  ＄84.95
子供1名  ＄64.95

所要時間 　約4時間     

バスに乗って、まずは函館の人気スポットである朝市を訪れ、イクラ、ホタテ、カニ、ウニなどが売られている屋台を
見て回ります。続いて函館山ロープウェイに乗り、港と街の素晴らしい景色を頂上から眺めましょう。最後に、1854
年に町が西洋諸国に開かれた後に外国人が多く住みついた元町地区を散策しましょう。ロシア正教会と旧英国領事
館などがあり、異国情緒ゆたかなエリアです。

※朝市は午前中で閉店するテナントもあります。
※山頂は風が強いので、ウインドブレーカー、防寒着等を必ずご持参ください。
※悪天候の場合、ロープウェイは運休となる場合があります。その場合はバスで山頂まで登ります。
※元町地区では、一部施設が改修や工事で閉まっている場合もございます。



函館-2

 ツアー番号
HKD-234 　五稜郭観光 料 金

大人1名  ＄69.95
子供1名  ＄64.95

所要時間 　約3時間     

バスに乗り、函館山、元町地区を遠くに見ながら歴史ある五稜郭公園を訪れます。江戸時代末期に完成した巨大な
五角形の要塞は、日本初の西洋式城郭でした。ここでは、五稜郭タワーをエレベーターであがり、星形の要塞を眺
めましょう。また、2010年に復原された江戸幕府の役所、箱館奉行所で歴史を学びましょう。現在は公共公園であ
り、春には美しい桜並木でも知られています。

※函館奉行所の中は靴を脱いでの見学となります。

 ツアー番号
HKD-389 　大沼国定公園ウォーキングと西大沼温泉 料 金

大人1名  ＄99.95
子供1名  ＄79.95

所要時間 　約5時間30分   

まずは大沼国定公園に向かいます。大沼は1958年に国定公園に指定され、駒ヶ岳の大昔の噴火により形成された風
景が特徴です。この公園には3つの湖、大沼、小沼、蓴菜沼があります。約25分間、モーターボートで水上からの景色を
楽しんだ後は、約1時間、各自のペースで自然のコースを歩きましょう。湖には18つの橋でつながれた126の小島が点
在しており、ブナやカエデの森に囲まれています。港に戻る前に、西大沼温泉郷の温泉をお楽しみください。

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



釜山-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

M313
M314

4/17(月)
4/26(水)

PUS-104 慶州終日観光   7:40 15:20 P.1
PUS-109 釜山終日観光   8:00 15:30 P.2
PUS-204 海東龍宮寺   8:00 13:00 P.2
PUS-219 チャガルチ市場と梵魚寺   8:00 13:00 P.2
PUS-229 韓国スパ体験とショッピング   8:00 13:00 P.3
PUS-239 甘川文化村と松島スカイウォーク   8:00 12:40 P.3
PUS-259 梵魚寺と韓国伝統舞踊鑑賞   8:00 12:30 P.3
PUS-384 二妓台遊歩道散策と韓国焼肉   8:10 12:10 P.4
PUS-869 プレミアム韓国焼肉と国際市場 10:00 14:10 P.4

M314 4/26(水) PUS-269 釜山の美術と伝統茶テイスティング   8:30 12:50 P.4

M315 5/4(火)

PUS-104 慶州終日観光   8:40 16:20 P.1
PUS-109 釜山終日観光   8:50 16:20 P.2
PUS-204 海東龍宮寺   9:00 14:00 P.2
PUS-219 チャガルチ市場と梵魚寺   9:00 14:00 P.2
PUS-229 韓国スパ体験とショッピング   9:00 14:00 P.3
PUS-239 甘川文化村と松島スカイウォーク   9:00 13:40 P.3
PUS-259 梵魚寺と韓国伝統舞踊鑑賞   9:00 13:30 P.3
PUS-269 釜山の美術と伝統茶テイスティング   9:00 13:20 P.4
PUS-384 二妓台遊歩道散策と韓国焼肉   9:00 13:00 P.4
PUS-869 プレミアム韓国焼肉と国際市場 10:00 14:10 P.4

※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。

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。

 ツアー番号
PUS-104 　慶

キョンジュ

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40分      

2つの世界遺産を見学するこの終日ツアーの最初の目的地は、新羅王朝時代の王族の古墳が20基ほどある古墳公園
です。1973年に発掘された「天馬塚」を見学しましょう。続いて、国立慶州博物館では「聖徳大王神鐘」をはじめとする
韓国文化を鑑賞しましょう。地元のホテルでおいしい韓国料理のランチを堪能した後は、閑静な仏

プルグクサ
国寺に向かいます。

吐含山の斜面に位置する仏国寺は、新羅の建築様式の代表例です。寺院と境内を見て回った後はバスに乗り、途中で
土産物屋に立ち寄ってから港に戻ります。

※交通状況により土産物店での買い物の時間を取れない場合があります。
※午後2時以降に寄港する際は、国立慶州博物館の代わりに東宮と月池を訪れます。

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。



釜山-2

 ツアー番号
PUS-109 　釜山終日観光 料 金

大人1名  ＄129.95
子供1名  ＄119.95

所要時間 　約7時間30分      

釜山の見どころを巡る終日ツアーです。地元ガイドの案内でのどかな田園地帯をバスで移動し、釜山で最も美しい寺
院の1つである海

へドンヨングンサ
東龍宮寺を訪れます。108段の階段を下ったところには、四獅子三層石塔があります。続いて人気の

海
ヘ ウ ン デ
雲台ビーチで写真ストップのあと、海岸沿いの道を進み、2005年APEC首脳会議のために建てられたAPECハウス

に向かいます。この辺りには美しいツバキの木と松の木が生い茂っています。韓国料理のビュッフェランチの後は、
龍
ヨンドゥサン
頭山公園に移動して釜山港の眺めをお楽しみください。続いて約1,200のお店が軒を連ねている国際市場と、韓国

の生活を垣間見られる魚介類専門のチャガルチ市場を訪れます。その後、港に戻ります。

※海東龍宮寺では108段の階段があります。歩行の困難な方にはお勧めしません。
※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。

 ツアー番号
PUS-219 　チャガルチ市場と梵

ポ モ サ

魚寺 料 金
大人1名  ＄59.95
子供1名  ＄59.95

所要時間 　約5時間    

まずは市内北部の郊外を車で移動します。美しい田園地帯を通り梵魚寺を訪れます。韓国で最大級のこの寺院は西暦
678年に建立されました。「天王門」として知られる3つの立派な門をくぐり、アーチ型の石橋と山の小川を渡り、新羅時
代（西暦826～836年頃）に建てられた優美な三層石塔と、1614年に建てられた本堂を見学します。続いて、免税店に
て短時間のショッピングを楽しんだあと、バスでチャガルチ市場に向かいます。この市場は朝鮮戦争中に女性の行商人
により設立されました。市場で韓国の日常に触れ、新鮮な魚貝類を見てから港に戻ります。

※梵魚寺には100段以上の階段と急な坂道があります。歩行の困難な方にはお勧めしません。
※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。
※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。

 ツアー番号
PUS-204 　海

へ ド ン ヨ ン グ ン サ

東龍宮寺 料 金
大人1名  ＄69.95
子供1名  ＄69.95

所要時間 　約5時間  

まずは、美しい田園地帯や海岸沿いの道を進み、美しい海東龍宮寺を目指します。海に面した珍しい場所にある海東龍
宮寺は、釜山で最も印象的な歴史的建造物の1つです。仏像やドラマチックな岩を背景に、108段の階段を入り口まで
下っていきます。次は、2005年APEC首脳会議のために建てられたAPECハウスに向かいます。美しい松の木に囲ま
れた場所には、人魚の像が立っています。国際市場までバスで移動し、お土産や工芸品の買い物を楽しんだ後、港に戻
ります。

※海東龍宮寺では108段の階段があります。歩行の困難な方にはお勧めしません。



釜山-3

 ツアー番号
PUS-229 　韓国スパ体験とショッピング 料 金

大人1名  ＄89.95
子供1名  ＄79.95

所要時間 　約5時間    

釜山で一番人気の娯楽であるリラクゼーションとショッピングを満喫できるツアーです。まずは、お風呂、シャワー、韓
国伝統の窯サウナ、マッサージ台を備えた「チムジルバン」と呼ばれる銭湯でおくつろぎください。新世界百貨店セン
タムシティにあるスパランドは、深さ約1,000mの地下から汲み上げた炭酸水素ナトリウム温泉を利用した巨大な温
泉施設です。22種類の温泉と13種類のスパがあり、それぞれ独特なテーマを持っています。古代ローマ時代の風呂を
最新技術で再現した放射熱式のローマ式サウナや、天然素材のみを使用した、寒い冬の間の健康維持に効果があると
言われるフィンランド式サウナなどが人気です。至福の体験をした後は、国際市場に向かいお土産や記念品の買い物
をお楽しみください。

※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、ハーフパンツの無料貸し出しがあります。
※スパランドは7歳未満のお子様はご入場いただけません。

 ツアー番号
PUS-239 　甘

カムチョン

川文
ム ナ マ ウ ル

化村と松
ソ ン ド

島スカイウォーク 料 金
大人1名  ＄64.95
子供1名  ＄64.95

所要時間 　約4時間40分    

釜山の3つの人気スポットを巡る半日ツアーです。まずは甘川文化村を見学します。甘川文化村は1950年代に朝鮮戦
争の難民によって設立された村で、「釜山のマチュピチュ」と呼ばれるほど急な山の斜面に建てられました。迷路のよう
に入り組んだ路地をガイドに従って進むと、鳥やトンボなどの芸術的な装飾が施されたカラフルな家々が見えてきま
す。絶景を求めてスカイガーデンにも立ち寄ってはいかがでしょうか。もう1つの見どころは、松島スカイウォークで
す。松島ビーチの端から、龍のように湾曲した全長365mの遊歩道が伸びています。床は二重強化ガラスで作られてい
るため、眼下で揺れる波の様子を見渡せます。最後は、韓国最大の海鮮市場であるチャガルチ市場と土産物屋がひしめ
く国際市場に立ち寄ります。

※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。

 ツアー番号
PUS-259 　梵

ポ モ サ

魚寺と韓国伝統舞踊鑑賞 料 金
大人1名  ＄89.95
子供1名  ＄89.95

所要時間 　約4時間45分    

バスに乗り込んだら釜山を通って緑豊かな常緑樹の森の中を走ります。まず、国宝に指定され、1,300年の歴史を持つ
梵魚寺を訪れます。「天の魚の寺」という意味の梵魚寺は、かつて360以上の部屋があり、1,000人以上の僧侶が暮らし
ていたと言われています。寺に到着したら、豪奢な3つの門をくぐり、境内をゆっくり散策します。見逃せないのは、9世
紀に作られた石灯籠です。三層の石塔も是非ご覧ください。この石塔は西暦826年から836年の間に建造されました。
塔の基部は真珠の形をした石で、彫刻が施された隅柱、大小の蓮の葉があります。見学の後はバスでシアターに移動
し、韓国の伝統的な音楽と舞踊を鑑賞します。最後に免税店で短いショッピングタイムを楽しんだら、港に戻ります。

※駐車場から梵魚寺へは急な坂道と階段を歩きます。歩行の困難な方、車いすをご利用の方にはお勧めしません。
※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。



釜山-4

 ツアー番号
PUS-269 　釜山の美術と伝統茶テイスティング 料 金

大人1名  ＄99.95
子供1名  ＄99.95

所要時間 　約4時間20分    

まず釜山市立美術館を訪れます。釜山最大の現代美術スペースとして知られる釜山市立美術館には5つの展示フロア
があり、釜山を代表する芸術家の絵画、彫刻、映像作品が展示されているがあります。図書館、視聴覚センター、屋外彫
刻庭園、小さなギフトショップもあります。1,500年以上もの間、お茶は釜山の伝統における重要な役割を果たしてき
ました。訪問時には、お茶を飲む際の繊細で複雑な作法を学べます。チョヒョン画廊では、ナム・ジュン・パイク、ジュリア
ン・オピー、ジョルジュ・ルースなど、韓国国内外の著名な現代芸術家の作品を展示しています。また、彫刻、絵画、イン
スタレーション、デザインなど厳選された作品の展覧会が開催されています。釜山の文化を満喫したら、港に戻ります。

※このツアーで訪れる美術館は主にチョヒョン画廊を予定していますが、寄港日や寄港時間によって別のギャラリーを訪問す
る場合があります。

※毎週月曜日は釜山市立美術館の休館日のため、ツアーの運行はありません。

 ツアー番号
PUS-869 　プレミアム韓国焼肉と国際市場 料 金

大人1名  ＄99.95
子供1名  ＄99.95

所要時間 　約3時間30分     

このツアーではまず、韓国焼肉をご賞味いただきます。韓国語の「韓国式バーベキュー」または「コギグイ（肉のロース
ト）」という言葉は、さまざまな種類の肉や野菜を焼く韓国の調理方法を指します。たいていの場合、このような料理は
店のテーブルに組み込まれたガスや炭のグリルで調理します。本場韓国の焼肉を堪能したら、龍頭山公園から釜山の
景色を眺めます。最後に、西洋や韓国の商品、工芸品、骨董品が売られている賑やかな市場、国際市場に向かいます。約
1時間取ってありますので、ガイドの簡単な案内のあと、各自で散策しましょう。韓国のおやつホットク（カリッとしたヒマ
ワリの種が入った甘い揚げ菓子）や他の韓国屋台グルメ、お土産のショッピングなどをお楽しみください。

 ツアー番号
PUS-384 　二

イ ギ デ

妓台遊歩道散策と韓国焼肉 料 金
大人1名  ＄89.95
子供1名  ＄89.95

所要時間 　約4時間      

港でバスに乗り、まずは二妓台に向かいます。二妓台は火山岩や地層が波の侵食によってユニークな形になった崖で
す。釜山の自然の美しさをゆっくり堪能しながら、広安大橋、冬柏島、湾の向こうに広がる海雲台など、釜山の雄大な景
色をお楽しみください。波が岩にぶつかる風景にも圧倒されます。続いて韓国焼肉を楽しみましょう。最後に免税店で
短時間のショッピングをしたあと、港に戻ります。

※悪天候の際、二妓台ではなく他の観光地を訪れる場合があります。
※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。



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

M314 4/27(木)
NGS-119 島原城と武家屋敷  8：00 15:30 P.1
NGS-189 ハウステンボス自由観光 ※ガイド無し  8：30 15:00 P.1
NGS-204 平和公園と長崎原爆資料館 9：15 12:15 P.2

M315 5/5(金)
NGS-119 島原城と武家屋敷 P.1
NGS-189 ハウステンボス自由観光 ※ガイド無し  8：30 15:00 P.1
NGS-204 平和公園と長崎原爆資料館 9：15 12:15 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-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。

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。

 8：00 15:30
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 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。




