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室蘭 （日本） 

MUR01 – 札幌ハイライト 

所要時間：約 ??? 時間 

札幌の街に入るとバスの窓からは、北海道庁旧本庁舎が見えてきます。赤れんがで美しく修復された 19世紀の建物の前に

は花の庭園が広がります。続いて、たくさんの店、レストラン、カラオケ屋が並び、狭い路地には札幌のラーメンの中心地とな

るラーメン横丁がある、すすきのの繁華街へ。札幌の街を南北に隔てるように、1.5km にわたって続く緑豊かな大通公園での

散策をお楽しみください。最後は、北海道の有名なお菓子の名前が付けられた「白い恋人パーク」を訪れます。「白い恋人」

は北海道のお土産に欠かすことのできないお菓子の名前です。入場無料エリアにある、土産物店やカフェ、レストランで過ご

したり、園内に入りチョコレートを中心とした展示やビスケット製造の様子をガラス越しに見学することができます。船へと戻りツ

アーは終了となります。 

注意：ツアーには、白い恋人パークでの手作り体験は含まれていません。MUR01 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

MUR02 – 札幌シティツアー 

所要時間：約 ??? 時間 

埠頭からバスで北海道の県庁所在地、札幌へと向かいます。最初に訪れるのは、さっぽろ羊ヶ丘展望台です。石狩平野の

風景と、草原で草を食む羊の様子をこの高台から眺めることができます。この辺りはかつて国の養牛場でしたが、現在は羊

毛のために羊を育てています。また、この公園には 1876年、日本政府に雇われ札幌農学校を開校したアメリカ人教授、ウィ

リアム・クラーク博士の銅像があります。次に訪れる札幌中央卸売市場は、新鮮な刺身や寿司を楽しむための理想的な場

所です。そして、カラオケ屋、お店、レストランなどが立ち並ぶ「すすきの」へと向かいます ここには、名前の通りラーメンで有名

な「ラーメン横丁」があります。そして最後に、長さ 1.5km にわたって続く、街を南北に隔てる広く緑豊かな大通公園を訪れま

す。緑に囲まれた公園散策を楽しんだ後、バスで船へと戻ります。 

注意：MUR02 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

MUR03 – 札幌文化体験ツアー 

所要時間：約 ??? 時間 

北海道の県庁所在地である札幌の文化的ハイライトを見学するツアーのバスは室蘭から街へと向かいます。札幌に入るとす

ぐ、この地域の自然や歴史を扱う北海道博物館の展示を見ることができます。特に、特に先住民アイヌの人々の文化と、本

州からの移民の生活に重点をおいた博物館の展示は見逃せません。地域の歴史を見た後、街の中心部とサッポロファクトリ

ーへと向かいます。元はビールの醸造所だった場所にあるのが、大規模でモダンなショッピングとエンターテイメントの複合施設

です。アーチ型のガラスの天井が広がりを感じさせる赤れんがの建物は 19 世紀の北海道を思い起こさせます。 

注意：MUR03 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 
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MUR04 – 有珠山 

所要時間：約 4時間 

日本は火山の多い国ではありますが、この成層火山は「有珠山」は 2000年にも噴火し、その前の世紀には 3回噴火してい

ます。西山火口散策路に向かって歩いてみましょう。道沿いには、最近の噴火でできた火口があり、噴火で生じた大規模な

被害を示す破壊された建物が残されています。そして、有珠山ロープウェイからの眺めを楽しみ、山頂近くの展望台へと到着

すると、洞爺湖や昭和新山の溶岩ドームの風景をご覧いただけます。少し歩いたところにも眺めの良い場所があり、美しい

海と、1977 年にできた有珠山最大の噴火口が見えます。崖の上にある地球岬からの太平洋の眺めは、新年の初日の出を

見ようと毎年大勢の人たちが訪れます。パノラマを楽しんだ後は、バスに乗り、港に戻ります。途中、サービスエリアでお土産

店に立ち寄ります。 

注意：MUR04 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

MUR05 – 有珠山と洞爺湖温泉 

所要時間：約 ??? 時間 

壮大な山の風景と、伝統的な日本の温泉を楽しむことができるこのツアーは、まずバスで有珠山の西山火山散策路へと向

かいます。この成層火山は、前世紀に 3 回噴火しています。散策路を歩くと、最近できた噴火口や、火山噴火の被害を示

す目的で残されている破壊された建物などをご覧いただけます。有珠山ロープウェイに乗り、素晴らしい風景を楽しみながら、

山頂近くにある眺めの良い 2 つの場所へと向かいます。一つ目からは洞爺湖と昭和新山の溶岩ドーム、そしてさらに少し歩

いたところからは 1977 年にできた有珠山最大の火口を見ることができます。山から下ったら、1917 年開業の洞爺湖温泉で

天然の湯に浸かりましょう。黄色みを帯びた茶色の湯は、神経痛やリュウマチなど様々な病気の症状を和らげるという評判が

あります。また、天然のビューティーセラピーとも呼ばれる通り、肌が自然な輝きを取り戻します。温泉にゆっくりと過ごした後は、

バスで港へと戻ります。 

注意：温泉には、刺青がある方や、水着を着たまま入ることはできません。バスタオル、フェイスタオルは用意されています。

MUR05 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

MUR06 – 登別温泉 

所要時間：約 ??? 時間 

美しい風景に加え登別温泉でのんびり湯に浸かることができる数時間のツアーはいかがですか。バスで、新年の初日の出を

見ようと毎年大勢の人が集まる崖の上の景勝地、地球岬へと向かいます。この美しい場所から、素晴らしい海の風景を眺

めた後に向かうのは地獄谷です。蒸気孔、硫黄を含む小川など火山活動を感じさせるこの場所にぴったりの名前が付けられ

地獄谷は登別温泉の源泉でもあります。北海道で最も有名な登別温泉では 11 種類もある天然の温泉からお好みの湯を

お選びいただけます。天国の気分を味わった後は、船へと向かうバスの中でもリラックスしてお過ごしください。 

注意：温泉には、刺青がある方や、水着を着たまま入ることはできません。バスタオル、フェイスタオルは用意されています。こ

のツアーのガイドは日本語のみを話します。 
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MUR07 – 室蘭文化体験 

所要時間：約 ??? 時間 

北海道と室蘭の豊かな文化に触れるこのバスツアーは、ポロトコタンとも呼ばれる野外の白老アイヌ博物館へと向かいます。

アイヌの村を再現した 5 棟の茅葺の建物は、北海道の先住民アイヌの人々の生活を様々な側面から示すものです。ここで

実演されるアイヌ古式舞踊の 1 つは、食べるために捕獲した熊に宿ると信じられている神を天国に送るためのものですが、ユ

ネスコ無形文化遺産に指定されています。次に、歴史テーマパークの登別伊達時代村と訪れ、江戸時代（1603〜1868

年）へと時代を遡ります。数あるアトラクションの中でも、時代村では伝統的な遊びや暮らしの様子、また、当時の演劇や

大道芸なども見ることができます。この場所で花魁や忍者と出会うようなことがあっても、驚かないでください。船に戻りツアー

は終了です。 

注意：登別伊達時代村では当時の衣装をお召しいただくことはできません。MUR07ツアーのガイドは、日本語のみを話しま

す。 

 

青森 （日本） 

AOJ01 –  奥入瀬渓流 と十和田湖遊覧船 

所要時間：約 ??? 時間 

数時間ほど船を離れ、美しい風景やのんびりとした湖の遊覧船と、爽やかなハイキングを楽しむツアーはいかがですか。バスに

乗り、青森県と秋田県の県境、海抜 400m にある本州最大の火口湖、十和田湖へと向かいます。森に囲まれた美しい湖

で遊覧船に乗り、船上からの風景と、その深さゆえに明るい青色をした湖面をご堪能ください。この湖は奥入瀬川の源流で

もあります。そしてこれからハイキングで歩くのが奥入瀬川渓流沿いの道です。川に沿ったなだらかなルートを14kmほど、途中

に 12 を超える滝のある、まるで妖精でもいるかのような素敵な雰囲気の森の中を歩きます。途中、休憩の時間も用意され

ています。船へと戻るバスの中でゆっくりお休みください。 

注意：AOJ01 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

AOJ02 – 弘前観光と八甲田ロープウェイ 

所要時間：約 ??? 時間 

バスでツアーの最初の目的地となる八甲田ロープウェイを目指します。ここからは青森県南部の八甲田山の火山が連なる素

晴らしい風景を眺めることができます。ロープウェイで 10 分ほど登った田茂萢岳駅では、緑が広がるパノラマが歓迎してくれま

す。続いて津軽藩ねぶた村へと向かいます。ここは巨大な山車が名物のねぶた/ねぷた祭りの博物館です。照明が鮮やかな

色を照らし出す巨大な山車が練り歩く祭りは、毎年 8 月に青森と弘前で行われます。博物館で祭りの雰囲気に浸りながら、

伝統的な津軽の工芸品を購入したり現地の特産品をご覧ください。ツアーの最後は、17 世紀初めに建てられた弘前城を

訪れます。この城は、3 層の天守閣を要塞化された堀や門、そして角の櫓に守られています。そして船に戻りツアーは終了と

なります。 

注意：AOJ02 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 
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AOJ03 – 高山稲荷神社と五所川原観光 

所要時間：約 ??? 時間 

船を離れ、つがる市の美しい高山稲荷神社を訪れ、子宝、米、お茶、酒、農業、そして商売の神であるキツネの神様が祀

られる稲荷大神の参拝へと向かうツアーです。神明社で参拝へと向かう途中、竜の背中のように連なる 201 基の赤い鳥居

を潜り歩いていきます。次に、五所川原の太宰治記念館を訪れます。日本の作家、太宰治（1909-1948）を記念する博

物館には、古い家具や、装飾品、そして作家の作品のコレクションなどが展示されています。最後は、伝統的な日本の音楽

を津軽三味線会館で体験してください。この博物館は津軽三味線の始祖と呼ばれる演奏者を記念し三味線を広く紹介す

るため設立されました。博物館では、様々な三味線を見ることができるほか、世界の弦楽器も展示されています。三味線を

堪能していただいた後、船へと戻ります。 

注意：AOJ03 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

AOJ04 – 立佞武多の館と青森市内観光 

所要時間：約 ??? 時間 

この土地の文化に触れるツアーは、まずバスで五所川原の立佞武多の館へと向かいます。ここには立佞武多祭りの巨大な

山車が展示されています。この祭りは、この地域で行われる 4つの祭りの中でも、山車の高さが 23m と最も高いことで有名で

す。博物館では、立佞武多の勇壮な山車の姿を見たり、自分で金魚ねぷたを作ったり、お土産を買うこともできます。青森

市内へと戻り、古川市場を訪れます。市場では、獲れたての魚が売られる店を見たり、さまざまな刺身から好きなものを選び、

ご飯の上にのせて食べる美味しい「のっけ丼」を自分で作ることができます。新鮮な魚を堪能したあとは、日本の歴史に触れ

ましょう。三内丸山遺跡に向かいます。1992年に発見された縄文時代（約 14,000 – 紀元前 300年）の遺跡では、発掘

作業により竪穴住居跡、大型竪穴住居跡、墓などが見つかっています。そして船に戻り、ツアーは終了です。 

注意：AOJ04 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

AOJ05 – 青森の山の風景 と博物館 

所要時間：約 4時間 

青森ツアーの最初は、数々の火山からなる八甲田山の素晴らしい風景を、1968 年開業の八甲田ロープウェイから眺めるこ

とです。ロープウェイからの眺めを楽しみながら 10 分ほどで到着する田茂萢岳山頂駅から風景の雄大さを堪能してください。

続いて、ねぶたの家「ワ・ラッセ」へと向かいます。ここでは、毎年夏に行われる青森ねぶた祭を再現して、街中をねり歩く山車

のコレクションを紹介しています。ねぶた祭り 300年の歴史を示す写真が壁に展示されたトンネルのような通路をホールへと向

かいます。ホールには祭りで作られた 5台の本物の山車が展示され、仄暗い灯りの中、内部の照明に照らされた山車が鮮や

かに浮かび上がり、祭りの雰囲気をよく表現しています。この博物館訪問後、船に戻りツアーは終了となります。 

注意：AOJ05 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 
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AOJ06 – 青龍寺と浅虫温泉 

所要時間：約 ??? 時間 

この地域の文化をのんびりと尋ねるツアーの最初のハイライトは、青森市郊外に建つ青龍寺です。1982 年に、青森ヒバなど

全て日本産の材木を用いて建てられ、1984 年には高さ 21.35m の青銅製の仏像、昭和大仏が建立されました。これは坐

像の大仏としては日本で最も背の高いものです。続いて訪れる浅虫温泉では、ゆったりと温泉を堪能いただけます。露天風

呂では天然の湯に浸かりながら、素晴らしい風景をお楽しみください。リラックスしていただいた後、バスで船へと戻ります。 

注意：温泉には、刺青がある方や、水着を着たまま入ることはできません。バスタオル、フェイスタオルは用意されています。

AOJ06 ツアーのガイドは、日本語のみを話します。 

 

 

仙台 ・石巻 （日本） 

 

SDJ01 – 中尊寺 

所要時間：約 ??? 時間 

仙台、石巻からバスで北に 1 時間ほど走った北上山脈の麓の街、平泉にある宗教的にも重要な旧跡を訪ねます。天台宗

東北大本山中尊寺は、ユネスコ世界遺産に登録されています。この一帯の創建時期には諸説ありますが、寺自体は西暦

850年頃に建てられたようです。最盛期には、境内に数十もの建物が立ち並んでいましたが、12世紀後半、藤原氏の衰退

に伴い、中尊寺も衰退し、1337 年の火災でほぼ全焼しました。残った建物の 1 つが全体に金箔が施された金色堂です。

1124 年に上棟された建物は、保護のために別の建物に覆われています。古刹の訪問を終えたあと、バスで船へと戻ります。 

注意：SDJ01 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

SDJ02 – 松島観光 

所要時間：約 ??? 時間 

石巻と仙台の間に位置する海辺の町「松島」は、松の木が覆う小さな島々が散在する魅力的で美しい入江に恵まれていま

す。このツアーは、2013 年に「世界で最も美しい湾クラブ」の仲間入りをした美しい風景の海を遊覧船で楽しむことから始まり

ます。遊覧船からの眺めは、写真に残しておきたくなる見所が続きます。船を降りたら次の名所、瑞巌寺へと向かいます。こ

の有名な禅宗の寺は西暦 828 年に建立されました。金箔が施され美しく装飾された襖絵でも知られています。最後に訪れ

るのは石巻の日和山公園です。かつての城跡でもある丘の上の公園から眺める街と海岸線の風景は素晴らしいものです。

また、2011 年の震災時、津波の被害を受けた人々の避難所としても使われた公園からは、今でも被害の大きさを実感し、

復興事業の進行を目の当たりにすることができます。 

注意：天候により、遊覧船が運休することがありますので予めご了承ください SDJ02 ツアーのガイドは、日本語のみを話しま

す。 
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SDJ03 – 南三陸ハイライト 

所要時間：約 ??? 時間 

大地震が引き起こした津波による大規模な破壊は、美しい湾に広がる絵のように美しい海岸のリゾート地になにをもたらした

のでしょう。2011 年、南三陸の海沿いの街は、東北地方太平洋沖地震が引き起こした津波により壊滅的な被害を被りま

した。この自然災害により多くの住民が命を落とし、再建に向けた努力は今でも続けられています。このツアーでは現在の南

三陸の姿を目にすることができます。また、被災地復興事業の一環として作られ、約 30 件の店やレストラン並ぶ「南三陸さ

んさん商店街」を訪れます。この商店街は街の再生の象徴となっています。船に戻るバスに乗るまで店を見て回ります。 

注意：SDJ03 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

SDJ04 – 南三陸とスペイン風ガレオン船 

所要時間：約 4時間 

石巻から北に数キロほど離れた南三陸の街をバスで訪れます。2011年 3月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震が

起こした津波に襲われるまで、この街は海辺の人気リゾートでした。この災害では多くの人命が失われ、再建への努力は今

でも続いています。現在 30軒の店が並ぶ「南三陸さんさん商店街」も復興事業のひとつです。商店会での買い物をお楽し

みいただいた後、次の目的地、17世紀の世界の海を航海していたスペイン風ガレオン船「サン ファン バウティスタ号」の精巧

な復元船の見学へと向かいます。美しく復元された船は、その船内まで見学することができます。また、船の各部の操作法や

乗組員に関して英語の表示も用意されています。17 世紀の航海に思いを馳せた後は、現代の客船へと戻ります。 

注意：SDJ04 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

SDJ05 – 石巻見所ツアー 

所要時間：約 4時間 

石巻の名所をご案内する半日ツアー最初の目的地は、17 世紀に建造されたスペイン風ガレオン船「サン ファン バウティスタ

号」の精巧な復元船です。 復元の元になった船は、17 世紀はじめに日本で建造され世界の海を航海していました。外から

だけではなく船内を見学することもできます。また、船の各部、乗組員、装備などに関する英語表記の案内も用意されてい

ます。昔の航海に思いを馳せた後は、現代日本の文化「漫画」をテーマとする石巻の「石ノ森萬画館」へと向かいます。ここ

は、漫画の先駆者、石ノ森章太郎を記念する博物館です。石ノ森の漫画は、今でもテレビや映画の原作として使われてい

ます。一時期、この石巻に住んでいた石ノ森の作品の一部がこの博物館に展示されています。 

注意：SDJ05 ツアーのガイドは日本語のみを話します。 

 

SDJ06 – 金華山観光 

所要時間：約 ??? 時間 

美しい風景を楽しむツアーは、バスとフェリーを使い金華山へと渡ります。この宮城県の小さな島は、神聖な場所として知られ

ています。海抜約445mのこの島の最高点から、太平洋、仙台の街並み、そして栗駒山の眺めをお楽しみください。その後、

8 世紀に建てられた黄金山神社を訪れます。この神社は開運招福のご利益があると言われています。3 年続けて神社にお

参りすると、その信心深さにより金銭的な問題が全て解決されると言われています。船へと戻るバスの車窓から美しい風景を
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楽しみながら、おくつろぎください。 

注意：天候により、船が運休することがありますので予めご了承ください SDJ06 ツアーのガイドは、日本語のみを話します。 

 

ウラジオストク（ロシア） 

 

VVO01 – ウラジオストク ハイライト 

所要時間：約 4時間 

太平洋に面するロシア最大の港、ウラジオストク必見の場所を訪れる、ガイド付き半日ツアーをお楽しみく

ださい。初めに、金角湾（ザラトーイ ローク）に掛けられた印象的な斜張橋を渡り、中央広場に立ち寄っ

てから、鷹の巣展望台へと登ります。ここからの街の眺めは素晴らしいものですが、100 段ほどある階段

を登らなければなりません。眺めを楽しんだ後は土産店を覗き、19 世紀の凱旋門とアドミラルズガーデン

に建つ潜水艦の記念碑へと向かいます。教会で催し物があれば、19 世紀に建てられた生神女カトリック教

会を見学できるかもしれません。この教会は 1938 年に木造の建物が破壊されてしまいましたが、1997 年

に市民の要望を受けて再建されました。続いて訪れるのは、このあたりで最も古く人気も高いスポーツハー

バー レクリエーションエリアでのひと時をお楽しみください。船へと戻る車窓からは、再び金角湾と海軍

本部、港の素晴らしい風景をご覧いただけます。 

注意：このツアーには、歩きやすい靴でご参加ください。バリアフリーではない場所もあるため、移動の補

助や車椅子をご利用のお客様には適していません。控えめな服装でご参加ください（肩、膝のでる服、タン

クトップなど露出の多い服装はご遠慮ください）。渋滞を避けるため、ツアーで回る順番は変わることがあ

ります。ツアー参加者の人数により、鷹ノ巣展望台をバレエ オペラ劇場の素晴らしい展望ポイントに変更

することがあります。ツアー所要時間には観光シーズンに見込まれる交通渋滞を考慮しています。交通渋滞

がない場合には、ツアーの所要時間が短くなることがあります。 

 

VVO02 – 最高のウラジオストク 

所要時間：約 4時間 

このガイド付き半日ツアーでは、太平洋に面したロシアの港として最も大きなウラジオストクの見所をご案

内します。まずバスで中央広場に向かいます。ここにはプリモルスクの州政府庁舎があります。ここから鷹

の巣展望台へと向かい、100 段の階段を登った展望台から街の風景、金角湾、斜張橋を楽しみましょう。

お土産店に立ち寄った後、5 つのドームが特徴的なポクロフスキー教会へと向かいます。この教会はソビエ

ト連邦の支配下で大変不運な運命を辿りましたが、2007 年には元の場所に再建されました。一般公開され

ている場合には、教会内を見ることができます。人気の高いスポーツハーバーを過ぎたらバスを降り、再び

100 段の階段を登ると、ウラジオストク要塞博物館に到着します。要塞の歴史を知り、港の素晴らしい風

景を楽しむことができます。最後に訪れるのが極東連邦大学教育科学博物館です。プリモルスク地方の地理、

自然、歴史、そして開発に関する展示を見学し、バスで船に戻ります。 
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注意：このツアーには、歩きやすい靴でご参加ください。バリアフリーではない場所もあるため、移動の補

助や車椅子をご利用のお客様には適していません。控えめな服装でご参加ください（肩、膝のでる服、タン

クトップなど露出の多い服装はご遠慮ください）。渋滞を避けるため、ツアーで回る順番は 変わることが

あります。ツアー所要時間には観光シーズンに見込まれる交通渋滞を考慮しています。交通渋滞がない場合、

ツアー所要時間が短くなることがあります。科学博物館内でのビデオ、写真撮影は無料ですが、ウラジオス

トク要塞博物館内でのビデオ、カメラの使用は有料です。 

 

 

VVO03 – シベリア横断鉄道体験 

所要時間：約 5時間 

 

伝説のシベリア横断鉄道に乗るチャンスです。短い時間ながらも美しい風景を楽しむことができます。また、

車好き必見の博物館にも立ち寄りながら、街の風景を楽しめるガイド付き半日ツアーです。早速、シベリア

横断鉄道へと乗り込み、街の郊外を通る美しい海岸沿いのルートをウゴリヤナ駅へと向かいます。到着後バ

スに乗り換え、近くのアンティーク自動車博物館を訪れます。ここには 1920 年代から 70 年代の 50 種類

を超えるソビエトやその他の国の車が展示され、全てまだ走ることができる状態で保管されています。その

後、バスで街へと戻り中央広場に立ち寄ります。ウラジオストクのシンボルでもある戦車の砲塔を模した記

念碑が広場の中央に立ち、プリモルスク州政府庁舎もあります。続いて鷹の巣展望台へ。100 段の階段を

登り、街の風景、金角湾、サー・ノーマン・フォスターが設計した斜張橋の金角橋が架かる風景をお楽しみ

ください。お土産店で思い出の品を選び、船へと戻ります。 

注意：このツアーには、歩きやすい靴でご参加ください。バリアフリーではない場所もあるため、移動の補

助や車椅子をご利用のお客様には適していません。注意：外国通貨はツアーでご案内する土産物店でのみ使

用できます。渋滞を避けるため、ツアーで回る順番は変わることがあります。ツアー参加者の人数により、

鷹ノ巣展望台をバレエ オペラ劇場の素晴らしい展望ポイントに変更することがあります。ツアーの所要時

間は、観光シーズンに見込まれる交通渋滞が考慮されています。 

 

VVO04 – ウラジオストク観光と民族ショー 

所要時間：約 3.5時間 

1860 年に軍の拠点として建設されて以来、国際交易の中心となっていたウラジオストクは、プリモルスク

州の首都であるだけでなく、半島、岬、そして数々の島が広がる素晴らしい都市景観を誇ります。この半日

ツアーは、ロシア民謡や舞踊、伝統的な衣装などを紹介する民族体験から始まります。お望みなら参加して

いただくこともできます。 楽しいパフォーマンスの後は、地元の土産店を訪れ、旅の思い出の品を選びま

しょう。次に、バスでサー・ノーマン・フォスターが設計した斜張橋の金角橋を渡り、オペラ・バレエ劇場

の展望台へと向かいます。素晴らしい街のスカイラインや港の風景を楽しんだ後は、中央広場へと向かい写
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真撮影などをお楽しみください。中央広場にはウラジオストクのシンボルでもある戦車砲塔の記念碑と、プ

リモルスク州政府庁舎があります。この場所を最後に船へと戻ります。 

注意：このツアーには歩きやすい靴でご参加ください。バリアフリーではない場所もあるため、移動の補助

や車椅子をご利用のお客様には適していません。混雑を避けるため、ツアーで回る場所の順番を変更するこ

とがあります。 ツアー参加者の人数により、鷹ノ巣展望台をバレエ オペラ劇場の素晴らしい眺望ポイント

へと変更することがあります。ツアーの所要時間は観光シーズンに見込まれる交通渋滞のために、予定より

長くなることがあります。 

 

 

VVO05 – 市内観光 

所要時間：約 5時間、昼食付き 

ガイドが案内する半日ウォーキングツアーでウラジオストクの街をお楽しみいただけます。美しく改修され

た駅の前に建つレーニン像へと向かいます。そして、俳優ユル・ブリンナー（1920-1985）の生家に立ち

寄り、写真撮影などお楽しみください。続いて、スターリン時代の典型的な建物、グレイホースアパートの

前を通り、アルセーニエフ博物館を訪れます。19 世紀に建てられた博物館で、この地域や自然環境そして

豊かな文化の歴史に触れます。その後、プリモルスク州政府庁舎が建つ中央広場を訪れ、鷹の巣展望台への

100 段の階段を登り、街の風景、金角湾、斜張橋の眺めをお楽しみください。お土産店に立ち寄り、潜水

艦の記念碑、凱旋門と、アドミラルズガーデンにの素敵なロシア正教会を見ていきます。このツアーの料金

には美味しいロシア料理の昼食が含まれており、追加でお飲み物をご注文できます（別途、追加料金）。 

注意：このツアーには、歩きやすい靴でご参加ください。バリアフリーではない場所もあるため、移動の補

助や車椅子をご利用のお客様には適していません。渋滞を避けるため、ツアーで回る順番は変わることがあ

ります。観光シーズンは交通渋滞が見込まれます。 

 

 

 

    この寄港地観光プログラムは 2017 年 9 月時点の英文情報を翻訳したもので、 

     相違がある場合は原文が優先されます。料金とツアー内容は予告なしに変わることがあります。 

     正確な情報は乗船後にツアーオフィスでご確認ください。 

 

 


