クルーズ : ASIA
Japan, Taiwan
船名: MSC SPLENDIDA
Departing from: Yokohama, Japan
コース:
出港日(月/日/西暦):

Osaka, Keelung, Naha/Okinawa, Kagoshima
2019/04/27

Duration: 10 日, 9 泊

Osaka
日 28 4月 2019

CULTURE AND HISTORY

大阪城と道頓堀 - A CITY OF CONTRASTS: OSAKA CASTLE & DOTONBORY (JAPANESE GUIDE) - OSA01
所要時間
6:30 時間
大阪を象徴する2つの観光スポットを訪れるツアーで、豊かな歴史と現代の活気に満ちた大阪の街をご覧ください。 大阪城は威容を誇る歴史的建造物として、高層ビルが建ち並ぶ現代の大阪
においても人気の観光地です。広大な芝生の公園を歩くと、巨大な天守閣を囲む濠や櫓、石垣が複雑に配置されていることがわかります。天守閣周辺の13の建築物が国の重要文化財に指
定されています。博物館としても使われている高さ55メートルの天守閣には大阪市内を一望できる展望台もあります。 道頓堀は、まばゆいネオンや派手な看板を掲げたさまざまなレストランやバ
ーが建ち並ぶ大阪で最も有名な観光地です。「道頓堀」の名は道頓堀川と、川の南岸を平行して走る道頓堀通の両方を示すものです。 ツアーには、食の都大阪ならではの美味しい和食の夕
食が含まれています。 ご注意：このツアーは、城周辺の階段や斜面を歩くことが含まれています。 身体の不自由なお客様は、ご自身の体調を十分に考慮しご参加ください。車いすをご利用の方
は、乗降する際の補助としてヘルパーを同伴する必要があります。 車両には傾斜路やリフトがない為、恐れ入りますが車いすは折りたたみ式でなければなりません。 ツアーで車いすを必要とされる
お客様は、スムーズな手配ができるように、ご乗船後すぐにツアーデスクにご連絡することが求められます。*夕食 付き

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 159,00
小人(3歳～13歳): $ 149,00
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SOMETHING SPECIAL

梅田スカイビルの空中庭園と天神橋商店街でショッピング - FLOATING GARDEN VISTAS AND ENDLESS SHOPPING
OPPORTUNITIES: UMEDA SKY BUILDING & TENJINBASHI SHOPPING ARCADE (JAPANESE GUIDE) - OSA02
所要時間
5:30 時間
梅田スカイビルと天神橋商店街を訪れるツアーです。 梅田スカイビルは、大阪駅と梅田駅に近い大阪北区に建つ壮大な高層ビルです。「新梅田シティ」とも呼ばれる高さ173メートルの建物は、
大阪の街の素晴らしい景色を眺めることができる39階の「空中庭園展望台」でつながった2つの棟で構成されています。
天神橋商店街は、昔ながらの食堂、総菜屋、長い歴史の刃物店、
1868年創業の茶菓子屋、豆腐、コロッケ、中華料理、呉服店などおよそ600もの店でショッピングやお食事を楽しむことができる日本一長いと言われる商店街です。 ご注意：車いすをご利用の
方は、乗降する際の補助としてヘルパーを同伴する必要があります。 車両には傾斜路やリフトがない為、恐れ入りますが車いすは折りたたみ式でなければなりません。 ツアーで車いすを必要とさ
れるお客様は、スムーズな手配ができるように、ご乗船後すぐにツアーデスクにご連絡することが求められます。*夕食は含まれていません

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 82,00
小人(3歳～13歳): $ 72,00

NATURAL WONDERS

NIFREL（ニフレル）とEXPOCITY（エキスポシティ）のショッピングセンターでユニークな体験 - ONE-OF-A-KIND EXPERIENCES:
NIFREL AQUAZOO & EXPOCITY SHOPPING CENTER (JAPANESE GUIDE) - OSA03
所要時間
6 時間
ユニークな「生きているミュージアム」という博物館と日本最大のショッピングセンターEXPOCITYを訪れます。 N I F R E L（ニフレル）は、世界最大の水族館「海遊館」のプロデュースにより生まれまし
た。水族館、動物園、美術館すべての要素が組み合わされた素敵な場所です。 それぞれの生き物の個性を引き出すために異なる芸術的表現が使われている7つのゾーンで、特色のある建築、
照明、音楽、視覚のイメージの組み合わせが訪れる人の本能に訴えかける革新的でインタラクティブな体験ができます。ここには、水生生物、大型の陸生哺乳類や鳥など150種類のおよそ
2,000頭の動物を目にすることができます。なかには日本でしか見ることができないものもいます。最新技術を駆使した世界初の360度つぎめのない球体型スクリーンは、この世界からを出てまる
で宇宙からほしを見るようなアートを体験させてくれます。 ららぽーとEXPOCITYは、他に類を見ないない大型複合型ショッピングセンターです。すべてのゾーンとショップやレストランが独自のテーマと
クリエイティブさを発揮しています。EXPO ’70の活気そのままに、ららぽーとEXPOCITYは数々の魅力的なグローバルブランドと手頃な「アクセシブルラグジュアリー」ブランド、一流ブティック、スポー
ツ・アウトドア用品、ヘルス&ビューティサロン、すべての年代向けのファッションなどが揃い、どなたでも楽しい時間をお過ごしいただけます。 ご注意：車いすをご利用の方は、乗降する際の補助として
ヘルパーを同伴する必要があります。 車両には傾斜路やリフトがない為、恐れ入りますが車いすは折りたたみ式でなければなりません。 ツアーで車いすを必要とされるお客様は、スムーズな手配が
できるように、ご乗船後すぐにツアーデスクにご連絡することが求められます。*夕食は含まれていません

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 92,00
小人(3歳～13歳): $ 82,00
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CITY TOUR

大阪の象徴：通天閣と新世界 - ICONS OF OSAKA: TSUTENKAKU TOWER & SHINSEKAI (JAPANESE GUIDE) OSA04
所要時間
4 時間
戦前の大阪の面影を残す魅力的な新世界の通りを歩き、大阪のシンボルとして最も有名な通天閣を訪れるツアーです。 通天閣には、年間70万人の人々が訪れます。新世界のシンボルとして
1912年に建てられた初代通天閣のデザインコンセプトは凱旋門をイメージした建物の上にエッフェル塔のような鉄塔を建てるという実に大阪らしいものでした。高さ64mの通天閣が建てられた当時
は、その名前のように東アジアで最も高い建造物でした。 ご注意：車いすをご利用の方は、乗降する際の補助としてヘルパーを同伴する必要があります。 車両には傾斜路やリフトがない為、恐れ
入りますが車いすは折りたたみ式でなければなりません。 ツアーで車いすを必要とされるお客様は、スムーズな手配ができるように、ご乗船後すぐにツアーデスクにご連絡することが求められます。通
天閣でのエレベーターのご利用は混雑が予想されます。予めご了承ください。*夕食は含まれていません

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 72,00
小人(3歳～13歳): $ 62,00

SOMETHING SPECIAL

美酒と絶景：灘の酒蔵と六甲山天覧台 - HEAVENLY SAKE AND STELLAR VIEWS: KOBE SAKE BREWERY &
ROKKOSAN OBSERVATORY (JAPANESE GUIDE) - OSA05
所要時間
3:30 時間
白鶴酒造で神戸の美酒を味わい、六甲山天覧台からの見事な景色を眺めるツアーです。 1 7 4 3年創業の白鶴酒造は、酒造りの本場、神戸灘の有名な酒造会社です。白鶴酒造の酒造りの
工程も一部は近代化されていますが、最も古い酒蔵に作られた博物館で昔ながらの酒造りを見ることができます。17世紀初頭から行われていた伝統的な酒造りの再現や道具が展示されてい
ます。 六甲枝垂れは、六甲山の上に建てられたユニークな展望台として 神戸の新しいランドマークとなっています。有名な建築家、三分一博志により設計された展望台の外側は、大きな木をイ
メージした葉の形のフレームで囲まれています。フレームから取り込まれた外気は、展望台の中にある氷室（冬に作った天然の氷を貯蔵しています）で冷やされます。展望台に上ると関西でも最高
の景色を楽しむことができます。 ご注意：車いすをご利用の方は、乗降する際の補助としてヘルパーを同伴する必要があります。 車両には傾斜路やリフトがない為、恐れ入りますが車いすは折り
たたみ式でなければなりません。 ツアーで車いすを必要とされるお客様は、スムーズな手配ができるように、ご乗船後すぐにツアーデスクにご連絡することが求められます。未成年のお客様は、利き
酒体験は出来ません。*夕食は含まれていません

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 79,00
小人(3歳～13歳): $ 69,00
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Keelung
水 1 5月 2019

CULTURE AND HISTORY

台北国立故宮博物館と中正紀念堂 - TAIPEI NATIONAL PALACE MUSEUM & CHIANG KAI-SHEK MEMORIAL HALL
- KEE01
所要時間
5:30 時間
国立故宮博物院、中正紀念堂など台湾の名所を訪れるちょっと長めの半日ツアーはいかがですか。最初に訪れる国立故宮博物院まではバスで50分ほどの道のりです。ここでは、中国5千年の
歴史を物語る貴重な美術品や工芸品の数々を1時間半ほどご覧いただけます。続いて、バスで20分ほど走った青山の麓に建つ忠烈祠を訪れます。ここは中華民国建国に先立つ辛亥革命な
どの革命や日中戦争などにおける33万人の戦没者を祀る場所です。再びバスで20分ほど走り、蒋介石将軍の壮大な記念碑である中正紀念堂を訪れた後は、世界で最も高い高層ビルの1つ
台北101ビルへと向かいます。バスで50分ほどの道のりを船へと戻りツアーを終えます。 注意：このツアーでは混雑が予想され比較的長時間歩くことを要する場合がございます。ツアー中はさまざ
まな場所でご利用頂けるトイレがございます。*夕食は含まれていません
お一人様料金

大人: $ 85,00
小人(3歳～13歳): $ 75,00

SOMETHING SPECIAL

台 北101展望台と保安宮 - TAIPEI 101 OBSERVATORY & BAOAN TEMPLE - KEE02
所要時間
5 時間
台北を象徴する3つの名所を訪れる魅力あふれる半日ツアーは、台北101へと向かう40分のバスの旅から始まります。89階の展望台では、屋内と屋外からの素晴らしい街の景色をお楽しみいた
だけます。続いてバスに20分ほど乗り、250年以上前に建てられた家と博物館のある林安泰古厝を50分ほど見学します。再びバスに乗り、19世紀の保安宮への道のりを楽しみます。この魅力
的な名所を40分ほどご覧いただいた後、バスに50分ほど乗り船へと戻ります。 注意：このツアーでは混雑が予想され比較的長時間歩くことを要する場合がございます。ツアー中はさまざまな場
所でご利用頂けるトイレがございます。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。*夕食は含まれていません
お一人様料金

大人: $ 95,00
小人(3歳～13歳): $ 85,00

CITY TOUR

龍山寺と台北観光 - LONGSHAN TEMPLE & TAIPEI SIGHTSEEING - KEE03
所要時間
5 時間
龍山寺と台北の見所をご案内する半日ツアーをお楽しみください。50分ほどバスに乗り、世界で最も高い高層ビルの1つ台北101ビルを写真におさめましょう。次にバスが向かうのは龍山寺です。
現在の建物は20世紀初頭に建てられたものですが、寺自体は1740年に創建されました。仏教の要素と中国の神々が一緒に祀られているこのお寺で40分ほどお過ごしいただけます。次に中正
紀念堂を見学した後は、台北手工芸品センターへと向かい、ゆっくりと魅力的な商品を見て回ります。バスで1時間ほどのんびり過ごしながら船へと戻りツアーを終えます。 注意：このツアーでは混
雑が予想され比較的長時間歩くことを要する場合がございます。ツアー中はさまざまな場所でご利用頂けるトイレがございます。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてくださ
い。*夕食は含まれていません
お一人様料金

大人: $ 59,00
小人(3歳～13歳): $ 49,00
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CULTURE AND HISTORY

林安泰古厝と迪化街（ディーホアジエ） - LIN AN TAI HISTORICAL HOUSE & DIHUA STREET - KEE04
所要時間
5 時間
この半日ツアーでは、林安泰古厝で歴史に触れた後、フリータイムでは、現在の台北の賑やかな迪化街を肌で感じることができます。1時間半のバスの旅は、250年以上前に建てられた台北で
最も古い建物の1つへと向かい、その邸宅を80分ほど見学します。次に、1850年代までその歴史を遡ることができる迪化街に19世紀半ばに創建された霞海城隍廟を訪れます。ここには城隍
神、その妻、中国の縁結びの神様「月下老人」など600もの神々が祀られています。その後の20分で通りに並ぶ数々の店を見てまわりましょう。船へと戻るバスでおくつろぎください。 注意：このツア
ーでは混雑が予想され比較的長時間歩くことを要する場合がございます。ツアー中はさまざまな場所でご利用頂けるトイレがございます。 林安泰古厝は、毎月第一月曜日に一般公開がお休
みとなります。*夕食は含まれていません
お一人様料金

大人: $ 62,00
小人(3歳～13歳): $ 52,00

SCENIC ROUTE

基隆と野柳 - KEELUNG & YEHLIU - KEE05
所要時間
4:30 時間
2つの公園と港町「基隆」の魚市場へとご案内する半日ツアーです。最初にバスが向かうのは、レクリエーション施設の集まる緑豊かなオアシス「中正公園」です。公園には仏教寺院と慈愛の女神
である巨大な観音像が建っています。30分ほど公園内を自由に散策してから、2つ目の公園「野柳地質公園」へと向かいます。野柳岬の付け根にある公園は、女王頭、仙女遺履、蜂の巣など
刺激的な名前が付けられたさまざまな奇岩があることで知られています。1時間半ほど公園で珍しい岩の眺めを楽しんだ後はバスに戻り、碧砂漁港の碧砂魚市場へと向かいます。驚くほど多くの
魚が売られている店が並ぶ市場で30分ほどお楽しみください。最後にバスで船へと戻りツアーを終えます。 注意：このツアーでは混雑が予想される中を比較的長時間歩きます。観光地は多くの
人出が予想されます。ツアー中はさまざまな場所でトイレをご利用いただけます。 注意：このツアーでは混雑が予想され比較的長時間歩くことを要する場合がございます。ツアー中はさまざまな場
所でご利用頂けるトイレがございます。*夕食は含まれていません
お一人様料金

大人: $ 62,00
小人(3歳～13歳): $ 52,00

SOMETHING SPECIAL

九份と平渓の空飛ぶランタン - CHIUFEN & PINGXI SKY LANTERN - KEE06
所要時間
5 時間
山村を訪れる風光明媚な旅と台湾の伝統行事に触れることができる魅力的な半日ツアーは、山あいの町「九份（ジウフェン）」へと向かう50分ほどのバス旅から始まります。町の名は17世紀の清
王朝最初の数年間に町で暮らしていた家族の数に由来すると言われています。その後、近くで発見された金の採掘により発展した町は、日本のアニメ「千と千尋の神隠し」に描かれている町並み
とよく似ていることから多くの人々が訪れるようになりました。この町を1時間ほど見て歩いた後は、平渓へと向かい、人気の高い地元のお祭りで願いを込めて灯りをともしたランタンを空へと飛ばしま
しょう。ツアーの締めくくりは船へと戻るバスの旅です。*夕食は含まれていません
お一人様料金

大人: $ 59,00
小人(3歳～13歳): $ 49,00
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CITY TOUR

九 份 - CHIUFEN - KEE07
所要時間
4:30 時間
山あいの村「九份（ジウフェン）」を訪れる魅力的な半日ツアーは素晴らしい眺めを楽しむことができる50分ほどのバスの旅から始まります。福建語に起源を持つ村の名は、清王朝（1644年～
1912年）初期にこの村に暮らしていた9家族がいつも9つ分の注文をしていたことに由来しています。1890年に近くで金鉱が発見されたことから町は繁栄し、およそ4千人もの人々が暮らすように
なります。2時間半ほどをこの村で過ごす間に、昔ながらの雰囲気に満ちた九份の古い通りを訪れてください。その後、茶屋へと向かいゆっくりと軽食を楽しみます。バスの窓から眺める美しい風景
を楽しみながら船へと戻ります。*夕食は含まれていません
お一人様料金

大人: $ 75,00
小人(3歳～13歳): $ 65,00
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Naha/Okinawa
金 3 5月 2019

那覇市内観光 - THE BEST OF NAHA - NAH05
所要時間
4 時間
この半日ツアーでは、那覇の2つの名所を訪れます。まずはバスに乗り、首里城へ。1429年から沖縄が日本の県になる1879年までの間、琉球王国の首都であった首里地区に位置します。 現
在ユネスコの世界遺産に登録されている首里城は、行政の中心地であり王国の王宮でもありました。続いて2つ目の名所、国際通りへ向かいます。国際通りは長さ2㎞も続く那覇のメインストリー
トで、たくさんのお店、レストラン、バー、カフェ、ホテル、デパート、ブティック、土産物店があります。国際通りでのお買い物をしばしお楽しみいただいた後に船へと戻ります。
ご注意： このツアーは
身体の不自由なお客様や車椅子をご利用のお客様にはあまり適しておりません。ご自身の体調を十分に考慮しご参加ください。 首里城内に入る際は、靴をお脱ぎいただく必要がございます。

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 72,00
小人(3歳～13歳): $ 62,00

CULTURE AND HISTORY

沖縄の歴史と文化 - CULTURAL & HISTORICAL OKINAWA - NAH06
所要時間
5 時間
那覇の南にある豊見城市へ向かう半日ツアーに参加し、沖縄の文化と歴史についてもっと深く学びましょう。 豊見城は、1944年旧日本海軍の秘密本部として利用するために約450Mの地下ト
ンネルが掘られました。複合施設の一部は1970年に一般に公開され、当時からの数多くの写真が飾られており、この限られた場所でどのように過ごしていたのか実際に感じられます。トンネル内に
配置されていた4,000人の兵士の多くは戦争中に亡くなりましたが、その後追悼の意を込めて埋葬されました。次に訪れるのが、沖縄の陸と海をテーマに自然、歴史、芸術、民俗、文化を紹介・
展示する沖縄県立博物館です。 最後は長さ2㎞も続く那覇のメインストリート、国際通りへ向かいます。たくさんのお店、レストラン、バー、カフェ、ホテル、デパート、ブティック、土産物店がありま
す。国際通りでのお買い物をしばしお楽しみいただいた後に船へと戻ります。 ご注意： このツアーは身体の不自由なお客様や車椅子をご利用のお客様にはあまり適しておりません。ご自身の体
調を十分に考慮しご参加ください。

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 75,00
小人(3歳～13歳): $ 65,00
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SCENIC ROUTE

沖縄南部観光 - SOUTHERN OKINAWA SIGHTSEEING - NAH07
所要時間
5 時間
1879年”沖縄県”として設置された沖縄では、かつて琉球王国として栄え、本土とは異なる独自の文化や宗教が生まれました。この半日ツアーで最初に訪れるのは、沖縄の宗教にとって重要で
聖地として知られている斎場御嶽で、日本の神道といくつかの類似点があります。密集した森林に覆われた沿岸の丘の中腹と多数の岩層を結んでいるこの敷地は、ユネスコ世界文化遺産に指
定されております。次に訪れる玉泉洞は、南沖縄で1番長く国内では2番目に長い鍾乳洞です。全長約5kmの鍾乳洞の約5分の1を一般公開しており、岩層、地下プール、石筍や、鍾乳石を
特殊な演出で見る事ができます。最後に船に戻る前には、那覇のメインストリートの国際通りにてお買い物をお楽しみ頂けます。 ご注意： このツアーは身体の不自由なお客様、閉所恐怖症を
お持ちのお客様や車椅子をご利用のお客様にはあまり適しておりません。ご自身の体調を十分に考慮しご参加ください。

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 72,00
小人(3歳～13歳): $ 62,00

CULTURE AND HISTORY

那覇のハイライト ランチ付き - HIGHLIGHT NAHA WITH LUNCH - NAH11
所要時間
5 時間
沖縄は、日本の最南端にある都道府県で、那覇市にある首里城を訪れるところからこちらのツアーは始まります。14世紀に建てられた首里城は、2000年に世界文化遺産に指定されており、沖
縄が1879年日本の都道府県になる前までは、琉球王国の行政の中心で王宮でした。次に、那覇一番の目抜き通りの国際通りに移動します。通りの長さは約２kmで、ブティック、レストラン、カ
フェ、ホテル、デパート、お土産屋さんが並び、船に戻る前に立ち寄るにはうってつけのスポットです。 ご注意： ツアーには昼食が含まれております。 このツアーは身体の不自由なお客様や車椅子
をご利用のお客様にはあまり適しておりません。ご自身の体調を十分に考慮しご参加ください。 首里城内に入る際は、靴をお脱ぎいただく必要がございます。*ランチ付き
お一人様料金

大人: $ 99,00
小人(3歳～13歳): $ 89,00

SOMETHING SPECIAL

万座毛と琉球村 - CAPE MANZAMO & RYUKYU MURA VILLAGE - NAH12
所要時間
5 時間
このツアーでは、素晴らしい自然の美しさ、文化をテーマにした村、少し買い物をしてストレス発散できるなど、沖縄で人気の観光地へお連れ致します。はじめに那覇の北、東シナ海の見渡す万
座毛へ伺います。年間数えきれないくらいの人が訪れる自然美しい万座毛は、不規則に並ぶ石がまるでサンゴの幹を持つ象の頭のように見える事で有名です。次の場所に移動する前には、きれ
いな写真を撮り思い出にしましょう。琉球王国時代からの沖縄文化を紹介するコンパクトなテーマパーク琉球村では、陶芸や三線の演奏など、工芸品の実地指導体験のようなワークショップなど
をお楽しみ頂けます。最後に沖縄の物産を数多くそろえるお土産屋さんのお菓子御殿にて存分に買い物をお楽しみください。買い物終了後船へ戻ります。 ご注意： このツアーは身体の不自由
なお客様や車椅子をご利用のお客様にはあまり適しておりません。ご自身の体調を十分に考慮しご参加ください。
お一人様料金

大人: $ 82,00
小人(3歳～13歳): $ 72,00
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NATURAL WONDERS

東南植物楽園とショッピング - SOUTHEAST BOTANICAL GARDENS & AEON MALL RYCOM - NAH14
所要時間
5 時間
このツアーでは、近年リニューアルオープンした東南植物楽園と、沖縄をテーマにした珍しいイオンモールを訪れます。 東南楽園は、ヤシの木をはじめ世界中から集められた亜熱帯や熱帯の植物
が、温室でなく沖縄の環境のなかで自然観察する事ができる珍しい観光地です。触れたことのない不思議な花木などを一年中通して見る事ができます。 沖縄イオンモールライカムは、本土にあ
る馴染みのイオンモールとは異なり、観光地として人気があります。 広大な敷地にあるショッピングモールには約230のお店が入っており、本土と同じブランドでも沖縄限定グッズなどを取り扱ってい
るなど、お買い物を思う存分お楽しみ頂けます。 ご注意： このツアーは身体の不自由なお客様や車椅子をご利用のお客様にはあまり適しておりません。ご自身の体調を十分に考慮しご参加く
ださい。
お一人様料金

大人: $ 69,00
小人(3歳～13歳): $ 59,00
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Kagoshima
土 4 5月 2019

CITY TOUR

新緑の鹿児島とショッピング- KAGOSHIMA GREENERY & SHOPPING (JAPANESE GUIDE) - KOJ01
所要時間
5 時間
鹿児島の中心街は桜島を望む海岸沿いに位置しています。鹿児島市の対岸にある活火山、桜島は街から目と鼻の先です。このツアーでは、鹿児島市の新緑地を巡った後、ショッピングもお楽し
みいただけます。まず訪れるのは、鹿児島湾、そして桜島を一望できる丘の上の城山公園です。展望台からの鹿児島が誇る素晴らしい景色をお楽しみください。次に向かうのは海に面する島津
家別邸「仙巌園」です。仙巌園は万治元年（1658年）年に島津家の別邸として築かれ、池、小川、神社、竹林、そして鹿児島湾と桜島を臨む風景が見事に配された日本を代表する大名庭
園です。最後は、天文館商店街でのお買い物を楽しんだ後、船に戻ります。 ご注意：車いすをご利用の方は、乗降する際の補助としてヘルパーを同伴する必要があります。 車両には傾斜路や
リフトがない為、恐れ入りますが車いすは折りたたみ式でなければなりません。 ツアーで車いすを必要とされるお客様は、スムーズな手配ができるように、ご乗船後すぐにツアーデスクにご連絡するこ
とが求められます。*夕食は含まれていません

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 92,00
小人(3歳～13歳): $ 82,00

NATURAL WONDERS

桜島観光 -SAKURAJIMA SIGHTSEEING (JAPANESE GUIDE) - KOJ02
所要時間
5:30 時間
海岸沿いの中心街ではたくさんの見所もいろいろな体験もございます。しかし、鹿児島の一番の名所は、鹿児島湾にある桜島です。日本で最も活発な活火山の一つである桜島は、常に噴煙を
あげ、毎日何度かの小規模の噴火を目にすることができます。鹿児島市は火山に非常に近くその風景がとても似ていることから、「東洋のナポリ」と呼ばれています。このツアーは、桜島フェリーで
4km先の半島へと海を渡る船上から、桜島の素晴らしい風景をお楽しみ頂けます。市街地に戻ったら、天文館商店街での買い物を楽しんだ後、船に戻ります。
ご注意：車いすをご利用の方
は、乗降する際の補助としてヘルパーを同伴する必要があります。 車両には傾斜路やリフトがない為、恐れ入りますが車いすは折りたたみ式でなければなりません。 ツアーで車いすを必要とされる
お客様は、スムーズな手配ができるように、ご乗船後すぐにツアーデスクにご連絡することが求められます。*夕食は含まれていません

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 82,00
小人(3歳～13歳): $ 72,00
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CULTURE AND HISTORY

鹿児島文化観光と夕食 - KAGOSHIMA CULTURAL SIGHTSEEING & DINNER (JAPANESE GUIDE) - KOJ05
所要時間
5 時間
この半日ツアーでは、2箇所の鹿児島が誇る文化的観光地を訪れます。まず向かうのは街の北部、海沿いにある島津家別邸「仙巌園」です。磯庭園とも呼ばれる仙巌園は万治元年（1658
年）年に島津家の別邸として築かれ、池、小川、神社、竹林、そして鹿児島湾と桜島を臨む風景が見事に配された日本を代表する大名日本庭園です。庭園をゆっくり歩きながら美しい空間を
楽しみながら進んでいくと、次の目的地である庭園に隣接する尚古集成館へ到着します。1865年、薩摩藩主島津氏によって始められた日本最古の石造洋式機械工場として作られたこの建
物には、800年にわたる島津家や薩英戦争の遺品のコレクションや薩摩の伝統的な切子ガラスなどが展示されています。ご夕食は薩摩の郷土料理をお楽しみください。ご夕食後、船へと戻りツ
アーは終了となります。 ご注意：車いすをご利用の方は、乗降する際の補助としてヘルパーを同伴する必要があります。 車両には傾斜路やリフトがない為、恐れ入りますが車いすは折りたたみ式
でなければなりません。 ツアーで車いすを必要とされるお客様は、スムーズな手配ができるように、ご乗船後すぐにツアーデスクにご連絡することが求められます。*夕食付き

Wheelchair and disabled-friendly tour  Wheelchair guests must be accompanied by their own helper to get on/off the coach. Wheelchairs must be foldable
as the coach is not provided with ramps or lifts. Once onboard, please contact Excursions Desk staff promptly so they can help make arrangements.
お一人様料金

大人: $ 132,00
小人(3歳～13歳): $ 122,00
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KEY TO SYMBOLS

OUR EXCURSIONS CATEGORIES

CITY TOUR

CULTURE AND
HISTORY

NATURAL WONDERS

SCENIC ROUTE

SOMETHING
SPECIAL

Explore the city centre with a guided tour and soak up the local scenery with a comfortable coach
ride. The easy way to get to know your destination.

Learn all about the history and culture of your destination, with visits to must-see locations and
guided tours of key sites. The ideal route to local knowledge.

Immerse yourself in spectacular scenery and discover the fascinating flora and fauna of your
destination. Your passport to the wonders of the natural world.

Admire your destination in total comfort, with a scenic coach tour taking in the best views and the
main places of interest. The relaxing road to discovery.

Pursue your interests in new places! From gastronomic tours and guided shopping trips to religious
visits, there's a world of pastimes and passions to explore.

寄港地観光ツアーはMSCクルーズのお客様にそれぞれの寄港地で異なる観光ツアーを提供する目的で設定されているものです。上記の情報は
あくまで事前案内であり、ツアー催行の有無は船上で最終的に決定されます。またツアー内容及び料金がクルーズ中に変更となる可能性がある
旨、予めご了承ください。
寄港地観光ツアー及びアイテナリーは寄港地における諸事情や、その他不可抗力によるもの、当社が制御できない異例または予測不可能な状
況によってツアー当日に変更/中止される場合があります。尚、寄港地観光ツアーは人気が高く、人数制限が設定されているツアーもある為、参
加ご希望のお客様は事前のご予約をおすすめします。
全ての寄港地：
寄港地観光ツアーの言語の種類は、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語の5言語(それぞれのガイドの空き状況による)です。
ツアーの言語は最終的にクルーズ中に船上にて決定される旨、予めご了承ください。
南米：
寄港地観光ツアーの言語の種類は、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語の6言語(それぞれのガイドの空き状況に
よる)です。
ツアーの言語は最終的にクルーズ中に船上にて決定される旨、予めご了承ください。
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