
 

 

プサン（釜山） 

 

PUS01 – ベスト・オブ プサン THE BEST OF BUSAN  

所要時間：約 5 時間 

プサンは韓国第二の都市で、シーサイドリゾートとして大変人気があります。しかしこのベスト・オブ・ツアーがお

連れするのはビーチだけではありません。かわりに街の南部郊外にある ガムチョン文化村にご案内します。かつての

気取った街は 2009 年以降、メジャーな「アーティフィケイション」として通っており、数多くの壁画や銅像、遊び

心に満ちた設備を誇っています。アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリが書いた星の王子さまの像もあり、プサン

港を見下ろしています。ガムチョンのカラフルな路地を通り抜けると 1376年に建立されたヘドン・ヨングン・サ（寺）

のある丘につきます。その美しい寺に通じる 108 段を降りたら石灯篭をご覧ください。風景を堪能し安らぐ海のサウ

ンドに耳を傾けてください。最後は、ドンベックソムにある超近代的なヌリマル APEC ハウスにお連れします。椿と

松の魅力的な風景の中にあります。これでツアーは終了し船に戻ります。  

龍宮寺は 108 階段と甘川文化村では 100 歩以上かかり、歩くのに不自由な人と車椅子を使用しているお客様にはご遠慮ください。

また、ヌリマル APEC ハウスと甘川文化村には急な坂道をで中々長い散歩のコースであります。快適な靴をお勧めします。 

 

PUS02 – テジョンデ・パーク＆ザ・ベイ１０１ TAEJONGDAE PARK & THE BAY 101  

所要時間：約 5 時間 

美しいプサンでなら、この半日の外出という冒険でワクワクできます。バスで南部にあるウォーターフロント、ヨンドーグとテジョンデ・パークにお

連れします。瑞々しい森に包まれた公園を歩き、南端で灯台や展望台と共に海の眺めや海岸壁といったハイライトをお楽しみください。

晴れた日には日本に属する対馬の一部を遥かに臨むことさえできます。次はトレンディなベイ１０１コンプレックスです。3 つのレストランで

素晴らしい食事を楽しみながらヘウンデ・ビーチの見事な景色に浸ることができます。３つのレストランはデド  シッタン、フィンガーズ・アンド・

チャット、そしてサイド・コーヒーで、共同して観光客に思い出に残る食の体験を提供しています。船へと戻りながらプサンの街の素晴らしい

風景をご覧いただけます。注意：このツアーは、車椅子をお使いのお客様には適していません。 

 

注：このツアーは長時間歩くことと約 50〜60 段の階段があります。歩くのに不自由な人と車椅子を使用するお客様はご遠慮くだ

さい。昼食は含まれておりません。お客様直支払いです。 

 

PUS03 – プサンでのスパ・タイム & ショッピング SPA TIME & SHOPPING IN BUSAN  

所要時間：約 5 時間 

プサンでのこの半日の外出ではシンセゲ セントム シテイ ショッピングモールにお連れします。「世界最大の」モール

で、ヘウンデ郊外のビーチサイドにあります。まずは韓国式チムジルバン スパでリラックスし、そして買い物セラピ

ーでご自身を甘やかしてください。スパ・ランドは多彩なスパ・エリアを誇り、2 タイプの天然温泉、13 のテーマに

沿った韓国式サウナゾーンと 1 つのオープンエア・フット・バスがあります。しかし別にエンターテインメント・ゾ

ーンがありコンファレンス設備、コンピュータ・ルーム、レストランや様々なビューティー・トリートメントを提供

しています。スパ・ランドのお帰りには巨大なモール内にあるお店を心ゆくまでご覧ください。数えきれないお店の

他にも、この複合商業施設には様々なエンターテインメント・オプションがあるので時が経つのも忘れてしまうでし

ょう。お買い物体験の帳尻合わせとして、「旧プサン」を味わうクウッジェ市場にも訪れます。韓国で最も大きな市

場の一つ、クウッジェは考えうる全ての種類の商品が天井まで詰め込まれた市場です。ブピョン市場に繋がっており、



 

 

カントンもしくはティンカン市場としても知られています。近くには他にも小さな市場があります。 

 

最低年齢：8 歳以上の参加が可能。すべてのお客様は、免税店で商品を購入する際にパスポートが必要がす。このツアーは、車

椅子ユーザーはご遠慮ください。  

 

PUS04 – プサンの美 BEAUTY OF BUSAN  

所要時間：約 5 時間 

数時間ほど船を離れソウルに次ぐ韓国第二の都市、プサンの見所を発見しませんか。まずバスで韓国で最も有名な、

間違いなく最も賑わっているヘウンデ・ビーチへご案内します。そしてダルマジ ・ギルロード、別名プサンのモンマ

ルトルへ。少し歩くと海、砂浜、椿、松林といった素晴らしい風景に出会えます。その後ロッテ百貨店に移動します。

屋上庭園からはプサンを一望できます。しかしここの二つ目のみどころは地下にあることが特徴です。世界最大のア

クアティーク、水と光のショーで噴水が音楽に合わせて踊ります。それからプサンの国際映画祭広場です。複合商業

施設のハブに当たり、封切り映画だけでなく、たくさんのお店や娯楽施設で賑わっています。お買い物体験の帳尻合

わせとして、「旧プサン」を味わうクウッジェ市場にも訪れます。屋台に沿ってぶらぶらすると、あらゆる種類の商

品を太陽の下で見つけることになります。船へと戻りツアーは終了となります。  

 

このツアーのダルマジ・ギルロードの道は坂を含む為、歩くのに不自由な人と車椅子を使用するお客様はご遠慮ください。噴水ショー

は毎奇数時間ごとに（13:00、15:00 など）ショーがみられます。 

 

PUS05 – ボンオ・サ（寺）＆ ショッピング BEOMEOSA TEMPLE & SHOPPING  

所要時間：約 5 時間 

この半日ツアーでまず向かうのは仏教の魅力にあふれた地、有名なボンオ・サ（梵魚寺）です。クムジョン・サン

（山）の豊かな森に覆われた山の中腹にあります。この建立 1300年に遡る寺は韓国の国宝の一つと考えられており、

様々な仏塔、門やお堂で構成されています。このスピリチュアルな場所へ行った後はロッテ百貨店に移動します。プ

サンの素晴らしい景色を一望できる屋上庭園に向かいます。この百貨店の地下では世界最大のアクアティーク、音楽

に合わせて芸術的に踊る噴水と光のショーが行われます。この視覚的スペクタクルを楽しんだ後、最後の訪問地は昔

ながらのクウッジェ市場です。ほとんど何でも太陽の下で買うことができます。ぶらぶら歩いて韓国の伝統的雰囲気

に浸った後、船へと戻ります。  

 

梵魚寺は山の中腹に位置し、108 の階段がありますので、足がご不便なお客様や車椅子が必要なお客様はご遠慮ください。噴水

ショーは毎奇数時間ごとに（13:00、15:00 など）ショーがみられます。 

 

PUS06 – ボンオ・サ（寺）でのお茶 & ヨンドサン・パーク TEA AT THE BEOMEOSA TEMPLE & YONGDUSAN PARK  

所要時間：約 3.5 時間 

仏教精神と韓国式リラクゼーションがあなたを待っています。プサン北部への小旅行、ボンオ・サ（梵魚寺）での茶

道はいかがですか。クムジョン・サン（山）の中腹にあり、108 段下って寺に到着します。建立は 1300 年も遡りま

す。仏塔や門、お堂の数々に囲まれ、これらは集合的に韓国の国宝の一つと考えられています。伝統的な韓国式お茶

の儀式の間、リラックスできます。美しい眺めを一望したらプサンの街へ戻りヨンドサン・パークへ行きます。ウォ



 

 

ーターフロント、ジュウンーグ地区にあります。高台にあるため、公園からはプサン港と丘の形の見事な景色を一望

できます。どことなく竜の頭部に似た形が名前の由来です。（龍頭山公園） 以前は、しかしながら、ソンヒヨン・サ

ン（山）という分かりやすい名前で通っていました。深い松並木を通して見える海の景色、という意味です。公園を

訪れた後、船へと戻りツアーは終了となります。 

 

梵魚寺は山の中腹に位置し、108 の階段がありますので、足がご不便なお客様や車椅子がお客様は 

必要なご遠慮ください。 茶道の間は床に座って体験することになります。釜山タワーの展望台の入場料金はツアーに含まれていま

せん。 

PUS07 – 韓国料理体験 KOREAN COOKING EXPERIENCE  

所要時間：約 5 時間、昼食付き 

韓国の食べ物といえば白菜を発酵させたスパイシーなキムチ、そしてマリネした細切り豚肉もしくは牛肉を BBQ か鉄板で焼いたプルコギ、

と言ったものが国民食として心に浮かぶのではないでしょうか。これら２つの美味しいご馳走が、この半日の外出での最初のハイライトにな

ります。そして何より、食べてみるだけでなく、ご自身で調理することもできます。韓国最大の市場の一つ、伝統的なクウッジェ市場で調理

体験からお買い物まで。屋台がぎっしりと並んでおり、ありとあらゆる商品が太陽の下で売られています。この市場は賑やかな雰囲気を楽

しむための楽しいスポットとなっています。最後の訪問はロッテ百貨店です。プサンの素晴らしい景色を堪能するために美しい屋上庭園に

向かいます。この百貨店の地下では世界最大のアクアティーク設備に驚嘆するでしょう。噴水が踊る音と光による驚きのショーを見た後、

船に戻ります。  

 

足がご不便なお客様や車椅子が必要なお客様はご遠慮ください。噴水ショーは毎奇数時間ごとに（13:00、15:00 など）ショ-

がみられます。 

 

PUS08 – シー・ライフ・アクアリウム & ショッピング SEA LIFE AQUARIUM & SHOPPING  

所要時間：約 5 時間 

1つの半日ツアーは 2か所をまわり、2つともプサンの見所をまわるので、船から離れている時間をご自由に過ごせる

ように組まれています。まずバスでヘウンデ・ビーチとシー・ライフ・アクアリウムに行きます。約 250 種もの海の

生き物と両生類を見ることが出来ます。数えきれないほどの魚をチェックしてみたり、アザラシと交流、ショーを観

たり、水中トンネルを通り抜けたり、サメに囲まれてみたりして時間を過ごせます。続いてヘウンデ・ビーチの近く

にある、韓国で最も人気のある海浜施設へと歩いて行きます。1 年を通し文化的なイベントやフェスティバルが行わ

れており、プサンで最もホットな場所になっています。もしくは地球で最も巨大なショッピングセンターを訪れる事

もできます-その規模はギネスブックでも証明されています。シンセゲ セントム シテイは一つの屋根の下に数々のア

ウトレットや娯楽施設、ユニークなランウェイ・スタイルの免税店を備えた巨大な商業複合施設です。出発時間にな

りましたら、皆さまをお待ちするバスで船へと戻ります。注意：このツアーにはガイドは付きません。 

 

お客様が免税店で商品を購入する際にはパスポートが要ります。 

 

 

 

 

 



 

 

鹿児島（日本） 

 

KOJ01 –鹿児島とショッピング KAGOSHIMA SIGHTSEEING & SHOPPING  

所要時間: 約 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。こちらのツ

アーでは、鹿児島の観光名所を巡った後、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。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 

 

KOJ02 – 桜島観光 SAKURAJIMA SIGHTSEEING  

所要時間: 約 5.5 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。桜島フェリーの船上から望む桜島の雄大な風景をお楽しみ

ください。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。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 

 

KOJ03 – 指宿の砂風呂 IBUSUKI SAND BATH  

所要時間：約 6 時間、夕食  付き  

薩摩半島の南端に位置する長崎鼻は、このツアーの最初の目的地です。小さな土産物屋がある道を抜けていくと岬の麓にある灯台に

到着します。ここでは円錐型をした開聞岳が皆さんを迎えてくれます。海抜 924m のこの火山は、その形から「薩摩富士」とも呼ばれて

います。次に訪れる指宿温泉では、専用の浴衣を着て、熱い砂の中に埋められ、その蒸気で温まるという一風変わった「砂蒸し」体験を

お楽しみ頂けます。15～20 分ほど砂に包まれた後シャワーで汗と砂を流し、通常の温泉にもご入浴頂けます。このツアーには温泉の

後、 ご夕食をお楽しみ頂き、船に戻ります。 

注意： こちらのツアーでは浴衣、バスタオル、フェイスタオルを用意しております。車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く

方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカーションデスクにお問い合わせください。高血圧や心臓に持病を

お持ちのお客様はご遠慮ください。 

 

KOJ04 – 霧島温泉 KIRISHIMA HOT SPRING  

所要時間：約 7 時間、夕食 付き 

火山性の霧島の山あいにある霧島温泉は、ミネラル分が豊富な源泉を持ち、日本の温泉地の中でも最も有名な温泉の一つです。霧

島温泉は、この地区に存在する数多くの温泉から形成されています。室町時代（およそ 1336-1573）に建てられた霧島神宮は、そ

の後数世紀の間に現在の場所に移され、火山で何度か破壊されたものの、その度に建て直されました。1715 年に建てられた森に囲ま



 

 

れた現在の霧島神宮は重要文化財に指定されています。この場所は日本の神話においても特別な場所とされ、ニニギノミコトが世界を

支配するために降り立った場所とされています。神秘的な霧島神宮と良泉質の霧島温泉でゆったりとしたお時間をお過ごしください。温

泉地で過ごす 1 日にはご夕食も含まれています。食事の後、船に戻ります。 

注意：温泉施設は、刺青がある方や、水着を着て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。車椅子ご利用

のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカーションデスクにお問い

合わせください。高血圧や心臓に持病をお持ちのお客様はご遠慮ください。 

 

KOJ05 – 鹿児島文化観光と夕食 KAGOSHIMA CULTURAL SIGHTSEEING & DINNER  

所要時間：約 5 時間、夕食  付き 

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。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 

 

金沢（日本） 

 

KNZ01 – 金沢ハイライト HIGHLIGHTS OF KANAZAWA  

所要時間：約 6 時間、昼食 付き 

金沢の文化的みどころをご覧いただくツアーで楽しい時間をお過ごしください。まず向かうのは、かつて侍とその家族が住んでいた長町武

家屋敷です。この地域の歴史的な雰囲気、狭い路地、そして運河をお楽しみいただいた後、日本三大名園の一つ兼六園へと向かいま

す。金沢城の外郭の藩庭として造営されて以来、およそ 200 年という時間をかけて作られたこの庭園には、様々な種類の花を咲かせる

木が植えられ、庭園を象徴する二股の徽軫灯籠があります。次に、金沢の伝統的な茶屋や芸者の町「ひがし茶屋街」を訪れます。芸

者がお客様を楽しませるために唄い踊る特別な飲食店であるお茶屋は、茶道の茶室とは全く異なるものです。ひがし茶屋街で散策をお

楽しみ頂いた後、船に戻ります。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 

 

KNZ02 – 金沢の見所 KANAZAWA MUST-SEES  

所要時間：約 4 時間、 

楽しい半日ツアーでは、金沢で見逃せない 2 つの名所、美しい庭園と茶屋街へお連れします。まずは、兼六園に向かいます。この庭園

は、水戸の偕楽園、岡山の後楽園と並ぶ日本で最も美しい三大名園の一つに数えられています。金沢城の外郭に 200 年もの時をか

けて作られた広大な庭園には、様々な種類の花を咲かせる木が植えられ、庭園を象徴する二股の徽軫灯籠があります。続いて、ひがし

茶屋街の茶屋や芸者の世界を訪れます。芸者がお客様を楽しませるために唄い踊る特別な飲食店であるお茶屋は、茶道の茶室とは

全く異なるものです。ひがし茶屋街で散策をお楽しみ頂いた後、船に戻ります。 



 

 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 

 

KNZ03 –山代温泉・九谷焼美術館 YAMASHIRO HOT SPRINGS & KUTANIYAKI ART MUSEUM  

所要時間：約 6 時間、昼食 付き 

日本の最も代表的な芸術である温泉と美しく彩られた陶器を 1 日ツアーでお楽しみください。まず向かうのが山代温泉です。この北陸

地方最大の温泉地の歴史は 1300 年にもおよびます。天然の湯が持つと言われる癒しの力は西暦 725 年、カラスが温泉で傷を癒す

ところを見た僧侶により発見されたと言われています。温泉でリラックスしたら、古九谷の杜親水公園にある九谷焼美術館に向かいます。

美しい九谷焼を専門とする美術館には、異なる時代ごとの九谷焼の名品を展示する 3 つの展示ホールがあります。この美術館で九谷

焼を見て学び、お楽しみいただいた後、船に戻ります。 

注意：温泉施設は、刺青がある方や、水着を着て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。車椅子ご利用

のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカーションデスクにお問い

合わせください。高血圧や心臓に持病をお持ちのお客様はご遠慮ください。 

 

 

KNZ04 –  世界遺産・白川郷 WORLD HERITAGE SHIRAKAWA  

所要時間：約 6 時間、昼食付き 

1995 年、ユネスコ世界遺産に登録された絵のように美しい白川郷は、岐阜県と富山県の境に位置する山々の奥、庄川流域にありま

す。ご昼食も付いているこちらの 1 日ツアーでは、美しい山並みとこの地域独特の合掌作りの家を見学します。僧侶が祈る時に合わせ

た手の形にも似た急傾斜の屋根は、冬の雪が屋根に積もることを防ぎます。いくつかの家は 250 年以上前に建てられたもので、そのうち

の 1 軒を訪れます。 

注意：白川郷で住宅に入る際には、靴をお脱ぎいただきます。車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願

いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカーションデスクにお問い合わせください。 

 

KNZ06 –懐石料理と金箔体験 TRADITIONAL KAISEKI LUNCH & GOLD LEAF EXPERIENCE  

所要時間：約 6 時間、昼食付き 

5 世紀もの歴史をもつ金沢の金、白金、銀箔の伝統は現代にも続いています。この 1 日ツアーでは、日本の伝統的な手工芸の荘厳

な技術を見学します。続いて、水戸の偕楽園、岡山の後楽園と並ぶ日本三大名園の一つ兼六園へ向かいます。金沢城址の外郭に

広がる兼六園は、2 世紀以上の時をかけて様々な花が咲く木を育ててきました。霞ヶ池には、公園のシンボルともなっている二股の徽軫

灯籠があります。次の向かうのが、ひがし茶屋街です。芸者がお客様を楽しませるために唄い踊る特別な飲食店であるお茶屋は、茶道

の茶室とは全く異なるものです。また、ひがし茶屋街では、金沢伝統の金箔貼り体験をお楽しみ頂けます。こちらのツアーでは、金沢を代

表する伝統的な料亭での懐石料理のご昼食が含まれています。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 

 

 

 

 



 

 

 

酒田 

 

SKA01 –羽黒山 A MOUNTAIN-TOP SHRINES OF HAGUROSAN  

所要時間：約 6 時間、昼食 付き 

羽黒山の自然と宗教的文化に触れるツアーです。 

羽黒山は、出羽三山の中では最も標高の低い山です。その山頂には出羽三山の神社で唯一冬にも参拝できる羽黒山神社があります。

一般的に巡礼者が訪れる最初の山が、生まれかわりのはじまりといわれる羽黒山です。参道を 10 分ほど歩くと杉木立の中に国宝羽黒

山五重塔が建っています。古文書によれば、この国宝が最初に建立されたのは 937 年のことです。 

見事な赤漆塗りの三神合祭殿は、日本最大の茅葺き屋根の神社です。内陣は三戸前の扉に分かれ、それぞれ月山、羽黒山、湯殿

山の神々を祀っています。いくたびもの火事に見舞われた神社の現在の建物は 1818 年に再建されたものです。本殿の前の御手洗池

は、古来より四季を通じて多くの人々の信仰が捧げられてきました。人々が奉納した銅鏡が埋納されていることから「鏡池」と呼ばれてい

ます。こちらのツアーには、山形ならではの和定食ランチが含まれています。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 

 

SKA02 –最上川の舟下り FLOATING THROUGH THE HEART OF YAMAGATA: MOGAMI RIVER CRUISE  

所要時間：約 6 時間、昼食 付き 

山形の中心部を流れる最上川の舟下りをお楽しみください。 

山形県で最も大きな最上川は、山形で暮らす人々に愛されています。北から南へと県内全域を流れる川の景色は季節とともにさまざま

に変化します。最上峡の素晴らしさを最も良く体験できるのが最上川の川下りです。船頭の歌う舟歌が川下りを盛り上げます。玉簾の

滝は、高さ 63 メートル、幅 5 メートルの断崖から流れ落ちる山形県一の高さを誇る滝です。春と夏にライトアップされる滝には、多くの人

が杉の大木に囲まれた素晴らしい景色を楽しみに訪れます。空気中にマイナスイオンを豊富に含む滝は「パワースポット」としても人気が

あります。こちらツアーには、和定食ランチが含まれています。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 

 

SKA03 –酒田の名所 BEST OF SAKATA  

所要時間：約 5 時間、昼食 付き 

酒田で最も魅力的な観光スポットへとお連れするツアーです。 

土門拳記念館は、この有名な写真家が自らの写真 7 万枚すべてを市に寄贈した後、1983 年に日本で最初の写真美術館として建

てられました。数々の賞を受けた建築家谷口吉生が設計した建物、亀倉雄策の銘板、イサム・ノグチの彫刻、勅使河原宏の手がけた

庭園などが土門の写真の力強さを一段と高めています。山王くらぶは、1895 年に建てられた酒田の有名な高級料亭です。現在は、つ

るし飾り「傘福」に代表される豊富な展示物で日本文化を紹介する観光施設へと生まれ変わりました。山居倉庫は 1893 年に 12 棟

建てられた米保管倉庫です。米の保管にのみ使われる倉庫は、9 棟が現在でも現役です。こちらのツアーには、山形ならではの和定食

ランチが含まれています。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 



 

 

 

SKA04 – 酒田の名所半日ツアー SAKATA HIGHLIGHTS HALF-DAY TOUR  

所要時間：約 3.5 時間、 

酒田で最も人気の高い 3 つの観光スポットへとお連れするツアーです。 

日和山公園は、海運業者が海を見渡し商人の船を監視するために作った人工の丘の上にあります。日和山という名前には、良い天気

の山という意味があります。港の素晴らしい景色を眺めることができる公園には、日本最古の石造りのコンパス「方角石」や最古の木造

灯台、かつて港を訪れた北前舟の 1/2 サイズのレプリカなど、歴史的な遺物が多くあります。この舟には橋を渡って乗り込みます。 本間

美術館は、山形県庄内地方の大地主であった本間家により 1947 年に創立されました。第二次世界大戦後の日本で最初に開館し

た私設美術館は、伝統的な書院造で建てられた 2 階建ての別荘「清遠閣」が使われています。美術館の敷地には、清遠閣本館、鶴

舞園、定期的に美術展が開催される新館があります。 山居倉庫は 1893 年に 12 棟建てられた米保管倉庫です。米の保管にのみ

使われる倉庫は、9 棟が現在でも現役です。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 

 

SKA05 –加茂水族館 KAMO AQUARIUM  

所要時間：約 5 時間、 

ユニークな「加茂水族館」でちょっと変わった水中の世界をお楽しみください。 

加茂水族館は、日本海に面した酒田の南に位置する鶴岡市にあり、数多くのクラゲのコレクションで有名です。「クラゲドリーム館」を訪

れれば、何十種類ものクラゲに魅了されることでしょう。この魅力的な生き物たちをバックライト付きの丸窓を通した穏やかな光の中で観

察することができます。 港への帰り道では、プロが選ぶ土産物施設ランキングで上位に入賞している庄内観光物産館でのお買い物もお

楽しみいただけます。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 

 

SKA06 –鳥海山観光 NATURAL AND MEJI PERIOD SPLENDOURS OF MOUNT CHOKAI  

所要時間：約 6 時間、昼食 付き 

鳥海山の美しい自然の素晴らしさと最も有名な観光スポットをお楽しみください。 

鳥海山 は、日本 100 名山のひとつであり、国史跡また国定公園でもあります。標高 2,236 メートルの美しい独立峰は、「出羽富士」

とも呼ばれ、長く地域の人々に親しまれてきました。標高 1,000 メートルの大平山荘展望台からは、日本海と庄内平野の素晴らしい

景色を眺めることができます。十六羅漢岩は、鳥海山の噴火により日本海に堆積した安山岩の岩礁に掘られた 22 体の彫刻です。海

禅寺 21 代寛海和尚が、1864 年に仏教の教えと悟りを広めるために羅漢を彫ることを呼びかけました。寛海は 5 年間にわたり地元の

石工を指揮し彫像を完成させます。これだけの規模の仏教像が刻まれているのは、日本海側でただひとつ遊佐の町だけだと言われてい

ます。 牛渡川は、鳥海山の豊富で澄んだ伏流水の湧水と、すぐそばの澄んだエメラルドグリーンの水をたたえる丸池様で知られています。

池底に沈む倒木が腐らないのは、水が清らかな証拠であると言われています。旧青山本邸は、明治時代に北海道のニシン漁で財をな

し大富豪となった青山留吉が故郷の遊佐町に建てた邸宅です。2000 年に町に寄贈され、現在では多くの所蔵品と共に一般公開さ

れています。 

注意：車椅子ご利用のお客様は、バス乗降の補助をして頂く方の同行をお願いしております。詳しい情報に関しては、乗船後エクスカ

ーションデスクにお問い合わせください。 


