
【1】 経験豊富な現地ガイドが日本語で解説いたします
　　　・日本語にて丁寧にお伝えいたします。
【2】 観光スポットのアレンジに対応いたします（大連市内観光ツアーのみ）
　　　・市内観光は観光スポットをリクエストいただければ、所要時間におさまるようアレンジ対応いたします。
【3】 出発時刻をお客様が指定できます。また出発・帰着場所をお客様のホテル以外に空港、大連北駅など大連市4区内で⾃由に指定できます（大連市内観光ツアーのみ）
　　　・大連到着が土日の場合、空港でピックアップ、そのまま半日観光に向かうことができます。
　　　・帰国日午前中の空いた時間を有効に使えるよう出発時間を早め、さらに到着場所を空港に指定できます。(例) 半日観光　　7:00ホテル出発　 11:00大連空港着

昼 夜 大人 子供

DA-001 大連市内観光(半日） － － 4時間 応相談 応相談 350 300 2名

■市内散策
・出発時間、帰着場所に応じて、観光スポットを1日観光プラン
の
　中からチョイスいたします

・費⽤に含まれるものは、送迎、⾞代、日本語ガイドです
・同⾏人数によってセダン、ワゴン、マイクロバスとなります

DA-002 大連市内１日観光(１日) ○ － 6時間 応相談 応相談 550 450 2名

■市内散策
・旧日本人街、旧ロシア人街、中山広場、旧大和ホテル
・旧満鉄本社、浜海路、⽼⻁灘、星海湾大橋
・温州城、勝利広場地下街など
・昼⾷は東北料理

・費⽤に含まれるものは、送迎、⾞代、日本語ガイド、⾷事代で
す
・同⾏人数によってセダン、ワゴン、マイクロバスとなります

DA-011 雑技＆京劇、少林寺鑑賞 － － 2時間 19:30 21:30 300 200 2名

■観劇
・大連広済大舞台にて雑技＆京劇ショーを観覧いただきます

・20時開演です。
・催⾏が毎日ではありませんので、お問い合わせください
・費⽤に含まれるものは、⾞による送迎、日本語ガイドです
・催⾏人数によってセダン、ワゴン、マイクロバスでの混載となります

・コース共通

お支払い
キャンセルポリシー

大連市海外旅遊有限公司(Produced by DalianPress.com)　日本語対応オプショナルツアーのご紹介

大連近郊　旅順観光プラン

ツアーNo ツアー名 ⾷事 所要時間 出発時間 帰着時間 料⾦(人⺠元) 最少
催⾏人員 ツアー説明 補足説明

コース共通

子供料⾦は3〜12歳です。3歳未満は無料です。
帰着時間が22:00を超える出発時間の指定はお受けできません。
所要時間は送迎を含みます。延⻑の場合は別途追加料⾦が必要となります。
最少催⾏人員に満たない場合でも、予約状況によっては増額となりますが催⾏対応いたします

現地にて　クレジットカード、現⾦(人⺠元)、WeChat Pay、AliPayによるお支払い
催⾏日の前日まではキャンセル可、当日キャンセルは費⽤100%をご負担ください



【1】 お客様の様々なリクエストに沿ってアレンジいたします。
　　　・観光が目的なら経験豊富なガイド、買い物が目的ならお店をよく知っている同性のカイド、旅先で少し寂しくなったら・・と目的をお聞かせいただけば、それに応じた日本語ガイドを選定いたします
【2】 出発時刻をお客様が指定できます。また出発・帰着場所をお客様のホテル以外に空港、大連北駅など大連市４区内で⾃由に指定できます
　　　・大連到着が土日の場合、空港でピックアップ、そのまま半日観光に向かうことができます。
　　　・帰国日午前中の空いた時間を有効に使えるよう出発時間を早め、さらに到着場所を空港に指定できます。

昼 夜 大人 子供

DA-020 専⽤⾞チャーター⾃由プラン
（半日） － － 4時間 応相談 応相談 600 --- 1名

■⾞で観光することが目的の⾃由プランです ・費⽤に含まれるものは、送迎、⾞代、日本語ガイドです
・同⾏人数によってセダン、ワゴンとなります
・ガイドの性別など指定は承れません

DA-021 専⽤⾞チャーター⾃由プラン
（１日） － － 8時間 応相談 応相談 1,000 --- 1名

■⾞で観光することが目的の⾃由プランです ・費⽤に含まれるものは、送迎、⾞代、日本語ガイドです
・同⾏人数によってセダン、ワゴンとなります
・ガイドの性別など指定は承れません

DA-022 ガイドチャーター⾃由プラン
（半日） － － 4時間 応相談 応相談 400 --- 1名

■観光やビジネスのお手伝いすることが目的の⾃由プランです ・費⽤に含まれるものは、日本語ガイドです
・弊社社員または契約社員で日本語が堪能なガイド
・ガイドの性別の指定に対応可能です

DA-023 ガイドチャーター⾃由プラン
（１日） － － 8時間 応相談 応相談 600 --- 1名

■観光やビジネスのお手伝いすることが目的の⾃由プランです ・費⽤に含まれるものは、日本語ガイドです
・弊社社員または契約社員で日本語が堪能なガイド
・ガイドの性別の指定に対応可能です
・時間延⻑は100元/Hで対応可能です

DA-024 ガイドチャーター⾃由プランSP
（半日） － － 4時間 応相談 応相談 応相談 --- 1名

■観光やビジネスのお手伝いすることが目的の⾃由プランです
・ガイドへの細かなリクエストにも対応可能なプランです

・費⽤に含まれるものは、日本語ガイドです
・ガイドの容姿、語学⼒(日中英)、ビジネス専門知識
　などお客様のリクエストに添えるよう頑張ります

DA-025 ガイドチャーター⾃由プランSP
（１日） － － 8時間 応相談 応相談 応相談 --- 1名

■観光やビジネスのお手伝いすることが目的の⾃由プランです
・ガイドへの細かなリクエストにも対応可能なプランです

・費⽤に含まれるものは、日本語ガイドです
・ガイドの容姿、語学⼒(日中英)、ビジネス専門知識
　などお客様のリクエストに添えるよう頑張ります
・時間延⻑が可能かどうかはガイドとの調整によります

・コース共通

催⾏曜日は毎日です

・コースに関する特記事項

お支払い
キャンセルポリシー

ガイドチャーター⾃由プラン

コース共通

催⾏日の前日まではキャンセル可、当日キャンセルは費⽤100%をご負担ください

ツアー説明 補足説明

大連市海外旅遊有限公司(Produced by DalianPress.com)　日本語対応オプショナルツアーのご紹介

大連近郊　旅順観光プラン

ツアーNo ツアー名 ⾷事 所要時間 出発時間 帰着時間 料⾦(人⺠元) 最少
催⾏人員

子供料⾦は3〜12歳です。3歳未満は無料です。
帰着時間が22:00を超える出発時間の指定はお受けできません。

所要時間は送迎を含みます。延⻑の場合は別途追加料⾦が必要となります。

同⾏移動に関するガイドチャーターの交通費、⾷事に同席が必要な場合は実費をご負担ください。
合わせて専⽤⾞のご⽤意や貸切タクシー、中国版Uber「滴滴出⾏」などの手配が可能です。

現地にて　クレジットカード、現⾦(人⺠元)、WeChat Pay、AliPayによるお支払い



【1】 経験豊富な現地ガイドが日本語で解説いたします
　　　・日露戦争の戦跡を日本語にて丁寧にお伝えいたします。
【2】 観光スポット,⽴寄地のアレンジに対応いたします
　　　・旅順から帰着場所への帰路にて⽴ち寄れる観光スポットをリクエストいただき所要時間におさまるようアレンジ対応いたします。

(例)帰着場所が市内の場合は、⿊⽯礁、星海広場、星海公園などが⽴ち寄れます。
【3】 出発時刻をお客様が指定できます。また出発・帰着場所をお客様のホテル以外に空港、大連北駅など大連４区内で⾃由に指定できます
　　　・大連到着が土日の場合、空港でピックアップ、そのまま旅順半日観光に向かうことができます。
　　　・帰国日午前中の空いた時間を有効に使えるよう出発時間を早め、さらに到着場所を空港に指定できます。(例) 旅順半日観光　　7:00ホテル出発　 11:00大連空港着

昼 夜 大人 子供

DA-30 旅順半日観光 － － 4時間 応相談 応相談 650 500 2名

■日露戦争の戦跡めぐり
　　・東鶏冠山、⽔師営会⾒所、203⾼地
　　・旅順旧ヤマトホテル、勝利塔、旅順駅
■帰着場所が市内の場合
　　・星海湾大橋

・費⽤に含まれるものは、送迎、⾞代、⼊場料、日本
語ガイドです

DA-31 旅順１日観光 ○ － 8時間 応相談 応相談 730 560 2名

■日露戦争の戦跡めぐり
・東鶏冠山、⽔師営会⾒所、203⾼地
・旅順博物館or旅順日露監獄
・勝利塔、旅順駅、⽩⽟山、旧旅順⼯科大学
・旅順駅、旧関東軍司令部
・旅順旧ヤマトホテル、川島芳子旧居
・昼⾷は、旅順料理
■帰着場所が市内の場合
　　・星海湾大橋

・費⽤に含まれるものは、送迎、⾞代、⼊場料、⾷事
代,
　日本語ガイドです
・⽉曜催⾏の場合、旅順博物館、旅順日露監獄の
　いずれも休館日のため⾒学できません
・パスポートを必ずご持参ください
（旅順博物館、旅順日露監獄で提⽰が必要です）

・コース共通

お支払い 現地にて　クレジットカード、現⾦(人⺠元)、WeChat Pay、AliPayによるお支払い
キャンセルポリシー 催⾏日の前日まではキャンセル可、当日キャンセルは費⽤100%をご負担ください

ツアーNo

大連市海外旅遊有限公司(Produced by DalianPress.com)　日本語対応オプショナルツアーのご紹介

大連近郊　旅順観光プラン

最少
催⾏人員 ツアー説明⾷事 料⾦(人⺠元)所要時間 出発時間 帰着時間ツアー名 補足説明

コース共通

子供料⾦は3〜12歳です。3歳未満は無料です。
帰着時間が22:00を超える出発時間の指定はお受けできません。
所要時間は送迎を含みます。延⻑の場合は別途追加料⾦が必要となります。
最少催⾏人員に満たない場合でも、予約状況によっては増額となりますが催⾏対応いたします



【1】 経験豊富な現地ガイドが日本語で解説いたします
　　　・それぞれの観光地を日本語にて丁寧にお伝えいたします。
【2】 観光スポットのアレンジに対応いたします
　　　・観光スポットをリクエストいただければ、所要時間におさまるようアレンジ対応いたします。
【3】 出発時刻をお客様が指定できます。また出発・帰着場所をお客様のホテル以外に空港、大連北駅など大連４区内で⾃由に指定できます
　　　・朝少しゆっくりの出発などに対応いたします

昼 夜 大人 子供

DA-40 ゴルフプレー ー ー －－－ 応相談 応相談

平日
1,300
休日

1,500

- 2名

■⾦⽯灘ゴルフクラブ　ゴルフプレー
・A区(神龟コース)とB区(⾦鹰コース)の2つのコースから選ん
でいただきます。オススメはティーショットから海崖際に向かって
打ち下ろすという度胸と技術が試される有名なショートホール
(7番)があるA区です。

・費⽤に含まれるものは、送迎、⾞代、日本語ができるドラ
イバー、プレー代、キャディーフィーです
・お客様のリクエストにより⻄郊ゴルフクラブ、夏麗(カント
リークラブ)の選択できます。

DA-41 丹東観光（１日） ○ ー 11時間 応相談 応相談 1,700 1,500 2名

■中朝辺境観光
・⼀歩跨、遊覧船乗船北朝鮮内河遊覧、万⾥の⻑城の
東端―⻁山⻑城、断橋など
・昼⾷は丹東北朝鮮料理

・費⽤に含まれるものは、送迎、⾼速鉄道/⾞代、⼊場
料、⾷事代、日本語ガイドです。
・⾼速鉄道で往復予定ですが専⽤⾞に変更となることもあ
ります
・追加料⾦で遊覧船をモーターボートに変更し、より国境
近くに迫ることができます
・追加料⾦で宿泊プランへ変更可能です。

DA-42 ⾦州観光（１日） ○ ー 8時間 応相談 応相談 600 500 2名
・提督府、正岡子規の句碑、響⽔寺、南山古戦場など ・費⽤に含まれるものは、送迎、⾞代、⼊場料、⾷事代、

日本語ガイドです。

DA-43 瀋陽観光（１日） ○ ー 11時間 応相談 応相談 1,900 1,700 2名

・瀋陽故宮、北陵公園、中山広場、張学良帅府、瀋陽
駅など
・昼⾷は瀋陽名物「⽼辺餃子」

・費⽤に含まれるものは、送迎、⾼速鉄道/⾞代、⼊場
料、⾷事代、日本語ガイドです。
・⾼速鉄道で往復予定ですが専⽤⾞に変更となることもあ
ります
・追加料⾦で宿泊プランへ変更可能です。

DA-44 <春〜秋限定>
紅海灘観光（１日） ○ ー 11時間 応相談 応相談 1,900 1,700 2名

■景色とグルメのコース
・盤錦市にある、⾒渡す限り紅い絨毯が広がるような「⾚
海灘風景区」国家⾃然保護区、丹頂鶴など230種類の
野鳥が生息しています
・昼⾷は地元特産盤錦河カニ含めの地元料理

・費⽤に含まれるものは、送迎、⾼速鉄道/⾞代、⼊場
料、⾷事代、日本語ガイドです。
・⾼速鉄道で往復予定ですが専⽤⾞に変更となることもあ
ります
・11⽉〜3⽉は催⾏不可
・追加料⾦で宿泊プランへ変更可能です。

・コース共通

お支払い
キャンセルポリシー

ツアー説明 補足説明

大連市海外旅遊有限公司(Produced by DalianPress.com)　日本語対応オプショナルツアーのご紹介

大連近郊　旅順観光プラン

ツアーNo ツアー名 ⾷事 所要時間 出発時間 帰着時間 料⾦(人⺠元) 最少
催⾏人員

パスポートをお持ちください
コース共通

子供料⾦は3〜12歳です。3歳未満は無料です。
帰着時間が22:00を超える出発時間の指定はお受けできません。
所要時間は送迎を含みます。延⻑の場合は別途追加料⾦が必要となります。

最少催⾏人員に満たない場合でも、予約状況によっては増額となりますが催⾏対応いたします

現地にて　クレジットカード、現⾦(人⺠元)、WeChat Pay、AliPayによるお支払い
催⾏日の前日まではキャンセル可、当日キャンセルは費⽤100%をご負担ください


