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緊急連絡先・留意事項 

 

【緊急時の連絡先】 

万一、寄港日当日に急用等でお越しいただけなくなった場合は下記担

当者までご連絡下さい。 

また、台風、荒天等でクルーズ船が、急きょ寄港しなくなった場合

は、前々日までに下記担当者からご連絡致します。 

 

担当者名           連絡先            

 

【その他留意事項】 

・ 観光案内のピークタイムは、９時から１２時と予想しています。ま

だまだ暑いので各自で適宜休憩をお取りください。 

・ 昼食等で１時間以上持ち場を離れる場合は、各持ち場の責任者（次

ページ）に伝えてください。（岸壁内コンテナを休憩所としてご利

用ください。岸壁レイアウト図(P20)参照） 

・ 服装はカジュアルで涼しいもので結構です。 

・ 昼食はキッチンカーも出店していますが、一般来場者が多い場合、

完売することもありますので、あらかじめ各自でご持参いただくこ

とをお薦めします。 

・ 水分補給できるよう飲み物を各自でご準備ください。 
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各持ち場の責任者 

 

分からないことや緊急時は、下記責任者へ報告・相談してください。 

 

 

常駐場所 責任者 連絡先 

本部 

総括 
(報道対応、東武ﾄｯﾌﾟ

対応含む) 
秋田（四日市商工会議所） 090-7693-9291 

会場内 
総合調整 

(交通誘導対応含む) 

田中（四日市港管理組合） 080-1587-4885 

観光案内 

総括 酒井（三重県観光魅力創造課） 090-1580-0500 

市内 水谷（四日市市観光交流課） 090-3930-6281 

四日市 
観光案内所 

落合（四日市観光協会） 090-8557-2633 

イベントエリア 

物産販売 
水谷、大市（四日市商工会議所） 090-3309-3055 
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ダイヤモンド・プリンセス寄港概要 

 

１．ダイヤモンド・プリンセス 概要 

●船籍：イギリス ●全長：290ｍ ●全幅：37.5ｍ  

●総トン数：115,875ｔ ●乗船定員：2,706名  ●乗組員数：1,100名   
 

２．寄港日時と航路（6日間） 

日数 日付 港名 到着時間 出発時間 

0 2018/9/12 横浜 午後乗船 17:00 

1 2018/9/13 クルージング ― ― 

2 2018/9/14 関門海峡クルージング 

釜山 

― 

14:00 

― 

22:00 

3 2018/9/15 関門海峡クルージング ― ― 

4 2018/9/16 四日市港 8:00 17:00 

5 2018/9/17 横浜 午前下船 ― 
 

３．乗船客 

乗客予定人数：約 2,500名（うち日本人約 1,800名、外国人約 700名）※９月初旬見込み 
 

４．オプショナルツアー（バス別一覧） 

 ※東武トップツアーズ扱い 

 オプショナルツアー名 
出発 

時間 

帰着 

時間 

最大バス

台数 

① 伊勢神宮（内宮）とおかげ横丁（昼食あり・外国語可） 9：15 16：15 2 

② 伊勢神宮（内宮）とおかげ横丁（昼食なし・日本語） 10：00 16：00 3 

③ 伊勢神宮（内宮）とおかげ横丁（昼食なし・外国語可） 9：45 15：45 2 

④ 伊勢神宮（内宮）とおかげ横丁（昼食なし・日本語） 10：15 16：15 3 

⑤ なばなの里とアウトレットショッピング（日本語） 9：30 15：00 1 

⑥ 伊賀上野城と伊賀流忍者博物館（外国語可） 11：00 16：30 1 

⑦ 伊賀上野城と伊賀流忍者博物館（日本語） 11：00 16：30 1 

⑧ 犬山城と城下町（外国語可） 9：30 16：00 2 

⑨ ベストオブ名古屋（外国語可） 9：00 16：30 2 

⑩ 名古屋城と大須観音（外国語可） 10：15 15：15 3 

⑪ 名古屋城と大須観音（日本語） 9：45 15：15 2 

⑫ トヨタ産業技術記念館と名古屋城（外国語可） 11：30 16：30 4 

⑬ ハイライト名古屋 9：00 14：00 2 

 2８ 

※各ツアーの参加者数およびバス台数は現時点では不明 
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５．歓迎イベント（岸壁） 

※場所は岸壁レイアウト図(p20)参照 

時間 項目 内容 

10：00～ キッチンカー集

合！ 

（６台） 

 

①丼専門店兆究 

鴨ロース丼、ローストビーフ丼、カキ氷、ソフトドリンク 

②キッチンよしひろ   ポテト 

③NPO法人呼夢・フレンズ 

焼き餃子、かき氷、ソフトドリンク 

④Funky Franky 

タコス、ブリトーなどのメキシカンフード 

⑤このまち食堂 

豊川いなり寿司、うどん、ホルモンから揚げ、黒蜜抹茶ぜん

ざい 

⑥伊勢おやき本舗  伊勢おやき、伊勢うどん 

日本文化体験コー

ナー 

・竹うちわ製作体験 

うちわの骨に好きな和紙を貼ってオリジナルうちわを作ろう。 

・豆畳製作体験 

すきな縁を選んでオリジナルミニ畳を作ろう。 

・甲冑試着体験 

体験用の甲冑を着て写真を撮ろう。 

ポートビル展望室

オープン 
岸壁⇔ポートビルのシャトルバスを運行 

13：00～ 地場産品販売 1８事業者 

地場産品販売事業者一覧(p6)参照 

15：00～ 歓迎ステージ ＜市民等による歓迎演奏・演舞＞ 

15：00～ フラダンスショー 

15：30～ 日永つんつく踊り 

16：15～ 諏訪太鼓 

16：45～ 出港見送り 関係者、クルーズファンクラブによる見送り 

 

６．観光案内対応 

 観光案内所の設置：①岸壁（県、市、観光協会、商工団体による観光案内対応） 

②四日市観光協会（県、市、観光協会による観光案内対応） 

 ※近鉄四日市駅東側バス乗降場所にもＰＲデスクを設置 

 

７．通訳     通訳ボランティア（四日市国際交流センター、三重県、おもてなしネット） 

          ※観光案内ブース、物販コーナーで協力依頼 

８．シャトルバスの運行 

①岸壁⇔近鉄四日市駅東バス停  12台程度／手配：東武トップツアーズ 

 港発 8:30～14:45四日市駅発 10:00～15:45（15分間隔） 

 ※乗船客及びクルーしか乗車できません。 

②岸壁⇔ポートビル     １台／手配：四日市港管理組合 

 10:00～17:30（20分間隔） 

 ※乗船客、クルー、一般見学者等乗車可能 
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９．Wi-Fi   岸壁上でフリーWi-Fiが使用可能 

 

１０．一般船内見学会   ※実施しません。１０月 7日の寄港時に実施予定。 

 

１１．旅行会社向け船内見学会  旅行会社・メディア・弊社スタッフ 計 77名 

12：30 受付開始 13：00 乗船 15：00 下船 

 

１２．街中でのおもてなし（詳細は当資料ｐ7～10 参照） 

      ①体験型イベント（協力：じばさん三重） 

              ・四日市の地酒×萬古焼のぐいのみ体験 

       ・萬古焼の土鍋ごはん試食体験 

       ・大矢知手延べ麺渡辺製麺所×萬古焼の土鍋体験 

・四日市市水沢かぶせ茶×萬古焼の茶器体験 

      ②菰野方面ショートツアー 

“四日市市民の案内で巡る、開湯１３００年の湯の山温泉を楽しむ旅” 

      ③桑名方面ショートツアー 

       “重要文化財指定「六華苑」と「その手は桑名の焼き蛤ランチ」” 

      ④四日市まちなか散策ツアー（商店主ガイド付き） 

      ⑤まちなかスタンプラリー 

・ポイント６カ所 

（じばさん三重、泗翠庵、四日市観光協会、そらんぽ四日市、 

ばんこの里会館、ポートビル展望室） 

（参考情報）まちなかでのイベント等 

       ・泗翠庵 立礼席（お茶席／泗翠庵） 

       ・ジュニア将棋大会（商店街） 

 

     ★上記情報は、ホームページ「ENJOY!! YOKKAICHI」に掲載 

       https://y-cruise.localinfo.jp/ 

 

１２．その他 ①関係機関からの職員動員数：約 75名 

（三重県、四日市市、四日市港管理組合、四日市商工会議所、四日市

観光協会、四日市港振興会等） 

        ②当日の暑さ及び熱中症対策として以下を手配。 

・看護師２名を配置 

・午後はエアシェルターを日除け休憩スペースとして利用 

・飲料販売場所を設置 

以上  
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地場産品販売事業者一覧（岸壁） 

  事業所名 販売品目 商品ＰＲ 

1 三昌物産㈱ 
伊勢名物鶏めしの

素、スモークササミ 
伊勢のおかげ横丁でも人気の鶏めしは混ぜるだけ。 

2 
マルチョウ瑞穂商

店 

萬古焼（急須など）手

作り雑貨 

四日市水沢のかぶせ茶が美味しく淹れられる萬古急

須が自慢です 

3 日印食品開発㈲ レトルトカレー 小麦粉が入ってないラード不使用無添加カレー 

4 伊藤酒造㈱ 清酒、酒ケーキ 
三重県産の原料を 100％使用した純米酒 

International Wine Challenge2017 金メダル受賞 

5 ㈱稲藤 日永うちわ 三重県伝統工芸品 

6 ㈱なが餅笹井屋 なが餅 
創業天文 19 年から続く伝統の味「なが餅」今も変わ

らぬ美味しさです。 

7 染と織 飛鳥 和雑貨 外国人向けお土産にぴったりなものばかりです 

8 農業法人クマダ㈱ 
味噌、あられ、米粉の

加工品（求肥など） 

原材料の大半（70％以上）を自社生産したものを使

用。手作りの加工品。 

9 カネイチ お茶 
お客様に喜んでいただくこと、楽しんでいただくこ

とをモットーに頑張っています。 

10 ㈱まるかつ 
海鮮珍味各種(菓子、

おつまみ） 

海産物問屋ならではの本格的な味。「まるかつ」ブラ

ンド＝三重県のイメージが定着しつつあります。 

11 鈴鹿市物産協会 

鈴鹿抹茶菓子、鈴鹿

市物産品、伊勢型紙、

鈴鹿墨 

鈴鹿市内の名産品を幅広く提供させて頂きます。 

12 ㈱マルデ鋳器 蚊やり器 

蚊取り線香を入れる「蚊やり器」を鋳物の特徴を生か

し、重量感と安定性を加えデザインにもこだわった

商品。インテリアとしても。 

13 
㈱柿安本店 

しぐれセンター 
牛肉しぐれ煮 

柿安独自の技と工夫を凝らし、伝統ある製法により

製造しております 

お土産用を主力で販売  

14 総本家貝新新七商店 志ぐれ 創業 330 年伝統のしぐれ煮製造元 

15 瑞宝産業㈱ 志ぐれ煮 
毎日新鮮な志ぐれ煮を愛情込めて手作業で炊いてい

ます 

16 ㈱多井食品 

伊勢志摩産海産物

（青のり、伊勢ひじ

き、わかめ） 

青さのりの生産量は全国第 1 位。三重ブランドに認

定されています 

17 岡製茶 

水出し緑茶＋ガラス

ポット、かぶせ茶、和

紅茶、上ほうじ茶 

創業 100 余年。土造りからこだわり有機肥料を中心

とした栽培から製造まで全て一貫するお茶農家です 

18 朝明商工会 
朝明商工会 各種特

産品 
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地元発着ショートツアー（近鉄四日市駅発） 

 

船側のオプショナルツアーとは別に、近鉄四日市駅発着のショートツアーを四日市

商工会議所・たどトラベルサロン主催で実施します。（詳細は各ブースにある３つ折

り総合チラシでご確認ください。） 

 

①開湯 1300年の湯の山温泉を楽しむ旅（３時間３０分） 

②「六華苑」と「焼き蛤」ツアー！！（４時間） 

③地元商店主と巡るまちなか散策ツアー（２時間） 

 

 

参加方法 

 ①近鉄四日市駅までのシャトルバスに乗車（10 ドル） 

 ②四日市観光協会で申込、参加費納付（出発１０分前まで） 

  ※観光協会の場所はシャトルバス乗降場のデスクでも案内あり 

 

 

それぞれのツアーの内容 

 ①開湯 1300年の湯の山温泉を楽しむ旅 

  地元ガイドと湯の山随一と言われる温質の「グリーンホテル」で温泉と昼食を楽

しむ旅。 

  【出発時間】10：45【近鉄四日市駅帰着時間】14：15【岸壁帰着時間】14：40 

  【参 加 費】5,000 円（税込） ※タオル付、入浴代・昼食代込 

 

 ②「六華苑」と「焼き蛤」ツアー！！ 

  重要文化財指定「六華苑」と「その手は桑名の焼き蛤ランチ」、柿安デリカパーク

で買い物も楽しめます。 

  【出発時間】11：00【岸壁帰着時間】15：00 ※近鉄四日市駅には戻りません 

  【参 加 費】6,000 円（税込） ※六華苑の入苑料・焼き蛤のランチ代込 

 

 ③地元商店主と巡る四日市まちなか散策ツアー 

  地元商店主ガイドと巡る四日市駅前商店街ツアー。東海道５３次４３番目の宿場

町四日市。歴史と地元グルメをお楽しみください。 

  【出発時間】11：00 【近鉄四日市駅帰着時間】13：00  

  【参 加 費】500 円（税込） 
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体験イベント「萬古焼×四日市のおいしいもん」 

 

 じばさん三重で、萬古焼をＰＲするための体験イベントを実施します。イベントは

随時実施します。（詳細は各ブースにある体験イベント紹介チラシでご確認ください。） 

 

会場：じばさん三重（近鉄四日市駅から徒歩５分） 

時間：１０：００～１５：００ 

 

（１）四日市の地酒×萬古焼のぐいのみ 

  器でお酒の味が変わる?試してみて!!萬古焼のぐいのみ。 

 

 ・場所：じばさん三重 1 階 

 ・１テーブル６名まで １，０００円（数種の試飲とぐいのみ付き） 

 ・藤総代表 藤井健司氏（萬古陶磁器工業協同組合理事長） 

 

（２）萬古焼の土鍋ごはん試食体験 

 全国シェア 1 位！！萬古焼を代表する土鍋の魅力を知る萬古焼だからおいし

い!!土鍋で炊くご飯試食 

 

 ・料金：無料 

 ・場所：じばさん三重 2 階会議室 

 ・講師：ばんこの里会館館長 数馬桂子氏 

 

（３）大矢知手延べ麺渡辺製麺所×萬古焼の土鍋 

 江戸時代から続く四日市市大矢知地区で作られる手延べブランドの渡辺製麺所

を迎えて、土鍋と手延べ麺のコラボ試食 

 

 ・料金：無料 

 ・場所：じばさん三重 2 階会議室 

 ・講師：渡辺製麺所 渡邉美千代氏 

 

（４）四日市市水沢かぶせ茶×萬古焼の茶器 

 お茶の新芽に 14 日間黒い覆いをかぶせて作る「かぶせ茶」は、渋み成分が抑え

られ甘みを増した高級茶。三重県生産量 1 位のかぶせ茶を体験。 

 

【生産者が教えるかぶせ茶の冷茶立礼席】 

 

 ・料金：無料 

 ・場所：じばさん三重 2 階会議室 

 ・時間：5 名様ずつ各回 20 分随時 

 ・講師：池田製茶 池田しおり（日本茶インストラクター） 
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まちなかスタンプラリー 
乗船客の皆さんに岸壁や駅側のシャトルバス降車場所等で下記のスタンプラリーカード

（Ａ５サイズ両面）を配布します。市内６か所のスタンプラリーポイントのうち、３か所でスタンプ

を集めると、岸壁の本部テントで記念品と交換します。 

 

 

表 

裏 
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9/16 の駅前商店街でのイベント等について 

 

①「ジュニア将棋大会」 

優勝者へは市長賞賞状・上位入賞者には記念品！また、参加者にはもれなく、参加賞の

プレゼント 

【 日時 】2018年 9月 16日(日) 13:00〜17:00（12:00 より受付開始） 

【 会場 】四日市商店街アーケード内 歩道 

【 対象 】小・中学生（保護者同伴・将棋対局が出来るお子さまに限ります。 

小学生以下のお子さんも参加可。） 

【募集人数】100 名（先着順） 

【参加費】無料 

 

※当日参加は、小中学生は不可。 

ただし、「大会特別企画」として、鈴鹿市出身の

澤田真吾六段と大人１０名との「１０面対決」が 

１３：００～予定されており、その企画に大人は参

加可能。 

１２時から受付開始、参加賞もあり。 
 

 

 

②「水墨画教室」 

【 内容 】水墨画の体験ができます！描いた水墨画は持ち帰り可！ 

【 日時 】2018年 9月 16日(日)１０時～ 

【 場所 】アートはなぶさ 店舗内（四日市市諏訪栄町１６−５ 3番街） 

【 対象 】どなたでも（外国人の方も可） 

【参加費】２，０００円～ 

 

 ※詳細は各ブースにあるチラシを参照 
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乗船客向けＱ＆Ａ 

【会場案内】 

Ｑ１ 最寄りの駅まで行きたい。 

Ａ１ 近鉄四日市駅まで ①シャトルバス、または②タクシー を利用 

  ①シャトルバス乗り場（岸壁レイアウト図ｐ20 参照）にて往復チケットを購入（一人様１０ドル） 

   港から近鉄四日市駅まで約２５分 

   帰りの乗車場所は、下車場所と離れているので下車時に確認してもらう。 

   ※乗降場所は駅周辺マップ（ｐ19）を参照してください。 

 

《運行時間》  港⇒近鉄四日市駅          近鉄四日市駅⇒港 

８時 ００  １５  ３０  ４５    

９時 ００  １５  ３０  ４５  １０時 ００  １５  ３０  ４５ 

１０時 ００  １５  ３０  ４５  １１時 ００  １５  ３０  ４５ 

１１時 ００  １５  ３０  ４５  １２時 ００  １５  ３０  ４５ 

１２時 ００  １５  ３０  ４５  １３時 ００  １５  ３０  ４５ 

１３時 ００  １５  ３０  ４５  １４時 ００  １５  ３０  ４５ 

１４時 ００  １５  ３０  ４５  １５時 ００  １５  ３０  ４５ 

  ②タクシー乗り場を案内 

近鉄四日市駅まで約２５分、料金は２，８００円程度。 

 

Ｑ２ 最寄りのショッピングセンターへ行きたい。 

Ａ２ 近鉄百貨店四日市店、アピタ四日市店 

Ｑ１のシャトルバスを利用してください 

   イオン四日市北店 

     タクシーで 5ｋｍ 12分  

 

【市内案内】 

Ｑ３ 近くで美味しい食事ができるお店はどこか？ 

Ａ３ 近鉄四日市駅周辺のお店を紹介。（「四日市市街地ＭＡＰ」を利用。各ブースにあります） 

○オススメは？ 

和食なら  たまゆら、ふじまさ、和らく、呼月（高級です） 

洋食なら  コッシーナ（スペイン料理） 

中華なら  一楽、青島（チンタオ） 

地元グルメなら（四日市とんてき） 一楽、あさひ食堂、とんてき屋ちゃん 

○三重県の食材を使ったランチが食べられるお店は？  

うまし国横丁四日市宿（四日市まぜめん） 

○松阪牛が食べられるお店は？ 松阪苑、ステーキの石川、うなぎの松岡 

○うなぎ料理が食べられるお店は？ 喜多川、きみのや 

※その他近鉄百貨店、都ホテル・プラトンホテル内に食事どころあり。 
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Ｑ４ 地域の特産品・お土産が買えるところは？ 

Ａ４ 近鉄四日市駅周辺のお店を紹介。（「四日市市街地ＭＡＰ」を利用） 

○近鉄百貨店 

○じばさん三重 名品館 

 

Ｑ５ 近鉄四日市駅周辺で見所は？ 

Ａ５ 「四日市便利マップ」を利用して紹介。 

○四日市市立博物館／四日市公害と環境未来館 

○鵜の森公園 茶室「泗翠庵」 

○ばんこの里会館 

○あすなろう鉄道 

 

Ｑ６ ３時間程度で四日市市周辺をタクシーで回りたい。 

Ａ６ 岸壁内のタクシー乗り場で観光タクシープランを紹介しています。 

タクシー乗り場をご案内ください。 

※タクシーの観光プラン参照 

 

【県内案内】 

Ｑ７ 県内オススメの観光スポットは？ 

Ａ７ 当資料の巻末参照 

 

Ｑ８ 温泉はないか？ 

Ａ８ 当資料の巻末参照 

 

Ｑ９ お寺や神社など日本文化に触れられるところは？ 

Ａ９ 四日市市内では観光客対応ができるお寺や神社は現時点ではありません。 

   どうしても行きたい方には、案内ガイドなしで巡る観光タクシーコース（ｐ17）又は、 

次の２社をご紹介ください。 

 

椿大神社 

 開運みちびきの神様として知られる猿田彦大神を祀り、全国から参拝者が訪れます。

木々に囲まれた厳かな境内には松下電器の創業者・松下幸之助翁寄進の茶室「鈴松庵」

があり、流派を問わず広く一般にも開放しています。 

 

アクセス 

バス 近鉄四日市駅→椿大神社 9：59発 10：48着 or11：59発 12：48着 

    椿大神社→近鉄四日市駅 13：00発 13:52着 15：00発 15：52着 
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多度大社 

 昔から北伊勢大神宮として「お伊勢参らばお多度もかけよ、お多度かけねば片まいり」とい

われてきた古社。商売繁盛、雨乞いの神をお祀りしています。 

5月 4日・5日の上げ馬神事は少年騎手が 2 メートル余りの絶壁を駆け上がり、上がった頭

数でその年の農作物の豊凶を占うという天下の奇祭です。 

 

アクセス 

  電車 近鉄四日市駅（名古屋行）→桑名 養老鉄道線乗換 →多度駅 

      多度駅からは徒歩 1.5キロ、またはコミュニティバス等を利用 

 

【県外案内】 

Ｑ１０ 愛知県の観光スポットは？ 

Ａ１０ 当資料の巻末参照 

  



14 

 

近鉄四日市駅時刻表 

 

名古屋方面（急行、特急のみ） 

10時 6急行 10特急 21特急 28急行 48特急 51急行 

11時 8特急 10急行 21特急 28急行 48特急 51急行 

12時 8特急 10急行 21特急 28急行 48特急 51急行 

運賃 近鉄四日市駅→名古屋 

急行 620円 特急 620円＋510円（特急券）＝1,130円 

時間 急行 35分 特急 30分 

 

伊勢方面（急行、特急で伊勢市直行のみ） 

10時 14急行 19特急  39特急伊勢志摩ライナー 54特急しまかぜ 

11時 14急行 19特急  39特急ビスタカー 

12時 14急行 19特急  39特急 

運賃 近鉄四日市→伊勢市 

急行 1,010円 特急 1,010円＋900（特急券）＝1,910円 

時間 急行 約 1時間 10分 特急 約 55分  

 

湯の山温泉行（急行、特急で伊勢市直行のみ） 

10時 ２  30 

11時 ２  30 

12時 ２  30 

運賃 近鉄四日市→湯の山温泉 380円 

時間 約 25分 
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四日市港（霞ヶ浦）タクシー概算運賃表 

四日市市街 

行先 タクシー運賃 所要時間 ルート 

近鉄四日市駅 ２，８００円程度 ２０分 国道１号線経由 

JR四日市駅 ２，５００円程度 １５分 国道２３号線経由 

ばんこの里会館 ２，３００円程度 １５分 国道１号線経由 

満殿の湯 ２，４００円程度 １５分 国道１号線経由 

 

菰野町方面 

行先 タクシー運賃（円） 所要時間（分） ルート 

御在所ロープウェイ ８，８００円程度 ５０分 東名阪経由 

アクアイグニス ７，４００円程度 ３０分 東名阪経由 

パラミタミュージアム ７，２００円程度 ３０分 東名阪経由 

 

桑名方面 

行先 タクシー運賃（円） 所要時間（分） ルート 

なばなの里 ５，４００円程度 ３０分 国道２３号線経由 

長島温泉湯あみの島 ５，１００円程度 ２５分 伊勢湾岸道経由 

ジャズドリーム長島 ５，２００円程度 ２５分 伊勢湾岸道経由 

七里の渡跡・六華苑 ４，８００円程度 ３０分 国道２３号線経由 

 

＊ タクシー運賃は距離による概算運賃であり、道路の混雑状況、経路等により異なります。 

＊ 有料道路通行料は別途必要となります。 

 

詳しくはタクシー乗り場でご確認ください。 
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市内ショート観光タクシーコース 

コース① 酒蔵訪問コース 

 【行   程】 ２４号岸壁 → 伊藤酒造（約４０分） → ２４号岸壁 

    （17.1Km 約 38分）       （17.1Km 約 38分） 

 【所 要 時 間】 約２時間 

 【詳   細】 「伊藤酒造」 

四日市桜地区は、名水百選に選ばれた「智積養水」が流れ、水

のおいしさを生かして地酒を造っている蔵元がたくさんありま

す。 

創業１８４７年（弘化四年）の伊藤酒造は、三重の地酒として

三重県産の原料にこだわり、品質管理の徹底した安全・安心で美

味しいお酒造りを心がけるとともに、永く親しまれた伝統的な味

を守りつつ三重の旨し酒を探求しております。 

「慕蔵」では、蔵出しのお酒の試飲と販売、量り売り、お酒を

楽しむ酒やグッズの販売など、お酒とお酒をとりまく和の文化・

風習の情報を発信。 

「わみん」では、地酒風味のソフトクリームを販売しておりま

す。 

コース② まちなか施設コース 

【行   程】 ２４号岸壁 → ばんこの里会館（約２０分） → 

              （6.3km 約 17分）        （3.0km 約 10分） 

        泗翠庵・鵜の森神社（約２０分） → ２４号岸壁 

                        （9.1Km 約 24分） 

 【所 要 時 間】 約１時間半 

 【詳   細】 「ばんこの里会館」 

萬古陶磁器振興協同組合連合会 運営の、萬古焼の魅力を伝え

る資料館。 

萬古焼を展示販売し、陶芸体験ができます。萬古焼を体系的に

紹介する展示室やギャラリーのほか、産地ならではの値段と品揃

えが嬉しいショップ「うつわ亭」、多目的ホールなどがあり 2階の

コミュニティーレストラン「にじいろ堂」は、今話題の日替わり

シェフレストランです。 

 

「泗翠庵・鵜の森神社」 

伊勢茶の産地四日市のシンボル、さらに伝統文化の拠点として、

鵜の森公園内に開設せれた茶室です。立礼席（りゅうれいせき）

では、予約なしで一服できます。 

【立礼席】１服４００円（お菓子・抹茶付） 

     →乗船者カード提示で３５０円 

  

「鈿女」「猿田彦」「酒宴

結縁」「泗水郷佐倉」「日

本華」の醸造元 

http://kanko-yokkaichi.com/img/upload/2014/05/7d56b2ae0f6333f411826bc6f8a3a3e2.jpg
http://kanko-yokkaichi.com/img/upload/2014/05/14.10.08-_4276.jpg
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コース③ 神社仏閣を巡るコース（※案内役はつかないので注意！） 
所要時間：２時間 

 

２４号岸壁 

  ↓（１７分 6.5km） 

宝性寺 

 宝性寺は７４０年聖武天皇の勅願によって現在地の西３

００ｍの地に開創されたと伝える古刹であるが、１５６８

年長島一揆の戦乱により焼失している。 

その後再建されるも火災に遭い１７１９年に再興されて

いる。本堂は１８１４年に再建され、それが現在の本堂で

ある。四日市市の文化財になっている。 

  ↓（徒歩２分） 

長明寺 

 宝性寺の隣には長明寺がある。文治年間（1185～89）に蒔

田相模守宋勝が居城した蒔田城跡といわれ、その堀跡が寺

を囲む。北側に隣接して観音堂があり、堂内の厨子には見

事な龍の彫刻がみられる。正面の門は桑名城よりの移築の

山門で、境内には天文３年（1738）刺違切腹の薩摩義士の

墓がある。 

  ↓（１３分 4.0km） 

志氐神社 

 享保１０年(1725)の鳥居や文政元年(1840)の常夜燈がある。

この神社の狛犬（市指定文化財）には、神様が留守を守るよ

うに言いつけたにもかかわらず、遊びに出かけてしまったた

め、それぞれ左右の前足を折られてしまった伝説が残る。ま

た、街道沿いの鳥居近くには撫でると良縁が成就するという

夫婦石がある。 

  ↓（１５分 3.8km） 

諏訪神社 

 鎌倉時代初期の建仁２年（1202）に、信州の諏訪大社の御分

霊をこの地に勧請し創祀されたと伝わり、四日市の歴史とと

もに歩んできた総産土神です。また、江戸時代以後、四日市

は東海道五十三次の宿駅として賑わい、社頭が東海道に面し

ていたこともあって、多くの旅人が道中に参拝したといわれ

ている。 

  ↓（２１分 8.5km） 

２４号岸壁  
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市外観光タクシーコース 

 

 

 

 

 

 

 

１．伊勢神宮内宮 ★定番コース 
【観光ルート】 伊勢神宮 → おかげ横丁 

【所 要 時 間】 約 6.5時間 

【料 金】 39,520円／台 

 

２．伊賀上野忍者ショー 
【観光ルート】 伊賀流忍者博物館で忍者ショー → 伊賀上野城 

【所 要 時 間】 約６時間 

【料 金】 36,480円／台 

 

３．湯の山温泉（御在所ロープウェイ） 
【観光ルート】 御在所ロープウェイ → アクアイグニス（温泉、昼食）  

【所 要 時 間】 約 5.5時間 

【料 金】 33,440円／台 

 

４．ナガシマリゾート（①～③を選択） 
【観光ルート】 ①ナガシマスパーランド（遊園地） →湯あみの島（温泉）  

②なばなの里（植物園） →湯あみの島（温泉）  

③ジャズドリーム長島（買い物） →湯あみの島（温泉）  

【所 要 時 間】 約５時間 

【料 金】 30,400円／台 

 

５．パラミタミュージアムとアクアイグニス 
【観光ルート】 パラミタミュージアム  →アクアイグニス（昼食）   

【所 要 時 間】 約 3時間 

【料 金】 18,240円／台 

※パラミタミュージアムかアクアイグニス（昼食）のどちらかを選択した

場合は、所要時間約 2時間、料金 12160円／台となります。 

 

 

■中型タクシーで、定員は４名となります。 

■タクシー料金は定額です。 

■観光施設料金、有料道路料金、駐車場、昼食代、タクシー延長料金等

は別途お客様負担となります。 

■ガイドは同行いたしません。 ※詳細はタクシーブースでご確認下さい。 
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駅周辺マップ 
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岸壁レイアウト図 

 

  

13：00～1６：30 
物産販売 18店舗 

10：00～夕方 
・豆畳作り体験 
・竹うちわ製作体験 
・甲冑試着体験 

AM=観光案内・両
替所 

PM=休憩スペース 

本部・救護・ボラ
ンティア受付 

ドリンク販売 

ボランティア休憩場所 

オプショナル 
ツアーバス待合 

歓迎ステージ 

一般用仮設ト
イレ 

関係者用仮設トイレ 
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交通誘導について 
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緊急車輌通行経路について 
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動員者等駐車場 案内図 

 

 



四季折々のお花が楽しめるテーマパーク。長
島地ビール園など和洋中８つのレストランをは
じめお土産店など充実。年中満開のベゴニア
ガーデン、日帰り温泉「里の湯」なども人気。
《アクセス》
近鉄四日市駅⇒長島駅 急行で約23分
長島駅から直通バス 約10分
なばなの里入村料2,300円（小学生以上）
里内で利用できる金券1,000円分付

江戸時代後期から明治時代にかけて建てられ
た町屋が200棟以上も現存。国の重要伝統的
建造物群保存地区や日本の道百選に選定さ
れている。
《アクセス》
四日市港からタクシーでＪＲ四日市駅へ
ＪＲ四日市駅⇒亀山⇒関（約40分）
関宿まで徒歩約5分

三重県のオススメ観光スポット ①

湯の山温泉と標高1212の御在所岳を結ぶ
ロープウエイで、2018年7月にリニューアル
オープン。足元がガラス張りのゴンドラから絶
景が楽しめる。
《アクセス》
近鉄四日市駅⇒湯の山線 湯の山温泉駅
（約25分）
湯の山温泉駅より三交バス「三交湯の山
温泉」下車（約8分）
バス停より徒歩約10分でロープウエイ到着

パティシエ辻口博啓とイタリアンシェフ奥田政
行、和の料理人笠原将弘による、「癒し」と
「食」の複合温泉リゾート施設。片岡温泉は、
100％かけ流しの天然温泉で、泉質はアルカ
リ性の「美人の湯」と言われる。
《アクセス》
近鉄四日市駅⇒湯の山線 湯の山温泉駅
（約２５分）
湯の山温泉駅から徒歩 8分（約600m）
または路線バス「アクアイグニス」行きに乗車

なばなの里 東海道関宿

御在所ロープウエイ アクアイグニス



「お伊勢さん」の呼び名で親しまれ、皇大神宮
（内宮）と豊受大神宮（下宮）の二宮を中心と
した125社からなります。参拝は外宮から内
宮へ参拝するのがならわし。
《アクセス》
外宮へ：近鉄四日市駅⇒伊勢市駅

（特急50分・急行70分）
内宮へ：近鉄四日市駅⇒五十鈴川駅

⇒三交ﾊﾞｽで約10分
（特急60分・急行80分）

高田本山と呼ばれている専修寺（せんじゅじ）は
親鸞聖人を宗祖とする真宗高田派の本山。広
大な境内には御影堂・如来堂をはじめとし13棟
の国指定重要文化財がある。
《アクセス》
近鉄四日市駅⇒津駅（約30分）
近鉄津駅西口からタクシー約10分
または
近鉄四日市駅⇒白子⇒高田本山（約35分）
高田本山駅から徒歩約15分

三重県のオススメ観光スポット ②

忍者の歴史から生活まですべてが分かる日
本で唯一の忍者の博物館。くの一や忍者が
屋敷内に仕掛けられた様々なからくりを実演
しながら案内してくれる。忍術実演ショーは迫
力満点、一見の価値あり。
《アクセス》
近鉄四日市駅⇒伊勢中川⇒伊賀神戸駅
（特急で約1時間）
伊賀神戸駅⇒（伊賀鉄道）上野市駅
（約25分）

藤堂高虎により築城され、現在は当時の内堀
と石垣、昭和10年に建てられた天守閣が残っ
ている。３層からなる城内には武具・甲冑や藤
堂家の遺品、横山大観をはじめ名士の色紙
46点の天井絵がある。
《アクセス》
近鉄四日市駅⇒伊勢中川⇒伊賀神戸駅
（特急で約1時間）
伊賀神戸駅⇒（伊賀鉄道）上野市駅
（約25分）

伊勢神宮（伊勢市） 高田本山 専修寺（津市）

伊賀流忍者博物館（伊賀市） 伊賀上野城（伊賀市）



三重のオススメ温泉

歴史は古く、養老2年（718年）浄薫和尚が薬師如来のお告げ
により発見されたと伝えられ、傷ついた鹿が傷を癒したという伝
説から別名「鹿の湯」とも言われている。

《アクセス》 近鉄四日市駅⇒湯の山線 湯の山温泉駅（約25
分）、湯の山温泉駅より三交バス「三交湯の山温泉」下車（約8
分）

《料金》日帰り入浴ができるお宿一覧をご覧ください。

「癒し」と「食」をテーマとした複合リゾート「アクアイグニス」内に
ある100％かけ流しの天然温泉。泉質はアルカリ性の「美人の
湯」と言われている。

《アクセス》 近鉄四日市駅⇒湯の山線「湯の山温泉」駅（25
分）「湯の山温泉」駅から徒歩8分（約600m）または路線バス
「アクアイグニス」行きに乗車（約3分）

《料金》大人（中学生以上）600円 / 
子供（3歳〜小学生まで）300円 / 3歳未満は無料

日本最大級！なんと男女合わせて17のお風呂が楽しめる。も
ちろん天然温泉で大自然の景色を模倣した最高の温泉。日本
最大級の岩盤浴施設も人気。

《アクセス》 近鉄四日市駅⇒桑名駅（急行で12分）、桑名駅か
ら三交バスにて終点「長島温泉」下車（約20分）

《料金》 大人 2,100円 / 小学生 1,300円 / 幼児（2歳〜）
700円

季節の花に囲まれた露天風呂や天然温泉大浴場。「なばなの
里」の散策に疲れた体を癒す庭園の中の湯はまた格別。

《アクセス》 近鉄四日市駅⇒長島駅（急行で約23分）、長島駅
から直通バス（約10分）

《料金》 なばなの里入村料2,300円（小学生以上）
里内で利用できる金券1,000円分付（温泉利用ＯＫ）

地下1500Mから湧き出でる2種類の温泉。美白のカブ
ラヲ温泉、つるつる肌の籠上温泉、キレイをつくる2種の
泉質が堪能できる。温泉はもちろん、蒸し風呂や腰掛
け湯など、温泉効果を様々な形で感じることができる。

《アクセス》 近鉄四日市駅（みずほ銀行四日市支店）
前より無料送迎バス運行（10:00・11:00・14:30）

《料金》 フリータイム 大人1,380円
（館内着・タオル付き）

60分 480円 90分 680円 120分 880円
（館内着・タオルなし）

湯の山温泉（菰野町）

開湯1300年
記念イベント
開催中！

片岡温泉（菰野町）

長島温泉 湯あみの島（桑名市） なばなの里 里の湯（桑名市）

四日市温泉おふろcafé 湯守座（四日市市）



名古屋を代表する観光スポット。慶長14年（
1609）、徳川家康が天下統一の最後の布石
として建てたのがこの名古屋城。天守閣は本
年5月7日から復元工事により閉館中。

《アクセス》
近鉄四日市⇒近鉄名古屋（特急30分）、
名古屋市営地下鉄（東山線）名古屋⇒栄（5
分）、地下鉄（名城線）栄⇒市役所（3分）、7
番出口より徒歩 5分

「熱田さん」の名で古くから崇敬を集める名社。
創建は景行天皇43年（113年）。ご祭神である
熱田大神は、三種の神器の1つ・草薙神剣を神
体とする天照大神とされている。

《アクセス》
近鉄四日市⇒近鉄名古屋（特急30分）、名
鉄名古屋⇒神宮前下車、徒歩3分

愛知県のオススメ観光スポット

浅草観音、津観音と並ぶ日本三大観音の一
つとしても数えられる格式高き観音霊場。
その門前町として発展してきた大須商店街は、
「愛知の秋葉原」とも言われ、名古屋グルメ
はもちろん、流行最先端のファッションから個
性的な古着までなんでも揃う。
《アクセス》
近鉄四日市⇒近鉄名古屋（特急30分）、
名古屋市営地下鉄（東山線）名古屋⇒栄（5
分）、地下鉄（名城線）栄⇒上前津（3分）下
車、徒歩すぐ

1989年、トヨタ自動車株式会社創立50周年
を記念してオープンした自動車の博物館。自
動車の誕生から発達、発展の歴史を、実車展
示を主体にわかりやすく紹介している。

《アクセス》
近鉄四日市⇒近鉄名古屋（特急30分）、名
古屋市営地下鉄（東山線）名古屋⇒藤が丘
（30分）、愛知高速交通リニモ・藤が丘⇒芸大
通（10分）下車、徒歩5分

名古屋城 熱田神宮

大須観音／大須商店街 トヨタ博物館


