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お申し込みは船内のツアーデスク(ショアエクスカーションデスク)までどうぞ。 
ツアーは各寄港地の現地の独立した請負会社により運営されています。 

*ツアー内容・料金は予告なく変更されている場合がございます。 
*ツアーは全て英語でのご案内となります。 

ツアー内容、料金を再度ご確認の上お申し込み下さいますようお願い申し上げます。 
≪キャンセル、払い戻しについて≫ 
ツアーをキャンセルされた場合 25%のキャンセル料がかかります。 
日本でご予約をされ、船上にてキャンセルされる場合は 100%のキャンセル料となります。 
港への到着24時間以内にキャンセルされた場合は払い戻しできません。交通機関を含むツアーを途中放棄して別の交

通機関を利用される場合、その費用につきましてはお客様負担となります。最少催行人員が設定されているツアーは、

設定人数に満たない場合にはツアーがキャンセルになります。予めご了承ください。 
≪責任≫ 
寄港地におけるツアーは現地の独立した請負会社が運営しております。 
カーニバル社はお客様の利便性のためツアー･チケットを販売する代行者にすぎません。 
ツアー、観光ガイド、運転手、その他のスタッフがカーニバル社の商標名やロゴ･マークを使用している場合がございますが

カーニバル社が管理する業者や社員ではありません。 
当社を通じご予約、ご購入された場合でも、寄港地でのツアー(ショアエクスカーション)、ホテル、レストラン、バス、列車 
航空機、テンダーボート等全ての移動手段、他者により提供されるサービスや設備をご利用中、またはこれらに関連して

生じた損害、損失、遅延、怪我、病気、死亡等いかなる事故についてカーニバル社は一切責任を負いかねます。 
予めご了承下さい。 
≪その他≫ 
*セイル＆サインカードは再乗船の際の本人確認に必要となりますので必ず携帯ください。 
*寄港地では身分証明書の提示を求められる場合がございますのでパスポートのコピーを併せてご用意されることをお勧

めいたします。 
*ご参加の条件、参加人数に制限があるツアーがございます。 
*子供料金の設定があるツアーもございます。(4~12 歳の子供のみ) 
*寄港地がアメリカ以外でも、US$が使えるところがほとんどです。 
*船内の果物は税関法により持ち出し禁止となっておりますので、ご了承ください。 
*ツアーでタオルが必要な場合は、青いタオルをお持ちください。但し、お部屋にあった青いタオルは必ず部屋にお戻し 
ください。 
*バスの中は冷房がきいている場合もありますので、上着などをお持ちいただくことをお勧めします。 
*観光ツアーでは歩きやすい靴と日よけのため帽子、日焼け止め、サングラスなどをご用意されることをお勧め致します。 
 

カーニバル･フリーダム号 
７泊８日間 西カリブ海クルーズ 
(ロアタン・ベリーズ・コズメル) 

ショアエクスカーションのご案内（抜粋） 
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ロアタン島（ホンジュラス） 
(1)  カランボラ・ガーデンズ＆アイランドツアー (Carambola Gardens & Island Tour)  

ロアタン島の魅力が満喫できるツアーです。 

カランボラ・ガーデンズは自然愛好家にふさわしい場所です。ラン、薬用植物、珍しいスパイスの木、果樹が観察でき、 

またハチドリや蝶も見ることができるでしょう。その後、ロアタン島でビーチタウン＆ショッピングエリアとして最も人気のあるウ 

エスト・エンドを訪れます。続いて、ウエスト・ベイにてリラックスしてお過ごしください。昔、海賊たちが停泊していた南側の 

海岸線に沿って、40分ほどでマホガニー・ベイに戻ります。 

    【約3時間半/お一人様59.99ドル/アクティビティーレベル・容易】 

 

(2)  ドルフィン・エンカウンター （Dolphin Encounter） 

バスにてアンソニー･キー・リゾートにある海洋科学研究所に移動します。係員が簡単な説明をした後、トレーナーと一緒

に腰高の深さの水に入り、イルカと触れ合います。その後はギフトショップに立ち寄ることもできます。 

＊4歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

＊身長122cm以下のお子様は、大人の方のご参加（要支払）が義務付けられております。 

＊イルカと触れ合う時間は約30分です。 

【約2時間半/お一人様109.99ドル/アクティビティーレベル・容易】 

 

 

(3)  マヤ・キー プライベートアイランド（Maya Key Private Island Retreat with Lunch） 

11.5エーカーあるプライベートアイランド。白砂のビーチと透き通った海、ゆっくりとしたビーチライフをお楽しみください。

マヤ・インタープリテーション・センターとホンジュラス・アート・センターを訪れ、ホンジュラスの豊かな文化遺産について

も触れます。ブッフェスタイルのランチをご用意しております。 
【約5時間/お一人様74.99ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 

 

ベリーズ 
(1) アルトゥン・ハ遺跡とベリーズ市内観光 (Altun Ha & Belize City tour) 

バスに乗車し、ベリーズの商業、歴史、文化の中心地であり、古い英国式コロニアル建築と現代建築の建物が混ざり

合ったベリーズ・シティを見学します。その後、約 45 分かけてアルトゥン・ハ遺跡に向かいます。 

3つのプラザと13の宮殿、神殿からなるアルトゥン・ハは、古代マヤ文明において重要な儀式が執り行われ、海上交易の

中心地だった遺跡です。「太陽神の神殿」から 4.42ｋｇの翡翠でできた太陽神頭部像が発見されたことにより、世界中

の注目を集めました。神殿に備えられた階段を昇っていくと、ベリーズの美しい田園地帯の景色をお楽しみ頂けます。 

＊4 歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

＊天候によっては、神殿に昇れない場合がございます。 

【約 4 時間/お一人様 59.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 
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(2) アルトゥン・ハ遺跡とワラス川 (Altun Ha Mayan Site & River Wallace) 

まずはボートに乗ってベリーズ川、またの名をリオ・ワラスで 1 時間 15 分ほどの川下りを楽しみます。クロコダイル、イグアナ、

サル、マナティー、イルカを見つけることができるかもしれません。川下りの後、ボートの停泊作業をしている間に昼食を取 

ったり、土産物屋を回ったりしてお過ごしください。（昼食は含まれておりません。） その後、バスに乗車し、約 45 分かけ 

てアルトゥン・ハ遺跡に向かいます。 

3つのプラザと13の宮殿、神殿からなるアルトゥン・ハは、古代マヤ文明において重要な儀式が執り行われ、海上交易の

中心地だった遺跡です。「太陽神の神殿」から 4.42ｋｇの翡翠でできた太陽神頭部像が発見されたことにより、世界中

の注目を集めました。神殿に備えられた階段を昇っていくと、ベリーズの美しい田園地帯の景色をお楽しみ頂けます。 

＊4 歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

＊天候によっては、神殿に昇れない場合がございます。 

【約 6 時間半/お一人様 85.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 

コズメル（メキシコ） 
(1) トゥルム遺跡観光 (Ancient City of Tulum) 
まずフェリーでコズメルからプラヤ・デル・カルメンに移動し、バスに乗り換えて、マヤ文明のトゥルム遺跡に向かいます。遺跡 

では、断崖にたたずむ神殿やフレスコ画の残る神殿などを見学し、息をのむカリブの絶景をご堪能ください。 

バス移動の途中、土産物屋で約 30 分のトイレ休憩がございます。昼食は含まれておりません。 

＊観光中はかなりの歩行を要しますので、予めご了承ください。 

＊バス下車地点から遺跡入口まで片道約 1.5km ございます。トロリーバス利用ご希望の方は別途 2 ドル（往復）お支 

払ください。 

＊遺跡内での飲食および遺跡に触れることは禁じられております。 

＊動きやすい服装や靴でご参加ください。また、サングラス、帽子、日焼け止めクリーム、水着、タオル、カメラをご持参さ

れることをお勧めいたします。 

＊遺跡にてビデオカメラをご使用される場合は 4 ドルの税金が課せられます。 

                                 【約 7 時間/お一人様 89.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 

(2) ビギナーズ・スキューバ・ダイビング (Beginner’s Scuba Diving) 
このツアーは、ダイビングの資格がない方でも参加可能です。 

経験豊富な PADI インストラクターの懇切丁寧な指導の下（生徒 4 人にインストラクター1 人の割合）、水深約 6ｍの 

海中で珊瑚礁の中を自由に泳ぎ回る様々な魚たちをご覧ください。ダイビングを楽しんだ後は、サンセット・ビーチにておく

つろぎください。 

＊10 歳以上の健康に問題のない方のみのご参加とさせていただきます。 

＊ウェットスーツ利用ご希望の方は、別途 10 ドル必要です。 

＊コズメルでは水中のカメラ使用は禁じられております。 

 【約 2 時間/お一人様ドル 89.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 



           
 

2016/1 

4/4 

(3) デラックスビーチ、カタマランセイル＆スノーケル (Deluxe Beach, Catamaran Sail & Snorkel)  
全長 20ｍのカタマラン・ボートで、シュノーケリングポイントにお連れします。クルーが安全上の指導を行った後、シュノーケ

リングをお楽しみください。その後、ビーチにてゆっくりとお過ごしください。ビーチバレー、ウォーター・トランポリン、シーカヤック

などもご堪能ください。 

＊3 歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

＊シュノーケリングは 8 歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

                                   【約 4 時間/お一人様 74.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 

(4) リーフ・エクスプローラー・セミ・サブ (Reef Explorer Semi Sub) 
セミ・サブマリンに乗船し、水深約1.2mのところから約1時間半の水中遊覧をお楽しみください。国立公園の一部でも

あるパラダイス・リーフや色とりどりの熱帯魚をご覧ください。 

【約 1 時間半/お一人様 44.99 ドル/アクティビティーレベル・容易】 
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お申し込みは船内のツアーデスク(ショアエクスカーションデスク)までどうぞ。 
ツアーは各寄港地の現地の独立した請負会社により運営されています。 

*ツアー内容・料金は予告なく変更されている場合がございます。 
*ツアーは全て英語でのご案内となります。 

ツアー内容、料金を再度ご確認の上お申し込み下さいますようお願い申し上げます。 
≪キャンセル、払い戻しについて≫ 
ツアーをキャンセルされた場合 25%のキャンセル料がかかります。 
日本でご予約をされ、船上にてキャンセルされる場合は 100%のキャンセル料となります。 
港への到着 24 時間以内にキャンセルされた場合は払い戻しできません。交通機関を含むツアーを途中放棄して別の交通機関を

利用される場合、その費用につきましてはお客様負担となります。最少催行人員が設定されているツアーは、設定人数に満たな

い場合にはツアーがキャンセルになります。予めご了承ください。 
≪責任≫ 
寄港地におけるツアーは現地の独立した請負会社が運営しております。 
カーニバル社はお客様の利便性のためツアー･チケットを販売する代行者にすぎません。 
ツアー、観光ガイド、運転手、その他のスタッフがカーニバル社の商標名やロゴ･マークを使用している場合がございますがカーニバル

社が管理する業者や社員ではありません。 
当社を通じご予約、ご購入された場合でも、寄港地でのツアー(ショアエクスカーション)、ホテル、レストラン、バス、列車 
航空機、テンダーボート等全ての移動手段、他者により提供されるサービスや設備をご利用中、またはこれらに関連して生じた損

害、損失、遅延、怪我、病気、死亡等いかなる事故についてカーニバル社は一切責任を負いかねます。 
予めご了承下さい。 
≪その他≫ 
*セイル＆サインカードは再乗船の際の本人確認に必要となりますので必ず携帯ください。 
*寄港地では身分証明書の提示を求められる場合がございますのでパスポートのコピーを併せてご用意されることをお勧めいたし

ます。 
*ご参加の条件、参加人数に制限があるツアーがございます。 
*子供料金の設定があるツアーもございます。(4~12 歳の子供のみ) 
*寄港地がアメリカ以外でも、US$が使えるところがほとんどです。 
*船内の果物は税関法により持ち出し禁止となっておりますので、ご了承ください。 
*ツアーでタオルが必要な場合は、青いタオルをお持ちください。但し、お部屋にあった青いタオルは必ず部屋にお戻し 
ください。 
*バスの中は冷房がきいている場合もありますので、上着などをお持ちいただくことをお勧めします。 
*観光ツアーでは歩きやすい靴と日よけのため帽子、日焼け止め、サングラスなどをご用意されることをお勧め致します。 

 1)  ほぼ平坦に近いところを短時間歩いたり、数段の階段を昇ったりするツアー 

 2)  様々なレベルの運動(一定期間のウォーキングや階段の昇り降り)を含むツアー 

 3)   険しい地形の上を長時間歩いたりする等体力が求められるツアー 

 4)  長時間かなりの運動能力を求められるツアー  

カーニバル･インスピレーション号 
4 泊 5 日間バハメキシコクルーズ 

ショアエクスカーションのご案内（抜粋） 
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カタリナ島（アメリカ） 
(1) アヴァロンシーニックツアー(Avalon Scenic Tour) 
アヴァロンの風光明媚な景色と劇場の壮大な風景を楽しむツアーです。バスで島の海岸線を約 122ｍの高さまで上がります。途

中、カラフルなバンガローグリットや最古のゴルフコースであるミシシッピの西や有名なシカゴカブスの春季キャンプが行われた場所等

を車窓よりお楽しみいただきます。その後、1200 席を有するカタリナカジノの建物を訪れ 15 分程見学します。見学後、カタリナの

中心地ツアープラザに戻りご自身での散策をお楽しみいただきます。 

  【所要：約 1 時間半/お一人様 31.99 ドル（大人）$24.99(子供)/アクティビティーレベル 】【昼食なし】 

(2) カタリナ パラセイリング(Catalina Parasailing) 
上空 800 フィート(約 243m)を空中散歩します。アヴァロンの町の景色をお楽しみください。 
≪ご注意≫6 歳未満のお子様、背中や首に問題のある方、妊娠中の方、心臓疾患の方はお申し込みいただけません。2～3 名

様のタンデムセイリングになりますが、合計重量(体重)は最低約 54 ㎏最高 204 ㎏までです。 
セイリング時間は 6～8 分です。 

 【所要：約 1 時間/お一人様 74.99 ドル（大人）$69.00 (子供)/アクティビティーレベル 】【昼食なし】 

(3) アヴァロン スキューバ アドベンチャー(Avalon Certified Scuba Adventure) 
ダイバー資格をお持ちの方はこの機会をお見逃しなく！カリフォルニア州初の海中ダイブパーク、カジノポイントのアヴァロン公園は世

界中のダイバーの聖地です。20 メートルのダイブの説明と必要な道具を受け取ってから公園まで散歩します。 

≪ご注意≫12 歳未満のお子様はお申し込みいただけません。 

必要な器具はすべて用意しています。ご参加の方は有効の『C』カードが必要です。 

尚、ご参加にあたり健康チェックリストへの回答、免責同意書の提出が必要になります。 

【所要：約 2 時間半/お一人様 104.99 ドル/アクティビティーレベル 】【昼食なし】 

 
(4) カタリナ ジップライン アドベンチャー(Catalina Zipline Adventure) 
*ジップライン・・・張られたワイヤーロープを滑車を使って滑り降りるアクティビティです。 

海抜 600 フィート(約 183m)の高さの連続した 5 つのジップライン(全長約 1.2 ㎞)を時速 45 マイル(約 72 ㎞)で 

滑り降ります。眼下に広がる景色をご堪能ください。ネイチャーガイドによるカタリナ島の植物相や動物相のレクチャーも 

あります。ツアー終了後はテンダーボート乗り場まで徒歩で戻ります。(約 10～15 分) 

≪ご注意≫9 歳未満のお子様、背中や首に問題のある方、妊娠中の方はお申し込みいただけません。 

体重制限 約 36 ㎏～109 ㎏まで。スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加ください。 

【所要：約 2 時間半/お一人様 119.99 ドル/アクティビティーレベル 】【昼食なし】 

 

 

 

 

エンセナーダ（メキシコ） 
 
 
（１） 潮吹き穴ツアー(Blow Hole Tour) 
ラ・ブファドラという自然に海水を空中に噴出する洞窟は、エンセナダで最も人気あるアトラクションの一つです。まずエンセナダのプラ

サ・シビカ広場で美しい庭にある高さ 4 メートルのメキシコの歴史的英雄像をご覧いただきます。その後、40km のバハ・カリフォルニ

アの田舎道をドライブしてラ・ブファドラに到着します。 

【所要：約 3 時間/お一人様 27.99 ドル/アクティビティーレベル 】【昼食なし】 
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（２） エンセナダの町とショッピングツアー(City & Shopping Tour) 
エンセナダはまだ完全に観光化されていない本当のメキシコの町です。町の中心地と住宅街をしばらく観光して、リビエラ・デ

ル・パシフィコに停まります。この華麗な 20 年代のリゾートはカジノのメキシコ風建築や有名人が訪れることで有名です。無料

のマルガリータ・カクテルを飲みながら、すばらしい景色を満喫してください。その後、町の商店街を巡り、船に戻ります。     

【所要：約 3 時間/お一人様 29.99 ドル/アクティビティーレベル 】【昼食なし】 

 

（３） ワイン カントリー ツアー(Wine Country Tour) 
エンセナダから北東へ数キロ離れたカラフィア・バレーは二つの大きなワイナリー（ドメックとラ・セットー）があります。バハ半島のこの地

域はメキシコでの高級ワインの名産地として知られています。ガイドはバハやエンセナダの歴史、伝統やしきたりについて説明します。

各ワイナリー約 30 分の醸造所見学で、潰されたぶどうをワインやシェリー、ブランデーにする方法をご覧いただきます。ワインといろい

ろな種類のチーズ、ビスケットの試飲・試食コーナーもございます。醸造所にある売店ではここの名ワインをお得な値段でご購入い

ただくことができます。最後にメキシコの手細工や輸入品を販売するエンセナダの商店街を訪れるか、または直接船に戻ります。  

≪ご注意≫試飲は 21 歳以上のお客様に限ります。 

【所要：約 4 時間/お一人様 54.99 ドル/アクティビティーレベル 】【昼食なし】 

 

（４） バハ バンディドス ホースバック トレイル(Baja Bandidos Horseback Trail) 
馬に乗ってサルシプエデット湾、トドス・サントス諸島とゴールド･コーストの景色をゆっくりとご覧ください。かつてクメヤイ族が住んでい

たサン・ミゲルの丘を通って、ランチョ・ロス・バンディドス牧場など。 

≪ご注意≫8 歳未満のお子様、背中や首に膝に問題のある方、妊娠中の方はお申し込みいただけません。 

体重制限 約 100 ㎏まで、身長制限 145 ㎝以上。長ズボン、スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加ください。 

【所要：約 3 時間/お一人様 75.99 ドル/アクティビティーレベル 】【スナックと飲み物付き】 
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お申し込みは船内のツアーデスク(ショアエクスカーションデスク)までどうぞ。 
ツアーは各寄港地の現地の独立した請負会社により運営されています。 

*ツアー内容・料金は予告なく変更されている場合がございます。 
*ツアーは全て英語でのご案内となります。 

ツアー内容、料金を再度ご確認の上お申し込み下さいますようお願い申し上げます。 
≪キャンセル、払い戻しについて≫ 
ツアーをキャンセルされた場合 25%のキャンセル料がかかります。 
日本でご予約をされ、船上にてキャンセルされる場合は 100%のキャンセル料となります。 
港への到着24時間以内にキャンセルされた場合は払い戻しできません。交通機関を含むツアーを途中放棄して別の交

通機関を利用される場合、その費用につきましてはお客様負担となります。最少催行人員が設定されているツアーは、

設定人数に満たない場合にはツアーがキャンセルになります。予めご了承ください。 
≪責任≫ 
寄港地におけるツアーは現地の独立した請負会社が運営しております。 
カーニバル社はお客様の利便性のためツアー･チケットを販売する代行者にすぎません。 
ツアー、観光ガイド、運転手、その他のスタッフがカーニバル社の商標名やロゴ･マークを使用している場合がございますが

カーニバル社が管理する業者や社員ではありません。 
当社を通じご予約、ご購入された場合でも、寄港地でのツアー(ショアエクスカーション)、ホテル、レストラン、バス、列車 
航空機、テンダーボート等全ての移動手段、他者により提供されるサービスや設備をご利用中、またはこれらに関連して

生じた損害、損失、遅延、怪我、病気、死亡等いかなる事故についてカーニバル社は一切責任を負いかねます。 
予めご了承下さい。 
≪その他≫ 
*セイル＆サインカードは再乗船の際の本人確認に必要となりますので必ず携帯ください。 
*寄港地では身分証明書の提示を求められる場合がございますのでパスポートのコピーを併せてご用意されることをお勧

めいたします。 
*ご参加の条件、参加人数に制限があるツアーがございます。 
*子供料金の設定があるツアーもございます。(4~12 歳の子供のみ) 
*寄港地がアメリカ以外でも、US$が使えるところがほとんどです。 
*船内の果物は税関法により持ち出し禁止となっておりますので、ご了承ください。 
*ツアーでタオルが必要な場合は、青いタオルをお持ちください。但し、お部屋にあった青いタオルは必ず部屋にお戻し 
ください。 
*バスの中は冷房がきいている場合もありますので、上着などをお持ちいただくことをお勧めします。 
*観光ツアーでは歩きやすい靴と日よけのため帽子、日焼け止め、サングラスなどをご用意されることをお勧め致します。 
 

カーニバル･フリーダム号 
７泊８日間 西カリブ海クルーズ 
(コズメル・ベリーズ・ロアタン) 

ショアエクスカーションのご案内（抜粋） 
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コズメル（メキシコ） 
(1) トゥルム遺跡観光 (Ancient City of Tulum) 
まずフェリーでコズメルからプラヤ・デル・カルメンに移動し、バスに乗り換えて、マヤ文明のトゥルム遺跡に向かいます。遺跡 

では、断崖にたたずむ神殿やフレスコ画の残る神殿などを見学し、息をのむカリブの絶景をご堪能ください。 

バス移動の途中、土産物屋で約 30 分のトイレ休憩がございます。昼食は含まれておりません。 

＊観光中はかなりの歩行を要しますので、予めご了承ください。 

＊バス下車地点から遺跡入口まで片道約 1.5km ございます。トロリーバス利用ご希望の方は別途 2 ドル（往復）お支 

払ください。 

＊遺跡内での飲食および遺跡に触れることは禁じられております。 

＊動きやすい服装や靴でご参加ください。また、サングラス、帽子、日焼け止めクリーム、水着、タオル、カメラをご持参さ

れることをお勧めいたします。 

＊遺跡にてビデオカメラをご使用される場合は 4 ドルの税金が課せられます。 

                                 【約 7 時間/お一人様 95.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 

(2) ビギナーズ・スキューバ・ダイビング (Beginner’s Scuba Diving) 
このツアーは、ダイビングの資格がない方でも参加可能です。 

経験豊富な PADI インストラクターの懇切丁寧な指導の下（生徒 4 人にインストラクター1 人の割合）、水深約 6ｍの 

海中で珊瑚礁の中を自由に泳ぎ回る様々な魚たちをご覧ください。ダイビングを楽しんだ後は、サンセット・ビーチにておく

つろぎください。 

＊10 歳以上の健康に問題のない方のみのご参加とさせていただきます。 

＊ウェットスーツ利用ご希望の方は、別途 10 ドル必要です。 

＊コズメルでは水中のカメラ使用は禁じられております。 

 【約 2 時間/お一人様ドル 89.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 
(3) デラックスビーチ、カタマランセイル＆スノーケル (Deluxe Beach, Catamaran Sail & Snorkel)  
全長 20ｍのカタマラン・ボートで、シュノーケリングポイントにお連れします。クルーが安全上の指導を行った後、シュノーケ

リングをお楽しみください。その後、ビーチにてゆっくりとお過ごしください。ビーチバレー、ウォーター・トランポリン、シーカヤック

などもご堪能ください。 

＊3 歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

＊シュノーケリングは 8 歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

                                   【約 4 時間/お一人様 74.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 

(4) アトランティス サブマリン (Atlantis Submarine) 
48 人乗りの潜水艦で約 30 メートルの海底にご案内します。世界で 2 番目に大きなサンゴ礁の一部分で、数え切れな

い種類の熱帯魚の住みかとなっています。かつてはダイビングでしかご覧いただけなかったところですが、今では服を濡らす

ことなくご覧いただけます！40 分ほどの潜水時間となり、内部はエアコンも効いており快適です。 

≪ご注意≫3 歳未満で身長が 90 センチメートル以下のお子様のご参加はご遠慮ください。 
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           【所要：約 2 時間/お一人様 99.99 ドル/アクティビティーレベル・容易】 

 

(5) コズメル・ハイライト＆ショッピングツアー(Top 10 Best of Cozumel and Shopping) 
コズメルはメキシカンカリブで一番大きな島です。島の文化、歴史、景色の美しさ、そしてショッピングをお楽しみください。

かつては静かな小さな島でしたが、今ではクルーズ船にとってメキシコで一番重要な寄港地となりました。島の南方のリゾ

ート地、そして島で最初の居住地となった、一番古い教会のあるセドラルを通り、美しい海岸線などもご覧ください。エ

ル・ミラドールでは鍾乳石の写真をお撮りいただき、その後ダウンタウンに向かいショッピングエリアにご案内します。 
≪ご注意≫バスは決められた時間に港に戻ります。もっとダウンタウンに滞在されたい場合には各自でお戻りください。 
 

           【約 5 時間/お一人様 59.99 ドル/アクティビティーレベル・容易】 
【昼食なし】 

 
 

 
ベリーズ 

(1) アルトゥン・ハ遺跡とベリーズ市内観光 (Altun Ha & Belize City tour) 

バスに乗車し、ベリーズの商業、歴史、文化の中心地であり、古い英国式コロニアル建築と現代建築の建物が混ざり

合ったベリーズ・シティを見学します。その後、約 45 分かけてアルトゥン・ハ遺跡に向かいます。 

3つのプラザと13の宮殿、神殿からなるアルトゥン・ハは、古代マヤ文明において重要な儀式が執り行われ、海上交易の

中心地だった遺跡です。「太陽神の神殿」から 4.42ｋｇの翡翠でできた太陽神頭部像が発見されたことにより、世界中

の注目を集めました。神殿に備えられた階段を昇っていくと、ベリーズの美しい田園地帯の景色をお楽しみ頂けます。 

＊4 歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

＊天候によっては、神殿に昇れない場合がございます。 

【約 4 時間/お一人様 59.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 

(2) アルトゥン・ハ遺跡とワラス川 (Altun Ha Mayan Site & River Wallace) 

まずはボートに乗ってベリーズ川、またの名をリオ・ワラスで 1 時間 15 分ほどの川下りを楽しみます。クロコダイル、イグアナ、

サル、マナティー、イルカを見つけることができるかもしれません。川下りの後、ボートの停泊作業をしている間に昼食を取 

ったり、土産物屋を回ったりしてお過ごしください。（昼食は含まれておりません。） その後、バスに乗車し、約 45 分かけ 

てアルトゥン・ハ遺跡に向かいます。 

3つのプラザと13の宮殿、神殿からなるアルトゥン・ハは、古代マヤ文明において重要な儀式が執り行われ、海上交易の

中心地だった遺跡です。「太陽神の神殿」から 4.42ｋｇの翡翠でできた太陽神頭部像が発見されたことにより、世界中

の注目を集めました。神殿に備えられた階段を昇っていくと、ベリーズの美しい田園地帯の景色をお楽しみ頂けます。 

＊4 歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

＊天候によっては、神殿に昇れない場合がございます。 

【約 6 時間半/お一人様 85.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 
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ロアタン島（ホンジュラス） 
(1)  カランボラ・ガーデンズ＆アイランドツアー (Carambola Gardens & Island Tour)  

ロアタン島の魅力が満喫できるツアーです。 

カランボラ・ガーデンズは自然愛好家にふさわしい場所です。ラン、薬用植物、珍しいスパイスの木、果樹が観察でき、 

またハチドリや蝶も見ることができるでしょう。その後、ロアタン島でビーチタウン＆ショッピングエリアとして最も人気のあるウ 

エスト・エンドを訪れます。続いて、ウエスト・ベイにてリラックスしてお過ごしください。昔、海賊たちが停泊していた南側の 

海岸線に沿って、40分ほどでマホガニー・ベイに戻ります。 

    【約3時間半/お一人様59.99ドル/アクティビティーレベル・容易】 

 

(2)  ドルフィン・エンカウンター （Dolphin Encounter） 

バスにてアンソニー･キー・リゾートにある海洋科学研究所に移動します。係員が簡単な説明をした後、トレーナーと一緒

に腰高の深さの水に入り、イルカと触れ合います。その後はギフトショップに立ち寄ることもできます。 

＊4歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

＊身長122cm以下のお子様は、大人の方のご参加（要支払）が義務付けられております。 

＊イルカと触れ合う時間は約30分です。 

【約2時間半/お一人様109.99ドル/アクティビティーレベル・容易】 

 

 

(3)  マヤ・キー プライベートアイランド（Maya Key Private Island Retreat with Lunch） 

11.5エーカーあるプライベートアイランド。白砂のビーチと透き通った海、ゆっくりとしたビーチライフをお楽しみください。

マヤ・インタープリテーション・センターとホンジュラス・アート・センターを訪れ、ホンジュラスの豊かな文化遺産について

も触れます。ブッフェスタイルのランチをご用意しております。 
【約5時間/お一人様89.99ドル/アクティビティーレベル・中級】 
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お申し込みは船内のツアーデスク（ショアエクスカーションデスク）までどうぞ。 
ツアーは各寄港地の現地の独立した請負会社により運営されています。 

*ツアー内容・料金は予告なく変更されている場合がございます。 
*ツアーは全て英語でのご案内となります。 

ツアー内容、料金を再度ご確認の上お申し込み下さいますようお願い申し上げます。 
≪キャンセル、払い戻しについて≫ 
ツアーをキャンセルされた場合 25%のキャンセル料がかかります。 
日本でご予約をされ、船上にてキャンセルされる場合は 100%のキャンセル料となります。 
港への到着 24 時間以内にキャンセルされた場合は払い戻しできません。交通機関を含むツアーを途中放棄して別の交

通機関を利用される場合、その費用につきましてはお客様負担となります。最少催行人員が設定されているツアーは、

設定人数に満たない場合にはツアーがキャンセルになります。予めご了承ください。 
≪責任≫ 
寄港地におけるツアーは現地の独立した請負会社が運営しております。 
カーニバル社はお客様の利便性のためツアー･チケットを販売する代行者にすぎません。 
ツアー、観光ガイド、運転手、その他のスタッフがカーニバル社の商標名やロゴ･マークを使用している場合がございますがカ

ーニバル社が管理する業者や社員ではありません。 
当社を通じご予約、ご購入された場合でも、寄港地でのツアー（ショアエクスカーション）、ホテル、レストラン、バス、列車 
航空機、テンダーボート等全ての移動手段、他者により提供されるサービスや設備をご利用中、またはこれらに関連して

生じた損害、損失、遅延、怪我、病気、死亡等いかなる事故についてカーニバル社は一切責任を負いかねます。 
予めご了承下さい。 
≪その他≫ 
*セイル＆サインカードは再乗船の際の本人確認に必要となりますので必ず携帯ください。 
*寄港地では身分証明書の提示を求められる場合がございますのでパスポートのコピーを併せてご用意されることをお勧

めいたします。 
*ご参加の条件、参加人数に制限があるツアーがございます。 
*子供料金の設定があるツアーもございます。(4~12 歳の子供のみ) 
*寄港地がアメリカ以外でも、US$が使えるところがほとんどです。 
*船内の果物は税関法により持ち出し禁止となっておりますので、ご了承ください。 
*ツアーでタオルが必要な場合は、青いタオルをお持ちください。但し、お部屋にあった青いタオルは必ず部屋にお戻し 
ください。 
*バスの中は冷房がきいている場合もありますので、上着などをお持ちいただくことをお勧めします。 
*観光ツアーでは歩きやすい靴と日よけのため帽子、日焼け止め、サングラスなどをご用意されることをお勧め致します。 

カーニバル･グローリー号 
７泊８日間 西カリブ海クルーズ 

ショアエクスカーションのご案内（抜粋） 
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 1)  ほぼ平坦に近いところを短時間歩いたり、数段の階段を上ったりするツアー 

 2)  様々なレベルの運動（一定期間のウォーキングや階段の上り降り）を含むツアー 

 3)   険しい地形の上を長時間歩いたりする等体力が求められるツアー 

 4)  長時間かなりの運動能力を求められるツアー   

 

ジョージタウン（グランドケイマン） 
(1) エクスプロアー・ケイマン・バイ・ランド＆シー（水陸島内観光）(Explore Cayman by Land & Sea) 
世界で最も贅沢な半潜水艦といわれる”ノーチラス“に乗って海底を散策します。ガイドの説明に耳を傾けながらダイバー

が目の前で餌付けする様子をご覧いただきます。バスに乗り換え、歴史的な建造物や名所をご覧いただきます。その後、

海亀の養殖所や、この世にある地獄の風景と言われる“ヘル（地獄）”という地名の名所に立ち寄った後に名物のラムケー

キセンターで試食も出来ます。 

【所要：約 3 時間半/お一人様 63.99 ドル・56.99 ドル（子供）/アクティビティーレベル 】 
【昼食なし】 

 
(2) ビギナーズ・スキューバ （初心者向け）(Beginner’s Scuba Diving) 
ダイビングでは世界的に有名なグランドケイマンで、一度はスキューバダイビングをしてみたいとお考えの方にお勧めです。1
回のダイビングで、インストラクターによる説明もありますが、英語の理解力が必要となります。 
≪ご注意≫12 歳未満のお子様はお申し込みいただけません。 

【所要：約 3 時間/お一人様 114.99 ドル/アクティビティーレベル 】 
【昼食なし】 

 
(3) スノーケル・ツアー （スノーケル用具付き）(Cayman Shore Snorkel) 
パロット・ランティングにてスノーケル用具が配られた後、簡単な説明があります。素晴らしい珊瑚礁での水中の世界をのぞ

いてみませんか？ 

           【所要：約 2 時間半/お一人様 39.99 ドル/アクティビティーレベル 】 
【昼食なし】 

 
 

ロアタン島、マホガニーベイ 
(1) ゴレンシ庭園＆島内観光 （Carambola Gardens & Island Tour） 
ゴレンシ庭園は、自然愛好家にとって素晴らしい場所です。 園内には、ランの花、薬効のある植物、エキゾチックなスパ

イスや果樹等をご覧いただけます。鳥のさえずりがいたるところに聞こえゴレンシ植物園は又、鳥の聖地とも呼ばれるゆえ

んです。 
又、ロアタンの観光は、島内で最も有名なビーチとショッピングエリアであるウエストエンドヴィレッジを訪れずに終了しません。

ヴィレッジ散策後、40分程ロアタン島の南岸を船に向かってドライブします。途中、島に漂着した海賊にまつわる話や島の

豊かな歴史について知識豊富なガイドが説明させていただきます。 

【所要：約3時間半/お一人様59.99ドル・29.99ドル（子供）/アクティビティーレベル 】 
【昼食なし】 
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(2) マヤン・プリンセス・オールインクシブリゾートウイズオープンバー  
(Mayan Princess All Inclusive Report with Open Bar) 

11.5エーカーあるプライベートアイランド。白砂のビーチと透き通った海、ゆっくりとしたビーチライフをお楽しみください。マヤ・

インタープリテーション・センターとホンジュラス・アート・センターを訪れ、ホンジュラスの豊かな文化遺産についても触れます。 
ブッフェスタイルのランチをご用意しております。 

【所要：約5時間半/お一人様99.99ドル・49.99ドル（子供）/アクティビティーレベル 】 
【昼食付（ブッフェ）】 

 
 

ベ リ ー ズ 
(1) アルトゥン・ハ遺跡とベリーズ市内観光 (Altun Ha & Belize City tour) 
二つのプラザと 13 の宮殿、神殿からなるアルトゥン・ハは、古代マヤ文明において重要な儀式が執り行われ、海上交易の

中心地だった遺跡です。「太陽神の神殿」から 4.42ｋｇの翡翠でできた太陽神頭部像が発見されたことにより、世界中の

注目を集めました。神殿に備えられた階段を昇っていくと、ベリーズの美しい田園地帯の景色をお楽しみ頂けます。その後、

ベリーズの商業の中心地であるベリーズ・シティを見学します。 
≪ご注意≫5 歳未満のお子様はお申し込みいただけません。 

【所要：約 4 時間/お一人様 59.99 ドル・52.99 ドル（子供）/アクティビティーレベル 】 
【昼食なし】 

 
(3) トップ 10 ベスト・オヴ・ベリーズ (Top10 Best of Belize) 
ベリーズの１０代観光名所を巡るツアーです。 

【【所要：約 4 時間/お一人様 64.99 ドル・54.99 ドル（子供）/アクティビティーレベル 】 
【昼食なし】 

コズメル（メキシコ） 
(1) アイランドベーチ・エスケープ フォー ファミリー・バイ・パワーカタマラン 

(Island Beach Escape For Families By Power Catamaran) 
カタマラン・ボートに乗ってコズメル沿岸を 45 分程かけてプライベートビーチ“イスラ・パシオン”に向かいます。 

到着後、スタッフより施設やレストラン・バー等についての説明がございます。 その後は、思い思いにお楽しみ下さい。 

昼食は、メキシカンスタイルのブッフェをご用意しております。 

【所要：約 5 時間/お一人様 69.99 ドル・54.99 ドル（子供）/アクティビティーレベル 】 

        【昼食付（ブッフェ）】 

(2) アトランティス・サブマリン (Atlantis Submarine) 
潜水艦に乗ってコズメルの海底を巡ります。 

  【所要：約 2 時間/お一人様 99.99 ドル・49.99 ドル（子供）/アクティビティーレベル 】 
 

(3) トゥルムの遺跡観光(Ancient City of Tulum) 
まずはコズメルからフェリーで 40 分のプラヤ・デル・カルメンへ。そこから、古代、祭儀が執り行われていた中心地であるマヤ

文明の遺跡・トゥルムまで 1 時間ほどのバス旅を楽しみます。トゥルム遺跡では崖に立つ城やフレスコの神殿などを見学し、

息をのむカリブ海の絶景をご堪能下さい。観光中はかなりの歩行を要しますので、あらかじめご了承下さい。また、遺跡に

てビデオカメラをご使用の方は 10ドルの税金が課せられます。昼食は付きませんが、遺跡でスナックを購入することは可能

です。                                

【所要：約 7 時間/お一人様 95.99 ドル・85.99 ドル（子供）/アクティビティーレベル 】 
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お申し込みは船内のツアーデスク(ショアエクスカーションデスク)までどうぞ。 
ツアーは各寄港地の現地の独立した請負会社により運営されています。 

*ツアー内容・料金は予告なく変更されている場合がございます。 
*ツアーは全て英語でのご案内となります。 

ツアー内容、料金を再度ご確認の上お申し込み下さいますようお願い申し上げます。 
≪キャンセル、払い戻しについて≫ 
ツアーをキャンセルされた場合 25%のキャンセル料がかかります。 
日本でご予約をされ、船上にてキャンセルされる場合は 100%のキャンセル料となります。 
港への到着24時間以内にキャンセルされた場合は払い戻しできません。交通機関を含むツアーを途中放棄して別の交

通機関を利用される場合、その費用につきましてはお客様負担となります。最少催行人員が設定されているツアーは、

設定人数に満たない場合にはツアーがキャンセルになります。予めご了承ください。 
≪責任≫ 
寄港地におけるツアーは現地の独立した請負会社が運営しております。 
カーニバル社はお客様の利便性のためツアー･チケットを販売する代行者にすぎません。 
ツアー、観光ガイド、運転手、その他のスタッフがカーニバル社の商標名やロゴ･マークを使用している場合がございますが

カーニバル社が管理する業者や社員ではありません。 
当社を通じご予約、ご購入された場合でも、寄港地でのツアー(ショアエクスカーション)、ホテル、レストラン、バス、列車 
航空機、テンダーボート等全ての移動手段、他者により提供されるサービスや設備をご利用中、またはこれらに関連して

生じた損害、損失、遅延、怪我、病気、死亡等いかなる事故についてカーニバル社は一切責任を負いかねます。 
予めご了承下さい。 
≪その他≫ 
*セイル＆サインカードは再乗船の際の本人確認に必要となりますので必ず携帯ください。 
*寄港地では身分証明書の提示を求められる場合がございますのでパスポートのコピーを併せてご用意されることをお勧

めいたします。 
*ご参加の条件、参加人数に制限があるツアーがございます。 
*子供料金の設定があるツアーもございます。(4~12 歳の子供のみ) 
*寄港地がアメリカ以外でも、US$が使えるところがほとんどです。 
*船内の果物は税関法により持ち出し禁止となっておりますので、ご了承ください。 
*ツアーでタオルが必要な場合は、青いタオルをお持ちください。但し、お部屋にあった青いタオルは必ず部屋にお戻し 
ください。 
*バスの中は冷房がきいている場合もありますので、上着などをお持ちいただくことをお勧めします。 
*観光ツアーでは歩きやすい靴と日よけのため帽子、日焼け止め、サングラスなどをご用意されることをお勧め致します。 

 

カーニバル･スプレンダー号 
6 泊 7 日間 西カリブ海クルーズ 

(オチョリオス・グランドケイマン・コズメル) 
ショアエクスカーションのご案内（抜粋） 
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オチョリオス（ジャマイカ） 

(1)  オチョ・リオス ハイライト＆ショッピング(Ocho Rios Highlight & Shopping) 

まず征服者スペインが首都を開いた St. Ann’s Bay を訪ね、18 世紀中期の教会や 2 つの歴史的銅像を見学します。 

その後、島の歴史を感じる古物が展示されているセビリア遺産公園に向かいます。昼食後、シダの峡谷までドライブをし、

次にその峡谷の通りから車で 3分のWassi Arts Pottery Works工房見学ツアーに参加します。最後に島の東側にある

1851 年イギリスの開拓者によって建てられたハーモニーホール Harmony Hall というアートギャラリーを外観から眺め、港に

戻ります。船に乗船する前にタージマハールショッピングセンターに立ち寄ることもできます。 

【約 4 時間半/お一人様 49.99 ㌦】 

 
(2) マーサ・ブレア川のいかだくだりツアー(Rafting ON the Martha Brae) 
モンテゴ･ベイの東にあるマーザ･ブレア川を、全長約 10 ㍍のいかだで竹林やシダの生い茂った間を下っていきます。ゆっく

りと静かに下っていく間に、種々のランの花々、熱帯の鳥の説明をきくことができます。帰りには、コロンブス･パーク内の野

外博物館で休憩します。                                             【約 5 時間／お一人様 64.99 ㌦】 

 

 

(3) チュッカ乗馬体験ツアー(Beach Horseback Riding) 
馬に乗った時の視線の高さと、人間の気持ちを読む馬とのふれ合いで、マウンテンライド＆ビーチライド両方が堪能できま

す。肌をあまり露出せず動きやすい服装で参加下さい。シャワー等の施設もありますが、ビーチライドでは濡れますので、

水着を洋服の下に着ておくとよいでしょう。カメラ、タオルもお忘れなく。定員は３５名ですが人気のツアーなので、早い者

勝ちです。 

【約 3.5 時間／お一人様 99.99 ㌦】 

(4) ダンズ・リバー滝登りとドルフィンタッチ・エンカウンター&ショッピング 
(Dolphin Swim and Dunn’s River Falls) 
エキサイティングなジャマイカン･アドベンチャーを求めるならこのツアーです。オチョ・リオスの自然を身近に感じながら、ダン

ズ・リバーの滝を登ります。その後、ドルフィンに会いに。簡単な説明の後、ドルフィンに実際にさわる機会がございます。

一緒に写真を撮っては？その後、ショッピングにご案内します。 

【約 6 時間／お一人様 162.99 ㌦】 

 
 

 
ジョージタウン（グランドケイマン） 

(1) トップ 10 ベスト・オヴ・ケイマン (島内観光) (Top 10 Best of Cayman) 
7 マイルビーチをドライブしながら歴史的な建造物や名所をご覧いただきます。その後、海亀の養殖所や、この世にある

地獄の風景と言われる“ヘル（地獄）”という地名の名所などに寄り、ジョージタウンに戻ります。 
【所要：約 3 時間/お一人様 59.99 ドル/アクティビティーレベル・容易】 

 
(2) ビギナーズ・スキューバ (初心者向け) (Beginner’s Scuba Diving) 
ダイビングでは世界的に有名なグランドケイマンで、一度はスキューバダイビングをしてみたいとお考えの方にお勧めです。1
回のダイビングで、インストラクターによる説明もありますが、英語の理解力が必要となります。 



           
 

2016/04 

3/4 

≪ご注意≫12 歳未満のお子様はお申し込みいただけません。 
【所要：約 3 時間/お一人様 114.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 
 

(3) スノーケル・ツアー (スノーケル用具付き) (Cayman Shore Snorkel) 
パロット・ランティングにてスノーケル用具が配られた後、簡単な説明があります。素晴らしい珊瑚礁での水中の世界をの

ぞいてみませんか？ 
           【所要：約 2 時間半/お一人様 39.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 
 

コズメル（メキシコ） 
(1) トゥルム遺跡観光 (Ancient City of Tulum) 
まずフェリーでコズメルからプラヤ・デル・カルメンに移動し、バスに乗り換えて、マヤ文明のトゥルム遺跡に向かいます。遺跡 

では、断崖にたたずむ神殿やフレスコ画の残る神殿などを見学し、息をのむカリブの絶景をご堪能ください。 

バス移動の途中、土産物屋で約 30 分のトイレ休憩がございます。昼食は含まれておりません。 

＊観光中はかなりの歩行を要しますので、予めご了承ください。 

＊バス下車地点から遺跡入口まで片道約 1.5km ございます。トロリーバス利用ご希望の方は別途 2 ドル（往復）お支 

払ください。 

＊遺跡内での飲食および遺跡に触れることは禁じられております。 

＊動きやすい服装や靴でご参加ください。また、サングラス、帽子、日焼け止めクリーム、水着、タオル、カメラをご持参さ

れることをお勧めいたします。 

＊遺跡にてビデオカメラをご使用される場合は 4 ドルの税金が課せられます。 

                                 【約 7 時間/お一人様 95.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 

(2) ビギナーズ・スキューバ・ダイビング (Beginner’s Scuba Diving) 
このツアーは、ダイビングの資格がない方でも参加可能です。 

経験豊富な PADI インストラクターの懇切丁寧な指導の下（生徒 4 人にインストラクター1 人の割合）、水深約 6ｍの 

海中で珊瑚礁の中を自由に泳ぎ回る様々な魚たちをご覧ください。ダイビングを楽しんだ後は、サンセット・ビーチにておく

つろぎください。 

＊10 歳以上の健康に問題のない方のみのご参加とさせていただきます。 

＊ウェットスーツ利用ご希望の方は、別途 10 ドル必要です。 

＊コズメルでは水中のカメラ使用は禁じられております。 

 【約 2 時間/お一人様ドル 89.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 

 
(3) デラックスビーチ、カタマランセイル＆スノーケル (Deluxe Beach, Catamaran Sail & Snorkel)  
全長 20ｍのカタマラン・ボートで、シュノーケリングポイントにお連れします。クルーが安全上の指導を行った後、シュノーケ

リングをお楽しみください。その後、ビーチにてゆっくりとお過ごしください。ビーチバレー、ウォーター・トランポリン、シーカヤック

などもご堪能ください。 
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＊3 歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

＊シュノーケリングは 8 歳以上の方のみのご参加とさせていただきます。 

                                   【約 4 時間/お一人様 74.99 ドル/アクティビティーレベル・中級】 
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お申し込みは船内のエクスカーションオフィス（ショアーツアーズカウンター）までどうぞ。ツアーは各寄港地の現地旅行会社によ

り運営されていますので、ショアーツアーズカウンターにて内容や料金は再度お確かめください。（カウンターのオープン

時間は船内新聞にてお確かめください）尚、お申し込み後のキャンセルは所定の手数料がかかりますので、ご了承下さい。 

キャンセル、払い戻しについて 

ツアーをキャンセルされた場合 25％のキャンセル料がかかります。港への到着 24 時間以内にキャンセルされた場合は払い戻

しできません。交通機関を含むツアーを途中降りて別の交通機関を利用する場合、その帰りの交通機関はお客様負担とな

ります。最少人数限定があるツアーの場合には、その限定を満たさない場合にはツアーがキャンセルになります。 

 

責任 

カーニバル社は紛失、負傷、その他現地旅行会社が行うツアー、寄港地、テンダーボートで起こる行為や活動に関する賠

償請求の責任を（船上で買い求められたか、本土で第三者から買い求めたかどうかにかかわらず）負いかねます。船上以外

でそのような活動に参加の場合にはすべてお客様の責任となります。 

すべての交通機関を含むツアーは第三者で行われます。カーニバル社はその会社の行動、安定性、適性を管理したり保証

したりすることは一切ありません。カーニバル社はお客様の利便性のためのみにツアー･チケットを販売しています。本土ツアー、

観光のガイド、運転手、その他の社員はカーニバル社の商標名やロゴ･マークを使用していますが、カーニバル社の業者や社

員ではありません。カーニバル社はそのようなツアーで起こる紛失、負傷、損害、死亡の責任は負いかねます。ツアーの実行

も保障できません。カーニバル社、お客様の権利や責任の明細はチケット契約をご覧ください。 

その他の条件 

すべてのツアーや観光は忠告なしに変更になることがございます。説明、ツアー期間、場所や値段は予想外の事情のため変

更することがあります。避けられない変更の場合はツアー会社、係員の判断のみで変更することがあります。子供料金の設

定のあるツアーもございます。(4~12 歳の子供のみ) 

＊ツアーは全て英語でのご案内になります。 

＊日本でツアーを予約しキャンセルした場合は 100％、船上でツアーを予約しキャンセルした場合は 25％のキャンセル 

 料がかかります。 

＊再乗船の際にセイル＆サインカードが必要になりますので、必ずお持ちください。 

＊寄港地がアメリカ以外でも、US$が使えるところがほとんどです。 

＊ツアーでタオルが必要な場合は、プール用の青いタオルをお持ちいただくことをお勧めします。（キャビン・スチュワードに 

お申し付けください） 

＊船内の果物は税関法により持ち出し禁止となっておりますので、ご了承ください。 

＊バスの中の冷房がきいている場合もありますので、上着などをお持ちいただくことをお勧めします。 

＊観光ツアーでは歩きやすい靴と帽子、日焼け止め、サングラスなどをご用意ください。 

カーニバル・ビクトリー号 
4 日間 バハマクルーズ 

ショアエクスカーションのご案内(抜粋) 
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＊ナッソーにおいて、ツアー会社は桟橋でお客様を迎える事が禁じられておりますので、ツアーにご参加される場合には船か

ら出発地まで10分程歩いていただくこととなります。 

 

 

 

 

 

 

 フリーポート（バハマ）でのツアー  

 

(1) ドルフィン・クロース・エンカウンター（Dolphin Close Encounter） 

すごい！素晴らしい！一生忘れられない！このツアーを体験した人からはこんなコメントばかりです。海の世界で最も不思議な生

物との触れ合いをお見逃しなく。タクシーで数分、南海岸にあるポート・ルカヤのフェリー乗り場へ行き、そこからフェリーで 14 頭の大

西洋イルカが住むサンクチュアリ・ベイに行きます。観察デッキから知識豊かなスタッフによりイルカの行動について短い説明を受けて

イルカに逢います。次は浮かぶドックから深さ 1 メートルのプラットフォームに入るとイルカが集まってきます。イルカをなでたり、いくつか

の芸を見たり、そして彼らと一緒に写真も撮れます。 

注：このツアーはイルカに触れ合うプログラムですが、一緒に泳ぐことはできません。 

【約 3.5 時間/お一人様 154.99 ドル】 

 

(2) フリーポート・パワー・カタマラン・シュノーケル 

(Freeport Power Catamaran Snorkel) 

22 メートルの美しいカタマラン上で太陽を浴びる一日を。ルカヤ・ビーチのサンゴ礁の豊富な海洋生物と一緒に泳いでシュノーケル

で探検しましょう。カタマランのベテラン・クルーの説明で、初心者でもプロのように上達します。クルーが指導したり、サンゴ礁のベス

ト・スポットなどを教えます。シュノーケルの後は桟橋行きのボートから景色を見ながら、サービスのお飲み物をお召し上がりください。 

注：シュノーケル用具は用意します。タオルをお忘れなく！ 

【約 3 時間/お一人様 74.99 ドル】 

 

(3) フリーポートカヤック＆自然体験 (Freeport Kayak & Nature Experience) 

マングローブ林の中をカヤックでルカヤン自然公園を探検します。 

その地に生息する植物や動物を学びながら、ガイドがカヤックに乗る前に簡単な説明を行います。あらゆる種類の鳥や、植物、ま

た他の生物をご覧になることができるでしょう。 その後、ビーチでご昼食を召し上がって頂きます。その後は自然道を歩きなら、原

住民の洞窟あとやその他の発見が待っていることでしょう。 

注：このツアーでは長時間歩くことが予想されていますので、脱ぎ着がしやすい服、履き慣れた靴を着用ください。またサングラス、

日焼け止め、帽子、水、虫除けスプレーをお持ちいただくことをお勧めします。 

【昼食付き・約 6 時間/お一人様 104.99 ドル】 
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ナッソー（バハマ） 

 

(1) カタマランセイル&シュノーケル(Catamaran Sail & Snorkel) 

弾ける青いバハマの海で最高のシュノーケルを体験してみませんか。110名乗りの双胴船に乗り30分ほどかけて、特別なシュノーケ

ルスポットにお連れします（その日の状況に因りますが、アソール島かローズ島の礁）。その間は船のデッキでくつろぐもよいでしょう。 

ポイントに到着すると、ライフジャケットとシュノケーリングギアを装備します。180センチのダイブ昇降段を下りて、ご自身のペースでシ

ュノーケリングをお楽しみいただけます。ガイドの案内と共に透き通った水に泳ぐさまざまな魚たちをご覧になりながら、バハマの真の

美しさを味わっていただくのはいかがでしょうか。 

【約3時間/お一人59.99ドル】 

 

(2) ナッソー パラセイル アドベンチャー(Nassau Parasail Adventure) 

この陽気なフライトはバハマの澄んだ海上空120メートルを舞いあがります。フライトデッキからそのまま出発し、お客様2人横並びで

お楽しみいただけます。バハマの海を空から眺め、鳥の視界から眼下に広がるナッソーのダウンタウン、ケーブルビーチ、アトランティッ

クリゾート等をご覧ください。 

注：8歳未満のお子様はご参加になれません。18歳未満で参加のお子様は両親または保護者の付き添いが必要です。 

最大重量は、約200キログラム、パラセイルは必ず2名もしくは3名で体験します。飛行時間は約7分です。 

【約1時間/お一人89.99ドル】 

 

 

（３）パイレーツ・オブ・ナッソー＆ヒストリカル・ハイライトツアー(Pirates of Nassau & Historical Highlights Tour) 

バハマの最も有名な港町、ナッソーの景色と歴史を体験できるツアーです。38メートルの『ウォータータワー』は島の最も高いと

ころにあり、今でも島民の飲料水用として使用されています。まずはここから素晴らしい島の景色をご覧ください。（タワー展望

台までのエレベーターをご利用の場合には50セントかかります）。ガイドが次にご案内するのは『クイーンズ・ステアケース』（女

王の階段）です。下りながらこの階段の歴史的な重要さを説明します。タクシー（別料金）で下まで行き、再びグループに合

流することもできます。ここからフォート・シャーロットまで行く途中、住宅街を通り、町の独特な文化を味わいます。フォートに

て不気味な土牢の歴史や裏話をご案内します。ツアーの最後にベイ･ストリートの商店街やパイレーツ・オブ・ナッソー（ここの

チケットは別料金となります）を訪れます。 

注：交通渋滞により、順番が逆になることもございます。車椅子ご利用の場合には折り畳み型の車椅子が必要です。このツ

アーの最後にある『パイレーツ・オブ・ナッソー』は特にお勧めです。 

注：車椅子ご利用のお客様は折り畳み型の車椅子が必要です。12歳以下のお子様は無料で入場できます。 

【約2.5時間/お一人様54.99ドル】 

 

 


