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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

 ・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

  その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

 ・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

 

 



 

 

 
 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・ヴィクトリア 

ベニスとエフェソス ８日間 

ショアーエクスカーション案内 
 

ベニス 

VENICE 

 
ベニス・パノラマ・ツアー 
VENETIAN PANORAMA 
ツアー番号：VCE003 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３５～(３～１２) 
所 要 時 間：約２時間半 
 
モーターボートでジュデッカ運河を渡りサン・ジョルジョ・マッジョーレ島に向かいます。その後ラグ
ーンを南下してサン・セルボーロ、サン・ラザロに向かいます。 
更に細長い島でヴェネチアのラグーンとアドリア海を分断する位置にあるリド島の一部を回りこみ、こ
こでレ・ヴィニョーレ島とサンテラズモ島を分断している狭い運河に入ってゆきます。 
そこからガラス工芸で有名なムラーノ島の景観を楽しみます。ヴェネチアに戻る前には、巨大な壁が聳
えている造船所アルセナーレを水上から見物します。かつてこの場所はヨーロッパで最も繁栄した産業
地区だったのです。 その後は１９世紀初頭までベニス随一の大聖堂だった古いサンピエトロ・ディ・
カスティージョ教会を水上から見学します。サンマルコ海盆に近づくにつれてサン・ジョルジョ島、サ
ンマルコ広場、そして遠くに大運河の姿が見えてきます。 
 
ご案内： このツアーは、モーターボートでクルーズしながら眺望を楽しむツアーで、停船して名所を

見物する観光は含まれていません。船のタラップを使用した乗下船に支障がある方にはお勧め
しません。大型の個人所有の大型ボートは大運河航行が禁止されていますので、使用されるモ
ーターボートで大運河を渡る事はできません。またボート内にはお手洗いの設備がありません。
ボートの座席は固い板のみでクッションなどはありません。見学の順序は運行状況により変わ
る場合があります。 

                                           
   
コルチュラ 

KORCULA 

 
 

魅惑のコルチュラ観光 
CHARMING KORCULA 
ツアー番号：KO1001 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄２５～（３～１２） 
所 要 時 間：約３時間半 
 
車窓に広がる緑豊かな葡萄畑、銀色に輝くオリーブの林、数世紀の時を過ごした堂々たる松林といった
目に染みる光景を楽しみながらのドライブがはじまります。肥沃な土地、生い茂る森林、地中海の草花
のかぐわしい香りに包まれると、まるで”エデンの園“に迷い込んだ感覚を覚えるでしょう。 
静かな入り江に囲まれた大きな湾の中に位置するコルチュラ島の西側に向かい、島最大の町ブラトやヴ
ェラ・ルカを訪問します。ダルマチア地方のオアシスであり地中海文化を色濃く受け継いだこれらの町
は、汚染がまったくない海と空気に包まれ、オリーブの林、いちじくの並木などと相まって、健全でゆ
ったりした雰囲気が漂い、個人個人で気ままに散策しながらの観光に適している所です。豪華ともいえ
る自然美が溢れているヴェラ・ルカでは海岸線をぶらぶらして、数多くあるカフェで喉をうるおすのも
お勧めです。その後,スモクヴィツアという小さな村を訪ねます。この村はこの地方で最高級の品質を
持つワインを醸造していることで有名です。トレタ・ワイナリーを訪れ、何世紀にも渡って使われてい
たワインづくりの道具を見たり、ワインの試飲を楽しんだりしていただきます。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ワイナリーには３段の階段があり、化粧室へは

更に１９段の階段があります。ヴェラ・ルカでどの程度歩くかは各自のご自由におまかせしま
す。お土産店などのお店は午後が閉店となり、ユーロが使えないお店がほとんどです。現地通
貨のクーナをご持参ください。ドライブではカーブが多い道路を通りますのでめまい症の方に
はお勧めできません。 

                                             
 

リヴィエラ・クルーズ 
RIVIERA CRUISE 
ツアー番号：KO1003 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄２７～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
ペリェシャツ海峡をクルーズし、先史時代の遺跡が残るマエシャン島、純白の石灰石を産出する石切り
場がある島として有名なヴルニク島を巡ります。 
半島の南西部に位置する絵の様に美しいオレビッチには短時間上陸して疲れた足をのばしながらひと
時を楽しんでいただきます。 
その後は漁業の町で丘と砂場に生えるブドウ畑に囲まれた小さな湾の周辺に形成されたラチシチェと
いう町を訪れます。ここでは各自自由に観光を楽しんだり、気候が良ければ澄み切ったアドリア海に飛
び込んで水泳を楽しむこともできます。地元のホテルのオープン・カフェに立ち寄り、ジュースやクッ
キーをお楽しみいただきながら、歴史に彩られた魅力溢れる町の雰囲気を味わっていただきます。帰路
のクルーズでも沢山ある周辺の島々の美しい光景がお楽しみいただけます。これらの島々のほとんどが
無人島となっています。 
 
ご案内：このツアーは遊覧船と徒歩の観光となります。遊覧船の乗り降りには階段があり、カフェまで

は１段の階段、桟橋からラチスチェの町までは約 450メートル歩いていただくことになります。
訪問する時期によっては軽いジャケットが必要な場合もあります。ユーロを使用できないお店
やカフェが多いので現地通貨クーナをご持参ください。ビーチで水泳を予定されている方は水
着とタオルをお忘れなく。遊覧船の座席に限りがありますので、お早目のご予約をお勧めしま
す。 

                                               
 
コルチュラ・ウォーキング・ツアー                                                       

KORCULA WALKING TOUR 

ツアー番号：KO1004 
ツアー料金：大人＄４９～ 子供＄２０～（３～１２） 
所 要時間：約２時間 
 
ダルマチア地方の中で最も美しいと評判の都市コルチュラでは旧市街で石畳みの入り組んだ道路をそ
ぞろ歩くツアーです。このツアーのハイライトは様々な様式を持つ歴史的建造物を見物することです。 
１４世紀に建造された城砦の中に入り、１５世紀建立の尖塔を持つ行政官宮殿を見物し、その後１６世
紀の邸宅を改造したコルチュラ博物館に向かいます。博物館には、コルチュラの栄華を忍ばせる夥しい
数の印象的な美術品が陳列されています。さらに地元の石工職人の手によるロマネスク・ゴシック様式
の聖マルコ大聖堂を訪問。次の見学場所イコン博物館に向かいます。イコン博物館には木製、純金製の
ビザンチン時代の珍しいイコンが展示されています。その後は旅行者としても作家としても世界的に有
名なマルコ・ポーロの生家を外側から見学します。 
 
ご案内：このツアーは徒歩での観光のみになっています。道路は舗装された部分と石畳みの箇所があり、

数段の階段があります。雨で濡れた場合などは石畳みの道路は滑りやすくなっていますので、
足元にご注意ください。ヒールの無い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。見学場
所はすべて至近距離にまとまっています。 
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クロアチアの葡萄畑観光とワインの試飲（昼食付） 
CROATIAN VINES AND WINES 
ツアー番号：KO1005 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄４６～（３～１２） 
所 要時間：約４時間半 
 
短時間ボートに乗ってオレビッチへ。到着後はバスに乗り換えてトルステニクという絵の様に美しい町
へと向かいます。燦さんと太陽が輝くこの町は長い間船長や船乗りたちの憩いの地でした。何百年もの
樹齢を誇る松と糸杉の林やアーモンドの木の並木、そしてリュウゼツランや野生の草花が咲き乱れる手
つかずの自然に囲まれたオレビッチには清々しい雰囲気が漂っています。 
ペリェシャツ半島に点在する美しい葡萄畑や、小さな村々をドライブで通り過ぎてゆきます。クロアチ
アの南部に位置するこの地域は、クロアチアでも最高級品質のワインを産出することで有名です。ここ
では名声を誇るグルギッチ・ワイナリーを訪問し、ワイナリー所有のブドウ畑で採れる葡萄から醸造さ
れたワインの試飲をお楽しみいただきます。バルチュロビッチ・ファミリーの農園では、ヤギや羊のチ
ーズ、塩漬けニシン、新鮮なサラダなどからなる地元独特のランチを味わっていただきます。“コノバ”
様式で建てられたダイニング・ルームのユニークな雰囲気も食事の美味しさをひきたててくれるでしょ
う。その後ポトミイエをあとにオレビッチへと戻り、フェリーでくつろぎながらコルチュラへの帰路に
つきます。 
 
ご案内：このツアーはボートとバスと徒歩での観光となります。ボートの乗下船時には約２０段の階段

があります。バルチョロビッチ農園の地面には起伏があります。ワイナリーへ向かう道路は急
勾配になっていますので、めまい症の方はご注意ください。 

                                             
 
ペリェシャツ・ハイライト観光 
HIGHLIGHTS OF PELJESAC 
ツアー番号：KO1007 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４２～（３～１２） 
所 要時間：約５時４５分 
 
埠頭からフェリーに乗り約３０分のクルーズでオレビッチに到着します。クルーズ中は自然遺産と宗教
遺産に溢れたペリェシャッツ周辺の豊かさを知るとともに、アドリア海で最も美しいといわれる目の覚
める様な光景をお楽しみいただきます。その美の源となる肥沃な野畑が日光をふんだんに浴びた丘やそ
の斜面で守られて随所に広がっていて、高品質のワインが採れる理想的な土地にもなっています。 
その後バスに乗り込んで塩の精製と牡蠣の養殖で有名な町ストンに向かいます。ここでは各自思い思い
に町中をご散策ください。ストン観光後はクーナという村に立ち寄り、地元独特のスナックをお楽しみ
いただく他、赤や白どちらも評判の高いワインの試飲の機会を設けてあります。その後は美術工芸品や
遺物のコレクションで有名なフランシスコ修道院を訪問して歴史の重みを感じたり、ロバ牧場を見学し
て愉快な時を過ごしたりと様々な観光をお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはフェリーとバスと徒歩での観光となります。このツアーではほとんどが舗装のき

いた道路を 20 分程歩いていただく行程が含まれます。山岳ドライブではカーブのある山道が
続きます。ストンのお土産店や商店のほとんどは現地通貨（クーナ）での支払いのみになりま
すのでご注意ください。 

                                             
 
群島の真珠を訪ねて 
PEARLS OF THE ARCHIPELAGO 
ツアー番号：KO1008 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄４２～（３～１２） 
所要時間：約４時間半 
 

モーターボートに乗り、中央ダルマチア群島の美しい島々をゆっくりと巡ります。絵の様なオレビッチ
の町に到着するまで、目の覚める様な美しい光景にひたってください。オレビッチでは各自ご自由に散
策を楽しんでいただきます。その後またボートに戻り、ペリェシャツ海峡の島々を縫ってのクルーズで
は、ローマ時代に遡る純白の石灰石石切り場で有名なヴルニク島が見どころのひとつとなっています。 
このクルーズのハイライトはコルチュラ群島でも大きな島のひとつで魅力一杯の島バヂャ島の観光で
す。ここでは１４世紀に建てられたロマネスク・ゴシック様式のフランシスコ修道院を見学します。こ
の修道院は最近になってフランシスコ会に返還され、現在元のままの華麗な姿を取り戻すべく同会の修
道士たちによる修復が行われています。修道院見学の代わりに、天候が許せば水晶の様に澄み切ったア
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ドリア海で水泳を楽しむこともできます。 
地元のオープン・レストランでスモーク・ハム、チーズ、オリーブなどの美味しいスナックを味わった
後は再びボートにのってコルチュラまでの帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩での観光となります。ツアー全体では約３０分の徒歩移動

が含まれます。バチャ島での水泳をご希望の方は水着とタオルをお忘れなく。訪問時の気候に
よっては軽いジャケットが必要になる場合もあります。ボートの席に限りがありますので、お
早目のご予約をお勧めします。 

                                                               

 
シー・カヤックでのコルチュラ観光 
SEA KAYAKING 
ツアー番号：KO1012 
ツアー料金：大人＄７２～ 
所 要時間：約４時１５分 
 
ボートに乗り景観を楽しみながらランバルダの沿岸の村イディリックに向かいます。到着後カヤックの
インストラクターと合流し、二人乗りカヤックの乗り方や安全面の注意を受けたあと、海に漕ぎだしま
す。パドルを漕ぎながらネオン・ブルーに輝く海を滑る様に進んでゆくと、目の覚める様な景色が広が
る人里離れた数か所のビーチが見えてきます。ヴルニクの入り江で短時間休憩して息を整えたり、徒歩
で小さな島の教会を訪れたりします。 
その後プランジャック小島まで漕いでゆき、そこでフルートとミネラルウォーターのサービスを受けま
す。クリスタルの様に澄み切った海水に浸って身体を冷やしたり、シュノーケリングを楽しんだりと思
い思いの時をお楽しみください。 
ランバルダに戻った後は再びボートに乗り込み、インストラクターの語る島の歴史に耳を傾けながら帰
路につきます。 
 
ご案内：このツアーはボート、シーカヤックと徒歩での観光となります。このツアーでは約２時間半カ

ヤックを漕いでいただくことになります。シットオントップ型２人乗りシーカヤックは非常に
安定した乗り物です。ツアーの参加者は水泳に自信があり、頑強な体力を必要とします。お子
様及び妊婦の方はご参加できません。水着、帽子、サングラス、濡れてもいい靴、タオル、日
焼け止めをご持参ください。カヤック乗船中は救命胴衣の着用が義務づけられています。カヤ
ックには私物を収納する為の防水小物入れがついていますが、持ち物は最小限におまとめくだ
さい。シュノーケル用具はお貸しいたします。 

                                             
 
コルチュラ気まま観光 
LEISURELY KORCULA 
ツアー番号：KO1013 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄５０～（３～１２） 
所要時間：約３時間１５分 
 

バスの座席にゆったりともたれて車窓から目の覚める様な風景を楽しみながら、中世の城砦都市の数々
の観光名所を訪ねたり周辺の島々の絶景を堪能していだくツアーです。 
 
ツアーのはじまりはププナット湾に向かうドライブで、緑したたる舞踏畑や銀色に輝くオリーブの森に
沿って進んでゆきププナット湾の最高地点で一時停止。高台から眼下に広が美しい湾と水晶の様に透明
な海の撮影時間となります。 
その後再びバスに乗りランバルダの村に向かいます。村に到着後は地元のホテルで、デザートを味わい
コーヒー、紅茶で気分を一新していただきます。 
 

ご案内：このツアーはミニバスと最小限の徒歩観光となります。但し、船の停泊場所からミニバス乗車
地点までは約４００メートル歩いていただくことになります。ミニバスには車椅子の方はご利
用いただけませんし乗り降りの支障のある方にはお勧めできません。バスの座席には限りがあ
りますので、お早目のご予約をお勧めします。 
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ヘラクリオン 
HERAKLION 

              
 
クノッソスとミノア文明の奇跡 

KNOSSOS – THE MINOAN MIRACLE 

ツアー番号：HER001 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２３～（３～１２） 
所要時間：約４時間 
 
最初のクノッソス宮殿は紀元前１９００年に建設されましたが、その２００年後の地震によって崩壊し
てしまいました。その後大規模な再建が行われたのですが紀元前１６００年のサントリー二山の噴火に
より再び損害を受け、紀元前１４００年の大火によって完全に破壊され、からくも生き残った部分が現
在遺跡として観光客に公開されているものです。 
ガイド同行で考古学者アーサー・エヴァンズ博士によって修復された目を見張る様な古代の遺跡を見て
回ります。エヴァンスの遺跡保存方法はあまりに近代的手法をとっている為一部には非難するむきもあ
りますが、クレタ島の政治の中心としての役割を果たしていた宮殿の全貌を誰にでも分かる様に視覚的
に見せている事でミノア文明理解の助けになっている事も事実です。 
その後へラクリオンの町にて約１時間の自由時間を設けてありますので、散策をお楽しみください。色
とりどりの果物や野菜が並ぶ青物市場の近くにあるモロシーニの噴水を訪ねてみたり、クレタ島でのお
土産ショッピングなど、思い思いの時をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。考古学遺跡見学は徒歩でのみ可能で、凹凸のある

通路や険しい地面を歩くことになります。また各見学場所でそれぞれ１５段ほどの階段の上り
下りがあります。遺跡ではフラッシュ撮影が禁じられています。自由時間にはへラクリオンを
気の向くままに自由に歩いてお楽しみいただくことが出来ます。 

                                             
 
クレタ島名所巡り （昼食付）                                                       

THE BEST OF CRETE 

ツアー番号：HER003 
ツアー料金：大人＄１００～ 子供＄５２～（３～１２） 
所要時間：約７時間 
 
ミノア文明時代クレタ島の首都にはかって島で最大で最も洗練された宮殿がありました。そこには１，
０００以上の部屋があり、斬新な排水施設も備わっていて、水洗トイレや舗装道路などがあり、誰もが
快適な生活を送っていたとされています。伝説によるとクノッソスは神話で語られているミノタウロス
を幽閉する為地下の迷宮の中が築かれていたと言われていました。ミノタウロスは人身牛頭の姿をした
ミノス王の妻から生まれた怪物で、後にテセウスによって征伐されました。ガイド同行でミノア文明時
代の古代クレタ島の首都を見て回ります。 
その後古代から悠久の時を経ても尚変わらない姿を留めるクレタ島の田園地方を１時間にわたってド
ライブした後、島で最も有名なリゾート地アイオス・ニコラオスに到着します。現在ではそれぞれ運河
でつながっている素晴らしい景観を持つミラベロ湾の港とヴリスメニ湖に沿って築かれた高級リゾー
ト地には数え切れない程の多種多様のお店やカフェが建ち並んでいて、クレタ島お土産の購入には最適
の場所となっています。1 時間程自由に散策する時間を設けます。地元のレストランでの本格的なギリ
シャ料理の昼食もワイン、コーヒーと共にお楽しみいただけます。 
その後は高台の展望所で停車し、ヴェネチア時代の要塞が聳える以前はハンセン病患者のコロニーがあ
ったスピナロンガ小島の目の覚める様な景観をお楽しみいただきます。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩観光の組み合わせになっています。クノッソスは徒歩での観光となり、
凹凸のある通路や険しい地面を歩くことになります。また各見学場所でそれぞれ１５段ほどの
階段の上り下りがあります。遺跡ではフラッシュ撮影が禁じられています。閑散期にはアギオ
ス・ニコラオスの商店のいくつかは休店します。 
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クノッソスとワイン醸造所見学 
KNOSSOS & WINERY 
ツアー番号：HER010 
ツアー料金：大人＄６１～ 子供＄２７～（３～１２） 
所要時間：約３時間半 

 

クノッソス遺跡の発見はヨーロッパ最古の文明とされるミノス文明の存在が明らかになっただけでな
く、古代に驚く程近代的な文明が存在した事を知るだけでも偉大な発見ということが出来ます。 
ガイド同行でアーサー・エヴァンズ博士によって保存された壮大な古代遺跡群の間を見学して回ります。
オリジナルの迷宮の残存部分に目を見張り、古代建築の巨匠ダイダロスによって神話上の怪物ミノタウ
ロスを閉じ込める為に建設された膨大な迷路を徘徊する怪物の姿をご想像ください。ダイダロス自身も
息子イカロスと共に建築の秘密をあばかれない為に塔に幽閉され、その後息子と共に人工の翼を作って
文字通リ空を飛んで脱出するも悲劇的な最後を遂げたという神話が残されている事でも有名です。 
広大なブドウ畑の中に建てられたファンタゾメタホ・エステートはクレタ島で最も近代的で印象的なワ
イナリーで、観光客用にワイン醸造施設や醸造の工程、ワインセラーを見学するワイン・ツアーを提供
している所です。ツアーはビデオ映像や音声を駆使したワイン造りの歴史や工程を語るプレゼンから始
まり、ワイン・テイスティングの方法など、皆様にご案内いたします。ワイナリーで醸造されたワイン
のいくつかを試飲していただき、おつまみとしてオリーブオイルに浸した後、乾燥させたフレッシュ・
トマトとチーズをトッピングしたクレタ独特のラスク＝ダコスをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。クノッソスは徒歩での観光となり、凹凸のある

通路や険しい地面を歩くことになります。また各見学場所には多くの階段があります。遺跡で
はフラッシュ撮影が禁じられています。 

                                                
 

ラシッティ高原とケラ修道院  

PLATEAU OF LASSITHI & KERA MONASTERY 

ツアー番号：HER011 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２９～（３～１２） 
所要時間：約５時間 
 

ベネチアン要塞が聳え立つヘラクリオンの港から海抜 822メートルにあるラシッティ高原まで登ります。
山々に囲まれたこの場所は古くから続く修道院や、伝統的な小さな村、10,000基を超える素晴らしい風
力発電用の風車が点在しています。 
聖母マリアに捧げられた歴史あるケラ修道院を訪れます。修道院にはビザンチン時代のイコンや 14 世
紀のフレスコ画や彫刻の施された祭壇スクリーンがあります。この修道院からはディクテ山系、ペディ
アーダ渓谷や海などの眼の覚める様な光景が見渡せます。 
ラシッティエコパークはクレタ島の伝統や文化を守ることを目的としており、ここでは 地元のアーテ
ィストが伝統工芸品を作るところをご覧頂けます。女性は古い機織り機で毛布やラグを織り、蝋燭職人
は村の教会のために蝋燭をつくります。ブドウ絞り、酪農、農業のワークショップを訪れる前にクジャ
ク、ダチョウ、シカ、クレタ原種のクリクリという種類のヤギなどがいる小さな動物園をご覧頂きます。
自由時間には小さなお土産店でのお買い物、カフェでのお飲み物などをお楽しみ頂けます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。高原まではいくつかのヘアピンカーブ続く道を

バスで走ります。修道院では入り口で 15 段の階段を上り下りして頂きます。修道院でのフラ
ッシュ撮影は禁じられており、入場時には適切な服装を心がけてください。短パンは禁止され
ています。女性は肩を覆わなくてはいけません。 野生動物は必ず見られるとは限らないこと
をご了承ください。 
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ヘラクリオンのビーチでのひととき  

HERAKLION BEACH BREAK 

ツアー番号：HER012 
ツアー料金：大人＄３０～ 子供＄１５～（３～１２） 
所要時間：約４時間 
 

ボートに飛び乗り短時間で砂浜のビーチで有名なクレタ島のビーチに到着します。 
コッキニ・ハニというビーチでは、約３時間、燦さんと輝く太陽の下で日光浴を楽しんだり、南エーゲ
海のクリスタルの様な海で水泳を楽しんだりと思い思いの時を過ごしていただきます。ビーチサイドに
は沢山の小さなお店やレストランが建ち並び、スナックやお飲物をお買い求めいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となります。タオル、日焼け止め、十分な量の飲料水をご持

参ください。ビーチには日焼け用のサンベッドやパラソルもレンタルできますが数に限りがあ
り、非常に人気の高いビーチの為ピークシーズン中は非常に混み合う為、必ずご提供できる保
証はありませんのでご了承ください。ビーチではウォータースポーツを販売している地元のシ
ョップもありますが、これらのお店はキュナード社には一切関係がありません。 

                                             
 
スピロンガ島＆エロウンダ観光  

SPINALONGA & ELOUNDA 

ツアー番号：HER013 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３２～（３～１２） 
所要時間：約５時間 
 

賑やかなシーサイドリゾ―ト、エウロンガに向かう風光明媚なドライブではクレタ島中に点在するドラ
マチックな沿岸光景の新たな魅力を発見してください。ボートで小島を巡りながら、興味深いスピロン
ガ島、通称「涙の島」に向かいます。威容を誇るベニスの城砦に囲まれたこの島の内部には、ヨーロッ
パ最後といわれるライ病患者のコロニーがあった所として有名です。ダンテ門から島の中に入り、町の
中心通りに添ってガイド同行での徒歩観光がはじまります。一度は打ち捨てられたこの村は、悲しい過
去が明らかになるまではありふれたクレタ島の村で、お店や、家並み、小さな教会を見ることができま
す。ミラベロ湾に添ってクルーズを続けた後は古い漁港のあるエロウンダに到着します。エレガントな
魅力にあふれたこの港町は、人気上昇中のリゾートには珍しく昔ながらの雰囲気を注意深く保存してい
る所です。自由時間には可愛らしいブティックやお土産物屋の並ぶ有名なリゾートの散策をお楽しみく
ださい。優良ビーチに与えられるブルーフラッグ賞を受賞しているビーチでのんびりと時を過ごすか、
村の広場に座って、ギリシャ独特の小皿料理メゼやムール貝をおつまみにラキ酒のグラスを味わうなど
思い思いの時をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスとボートと徒歩での観光となります。徒歩の行程では約１時間起伏のある

道路を歩いていただく他、ボートの乗下船には数段の階段を上り下りしていただきます。帽
子、日焼け止めをご持参し、つま先を覆うタイプの靴をお履きください。時期によっては波
が荒い場合がありますので、船酔いにかかりやすい方は事前に船酔い止めを服用ください。
このツアーは天候次第でキャンセルになる場合もあります。このツアーご予約の際はパンフ
レットの活動基準シンボルマークが記載されたページで“アクティビティ・エクスカーショ
ン”の条項をお読みください。 
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アイオス・ニコラオス気まま観光  

AGHIOS NIKOLAOS ON YOUR OWN 

ツアー番号：HER014 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２０～（３～１２） 
所要時間：約５時間半 
 

間違いなくクレタ島で最も美しい絵の様な港のあるアイオス・二コラオスの沿岸にそって、景観を楽し
みながらのドライブからツアーがはじまります。アイオス・二コラオスに到着後は約４時間の自由時間
があります。町の中心は有名なヴリスメ二湖の周囲に広がっていて、色彩豊かなブティックやレストラ
ンやカフェが並ぶ遊歩道のある港があります。この美しい港町は豊かな文化も受けついている他、考古
学や民俗学の博物館も有名です。 
ゆっくりしたペースで観光を楽しみたい方は、優良ビーチに与えられるブルーフラッグ賞を受けている
数か所のビーチでくつろぎのひと時をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となります。ツアーにはガイドは同行しませんし、昼食やお

飲物は含まれていません。お買い物の為には地元の通貨（ユーロ）をご持参ください。移動時
間は片道約１時間となります。お帰りの時間と集合場所をお間違えのない様にお願いします。
バスは時間に遅れた方をお待ちすることは出来ません。水泳を予定している方は水着、タオル、
日焼け止めをお忘れなく。このツアーご予約の際はパンフレットの活動基準シンボルマークが
記載されたページで“アクティビティ・エクスカーション”の条項をお読みください。 

                                             
 
 

ロードス島 
RHODES 
 

 

リンドスとロードス・タウン観光 
LINDOS & RHODES TOWN  
ツアー番号：RHO002  
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄３１～（３～１２） 
所要時間：約４時間半 
 

徒歩でリンドスの村を歩き、アクロポリスの頂上に登って古代文明の驚異的な遺跡を観光します。紀元
前４世紀にさかのぼるアテーナ・リンディアのドーリス式神殿、両翼が広がった柱廊、ビザンチン様式
の教会、領主の館の遺跡などを含む聖ヨハネ騎士団の要塞跡などの驚異的な遺跡群を見る事ができます。
頂上からの眺めは素晴らしく、足元には昔キリストの使徒が嵐を避けて避難したといわれるセント・ポ
ール湾を見下ろすことが出来ます。 
リンドスからの帰りにはアイトーナの谷に抱かれたロードス島最大の村アルハンゲロスに向かいます。
この村は伝統的な陶磁器づくりで有名です。ここでは民芸品工場を訪ね、地元の芸術家たちが数世紀に
渡る陶磁器製作の技術を駆使し、芸術的な陶磁器を次から次と生み出している様子を見る事ができます。
勿論ユニークなセール品を購入するチャンスもあります。 
その後ロードス・タウンの旧市街に戻り、中世の城砦都市の壁に沿って縦横に張り巡らせた迷路の様な
石畳の道路を歩きます。自由時間には趣きのあるお土産品店を見て歩き、ギリシャ訪問の想い出になる
品々を探してみましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。リンドスのアクロポリスの頂上までは３６５段

の階段と狭い石畳みの通路を通って登ることになります。ロードス・タウンの旧市街は徒歩で
のみの観光となります。歩き易い滑り止めのついた歩き易い靴をお勧めします。 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

ロードス島 パノラマ観光 
PANORAMIC RHODES   
ツアー番号：RHO006  
ツアー料金：大人＄４４～ 子供＄２４～ 
所 要時間：約３時間半 
 
車窓の光景を楽しみながらの、ロードスの旧市街を取り囲む中世の城壁をめざし夥しい数のヨットやレ
ジャー・ボートが停泊しているマンドラキ港の岸壁に沿ってドライブをします。マンドラキ港は古代世
界の七不思議のひとつであるアポロン神コロッサスの巨像が立っていたといわれているロードスの名
所です。 
展望台からは古代ギリシャ文明の中心地のひとつであったリンドスを見渡すことが出来ます。更に過去
にはキリストの使徒たちが嵐を避けて避難したといわれるセント・ポール湾の絶景もお楽しみいただけ
ます。眼下には〝角砂糖“の様な四角い家屋や、華やかな村の中に網の目の様に張り巡らされた道路が
広がっています。 
リンドスから帰路では“ロードス・ゴールド”と呼ばれるユニークな工場型博物館を見学します。ここ
では地元の細工師が素晴らしい宝石を加工している所が見られます。またギリシャの歴史を物語る博物
館展示遺跡のレプリカがすべて純金で再現されています。 
ロードス・タウンの古代アクロポリスで写真撮影タイムをとります。今ではスミス山と呼ばれは眼下に
横たわる目の覚める様に美しいロードス・タウンを見る事ができます。 
ツアーの最後には、ロードス・タウン旧市街のいくつかある門のひとつで降りていただくことも可能で
す。但し、個人で旧市街を散策なさりたい方は、各自で船まで戻っていただくことになります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このパノラマ観光にはリンドスの村やリンドス

のアクロポリスの観光そのものは含まれず、いずれも遠くから見るだけになります。宝石工場
には５段の階段があります。 

                                               

トロリー列車でのロードス中世都市観光 
MEDIEVAL RHODES BY TROLLEY TRAIN 
ツアー番号：RHO009 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄３１～         
所要時間：約２時間半 
 

愉快なトロリー列車に乗ってロードスのアクロポリスに登り、ロードス島の新市街と旧市街を高台から
見学します。旧市街を取り囲む威容を誇る城壁やかつてアポロン神のコロッサス巨像が建っていたとい
われるマンドラキ港の景観をお楽しみください。 
ロードス旧市街は徒歩にて観光します。石畳の小道をたどりながら中世時代に建てられた聖ヨハネ騎士
団にまつわる数々の建造物やトルコ征服時代の建物などを見てまわります。ロードス島で最も古く最も
素晴らしい騎士団の道を歩き、ロードス島の歴史を肌で感じながら騎士団長の宮殿に向かいます。 
１４世紀初頭に建てられた騎士団長の宮殿はコス島から運び込まれたモザイクの装飾と、上階に続く大
理石の階段が見所です。２階からは素晴らしい市街のパノラマ展望を楽しむことが出来ます。 
その後再びトロリー列車に乗りこみ、古代遺跡となっているロードス・タウンで停車。ロードス島の旧
市街と現在でも旧市街を取り囲んでいる城壁を列車の席に座ったままで見学します。 
旧市街ではお土産品や宝石、ギリシャ民芸品などをお買い求めいただけるショッピング・タイムも設け
ています。 
 
ご案内：このツアーはトロリー列車と徒歩での観光となります。ロードス島旧市街の観光は徒歩で約１

時間、石畳の道路を巡りながら行われるものです。このツアーで訪問するアクロポリスはロー
ドス・タウンのもので、リンドスのものではありません。観光名所の訪問順序は逆になる場合
があります。このツアーの最終解散場所は、個人で更に観光を続けたり、ショッピングをした
りする参加者の為に旧市街の中となりますのでご注意ください。但し船までは短時間で歩いて
帰ることができます。トロリー列車内でも観光のアナウンスがありますが車外の交通の騒音で
良く聞こえない場合があります。同行ガイドが最初の停車場所で観光全体の説明を致しますが、
移動中には案内いたしませんのでご了承ください。 
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リンドスのアクロポリスとツァンビカ観光 
LINDOS ACROPOLIS & TSAMBIKA 
ツアー番号：RHO011 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄４０～（３～１２）         
所要時間：約７時間 
 

リンドスの村を訪問し、アクロポリスの丘にのぼって古代文化の遺跡を見学します。紀元前 4世紀にさ
かのぼるアテーナ・リンディアのドーリス式神殿、ビザンチン様式の教会、聖ヨハネ騎士団の要塞跡な
どを見学します。セント・ポール湾を見晴らす眺望と村の狭い道路に立ち並ぶ白塗りの家並みのパノラ
マ観光も楽しみのひとつです。短時間の自由時間でお土産のショッピングを楽しんだりと、心行くまで
雰囲気を味わってお過ごしくだし。遺跡観光の後はビーチが有名なツァンビカに向かいます。エーゲ海
の透明な水で洗われた美しいビーチでは 3時間の自由時間がありますので、水泳を楽しんだり、のんび
りとリラックスしたり、海辺のカフェやタベルナで昼食を楽しんだりと思い思いの時をお過ごしくださ
い。ロードスに戻るドライブでは、スミス山で一時停車し、ロードスの新市街、旧市街のパノラマ観光
を高台からお楽しみいただきます。ロードスに到着後は徒歩観光となり、石畳みの道路を歩きながら、
ヨハネ騎士団やオスマン帝国の征服者を忍ばせる中世の建造物を見てあるきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ロードス島旧市街の観光は徒歩で約１時間、ほ

とんどが石畳みの道路を歩いていただくことになります。日焼け止めと帽子をご持参ください。
お買い物にはユーロが必要になりますのでお忘れなく。このツアーには昼食、タオル、日傘（パ
ラソル）、日光浴用のサンベッドは含まれていません。ビーチにはウォータースポーツを提供
するショップが多数並んでいますが、キュナード社とは一切関係がありません。 

                                               

ツァンビカ・ビーチでのひととき 
TSAMBIKA BEACH BREAK 
ツアー番号：RHO012 
ツアー料金：大人＄３７～ 子供＄２５～（３～１２）         
所要時間：約５時間 
 

ロードス島は３０年以上地中海で最も大きく最も人気のあるリゾートとして君臨してきましたが、ロー
ドス島を訪れればその理由がうなずけます。人気の最大の要因は、細かな黄金色のビーチが広がるエー
ゲ海のクリスタルの様な海が目の前に横たわっているからでしょう。 
船からはロードス島で一番有名なツァンビカ・ビーチへの往復の送迎が提供されますので、約３時間、
日光浴や水泳を楽しんだり、タベルナでソフトドリンクやジュースを味わいながらリラックスした時を
過ごすなど、思い思いの時間をお楽しみいただきます。このビーチの名前はビーチを見下ろす崖の上に
建てられた聖ツァンビカ教会からとられました。 
比較的に俗化からまぬがれているロードス島のビーチでは、ありとあらゆる種類のウォータースポーツ
が楽しめる他、タベルナも数か所あり、ビーチのすぐそばにはミニマーケットも開かれています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となります。日焼け止め、帽子、タオルをお忘れなく。また

お買い物には現地通貨（ユーロ）をご持参ください。参加者にはサンベッド、と２ベッドあた
り１本のパラソルが予約されています。ビーチにはウォータースポーツを提供するショップが
多数並んでいますが、キュナード社とは一切関係がありません。 
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蝶々の谷観光 
VALLEY OF THE BUTTERFLIES 
ツアー番号：RHO013 
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄２４～（３～１２）         
所要時間：約４時間半 
 

車窓の風景を楽しみながらのドライブでロードス・タウンを抜けてスミス山に向かいます。この丘の名
前はナポレオン戦争の時代にこの地に駐在していた英国人の提督の名前からつけられたと言われてい
ます。展望台ともなっている丘からは各所に散在しているアテナ神殿の遺跡や、アポロ神殿、ディアゴ
ラスの古代闘技場、マンドラキ港などを見下ろすことができます。 
蝶々の谷に到着後は、ガイドの案内に従い見学通路をたどりながら、モミジバフウの甘い香りに群がっ
てくる何千羽という蝶々の美しさを堪能していただきます。また随所に流れる美しい小滝や、岩間の水
溜り、素朴な橋などの撮影チャンスがあります。 
ロードス・タウンに戻ってからは、旧市街のウォーキング・ツアーとなり、聖ヨハネ騎士団の足跡をた
どって歩きます。コス島から運び込まれたモザイクで飾られた騎士団長の宮殿には目を奪う宝飾品の
数々が展示されています。また入り組んだ石畳みの舗道を巡ってあるくと中世の建造物や、尖塔、装飾
が施されたファサードなどを見ることができます。ミュージアム広場につきましたら、お土産品を捜し
歩くか、数多くあるオープンカフェで喉をうるおすか、ただのんびりとリラックスするかして各自ご自
由におすごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアー中は一部傾斜や凸凹のある道路を約 2時

間半歩く行程が含まれます。ツアー終了後にロードス・タウンに残って観光をお続けになる場
合は、船までは各自で戻っていただくことになります。 

                                        

 

 
クサダシ 
KUSADASI 

 
エフェソスハイライト 
EPHESUS & HIGHLIGHTS   
ツアー番号：KU1001 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄１５～（３～１２） 
所要時間：約４時間 
 

マグネシア門を通って、古代都市エフェソスの驚異的な遺跡群に足を踏み入れます。今でこそ人の住ま
ないがらんとした遺跡となっていますが、壮大な規模の寺院群や巨大な広場、おびただしい円柱、噴水
などを目にすれば、かつてこの場所がいかに繁栄をきわめた都市であったことかが分かるでしょう。特
に見逃せないのが、オデオン音楽堂、ケルスス図書館、ハドリアヌス神殿、トラヤヌスの泉、そして大
劇場です。 
福音伝道者聖ヨハネの遺体が埋められていたとされる２世紀のお墓の上に建てられた聖ヨハネ教会は
かっては１１ものドーム型屋根を備えた大寺院で、イスタンブールのアヤ・ソフィアと同等の規模を誇
っていたと言われます。現在は一部の遺跡が残るだけですが、残存するおびただしい数のフレスコ画、
モザイク、円柱を見れば、この聖なる場所の過去の栄華の凄さが実感できると思います。 
景色を楽しみながらのドライブで郊外の青々と茂るオリーブの木々、葡萄畑、タバコ農園、綿花農園を
抜けて、アルテミス神殿があった遺跡に向かいます。ここでは写真撮影の時間を設けられています。 
ツアー最後の観光地はクサダシの絨毯専門店です。ここではトルコ伝統の絨毯作りの過程が見学できま
すが、周辺を自由散策したり、直接船に戻っていただくことも可能です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩との観光になります。徒歩観光では約 2時間半、凸凹のある起伏がき

つい道路や滑りやすい道路、石畳みの舗道を約２時間半ほど徒歩で移動する行程が含まれます。
ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。遺跡からは何ひとつ持ち出さない様にご注意くだ
さい。 
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トルコの村を訪ねて 
TURKISH VILLAGE LIFE                      
ツアー番号：KU1010 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄１５～（３～１２）                  
所要時間：約４時間４５分 
 
 
エフェソスは１３世紀に遡る考古学的価値や規模において他のどの遺跡にも勝っているといっても過
言ではありません。エフェソスに現存する遺跡はローマ帝国時代のもので、当時２５,０００人の観客
を収容できたという円形劇場、保存状態が抜群の華麗なケルスス図書館の見事さが特筆すべきものです。 
遺跡観光の後は、山頂に築きあげられた古い正教会信者たちの村で、葡萄畑が連なり桃の木が生い茂る
シリンジェ村を訪ねます。今日この村は１９２０代からのトルコ・ギリシャ混合文化の完全な融合が見
られる場所になっています。ここではユニークな村の暮らしを見て周り、伝統的なお土産品や手工芸品
のショッピングを楽しんでいただきます。村の狭い小路の家々の軒先では、手作りの工芸品や自家製オ
リーブオイルを売っているのを見る事ができます。 
一軒の農家を訪ね、この地方独特の外観と、典型的な地方の家の間取りや内装を見学します。さっぱり
としたトルコ風アップル・ティーをいただきながらトルコの田舎の生活を習いましょう。このツアーの
最終目的地はクサダシの中心街で、芸術的なトルコ絨毯の製作過程を学んでいただくオプショナル・ツ
アーが続きます。勿論、絨毯工場見学を希望されない方は直接船に戻っていただいても構いません。 

 

ご案内：このツアーはバスと徒歩との観光になります。徒歩観光には約２時間半、凸凹のある滑りやす
い石畳の舗道を歩くことになります。エフェソス遺跡では何ひとつ持ち出してはいけません。
歩きやすい靴と、日焼け防止用の帽子をお勧めします。ツアーは埠頭ターミナル・ビルの隣の
絨毯専門店で終了します。ここではトルコ伝統の絨毯作りの過程を見学出来ますが、直接船に
戻っていただくことも可能です。 

                                               

 
ミレトス、ディディマ、エフェソス観光 (昼食付)                                                      
MILETUS, DIDYMA & EPHESUS  
ツアー番号：KU1011 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄２２～（３～１２） 
所要時間：約８時間 
 

ミレトスは紀元前８００年頃にトルコの諸都市で結成されたイオニア同盟のひとつであった古代都市
で当時は最も発達した都会としての定評がありました。元々の都市は紀元前４９４年にペルシャ人によ
って破壊されましたが、後に都市計画家のヒッポダムスの設計により再建された都市です。 
古代都市と共に見どころとなるのが紀元前６世紀に遡るディディマにあるアポロ寺院です。伝説によれ
ばこの地にアレキサンダー大王が到着した途端枯れ果てていた預言者の噴水が突然息を吹き返して溢
れだし、アレキサンダー大王が将来ゼウスの息子になるという預言がなされたということです。それを
聞いた大王が最高の寺院の建設を命じ、それが現在見られる寺院になったという言い伝えが残っていま
す。ご昼食はクサダシ港を見下ろす地元のレストランで一杯のワインまたはビールと共にお楽しみくだ
さい。その後古代都市エフェソスを訪問。ガイド同行でハドリアヌス神殿、大劇場、ケルスス図書館、
トラヤヌスの泉などを徒歩で見学します。このツアーの最終目的地はクサダシの中心街で、芸術的なト
ルコ絨毯の製作過程を学んでいただくオプショナル・ツアーが続きます。勿論、絨毯工場見学を希望さ
れない方は直接船に戻っていただいても構いません。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約３時間起伏の多い、すべり易い

石畳みの舗道を歩くことになります。舗装が全くない古代遺跡の性質上、歩行には十分に注意
をお払いください。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。観光の訪問順序は混雑を避け
る為に上記とは違う場合がありますのでご了承ください。 
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見どころ満載トルコ観光  （昼食付） 
TURKISH DELIGHTS 
ツアー番号：KU1013 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄２６～ 
所 要時間：約６時間半 
 

ツアーの最初の訪問場所は聖母マリアの家で、この家は聖母マリアが使徒ヨハネと共に生涯最後の地と
して過ごした場所と言われています。古代都市エフェソスに到着後ガイド同行で、世界で最も素晴らし
い発掘跡の一つといわれる遺跡を徒歩で観光します。トラヤヌスの泉、印象的なケルスス図書館、大劇
場などが見学場所に含まれています。 
その後最近になって発掘されたテラス型集合邸宅跡、別名‘裕福な人の家々’を見て回ります。当時の
エフェソスの富裕層や重要人物がこれらの邸宅に住んでいたもので、外観はシンプルなのですが邸宅内
は華麗なモザイク貼りの床やフレスコ画で飾られていました。このテラス付邸宅の発掘は１９６０年代
に始まり現在もまだ続いています。 
邸宅見学の後は神々しい聖ヨハネ教会を見学します。この教会は２世紀頃の墓地の上に築かれたもので
その墓地にはヨハネの遺骸が埋められていたと考えられています。 
クサダシに戻る前に五つ星ホテルに立ち寄り伝統的なトルコ料理の昼食をお楽しみください。そして芸
術的なトルコ絨毯の製作過程を学んでいただくオプショナル・ツアーが続きますが、勿論、絨毯工場見
学を希望されない方は直接船に戻っていただいても構いません。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約３時間滑り易い石畳みの道路を

歩くことになります。起伏も多く場所によっては登って越えなければならない所もあります。
テラス型集合邸宅の入口には約２０段の階段があり、内部にも別の階へ移動する際の階段の上
り下りがあります。混雑を避ける為に観光の順序は上記とは違う場合がありますのでご了承く
ださい。昼食にはソフトドリンクとミネラルウォーターがついておりますがアルコール類は別
料金となります。お買い物にはユーロ、ポンド、米ドルがご使用になれます。 

                                               
 
古代ミレトス遺跡と考古学博物館見学 
ANCIENT MILETUS & ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 
ツアー番号：KU1017 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄１６～（３～１２） 
所 要時間：約４時間半  
 
古代都市ミレトスは小アジアの南西部で最も偉大なイオニア文明都市のひとつでした。ミレトスは紀元
前４９４年のペルシャ人による侵攻によって陥落しましたが、後に有名な都市計画家のヒッポダムスに
よって碁盤の目の様な構造を持つ都市として再建されました。この革命的な都市計画は近くのプリエネ
にも採用され、後にローマ帝国の新都市全てに採用されたものです。その後マエアンデル川からの沈泥
が堆積し湾が閉じられ、海岸線が伸びる結果になった為次第に都市は衰退していきました。 
遺跡観光では円形競技場、ローマ式大浴場、一時は２万５千人の観客を収容したといわれるローマ劇場
などの遺跡を見学します。その後ミレトス遺跡近くに新たにオープンした博物館を訪問し、この地域周
辺から発掘された数々の古代遺物の展示を鑑賞します。 
博物館訪問の後はディディマ遺跡で停車しアポロ神殿を見学します。この壮大な神殿は古代世界の最も
有名な神託所のひとつでした。 
クサダシの市街に戻った後は、絨毯製造工場を訪問して絨毯制作の実演を見学するか、まっすぐ船にお
戻りになるかをご自由に選択することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２時間、起伏の多い、滑り易い

石畳みの道路を歩くことになります。舗装の無い遺跡観光の性質上終始足元にはご注意くださ
い。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。混雑を避ける為観光の訪問順序は前後する場
合があります事をご了承ください。 
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エフェソス観光とテラス型集合邸宅観光 
EPHESUS & TERRACE HOUSES           
ツアー番号：KU1018 
ツアー料金：大人＄６１～ 子供＄２０～（３～１２）             
所要時間：約３時間半 

 
かつて地中海世界の最大規模の都市であった古代エフェソスを訪れます。 
エフェソス到着後、マグネシア門を抜けるとゆるやかな下り坂になり、ローマ帝国地方都市の首都であ
った場所に到着します。知識豊かなガイドが語る過去の歴史に注意深く耳を傾けながら、オデオン劇場
やケルスス図書館、ハドリアヌス神殿、トラヤヌスの泉などを見て回ります。ツアーのハイライトは２
万５千人を収容したという大劇場で、この場所で聖パウロがエフェソス市民に説教をしたと信じられて
います。ハドリアヌス神殿の向かいには新たに発掘されたテラス型集合邸宅跡の遺跡があり、別名‘ 裕
福な人の家々’とも呼ばれた所です。エフェソスの富裕層や重要人物が住んでいた場所で邸宅の中はモ
ザイクやフレスコ画で飾られていました。この邸宅訪問では当時のローマ人がどの様に日常生活を営ん
でいたかを実感する事ができるでしょう。 
帰路は美しい景観を楽しみながらのドライブになり、クサダシ市街に戻っての絨毯店見学となります。
ここではトルコ絨毯の製造芸術を学ぶことができますが、参加をご希望で無い場合は自由に市街を散策
したり、まっすぐに船にお戻りになったりと自由に選択することができます。 
 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２時間起伏が多く、滑り易い石

畳みの道路を歩くことになります。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。テラス型集合
邸宅の入口には約２０段の階段があります。テラス型住宅はそれぞれ違う地層の上にある為そ
れぞれの地層に到達するまでには数段の階段を上り下りする必要があります。遺跡からはどの
様な小さな物でも持ち出しが禁じられています。 

                                               
 

アダランド・アクアパーク観光 
ADALAND WATERPARK           
ツアー番号：KU1019 
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄３５～（３～１２）            
所 要時間：約６時間 
 
このアクアパークには様々な形のウォータースライダーやプールがあり、豊富な水遊びの体験が楽しめ
ます。スリル満点のウォーターライドに挑戦したり、ゆるやかに流れる川でリラックスの時を過したり、
ただのんびりと日光浴を楽しんだりと全ては思いのまま。家族全員で年齢を問わずに楽しめる施設が数
多く備わっています。高台から落下するウォータースライドにぐるぐると回ってゆくループ・スライド、
アドレナリン全開必須＝猛スピードで流れ落ちるウォーターシュートの他にも、暗闇の中を通り抜ける
お化け屋敷状態のスライド、家族全員で旋回が楽しめるアマゾーン・ファミリー・スライドなど斬新な
発想のウォータースライドが満載です。 
のんびりと時を過ごしたい方は、日光浴用の寝椅子やパラソルがあり、子供用のブールも充実していま
す。各自ご自由に時を過ごしていただくために昼食は含まれていませんが、パーク内のバラエティに富
んだ飲食店やカフェでお食事をすることができます。 
1 日では足りない程のアトラクションがありますので、どなたにも最高に楽しい時間をお約束できるツ
アーです。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。パークまでの移動と入園料が含まれますが、ガ

イドは同行いたしません。また同じ敷地内にあるドルフィン・パークとシー・パークの入場券
は含まれていません。水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。お買い物やお食事にはユーロ
がお使いになれます。ウォーターシュートの中には身長や年齢制限があることをご了承くださ
い。 
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考古学体験ツアー 
AN ARCHAELOGICAL EXPERIENCE           
ツアー番号：KU1021 
ツアー料金：大人＄１０８～ 子供＄６９～               
所要時間：約４時間 
 
ガイド同行のツアーでは知識豊富な地元の考古学者が同行し、考古学の魅力に目を開かせてくれるでし
ょう。マグネシア門から遺跡の内部に入り、ゆるやかな下り坂をたどって古代都市エフェソスの驚異的
な遺跡群の観光がはじまります。オデオン劇場、ケルスス図書館、ハドリアヌス神殿、トラヤヌスの泉、
大劇場などが眼前に広がっていきます。 
その後は新たに発掘されたテラス型集合邸宅、別名‘ 裕福な人の家々’を見学し、ローマ帝国時代の
人々の生活ぶりを見てまわります。鮮やかな色彩の大理石の壁や、モザイク敷の床をみれば、ここには
当時の富裕層の生活の場だったということが理解できます。 
このツアーのハイライトは聖母マリアの家の遺跡跡で考古学者が実際に発掘のデモンストレーション
を見せてくれることです。様々な段階を踏んだ考古学発掘技術を目の前で学べる貴重な機会となるでし
ょう。その後はクサダシ市街に戻っての絨毯店見学となります。ここではトルコ絨毯の製造芸術を学ぶ
ことができますが、参加をご希望で無い場合は自由に市街を散策したり、まっすぐに船にお戻りになっ
たりと自由に選択することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２時間半、起伏が多く、滑り易

い石畳みの道路を歩いていただくことになります。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。
テラス型集合邸宅の入口には約２０段の階段があります。テラス型住宅はそれぞれ違う地層の
上にある為それぞれの地層に到達するまでには数段の階段を上り下りする必要があります。遺
跡からはどの様な小さな物でも持ち出しが禁じられています。 

                                               
クサダシ・パノラマ観光 
PANORAMIC KUSADASI           
ツアー番号：KU1022 
ツアー料金：大人＄４９～ 子供＄１５～              
所要時間：約３時間半 
 
車窓からの光景を楽しみながら色彩豊かなクサダシ市街を通り抜け、沿岸にそってのドライブでエフェ
ソスの入口近くに向かいます。バスの座席にもたれてくつろぎながら離れた場所からのエフェソス遺跡
のパノラマ観光を楽しんでいただきます。聖パオロが説教を行ったといわれる大劇場の壮大さに息を呑
むことでしょう。古代都市エフェソスの小高い丘には聖母マリア像が建てられています。その近くには
聖母マリアが最後の数年を過ごしたと言われる聖母マリアの家があります。この場所にはローマ法王の
パオロ６世、ヨハネ・パオロ２世、べネディクト１６世の公式訪問の場となった神聖な場所でもありま
す。その後、”世界の七不思議“のひとつでもあるアルテミス神殿で写真撮影の時間をおとりします。 
クサダシ市街に戻ってからは、地元のトルコ絨毯工芸センターを訪問し飲み物やスナックのサービスを
受けます。トルコの人々の温かい歓迎を受け、リラックスしながらトルコの芸術と文化について学びま
す。絨毯のさまざまな織り方、精緻な手工芸品の見事さ、トルコ独特のシンボルの見方など、新たな発
見に目を見張ることでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。徒歩の部分は最大 1時間で、ほとんどが聖母マリ

アの家周囲となっています。このツアーにはエフェソス遺跡内部観光は含まれていません。バ
スの車窓からの外観観光のみであることをご承知ください。絨毯工芸センターの訪問を希望さ
れない方は、各自で直接船までお戻りいただくことも可能です。 
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エフェソス・オーディオ・ツアー 
EPHESUS AUDIO TOUR           
ツアー番号：KU1023 
ツアー料金：大人＄４９～ 子供＄３５～               
所 要時間：約３時間 
 
オーディオプレーヤーを片手にガイド音声に耳を傾けながらエフェソスの歴史遺産を徒歩でたどるツ
アーです。それぞれの名所でどの位時間を費やすかは全て参加者次第、お勧めツアールートをたどるも
よし、ご自分で立てたスケジュールに沿っての観光も自由です。オーディオプレーヤーにはエフェソス
の名所の全ての基本知識や歴史案内が録音されていますので、それを本ツアー用に特別に作成された観
光マップと照らし合わせてその場所の番号をチェックして、オーディオプレーヤーの同じ番号を押せば
その場所の詳細な案内が聞こえてきます。思い思いのペースで、オデオン小劇場、アゴラ（広場）ドミ
ティアヌス帝の広場、トラヤヌスの泉、ハドリアヌス神殿を始めエフェソスにある全ての美しい建造物
や、２世紀に建立され古代世界では３番目に大きかったケルスス図書館などの遺跡を見て回りましょう。 
自由観光の終了後は下のゲートでガイドと合流し市街中心地へ戻ります。その後は絨毯の織り方の実演
を見学するか、又はご自由にクサダシの市街を散策することもできます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２．４キロの起伏の多い石畳み

や、坂や階段のある道路を歩くことになります。歩きやすいウォーキングシューズに帽子を着
用し日焼け止めをおつけください。７月、８月のご参加の場合は虫除けスプレーのご持参もお
勧めします。ツアーの間中は足元に十分お気をつけください。オーディオプレーヤーとイヤホ
ンのセット, 特別仕様のウォーキングマップ、現地までの往復の送迎、車内でのご案内/エス
コート係、飲料水のボトル１本がツアーに含まれます。オーディオプレーヤーを受け取る際に
は写真付きの身分証明書をご提示ください。出来れば本ツアーご参加前にオーディオプレーヤ
ーの操作に関して熟知される様お願い致します。但し受け渡し時には操作に関しての簡単なご
説明も致しますのでご質問などがあればその際にお聞きください。 

                                               
   

トゥサン・ビーチ・リゾートの休日 
TUSAN BEACH RESORT GETASWAY          
ツアー番号：KU1024 
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄３０～              
所要時間：約４時間 
 
短時間のドライブでトゥサン・ビーチ・リゾートに到着。３００メートルに渡って広がる白砂のビーチ
のトゥサン・ビーチ･リゾートは、心身ともにリラックスして楽しめる理想的なリゾートです。 
このビーチを所有しているのは５つ星の豪華ホテルで、そこでは最高のサービスが期待でき、優雅な気
分を満喫していただけます。ホテル貸切りの白砂のビーチで太陽を浴びたり、水晶の様に透明なエーゲ
海に飛び込んで水泳を楽しんだり、ホテルのプールサイドでリラックスしたりと思い思いの時をお過ご
しください。 
日光浴用寝椅子、パラソルとタオルをご利用頂けます。 
 
ご案内：このツアーはビーチまでのバスでの移動、日光浴用寝椅子、パラソル、タオルが含まれます。

水着と日焼け止めをお忘れなく。ツアーには昼食や飲み物は含まれていません。ウォータース
ポーツの前には飲酒をなさらない様お願いいたします。ビーチには地元のアクアショップが並
んでいて数々のウォータースポーツが楽しめますが、キュナード社とは一切関係がありません。 
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ピレウス 
PIRAEUS               
 
 
アクロポリス観光                                                          
THE ACROPOLIS-CROWN JEWEL OF ATHENS  
ツアー番号：ATH001 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄２８～（３～１２） 
所要時間：約４時間 
 
ツアーはガイドの説明を受けながらピレウス港からアテネへのドライブではじまります。道中はオリン
ピアのゼウス神殿、シンタグマ広場、無名戦士の墓、大統領官邸、大学図書館など重要な文化遺産であ
る名所を通過します。 
アクロポリスへは神殿の前面西側に造られた４５メートルの長さの前殿プロピリアを歩いて入ります。
入り口に隣接するのがアテネのニケ（翼なき勝利の女神）神殿です。前殿の先の丘の最高地点に聳えて
いるのがアテネの至宝パルテノン神殿です。紀元前 447年から 437年に建設されたこの神殿はアテネ市
の守護神である女神アテナに捧げられたものです。パルテノン神殿の北側にはアテナと海の守護神ポセ
イドンを祭ったエレクティオン神殿があります。美しい６体の少女像を柱にしたカリアティデス柱廊は
アクロポリスの中で最も優美な建造物のひとつです。 
アクロポリス近くのお土産物店で短時間のショッピングタイムが設けられています。 
その後（時間が許せば）第１回近代オリンピック大会開催時に建設された有名な旧オリンピック・スタ
ジアムを見学します。このスタジアムは２００４年のギリシャ・オリンピックでマラソンの競技の最終
ゴール地点となりました。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１７歳以下のお子様はアクロポリス神殿の入場

料が無料となります。3歳から 17歳のお子様に同行される両親や保護者は、子供用チケットを
御入手ください。又アクロポリス入場時には年齢を証明する為必ずパスポートをご持参くださ
い。また１７歳以下のお子様は必ず保護者同行でツアーにご参加ください。アクロポリスの観
光場所によっては非常にすべりやすい箇所がありますので、滑り止め付きの歩きやすい靴をお
勧めします。アクロポリス観光にはイヤホンが提供されます。約８０段の急こう配の階段と起
伏のある通路を歩きますので、歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。現在アクロポリスは
広範囲に渡っての改修が行われており、一部の区画は足場で囲われています。 

                                               
 
古代コリントと運河観光   （昼食付）                                                        
ANCIENT CORINTH & CANAL TRANSIT  
ツアー番号：ATH005 
ツアー料金：大人＄１２６～ 子供＄５０～（３～１２） 
所要時間：約 8時間半 
 
聖パウルの統治時代、古代コリントにはローマより規模の大きいフォーラム（公会広場）があり、寺院、
劇場、公衆浴場、売店、公会堂などが建ち並んでいました。ここでは美しい舗装がなされたレカイオン
通りや紀元前６世紀に建立されたドリア様式アポロン神殿の遺跡を見学して、時間が許せば遺跡から発
掘された遺物が展示されている博物館を訪問します。 
コリントス運河を訪れた人は誰もが驚嘆の念にうたれるでしょう。幅２２メートル、深さ８メートルの
運河が６．５キロに亘って続く運河は、当時の土木技術がいかに高度だったかを納得させるものです。
一度見たら忘れられない運河はペロポネス半島と本土を結ぶ細い土手道を二分していいます。 
ツアーのハイライトは実際に船で運河を航行する体験です。参加者を乗せた小型船は両側に高く聳えて
いの壁の間を縫ってゆっくりと進んでゆきます。運河の通行状況にもよりますが、場合によっては二度
運河を通り、この場合は船は出発地点に戻ることになります。運河航行を始める前に短時間の順番待ち
があることをご理解ください。その後ワイン、コーヒー付きのランチ・ビュッフェをお楽しみいただき
ます。古代コリント観光を終えた後、少しの間その周辺でショッピングの時間を設ける場合があります。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボートと徒歩での観光になります。コリント遺跡では凸凹道を歩き、数箇

所で階段を上ることもあります。滑り止め付きの歩きやすい靴をお勧めします。運河の運行時
間には厳しい規制があり、その為昼食は午後遅くになる事をご了承ください。朝食をしっかり
とおとりになる事をお勧めします。コリントまでのドライブは一般車道を利用し片道約１時間
１５分を要します。コリント博物館でのフラッシュ撮影は禁止されています。 
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アクロポリス神殿とプラカ観光                                                           
THE ACROPOLIS & THE PLAKA  
ツアー番号：ATH006 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄３０～（３～１２） 
所要時間：約６時間半 
 
アテネ市内で他を圧倒する威容を誇るアクロポリスはその比類の無い美しさ、卓越した建築技法、歴史
的重要性でギリシャを代表する遺跡といっても過言ではありません。ガイド同行のツアーではイヤホン
ガイドを使用し、アクロポリス遺跡の前面西側に造られた４５メートルの長さの前殿プロピライアを渡
る所からはじまります。神殿入り口に隣接するのがアテネのニケ（翼なき勝利の女神）神殿です。前殿
の先の丘の最高地点に聳えているのがアテネの至宝パルテノン神殿です。 
更なるアテネの魅惑探訪は自由行動タイムとなるプラカ地区訪問へと続きます。石畳みの狭い舗道の両
側には、ネオ・クラシック・スタイルの建物が並び魅力的な店が連なっています。この地区では第１回
近代オリンピック大会開催時に建設された有名な旧オリンピック・スタジアムを見る事が出来ます（交
通事情が許せば）。このスタジアムは２００４年のギリシャ・オリンピックでマラソンの競技の最終ゴ
ール地点となりました。 
その後は車でアテネの文化遺産の数々、アドリアヌス門、バイロン卿の銅像、オリンピアのゼウス神殿、
国立庭園、アカデミア及び大学図書館などを見ながら帰途につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１７歳以下のお子様はアクロポリス神殿の入場

料が無料となります。3歳から 17歳のお子様に同行される両親や保護者は、子供用チケットを
御入手ください。又アクロポリス入場時には年齢を証明する為必ずパスポートをご持参くださ
い。また１７歳以下のお子様は必ず保護者同行でツアーにご参加ください。アクロポリスは大
変滑りやすいので底の平らな歩きやすい靴をお勧めします。アクロポリス観光にはイヤホンガ
イドが使用され、約８０段の急勾配の大理石の階段を上り、凸凹の通路を歩く行程が含まれま
す。滑り止め付きの歩きやすい靴をお勧めします。プラカ地区の散策は徒歩で行われます。昼
食は含まれていませんのでユーロをご持参ください。現在アクロポリスは広範囲に渡っての改
修が行われており、一部の区画は足場で囲われています。 

                                               
 
アテネ・パノラマ・ツアー                                                           
ATHENS PANORAMA  
ツアー番号：ATH008 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２） 
所要時間：約３時間半 
 
最初に訪れるアドリアヌス門の後ろには古代で最大の神殿オリンピアのゼウス神殿が建っています。
神々の父ゼウス王に捧げられたこの壮大な神殿は完成までに７００年の歳月を要したものです。 
 
その近くの展望場所からはアクロポリスの印象的な前殿プロピリイア、アテネのニケ（翼なき勝利の女
神）神殿、パルテノン神殿、エレクティオン神殿をのぞむことが出来ます。聖なる道にはかっては美し
い彫像が立ち並んでいました。パルテノン神殿にはかって彫刻が施された小間壁が９２あり、５５体の
彫像、１６０メートル強の長さのフリーズ（帯状装飾）で飾られていたといわれています。遠方にはア
ッティカ最高峰のパルネス山とペンテリコン大理石の産出で有名なペンテリコン山の勇姿を見る事が
できます。山と山の間には香りの強いレツィーナ・ワイン用の葡萄畑が連なるメソキア渓谷が広がって
います。アテネ市内のドライブでは古代から現代までの貴重な文化遺産、アドリアヌス門、バイロン卿
の銅像、オリンピアのゼウス神殿、憲法広場、無名戦士の墓、国立庭園、アカデミア及び大学図書館な
どを見て回ります。途中、有名ホテルでギリシャ名物のケーキと飲み物を楽しみながらしばし休息をと
ります。アクロポリス神殿近くでは短時間のショッピングタイムを設けています。 
 
ご案内：このツアーはバス移動と徒歩での観光となります。アクロポリス神殿の観光は離れた場所から

車窓からのみの観光となります。このツアーを十分にお楽しみいただくため、少々の歩行と数
段の階段の上り下りがあることをご了承ください。現在アクロポリスでは大規模な改修作業が
おこなわれており一部の区画は足場で囲われて見られない場合があります。 
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アテネ自由観光                                                           
ATHENS ON YOUR OWN 
ツアー番号：ATH014 
ツアー料金：大人＄４５～ 子供＄１６～（３～１２） 
所要時間：約６時間 
 
アテネの建設は我々全人類の文化の基礎を築いたとも言われています。すなわち今日の教育、政治、数
学、芸術の全ては古代ギリシャから始まっているからです。 
 
短いオリエンテーション・ツアーの後、参加者はアテネの中心地で、昔ながらのショッピング地区プラ
カの近くで車を降り、そこからは各自自由行動となります。この場所は帰りの集合場所となりますので、
この時点でガイドから集合時間の案内があります。 
 
思い思いのペースでアクロポリス遺跡や旧跡の観光や数多くのお店やタベルナが集まるプラカの魅力
を思う存分味わってください。またアテネで最もエレガントなショッピング地区コロナキはシンタグマ
広場の上にあり、ここには高級ブティークやセレクト・ショップが並んでいます。 
 
ご案内：このツアーバス移動と徒歩での観光となります。アテネ市内では約３時間、参加者それぞれの

ペースで自由に観光していただくツアーです。ガイドは同行せず、見学場所の入場料、並びに
昼食代はツアーに含まれていません。 

                                               
 
デルフィ発見の旅  （昼食付）                      
DISCOVER DELPHI 
ツアー番号：ATH028 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄６０～（３～１２） 
所要時間：約９時間 
 
古代ギリシャ時代には世界の地理的、精神的中心地＝全世界のヘソ＝とされていたデルフィを訪問しま
す。息を呑む美しさの山岳地帯を抜け、遥かに見えるコリンティアコス湾岸の紺碧の海を臨みながらの
ドライブをお楽しみください。 
 
その道中では、古代ではその水を飲めば永遠の若さが約束されると伝えられ、この地を訪れる全ての旅
人たちが聖地に足を踏み入れる前に身体を清めたとされるカスタリアの泉に立ち寄ります。パルナッソ
ス山の斜面に広がっているのはギリシャの考古学で最も重要なものとされる遺跡群です。知識豊かなガ
イドと共に“聖なる道”をたどり、アポロン神殿、アテネ人の宝庫、4 世紀建立のデルフィ劇場を見て
回ります。幸いなことに劇場には５０００もの座席がありますので、そこに座って目の覚める様な光景
にひたるか、素晴らしい音響効果をお試しください。 
 
デルフィ博物館はギリシャで最も重要な考古学博物館と言われていて、その古代遺跡展示は他に類をみ
ないものです。最大の見どころはギリシャで一番有名な”青銅の御者像“（4頭建ての 2輪戦車の御者）
です。この紀元前 5世紀に作られたこの青銅像は１８９６年まで、2000年以上も地震による瓦礫の中に
埋没していたものです。勝利へのラストスパートに向かいながら、内面に誇りをたたえた表情を持った
古代戦士の姿はまるで生きているかの様で、オニックスで作られたその両目は製作当時のままの輝きを
放っています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。デルフィまでの距離は、途中 1か所の休憩を含め

て片道約 2時間半となっています。デルフィ遺跡の見学では登り坂や数段の階段を歩いていた
だくことになります。ランチは大体午後 2時に開始されますので、船を降りる前にしっかりと
した朝食をお取りください。帽子、日焼け止め、多めの飲料水をご持参ください。      

                                              
 
 

 
 
 
 
 
 



 20 

 
ケーブルカーでの絶景観光  （昼食付）                      
FUNICULAR & FABULOUS VIEWS 
ツアー番号：ATH029 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄２５～（３～１２） 
所 要時間：約３時間半 
 

ピレウスからはバスの背にもたれてリラックスしながら、世界で一番古い都市アテネまで短時間のドラ
イブをお楽しみいただきます。 
古代の驚異のただ中に入り込んだ後は、カメラをご用意いただき、知識豊かなガイドの案内に従って有
名観光地を車窓から見学します。ハドリアヌス門、ゼウス神殿、国立植物園、憲法広場、無名戦士の墓、
国会などを巡ります。１８９６年の第一回オリンピック競技の会場であるパナセナイク・スタジアムの
壮大な景観に目を見張ることでしょう。このスタジアムは全体が真っ白な大理石で建造された世界で唯
一の競技場です。その後はアクロポリスを最高な場所から眺める為に上へ上へと昇ってゆきます。リカ
ヴィトス山ケーブルカーは、大賑わいを見せる大都市の頭上２２７メートルの高さまで皆様をお連れし
ます。アテネで代表的な名所の数々を空中から眺めた後は、アテネで最もロマンチックな場所でお飲物
を楽しんでいただきます。 
 
ご案内：このツアーはミニバス、ケーブルカーと徒歩の観光となります。１グループの最大人数はガイ

ド１人につき２０名までとなっています。徒歩での区間は非常に短く舗装の行き届いた地面を
移動します。ケーブルカーは途中トンネルを通過しますので、閉所恐怖症の方にはお勧めでき
ません。      

                                              
 
ポセイドン神殿とピーチ観光                        
TEMPLE OF POSEIDON & BECH 
ツアー番号：ATH031 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄２７～（３～１２） 
所要時間：約６時間半 
 

景観を楽しみながらのアッティカ半島を抜けるドライブでは、完璧な絵の様に美しい風景、印象深い地
形、美しいビーチを抱く鋭く刻まれた沿岸地帯などを見ることができます。 
スニオン岬の高台に突き出て、陽光にきらめく紺碧のエーゲ海を見下ろす場所に建っているのがポセイ

ドン神殿です。紀元前５世紀建立の壮大な神殿は、絶景を背景にクラシカルなギリシャ芸術の粋を表現

している事で有名です。ガイド同行で岩場をたどり、現在まだ残っているまぶしく輝く純白の大理石で

作られた１７本の柱をご鑑賞ください。そして、１８１０年にこの地を訪れた詩人のバイロンが自分の 

名前を刻みつけた柱を見つけてみてください。 
真夏の太陽をたっぷり浴びた後は、紺碧の海で水泳をお楽しみになるか、美しい砂浜を散策してリラッ
クスの時をお過ごしください。このヤバナキ・ビーチでは約３時間の自由時間があります。ビーチでは
各種ウォーター・スポーツをお楽しみいただける他、ギリシャの伝統的タベルナやカフェでのんびりと
時間を過ごすことができます。 
        
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ポセイドン神殿までの登り道は傾斜があり、数

段の階段があります。歩き易い、滑り止め付の靴をお勧めします。スニオン岬までのドライ
ブは片道約１時間１５分かかります。水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。サンベッド
とパラソルがツアーに含まれています。お飲物や昼食は含まれていませんので、十分な現地
通貨（ユーロ）をお持ちください。水泳やウォータースポーツの前にはアルコール飲料をと
らない様にお願いします。ビーチにはウォータースポーツを提供する現地業者が数社ありま
すが、キュナード社とは一切関係がありません。このツアーご予約の際はパンフレットの活
動基準シンボルマークが記載されたページで“アクティビティ・エクスカーション”の条項
をお読みください。                                           
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アテネ・トロリー列車とプラカ観光                        
ATHENS TROLLY TRAIN & PLAKA 
ツアー番号：ATH032 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２） 
所要時間：約３時間半 
 

ピレウスからは次々と変化する車窓の景色を楽しみながら短時間で古代ギリシャの首都に向かいます。 
憲法広場に到着後は、オープントップ・スタイルのトロリー列車に乗り込みます。１時間のパノラマ観
光ドライブで数々の歴史的名所の説明に耳を傾けながら、アクロポリスの丘へ向かいます。世界的に有
名なアテネの素晴らしい景観を楽しみながら、狭い道路をすりぬけて、モナストラキ広場、ゼウス神殿、
旧マーブル・スタジアム、新アクロポリス博物館、ハドリアヌス門など数えきれない位多くの名所を巡
ってゆきます。 
最後の目的地はプらかで、ここでは約１時間半自由時間がありますので、おびただしい数の工芸店を見
て回ったり、伝統的なギリシャ名物料理に舌鼓を打ったりと思い思いの時をお過ごしください。 
 
 
ご案内：このツアーはバス、トロリー列車、徒歩の観光となります。日焼け止め、飲料水、帽子をご持

参ください。      
                                              
 
 
 
アクロポリス、博物館とプラカ観光                        
ACROPOLIS, MUSEUM & PLAKA 
ツアー番号：ATH033 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄４０～（３～１２） 
所 要時間：約７時間 
 

広大なアテネの風景の中でも、他を圧倒する様に聳えているアクロポリスの威容は、その美しさ、驚異
的建築技術、歴史的重要性に関して比類のないものです。 
古代の遺跡を見学した後は、数百年に渡って発掘されてきた値段のつけられない程価値のある遺物が展
示されているアクロポリス博物館を訪問します。２００９年にオープンしたこの博物館はアクロポリス
の歴史を余すところなく伝えています。中でもオリジナルの女人像柱、パルテノン神殿から発掘された
壁の切妻装飾と欠損部分のレプリカは見逃せないものです。博物館からも目の覚める様なアクロポリス
の外観を眺めることもできます。 
プラカに戻った後は、ギリシャ独特のスナック「メゼ」など伝統的な軽食を、ギリシャ名物酒「ウゾ」
と共にお楽しみください。その後はご自分のペースでプラカ観光をお楽しみいただける自由時間を設け
てあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１グループの最大人数はガイド１人につき２５

名までとなっています。アクロポリス神殿までは８０段の急勾配の大理石階段を上り、起伏の
ある通路を歩くことになりますので、歩き易い、滑り止め付の靴をお勧めします。プラカ観光
は全行程徒歩となります。このツアーでは約３時間徒歩での移動が含まれます。アクロポリス
博物館では写真撮影とビデオ撮影は禁止されています。この博物館は非常に人気が高いもので、
予約をした団体観光客にのみ見学が許されています。博物館入場までにはいくらかの遅れが見
込まれます。安全確認の為全ての見学客は入場時にＸ線検査を受ける必要があり、持ち物の透
視検査もあります。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに参加す

るお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加するに

は独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショア

エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は注意

を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求め

ます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ

加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、

お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運

行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。

私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーシ

ョンについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してくだ

さい。すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況で

もエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責

任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。

キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる

購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。

キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損害に対し、

責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さ

い。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日や時間、

残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変更されません。事前

予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約されたショアエクスカーション代金はお

客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込まれたショアエクスカーションの

取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなります。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によ

っては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご

案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が

設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツ

アー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合

があります。ツアー内容書に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と

同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発時間は

最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や特定のショア

エクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記載されている箇所や訪

問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエク

スカーションの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。ツアー

は先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーにアクセスし、キャ

ンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取消が発生した場合は電子

メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤ

ージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パー

ソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちを

している場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点か

ら出発時間や料金などが変更になっている場合がありますのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーショ

ンが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
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取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ

ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された

取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よりも前の

取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額返金いたします。

ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカード又はデビットカードへ

全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内

のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオフィスに

ご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら返金できません。

全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエクスカーションは催行され

ません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する

権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申

し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りの

オンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝いが出

来ます。ご希望の場合は、寄港の48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエクスカーションと異

なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後の予約の取消は取消料

が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関の水

準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバスを手配致

します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで使用さ

れる飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とは

ツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される

車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電子メー

ルでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアーの手配などの

助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バスのステップに乗るこ

とは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下

さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経

験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式

車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを

手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはあり

ません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。

船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常

用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーは

お申し込みいただけない場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ

行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェブサイ

ト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出来る限り事前

に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写された詳細や道具などは

特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

 ・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

  その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

 ・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

 

 

pc06651
Cross-Out



 

 

 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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チビタベッキア  
CIVITAVECCHIA 
 

 
ローマ自由観光 

ROME ON YOUR OWN                      

ツアー番号：ROM004 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄４７～(３～１２)                  
所 要 時 間：約９時間 

 

この文化遺産に満ちた都市を散策してゆくにつれて、過去の陰が訪問者の背中に忍び寄ってきます。フ
ォロ・ロマーノ、コロッセオ、パンテオンといった古代の遺跡と華麗なヴァチカン、トレヴィの泉の魔
力と数千の花が咲き乱れる広場の温もり、それら全てのイメージが融合して永遠の都が造りだされてい
るのが分かります。 
バスでローマ市内に到着後、すぐ終日自由観光となり、思い思いにローマの探訪をお楽しみいただきま
す。数々のお店や見みたり、近くのレストランでイタリア料理を味わったり、ローマ市内を見て周り、
新たな発見したりご自由にお過ごしください。 
このツアーは、参加者それぞれで自由に思うままに観光内容を決め、お好きなだけローマの魅力を存分
に味わっていただくものです。 
自由に散策後、決められた時間に集合場所にお集まりいただき、バスで船が停泊するチベタベッキアに
戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩きやすいウォーキングシューズと飲料水のボ

トルの携行がお勧めです。このツアーには、ガイド、昼食、入場料は含まれていません。車中
でローマ観光地図が配られます。ローマ市内の移動は公共の交通機関が利用できます。ユーロ
をご持参ください。主要クレジット・カードがお使いになれます。ローマ市内では長時間の駐
車が禁じられている為、万一集合時間に遅れてもお待ちする事が出来ません。集合時間をまも
り集合場所には余裕をもって到着する様に計画して下さい。自由行動の出発地点はサン・ピエ
トロ広場に隣接する多層階のジャニコロ・カーパークです。チビタベッキアーローマ間の移動
は片道約１時間半を要します。 

                                             
 
ローマの宝物 

TREASURES OF ROME 

ツアー番号：ROM020 
ツアー料金：大人＄１５７～ 子供＄１１４～(３～１２) 
所 要 時 間：約９時間 
          
チビタベッキアからバスで高速を利用しローマの中心に向かいます。 
ローマに到着後、ローマの最高建築の一つコロッセオを見学します。内部に入場すると古代ローマの栄
華がどれだけのものだったか、容易に想像がつきます。展望地点からは、かつて７６の出口や大理石の
観客席と動物や剣闘士達が出番をひそかにまっていたあの地下通路などがある巨大アレーナをご覧い
ただけます。コロッセオから僅かな距離にあるフォロ・ロマーノへ徒歩で移動します（外観のみの見学）。
かつて全ローマ帝国の重要事項の決定が行われていた元老院の遺構をご覧ください。 
トレビの泉ではコインを後ろ向きで投げると再びローマに戻れるというロマンチックな伝説を試して
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みましょう。次に巨大な柱と荘厳な半球状のドームのパンテオンを外観より見学します。そして自由時
間を設けますので、魅力的なナボーナ広場でお店やブティックを覗いたり、各々お楽しみください。イ
タリア式の昼食で観光で消費したエネルギーを補いましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。徒歩と立ち見による相当量の観光が含まれます（合計約

６時間）。ヒールのない履きなれた靴を着用ください。教会へはきちんとした服装でご入場く
ださい。訪問順序は現地の都合により変更になる場合があります。 

                                             
 

コルフ島 

CORFU 

 
コルフ島ハイライト                
CORFU HIGHLIGHTS 
ツアー番号：CFU002 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄１９～(３～１２) 
所要時間 ：約４時間 
 
バスの背にゆったりと身体を預けて、美しいパリオカストリッツア村へと続く山道へのドライブをお楽
しみください。切り立った崖とゴツゴツした岩場の岬は所々に銀白色の砂の入り江とエメラルド・グリ
ーンの森の間から点在します。海岸に突き出ている崖の頂上には聖母マリアに捧げられた荘厳な修道院
が建てられています。美しく手入れされた庭園と、１８世紀に遡るビザンチン様式の修道院をご覧くだ
さい。 
次の訪問地は、コルフ島の中心部にあるヴェネチアの要塞です。ガイド同行で狭い通路を歩き市民公園
やクリケット競技場、そしてコルフで最も有名な聖スピルドン教会などを見て回ります。ここからは自
由行動となり更に観光を続けるか、数多くあるオープン・カフェで行きかう人々を眺めるなど、思い思
いの時をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。修道院には１５段の階段があり、約２７メートルの急な

上り坂を歩いていただくことになります。コルフの旧市街は、凸凹のある地面を歩く徒歩によ
る観光ですが、旧市街では約１時間の散策タイムをおとりします。歩き易いウォーキングシュ
ーズをお勧めします。修道院の内部はフラッシュ撮影が禁止されている他、半ズボンでの観光
は許されません。女性は肩を覆う服装が求められます。またこのツアーでは随所にヘアピンカ
ーブがありますので、めまい症の方はご注意ください。 

                                             
 
コルフ島気まま観光                                                              
LEISURELY CORFU  
ツアー番号：CFU004 
ツアー料金：大人＄５３～ 子供＄１８～(３～１２) 
所 要時間：約３時間半 
 
島の尾根をたどって今も伝統を守り続ける山岳の村々を訪れます。 
コルフ島の新要塞（ネオ・フルリオ）と目の覚める様な町の景観をみはるかす旧要塞（パレオ・フルリ
オ）を車窓にて楽しんだ後、田園地方に向かう前には、聖ミカエルと聖ジョージ宮殿や海沿いの遊歩道
（エスプラナード）やクリケット競技場なども車窓から見学し郊外に進みます。６か所の小さな入り江
の中心に、切り立った崖を背景にはオリーブやレモンや糸杉の並木に囲まれて絵の様に広がるリゾート、
パレオカストリッツァをカメラに収める絶好の機会でもあります。 
コルフ島特産のクム・クアット蒸留所の訪問で、金柑のリキュール試飲を楽しむ時には、また別の感覚
が刺激されることでしょう。この柑橘類の果物は、コルフ島のみで収穫され、最も有名な特産品の主原
料となっているのです。 
その後は時間が止まったような夢の様な山岳村のラコネス村を訪れ、全景をたのしむかたわら、狭い昔
からの路地やアーチの間を歩きまわったり、地元のパン屋さんで美味しいカプチーノを味わったりと思
い思いの時をお過ごしください。 
 
ご案内：パリオカストリッツアの村では起伏のある道路があり、クム・クアット蒸留所には数段の階段

があります。またこのツアーでは随所にヘアピンカーブがありますので、めまい症の方はご注
意ください。 
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小グループで回るコルフ宮殿巡り 
COLONIAL PALACES OF CORFU – SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：CFU008 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３５～(３～１２) 
所 要時間：約４時間半 
 
コルフ島はギリシャの島の中で最も樹木が茂り緑濃い景観を持つ島です。オリーブ、オレンジ、レモン
の木々が茂り、その間を高く優雅な糸杉が縁取る島の光景を見ればその事がすぐに納得できるでしょう。 
ガストゥリの村にはアヒリオン宮殿（別称皇妃エリザーベトの別荘）があります。この宮殿の美しさに
は誰もが強い感銘を受ける事でしょう。ここでは手入れの行き届いた庭園を散策し、美しい草花や彫像
の数々をご鑑賞ください。特にドラマチックな死際のアキレス像は見逃せないものです。 
モン・レポス宮殿はエリザベス女王の夫君でエディンバラ公フィリップ殿下が誕生した場所です。現在
宮殿はパレオポリス博物館に生まれ変わり、考古学発掘調査で発見された様々な遺物が展示されていま
す。美しい庭園に囲まれた敷地内には古代ギリシャの神殿と、ビザンチン時代の町が見られます。高台
から眺める息を呑む様な地中海の絶景がこの場所に更なる美しさをつけ加えています。 
途中地元のお店で休憩を取り、軽い飲食を楽しみながらリラックスしたひとときをお過ごしください。 
その後はコルフの旧要塞で停車し、美しい旧市街を背景にお写真を撮影いただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーはガイド一人に付き２５名までとなります。

ツアーは曲がりくねった道路のドライブが含まれる他、コルフの町の観光にはガイド説明がつ
きませんのでご注意ください。ご希望者はツアー後も町に残って自由に観光を続け、ご自分で
船に戻っていただく事も可能です。その際はガイドにその旨をお伝えください。アヒリオン宮
殿の庭園には５０段の階段があり階段には手すりがありません。ツアー全体には、徒歩による
観光が約 1時間含まれます。履きなれた滑り止め付きの靴をお勧めします。 

                                             
 

コルフ島クルーズと水泳体験（昼食付） 
CRUISE & SWIM 
ツアー番号：CFU009  
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３２～(３～１２) 
所 要時間：約７時間 
 
貸切ボートで、コルフ島北東部の沿岸をゆったりとクルーズするツアーです。沿岸に連なる小高い崖が
小さく静かな湾を見下ろし、その崖まではなだらかに起伏を描く草原が続いています。 
約１時間半のクルーズで、人里離れたリムノプウラというビーチに到着します。孤立したところにある
為、ビーチには脱衣所や洗面所などの設備はなにもありません。 
ビーチでリラックスしていただいている間にヨットのクルーによって船内に昼食場所が整えられます。
昼食の支度が整い次第、船にお戻りいただき、地元のワインと共に美味しい昼食をお楽しみください。 
昼食後はカシオピという美しい海浜リゾート地までボートでご案内いたします。ここでは村の散歩など、
存分に自由時間をお楽しみください。その後再びボートに乗り、アギオス・アルセニオス湾に向かいま
す。ここでも水泳をしたり、リラックスしたりと思い思いの時をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはボートで行います。水着とタオル、日焼け止めをお忘れなく。夏場の旅行シーズ

ンのビーチには他にも何艘かのボートが訪れているはずです。ビーチは小石だらけです。ボー
トは沖合いに錨を下しますので、ビーチに全ての私物をお持ちください。アギオス・アルセニ
オス湾で泳ぐには、ボートから直接深い海中に入っていただくことになります。下船の際は梯
子を下りて、水中を歩いて岸に向かう必要があります。安全上の理由から、ビーチや船上での
バーベキューは禁止されています。昼食はご出発前の朝に調理されています。オープンデッキ
のスペースには限りがあり、全て自由席となっています。 
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コルフ名所巡り（昼食付）                                                    

THE BEST OF CORFU  
ツアー番号：CFU010 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４７～(３～１２) 
所 要時間：約７時間 
 
最初に訪れるのは数ある地中海の絶景の中でも群を抜いて美しいといわれるパリオカストリッツア村
です。この村の丘が連なる海岸線に抱かれ、オリーブやレモンの木々で縁取られた信じられない程美し
い青緑色の海の色を持つ６箇所の小さな入江には誰もが感動せずにはいられないでしょう。その後短い
ドライブで崖の上に突き出した形で建つ聖母マリア修道院を訪ねます。１８世紀に建てられたこの修道
院は周囲の比類の無い美しさを引き立てるすばらしい景観を誇っています。 
 
続くガストゥリの村ではアヒリオン宮殿を訪ね小高い丘の上に広がる彫像群で有名な庭園を散策しま
す。このコロニアル風の宮殿は「００７ユア・アイズ・オンリー」の舞台ともなりましたので思い出す
方もいるでしょう。高台にある庭園には有名な死際のアキレスの彫像がある他、眼下の絶景も見逃せな
いものです。 
 
コルフ中央の山麓の丘に位置するワイナリーではギリシャ伝統料理の昼食が供されます。周囲の景色を
鑑賞しながら、一杯のワイングラスを傾け、美味しい昼食を味わいながらコルフ島の人々による民族舞
踊ショーをお楽しみ下さい。 
 
コルフの町の観光にはガイドが同行し、町が醸し出すエレガントな雰囲気に存分にひたっていただく事
ができます。ツアーは町の旧市街を抜けて聖スピリドン教会に向かいます。教会の小さな礼拝堂にはこ
の島の守護聖人が眠る光り輝く銀色のお棺が安置されています。 
 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ツアーの大部分の平坦な道路を１時間半歩く行程が含ま

れます。修道院には１５段の階段があり、アヒリオン宮殿の庭園には５０段の階段があります。
修道院訪問の際は女性は肩を覆う服装が求められ、男女とも半ズボン等は避けていただき、適
切な服装を心掛けてください。 

                                             
 

グリファダ・ビーチでのひと時 
GLYFADA BEACH ESCAPE 
ツアー番号：CFU014  
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄１８～(３～１２) 
所 要時間：約６時間半 
 
往復送迎バスを利用し、島で一番人気の高いグリファダ・ビーチに向かい、日光浴を楽しんだりリラッ
クスしたり、海で泳いだりして約５時間をそれぞれお過ごしください。 
グリファダ・ビーチは叙事詩オデゥッセイアの後記にオデュッセウスが故郷イタカ島に戻る途中に立ち
寄った所と言われています。 
ビーチにはカフェテリアや売店がありますのでお飲物などお買い求めいただけます。有料でサンベット
とパラソルの貸し出しもありますので、現地通貨をお持ちください。 
 
ご案内：このツアーはバスの移動となります。ビーチへは約 140メートル程歩いていただきます。日焼

け止め、帽子、タオルと現地通貨をお忘れなくお持ちください。ビーチでは現地業者がウォー
タースポーツなど勧誘していますが、こられはキュナード社とは一切関係はありません。 
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コルフ観光とワイナリー探訪 
CORFU SIGHTS & WINERY 
ツアー番号：CFU015 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２６～(３～１２) 
所 要時間：約４時間半 
 
 
パレオカストリッツァには、オリーブや糸杉やレモンの樹木に縁取られた、海に沿った小高い丘の内側
や岬に隠された信じられない程美しい青緑色の海水が満ちた小さな入り江が６個所あります。伝説によ
れば、この地こそオデュッセウスが最後の難破の後、ナウシカに出会った場所と言われています。ここ
では崖の上に建つ修道院で、現在でも修道士たちが暮らしている聖母マリア修道院を訪問します。１２
２８年に建立された修道院ですが、現在残っている建物は１８世紀に改築されたもので、他に較べるも
のが無い美しさを誇っています。 
テオトキー農園は肥沃なロパ渓谷の中に位置し、この島で一番古くから住み着いた一族の住いとなって
いる所です。この農園では島で１，２を争うワインの名品と、誰もが追い求める絶品のオリーブ油を生
産しています。屋敷の中でワインとオリーブ油の製造過程を見学した後、地元産のチーズや焼きたての
パン、そこで取れたオリーブやオリーブ油などと共にワインの試飲をお楽しみいただきます。勿論ここ
でお好みのワインやオリーブ油を購入することも出来ます。 
コルフ・タウンは観光客で賑わうエレガントな町で、チャーミングな魅力を見せる一方、目まぐるしい
面もあり、絵の様に美しい中世の雰囲気と、近代的なリゾート地としての便利さを兼ね備えている所で
す。ガイド同行の旧市街観光の後、各自思い思いに散策出来る自由時間が設けられています。 
ツアーには短時間、島の守護神を祭る聖スピリドン教会の外観見物や独特な形をした鐘楼の見学が含ま
れます。 
 
ご案内 ：このツアーはバスと徒歩で行います。コルフ旧市街の観光は徒歩でのみ行われ、平坦な道路

を徒歩での観光していただきます。修道院訪問では聖地訪問に敬意を払った服装を心がけてく
ださい。女性は肩を露出しない様にショールなどで覆うことが必要で、短パン姿は男女とも許
されません。聖母マリア修道院へは１５段までの階段があります。修道院内部でのカメラ及び
ビデオ撮影は禁止されています。 

                                             
 

小グループで回るコルフ宮殿とコルフ島の田舎巡り 
ROYAL & RURAL CORFU – SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：CFU016 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３２～(３～１２) 
所 要時間：約４時間半 
 
ガストゥリの村にはアヒリオン宮殿（別称皇妃エリザーベトの別荘）があります。この宮殿の美しさに
は誰もが強い感銘を受ける事でしょう。ここでは手入れの行き届いた庭園を散策し、美しい草花や彫像
の数々をご鑑賞ください。特にドラマチックな死際のアキレス像は見逃せないものです。 
コルフの山の頂にひっそりとたたずむ美しい緑に揺れる松、杉やオリーブの木々で覆われたコルフの山
頂に伝統の村カト・ガロウナがひっそりと佇みます。古いオリーブ工場の中にある小さな博物館を訪れ、
オリーブオイルの伝統工法をご覧ください。伝統を引き継ぐ最後の工芸家による手織りのカーペット制
作の実演を行います。最後にこの美しい静かな村を散策するお時間を設けます。 
地元のタベルナで焼き立てのパンとオリーブオイル、フェタチーズとサラミなどのおつまみと歓迎のワ
インと共にご賞味ください。その後はコルフの旧要塞で停車し、美しい旧市街を背景にお写真を撮影い
ただけます。このツアーはコルフ・タウンのガイド説明がつきませんのでご注意ください。希望者はツ
アー後も町に残って自由に観光を続け、ご自分で船に戻っていただく事も可能です。その際はガイドに
その旨をお伝えください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーはガイド一人に付き 25 名までとなります。

アヒリオン宮殿の庭園には５０段の階段があり階段には手すりがありません。バスの昇降地点
から村の外れまで約 180メートル歩きます。村は山の斜面に円形広がるため小さな博物館や村
の散策には段差や階段の上り下りをしていただく必要があります。 
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コルフ島リゾートでのひと時 
CORFU RESORT GATEWAY 
ツアー番号：CFU017  
ツアー料金：大人＄４５～ 子供＄１８～(３～１２) 
所 要時間：約６時間半 
 
コルフ島は数多くあるギリシャの島々の中でも植物が青々と茂る肥沃な島で、島北部へドライブしてい
くとその違いがよく分かります。肥沃な田舎に進んでいくと素朴で美しい島の側面が開けてきます。コ
ルフ島北部沿岸に広がる大きな砂浜のビーチ、カラマキビーチは遠浅の海と整備された施設があること
から家族連れには最適です。約２時間の自由時間を設けておりますので、太陽の下ゆったりと寛いだり、
透明な海で水遊びなど、それぞれお楽しみください。 
コルフ北東端にあり小さく綺麗な入り江には素晴らしいリゾート村のカシオピがあります。バー、カフ
ェテリア、タベルナが数多く並び、海岸通りには小さなビーチが広がります。約２時間の自由時間があ
りますので、この美しい村の散策をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスで行いますがガイド案内はありません。バスから下車いただいて、ビーチへ

は約１４０メートル程歩いていただきます。港への帰路は部分的に曲がりくねった道を通りま
す。サンベットやビーチパラソルはこのツアーには含まれていません。水着の着用、タオルと
日焼け止めをお持ちください。昼食や飲み物やサンベットを借りる為に現地通貨のユーロをお
忘れなくお持ちください。夏はビーチが大変混み合います。このツアーをお申し込みされる前
にショアエクスカーション冊子のシンボル“海やビーチで行われるツアー”欄をご覧ください。 

                 
 

コトル（モンテネグロ） 

KOTOR 

 
 
モンテネグロのリヴィエラ観光 
MONTENEGRO RIVIERA 
ツアー番号：KOT001 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄１８～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
モンテネグロ沿岸の、数限りなく続く湾や島々とビーチの美しい自然について多くの人々に語り継がれ
ています。小さな半島に位置するブドヴァ市には歴史的な遺跡が沢山残っています。１５世紀に造られ
た石壁で囲まれた旧市街の狭い通路や広場をぶらぶらお散歩するのも楽しいでしょう。ブドヴァでの自
由時間ではショッピングをしたりカフェでくつろいだりと思い思いの時をお過ごしください。 
コトルに戻る道中ではモンテネグロ沿岸の絶景をお楽しみいただけます。コトルに到着後ガイド同行の
徒歩観光が始まります。UNESCOの世界遺産に登録されたこの都市では、１２世紀建立の聖トリプン大聖
堂や海洋博物館を訪問します。セルビア正教会である聖ルカ教会は外側からの見学となります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。徒歩による観光が約１時間半含まれ、一部石畳みの道路

がありますので、歩き易い靴でご参加いただくことをお勧めします。大聖堂と海洋博物館の入
口には数段の階段があります。 

                                             
 

歴史に彩られたモンテネグロ観光 
HISTORIC MONTENEGRO 
ツアー番号：KOT002 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２０～(３～１２) 
所 要時間：約５時間半 
 
まずは徒歩観光にて古都コトル旧市街の魅力を十分に味わっていただきます。 
 
その後は観光バスに乗り車窓の風景を楽しみながら、クリスタックの展望台を目指します。この展望台
は９１５メートルの高台にあり、アドリア海で唯一のフィヨルドがある美しいボカ湾を見晴らすことが
できます。ここから内陸に向かい、ニジェケシの村で、自家製のチーズや、ハムの燻製、地元産のブラ
ンディやワイン（又はソフトドリンク）などの試食を楽しんでいただきます。 
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その後、モンテネグロのかつて首都であったツェティニェを訪れ、モンテネグロの最初で最後の国王だ
ったニコラ王の宮殿を観光します。観光後は再びブドヴァ・リヴィエラ沿岸のパノラマを楽しみながら
帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。徒歩による観光が約２時間含まれます。山岳ドライブで

は２５か所のヘアピンカーブがありますので、めまい症の方にはお勧めいたしません。二コラ
王宮殿内部の撮影は禁止されています。 

                                             
 

徒歩によるコトル観光 
DISCOVER KOTOR ON FOOT 
ツアー番号：KOT003 
ツアー料金：大人＄３４～ 子供＄１２～(３～１２) 
所 要時間：約１時間半 
 
モンテグロの最も美しい湾に沿って広がるのがコトルです。保存の行き届いた旧市街は１２世紀から１
４世紀にかけての典型的な中世時代の雰囲気をそのまま残している所です。中世の建造物や記念碑の
数々とその豊かな文化を受け継いている所から、コトルは UNESCO歴史文化遺産に登録されました。 
ガイド同行の徒歩観光では、網の目の様にめぐらされた狭い道路や広場を巡り、中世の息吹きを感じて
いただきます。広場の１つにはローマ文化からの遺跡でコトルのシンボルでもある聖トリプン大聖堂が
あります。その他にも１３世紀建立のセルビア正教会である聖ルカ教会や１７世紀建立の王子の宮殿、
そしてナポレオン劇場などの見どころがあります。 
その後海洋博物館を見学した後は自由時間となりますので、それぞれ思い思いの観光をお楽しみくださ
い。 
 
ご案内：このツアーは徒歩での観光で約 1時間半歩きます。大聖堂と海洋博物館の入口には数段の階段

があります。セルビア正教会の聖ルカ教会、王子の宮殿、ナポレオン劇場は外観のみの見学と
なります。 

                                             
 
ぺラスト観光とボカ湾の絶景 
PERAST & BOKA BAY 
ツアー番号：KOT004 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１５～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
ツアーの最初では、連続した４つの海峡からなるボカ湾の絶景を見ながら穏やかな海面を渡る船でのク
ルーズをお楽しみいただけます。湾の４方向は高い崖で囲まれていて、アドリア海の群青色を映し出し
ています。 
湾に深く入り込んだ場所にある二つの小島のひとつ岩礁の聖母島（Our Lady of Rocks）にはバロック
様式の教会が建っています。伝説によれば、この小島は古代の誓いを守り続けた船乗りたちによって何
世紀にも渡って形成されたものだといわれています。船乗りたちは航海に成功して無事帰還すると感謝
の祈りをこめてこの湾に岩を供えたのです。それが数百年間続く頃には岩が山の様に盛り上がってきて
小島を形成する様になったのだということです。岩礁の聖母はここで見ることができます。教会内には
１７世紀のぺラスト出身の画家の手による６８枚の油絵が飾られていますが、その中で最も有名なのは
９メートルもある巨大な“聖母マリア昇天図”です。 
岩礁の聖母島を見学した後は、ペラストというのどかな町を訪ねます。この町はモンテネグロで最も良
く保存されたバロック様式の町で、１７世紀から１８世紀の建造物が建ち並んでいます。ペラストは宗
教的モニュメントの豊富さでも知られ、１５世紀から１７世紀に建てられた聖二コラ教会がその代表的
なものです。ぺラスト観光では海洋博物館の見学も見逃せません。 
 
ご案内：このツアーはボートと徒歩で行います。徒歩での観光が約１時間半含まれます。博物館の内部

には階段があります。 
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モンテネグロ名所巡り 
BEST OF MONTENEGRO 
ツアー番号：KOT006 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄２２～(３～１２) 
所 要時間：約５時間１５分 
 
コトルでは知識豊富なガイドの案内にしたがって徒歩で中世都市を巡ります。聖トリプン大聖堂は数世
紀にわたり建設が続けられ、最終的に完成したのが１１６６年の事でした。聖堂内部は値段のつけられ
ないほど貴重な芸術作品や地元の金銀細工師による見事な建具や内装を見ることができます。 
人気のある海洋博物館には大航海時代に描かれた海にまつわる絵画や船の模型、美術工芸品や航海具な
ど数多くの展示品が見られます。 
その後、車窓からの絶景を楽しみながらバスでニジェクシ村の方向に向かい、美しいボカ湾を見下ろし
クリスタック展望台で停車します。モンテネグロの西部に位置するボカ湾は、ヨーロッパでも最高に素
晴らしい自然港として知られています。紺碧に輝くアドリア海の透明な海面に広がる連結した４つの海
峡と７つの島があります。 
そこから南方向に進むとニジェクシ村に到着します。ここは地方都市特有の建造物が元のままの形で保
存されている村で、国立公園の一部となっているロブチェン山の斜面に位置しています。地元民のおも
てなしぶりも伝説的なもので、燻製ハムを製造している燻製小屋を訪問し、焼き立てのパンと一緒に供
される自家製のハムやチーズの試食をお楽しみいただけます。更に地元のワインやブランディの試飲も
見逃せません。 
 
ご案内：このツアーにはバスと徒歩で行います。徒歩での観光が約１時間半含まれ、石材などで舗装さ

れてはいますが起伏のある道路を歩きます。大聖堂と博物館入口には数段の階段があります。
山岳ドライブには２５か所のヘアピンカーブがありますので、めまい症の方にはお勧めできま
せん。 

                                             
 

青の洞窟と RIB ボートアドベンチャー 
BLUE CAVE ＆ RIB ADVENTURE 
ツアー番号：KOT011 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄５４～(８～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
高速レジャー用ゴムボート RIBに乗って、スリルを味わいながらコトル湾を疾走するツアーです。 
水面を波を切って進む間、目の覚める様なコトルや周辺の島々の絶景をお楽しみいただけます。 
ツアーのハイライトは青の洞窟観光です。モンテネグロ沿岸でもとても素晴らしいことで有名なこの洞
窟は、隠れた自然の造形美を誇ります。晴れた日には、太陽の光が海面に反射して、様々な色合いの青
や群青色が広がってゆきます。停泊中には透き通る海水の中で水泳を楽しむことも可能です。 
その後は、ザンジス・ビーチの近くにある小さな村を訪ねます。ウェルカム・ドリンクで喉をうるおし
ていただいた後は、約２時間の自由時間がありますので、太陽の下で思いっきりリラックスして日光浴
や水泳を楽しんだり、また地元のレストランでランチを味わうこともできます。このすばらしい経験を
お見逃しないように。 
 
ご案内：このツアーはレジャー用ゴムボート RIBで行います。参加人数に限りがありますのでお早めに

お申し込みください。背中や首に問題がある方、高速でバウンドが激しくクルーズに体調が合
わない方にはお勧めいたしません。また妊婦の方、８歳未満のお子様は参加いただけません。
救命胴衣が支給されますので乗船中は常時身に着けている必要があります。ツアーご参加の前
には水着を身に着け、タオルと日焼け止めをご持参ください。サンベットとビーチパラソルが
ご利用いただけます。お買い物の際、クレジットカードは使えませんので飲み物または昼食を
ご購入予定の方はユーロをご持参ください。悪天候の際は、青の洞窟の観光が中止になる場合
がありますのでご了承ください。 
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オフ・ロード、ジープ・サファリ体験 
OFF ROAD JEEP SAFARI 
ツアー番号：KOT012 
ツアー料金：大人＄９４～ 子供＄４６～(８～１２) 
所 要時間：約５時間半 
 
４輪駆動ジープで、ロブチェン国立公園内の未踏の山中に分け入り、新たな発見をお楽しみいただくス
リル満点のドライブ・ツアーです。 
４輪駆動車に乗り中世城砦都市コトルを抜けて、驚くほど美しいボカ湾の景色を楽しみながら、幾度も
のヘアピンカーブを超え、曲がりくねった山道を上ってゆきます。 
ロブチェン国立公園に到着後は、オフロードに踏み入り、国立公園の自然美の中に生い茂る樹木や草花
などを鑑賞しながらのドライブをお楽しみいただきます。公園の中で最も美しい場所と言われているの
がロブチェン山の麓にあるイヴァノバ・コリタです。ここでは息を呑むような絶景を背景にした撮影タ
イムがあります。この緑したたる峡谷から更に上に向かいロブチェン山の斜面をたどってニジェクシ村
に到達します。ニジェクシ村では名物の燻製ハムやチーズなどの試食をお楽しみいただきます。 
帰路も同じくロブチェン山の曲がりくねった道路をくだりながら、眼前に広がる更に美しい景色をご堪
能いただきます。 
 
ご案内：このツアーは４輪駆動ジープで行います。バウンドの激しいドライブの為、怪我をしていたり

体調がよくない方にはお勧めしません。妊婦と８歳未満のお子様はこのツアーには参加いただ
けません。１台のジープの定員は５名で、ドライブ中はシートベルト着用が義務付けられてい
ます。山岳ドライブには２５か所のヘアピンカーブがありますので、めまい症の方にはお勧め
しません。グループ全体で１名のガイドがつく条件となっていますので、数台のジープを使用
の場合には先頭から後のジープへは無線ラジオでガイドの説明が流れることになります。 

                                             
 
ブドヴァのリビエラクルーズとビーチでのひと時（昼食付） 
BUDVA RIVIERA CRUSIE AND BEACH 
ツアー番号：KOT015 
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄３０～(３～１２) 
所 要時間：約６時間１５分 
 
景観を楽しみながらドライブしリゾートの村ブドヴァに向かいます。ここで遊覧船に乗り、海岸沿いの
クルーズが始まります。ゆったりと寛ぎながら絵葉書のような村々や美しいビーチを眺めながら美しい
景色を思い存分お楽しみください。 
高級リゾート地のスヴェティ・ステファンでのお写真撮影をお忘れなく。本土と狭い地峡でつながれた
小さな島にあり、この地域では美しさと知名度が高い場所の一つです。 
引き続きクルーズでベチチビーチにあるザ・クイーン・オブ・モンテネグロ・ホテル＆リゾートに向か
い、約３時間の自由時間を過ごします。1936年パリで開催された万国博覧会でこの３キロ続く砂浜と小
石のビーチは地中海で一番美しい海岸と賞されました。無料のサンベットに横になり日光浴やビーチに
あるリゾートのレストランで美味しい昼食などお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス、遊覧船と徒歩で行います。バドヴァへはバスで片道約４５分間の道のりで

す。約１５分の徒歩が含まれます。復路のバスの乗車に数段の段差があります。水着、タオル
と日焼け止めをお忘れなくお持ちください。サンベットとビーチパラソル（パラソルはお二人
に一つ）が含まれます。水泳の前のアルコール飲料はご遠慮ください。ビーチでは現地業者に
よるウォータースポーツなどを供給しています。これはキュナード社とは一切関係がありませ
ん。 
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ドブロブニク  
DUBROVNIK 
 
 
ドブロヴニク名所巡り 
BEST OF DUBROVNIK 
ツアー番号：DBV002  
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄１５～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
城砦の壁や、旧市街の瓦屋根、美しい町並みのパノラマの様な眺望を楽しみながらのドライブからツア
ーがはじまります。 
比類の無い美しさと豊かな文化遺産の数々から UNESCO の世界遺産に認定された市街を徒歩で楽しんで
いただきます。強固な塁砦やかつての砦は、建築技術と文化遺産の最高峰と称されています。 
徒歩にて総督邸(文化歴史博物館)やフランシスコ会修道院を通り、ドミニコ会修道院と大聖堂を訪れま
す。スポンザ宮殿、聖ブレイズ教会、鐘楼、オノフリオの大噴水などは外観の見学のみとなります。 
船に戻る前には、思い思いにショッピングを楽しんでいただく為の自由時間を設けてあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりまます。徒歩観光は大部分が平坦で滑らかな舗道を歩

いていただきます。博物館入り口には数段の階段がある所もあります。ヒールの無い歩きやす
い靴をお勧めします。 

                                                                       
 
陸と海からのドブロブニク観光 
DUBROVNIK BY LAND & SEA  
ツアー番号：DBV006  
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２０～ (３～１２) 
所 要時間：約３時間半  
 
旧市街へのクルーズ中はゆったりと座席に座って船の動きに身をゆだね、息を呑む眺望を全身でお楽し
みください。クルーズ中お飲物を楽しみながらゆったりとお寛ぎ下さい。船が歴史のある旧ドックに停
泊する前には、中世の船乗りたちの気持ちになって豪快なロピリィエナッツ砦の威容を楽しんでいただ
きます。旧市街の中心地では足を伸ばし、ガイド同行でドブロブニクの観光名所を徒歩で訪ねて歩きま
す。様々な名所の中でもドミニコ会修道院と大聖堂見学は見逃せません。その他の名所、聖ブレイズ教
会、オノフリオの大噴水、聖ヴラホ守護聖人教会などは外観のみの見学となります。 
その後は自由行動で個人的に市街を散策したり、地元のカフェで飲み物をとりながらリラックスの時を
過したり思い思いに楽しんでいただきます。ツアーは再び美しい海岸線のハイウェイを通り、城砦都市
の壁や、古代からの瓦屋根、絵の様な町並みの景観を眺めながら帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスとボートで行います。観光の順序は交通事情などにより逆になり場合があり

ます。このツアーには約１時間石畳みの舗道を歩く行程が含まれます。1 時間の自由時間の間
の徒歩での散策はそれぞれの裁量におまかせます。船に乗り込む前に数段の階段が含まれ、徒
歩でのツアーでは傾斜のある道路を歩く場合があります。滑り止めのついた歩きやすい靴をお
勧めします。観光日に船がどの埠頭に停泊するかによって、長く埠頭を歩かなくてはならない
場合もあります。船がかなり遠くの埠頭に停泊した場合はバスでの移動となる場合もあります。 

                                             



 
 

11 

魅惑のツァブタットとドブロブニク観光 
CHARMING CAVTAT & DUBROVNIK  
ツアー番号：DBV007 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄１５～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
ドブロブニクの高台へドライブし、上から旧市街の眺望を楽しみ、絵葉書の様な景観を楽しみます。そ
の後、風光明媚なドブロブニクのリヴィエラの東側にあるズパ渓谷を通り、クパリ、スレブレノ、ムリ
ニ、プラトといった美しいリゾート地を通り抜けます。クロアチアの最南端にある可愛らしい小村ツァ
ブタットは二つの半島に挟まった湾内に位置し、アドリア海沿岸では最も古い都市の一つとして知られ
ています。２，３の場所では豊かな文化と歴史の深さに加えて、豊饒な地中海の栄華の跡に、エメラル
ド色の海、新しい建造物が完璧な調和をなしているのを見る事ができます。美しい湾を見下ろす休憩所
で、ソフトドリンクを飲みながらリラックスしたひと時を過した後、自由時間を取り、棕櫚の木が並ぶ
プロムナードをそぞろ歩いたり、可愛らしい村の中を散策したり、ショッピングを楽しんだりと思い思
いの時を過していただきます。 
ドブロブニクに戻った後は、約１時間、それぞれ自由に市街の探索をしていただき後埠頭に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。バスの乗車地点からツァブタットの中心地までは約３０

０メートル徒歩で移動していただきます。自由時間の個人での散策は全て徒歩になり、その間
どの位歩くかは参加者の裁量におまかせします。舗道の一部には石畳みや傾斜のある箇所があ
ります。ツァブタットではソフトドリンクで喉を潤すだけの短時間の滞在となります。休憩所
での座席には限りがあります。交通の事情により休憩時間は、自由行動の後に設けられる場合
があります。 

 
                                             
 

ケーブルカー登山とツァブタット観光                
CABLE CAR & CAVTAT 
ツアー番号：DBV017 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２２～(３～１２) 
所 要時間：約３時間半 
 
ドブロブニクで最初にケーブルカーが出来たのは１９６９年で、山頂からドブロブニクの旧市街とその
周辺の絶景を楽しむ為に長い間旅行者だけでなく地元の人々にも愛されてきました。１９９１年に内戦
が勃発するまで、２５０万人もの乗客がスルジ山山頂まで運ばれたという記録が残されています。残念
な事にケーブルカーは内戦中に破壊され長い間壊れたままに置き捨てられておりましたが、２０１０年
に再建され営業が再開されています。 
バスで麓の駅に向い、ケーブルカーにのります。ゴンドラが上昇するに伴い周囲に広がるクロアチア田
園地方の息を呑む様な絶景が視界に開けてきます。山頂からはドブヴニク市街の目の覚める様な絶景を
お楽しみください。 
 
その後はバスで西に向い美しい田園地方を抜けて、クロアチア最南端の町ツァブタットに向かいます。
二つの半島に挟まれた湾の中に位置するツァブタットは地中海特有の花々が咲き乱れる土地であると
同時にエメラルド色の海と絵の様な家並みが絶妙な調和を見せている町で長い歴史と文化遺産を誇る
町でもあります。 
埠頭に戻る前に思い思いのツァブタット観光をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス、ケーブルカー及び徒歩で行います。スルジ山山頂やカヴタトの町での徒歩

観光の時間は各自の自由選択となります。人気が高い名所の為ケーブルカーの駅では長い行列
が予想されます。 
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カヤックでの城壁周遊       
KAYAK AROUND THE CITY WALLS 
ツアー番号：DBV025 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３８～(８～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
旧市街の前にあるピレ門へ小ドライブの後、カヤックでの冒険が始まります。ガイドと合流し安全に関
する説明とカヤックの基本動作の説明を受けます。 
カヤックに乗り込み、先導するガイドの後ろにつづき、クリスタルのように透明なアドリア海へパドル
を漕ぎ始めます。荘厳な城壁沿いを通りロクムル島に進み、ゆったりと島の周りをカヤックで回りまし
ょう。隠れた洞窟ビーチのベティナに立ち寄ります。ゆっくりと休憩をしたり海に入りリフレッシュを
したりしていただく機会があります。 
ビーチにて寛いだ後、再びカヤックを漕いでドブロブニクに戻り、バスで船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとカヤックで行います。２時間のカヤックの時間があります。シーカヤック

は安定しており、２つ座席があるシットオントップカヤックです。８歳未満のお子様や妊娠中
の方は参加いただけません。参加者は泳ぎが得意で健康な方に限ります。帽子、サングラスと
濡れてもいい靴、タオルとオイルが含まれない日焼け止めをお持ちください。更衣室やトイレ
はないので、水着は事前に着用しご参加ください。救命胴衣を着用いただきます。所持品を入
れる防水容器を貸し出しがありますが、身の回りの物は最小限にお願いします。ツアー後旧市
街に残る方は各自の責任で船にお戻りください。 

 
                                            
 

エラフィッティ諸島・島めぐり観光 （昼食付）       
ELAPHITE ISLAND HOPPING  
ツアー番号：DBV027 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２９～(３～１２) 
所 要時間：約７時間半 
 
エラフィッティ諸島は地中海と亜熱帯の植物帯が広がる美しい島々の集合体です。このツアーでは諸島
の中で代表的な３つの島、コロチェップ、シパン、ロプッド島を訪れます。 
１６００年頃の貿易船を模した観光船に乗りこみ、目の覚める様な絶景を楽しみながら、美しいコロチ
ェップ島に向かいます。島全体が緑濃い松の木の森で覆われているコロチェップ島は、手つかずの自然
美がそのまま残る静かな島です。ここではオリーブの樹林を縫っての散歩や、小さな教会の見学、ある
いは透明なアドリア海での水泳などをお楽しみください。 
次の訪問地はシパン島（別名＝黄金島）となります。この島はエラフィッティ諸島で一番大きな島で、
最も肥沃な島でもあります。静かな島内を歩いて回ったり、１５世紀頃にドブロブニクの貴族たちが建
てた夏の別荘を見て回ったりと思い思いの時をお過ごしください。 
その後再び船に戻り、船内でお魚のグリルランチを楽しみながら、最後の停泊地ロプッド島へ向かいま
す。海運の島として長い伝統を誇り、美しい砂浜を持つロプッド島はエラファイト諸島の中でも最も人
が訪れる人気のある島です。ここではビーチで日光浴を楽しんだり、透明な海で水泳をしたり、のんび
りと周りの光景を楽しんだりと自由なひとときをお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーは観光船で行います。水泳をご希望の方は水着の着用と、タオル、日焼け止めをお

忘れなく。ビーチに脱衣所はありません。ビーチ・チェアとパラソルはツアー代金に含まれま
せんが、ロプッド島には有料レンタルがあります（現地払い）。ビーチでは各種ウォータース
ポーツ機材のレンタル・ショップがありますが、キュナード社とは一切関係がありません。 
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小グループ 城壁歩き       
WALK THE CITY WALLS-SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：DBV034 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３６～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
海岸線を通る高速道路を通り光り輝くアドリア海とユネスコ世界遺産に登録されたドブロブニク旧市
街が一望できる展望ポイントまでドライブします。旧市街に入り、ご自身の足で街の大きさと９００年
の町の歴史を城壁の上から発見しましょう。この古い街を丸く取り囲む長さ約２．４㎞の城壁を歩きま
す。途中ガイドが町の歴史や城壁建築などの興味深い事実をご説明します。城壁の上から塔、堡塁、砦、
遠くには田舎の景色や海岸沿い、魅力的な赤褐色の瓦屋根などが一望でき古いドブロブニクの比類の無
い光景を発見いただけるでしょう。 
そして船に戻る前にそれぞれ観光やお買物など自由時間をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行います。城壁には数多くの階段と坂があり、滑りやすく手す

りのない場所を歩きます。日焼け止め、帽子とヒールのないの歩きやすい靴を着用ください。
ツアー中ペットボトルのお水が配られます。 

                                            
 
ゲーム・オブ・スローンズ 徒歩観光       
GAME OF THRONES WALKING TOUR 
ツアー番号：DBV035 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄６０～(３～１２) 
所 要時間：約５時間半 
 
ジョージ・マイケルの小説‘氷と炎の歌’を原作にしたアメリカの人気テレビシリーズのドラマ‘ゲー
ム・オブ・スローンズ’は愛と宗教、殺人と伝説が混ざり合う物語で多くの視聴者を夢中にさせていま
す。中世の城壁都市ドブロブニクは七王国の首都で架空の都市キングスランディングの公式ロケ地です。 
船より短時間の移動で旧市街に到着し徒歩観光が始まります。お気に入りの登場人物の足跡を知識豊富
なガイドの案内で多くの血みどろの戦いが繰り広げられた‘赤い王城レッド・キープ’ロブリィエナッ
ツ要塞に向かいます。１１世紀に建てられたこの城から素晴らしい‘ブラックウォーター湾’の眺めが
楽しめます。そして第１シーズンでバラシオンにより攻撃を受けた城壁の上に登ります。想像力をフル
に使いここで撮影された光景を心の中に描きましょう。 
ツアーの最後に第３シーズンで荘厳なキングスランディング宮殿の重要な撮影地だったトレステノ庭
園の景観をドライブしながら向かいます。熱帯植物や木々や低木が数多く植えられています。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われ、階段の上り下りを含む徒歩観光が３時間含まれます。

撮影地を訪問し、撮影セットは訪問しません。すべての撮影地は撮影後、元通りにされていま
す。このツアー参加人数は限られますので、お早めにお申込みいただくことをお勧めします。 

                                            
 
サンセットクルーズ       
SUNSET CRUISE 
ツアー番号：DBV037 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄４６～(３～１２) 
所 要時間：約３時間 
 
１６世紀のガリオン船を模して造られたガリオン・ティレナ号に乗船し、素晴らしいサンセットクルー
ズに出発します。歴史を感じる船に乗り込みドブロブニク沿岸を航行し、ラパド半島から緑あふれるダ
クサ入江の間を通ります。有名なエラファイト諸島とペトカの丘が途中ご覧いただけます。夕暮れ時、
地平線に沈みゆく太陽を眺めながらシャンパングラスを傾け、素敵なひと時をお過ごしください。 
旧市街に近づき、ダンスの修道院と石造りのロブリィエナッツ要塞を通過し、どっしりと構える城壁が
見えてきます。旧市街で下船し大理石の通りを散策したり、バーやレストランで寛ぐなど、自由時間を
お楽しみください。そして再び船に乗り、ライトに照らし出された城壁を眺めながら帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーは船と徒歩で行います。日の入りが見られるかどうかはその日の天候状況によりま

す。船の接岸位置により船から観光船へは徒歩で移動していただきます。観光船が遠くに接岸
している場合はバスで船乗り場まで移動します。船に乗る際、数段の階段があります。ツアー
に参加する前に夕食をお済ませいただくことをお勧めいたします。 
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ベニス 

VENICE 

はじめてのベニス                                                             
AN INTRODUCTION TO VENICE 
ツアー番号：VCE001 
ツアー料金：大人＄８７～ 子供＄６０～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
ゴシック式アーチや大理石のファサードで有名なドゥカーレ宮殿はベニス一の威容を誇る代表的な建
造物です。金張り格子スタッコ付きの大階段やドゥカーレ伯爵の居室は一見の価値があります。有名な
“溜息の橋”（囚人がこの橋を渡れば二度とこの世に戻れないと溜息をついた故事から）の上からは宮
殿に設けられた牢獄を覗き見ることができます。サンマルコ広場は大きな官公庁の建物群や魅力的なカ
フェに囲まれた広場で、広場一杯にオープン・カフェの椅子が並べられ、１日中観光客や鳩たちが憩い
の時を過しているのが見られます。広場の時計塔の屋根の頂上には仕掛け細工がありブロンズ像のムー
ア人が交互に銅鑼を打ち鳴らして時を告げるのが見られ、９６．８メートルの高さの鐘楼がヴェネチア
の町を見下ろしているのが見えます。サンマルコ寺院は世界で最も美しい建物のひとつで、華麗な彫刻
が施されたロマネスク様式のエントランスの正面ファサードには、それぞれ黄金色のモザイク装飾があ
るアーチが施され、アーチの上には５のドラマチックなドームが見られます。ガイドは内部に入るのが
許されていないので、建物の外で詳しい説明をしてくれます。時間が許せば船に戻る前にサンマルコ広
場周辺で自由にショッピングをお楽しみいただくか、近くのおしゃれなカフェでリラックスしたり思い
思いにお過ごしください。 
モーターボートで移動の間、ベニスを歩いて観光する場合の見所や名所の案内をいたします。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行われ、立見観光がほとんどです。ヒールの無い歩きや

すい靴でご参加いただくことをお勧めします。ドゥカーレ宮殿では全体で１００段以上の階段
を上り下りする事になります。手荷物は入り口のクロークにお預けください。宮殿およびサン
マルコ寺院の内部ではカメラ及びビデオ撮影は禁じられています。寺院内部訪問の場合は適切
な服装を心がけてください。常に長い行列の後ろに並ばなくてはならず、時間に余裕が無く内
部に入れない場合もあります。日曜の午前中は礼拝が行われている為、教会内部には入れませ
ん。高潮の期間中、サンマルコ寺院は予告なく閉鎖される場合があります。 

                                             

ヴェネチア島巡りとゴンドラ体験  
VENETIAN ISLANDS & GONDOLA RIDE 
ツアー番号：VCE002 
ツアー料金：大人＄９８～ 子供＄６０～(３～１２) 
所 要時間：約４時間半 
 
モーターボートでヴェネチア･ラグーンの間を縫ってアルセナーレ（国立造船所）、サン・ピエトロ・デ
ィ・カスティーリョ教会とサンエレナを訪ねます。サンマルコ海盆から大運河の入り口の広々とした眺
望を楽しむ事ができます。１６世紀から始まったガラス工芸で有名なムラーノ島は小さな島ですが、世
界中に質の高いムラーノ・ガラスの名前を広めてきました。ツアーではムラーノ・ガラスの工場を訪ね、
吹きガラスの実演を見たり、ショップでお買い物を楽しむ事ができます。サン・ジョルジョ島ではベニ
スの教会の中でも最も印象深い教会のひとつのサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会を訪ねます。内部
の装飾はどちらかと言えば質素ですが、ティントレットの最高傑作“最後の晩餐”と“マナの収拾”他
の名画を見る事が出来るのです。その後ベニス名物のゴンドラに乗り、細い運河や沢山の橋げたの間を
揺れながらロマンチックな気分にひたります。ヴェネチアで最も有名な移動手段であるゴンドラで水面
を滑る様に進みながら、他では得がたい体験を味わってみましょう。 
ゴンドラ体験後は少し歩いてモーターボートに戻り、船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボート、ゴンドラ及び徒歩で行います。ムラーノ島のガラス工場では１

５段の階段の上り下りがあり、お手洗いも階段を使う事になります。ゴンドラの船着場までは
石畳みの道路を１５分程歩いていただきます。また乗船待ちの行列に並ぶことになるでしょう。
ゴンドラ乗船には機敏な動きが必要です。大雨や強風、潮の満干によってはゴンドラ乗船が出
来ない場合があります。一隻のゴンドラに乗れるのは６名までで、ガイドは付きません。必ず
ヒールの無い滑り止め付きの靴をお履きください。サン・ジョルジョ教会内部を訪問する場合
は適切な服装を心がけてください。礼拝が行われている場合は内部に入る事が出来ず、また予
告なく閉鎖される場合もあり、内部の写真撮影は禁じられています。運行状況により見学順序
は逆になる事もあります。 
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ベニス・パノラマ・ツアー 
VENETIAN PANORAMA 
ツアー番号：VCE003 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３５～(３～１２) 
所 要時間：約２時間半 
 
モーターボートでジュデッカ運河を渡りサン・ジョルジョ・マッジョーレ島に向かいます。その後ラグ
ーンを南下してサン・セルボーロ、サン・ラザロに向かいます。 
更に細長い島でヴェネチアのラグーンとアドリア海を分断する位置にあるリド島の一部を回りこみ、こ
こでレ・ヴィニョーレ島とサンテラズモ島を分断している狭い運河に入ってゆきます。そこからガラス
工芸で有名なムラーノ島の景観を楽しみます。ヴェネチアに戻る前には、巨大な壁が聳えている造船所
アルセナーレを水上から見物します。かつてこの場所はヨーロッパで最も繁栄した産業地区だったので
す。その後は１９世紀初頭までベニス随一の大聖堂だった古いサンピエトロ・ディ・カスティージョ教
会を水上から見学します。サンマルコ海盆に近づくにつれてサン・ジョルジョ島、サンマルコ広場、そ
して遠くに大運河の姿が見えてきます。 
 
案内： このツアーは、モーターボートでクルーズしながら眺望を楽しむツアーで、停船して名所を見

物する観光は含まれていません。船のタラップを使用した乗下船に支障がある方にはお勧めし
ません。大型の個人所有の大型ボートは大運河航行が禁止されていますので、使用されるモー
ターボートで大運河を渡る事はできません。またボート内にはお手洗いの設備がありません。
ボートの座席は固い板のみでクッションなどはありません。見学の順序は運行状況により変わ
る場合があります。 

                                             
 
徒歩でベニスの隠れた名所を探訪するツアー                                                      
HIDDEN VENICE WALKING TOUR  
ツアー番号：VCE005 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４９～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
ガイド同行で新発見の旅が始まります。狭い路地や人ごみで溢れかえる広場、数々の小さな渡り橋、美
しい建物などを歩いて見物しながら、ベニスという都市の性格と魅力を形成する様々な場所を見つけて
回ります。１４世紀の巨大な建造物サンタ・マリア・グロリオーサ・ディ・フラーリ教会のファサード
をご覧ください。シンプルな外観ながら白い大理石の柱廊玄関と小尖塔がアクセントになって建築美を
生み出しています。サンポーロ広場はヴェネチアで一番古く、一番大きな広場で、中世期はここで数々
の儀式が行われ、野外劇なども上演されていました。 
リアルト橋は以前は木製の橋でしたが、何度も崩れかけた為石造りのものに代えられました。大運河を
渡る４つの橋の一つでベニスでの最も有名な橋です。 
サン・ジョヴァンニ・エ・パオロ広場はベニスで一番記念碑の多い広場です。ここにはベニスのゴシッ
ク建築の中で代表的な建造物サンティ・ジョヴァンニ・エ・パオロ教会が建っています。 
足が疲れたら近くのカフェでソフトドリンクのサービスをお楽しみください。その後は徒歩でモーター
ボートの停泊場所に戻り、船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行います。ヒールの無い歩きやすいウォーキングシュー

ズがお勧めです。個人的に教会内に入る場合は、適切な服装を心がけ、肩や膝を露出しない
様にしてください。教会内での写真撮影は禁止されています。 
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ドゥカーレ宮殿とゴンドラ体験 
 DOGES PALACE & GONDLA RIDE  
ツアー番号：VCE012 
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供＄８５～(３～１２) 
所 要時間：約４時間半 
 
ドゥカーレ宮殿のゴシック式アーチと精緻な彫刻が施された大理石のファサードをご覧ください。そこ
から中に入ると豪華な内装が施された贅をつくした部屋の数々、金張りの階段、ヴェネチアの大画家の
傑作が展示されている部屋などに目を奪われます。また溜息の橋からは宮殿内のいささか陰惨な印象の
宮殿内牢獄を覗く事が出来ます。 
サンマルコ広場の解放的な雰囲気も味わってみましょう。広場を取り囲む豪壮な建造物、政府官公庁の
建物、上空高く聳える鐘楼、そして華麗なサンマルコ寺院と並んで建つドゥカーレ宮殿、広場に立つだ
けでベニスの雰囲気を一瞬にして味わうことができます。世界で最も素晴らしい建造物と讃えられるサ
ンマルコ寺院の見事さに驚嘆してください。 
（内部観光にはガイドは同行しません） 
ベニス観光の最後を、ベニス魅惑的な運河をゴンドラに乗って楽しむことでしめくくりましょう。ヴェ
ネチア名物６人乗りのゴンドラに乗り、陸上からとは違った視点でヴェネチアの各名所を鑑賞してくだ
さい。時間が許せばツアーの終わりに、思い思いにショッピングや散策を楽しんでいただく自由時間を
設ける事があります。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行います。観光は基本的に徒歩で、立見観光が中心とな

ります。ヒールの無い滑り止めのついた靴でご参加頂く事をお勧めします。ゴンドラの乗り降
り時には迅速な行動が求められます。ゴンドラ乗船中はガイドが同行しません。悪天候の場合
ゴンドラ乗りは中止となります。ドゥカーレ宮殿では全体で１００段以上の階段を上り下りす
る事になります。手荷物は入り口のクロークにお預けください。宮殿およびサンマルコ寺院の
内部ではカメラ及びビデオ撮影は禁じられています。寺院内部訪問の場合は適切な服装を心が
けてください。常に長い行列の後ろに並ばなくてはならず、時間に余裕が無く内部に入れない
場合もあります。日曜の午前中は礼拝が行われている為、教会内部には入れません。高潮の期
間中、サンマルコ寺院が予告なく閉鎖される場合があります。 

                                             
 

夕暮れのゴンドラ体験…セレナーデを聴きながら                                                           

EVENING GONDORLA SERENADE  

ツアー番号：VCE014 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄８５～(３～１２) 
所 要時間：約２時間半 
 
モーターボートでベニスの中心まで渡り、ヴェネチアの夜景をお楽しみください。ゴンドラの船着場ま
で少し歩き、ベニス名物のカラフルな手描き図柄で飾られた美しいゴンドラに乗りこみます。ゴンドラ
を漕ぐゴンドリエになる事はヴェネチア人の特権であり、それぞれ愛情を込めて手入れをする自分のゴ
ンドラに大きなプライドを抱いています。 
 
長い経験を持つゴンドリエが巧みに船を操って狭い運河を滑ってゆくにつれて、説明の要らない程美し
い光景が広がってゆきます。ゴンドラは優雅に石の橋の下を抜け、バルコニーのある運河沿いの建物の
間を縫って進んでゆきます。途中何隻かのゴンドラが合流してゴンドリエたちが楽しいセレナーデのミ
ニコンサートを披露してくれる頃には、ロマンチックな気分が頂点に達するでしょう。 
 
ゴンドラ乗船体験が終わり次第モーターボートに戻り、船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはゴンドラと徒歩で行います。ゴンドラの船着場までは石畳みの道路を２０分程歩

いていただきます。船着場では行列に並んで順番を待つ場合があります。ゴンドラの乗り降り
には十分に足元をご注意ください。乗り下りには機敏な動きを要求されます。必ずヒールの無
い滑り止め付きの靴をお履きください。ゴンドラに乗っている時間は３０分から４０分で、ガ
イドは付かず、道中の説明もありません。１隻のゴンドラには６名まで乗船できますが、夕暮
れのゴンドラ体験では１隻に４名までとなっています。このツアーは大雨で強風、潮の満干に
よっては場合には運行中止となる場合があります。 
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ムラーノ島ガラス工場見学とブラーノ島観光 
MURANO CLASS & BURANO  
ツアー番号：VCE022 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄６９～(３～１２)  
所 要時間：約５時間  
 
モーターボートでヴェネチア・ラグーンに点在する島々を巡ります。サンマルコ付近ではドゥカーレ宮
殿、サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の優美な外観を楽しみ、更にサンテレナ島、アルセナーレ、
サンピエトロ・ディ・カステッロ教会、そしてベニス市民全体の墓地の役割を果たしている島を見て回
ります。ムラーノ・ガラスにとって１６世紀は最も重要な世紀でした。それまでガラス作りの秘術が外
部にもれるのを防ぐ為に、完全に封鎖されていたこの島が解放された時代だったからです。そして高品
質で芸術性の高いムラーノ・グラスは世界中でもてはやされる様になったのです。ムラーノ・ガラス工
場を訪れ、熟練ガラス工の見事な吹きガラスの技をご覧下さい。またムラーノ・ガラス特有の色彩と形
を備えたガラス製品が陳列されている工場のギャラリーでショッピングもお楽しみください。 
ムラーノ島の訪問後は再びボートに乗りこみ、ブラーノ島に向かいます。この小さな漁村についてガイ
ドから説明を受けた後、上陸して鮮やかな色彩に塗られた家々やお土産店を見て周ります。ブラーノ島
は現在でも地元の婦人たちが編み上げている繊細なヴェネチアン・レース作りで有名な島です。埠頭に
戻る前にはブラーノ・レース・ギャラリーの見学もお楽しみいただきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行います。ツアー中は大部分徒歩での移動となります。

ヒールの無い歩きやすい靴でご参加いただくことを勧めします。ガラス工場では数個所階段を
上り下りする場所があります。ガラス工場でのデモンストレーションは数分でおおまかなガラ
ス作りの行程を見せるもので、実際の製品づくりをお見せするものではありません。 

                                             
 

ゴンドラ体験 
GONDOLA RIDE  
ツアー番号：VCE026 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３７～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
埠頭からベニスの中心地までモーターボートで移動します。到着後徒歩でゴンドラの船着場まで行き、
素晴らしい手描きの彩色が施されたゴンドラに乗船します。ゴンドラで狭い運河の間を縫って、石の橋
の下を通り、美しいバルコニーが付いた運河沿いの建物のそばを通り抜けます。ベニスで最も有名な交
通手段であるゴンドラが水面を滑る様に進んでゆく中をゆっくりと寛ぎながら美しい眺望をお楽しみ
ください。 
ゴンドラ体験の後は思い思いのペースで自由にベニスを楽しんでいただけます。サンマルコ広場を散策
し、高く聳えている印象的な鐘楼や、対岸の壮麗なサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の景観を楽し
むか、それとも近くのオープン・カフェの椅子に座ってゆっくりとリラックスするなどお好きな様にお
過ごしください。また広場界隈には有名ブランドショップやブティックが並んでいますので、お買い物
も十分お楽しみいただけます。 
その後は指定された集合場所でガイドと合流し、モーターボートで船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボート、ゴンドラ及び徒歩で行います。ゴンドラの船着場までは石畳み

の道路を１５分程歩いていただきます。船着場では行列に並んで順番を待つ場合があります。
ゴンドラの乗り降りには十分に足元をご注意ください。乗り下りには機敏な動きを要求されま
す。必ずヒールの無い滑り止め付きの靴をお履きください。ゴンドラに乗っている時間は約３
０分で、ガイドは付かず、道中の説明もありません。１隻のゴンドラには６名まで乗船できま
す・このツアーは大雨で強風潮の満干の状態では運行中止となる場合があります。教会内部の
見学では適切な服装を心がけてください。またモーターボートは長い間停泊できませんので決
められた集合時間をお守りください。遅れた場合はご自身で船までお戻りいただきます。 
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ドラゴンボート体験 
DRAGON BOAT EXPERIENCE  
ツアー番号：VCE185 
ツアー料金：大人＄２００～  
所 要時間：約３時間１５分 
 
ドラゴンボートは中国風カヌー式の乗り物で、もともとアジアからもたらされた船です。船の舳先には
竜の頭が、船尾には尾が後ろに付いていることからその名が付けられました。 
船を漕ぎ始める前、漕ぎ方の基本と安全に関する説明を受けます。 
潮の高さと天候状態を確認し、船を浮かべ航路が決められてからアドベンチャーが始まります。行程に
は歴史ある街の中心か又は大運河沿いの橋や宮殿などを眺めながら、可能ならば脇の細い運河を通り、
驚くべき繊細な装飾が一つとなった隠れたベニスを見ることができます。 
ドラゴンボート乗船中、みんなで協力しながらオールを漕ぐ経験を通し、結束力が高まっていくでしょ
う。さぁみんなで「漕ぎかた用意！」と掛け声かけて頑張りましょう。 
このダイナミックで楽しい船で、ベニスで歴史あるボートクラブの一箇所を訪れます。ボートはドラゴ
ンと同じほど長いため、とても安定し１０人まで乗船できます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートとドラゴンボートで行います。救命胴衣は常に着用いただき、泳
げる方がご参加ください。参加者はボート漕ぎに適した服装でご参加ください。替えの洋服の持参をお
勧めします。このツアーは天候状況により変更になる場合がございます。乗船前に免責書類にサインし
ていただきます。実際のツアー日程は催行日当日に決められます。ツアーのキャンセルの場合は、ツア
ー代金の払い戻しがありません。このツアーは相当な運動量があるため、運動に難がある方にはお勧め
しません。 
                                             
 

ベニス ゴンドラ漕ぎのレッスン 
VENETIAN ROWING LESSON 
ツアー番号：VCE186 
ツアー料金：大人＄２２０～  
所 要時間：約３時間１５分 
 
ベニスの可愛らしい運河を通りラグーンを滑るように漕ぎ、ゴンドラを操るゴンドリエーレになる練習
をしましょう。 
都市とラグーン内を航行する為に作られた独自の立ち漕ぎスタイルを直接体験してみましょう。このス
タイルはゴンドリエーレ達により作りあげられたものです。 
ベニスの観光シーズンに活躍するゴンドリエーレ達は街に張り巡らされた幅の狭い運河をいとも簡単
に通行しているようにおもえますが、とてもユニークに作られた船の為、実はとても高度な技術と手腕
が必要とされています。 
活動的で楽しいツアーでは、ベニス最古のボートクラブに訪れます。熟練したゴンドラ乗りの歴史を紹
介後、グループに分け、交通が制限され隔離された場所にてゴンドラ漕ぎのレッスンを行います。 
施設の案内を受けた後ボートクラブと船の歴史を習います。そしてグループに分けた参加者と講師が一
緒に使用するゴンドラの安全と基本技術の説明を受けます。 
２人の講師と最大５名まで乗れるゴンドラで、主要水路を横切り、保護された静かなラグーンに向かい
ます。到着後立ち上がり漕ぐ準備をし、ゴンドリエになるチャンスが与えられます。レッスンは約１時
間行われ、終了後クラブに戻り、モーターボートに乗り船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと手漕ぎボートで行います。救命胴衣は常に着用いただき、泳げ

る方がご参加ください。参加者はボート漕ぎに適した服装でご参加ください。替えの洋服の持
参をお勧めします。このツアーは天候状況により催行します。乗船前に免責書類にサインして
いただきます。実際のツアー日程は催行日当日に決められます。このツアーはお申し込み後の
取り消し返金はありません。このツアーは相当な運動量があるため、運動に難がある方にはお
勧めしません。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  

 
ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 

 
ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに参加す

るお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加するに

は独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショア

エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は注意

を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求め

ます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ

加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、

お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運

行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。

私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーシ

ョンについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してくだ

さい。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、キュナ

ード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況でもエク

スカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責任を負

いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュ

ナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購

入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。

キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損害に対し、

責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さ

い。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日や時間、

残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変更されません。事前

予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約されたショアエクスカーション代金はお

客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込まれたショアエクスカーションの

取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなります。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によ

っては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご

案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が

設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツ

アー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合

があります。ツアー内容書に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と

同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発時間は

最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や特定のショア

エクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記載されている箇所や訪

問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエク

スカーションの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。ツアー

は先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーにアクセスし、キャ

ンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取消が発生した場合は電子

メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤ

ージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パー

ソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちを
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している場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点か

ら出発時間や料金などが変更になっている場合がありますのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーショ

ンが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ

ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された

取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よりも前の

取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額返金いたします。

ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカード又はデビットカードへ

全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内

のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオフィスに

ご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら返金できません。

全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエクスカーションは催行され

ません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する

権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申

し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りの

オンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝いが出

来ます。ご希望の場合は、寄港の48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエクスカーションと異

なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後の予約の取消は取消料

が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関の水

準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバスを手配致

します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで使用さ

れる飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とは

ツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される

車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電子メー

ルでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアーの手配などの

助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バスのステップに乗るこ

とは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下

さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経

験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式

車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを

手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはあり

ません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。

船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常

用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーは

お申し込みいただけない場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ

行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェブサイ

ト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出来る限り事前

に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写された詳細や道具など特

定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

 ・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

  その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

 ・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

 

 



 

 

 
 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・ヴィクトリア 

ギリシャとイタリア 8 日間 

ショアーエクスカーション案内 
 

ピレウス 

PIRAEUS 
 
 
 
アクロポリス観光                                                          
THE ACROPOLIS-CROWN JEWEL OF ATHENS  
ツアー番号：ATH001 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄２８～（３～１２） 
所 要 時 間：約４時間 
 
ツアーはガイドの説明を受けながらピレウス港からアテネへのドライブではじまります。
道中はオリンピアのゼウス神殿、シンタグマ広場、無名戦士の墓、大統領官邸、大学図書
館など重要な文化遺産である名所を通過します。 
アクロポリスへは神殿の前面西側に造られた４５メートルの長さの前殿プロピリアを歩い
て入ります。入り口に隣接するのがアテネのニケ（翼なき勝利の女神）神殿です。前殿の
先の丘の最高地点に聳えているのがアテネの至宝パルテノン神殿です。紀元前 447 年から
437 年に建設されたこの神殿はアテネ市の守護神である女神アテナに捧げられたものです。
パルテノン神殿の北側にはアテナと海の守護神ポセイドンを祭ったエレクティオン神殿が
あります。美しい６体の少女像を柱にしたカリアティデス柱廊はアクロポリスの中で最も
優美な建造物のひとつです。 
アクロポリス近くのお土産物店で短時間のショッピングタイムが設けられています。 
その後（時間が許せば）第１回近代オリンピック大会開催時に建設された有名な旧オリン
ピック・スタジアムを見学します。このスタジアムは２００４年のギリシャ・オリンピッ
クでマラソンの競技の最終ゴール地点となりました。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１７歳以下のお子様はアクロポリ

ス神殿の入場料が無料となります。3 歳から 17 歳のお子様に同行される両親や保
護者は、子供用チケットを御入手ください。又アクロポリス入場時には年齢を証
明する為必ずパスポートをご持参ください。また１７歳以下のお子様は必ず保護
者同行でツアーにご参加ください。アクロポリスの観光場所によっては非常にす
べりやすい箇所がありますので、滑り止め付きの歩きやすい靴をお勧めします。
アクロポリス観光にはイヤホンが提供されます。約８０段の急こう配の階段と起
伏のある通路を歩きますので、歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。現在ア
クロポリスは広範囲に渡っての改修が行われており、一部の区画は足場で囲われ
ています。 
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古代コリントと運河観光   （昼食付）                                                        
ANCIENT CORINTH & CANAL TRANSIT  
ツアー番号：ATH005 
ツアー料金：大人＄１２６～ 子供＄５０～（３～１２） 
所 要 時 間：約 8時間半 
 
聖パウルの統治時代、古代コリントにはローマより規模の大きいフォーラム（公会広場）
があり、寺院、劇場、公衆浴場、売店、公会堂などが建ち並んでいました。ここでは美し
い舗装がなされたレカイオン通りや紀元前６世紀に建立されたドリア様式アポロン神殿の
遺跡を見学して、時間が許せば遺跡から発掘された遺物が展示されている博物館を訪問し
ます。コリントス運河を訪れた人は誰もが驚嘆の念にうたれるでしょう。幅２２メートル、
深さ８メートルの運河が６．５キロに亘って続く運河は、当時の土木技術がいかに高度だ
ったかを納得させるものです。一度見たら忘れられない運河はペロポネス半島と本土を結
ぶ細い土手道を二分しています。 
ツアーのハイライトは実際に船で運河を航行する体験です。参加者を乗せた小型船は両側
に高く聳えていの壁の間を縫ってゆっくりと進んでゆきます。運河の通行状況にもよりま
すが、場合によっては二度運河を通り、この場合船は出発地点に戻ることになります。運
河航行を始める前に短時間の順番待ちがあることをご理解ください。 
その後ワイン、コーヒー付きのランチ・ビュッフェをお楽しみいただきます。古代コリン
ト観光を終えた後、少しの間その周辺でショッピングの時間を設ける場合があります。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボートと徒歩での観光になります。コリント遺跡では凸凹道

を歩き、数箇所で階段を上ることもあります。滑り止め付きの歩きやすい靴をお
勧めします。運河の運行時間には厳しい規制があり、その為昼食は午後遅くにな
る事をご了承ください。朝食をしっかりとおとりになる事をお勧めします。コリ
ントまでのドライブは一般車道を利用し片道約１時間１５分を要します。コリン
ト博物館でのフラッシュ撮影は禁止されています。 

                                                            
 
アクロポリス神殿とプラカ観光                                                           
THE ACROPOLIS & THE PLAKA  
ツアー番号：ATH006 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄３０～（３～１２） 
所 要時間：約６時間半 
 
アテネ市内で他を圧倒する威容を誇るアクロポリスはその比類の無い美しさ、卓越した建
築技法、歴史的重要性でギリシャを代表する遺跡といっても過言ではありません。ガイド
同行のツアーではイヤホンガイドを使用し、アクロポリス遺跡の前面西側に造られた４５
メートルの長さの前殿プロピライアを渡る所からはじまります。神殿入り口に隣接するの
がアテネのニケ（翼なき勝利の女神）神殿です。前殿の先の丘の最高地点に聳えているの
がアテネの至宝パルテノン神殿です。更なるアテネの魅惑探訪は自由行動タイムとなるプ
ラカ地区訪問へと続きます。石畳みの狭い舗道の両側には、ネオ・クラシック・スタイル
の建物が並び魅力的な店が連なっています。この地区では第１回近代オリンピック大会開
催時に建設された有名な旧オリンピック・スタジアムを見る事が出来ます（交通事情が許
せば）。このスタジアムは２００４年のギリシャ・オリンピックでマラソンの競技の最終ゴ
ール地点となりました。その後は車でアテネの文化遺産の数々、アドリアヌス門、バイロ
ン卿の銅像、オリンピアのゼウス神殿、国立庭園、アカデミア及び大学図書館などを見な
がら帰途につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１７歳以下のお子様はアクロポリ

ス神殿の入場料が無料となります。3 歳から 17 歳のお子様に同行される両親や保
護者は、子供用チケットを御入手ください。又アクロポリス入場時には年齢を証
明する為必ずパスポートをご持参ください。また１７歳以下のお子様は必ず保護
者同行でツアーにご参加ください。アクロポリスは大変滑りやすいので底の平ら
な歩きやすい靴をお勧めします。アクロポリス観光にはイヤホンガイドが使用さ
れ、約８０段の急勾配の大理石の階段を上り、凸凹の通路を歩く行程が含まれま
す。滑り止め付きの歩きやすい靴をお勧めします。プラカ地区の散策は徒歩で行
われます。昼食は含まれていませんのでユーロをご持参ください。現在アクロポ
リスは広範囲に渡っての改修が行われており、一部の区画は足場で囲われていま
す。 
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アテネ・パノラマ・ツアー                                                           
ATHENS PANORAMA  
ツアー番号：ATH008 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２） 
所 要時間：約３時間半 
 
最初に訪れるアドリアヌス門の後ろには古代で最大の神殿オリンピアのゼウス神殿が建っ
ています。神々の父ゼウス王に捧げられたこの壮大な神殿は完成までに７００年の歳月を
要したものです。その近くの展望場所からはアクロポリスの印象的な前殿プロピリイア、
アテネのニケ（翼なき勝利の女神）神殿、パルテノン神殿、エレクティオン神殿をのぞむ
ことが出来ます。聖なる道にはかつては美しい彫像が立ち並んでいました。パルテノン神
殿にはかつて彫刻が施された小間壁が９２あり、５５体の彫像、１６０メートル強の長さ
のフリーズ（帯状装飾）で飾られていたといわれています。遠方にはアッティカ最高峰の
パルネス山とペンテリコン大理石の産出で有名なペンテリコン山の勇姿を見る事ができま
す。山と山の間には香りの強いレツィーナ・ワイン用の葡萄畑が連なるメソキア渓谷が広
がっています。アテネ市内のドライブでは古代から現代までの貴重な文化遺産、アドリア
ヌス門、バイロン卿の銅像、オリンピアのゼウス神殿、憲法広場、無名戦士の墓、国立庭
園、アカデミア及び大学図書館などを見て回ります。 
途中、有名ホテルでギリシャ名物のケーキと飲み物を楽しみながらしばし休息をとります。 
アクロポリス神殿近くでは短時間のショッピングタイムを設けています。 
 
ご案内：このツアーはバス移動と徒歩での観光となります。アクロポリス神殿の観光は離

れた場所から車窓からのみの観光となります。このツアーを十分にお楽しみいた
だくため、少々の歩行と数段の階段の上り下りがあることをご了承ください。現
在アクロポリスでは大規模な改修作業がおこなわれており一部の区画は足場で囲
われて見られない場合があります。 

                                         
 

 
アテネ自由観光                                                           
ATHENS ON YOUR OWN 
ツアー番号：ATH014 
ツアー料金：大人＄４５～ 子供＄１６～（３～１２） 
所 要時間：約６時間 
 
アテネの建設は我々全人類の文化の基礎を築いたとも言われています。すなわち今日の教
育、政治、数学、芸術の全ては古代ギリシャから始まっているからです。 
短いオリエンテーション・ツアーの後、参加者はアテネの中心地で、昔ながらのショッピ
ング地区プラカの近くで車を降り、そこからは各自自由行動となります。この場所は帰り
の集合場所となりますので、この時点でガイドから集合時間の案内があります。 
思い思いのペースでアクロポリス遺跡や旧跡の観光や数多くのお店やタベルナが集まるプ
ラカの魅力を思う存分味わってください。またアテネで最もエレガントなショッピング地
区コロナキはシンタグマ広場の上にあり、ここには高級ブティークやセレクト・ショップ
が並んでいます。 
 
ご案内：このツアーバス移動と徒歩での観光となります。アテネ市内では約３時間、参加

者それぞれのペースで自由に観光していただくツアーです。ガイドは同行せず、
見学場所の入場料、並びに昼食代はツアーに含まれていません。 
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コリント運河の航行                        
CORINTH CANAL TRANSIT 
ツアー番号：ATH027 
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄３８～（３～１２） 
所 要時間：約５時間 
 
コリント運河は皆様の期待は裏切りません。全長 6.4 キロメートル、幅２２メートル、深
さ 7.9 メートルあり、エンジニア技術の結晶です。幅の狭い橋が運河により分けられたペ
ロポネソス半島とギリシャ本土を結んでいます。この比類の無いパノラマ光景を写真に収
める撮影時間が設けられています。 
コリント運河に到着後、遊覧船に乗船し、両側に垂直に切り立つ壁がある運河を航行しま
す。運河交通状況によりますが運河を 2 度航行します。その場合は乗船地点に戻ります。
運河に入る順番を待つため少しお待ちいただく場合があります。 
 
ご案内：コリントではでこぼこした小道と階段があります。履きなれた底の滑りにくい靴

の着用をお勧めします。コリントまで高速道路を使用し、片道約 1時間 15分を予
定しています。 

                                         
 
デルフィ発見の旅  （昼食付）                      
DISCOVER DELPHI 
ツアー番号：ATH028 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄６０～（３～１２） 
所 要時間：約９時間 
 
古代ギリシャ時代には世界の地理的、精神的中心地＝全世界のヘソ＝とされていたデルフ
ィを訪問します。息を呑む美しさの山岳地帯を抜け、遥かに見えるコリンティアコス湾岸
の紺碧の海を臨みながらのドライブをお楽しみください。 
その道中では、古代ではその水を飲めば永遠の若さが約束されると伝えられ、この地を訪
れる全ての旅人たちが聖地に足を踏み入れる前に身体を清めたとされるカスタリアの泉に
立ち寄ります。パルナッソス山の斜面に広がっているのはギリシャの考古学で最も重要な
ものとされる遺跡群です。知識豊かなガイドと共に“聖なる道”をたどり、アポロン神殿、
アテネ人の宝庫、4世紀建立のデルフィ劇場を見て回ります。幸いなことに劇場には５００
０もの座席がありますので、そこに座って目の覚める様な光景にひたるか、素晴らしい音
響効果をお試しください。デルフィ博物館はギリシャで最も重要な考古学博物館と言われ
ていて、その古代遺跡展示は他に類をみないものです。最大の見どころはギリシャで一番
有名な”青銅の御者像“（4 頭建ての 2 輪戦車の御者）です。この紀元前 5 世紀に作られた
この青銅像は１８９６年まで、2000 年以上も地震による瓦礫の中に埋没していたものです。
勝利へのラストスパートに向かいながら、内面に誇りをたたえた表情を持った古代戦士の
姿はまるで生きているかの様で、オニックスで作られたその両目は製作当時のままの輝き
を放っています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。デルフィまでの距離は、途中 1 か所

の休憩を含めて片道約 2 時間半となっています。デルフィ遺跡の見学では登り坂
や数段の階段を歩いていただくことになります。ランチは大体午後 2 時に開始さ
れますので、船を降りる前にしっかりとした朝食をお取りください。帽子、日焼
け止め、多めの飲料水をご持参ください。      
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ケーブルカーでの絶景観光  （昼食付）                      
FUNICULAR & FABULOUS VIEWS 
ツアー番号：ATH029 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄２５～（３～１２） 
所 要時間：約３時間半 
 
ピレウスからはバスの背にもたれてリラックスしながら、世界で一番古い都市アテネまで
短時間のドライブをお楽しみいただきます。 
古代の驚異のただ中に入り込んだ後は、カメラをご用意いただき、知識豊かなガイドの案
内に従って有名観光地を車窓から見学します。ハドリアヌス門、ゼウス神殿、国立植物園、
憲法広場、無名戦士の墓、国会などを巡ります。１８９６年の第一回オリンピック競技の
会場であるパナセナイク・スタジアムの壮大な景観に目を見張ることでしょう。このスタ
ジアムは全体が真っ白な大理石で建造された世界で唯一の競技場です。 
その後はアクロポリスを最高な場所から眺める為に上へ上へと昇ってゆきます。リカヴィ
トス山ケーブルカーは、大賑わいを見せる大都市の頭上２２７メートルの高さまで皆様を
お連れします。アテネで代表的な名所の数々を空中から眺めた後は、アテネで最もロマン
チックな場所でお飲物を楽しんでいただきます。 
 
ご案内：このツアーはミニバス、ケーブルカーと徒歩の観光となります。１グループの最

大人数はガイド１人につき２０名までとなっています。徒歩での区間は非常に短
く舗装の行き届いた地面を移動します。ケーブルカーは途中トンネルを通過しま
すので、閉所恐怖症の方にはお勧めできません。      

                                              
 
ポセイドン神殿とピーチ観光                        
TEMPLE OF POSEIDON & BEACH 
ツアー番号：ATH031 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄２７～（３～１２） 
所 要時間：約６時間半 
 
景観を楽しみながらのアッティカ半島を抜けるドライブでは、完璧な絵の様に美しい風景、
印象深い地形、美しいビーチを抱く鋭く刻まれた沿岸地帯などを見ることができます。 
スニオン岬の高台に突き出て、陽光にきらめく紺碧のエーゲ海を見下ろす場所に建ってい

るのがポセイドン神殿です。紀元前５世紀建立の壮大な神殿は、絶景を背景にクラシカル

なギリシャ芸術の粋を表現している事で有名です。ガイド同行で岩場をたどり、現在まだ

残っているまぶしく輝く純白の大理石で作られた１７本の柱をご鑑賞ください。そして、

１８１０年にこの地を訪れた詩人のバイロンが自分の名前を刻んだ柱を見つけてみましょ

う。真夏の太陽をたっぷり浴びた後は、紺碧の海で水泳をお楽しみになるか、美しい砂浜

を散策してリラックスの時をお過ごしください。このヤバナキ・ビーチでは約３時間の自

由時間があります。ビーチでは各種ウォータースポーツをお楽しみいただける他、ギリシ

ャの伝統的タベルナやカフェでのんびりと時間を過ごすことができます。 
        
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ポセイドン神殿までの登り道は傾

斜があり、数段の階段があります。歩き易い、滑り止め付の靴をお勧めします。
スニオン岬までのドライブは片道約１時間１５分かかります。水着、タオル、
日焼け止めをお忘れなく。サンベッドとパラソルがツアーに含まれています。
お飲物や昼食は含まれていませんので、十分な現地通貨（ユーロ）をお持ちく
ださい。水泳やウォータースポーツの前にはアルコール飲料をとらない様にお
願いします。ビーチにはウォータースポーツを提供する現地業者が数社ありま
すが、キュナード社とは一切関係がありません。このツアーご予約の際はパン
フレットの活動基準シンボルマークが記載されたページで“アクティビティ・
エクスカーション”の条項をお読みください。                                           
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アテネ・トロリー列車とプラカ観光                        
ATHENS TROLLY TRAIN & PLAKA 
ツアー番号：ATH032 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２） 
所 要時間：約３時間半 
 
ピレウスからは次々と変化する車窓の景色を楽しみながら短時間で古代ギリシャの首都に
向かいます。憲法広場に到着後は、オープントップ・スタイルのトロリー列車に乗り込み
ます。１時間のパノラマ観光ドライブで数々の歴史的名所の説明に耳を傾けながら、アク
ロポリスの丘へ向かいます。世界的に有名なアテネの素晴らしい景観を楽しみながら、狭
い道路をすりぬけて、モナストラキ広場、ゼウス神殿、旧マーブル・スタジアム、新アク
ロポリス博物館、ハドリアヌス門など数えきれない位多くの名所を巡ってゆきます。 
最後の目的地はプらかで、ここでは約１時間半自由時間がありますので、おびただしい数
の工芸店を見て回ったり、伝統的なギリシャ名物料理に舌鼓を打ったりと思い思いの時を
お過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバス、トロリー列車、徒歩の観光となります。日焼け止め、飲料水、

帽子をご持参ください。      
                                              
 
アクロポリス、博物館とプラカ観光                        
ACROPOLIS, MUSEUM & PLAKA 
ツアー番号：ATH033 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄４０～（３～１２） 
所 要時間：約７時間 
 
広大なアテネの風景の中でも、他を圧倒する様に聳えているアクロポリスの威容は、その
美しさ、驚異的建築技術、歴史的重要性に関して比類のないものです。 
古代の遺跡を見学した後は、数百年に渡って発掘されてきた値段のつけられない程価値の
ある遺物が展示されているアクロポリス博物館を訪問します。２００９年にオープンした
この博物館はアクロポリスの歴史を余すところなく伝えています。中でもオリジナルの女
人像柱、パルテノン神殿から発掘された壁の切妻装飾と欠損部分のレプリカは見逃せない
ものです。博物館からも目の覚める様なアクロポリスの外観を眺めることもできます。 
プラカに戻った後は、ギリシャ独特のスナック「メゼ」など伝統的な軽食を、ギリシャ名
物酒「ウゾ」と共にお楽しみください。その後はご自分のペースでプラカ観光をお楽しみ
いただける自由時間を設けてあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１グループの最大人数はガイド１

人につき２５名までとなっています。アクロポリス神殿までは８０段の急勾配の
大理石階段を上り、起伏のある通路を歩くことになりますので、歩き易い、滑り
止め付の靴をお勧めします。プラカ観光は全行程徒歩となります。このツアーで
は約３時間徒歩での移動が含まれます。アクロポリス博物館では写真撮影とビデ
オ撮影は禁止されています。この博物館は非常に人気が高いもので、予約をした
団体観光客にのみ見学が許されています。博物館入場までにはいくらかの遅れが
見込まれます。安全確認の為全ての見学客は入場時にＸ線検査を受ける必要があ
り、持ち物の透視検査もあります。 
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ボドルム 

BODRUM 
 
ボドルム名所観光 
BEST OF BODRUM 
ツアー番号：BRM001 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３４～（３～１２） 
所 要時間：約５時間 
 
短時間のドライブでボドルム市街に向かい、徒歩で聖ペトロ城（ボドルム城）を訪問しま
す。このお城の一部は地震で崩壊したマウソロス霊廟の遺跡を利用して建造されたもので
す。またこのお城にはトルコで最大の水中考古学博物館があり、世界中でも数か所しかな
い水中博物館として必見のものです。 
その後ゆったりペースで歩きながら霊廟に向かいます。この霊廟は紀元前３５０年頃に建
造されたと言われ、シドンの作家アンティパトロスによって古代世界の７不思議に認定さ
れその美麗さを讃えられていたものです。その後再びバスに乗り、アレキサンダー大王征
服時代の激戦地のひとつであったミンドス門に向かいます。 
その後はこのツアーのハイライトである古代都市ハリカルナスの大劇場の観光に向かいま
す。ボドルム市街を見下ろす丘の上に位置するこの古代劇場は約１万３千人の観客を収容
できたもので、ヘレニズム王朝のカリア朝時代に建てられたものです。 
ツアーの最後にはガイド同行で地元の金製品製造販売センターを訪れてショッピングをお
楽しみいただくか、直接船に戻ることになります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は所により起伏があり、

徐々に傾斜してゆく石畳みの道路や１２０段の階段の上り下りを含む道路を約１
時間歩いていただくことになります。城内観光には「沈没船博物館」と「カリア
王女ホール」の観光は含まれていませんが、別料金でご覧になることができます。
見学時に各自お支払ください。 

                                         
 
ボドルム隠された魅惑探訪                        
SECRETS OF BODRUM 
ツアー番号：BRM002 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２０～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
パノラマ風景を楽しみながらボドルム半島沿岸をドライブ、ギュンベット・ヒルで港の絶
景をお楽しみいただきます。その後、ミンドス市の入口にあるミンドス門に向かいます。
この門はマウソロス王朝時代に建てられ、アレキサンダー大王征服時代には激戦地となっ
た場所のひとつです。最近になって新たに補修が行われ、古代に栄華を誇ったハリカルナ
ッソスを見守っていたそのままの姿を取り戻しました。 
ボドルムでは塔の様な形をした建物はすべてタワー・ハウスと呼ばれていて、建築時の姿
を留める１３棟のタワー・ハウスが現存しています。この建造物群の周囲をドライブして
いる間に何故その様な形の建築が行われたかの理由を知ることができるでしょう。 
その後再び景色を楽しみながらのドライブは魅力溢れるギュムシュルックという漁村に向
かい、地元のお菓子と共にコーヒーや紅茶で喉を潤していただき、その後は各自ご自由に
漁村でのそぞろ歩きをお楽しみいただきます。 
ツアーの最後にはガイド同行で地元の金製品製造販売センターを訪れてショッピングをお
楽しみいただくか、直接船に戻ることになります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では所により起伏のある

道路や石畳みの道路を約１時間歩いていただくことになります。 
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古代都市イアソス観光                        
ANCIENT CITY OF IASOS 
ツアー番号：BRM003 
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄３３～（３～１２） 
所 要時間：約４時間半 
 
景色を楽しみながらのドライブでクユクシュラジック村へ向かいます。ここには青銅器時
代初期にさかのぼる古代都市イアソスの遺跡が広がっています。 
遺跡を囲む様に建っている壁はヘレニズム期のものといわれ、ローマ遺跡の代表的な遺跡
である広場、劇場、水道、浴場があり、メギトスのゼウス、アポロとアルミテスに捧げら
れた３つの神殿があります。中でも最も印象的な遺跡はシリア様式を受け継いだ神殿型墓
地であるマウソロス霊廟です。二棟の灯台のひとつが修復されていて、徒歩で海面から立
ち上がっている港の壁石をたどっていけば見学することも可能です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では所により起伏のある

道路や石畳みの道路を約１時間半歩いていただくことになります。歩き易いウォ
ーキングシューズをお勧めします。イアソスまでは片道約１時間１５分のドライ
ブとなります。 

                                         
 
エトリム村探訪   （昼食付）                     
DISCOVER ETRIM VILLAGE 
ツアー番号：BRM006 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２６～（３～１２） 
所 要時間：約６時間 
 
四方を美しい景観に囲まれた山中の遊牧の村エトリム村を訪問します。現在でも昔ながら
の生活を続けている住民３００人のこの村は動物の繁殖や、農業、絨毯やキリム織物製作
で生計を立てています。景色を楽しみながらの約１時間のドライブでエトリム村に到着、
地元の人々の温かい歓迎を受けます。この村のルーツは遊牧民で、土地からの恵みによっ
て営みを続けてきました。特に女性たちの手による珍しい“松はちみつ”、地元産のチーズ、
黒オリーブ、ジャム、特製パン作りは有名です。また家計を助ける為に始まった女性たち
の絨毯織りも熟練の域に達しています。ゆったりペースで村中を散策しながら、歴史のあ
る本物の村の雰囲気をカメラに収めてください。運が良ければ、芸術作品を生み出してい
る途中のご婦人たちに出会えるかもしれません。 
ワインと共に美味しいランチをお楽しみいただいた後は、村の家のひとつを訪問して実際
の生活ぶりを学べる機会をもうけてあります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩の観光となり、エトリム村までは片道約１時間のド

ライブとなります。エトリム村の道路は場所によって緩い傾斜のある石畳みにな
っています。参加できる人数が限られている為お早目のご予約をお勧めします。 
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ボドルム・ジープ疾走体験                        
JEEP ADVENTURE 
ツアー番号：BRM007 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所 要時間：約４時間 
 
４輪駆動ジープで愉快な体験をしながら、地元の村の隠れた名所や目の覚める様な景色を
お楽しみいただきます。ジープでのドライブでボドルム・ハイウェイを疾走、そこは古代
にはハリカルナッサス見晴台と呼ばれていた所で、ドライブ中常に素晴らしい眺望をお楽
しみいただけます。 
最初の停車場所はヤリシフトリク村で、ここではソフトドリンクで喉をうるおしていただ
きます。その再びジープに乗り、オフロードに入って内陸に向かいエトリムの村に到着し
ます。今でも数々の労働に従事して活気があり、かつロマンチックがこの村は緑濃い山脈
の中に位置し、３００名の村人が暮らしていて動物の繁殖や、農業、絨毯やキリム織物製
作で生計を立てています。その後タートル（亀）湖を訪れ、幸運に恵まれれば生まれたば
かりの赤ちゃん亀を見ることができます。その後は通常の車道に戻り、６０軒の人家しか
ないというカムリックという小村を訪れます。休憩中は村人の日常生活を実感しながら軽
い地元名物のスナックをいただくことができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では所により起伏のある

道路や石畳みの道路を約１時間半歩いていただくことになります。歩き易いウォ
ーキングシューズをお勧めします。イアソスまでは片道約１時間１５分のドライ
ブとなります。 

 
サントリーニ島 

SANTORINI            
  
 
サントリーニ島名所巡り（昼食付）                                                             

BEST OF SANTORINI   

ツアー番号：JTR001 
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄５６～（３～１２） 
所 要時間：約６時間半 
 
イアの村はサントリーニ島のカルデラ岸壁から切り立った崖の頂上に位置しています。真
っ白に塗られた建物やドーム型の教会などを見ながら狭い石畳みの道をどんどん登ってゆ
くと村に到着します。到着後しばし自由観光となり思い思いのそぞろ歩きをお楽しみいた
だいた後、崖の突端に突き出ているカフェでお茶を楽しみながらフィラや火山の素晴らし
い眺望を味わっていただきます。豊富な火山灰から成るサントリーニの土地は特に上質の
ワインを産出できる事で有名で、このツアーでも数多くある地元のワイナリーのひとつを
訪問します。サントリーニ島のぶどう園は数世紀も続いた地元独特のワイン製造の伝統を
受け継いできました。特にこの島でしかとれない稀少種の白ぶどう、アッシリティコ・グ
レープから醸造する白ワインが有名で、ワイナリーを見学した後は数種ある地元のワイン
やおつまみを味見する事が出来ます。パナギア・エピスコピ教会は島に最も古くから残る
ビザンチン様式の教会です。建立が 11世紀まで遡るこの教会は、数々の海賊の襲撃や地震
や火山の噴火から逃れ、1915 年の大火をもまぬがれてきました。当時の人々は聖母マリア
が教会にある聖なるイコンを火事から守ったのだと信じていました。その後サントリーニ
島の最高地点にあるエリア山から周囲に広がる絶景をお楽しみください。その後地元のタ
ベルナまでドライブし伝統的なギリシャ料理の昼食を頂きます。 
ツアーの終点はフィラの町で、そこからは、ケーブルカーの乗車券をお渡しいたしますの
で、ご自身で船まで戻っていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。このツアーには約１時間、所によっ

て傾斜のある石畳みの上り坂を登っていただく行程が含まれます。ツアーの最終
地点はフィラの町でそこからケーブルカーの乗り場までは約１．４キロを歩いて
いただくことになります。悪天候の場合ケーブルカーの運行が中止になる事があ
り、その場合は急な下り坂を歩いて降りていただく事になります。１８歳以下の
参加者はワインの試飲ができませんのでご注意ください。 
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火口ハイキング 

VOLCANO HIKE                      

ツアー番号：JTR002 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２５～（３～１２） 
所 要時間：約２時間半 
 
ハイキングの前に船でサントリーニ湾に浮かぶネア・カメニ島までゆったりしたクルーズ 
を楽しみます。この島は１６世紀に火山の噴火によって形成されたものです。船は火山岩 
で出来た岸壁を回り、火山岩独特の黒色とそれと対照的な白色の軽石の絶妙な自然のモザ 
イク模様を鑑賞していただきます。島に上陸した後は徒歩で火山のクレーターまで登り、
そこから島を取り巻く多くの島々の目の覚める様な景観の撮影タイムをおとりします。最
近の考古学学術調査やクレタ島での新発見から、この島こそあの伝説の“失われたアトラ
ンティス大陸”ではないかと言われています。その後再び船に戻りパレア・カメニの海中
温泉へと向かいます。船から見るとここから海の色が完全にそれまでとは違っているのが
わかるでしょう。ツアーの最終地点はフィラ港で、ここからはテンダーボートで船に戻る
か、時間が許せばケーブルカーでフィラの町へ行くことも出来ます。（ケーブルカーの乗車
券は乗車時に各自でお買いお求めください） 

 

ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩の観光となります。このツアーには約１時間、
所によって傾斜のある石畳みの上り坂を登っていただく行程が含まれます。頑丈
なウォーキングシューズをお勧めします。火山には日陰はありませんので、十分
な日焼け止め、帽子、飲料水のボトルをお忘れなく。天候次第では中止になる可
能性もあります。又呼吸器官に問題がある方は、硫黄の匂いや火山熱がかなり強
い事をあらかじめご承知おきください。 

                                                                    
 
ギリシャ伝統の村とワインの試飲 

TRADITIONAL VILLAGE & WINE TASTING            

ツアー番号：JTR003 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３１～（３～１２）                 
所 要時間：約４時間 
 
イアの村はサントリーニ島北端の高くそびえる岸壁の天辺に広がる小村です。鄙びた趣き
のあるこの小さな村は様々な色合いのパステル・カラーで塗られた可愛らしい家並みで有
名で、目の覚める様な青い色のドームを持つ真っ白な教会と素晴らしいコントラストを見
せています。ガイド同行で曲がりくねった狭い道をたどり、独特の特徴を持つ陶芸品や油
絵や宝石などを売る小さな店が沢山並ぶ通りを見て周ります。崖の突端にあるカフェから
はフィラの町や火山の素晴らしい景色をお楽しみいただけます。 
休憩の後は色彩豊かな田園地区やぶどう畑を通り、サントリーニ島の火山灰の土壌がぶど
う栽培に最適で、その結果ワイン醸造が人気であることがわかります。サントワイナリー
到着後、エーゲ海の透き通る海を眺めながら、伝統的な地元のおつまみをつまみながらワ
インの試飲をお楽しみいだきます。ツアーの終点はフィラの町で、そこからは、ケーブル
カーの乗車券をお渡しいたしますので、ご自身で船まで戻っていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。このツアーには約１時間、所によっ

て傾斜のある石畳みの上り坂を登っていただく行程が含まれます。ツアーの最終
地点はフィラの町でそこからケーブルカーの乗り場までは約１．４キロを歩いて
いただくことになります。１８歳以下の参加者はワインの試飲ができませんので
ご注意ください。 
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サントリー二島気まま観光 

EASY SANTORINI 

ツアー番号：JTR004 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３１～（３～１２）                  
所 要時間：約３時間 
 
島を縦断して南に向かい、ドラマチックな程美しい海や陸地や紺碧の空に囲まれた絵の様
な村々をたどりながらカマリをめざします。中世時代は港として栄えたカマリの村は、現
在はギリシャでは珍しい黒砂海岸に囲まれた漁村として知られています。 
エリア山の頂上からは、島の周囲が一望に見渡せます。島で最も高いこの場所は海抜６０
９メートルに達し、世界中で最も多くカメラに写された場所といわれています。この絶好
の場所からの息を呑む様な眺望をお楽しみください。ギリシャの絵葉書のほとんどは島々
に建つ教会がモチーフになっています。カマリ村の郊外にあるアギオス・ネクタリオス教
会で短時間撮影タイムを取り、これぞ正にギリシャという構図をカメラにおさめていただ
きます。崖の頂上から、群青色の海とサントリーニ島にカルデラを造りだした周囲の島々、
遠くに停泊する船の眺望をお楽しみください。 
帰路では地元のワイナリーのひとつを訪ね、伝統的なおつまみと共に有名な地元産ワイン
の試飲を味わっていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。テンダーボートに戻る前にフィラの

町の郊外で一時休憩を取ります。その後更にフィラの町に残って観光やショッピ
ングを続けるのもご自由ですが、その場合はケーブルカーを利用して旧港まで行
き、テンダーボートで船までお戻りいただきます。（ツアーにはケーブルカーの乗
車券が含まれますが、運行は天候次第となります）ケーブルカーの乗場までは、
上り坂で階段の多い狭い石畳みの道路をかなり長い距離歩いていただく必要があ
ります。１８歳以下の参加者はワインの試飲ができませんのでご注意ください。 

                                                                    
 
 
アクロティリ遺跡、失われたアトランティス大陸                                                           
AKROTIRI-THE LOST CITY OF ATLANTIS 
ツアー番号：JTR005 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３３～（３～１２） 
所要時間 ：約４時間 
 
美しい景観を楽しみながら趣のある古村を縫って古代都市遺跡アクロティリを目指します。
このドラマチックな光景は紀元前１６５０年にサントリーニ島を襲った壊滅的な大噴火に
よって生まれたもので、噴火の後には巨大なカルデラと二つの小さな島が出現したのでし
た。アクロティリ遺跡到着後は、知識豊かなガイドの案内に従い、地中海で最も重要な先
史時代遺跡でしばしばミノアのポンペイ遺跡とも称される遺跡の中を探検して回ります。 
興味深い遺跡を観光した後はサントリーニ島の最高地点海抜６０９メートルのエリア山に
向かいます。フィラはサントリーニ島で最大の町で、細い石畳みの狭い坂道上ってゆくと
白く塗られた家並やオープン・カフェ、掘り出し物一杯の小さなお店が並ぶ場所に出ます。
その後はご自由にフィラの町を観光していただきます。ツアーの終点はフィラの町で、そ
こからは、ケーブルカーの乗車券をお渡しいたしますので、ご自身で船まで戻っていただ
きます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。フィラの町では狭い石畳みの街路や 

平坦な階段を歩くことになりますので、ローヒールの歩きやすい靴をお勧めしま 
す。このツアーはケーブルカーまで徒歩約１．４キロの地点で解散となります。 
アクロティリ遺跡での写真撮影は禁止されています。遺跡では修復作業が行われ 
ている場合がありますのでご注意ください。 
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カルデラ湖遊覧クルーズと温泉観光(昼食付き) 
CALDERA SAIL & SPRINGS           
ツアー番号：JTR006 
ツアー料金：大人＄１５０～ 子供＄１５０～（３～１２）                 
所 要時間：約４時間 
 
目の覚める様な景観を楽しみながらアモウデ湾の沿岸に沿って北上します。 
遊覧船に乗った時には振り返って絵の様な村が連なる行為系や魔法がかけられた様なイア
村の景観をお楽しみください。双胴船でのクルーズでは、噴火が起こる前はサントリーニ
島の一部だったティラシア島を通り、その後個人所有の島アスポロニス島を迂回します。
海中に広がるクレーターの上を航行しながら、レッドビーチで錨が下ろされます。溶岩で
形成された崖や珍しい赤砂のビーチの息を呑む光景にみとれながら、水晶の様に透き通っ
た海で水泳やシュノーケリングをお楽しみください。その後ホワイトビーチでも水泳を楽
しんだ後は船上でのバーベキュー・ランチとなります。その後は温泉となっているパレア・
カメニに向かいか噴火でできた温泉で水泳をお楽しみいただきます。強い硫黄の成分は治
療効果があり、ミネラルを含む泉水は緑色から濃いオレンジ色と様々な色を見せていて例
え様もない美しさを見せています。陸地に戻る前には火山とカルデラ湖の美しさをカメラ
に収めるチャンスがあります。フィラの町に戻った後は自由観光となりますので、ご自由
に数多く並ぶお土産店やブティックをご散策ください。帰路はケーブルカーのチケットが
手渡されますので各自それぞれ船にお戻りください。 
 
ご案内：エスコート付の遊覧船出発地までのトランスファーは片道約１時間となります 

温泉での水泳は天候次第で中止になる場合もあります。硫黄泉の為水着の色が
変わる事があります。水着、日焼け止め、タオルの持参をお忘れなく。夏場で
気温が高くなると硫黄の匂いもきつくなります。呼吸器に問題のある方はこの
点にご留意ください。双胴船の投錨後はオープンウォーターでの水泳となりま
す。アクアスポーツ前にはアルコールの摂取は絶対にお止めください。このツ
アーご予約の際はパンフレットの活動基準シンボルマークが記載されたページ
で“アクティビティ・エクスカーション”の条項をお読みください。 

                                                                    

 

サントリー二のビーチ体験 

SANTORINI BEACH BREAK 

ツアー番号：JTR007 
ツアー料金：大人＄４５～ 子供＄２０～（３～１２）                  
所 要時間：約５時間 
 
景観を楽しみながらの短時間の島の南東部に向かい、黒砂海岸で有名なぺリヴォラス・ビ
ーチに到着します。ここでは火山地形が８キロに渡って連なり、海沿いには数多くのタベ
ルナやカフェ、商店やバーが並んでいます。約３時間の自由時間で日光浴を楽しんだり、
エーゲ海の水晶の様に澄みきった冷たい海水での水泳を楽しんだりと思い思いの時をお過
ごしください。ツアーの最後はフィラ村の訪問で、ここでは美しい石畳みの舗道を散策し
てから、手渡されたケーブルカーのチケットを利用して船までお戻りください。 
 
ご案内：タオルと日焼け止めをお忘れなく。サンベッドとビーチパラソルは現地で借りら 

れますが数に限りがあります。ピークシーズンにはかなり混雑しますので必ずお 
使いになれるかは保証の限りではありません。ビーチには様々なアクアスポーツ 
を提供する地元のショップが並んでいますがキュナードとは一切関係がありま 
せん。このツアーご予約の際はパンフレットの活動基準シンボルマークが記載さ 
れたページで“アクティビティ・エクスカーション”の条項をお読みください。 
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イア村訪問と水泳体験                                                           
THE VILLAGE OF OIA & SWIM 
ツアー番号：JTR008 
ツアー料金：大人５７～ 子供＄２７～（３～１２） 
所要時間 ：約６時間 
 
島を北上しギリシャで最も多く写真に撮られたイアの村に向かいます。ここでは階段上に
連なっている丘に沿って建てられた白塗りの家並み、カフェ、ブテックなどを狭い路地づ
たいに散策する自由時間をお楽しみいただけます。目の覚める様なカルデラ湖の光景と、
この島独特のコバルト色のドームを抱いた教会の数々の撮影チャンスをお見逃しなく。 
更に素晴らしい火山性の黒砂海岸と水晶の様な海水で有名なぺリッサ・ビーチでは数々の
お楽しみが待っています。約２時間半の自由時間では、ソフトドリンクで喉をうるおしな
がらサンベッドに寝そべっての日光浴をお楽しみいただきます。 
ツアーの最後はフィラ村の訪問で、ここでは美しい石畳みの舗道を散策してから、手渡さ
れたケーブルカーのチケットを利用して船までお戻りください。 
 
ご案内：タオルと日焼け止めをお忘れなく。ビーチには様々なアクアスポーツを提供する 

地元のショップが並んでいますがキュナードとは一切関係がありません。このツ 
アーご予約の際はパンフレットの活動基準シンボルマークが記載されたページ 
で“アクティビティ・エクスカーション”の条項をお読みください。 

 
 
 
 
カタコロン 

KATAKOLON 
 

 
 
オリンピック精神に触れるツアー                                                          

THE OLYMPIC SPIRIT 

ツアー番号：KAT001 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３０～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
古代の神話と伝説に彩られた聖なるオリンピアの魅力を発見するツアーです。オリンピッ
ク競技は紀元前７７６年にこの地で初めて開催されたと言われ、現在でも 4 年ごとに、オ
リンピックの聖火がここで灯されそれぞれの開催国に運ばれています。寺院や祭壇、文化
遺産に溢れる静かな聖地で、ヘラクレスが父親の領土の境界線を示す為に自ら植樹したと
いううっそうと茂る木々の間を縫っての散策をお楽しみ下さい。今でもマラソンのスター
ト地点を示す大理石の足止めが置かれているオリジナルコースを歩いてみたり、活動的な
方なら走ってみてはいかがでしょうか？ここにはギリシャで最も重要な博物館といわれる
オリンピア考古学博物館があり、考古学発掘の際に出土した値のつけられない程貴重な遺
物のコレクションが有名です。また世界の７不思議の一つである、黄金と象牙製のゼウス
像を祭っていたゼウス神殿の切妻屋根の破風の断片など、この博物館独自の展示も見逃せ
ないものです。紀元前 330 年頃に製作されたと言うヘルメスの大理石像もその完璧な美し
さに心を奪われるでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには徒歩にて２時間以

上、砂利の小道や階段を上り下りする行程が含まれます。博物館の内部ではフラ
ッシュ撮影が禁じられています。オリンピア博物館へはわずかに傾斜した坂道を
約３６０メートル歩き、３０段の階段がある橋を渡る事になります。 
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熟成のギリシャ＝オリーブ・オイルとワイン                                                          

VINTAGE GREECE-OLIVES & WINE 

ツアー番号：KAT003 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供Ｎ／Ａ 
所 要時間：約２時間半 
 
ギリシャ内陸部でエリス高原の肥沃な土地に点在するいくつかの農村を抜けてのドライブ
の後、カタコロン最古のワイナリーであり、オリーブ油精製でも定評のあるドメイン・メ
ルクーリを訪ねます。ワインセラーやオリーブ圧搾機など、古くから使われている道具や
最新の器材を備えた家族経営の農家を訪ねます。家族博物館では、何世代にも渡って使用
されていた古い農機具の展示も見る事ができます。更にワイン造りの過程を見学し、澄み
切ったイオニア海の境界線をなす近くのワイン畑に向かいます。 
再度農家の母屋に戻り、自家製のワイン、オリーブ・オイル、手作りのパンやフェタ・チ
ーズをはじめとするギリシャ風のスナックを味見します。 
 
ご案内： このツアーはバスと徒歩での観光となります。ワイナリーの訪問には、基本的に

平坦な路の徒歩での移動が含まれますが、場所によっては階段や小石まじりの地
面を歩く必要があります。ワインセラーへは急勾配の坂を上り下りします。ワイ
ナリーでは実際に稼動している機械を見る事はできません。 

                                                                    
 
オリンピアと民族舞踊ショー                                                        

OLYMPIA SITE AND FOLKLORIC SHOW 

ツアー番号：KAT004 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３６～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
景観を楽しみながらエリス高原の肥沃な土地に点在するいくつかの農村を抜けてのドライ
ブの後アルフィオス川の水の恵みを受ける渓谷に位置する聖なる地方都市オリンピアに向
かいます。幻想的な神話や伝説に彩られたこの古代の都はまた高貴なオリンピック精神の
発祥地でもあります。人類最古のオリンピック競技は紀元前７７６年に行われたとされ、
その後１０００年以上も競技は続けられてきました。現在でもこの静かな聖地では４年毎
に開催されるオリンピック競技の為の聖火が灯され、それぞれの開催地まで運ばれてゆく
のです。寺院や祭壇、文化遺産に溢れる静かな聖地で、ヘラクレスが父親の領土の境界線
を示す為に自ら植樹したといううっそうと茂る木々の間を縫っての散策をお楽しみ下さい。
今でもマラソンのスタート地点を示す大理石の足止めが置かれているオリジナルコースを
歩いてみたり、活動的な方なら走ってみてはいかがでしょうか？ギリシャは世界の中でも
古代から今日まで、途切れる事なくいたるところで盛んに伝統のフォークダンスが踊られ
る稀有な土地です。このツアーには、伝統的な民族衣装を身につけた地元のダンサーたち
がギリシャ舞踊や各地方特有の民族舞踊を踊る舞踊ショー鑑賞が含まれています。ひとつ
ひとつの踊りにはそれぞれ特有の物語があり、それは各家庭で世代を越えて受け継がれて
きたもので、ギリシャ人としての民族の誇りを強化する上で大きな役割を果たしているの
です。舞踊ショーが開かれるオリンピック村で代表的な会場では、ギリシャの伝統的なス
ナックをおつまみに、地元のグラスワインや地酒のウーゾ、ソフトドリンクなどがふるま
われます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。民族舞踊ショーが行われる会場は

入り口に１５段の階段があります。 
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オリンピア＆カウロウタ・ビーチ観光 
OLYMPIA & KOUROUTA BEACH 
ツアー番号：KAT005  
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３４～（３～１２） 
所 要時間：約７時間 
 
人類最古のオリンピック競技は紀元前７７６年に行われたとされ、その後１０００年以上
も競技は続けられてきました。現在でもこの静かな聖地では４年毎に開催されるオリンピ
ック競技の為の聖火が灯され、それぞれの開催地まで運ばれてゆくのです。豊かに生い茂
った森の中に静かにたたずむ人影の無い寺院や祭壇、宝物殿などの間を散策してみましょ
う。気分が乗ればまだ元のままの形で残っている大理石製のスタート用ブロックを使って
スプリント・スタートを試してみたり、レース用トラックを１周走ってみることも可能で
す。その後この地域で最も有名なビーチであるカウロウタ・ビーチに向かいます。このビ
ーチは澄み切ったイオニア海の水に常に洗われ、全長１６キロに連なっています。ビーチ
沿いにはカフェテリアやタベルナが立ち並び、そこで飲み物や昼食を購入することが出来
ます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ビーチの観光では事前に水着を着

用し、タオル、日焼け止めをお忘れなく。海岸では地元のスポーツ専門業者がウ
ォータースポーツの勧誘をする場合がありますが、キュナード社とは一切関係が
無いことをご了承ください。 

    オリンピア観光では約２時間、所々砂利道になった通路を徒歩で歩く工程が含ま
れます。ツアーには飲み物代や昼食代が含まれていません。お買い物をされる方
は現地通貨をご持参ください。夏のバカンス期間中、人気の高い観光地であるこ
の場所はかなりの人出が見込まれます。水泳の直前のアルコール摂取や昼食はお
勧めできませんのでご注意ください。 

                                                                    
 
カウロウタ・ビーチでの休息 
KOUROUTA BEACH BREAK 
ツアー番号：KAT007 
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄２５～（３～１２） 
所 要時間：約４時間半 
 
港から短時間のドライブで、この地域では最も有名なビーチであるカウロウタ・ビーチに
向かいます。澄み切ったイオニア海の水に常に洗われているこのビーチは全長１６キロに
もわたっています。この美しい忘れがたいビーチを心ゆくまで楽しんでいただくため、ビ
ーチ・マットと日傘のレンタル料金はツアー費用に含まれています。ビーチ滞在中には冷
たいソフトドリンクかミネラル・ウォーターのボトルがサービスされます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ビーチの観光では事前に水着を着

用し、タオル、日焼け止めをお忘れなく。海岸では地元のスポーツ専門業者がウ
ォータースポーツの勧誘をする場合がありますが、キュナード社とは一切関係が
無いことをご了承ください。このツアーには昼食代が含まれていません。お買い
物をされる方は現地通貨をご持参ください。夏のバカンス期間中、人気の高い観
光地であるこの場所はかなりの人出が見込まれます。水泳の直前のアルコール摂
取や昼食はお勧めできませんのでご注意ください。 
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オリンピアのみのツアー                                                        

SIMPLY OLYMPIA 

ツアー番号：KAT008 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２８～（３～１２） 
所 要時間：約３時間 
 
景観を楽しみながらエリス高原の肥沃な土地に点在するいくつかの農村を抜けてのドライ
ブの後アルフィオス川の水の恵みを受ける渓谷に位置する聖なる地方都市オリンピアに向
かいます。幻想的な神話や伝説に彩られたこの古代の都はまた高貴なオリンピック精神の
発祥地でもあります。古代オリンピックは紀元前７７６年に初めて開催され、それ以来現
在まで４年毎にこの土地で聖火が点火され各開催国へ運ばれる様になりました。この聖な
る楽園を散策するだけで、平和で穏やかな雰囲気と美しい景観に感銘を受けずにはいられ
ないでしょう。人里はなれた聖地で、ゼウスの息子ヘラクレスが父親の領土を明確にする
為に自ら植えたと言われる樹木がうっそうと生い茂る中で、寺院や祭壇や文化遺産を思う
ままに散策してください。古代オリンピックでマラソン競技場となったスタジアムを歩い
てください。そこにはまだスタート地点を示す大理石の足止めが置かれたままになってい
ます。運動好きの方であれば走ってみてはいかがでしょうか？ 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。オリンピアの考古学遺跡とオリン

ピア考古学博物館の観光を含むこのツアーでは全体で約１時間半砂利の小道や、
所々険しい道路を徒歩で移動する行程が含まれます。 

 

 

サレルノ 
SALERNO               
 

 
ソレント自由観光                    
SORRENTO ON YOUR OWN                      
ツアー番号：SAL001 
ツアー料金：大人＄６８ 子供＄５１                
所要時間 ：約８時間 

 

サレルノから高速に乗りカンパニアン沿岸ルートを通ってソレントに向かいます。ソレン 
ト半島への道中はソレント湾の美しい眺望をお楽しみいただけます。 
肥沃な土壌に豊富な果樹野菜が生い茂り太陽が満ち溢れるソレントは裕福な古代ローマ人 
が最も憧れた場所であり、現在に至るまでイタリア南沿岸地方随一のリゾート地として有 
名な所です。崖上に建てられた威容を誇る大聖堂や、花で飾られた愛らしい町が訪れる 
人々を楽しませてくれます。 
ソレントでは約５時間思い思いに自由時間を楽しんでいただきます。花々が咲き乱れる町 
の中をそぞろ歩いて数多く連なるお土産店やブティックを物色したり、オープンカフェで 
くつろぎながらリゾート気分を満喫したりと各自思いのままの時間をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩観光の組み合わせになります。バスの停留所からソレン

ト市内の中心部までは短時間歩いていただくことになります。バスの乗降時には２
段から４段のステップの上り下りがあります。このツアーには入場券や昼食が含ま
れていません。バスには案内人が付き添いますので自由観光についてご質問がある
方は何なりとお尋ねください。帰りのバスの集合場所と集合時間を必ずメモして遅
れる事の無い様にお願いいたします。 
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ソレント＆アマルフィ沿岸観光 (昼食付き)                                              

SORRENTO & AMALFI COAST 

ツアー番号：SAL002  
ツアー料金：大人＄１２５～ 子供＄８２～（３～１２） 
所要時間：約８時間半 
 

イタリアで最も有名なドライブ・コースで、作家スタインベックが“実際にあるとは思え
ない程美しく正に夢の様な場所”と記述したアマルフィ海岸沿いのゆったりとしたドライ
ブを楽しみます。色鮮やかに茂る花々や樹木が溢れ、燦燦と太陽を浴びる町ソレントは、
お金持ちローマ人保養地として有名な場所で、それ以来人気のあるリゾート地として定着
しました。小高い崖の上に広がる町並み、おしゃれなブティックが立ち並ぶ魅力的な通り
が、比較的小さなソレントの町に魅力を与えています。ソレントの観光の途中では、ワイ
ンつきのイタリア料理の昼食を楽しんでいただきます。 
海岸沿いに更にドライブを続けるとアマルフィの町が見えてきます。ガイドが同行し、こ
の古風な趣がある町を徒歩で巡り、歴史を学んだり壮麗な建築物を鑑賞、特にムーア様式
とゴシック様式が融合したアマルフィ大聖堂の外観は一見の価値があります。アマルフィ
では自由時間を設け、狭い路地を歩き回ったり、広場でコーヒーやアイスクリームを楽し
んだりと、思い存分この土地の雰囲気に浸っていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。昼食場所へは２，３段の階段を上

り下りしていただく事になります。アマルフィの舗道は石畳みで傾斜があります。
ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。アマルフィでは厳しい駐車規制があり、
市内に入れない場合はマイオリ、或いはミノリ、又はヴィエトリ・スール・マーレ
に目的地を変更する場合があります。アマルフィでは切り立った断崖すれすれの道
路に沿ってのドライブで、しばしばヘアピンカーブに出会います。めまい症の方に
はお勧めできません。 

  
                                           
ソレントを味わうツアー                                                              

A TASTE OF SORRENTO   

ツアー番号：SAL003  
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄５４～（３～１２） 
所 要時間：約６時間 
 
この機会にソレント郊外にある美しい田園風景の中の一軒の農家を訪ずれ、美味しいイタ
リアの味覚の味見をしてみてはいかがでしょう？農家のご主人が参加者を農場に案内し、
モッツァレッラ・チーズの作り方などを説明します。 
レモンやオリーブの木が茂る美しい庭にも案内され、そこで自家製のパン、チーズ、サラ
ミなどを賞味します。大自然に囲まれ、ゆったりとした雰囲気に身をゆだねてしばし喧騒
に満ちた慌しい都会の生活を忘れてしまいましょう。農家訪問の後は色彩豊かな人気の町
５ソレントを見学します。ここは自由にゆっくりと散策するのに最も適した町です。コル
ソ・イタリアやドゥオーモを訪ねてみてください。勿論オープン・カフェで足を休め行き
交う人々を眺めるリラックス・タイムもお勧めです。立ち並ぶお土産物屋売店でのショッ
ピングも楽しみで、特に良く磨かれて耀きを放っている寄木細工の木工品がソレント名物
として人気があります。 
ドライブの道中ではナポリ湾に沿った美しい沿岸風景を楽しめる他、遠くにベスビオ火山
も見る事が出来ます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩との観光となります。農家に向かうには約１０分上り坂

を歩く必要があります。ソレント観光は徒歩のみですが、どれ位の距離を歩くかは
参加者自身におまかせします。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。訪問順
序は当日の交通事情などで変わる場合があります。 
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ヘラクラネウム遺跡観光 
RUINS OF HERCULANEUM            
ツアー番号：SAL004 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５４～（３～１２）                  
所要時間 ：約４時間 
 
ヘラクラネウムは大体紀元前５世紀頃に作られた都で、ナポリ湾を見下ろす絶好の位置に
あった事からローマ人に人気の高い避暑地となっていました。色彩豊かなフレスコ画や、
モザイク、大理石の彫像で飾られた豪華な別荘が次々と建てられていったのです。 
ヘラクラネウムの遺跡には他のどの古代遺跡、特により大規模なポンペイ遺跡とも違った
際立った特徴があり、ひとつの小さな町全体がそっくりそのまま完全に保存されていてこ
れはポンペイ遺跡の保存状態を上回るものです。その理由はこの遺跡が火山灰や瓦礫の山
からではなく泥の中から掘り出されたからです。泥は材木なども腐食なしに長期間保存で
きる驚異的な保存効果があり、その為当時のままの民家、商店、公衆浴場、木材、食料品、
布や衣類が残っていて、古代の生活を思い起こす事が出来るユニークな遺跡となっていま
す。ガイド同行でこの遺跡をたどりながら、数千年前の生活に思いをよせてみましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩観光の組み合わせになっています。このツアーには約２

時間３０分位、ゴツゴツした凸凹のある地面や、石畳みの歩道と階段を上り下り
する徒歩での移動が含まれます。ヒールの無いつま先を覆った滑らない靴がお勧
めです。 

 
                                          
 
アマルフィ気まま観光 
EASY AMALFI   
ツアー番号：SAL005 
ツアー料金：大人＄６３ 子供＄３９ 
所要時間 ：約３時間半 
 
短時間でアマルフィの船着場に向かった後モーターボートに乗船して４５分のクルーズを
楽しみながらアマルフィに向かいます。クルーズ中は自然の力で不思議な形に刻まれたド
ロミテ渓谷や海の外に垂直に突き出した塔などの景観をお楽しみいただけます。 
絵の様に美しい海辺のリゾート、アマルフィは深い峡谷の入口部分に位置し、イタリアで
最も人気のある休暇リゾートのひとつとなっています。アマルフィは中世ではヴェネチア、
ジェノヴァ、ピサと並んで４大海運共和国のひとつだったため、当時のイタリアでは重要
な役割を果たした歴史を持っています。自由時間にはドゥオーモ広場に向かう狭い通路を
散策したり、写真を撮ったりと思い思いにお過ごしください。この広場から６０歩強歩け
ば壮大なドゥオーモ（聖アンデレ大聖堂）に到達します。教会の内部構造は１３世紀にま
でさかのぼり、大聖堂はコンスタンチノーブルから運ばれた１１世紀製造の青銅の扉で飾
られています。村を散策し、中世からの名産で柔らかい土で作られた代表的なアマルフィ
土産の手作りのマジョルカ陶器を物色してあるくのも一興でしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスとモーターボートと徒歩観光の組み合わせになっています。モ

ーターボートの乗り場までの１００メートル位の徒歩区間は平たんで、５段か
ら１０段の階段がある他、モーターボートの乗り降りが含まれます。ボートに
は内側、外側両方に座席が設けられています。アマルフィの町の道路は石畳で
起伏があります。ビールの無い歩きやすい靴をお勧めします。ドゥオーモ内部
の見学は各自自由となりますが約６０段強の急な階段を上る必要があります。 
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ポンペイの遺跡観光                                                 

THE RUINS OF POMPEII 

ツアー番号：SAL008  
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄５４～（３～１２） 
所 要時間：約３時間半  
 
ガイドを伴い、岩石が崩れたままのポンペイ遺跡の間を縫って徒歩で古代文化をたどりま
す。当時のまま残されている共同浴場、劇場、拳闘場、豪華な別荘からはそこで暮らして
いた人々のざわめきが聞こえてくる様です。ワイン商の棚にはまだワインの壷が並び、道
路には雨季でも足を濡らさずに道路を横断できる様に敷石が置かれています。モザイクを
敷き詰めた床、まだ鮮やかな色彩を残すフレスコ画など、当時の高度な文化に驚かされる
と共に、その保存状態も驚異的です。また噴火の犠牲になった人々の遺体の数々の石膏像
も、即死状態だった姿のまま展示されていて、一瞬にして一都市の生活を止めてしまった
噴火の物凄さを改めて感じる事ができます。ガイドが魅惑の都市だったポンペイの歴史を
説明し、その噴火のありさま、そして奇跡的に遺跡が発掘された過程とそれが数百年のと
きを経て今尚最高の状態で保存されている理由などを語ってくれます。 
ポンペイ遺跡へのドライブの途中には、ナポリの南西約２５キロの位置にありいまだ活火
山として煙を噴き上げているベスビオ火山の姿をのぞむことができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーにはかなりの距離凸凹

の地面、石畳みの舗道などを歩く行程が含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴
をお勧めします。手押し車の使用はポンペイではお勧めできません。洗面所の設
備は限られていますのでご注意ください。 

                                          
 
ソレントとポンペイ遺跡ツアー(昼食付)                                                             

SORRENTO & POMPEII 

ツアー番号：SAL009  
ツアー料金：大人＄１４０～ 子供＄１０１～（３～１２） 
所 要時間：約８時間半 
 
ソレントの町では自由行動となり、至る所に色彩かな花々が飾られている街路やブティッ
ク、お土産物屋、雰囲気の良いアウトドアカフェなどが並ぶソレントとの町の散策をお楽
しみいただけます。紺碧の海を見下ろす崖の上に広がる美しい町ソレントは磁石の様に旅
人をひきつけます。なぜこの町がそんなにも休暇を楽しむには最適な場所であるかをご自
分の目で検証してみてはいかが？昼食はチャーミングなソレントのレストランでご賞味く
ださい。世界で最も有名な発掘遺跡のひとつといわれるポンペイの遺跡は、数千年前に埋
もれたとは思えない程、高度な文明を備えており当時の様子がしのばれます。約１７００
年前当時大都会であったポンペイは６０メートルもの火山灰と溶岩に覆われ、一瞬にして
その動きを止めたのです。現在ほとんどの瓦礫が取り除かれ、当時の生活の様子を昨日の
事の様に見る事ができます。一瞬にして噴火の犠牲者になった人々の姿が石膏像で残され、
自然災害の物凄さを改めて感じ取ることが出来ます。 
ポンペイ遺跡の近くに小さなカメオ専門店があり、精緻な細工が施された手作りの宝石を
ご覧いただきお買い求めいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ポンペイ遺跡の観光ではかなり長

い時間凸凹の道路や石畳みの舗道を歩く事になります。ヒールの無い歩きやすい靴
をお勧めします。ソレント、ポンペイ間の距離は車で片道約１時間ですが、交通渋
滞によっては遅れる場合もある事を了承ください。手押し車の使用はポンペイでは
お勧め出来ません。 
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ベスビオ山とヘラクラネウム観光 (昼食付き) 

VESUVIUS & HERCULANEUM                      

ツアー番号：SAL010 
ツアー料金：大人＄１３２～ 子供＄１０１～（３～１２）                
所 要時間：約７時間半 
 
ツアーはまず雄大な活火山ベスビオ山の遠景を楽しむ所からはじまります。その後ハイウ
ェイとへびの様にくねった道路を約４５分かけて走り、標高９００メートルの山頂まで上
ります。そこからは徒歩での上りとなりジグザグの道路をたどってゆくと更に約３００メ
ートル先の噴火口に到着します。そこで巨大な火口の縁に並んで立ちながらアルペン･ガイ
ドの解説を聞きます。ガイドは発熱ポイントを示しながら、この山が今もまだ活火山であ
る事を証明してくれます。しばし威厳のある活火山の神秘に思いをはせながら、パノラマ
の様に眼下に広がるナポリ湾の美しい眺望を楽しみます。昼食はベスビオ火山の麓のレス
トランでいただきます。大きな兄の様な、ポンペイほど有名ではありませんが、この小さ
な町の遺跡の保存状態はポンペイよりすぐれています。特にヘラクラネウムの発掘は、ポ
ンペイの遺跡が火山灰と瓦礫からの発掘だったのに較べてこの遺跡は泥の中から掘り出さ
れた、という際立った違い色があります。泥は材木などを腐食なしに長期間保存できる驚
異的な保存効果があり、その為当時のままの民家、商店、公衆浴場、木材、食料品、布や
衣類が残っていて、古代の生活を思い起こす事が出来るユニークな遺跡となっています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーにはかなり長い距離を

徒歩で移動する行程が含まれます。参加者はベスビオ火山のトレッキングに耐え
るだけの体力を必要とします。小石だらけで火山灰に覆われた険しい山道を歩き
ます。平底で歩きやすいつま先を覆ったウォーキングシューズが必需品です。高
度の高い山を登る為、山頂はかなり寒くなりますので、重ね着ができる上着を予
備にご持参ください。天候も変わりやすくなります。ベスビオ火山が悪天候の場
合は代わりにナポリ景観観光となります。 
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チビタベッキア CIVITAVECCHIA 
 

 
ローマ自由観光 

ROME ON YOUR OWN                      

ツアー番号：ROM004 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄４７～(３～１２)                  
所 要時間：約９時間 

 

この文化遺産に満ちた都市を散策してゆくにつれて、過去の陰が訪問者の背中に忍び寄っ
てきます。フォロ・ロマーノ、コロッセオ、パンテオンといった古代の遺跡と華麗なヴァ
チカン、トレヴィの泉の魔力と数千の花が咲き乱れる広場の温もり、それら全てのイメー
ジが融合して永遠の都が造りだされているのが分かります。 
バスでローマ市内に到着後、すぐ終日自由観光となり、思い思いにローマの探訪をお楽し
みいただきます。数々のお店や見みたり、近くのレストランでイタリア料理を味わったり、
ローマ市内を見て周り、新たな発見したりご自由にお過ごしください。 
このツアーは、参加者それぞれで自由に思うままに観光内容を決め、お好きなだけローマ
の魅力を存分に味わっていただくものです。 
自由に散策後、決められた時間に集合場所にお集まりいただき、バスで船が停泊するチベ
タベッキアに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩きやすいウォーキングシューズ

と飲料水のボトルの携行がお勧めです。このツアーには、ガイド、昼食、入場料
は含まれていません。車中でローマ観光地図が配られます。ローマ市内の移動は
公共の交通機関が利用できます。ユーロをご持参ください。主要クレジットカー
ドがお使いになれます。ローマ市内では長時間の駐車が禁じられている為、万一
集合時間に遅れてもお待ちする事が出来ません。集合時間をまもり集合場所には
余裕をもって到着する様に計画して下さい。自由行動の出発地点はサン・ピエト
ロ広場に隣接する多層階のジャニコロ・カーパークです。チビタベッキアーロー
マ間の移動は片道約１時間半を要します。 

                                          
 
ローマの宝物 

TREASURES OF ROME 

ツアー番号：ROM020 
ツアー料金：大人＄１５７～ 子供＄１１４～(３～１２) 
所 要時間：約９時間 
          
チビタベッキアからバスで高速を利用しローマの中心に向かいます。 
ローマに到着後、ローマの最高建築の一つコロッセオを見学します。内部に入場すると古
代ローマの栄華がどれだけのものだったか、容易に想像がつきます。展望地点からは、か
つて７６の出口や大理石の観客席と動物や剣闘士達が出番をひそかにまっていたあの地下
通路などがある巨大アレーナをご覧いただけます。コロッセオから僅かな距離にあるフォ
ロ・ロマーノへ徒歩で移動します（外観のみの見学）。かつて全ローマ帝国の重要事項の決
定が行われていた元老院の遺構をご覧ください。 
トレビの泉ではコインを後ろ向きで投げると再びローマに戻れるというロマンチックな伝
説を試してみましょう。次に巨大な柱と荘厳な半球状のドームのパンテオンを外観より見
学します。そして自由時間を設けますので、魅力的なナボーナ広場でお店やブティックを
覗いたり、各々お楽しみください。イタリア式の昼食で観光で消費したエネルギーを補い
ましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。徒歩と立ち見による相当量の観光が含まれ

ます（合計約６時間）。ヒールのない履きなれた靴を着用ください。教会へはきち
んとした服装でご入場ください。訪問順序は現地の都合により変更になる場合が
あります。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  

 
ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 

 
ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカー

ションに参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーショ

ンに参加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立

した運行業者が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又

は供給はいたしません。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内お

よび/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要で

す。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、

独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお

子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運行業

者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行

されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の

安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書か

れた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合

を除き、キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナ

ード社はいかなる状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運

行業者の過失行為/不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求し

ます。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入し

た物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任

となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自

お手配下さい。キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを

受けた際に発生した損害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必

要な場合にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は

出発日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの

代金は変更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後

に予約されたショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋

に届けられます。一度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到

着の４８時間前までとなります。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつ

かのツアーは最低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご案内します。ほとんど

のショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けら

れており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただき

ます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの

情報が変更になる場合があります。ツアー内容書に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下

さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載され

た出発時間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地

の到着の遅延や特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクス

カーション案内書に記載されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物

までかなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧め

します。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パー

ソナライザーにアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにク

ルーズの出発前に取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作

られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参

加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場

合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希

望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出

発時間や料金などが変更になっている場合がありますのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエク

スカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボ

ヤージ･パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要

で、通常よりも早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記

載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時

間前）よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビ

ットカードに全額返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金は

できません。クレジットカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて

頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツ

アーオフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消

は残念ながら返金できません。全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達

しない場合、ショアエクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理

由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショ

アエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口

座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジット

を臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配

のお手伝いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、

他のショアエクスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご

確認ください。手配後の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、

交通機関の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出

来る限り最良のバスを手配致します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降り

には特に注意をしてください。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミー

クラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタ

ッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源

を消してください。 
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ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザ

ーに電子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプラ

イベートツアーの手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切

と見なした乗り物）バスのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさ

の車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡くださ

い。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容書を

ご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限

りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が

出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはあ

りません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読すること

をお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーター

することができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限さ

れます。テンダーボートにて外出するツアーはお申し込みいただけない場合があります。車椅子補助は、要望があ

った場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。そ

の為ウェブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更

がある場合は出来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲

気を描いており、写された詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますので

ご注意下さい。 

 

 
 

 

 



 
                            

                                   

 

 

 

 

 

クイーン・エリザベス 
   

スペインとポルトガル ８日間 
ショアーエクスカーション案内 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 

 

 
【健脚レベル：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚レベル：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚レベル：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 
 



 

 

【重要なご案内】 
活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 

【重要なご案内-ビーチ/ウォーターに関連して-】 
水が含まれるいかなるツアーにお申し込みの方は、特に注意してご参加く
ださい。水泳の前のアルコール飲料や満腹になるほどのお食事はお避け下
さい。浮きジャケットが与えられたら、必ず着用ください。海は予想出来
ないことが起こることをご留意ください。監視人はいないことが多く、水
に入るのが安全かどうか知らせる旗などがない場合もあります。また、海
辺のアクティビティーは監視されておらず、監視人がいない場合もあり、
ツアー中に含まれる海岸又は海での安全はご自身でお守りください。海に
入る際は海底や水中の状況が驚かされる場合もあり、海岸や海底が安全か
視察していないので、特に気を付けてください。水際にいる際は必ずお子
様を監視してください。海辺や水、海中が含まれる全てのアクティビティ
ーはご自身の責任となります。水中では水着、タオル、日焼け止め、平底
の靴を着用する必要があります。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・エリザベス 

スペインとポルトガル ８日間 

ショアーエクスカーション案内 
 

ヴィーゴ 

VIGO 

 

バイヨーナ観光  
BAYONA LA REAL  
ツアー番号：VGO001  
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２０～（３～１２） 
所要時間：約３時間４５分 
 

コロンブスの新大陸発見のニュースは１４９３年にこの港に着いたピンタ号によって伝えられました。
バイヨーナ村は現在では人気のある夏のリゾート地で、１６世紀の素晴らしい要塞は改造されて 4つ星
のパラドールホテルになっています。 
バイヨーナに向かう景観ドライブの途中、ヴィーゴの最高地点の一つラ・グイアの丘に立ち寄ります。
ここからは街や入り江そしてクルーズ船の素晴らしい光景が広がります。 
バイヨーナに到着後、パラドール・コンデ・デ・ゴンドマールにて素晴らしい景観を楽しみながら、紅
茶やコーヒー、ソフトドリンクと一緒に地元のスペイン風おつまみのタパスをご賞味ください。 
引き続き旧市街地を訪れ、趣のある石畳の道を歩き、ドミニカ修道院、ミセリコルディア礼拝堂や今で
は市庁舎となっているロレンツォ・コレアの館など通ります。 
自由時間に地元のお店など覗いた後、海岸道路を通りヴィーゴの街に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、バイヨーナの旧市街の凸凹の石畳の上を約 20から 30分

歩くことが含まれます。自由時間を希望する場合はガイド同行の徒歩観光から抜けることがで
きます。軽食を取る場所までは１０分程緩やかな上り坂を歩いていただく他数段の階段があり
ます。 

 
 
サンティアゴ・デ・コンポステラ  
SANTIAGO DE COMPOSTELA   
ツアー番号：VGO005 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄２５～（３～１２） 
所要時間：約５時間 
 

壮大なサンティアゴ大聖堂はキリストの使徒ヤコブの記念碑であり、９世紀に彼の遺骨がここで発見さ
れたと云われています。一時はエルサレムとローマに次ぐ第３番目に重要な巡礼の地とされたこの驚く
べき聖堂に毎年５０万人もの巡礼者が集まります。 
ガイドが大聖堂を囲む４つの堂々たる広場のそれぞれの特徴について説明します。現在でも巡礼者が市
内に着くとまず足を踏み入れる印象的なオブラドイロ広場を称賛しましょう。 
時間が許せば地元の店でお土産品のお買い物をお楽しみいただけるかもしれません。 
ツアーの途中で１５世紀のパラドール・ホスタル・デ・ロス・レイエス・カトリコスで軽食を頂きます。 
サンティアゴ・デ・コンポステラは疑う余地無くガリシア地方のハイライトで、ヴィーゴ港に寄港する
機会があれば絶対に見逃せない観光地です。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われ、凸凹で石畳の路や大聖堂の階段などを比較的長時間歩きま
す（約２時間）。軽食を取る場所には椅子はありません。大聖堂の中ではガイドの説明はあり
ません。大聖堂の中では控えめな服装をしてください。ミサが執り行われている間は見学や写
真撮影は禁じられています。サンチャゴ・デ・コンポステラへは片道約 1 時間 15 分の道のり
ます。 
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魅惑のポンテヴェドラ  
ENCHANTING PONTEVEDRA  
ツアー番号：VGO008 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 

ポンテヴェドラはガリシア地方でも広大で、また最もエレガントな歴史的地区の一つであると同時に、
この地方では２番目に大きな都市です。 
この都市には沢山の石畳の路と歴史的建造物、静かな広場や典型的なショッピング通りがあります。ゴ
シックやプラテレスク、バロック様式等の異なった建築様式を数多く見る事ができます。 
ポンテヴェドラの旧市内をガイドと一緒に歩き、自由時間には伝統的な店やブティックをのぞいてみま
しょう。ガイドがポンテヴェドラの歴史上の人物や過去の海事のこと、地理上の環境、また住民の工芸
や商業に関して説明をしてくれます。 
アラメダ広場から出発し、サント・ドミンゴの廃墟、パソ・ド・コンチェロ、聖マリア教会、伝統的な
フェレイラ広場やその他数々の主な名所を観光します。 
ツアーの締めくくりには、元は１６世紀建造のルネッサンス様式の宮殿であった格式の高いパラドー
ル・デ・ポンデヴェドラの美しい庭園の屋根付きのテラスでゆったりと座って寛ぎながら軽食をお楽し
みいただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、歩行時間は（自由時間も含めて）凸凹路や石畳の路や狭

い路を約１時間４５分です。軽食を取る場所には数段の階段があります。バスの下車地点と乗
車地点が異なりますのでご注意ください。日曜日は店はお休みです。 

 
 
ゆっくりとヴィーゴの景観を楽しむ  
LEISURLEY VIGO VIEWS  
ツアー番号：VGO016 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 

バスは市内の曲がりくねった通りを走行し、ラ・グイア・ヒルへ。ここからはガリシアの田園地方の風
景や、無数のムール貝養殖場が趣を添える湾の景色が広く見渡せます。 
引き続き市内を走行し、エスパニャ広場やアメリカ広場にあるエレガントな建物の正面を車窓から楽し
みます。漁師の銅像や野生の馬の銅像などを含む数々の素晴らしい噴水や記念碑、像などをガイドが示
してくれますので、カメラのご用意をお忘れなく。 
１７世紀のカストレロス公園でフランス様式の素晴らしい庭園をご自由にご散策ください。この庭園内
の１６２０年に建立された宮殿は最近修復され、キニョーネス・デ・レオン市営博物館になっています。
（外観のみ見物） 
ヴィーゴに戻る前に１９世紀のガリシアの田舎の邸宅、パソ・ロス・エスクドスに立ち寄ります。現在
では５ツ星の高級ホテルになっており、１５世紀～１９世紀のガリシアの一族の紋章の素晴らしいコレ
クションを保有しています。種々の典型的なスペインのタパスをワイン、コーヒー又は紅茶、ソフトド
リンクとご賞味いただき、雄大な景色をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となり、多少歩きますが道はほぼ平坦で砂利で舗装されてい

ます。庭園には数段の段がありますが、段差を踏まなくても景色は楽しめます。 
 

 
徒歩でまわるヴィーゴ 小グループツアー  
EXPLORE VIGO ON FOOT-SMALL GROUP TOUR  
ツアー番号：VGO112 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間１５分 
 

街を発見するのは徒歩で周るのが最適です。モンテロ・リオス通り沿いをゆっくり歩き ジュール・ヴ
ェルヌの像を見学します。彼は有名な小説「海底二万里」の第２章でヴィーゴの美しい湾を舞台にしま
した。引き続きコンセプシオン・アレナル通りを通りコンポステーラ広場と庭園へ向かいます。地元の
雰囲気とモダニスト様式の建物をご堪能ください。 
チャーミングなカフェで足を止め、紅茶やコーヒーと地元のお菓子で休憩をいれます。 
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ガイドと街歩きは続き、街の中心へ。お金の交差点と呼ばれる場所、現代美術館、プリンチペ通り、ガ
ルシア・バーボン劇場と、エル・シレノ（男の人魚）と呼ばれる人目を引く彫刻物があり、街の中心と
考えられているプエルタ・デル・ソルを通ります。 
旧市街に向かい、憲法広場、セステイラス通り（籠作り通り）、聖母マリア教会を通ります。 
最後に通るのは、牡蠣の殻開け女性がいるとても有名な牡蠣通りで、きっと顔から笑顔が出てくる事で
しょう。 
 
ご案内：このツアーは埠頭より徒歩でのみ行われる観光で、階段や坂道や凸凹道が含まれます。歩きな

れた平底のウォーキングシューズをお勧めします。ツアーの最後に街中にとどまることもでき
ますが、ご自身で船にお戻りください。 

 
 
サンチャゴ・デ・コンポステラ 自由観光  
SANTIAGO DE COMPOSTELA ON YOUR OWN  
ツアー番号：VGO114 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 
 

サンティアゴ・デ・コンポステラに向かう車内では、ゆったりとバスの座席に身体を預けます。スペイ
ンで最も美しい都市の一つと言われる素晴らしい街サンチャゴ・デ・コンポステラについて地元のエス
コートが車中にて有意義な情報をご説明します。 
古代からヨーロッパの巡礼の中心地として世界的に有名なこの場所には印象的なバロック調のファサ
ードを持つ壮大なロマネスク様式の大聖堂がサンティアゴ・デ・コンポステラ中心にあります。この都
市には大聖堂の他にも歴史のある古い大学、ロマネスク様式のサンタ・マリア・デル・サル教会、へル
ミレス宮殿など数え切れない見所があります。このツアーは終日参加者自身が自由に計画し、魅力的な
都会を最大限に味わえる理想的なものです。３時間の自由時間を思い思いに歩きまわれることができま
す。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーには往復の移動代のみが含まれ、入場料や

飲食代などは含まれていません。サンチャゴ・デ・コンポステラまでは片道 1 時間 15 分の道
のりです。バスの中で地図が配られます。バスの下車地点からエスコートと一緒に徒歩で約 15
分の移動で大聖堂の目の前にある大きな広場のオブラドイロ広場へ到着します。ミサの最中は
室内の訪問と写真撮影はできません。エスコートが決められた時間にオブラドイロ広場に再集
合し、バスの駐車場まで徒歩で移動しヴィーゴに戻ります。 

 
 
トロリー列車周るラ・トハ島  
LA TOJA ISLAND BY TROLLEY TRAIN  
ツアー番号：VGO116 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 
 

ガルシア地方で最もスタイリッシュなリゾートの一つ、ラ・トハ島へ景観ドライブをします。スペイン
本土と橋でつながるラ・トハ島は国際リゾート地で、温泉スパと静かなライフスタイルで有名で、夏に
なると大勢の著名人がここを訪れます。 
小さな漁村のオ・グローブでトロリー列車に乗車し、シンプルで簡単な方法でこの人気の地域を観光し
ます。４５分間の旅行では美しいラ・トハ島へ橋を渡り、アロウサ湾の素晴らしい景色が楽しめます。 
トロリー列車を降り、徒歩で僅かのホテル・ルクソ・イソラ・デ・ラ・トハに移動し、数々の美味なタ
パスを地産のワインでお楽しみください。 
そして自由時間を設けますので、自由に散策したり、ショッピングなどお過ごしください。ご自身のご
褒美に島で有名なバス製品の購入や、訪問の思い出にお土産物を覗いたりするのもよいでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバス、トロリー列車と徒歩で行われます。徒歩による観光の時間はお客様次第で、

ホテルからお土産物屋までは５～１０分程歩きます。ホテルへは１０段の階段があり、車いす
用のスロープがあります。お土産物屋や屋台ではユーロのみご利用になります。ラ・トハ島へ
は片道１時間１５分の道のりです。 
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ウォーターフロントでのセグウェイ体験  
SEAFRONT SEGWAY RIDE  
ツアー番号：VGO118 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄５８～（８～１２歳） 
所要時間：約１時間 
 

桟橋で知識豊富なセグウェイのインストラクターと合流し、セグウェイ乗車の訓練を受けた後、海岸通
りの楽しい 1時間の旅に出発します。 
セグウェイに乗車し、ヴィーゴの美しい海岸エリアを周ります。アベニダ・プロムナードを通り、エス
トレッラ広場に到着します。ここよりモンテロ・リオス通りからコンポステーラ庭園に向かい、お写真
タイムを設けます。青々と緑豊かな庭園には種類豊富な植物や木が植えられており、ヴィーゴの喧騒か
ら離れた静けさを保ちます。 
海岸通り沿いを走り、途中ヨットクラブを通りすぎ埠頭に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはセグウェイで行われ、体重約 38㎏から 114㎏の方が参加いただけます。7歳以下

のお子様と妊娠中の女性はご参加いただけません。走行距離は約 1.5㎞です。このツァーは体
力がある方に向いており、途中揺れる為怪我をしている方や体調が悪い方には向きません。平
底の爪先がとじた靴の着用をお勧めします。ボトル入りのお水を持参し、日焼け止めを付ける
ことをお勧めします。ヘルメットは配られ着用が義務付けられています。 

 
 
完全サンティアゴ・デ・コンポステラ  小グループツアー 
COMPLETE SANTIAGO DE COMPOSTELA – SMALL GROUP TOUR  
ツアー番号：VGO124 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４８～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 
 

歴史都市サンチャゴ・デ・コンポステラはガルシア地方で最も有名で輝かしい街で世界遺産に登録され
た荘厳なロマネスク様式の大聖堂があります。何千ものキリスト教巡礼者は聖ヤコブの遺骨を拝む為に
聖ヤコブの道を辿りながらガルシア地方を横断し、その最終目的地が大聖堂なのです。 
小グループで知識豊富なガイドと共に大聖堂内を見学します。教会内部の完璧なデザインに驚嘆し、主
要祭壇と聖ヤコブの像をじっくりご覧ください。狭い階段を降ると地下聖堂があり、聖ヤコブの遺骨が
葬られている信じられています。ガイドと共に大聖堂内博物館を訪れ、素晴らしい考古学上重要な展示
物があり、サンチャゴ・デ・コンポステラの深い歴史を展示しています。オブラドイロ広場でお写真撮
影の為に立ち止まります。ここは巡礼者が街に到着すると集まる広場で、プラテリアス広場には装飾が
施された馬の噴水があります。ツアーの締めくくりに美しいパラドール・ホステル・ドス・レイエス・
カトリコスで美味しいカナッペをワインと共にお召し上がりください。 
 

ご案内：このツアーはミニバスと凸凹で石畳の路や大聖堂の階段などを含む約２時間の徒歩による観光
が含まれます。大聖堂内では混雑を防ぐためにイヤホンガイドを使用します。ミサが執り行わ
れている間は見学や写真撮影は禁じられています。地下聖堂内の写真撮影は禁止されています。 
サンチャゴ・デ・コンポステラへは片道約 1時間 15分の道のりです。 

 
 
 

リスボン  

LISBON 

 

市電とバスで巡るリスボン 
LISBON BY TRAM & COACH 
ツアー番号：LIS012 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄６２～(３～１２歳)  
所要時間：約３時間 
 
リスボンで最も有名で代表的な交通機関である市電は見逃せません。車中でウェイターがポートワイン
や伝統的なペストリーを給仕するユニークな市電ツアーは大人気です。このツアーではリスボンの見所
を更に味わっていただく為、由緒ある市電から近代的なバスに乗り換えてパノラマ観光をお楽しみいた
だきます。有名な黒馬広場で市電に乗り、７つの丘を持つ大都市をのんびりと巡ります。国会議事堂、
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大聖堂、サンタルシア展望台など、「旧市街」とテージョ川の数多くの名所をご覧ください。エストレ
ラ広場で伝統衣装をまとったウェイターに別れを告げ、バスでツアーの第２部をはじめます。印象的な
ゴシック･マヌエル様式のジェロニモス修道院の前では、ガイドがこの堂々たる建物の説明をします。
近くには同じく印象的で贅沢な装飾のベレンの塔やエンリケ航海王子とポルトガルの素晴らしい発見
の旅を記念した発見のモニュメントがあります。 
 
ご案内：このツアーは市電とバスによるツアーです。市電乗車の際には比較的高めの階段を上っていた

だくことになります。 
 
 
陸と川から見るリスボン 
LISBON BY LAND & RIVER 
ツアー番号：LIS005 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４９～(３～１２歳)  
所要時間：約３時間 
 
陸と川面の両方を満喫できる完璧なセット・ツアー。市内の中心部を見た後、テージョ川のゆったりと
した遊覧クルーズをお楽しみください。軽食を楽しみながら名所の数々を眺めます。 
景観ツアーではポンバル公爵広場、自由通り、黒馬広場、ロッシオ広場など市の中心にあるリスボンの
名所を巡ります。地震による壊滅状態から復興したバイシャ地区を見て、エドワード７世公園の展望台
からの素晴らしい景色をご覧ください。川から眺めるリスボンの魅力をとらえるのにカメラは必携です。
リーバークルーズでは中世の街並みが残る地域をご覧ください。ゴールデンゲートブリッジを思い出さ
せる見事な吊り橋の下を通り、キリスト像を写真に収めましょう。ツアーのハイライトはべレン地区の
川岸に沿っての遊覧です。ここからその昔帆船が発見への大航海に出発しました。その史跡の数々は川
から見ると特に素晴らしく、発見のモニュメント、ユニークなベレンの塔、華麗なゴシック様式のジェ
ロニモス修道院などがあります。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボート、徒歩で行われます。徒歩による観光は僅かです。ボートに乗るに

は数段の階段があります。川の遊覧クルーズの時間は１時間半です。ツアーの行程は逆になる
場合があります。 

 
 
リスボンハイライトとエストリル海岸 
LISBON HIGHLIGHTS & COAST OF ESTORIL 
ツアー番号：LIS018 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 

テージョ川沿いをドライブし、狭い通りがある古いバイシャ地区に向かいます。両側に庭園とちょっと
変わった白と黒の石が敷かれた石畳などで有名な自由通りを含む名所を通ります。エドワード 7世公園
に立ち寄り、リスボンと街を取り囲む丘の景色をご覧いただきます。 
エストリルでは自由時間を設けますので、プロムナード沿いを散策したり、カジノの庭園を鑑賞したり、
ゆったりと地元のカフェでのんびりしたりお楽しみください。 
リスボンに戻り、有名なベレムの塔とゴシック様式のジェロニモス修道院をご覧ください。大航海時代
に活躍したポルトガル英雄に敬意を表して作られた発見のモニュメントで写真タイムを設けます。ここ
から吊り橋や川の対岸に建てられたキリスト像が見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。エストリルはほとんど石畳の道です。エストリルの海

岸のプロムナードへは徒歩にて約 200メートです、エストリルでの自由時間でプロムナードに
行く予定の方は徒歩で２００メートルの移動となります。 

 
 
シントラ、ギンチョとカスカイス 
SINTRA, GUINCHO & CASCAIS 
ツアー番号：LIS031 
ツアー料金：大人$５８～ 子供$２３～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 
 

周囲を取り巻く山々の美しさを詩人にたたえられたシントラの村は最も高い丘の上にある旧王宮の眺
めが有名です。この地域は一時ムーア人や王族に支配されていたポルトガルで最も古い入植地の一つで
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あったため、異なる支配階級のお城や宮殿が村のあちこちに点在し、それがこの村に独特の興趣を添え
ているのです。自由時間を各自のペースでお過ごしください。 
ギンチョ･ビーチでは写真撮影のために停車しますので、この機会を最大限に生かし、素晴らしい景色
とヨーロッパ大陸最西端のロカ岬をカメラに収めましょう。 
その後元々は古い漁村が人気のリゾート地となったカスカイスへ。美しいカスカイス湾に沿って、20世
紀初頭の家並みが現代的な建物と混ざり合い、楽しい雰囲気を作っています。自由時間で通りを歩き、
景色を楽しんだり、地元のお店を覗いたりしましょう。 
帰途はテージョ川とを隔てる沿岸通りをドライブし有名なエストリルの村を車窓から見学します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。シントラの通りは険しい石畳の道です、ご注意くださ

い。ツアーの行程は逆になる場合があります。カスカイスの商店は日曜と祝日は閉まっていま
す。 

 
 
魅力的なオビドス村 
CHARMING OBIDOS 
ツアー番号：LIS032 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 
 
迷路のように通る古風な石畳の小道と明るい色で塗られた家々、咲き乱れる花が溢れ、オビドスはどこ
をとっても写真撮影に最適の場所です。実際にこのロマンテッィクなオビドスは 1282 年、村全体がデ
ニス王と花嫁イザベルの婚礼の場として使われました。 
中世の城壁をくぐると、村の中心に１２世紀の城が堂々と聳え立ちます。旧要塞と王宮は最近ポルトガ
ルの七不思議の一つに選ばれました。徒歩でのツアーにて可愛らしい道を歩き、白壁のサンタマリア教
会を通ります。その後、自由時間を設けますのでオビドスを自由に散策ください。隠れた小道など、写
真のモチーフには事欠きません。お土産探しには街のメインストリートのディレイタ通り（RUA DIREITA）
が最適でしょう。種類豊富な工芸品や特産物、手染めのタイル‘アズレージョ’や地元で作られたリキ
ュールなど扱うお店が並びます。道路に面する小さなカフェに腰掛け、中世の雰囲気を楽しむのも素敵
です。ポルトガルの田舎を車窓に、喧騒のリスボンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。オビドスまでは車で約１時間１５分です。このツアー

は比較的平坦な石畳の道を２時間程歩きます。履きなれたウォーキングシューズをお勧めしま
す。 

 

 
巡礼地ファティマへの旅（少人数グループでのツアー） 
A JOURNEY TO FATIMA –SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：LIS181 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄８６～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 
 

テージョ平原と闘牛の町ヴィラ･フランカを抜け、国際的に知られる巡礼の地ファティマへ向かいます。 
地元の民間伝承によると、近くの村に住む３人の羊飼いの子供がコヴァ･ダ･イリア(平和の谷)の小さな
樫の木の上に「光の聖母」が浮かんでいるのを見たといいます。そして、それは５ヶ月間同じ日に現れ
た後、今度は７万人以上の目撃者の前で空に奇跡を起こしたということです。今日では、世界中からた
くさんの人々が奇跡を求めてファティマを巡礼しています。古い有名な聖堂では、３人の羊飼いの子供、
ルカサントスと二人の従弟ジャシンタとフランシスコ・マルトが眠っている場所を見る事ができます。
また、聖母マリアが子供たちの前に現れたとされる場所に建てられた新しい大聖堂と三位一体教会を訪
れる機会を設けています。自由時間で各自昼食をとり、地元の店で土産物などをお買い求めください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。このツアーにはガイドは付かず、ファティマま

での道中、バスの運転手が英語にて皆様のご質問等に対応します。ファティマまでのドライブ
は約１時間１５分です。比較的平坦な道を３時間程歩きますがご自分のペースで調整していて
いただけます。昼食は含まれていません。古い大聖堂では修復工事が行われています。旧塔、
絵画、ステンドグラスの見学には制限がありますのでご了承ください。 
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市内ドライブと海洋水族館 
CITY DRIVE & OCEANARIUM 
ツアー番号：LIS186 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
リスボンは歴史ある旧世界の都市と同時に現代的な首都でもある２面を持ち合わせている都市で、素晴
らしいコンテンポラリー建築が融合しています。 
パルケ・ダス・ナソンイス地区は最もモダンな地区で、ポルトガルで行われたエキスポ９８国際博覧会
の跡地です。博覧会の目玉は海洋水族館でしたが、現在でも残されており世界最大級の海洋水族館です。 
海洋水族館に到着後、自由時間を設けますので、海洋水族館や付近の庭園を自由に見学して頂きます。
巨大の中央タンクは世界の海洋生物を見学することができ、その他４つのタンクには南氷洋、太平洋、
インド洋、大西洋のそれぞれの海洋生物が見られます。サメやエイ、カマスなどを含む２００種類以上
の１万５千の海洋生物が生息しています。広大な５万４千枚の手書きの陶製タイルには海洋相が表され
ています。 
現代のリスボンを体験した跡は、中央地区に向かい活気のある旧市街を車窓より見学いただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。水族館内の表示はポルトガル語と英語となります。水

族館での滞在時間は約２時間１５分の予定で、徒歩と立ち見見学となり、階段が含まれます。
水族館内ではフラッシュを使用した撮影は禁止されています。 

 

 
リスボンとエストゥファ・フリア植物園 
VIEWS OF LISBON & ESTUFA FRIA GARDEN 
ツアー番号：LIS187 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
リスボンは温暖な気候の為、街の中心に熱帯植物園を作るのが可能でした。植物園の中にはリスボンの
原種ではない種類豊富な熱帯植物が植えられえおり、木製屋根ふきスレートにより光が遮光されて、こ
こでの栽培が可能となっています。 
エストゥファ・フリア、又は冷温室として知られるこの植物園はリスボンで一番に寛げる緑地スペース
となっています。知識豊富なガイドと共に湖、小川、像や世界中から集められた種類豊富な植物を散策
してみましょう。 
散策後は車窓より景観を楽しみながら最長のつり橋の一つ 4 月 25 日橋を通過します。テージョ川の南
側に渡り、第二次世界大戦中ポルトガルの中立の謝意としてリオデジャネイロにある同様な像を模して
建てられたキリスト像の記念碑の土台に続きます。この巨大な像の土台からは街と堂々とした橋や港ま
で素晴らしい景色が楽しめます。快晴の日には遥か遠くのシントラの丘や有名なエストリルの海岸や大
西洋まで見ることが出来ます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーには庭園内の階段、傾斜道や凸凹道を含む

約 1時間 30 分の徒歩観光が含まれます。 
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ポルト 

OPORTO 

 

ドウロ川クルーズとワインの試飲 
DOURO RIVER CRUISE AND WINE TASTING 
ツアー番号：OPO002 
ツアー料金：大人$７２～ 子供$４０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 

 
ポルトはポルトガルで 2 番目に大きな都市です。忙しい近代的な町でありながら商業が繁栄した 18 世
紀に裕福な商人達が建てた家々の多くを当時の特色を残しながら保存しています。 
市庁舎、12 世紀に建立された大聖堂、印象的かつユニークな鐘楼のあるクレリゴス教会等の素晴らしい
建築物を車窓から見物します。 
リベイラ地区までドライブし、そこからリバークルーズに乗船します。遠くに御影石のファサードと赤
い屋根が絵のように美しい家並みと古い宮殿や貴族たちの館、ドウロ川を渡る有名な 6 つの橋や多くの
古い教会が連なっている光景をお楽しみ頂きます。 
反対側の川岸には、ポート・ワインが成熟するワイン貯蔵所で有名なヴィラ・ノヴァ・デ・ガイアの町
があります。この地域で最も有名なワイン・ロッジを訪ね、ポート・ワインの生産と歴史について学ん
だ後、特別なワインの試飲をお楽しみ頂きます。 
この後は、直接港に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと観光船、徒歩で行われ、徒歩での観光ではある程度いろいろな地表の上を

歩くことが含まれます。川岸から道路へは勾配のある石畳の道を通ります。船の係留する浮桟
橋へは勾配のあるギャングウェイを使用します。船への出入りには数段の段差があり、その日
に使用される船により異なります。内部ではさらに段差がある場合があります。平底の滑りに
くい靴の着用をお勧めします。 

 

 
魅力的なギマランイス 
CHARMING GUIMARAES 
ツアー番号：OPO003 
ツアー料金：大人$５０～ 子供$２７～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
ギマランイスは 1143 年ポルトガルが独立を宣言した街で、ポルトガルの「揺籃の地」として知られて
います。スロベニアのマリボルと共に２０１２年欧州文化首都に指定され、この成功に引き続き、２０
１３年欧州スポーツ首都として賞されました。 
ハイウェイを北にギマラインスに向かってドライブし、車窓にはミンホ地方の緑の丘陵が広がります。 
中世の城、最初の王の為のロマネスク様式の小さな教会やブラガンサ侯爵の宮殿がある城址公園で写真
撮影のために立ち寄ります。 
その後、さらに町を詳しく知るために古い街を歩きます。非常に狭い古い通り、絵の様な中世の家々、
上品な 18 世紀のファサード等があるこの街は歩いて巡るのがふさわしい町です。最も魅力的な広場の
一つは、聖母マリアに捧げられた 10 世紀の教会の周りにカフェやテラスが並ぶ“ノッサ・セニョーラ・
ダ・オリヴィエイラ”です。 
徒歩ツアーは庭園や工芸品のお店やカフェが並ぶ美しい大通りにある“トーレ・ダ・アルファンデーガ”
の古い塔の前で終わりです。このあたりで自由に散策した後、バスで船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、石畳や起伏のある地表を約２時間歩くことが含まれます。

城址へは緩やかな坂道を上ります。平底の歩きやすいウオーキングシューズを着用ください。 
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ポルトの歴史とワイン 
OPORT0 CITY AND WINE 
ツアー番号：OPO004 
ツアー料金：大人$６０～ 子供$３３～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
歴史的にポルトは疑いもなくポルトガルで最も重要な都市の一つです。現在の町の中心は主に 18 世紀
にさかのぼります。この時代に商業が繁栄し、商人たちは大きな広場や大通りでこの町を美しく飾り立
てました。それは古い中世時代の地区にある狭い小さな通りとは大きな対照となっています。周りには
古き良き時代に彼らが如何に裕福であったかを表わすエレガントなファサードや宮殿を見ることが出
来ます。 
最初に訪れるのは 12 世紀に建てられ 17 世紀、18 世紀に広範囲に再建されたロマネスク様式のポルト
大聖堂です。聖堂の内部や、バロック時代の祭壇の素晴らしさに感心するでしょう。 
次に、ヨーロッパの投資家達に印象づける為 19 世紀に建てられた証券取引所宮殿を訪ねます。不思議
なムーア風に装飾された部屋は、今日では商工会議所、大統領そして政府役人達の公式レセプションの
際に使われています。 
ドウロ川にかかるユニークな二階建てのドム・ルイ橋を渡り、ガイアにある有名なワインセラーでポー
ト・ワインの試飲をお楽しみ頂きます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、大聖堂訪問の際にいくらかの歩行があります。ワインセ

ラーでは約 20 分の歩行に加え数段の階段があります。証券取引所では約 55 分の歩行と 30 段
の階段があります。大聖堂は祝祭日には閉鎖されています。その場合には、代替としてカルモ
教会を訪れます。 

 

 
ポルトの全景とポート・ワイン 
PANORAMIC OPORTO AND WINE 
ツアー番号：OPO006 
ツアー料金：大人$６２～ 子供$２７～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
ツアーは、ポルトの中心の景観ドライブから始まります。この街が大きな通りと古い狭い絵の様な通り
に囲まれた広場とが大きな対照を示し、陶製のタイルで覆われた簡素で古いファサードと、商業が繁栄
した栄光の 18 世紀に豊かな商人達によって建てられた優雅な邸宅が並びあって建っているのがご覧い
ただけます。有名な建築物の中には、この街のシンボルとなっているユニークな鐘楼のあるバロック様
式とロココ様式のクレリゴス教会のサファードやロマネスク大聖堂の 12 世紀のファサードも見ること
が出来ます。大聖堂の見晴台で写真撮影のための小休止を致します。ここからはポルトの街とドウロ川
の印象的な光景を眺めることが出来ます。ポルトガルの歴史上の有名な出来事を描いている陶製タイル
の壁画がホールを飾るサン・ベント駅の内部は賞賛に値します。その後、19 世紀からある 2 階建ての
橋を渡り、川の反対側にあるヴィラ・ノヴァ・デ・ガイアへと向かいます。有名なワインセラーを訪ね、
ユニークで特別なポート・ワインの試飲をお楽しみ頂きます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーは約 30 分の歩行観光が含まれとワインセ

ラーでの数段の階段があります。 
 

 
トラム乗車体験とリベイラ地区観光 
TRAM RIDE & RIBEIRA QUARTER   
ツアー番号：OPO007 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄６９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 

港から短時間バスでポルト市街の中心地へ移動し、そこから 20 世紀初頭から活躍していたトラム（路
面電車）に乗りこみます。この路面電車はポルトではおなじみの名物電車で、ドウロ川に近接するウォ
ーターフロントに沿って走ります。電車内ではリラックスしてポルト市街を取り囲む光景をご鑑賞くだ
さい。 
リベイラ地区は別名“中世地区”と呼ばれ、魅力溢れる入り組んだ狭い路地には中世の歴史が数多く詰
め込まれています。ガイド同行の徒歩観光ではリベイラ地区を歩くと、有名なポートワイン醸造所が並
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ぶ対岸のガイアが良く見えます。ここでは 19 世紀に建造された鉄橋や旧埠頭に係留されていて昔はワ
イン運搬に使用されていた伝統的なラベーロ船も見る事ができます。徒歩観光の途中では地元のスナッ
ク・カフェに立ち寄り地元特産のチーズやポートワインの試飲をお楽しみいただきます。 
 
徒歩観光の後はバスに戻りポルト市の中心街のパノラマ観光を楽しみながら船への帰途につきます。 
 
ご案内：このツアーはバス及び路面電車による観光と徒歩で行われます。徒歩観光では約 1時間、所々

石畳みの道路や起伏のある路面や階段のある場所を歩いていただく事になります。路面電車は
市街の交通渋滞や遮断物回避のために遅れる場合がある事をご承知ください。路面電車の乗車
時には乗車口の少し高い位置にある踏み段を上ることになります。リベイラ地区ヘの往復の道
路は傾斜がある石畳みの路面になっています。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。 

 

 
ポルト徒歩観光 
WALKING TOUR OF OPORTO 
ツアー番号：OPO008 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 

ポルトの市街の中心やウォーターフロントの概要を知るため景観ドライブをしながら、ドウロ川の河口
に到着します。コルドアリアに到着後ガイド同行の徒歩観光が始まります。古く歴史のある町を知るの
には徒歩観光が最適です。徒歩観光中、１８世紀の青と白の陶製タイルのファサードで有名なカルモ教
会の外観をご覧ください。クレリゴス通りを下ると町で一番有名なバロック様式のクレリゴスの塔があ
ります。 
引き続き屋外カフェやエレガントなホテルに囲まれ大きな記念碑が並ぶアリアドス大通りを通ります。
サン・ベント鉄道構内に入るとホールに張られた有名な画家ホセ・コラソによって作られた２０世紀の
タイルに魅了されます。 
ロマネスク様式ポルト大聖堂からは街や旧港の美しい全景が楽しめます。ガイド同行の徒歩観光はさら
に続き、証券取引所やサン・フランシスコ教会を通り、街で一番古く趣のあるのリベイラ地区に入りま
す。この地域を少し見学した後に自由時間を設けますのでお土産物さがしや川岸のカフェテラスでのん
びりしたりそれぞれお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーは徒歩での観光で大部分は舗装をされた所を歩きます。 
 
 
 

シェルブール 

CHERBOURG 

 

英国軍が上陸した海岸 (昼食付き)  
THE BRITISH LANDING BEACHES 
ツアー番号：CHE002 
ツアー料金：大人＄１５６～ 子供＄１０５～（３～１２歳） 
所 要時間：約９時間 
 
 
シェルブールから絶景を楽しみながらベヌービルへ走行し、ペガサス橋を見ます。１９３３年に架けら
れた橋は１９９３年に運河から移行されました。この橋は大陸のフランス内で最初に救出された橋で、
６年の間空き地に保管されていました。今日ではペガサス記念公園で展示されています。 
上陸記念博物館は小さな村、アロマンシュ・レ・バンにあり、Ｄ-デイ上陸を記念しています。オーバー
ロード作戦時の連合軍の英雄的犠牲精神や偉業をたたえる短いフィルムを見ましょう。 
また、６月６日の朝、連合軍の戦艦を攻撃したドイツのロング砲台も見学します。ロングは海岸線の砲
台としては大砲を備えた唯一の物で大西洋壁の大砲の配置の状況が良く分かります。 
昼食はワインと共に地元の料理を味わいます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。シェルブールから上陸海岸までのドライブは約２時間

です。約２時間平坦な地を歩きます。踵が低く、歩き易い靴をお履きください。２０１３年１
０月からフランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の
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交通提供者は乗客へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ２換算量）を供給す
ることを要求されています。我々はフランスにて行われるツアーのカーボンフットプリントに
ついて情報交換を容易にしています。これらについては現地ツアーオペレーターにより計算さ
れています。各カーボンフットプリントについてバス１台につき乗客が４０名と見込んで算出
されており、お客様のカーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。こ
のツアーでのカーボンフットプリントは乗客一人に付き二酸化炭素量が６．６５kgs-co2 と計
算されています。 

 
 

バイユー・タペストリー  
BAYEUX TAPESTRY  
ツアー番号：CHE003 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄６２～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 
 
瑞々しい緑が生い茂った草原と、りんごから作る良質なブランディーのカルバドスが生産されるりんご
園が有名なコタンタン半島の中心地をドライブします。 
 
バイユーではバイユー・タペストリー博物館を訪れます。バイユー、またはクイーン・マチルダと呼ば
れているタペストリーの全長は約６６メートルで、ノルマン人がイングランドを征服した物語が描かれ
ています。宮廷に於ける生活からヘイスティングでの戦いでウィリアムが征服に成功した時の様子に至
るまで詳細に描写された５８の絵から成り立っています。この作品は現存する中世の作品としては最も
正確で鮮明な記録であると考えられていて、当時の服装や船舶、武器や一般の生活様式に関する詳細な
知識を得ることができます。 
ウィリアム征服王のお気に入りであったバイユーの町をガイドと一緒に歩いて探訪しましょう。Ｄ-デイ
に連合軍に占領された為に戦争での大きな被害を蒙らずに済みました。見事に保存された中世やルネッ
サンス時代の建造物を見学し、１０７７年に完成した巨大なノルマン･ゴシック様式のノートルダム寺
院を訪れます。シェルブールに戻る前に短時間の自由時間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。バイユーまでのドライブ時間は約１時間半です。比較

的平坦な路を約２時間半歩きます。踵が低く、歩き易い靴をお履きください。２０１３年１０
月からフランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の交
通提供者は乗客へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ２換算量）を供給する
ことが求められています。我々はフランスにて行われるツアーのカーボンフットプリントにつ
いて情報交換を容易にしています。これらについては現地ツアーオペレーターにより計算され
ています。各カーボンフットプリントについてバス１台につき乗客が４０名と見込んで算出さ
れており、お客様のカーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。この
ツアーでのカーボンフットプリントは乗客一人に付き二酸化炭素量が４．４６kgs-co2 と計算
されています。 

 
 

セール渓谷 
THE SAIRE VALLEY 
ツアー番号：CHE009 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄４９～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
ノルマンディーの田舎道を走行し、可愛らしいル・ヴァストの村を通りラ・ペルネルへ向かいます。コ
タンタン岬の東海岸を見下ろす展望が素晴らしい地点で息をのむように美しい景色をご堪能ください。 
そして景観ドライブでは漁港で牡蠣の主要な養殖所で、人気のあるサン・ヴァースト・ラ・ウーグーの
マリーナへ向かいます。ガイドと一緒にこのチャーミングな小さい町を散策します。港を守る要塞は
ラ・ウーグー海戦で敗戦した後の１７世紀に造られました。自由時間を設けますので地元の店を覘いた
り、カフェの一つでリラックスするのもよいでしょう。 
ウィリアム征服王時代から英国とフランスを繋ぐ重要な役割を担ってきたバルフルールの港も訪れま
す。心地良く徒歩見物をしたあと、シェルブールに戻る前にチャーミングな小さな町を散策する自由時
間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、比較的平らな地面を約１時間半歩きます。２０１３年１

０月からフランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の
交通提供者は乗客へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ２換算量）を供給す
ることが求められています。我々はフランスにて行われるツアーのカーボンフットプリントに
ついて情報交換を容易にしています。これらについては現地ツアーオペレーターにより計算さ
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れています。各カーボンフットプリントについてバス１台につき乗客が４０名と見込んで算出
されており、お客様のカーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。こ
のツアーでのカーボンフットプリントは乗客一人に付き二酸化炭素量が 1.8 kgs-co2と計算さ
れています。 

 
 

ノルマンディーの伝統 
NORMANDY TRADITIONS 
ツアー番号：CHE021 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 
 
ノルマンディーは良質のバターやクリーム、世界でも有名なチーズ、カルバドスブランデーや食前酒の
ポモーや美味しいシードルの原料となるリンゴなど素晴らしい農作物を基に、豊かな食の伝統がある地
方です。 
緑豊かなノルマンディーの田舎道をドライブし、１９８１年よりシードル作りが行われているテオ・カ
ペル醸造所に到着します。この醸造所の特産品はシードルとカルバドス酒です。醸造所を見学後、有名
なカルバドス酒、シードルやポモーなど試飲をお楽しみください。 
次に訪れるのはソートスヴィーユ・エン・ボモンの村で、ここには人気のラ・メゾン・ドゥ・ビスキュ
イがあります。１９０３年より家族で営業を始めた伝統的なお菓子屋で、製品の質や各種自家製レシピ
の秘密が保たれてきた事から年を経て人気が出てきました。 
成功をおさめた後、ラ・メゾン・ドゥ・ビスキュイは１９８０年代にオープンし、２０１０年に拡張さ
れました。紅茶やコーヒー又はホットチョコレートと一緒に自家製のビスケットをお楽しみいただき、
店内を自由にご覧いただく時間もあります。 
シェブールへは絵葉書のようなノルマンディーの田舎道を通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、砂利道や傾斜道を含む約１時間の徒歩が含まれます。自

由時間内の徒歩観光はお客様にお任せします。歩きやすい平底の靴をお勧めします。２０１３
年１０月からフランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランスから始まる又は終わる旅
行の交通提供者は乗客へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ２換算量）を供
給することが求められています。我々はフランスにて行われるツアーのカーボンフットプリン
トについて情報交換を容易にしています。これらについては現地ツアーオペレーターにより計
算されています。各カーボンフットプリントについてバス１台につき乗客が４０名と見込んで
算出されており、お客様のカーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。
このツアーでのカーボンフットプリントは乗客一人に付き二酸化炭素量が 1.６３kgs-co2と計
算されています。 

 
 

モンサンミッシェル観光 
MONT SAINT MICHEL 
ツアー番号：CHE022 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄８２～（３～１２歳） 
所要時間：約９時間 
 
ゆったりとバスの背もたれに揺られながら魅力あふれるノルマンディーの田舎を約2時間半ドライブし、
「西洋の驚異」と呼ばれているモンサンミッシェルに向かいます。どの季節に訪れても島の環境、深い
歴史と建築美と忘れられない印象を与えます。 
モンサンミッシェルに到着し、古い家々やレストラン、小さなお店が並ぶ曲がりくねる石畳の歩道を上
っていきます。麓から頂上までは約 365 段の階段があると言われており、夏になると土産物を販売する
屋台で賑わいをみせ、まるで中世の熱のこもった巡礼路といった趣となります。 
修道院はノルマンディー建築の傑作です。修道院内部の有名な食堂では修道士たちの生活様式や、空と
海からも浮かんでいるような美しいゴシック様式の回廊をご覧ください。城壁を訪れ、歩哨の歩道から
は湾や修道院の庭園の素晴らしい眺望が楽しめます。 
この中世の町では男性も女性も商店主の伝統を守り、このユニークな思い出に残る滞在を求める訪問者
や巡礼を千年以上も世話を続けています。種類豊富なお土産には銅製品、陶器、磁器やバタークッキー
やその他ノルマンディーの特産が見つかるでしょう。自由時間を設けますのでお土産物など探すことが
できます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光です。小石道や上り坂、石畳や 400段の階段が含む約 2時間

の徒歩観光です。平底の歩きやすい靴をお勧めします。２０１３年１０月からフランス法規制
２０１１－１３３５が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の交通提供者は乗客へカー
ボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ２換算量）を供給することが求められていま
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す。我々はフランスにて行われるツアーのカーボンフットプリントについて情報交換を容易に
しています。これらについては現地ツアーオペレーターにより計算されています。各カーボン
フットプリントについてバス１台につき乗客が４０名と見込んで算出されており、お客様のカ
ーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。このツアーでのカーボンフ
ットプリントは乗客一人に付き二酸化炭素量が７．６８kgs-co2と計算されています。 

 
 

コタンタンＤデイ上陸ビーチ 
COTENTIN D DAY LANDING BEACHES 
ツアー番号：CHE024 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄６２～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 
 
オーバーロード作戦は大規模な戦略でその計画に 10 か月も要しました。1944 年 6 月 4 日作戦が開始さ
れ 1944 年 8 月 25 日に終結しましたが、ノルマンディー地方全土に爪痕を残しました。今日でもノルマ
ンディーの人々には兵士達の勇敢な命が記憶され、ノルマンディーの軍墓地、戦場や博物館にて追悼さ
れています。 
ノルマンディーの田舎を眺めながらドライブし、アズヴィルにてドイツ軍の掩蔽壕を見学します。4 つ
あった小要塞は無傷のまま現存しています。狭い通路が張り巡らされたここに駐屯した 170 名の兵士の
日常生活について習います。 
ユタビーチではお写真撮影や 70 年前に兵士達が猛攻撃を行った海岸に立つ機会があります。 
短時間の移動で、ノルマンディータンク博物館に到着します。ここでは第二次世界大戦時の米軍の軍事
車両の大きなコレクションがあります。エンジンやトラックの音を聞き、本物の戦車をご覧ください。 
シェルブールに戻る前に、落下傘部隊だった兵士ジョン・スティールのパラシュートが引っかかった尖
塔のあるサン・メール教会に立ち寄ります。彼は死んだふりをして2時間もぶら下がったままでしたが、
ドイツ軍の捕虜となりました。スティールは後日脱走し、所属部隊に合流しました。教会の尖塔にはマ
ネキンが記念として吊るされています。その事件は映画「史上最大の作戦」に描かれました。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、サン・メール教会では石畳の道や、ユタビーチでは砂利

や砂の上を歩くことが含まれる約 2時間半の徒歩観光が含まれます。歩きやすい平底の靴をお
勧めします。２０１３年１０月からフランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランスか
ら始まる又は終わる旅行の交通提供者は乗客へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含め
たＣＯ２換算量）を供給することが求められています。我々はフランスにて行われるツアーの
カーボンフットプリントについて情報交換を容易にしています。これらについては現地ツアー
オペレーターにより計算されています。各カーボンフットプリントについてバス１台につき乗
客が４０名と見込んで算出されており、お客様のカーボンフットプリントは正確な乗客数とは
異なる場合があります。このツアーでのカーボンフットプリントは乗客一人に付き二酸化炭素
量が３kgs-co2と計算されています。 
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 Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに参加す

るお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加するに

は独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショア

エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は注意

を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求め

ます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ

加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、

お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあ

たり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる

側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意

深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、キュナ

ード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況でもエク

スカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責任を負

いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュ

ナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購

入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。キュナー

ド社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損害に対し、責任を

負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日や時間、

残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済みのツアー代金は変更されませ

ん。事前予約されたショアエクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約されたショ

アエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込まれ

たショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなります。ツアー代金は大

人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーシ

ョン内容又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までの

お子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを

購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情

報が変更になる場合があります。ツアー内容に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の

未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発時間は最

後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や特定のショアエク

スカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内に記載されている箇所や訪問順序

は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエクスカー

ションの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。ツアー

は先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーにアクセスし、キャ

ンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取消が発生した場合は電子

メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤ

ージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パー

ソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちを

している場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点か

ら出発時間や料金などが変更になっている場合がありますので時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。クルー

ズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させてい

だきます。 
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取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ

ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された

取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よりも前の

取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額返金いたします。

ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカード又はデビットカードへ

全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内

のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオフィスに

ご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら返金できません。

全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエクスカーションは催行され

ません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する

権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申

し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りの

オンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝いが出

来ます。ご希望の場合は、寄港の48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエクスカーションと異

なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後の予約の取消は取消料

が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関の水

準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバスを手配致

します。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用されます。バスによってはス

テップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで使用される飛行機の座席は特別

にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合

流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電

話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電子メー

ルでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアーの手配などの

助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バスのステップに乗るこ

とは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下

さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経

験や実践的情報が入ったツアー内容をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車

椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手

伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありま

せん。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。

船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常

用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーか

どうかご確認ください。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェブサイ

ト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出来る限り事前

に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写された詳細や道具などは

特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

 

※ショアエクスカーション規定と条件は 2016 年 1 月 20 日時点の情報です。 

各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

 ・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

    その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

 ・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

 

 



 

 

 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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チビタベッキア  
CIVITAVECCHIA 
 
 
ローマ自由観光 
ROME ON YOUR OWN                      
ツアー番号：ROM004 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄４７～（３～１２）                  
所 要 時 間：約９時間 
 
この文化遺産に満ちた都市を散策してゆくにつれて、過去の陰が訪問者の背中に忍び寄ってきます。フ
ォロ・ロマーノ、コロッセオ、パンテオンといった古代の遺跡と華麗なヴァチカン、トレヴィの泉の魔
力と数千の花が咲き乱れる広場の温もり、それら全てのイメージが融合して永遠の都が造りだされてい
るのが分かります。バスでローマ市内に到着後、すぐ終日自由観光となり、思い思いにローマの探訪を
お楽しみいただきます。数々のお店や見みたり、近くのレストランでイタリア料理を味わったりとご自
由にお過ごしください。自分なりのペースでローマ市内を見て周り、新たな発見をしてみるのもお勧め
です。このツアーは、参加者それぞれで自由に思うままに観光内容を決め、お好きなだけローマの魅力
を存分に味わっていただくものです。 
自由に散策後、決められた集合時間に集合場所にお集まりいただき、バスで船が停泊するチベタベッキ
アに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩きやすいウォーキング・シューズと飲料水の

ボトルの携行がお勧めです。このツアーには、ガイド、昼食、入場料は含まれていません。車
中でローマ観光地図が配られます。ローマ市内の移動は公共の交通機関が利用できます。ユー
ロをご持参ください。主要クレジット・カードがお使いになれます。ローマ市内では長時間の
駐車が禁じられている為、万一集合時間に遅れてもお待ちする事が出来ません。集合時間をま
もり集合場所には余裕をもって到着する様に計画して下さい。自由行動の出発地点はサン・ピ
エトロ広場に隣接する多層階のジャニコロ・カーパークです。チビタベッキアーローマ間の移
動は片道約１時間半を要します。 

                                             
 
ローマ文化遺産観光 （昼食付き） 
TREASURES OF ROME            
ツアー番号：ROM020 
ツアー料金：大人＄１５７～ 子供＄１１４～（３～１２） 
所要時間 ：約９時間 
 
チビタヴェッキアからはハイウェイを通り、ローマ市街を抜けてローマの中心部に向か 
います。到着後ローマで最も壮大な遺跡の一つであるコロッセオを観光します。この巨大な闘技場の中
に立てば古代ローマ帝国がいかに繁栄し、高度な文明を擁していたかが実感できることでしょう。いく
つかある見晴らし場所の一つからは、かつては７６もの入場ゲートがあったといわれる、大理石の座席
が並び、競技用具の格納室や動物と奴隷たちの出入り口が隠されていた地下通路のある桁外れに巨大な
闘技場全体を見渡すことができます。コロッセオから近い場所にはフォロ・ロマーノがあり、ここは外
観のみの見学となります。ここにはかってローマ帝国全体の運命を決定していた元老院の建物だった遺
跡があります。その後ガイド同行でヴェネツィア広場、トレヴィの泉などを見て回ります。 
トレヴィの泉では、再びローマに戻って来られるという伝説にちなんでコインを投げてみてはいかがで
しょうか？ツアーの最終目的地はパンテオンで、巨大な列柱、畏敬を覚えるドーム型丸天井など完全 
なるローマ建築の美しさを外観から鑑賞していただきます。その後は魅力いっぱいのナヴォーナ広場で、
土産物店やブティークでのショッピングや散策などご自由にお過ごしください。ツアーの途中ではエネ
ルギーの補給の為に、美味しいイタリア料理の昼食をお楽しみいただきます。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーは約６時間かなりの距離を徒歩で歩

き、立ち見の観光も含みます。ヒールの無い歩き易いウォーキングシューズがお勧めです。教
会観光では適切な服装を心がけてください。観光地の訪問順序は変わる場合があります。 

 

 
 

 
               

 
 

  

ラ・スぺツィア 
LA SPEZIA  
 
 
フィレンツェ入門ツアー                                
INTRODUCTION TO FLORENCE 
ツアー番号：LSP009 
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄１０４～（３～１２） 
所要時間：約１０時間 
 
ドゥーモ広場は美しい建物が連なる素晴らしい広場で、それぞれの建物が完璧にお互いを引き立ててい
る様子が見ものです。花の聖母教会（外観のみの観光）に加えて教会に付属するジョットの鐘楼と洗礼
堂といった建物もそれぞれが独自の魅力を放っています。 
更にネプチューンの噴水やドナテッロ作のユーディットとホロフェルネスの彫刻、ミケランジェロ作ダ
ビデ像の複製が、数あるシニョリーア広場の見所の中でも見逃せないものです。フィレンツェで最も楽
しい広場と言われるのがサンタ・クローチェ広場で、教会の見学は勿論、数々のショップやカフェ、み
やげ物店など宝石の様な魅力に溢れるこの広場一帯を自由にお楽しみいただける時間が設けられてい
ます。フィレンツェ歩きの途中、撮影スポットとして欠かせないのがアルノ川にかかる１４世紀建造の
華麗な橋、ポンテ・ヴェッキオです。 
午後いっぱいは自由行動となり、思い思いのペースで心ゆくまでフィレンツェをお楽しみいただけます。
新たな観光スポットを見つけ、オープン・カフェで足を休めたり、ただただ歩き回ってこの都市の魅力
に浸りきるなど、色々な楽しみ方を発見してください。 
 
ご案内：フィレンツェまでの移動には片道約１時間４５分を要します。フィレンツェの舗道は石畳の舗

装道路になります。市内への車の乗り入れは禁止されており、送迎車の駐車地点から市の中心
までの行き帰りは片道約１５分歩く事になります。このツアーの大部分は徒歩での移動になり
ますので、ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。午後は約束３時間の自由観光が設けら
れています。昼食代は含まれていません。教会訪問には適切な服装を心がけてください。長時
間の駐車が禁じられているので集合時間に遅れた場合でも、バスは待たずに出発します。ラ・
スピツィアまでのタクシー代は約￡２００かかりますので、ご注意ください。 

                                             
 
お手軽ピサ観光                       
EASY PISA  
ツアー番号：LSP011  
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄５８～（３～１２） 
所要時間：約４時間３０分 
 
ピサに到着し車を駐車場に停めたら、すぐにトロリー電車に乗り込み、ピサ・メディーチア（遺跡）の
ガイド付ツアーに出発します。アルノ川沿いに建つ見事な建造物や、ピサ大學、コンテ・ウゴリノ・タ
ワーなどがあるカヴァリエーリ広場を車中から見学します。 
トロリー電車はそのままピサの斜塔が建つミラーコリ広場に到着。ここではガイドのドゥオーモや洗礼
堂の詳しい説明に耳を傾けます。その後３０分間は自由にミラーコリ広場を散策する時間を設けます。
ピサの斜塔の写真撮影に時間を費やす他は、お土産物店に立ち寄ったり、アイスクリームを味わったり、
近くのカフェでのんびりと足を休めたりと思い思いの時をお過ごしください。駐車場まで戻るトロリー
電車の時間をあらかじめ確認しておきましょう。駐車場から再び車に乗り込んで帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはトロリー電車と徒歩での観光となります。車やトロリーの乗り降りに支障の無い

方にお勧めです。トロリーには車椅子のスペースが限られています。自由時間での徒歩移動は
参加者各自におまかせします。地面は平坦で歩き易いですが、ヒールの無い歩きやすい靴がお
勧めです。 
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ピサ観光とワインの試飲                 
PISA & WINE TASTING  
ツアー番号：LSP014  
ツアー料金：大人＄８３～ 子供＄８３～（３～１２） 
所 要時間：約６時間半 
 
元々はエトルリアの交易都市だったピサは地中海で最も繁栄した商業と海運業の都市として成長して
きました。現在のピサはルネッサンス時代の栄華と近代的な店舗や活気あるカフェが見事に調和してい
る都市に変わりました。 
先ずはミラーコリ広場に向かいピサの斜塔と大聖堂の観光を始めます。広場には洗礼堂や納骨堂も並ん
でいます。ピサの斜塔の土台は４階まで建築が進んだ所で片側が沈みはじめ、毎年少しずつ傾いている
と言われています。斜塔には更なる傾斜を防ぐ為に太い帯が巻かれ、現在は 1810 年当時の傾斜と同じ
に保たれています。（ツアーには外観の観光のみが含まれます） 
時間があれば斜塔の周りに並ぶ沢山のお土産店でのショッピングをお楽しみください。 
トスカーナ地方の丘はキャンティを含む世界最高のワインを産出することで有名です。イタリアのワイ
ン・カントリーをドライブし、代表的なワイン製造者やワイナリーを訪問してイタリアワイン醸造の秘
密を学びます。 
更に参加者の特典としてワイン試飲の気前の良いおもてなしを受け、甘いデザート・ワインのヴィン・
サントでしめくくられます。 
トスカーナの香りと味覚で溢れた１日の最後はラ・スピツィアまでの風光明媚なドライブが待っていま
す。 
 
ご案内：のツアーはバスと徒歩での観光となります。観光のほとんどは徒歩となりますのでヒールの無

い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。バスの停留所からミラーコリ広場までは片
道約１５分歩いていただきます。大聖堂の見学時には肩と膝を覆う服装を心がけてください。
ピサの斜塔の入場料は約２０ユーロで現地払いとなります。お買い物にはユーロがお使いにな
れます。 

                                             
 
ピサ観光  
PISA 
ツアー番号：LSP016 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄５９～（３～１２） 
所 要時間：約３時間４５分 
 
元々はエトルリア交易の本拠地として栄えたピサは地中海で最大の商業と海運業の都市として発展し
てきました。今日のピサはモダンなお店や活気のあるカフェを揃えて今なおルネサンスの香りを漂わせ
る人気観光スポットに生まれ変わりました。 
有名なピサの斜塔と大聖堂は、ミラーコリ広場という敷地に建っています。ここでは洗礼堂とカンポサ
ント（納骨堂）も見所のひとつです。トスカーナ地方で代表的なピサ・マネスク様式の大聖堂の内部は
ファサードが４層まで連なり、立ち並ぶ列柱や入り組んだアーケードに支えられています。ピサの斜塔
の土台は４階まで建築が進んだ所で片側が沈みはじめ、毎年少しずつ傾いていると言われています。斜
塔には更なる傾斜を防ぐ為に太い帯が巻かれ、現在は 1810年当時の傾斜と同じに保たれています。（ツ
アーには外観の観光のみが含まれます）時間が許せば、お土産ものの屋台が軒を連ねるピサの町でショ
ッピングを楽しむのも一興でしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりますが殆どの観光は徒歩で行われます。ヒールの無い

歩きやすい靴をお勧めします。車の駐車場所からミラーコリ広場までは片道１５分、徒歩での
移動が必要になります。大聖堂の内部を見学する場合は、肩と膝を覆う服装を心がけてくださ
い。ピサの斜塔の入り口の入場料は約２０ユーロとなります。お買い物にはユーロがお使いに
なれます。 
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フィレンツェ＆ピサの斜塔観光  
FLORENCE & PISA                  
ツアー番号：LSP017 
ツアー料金：大人＄１１３～ 子供＄６６～（３～１２） 
所 要時間：１０時間 
 
フィレンツェ市の中心にひときわ高く聳えるのは華麗な装飾建築で有名な花の聖母教会（ドゥオーモ）
です。その巨大な影の下にたたずむと、この聖堂が世界で４番目に大きな教会だということが驚きをも
って実感出来るでしょう。 
フィレンツェで最も感銘を与える広場がシニョリーア広場です。広場の中で最も威容を放っているのが
高い城砦に囲まれた壮大なヴェッキオ宮で、ここでは有名なミケランジェロ作ダビデ像の複製を見る事
が出来ます。サンタ・クローチェ広場はフィレンツェの中で最も魅力に溢れた広場で、数え切れない程
の売店はおしゃれなカフェに囲まれた美しい教会群を見学する事が出来ます。(但し教会の観光は外観
のみに限られます)アルノ川にかかる１４世紀建造の有名な聖なる橋ポンテ・ベッキオは欠かせない撮
影スポットです。 
ピサを訪れる前には各自ご自由に昼食をとっていただくか、ショッピングをお楽しみいただきます。世
界的に有名ながら驚く程小さな町ピサに到着した後は、ミラコーリ広場、大聖堂、そして言うまでも無
くあのピサの斜塔の見物をお楽しみください。 
 
ご案内：フィレンツェまでの移動には片道約１時間４５分を要します。フィレンツェをゆっくりお楽し

みいただく為昼食は含まれていません。フィレンツェの舗道は全て石畳みになっています。市
内への車の乗り入れは禁止されており、送迎車の駐車地点から市の中心までの行き帰りは片道
約１５分歩く事になります。このツアーの大部分は徒歩での移動になりますので、ヒールの無
い歩きやすい靴をお勧めします。ミラコーリ広場へも駐車地点から片道約１５分徒歩での移動
となります。ピサの斜塔の観光にはガイドは付いていません。教会訪問には適切な服装が望ま
れます。ツアーには各観光地の入場料は含まれていません。また観光の訪問順序は当日の交通
事情などにより変更される場合があります。 

                                             
 
フィレンツェ自由観光                   
FLORENCE ON YOUR OWN 
ツアー番号：LSP018 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄６２～（３～１２） 
所 要時間：約１１時間 
 
フィレンツェ到着後、エスコート同伴でサンタ・クローチェ広場の散策を楽しみます。その後は自由行
動となり、シニョリーア広場のカフェの見物席に陣取って、行きかう人々を眺めたり、以前に見逃がし
た数々の素晴らしいモニュメントを改めて見物したり、市内のエレガントなブティークを尋ねてみたり、
ポンテ・ベッキオに並ぶ有名な金細工店を訪ねたりと思い思いの時を過すことが出来ます。また数ある
美術館でじっくりと芸術鑑賞をしたい方にも最適なツアーです。フィレンツェにはアカデミア美術館、
ウフィツィ美術館、メディチ家礼拝堂など芸術愛好家にとっての見所が揃っています。 
また時間を気にせずに長い列に並んで花の聖母教会の内部見物をしたり、フィレンツェ市内を一望に眺
められる高いドームの天辺まで登って眺望を楽しむこともできます 
丸１日を思い思いのペースで気の済むまで観光をお楽しみいただけます。ラ・スペツィアに戻る時間は
エスコートと相談してお決めください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアーにはガイドが含まれず、昼食、入場料は

含まれていません。フィレンツェまでの移動は片道約１時間４５分を要します。フィレンツェ
市内は全体に石畳の舗道が敷かれています。また市の中心へは車の乗り入れが禁止されている
為、駐車地点から市内までの行き帰りは片道約１５分ほど歩いていただく事になります。ヒー
ルの無い歩きやすい靴をお勧めします。長時間の駐車が禁止されているので、集合時間に遅れ
た場合でも、バスは待たずに出発します。ラ・スピツアまでのタクシー代は約２００ポンドか
かりますので、ご注意ください。 
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フィレンツェ＆ピサ自由観光 
FLORENCE & PISA ON YOUR OWN                 
ツアー番号：LSP019 
ツアー料金：大人＄８３～ 子供＄５５～（３～１２） 
所 要時間：１０時間半 
 
イタリア最大の名所を各自のペースでお楽しみいただくツアーです。ピサに到着後は短時間ミラコーリ
広場まで歩いていただき、約１時間ご自由にピサの斜塔周辺の観光や、立ち並ぶお土産店でのショッピ
ングなど思い思いの時を過ごしていただきます。 
フィレンツェには楽しい発見がいくつもあります。到着後はサンタ・クローチェ広場へ向かい約２時間
ご自由に時を過ごしていただきます。気の向くままに観光したり、シニョリーア広場のカフェでリラッ
クスしたりとそれぞれにお楽しみください。数多くある素晴らしいモニュメントを見学したり、エレガ
ントなブティークを訪ねたり、アルノ川にかかる有名なポンテ・ペッキオに足を向けたりと様々な楽し
みをお選びいただけます。 
ピサとフィレンツェではエスコートが待ち合せの場所と時間をお伝えします。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。バスの停留所からミラーコリ広場までは約１５

分歩いていただきます。時間が無いのでピサの斜塔内部の観光はできません。フィレンツェま
での移動には片道約１時間半を要します。フィレンツェをゆっくりお楽しみいただく為昼食は
含まれていません。フィレンツェの舗道は全て石畳みになっています。市内への車の乗り入れ
は禁止されており、送迎車の駐車地点から市の中心までの行き帰りは片道約１５分歩く事にな
ります。このツアーの大部分は徒歩での移動になりますので、ヒールの無い歩きやすい靴をお
勧めします。教会訪問の際には適切な服装を心がけてください。長時間の駐車が禁止されてい
るので、集合時間に遅れた場合でも、バスは待たずに出発します。ラ・スピツアまでのタクシ
ー代は約２００ポンドかかりますので、ご注意ください。訪問場所の順序は変更になる場合が
あります。このツアーにはガイド、昼食、入場料は含まれていません。日曜には閉店となる店
舗もありますので、イタリアのお買い物事情を念頭に入れておいてください。 

                                             
 
麗しのチンクエテッレ観光                     
BEAUTIFUL CINQUE TERRE 
ツアー番号：LSP020 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄６４～（３～１２） 
所 要時間：約７時間 
 
チンクテッレすなわち“５つの土地”は過去には海からでしか到達できなかった場所で、現在でもこの
ツアーで訪れる村々を直接つなぐ道路は存在しません。 
マナローラまで車道を走り、美しい沿岸の光景を楽しみ同時に海から直接切り立っている様な断崖絶壁
をお楽しみいただきます。 
マナローラに到着後は、周囲の素晴らしい景色を眺めながら、連絡船に乗り込み魅力的なヴェルナッツ
ァの村に向かいます。ここでは各自ご自由に絵の様な漁村の光景を楽しんでいただきます。その後再び
連絡船に乗り５つの島の中で一番有名なモンテロッソに向かいここではガイドから村の紹介を受けま
す。地元のカフェやレストランでそれぞれご自由に昼食を取られた後はショッピングもお楽しみいただ
けます。再びガイドと合流して鉄道駅まで短時間歩き、地方鉄道でラ・スペツィアに戻ります。 
 
ご案内：このツアーは連絡船、鉄道、徒歩での観光となります。かなりの時間起伏のある地面を歩い

ていただく事になります。ツアー全体で約１００段の階段の上り下りがあります。ヒール
の無い滑り止め付のウォーキングシューズが必須です。日焼け止め、飲料水のボトル、お
買い物用のユーロをお忘れなく。モンテロッソまでの連絡船は波の状態によって鉄道に替
えられる場合があります。鉄道は通常の地元列車でキュナードの貸切ではありません。 
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ルッカ村自由観光                                   
LUCCA ON YOUR OWN 
ツアー番号：LSP021 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３０～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
景観を楽しみながら愛らしいルッカの村に向かいます。ここでは約２時間各自ご自由に観光をお楽しみ
いただきます。ルネサンスの壁はルッカで最も重要な古代の遺跡で約３キロの長さの城砦がルッカ村全
体を取り囲んでいます。 
ルッカの中心に到着すると、非対称のファサードを抱くロマネスク様式のドゥオーモに到着します。日
の当らない迷路の様な薄暗い路地を伝ってゆくと、パステルカラーに塗られた独特な美しい家屋が建ち
並んでいるのに出会います。ルッカには魅力的な小さなお店が沢山並んでいて、地元産のワインやオリ
ーブ油、その他の特産のショッピングに最適な場所です。またカフェやレストランも数多く並んでいま
すので、ご自由に昼食を取られたり、リラックスして行き交う人々を眺めたりと思い思いの時をお過ご
しいただけます。 
ルッカではエスコートがラ・スペツィアに戻る時間と待ち合せ場所をお伝えします。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりますが、ガイドが付かず、昼食、入場料も含まれてい

ません。どの位歩くかは各自の裁量でお決めください。ヒールの無い歩き易いウォーキングシ
ューズをお勧めします。教会内の見学では適切な服装を心がけてください。お買い物にはユー
ロがお使いになれます。帰りの時間に遅れてもバスは待たずに出発しますのでご注意ください。
日曜には閉店となる店舗もありますので、イタリアのお買い物事情を念頭に入れておいてくだ
さい。 

                                             
 
ヴィンティージ・カーでフィレンツェ観光  
VINTAGE FIAT 500 & FLORENCE 
ツアー番号：LSP023 
ツアー料金：大人＄２２５～ 子供＄２２５～（３～１２） 
所 要時間：約１１時間 
 
フィレンツェまでは各自で移動していただきます。フィレンツェ到着後は約３時間の自由時間がありま
すので美しい都市の魅力を十分に味わうことができます。壮麗な建造物を見学したり、昼食をお楽しみ
いただいたり、様々な名所を訪ねたりとご自由にお過ごしください。事前に打ち合わせた時間と場所で、
次なる冒険にお誘いする為に貸切り自動車とお抱え運転手がお待ちしています。イタリア車の代名詞と
もいえるヴィンテージ・カーで個性的なスタイルと色を持つフィアット５００でのドライブが待ち受け
ているのです。 
現在この車を見ることは非常にまれで、数台の車を連ねて市街を走れば大勢の人々が手を振って歓迎し、
写真を撮る人も沢山いるでしょう。 
のどかな田園地方を抜け、エリトリア時代の遺跡を見たりフ華麗なフィレンツェの別荘群を鑑賞したり
しながら、素晴らしい見晴し場所でショッピングをお楽しみいただきます。ミケランジェロ広場では、
眼下にオレンジ色の屋根が連なる素晴らしいフィレンツェ市街の眺望を見ながらアイスクリームをお
楽しみください。市内に戻った後は再びバスに乗って船までの帰路に着きます。一生の想い出に残るツ
アーになることでしょう。 
 
ご案内： フィレンツェまでの各自移動の費用はチケットに含まれています。フィアット５００でのド

ライブは２時間を予定しています。ツアーにはドライバー兼ガイドが含まれ参加者ご自身の
運転は許可されません。 
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ブルーベイ・ビーチでのひととき 
BLUE BAY BEACH GATAWAY 
ツアー番号：LSP024 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄４６～（３～１２） 
所 要時間：約３時間半 
 
ブルーベイ(バハ・ブリュ)はリグーリア州で最も美しい湾として有名です。サンタ・テレサ岬とガレッ
ラ岬に囲まれ隠れ家の様な位置にある為、心行くまで水泳やアクアスポーツを楽しめる理想的な湾とな
っているのです。ブルーベイにはセルフサービスのレストランや３か所のバー、大人も子供も楽しめる
２つのスイミング・プール、子供クラブなど素晴らしい設備が整っています。 
船からは短時間の移動でブルーベイに到着。着替え用の個室や無料のサン・ラウンジ、ビーチパラソル
などがご利用いただけます。ビーチでは約３時間、水泳を楽しんだり、リラックスして日光浴をしたり、
プールで泳いだりとお好きな様にお過ごしいただけます。 
エスコートと予め打ち合わせた時間に合流してバス停留所まで歩いていただきラ・スぺツィアまでの帰
路につきます。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での移動となります。ビーチは１か所だけです。水着、タオル、

日焼け止め、ビーチサンダルをお忘れなく。ブルーベイは非常に人気が高いビーチなので混雑
が予想されます。昼食は含まれていません。帰りのバスの待ち合わせ場所と時間を必ずご確認
ください。 

 

 
 

 
               

 
 

  
モンテカルロ 
MONTE-CARLO  
 
 
ニース観光と観光用ミニ列車                
NICE & THE LITTLE TRAIN 
ツアー番号：XMM001 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４２～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
フランス・リヴィエラ地方の首都ニースは誰もが認めるリゾートの女王。 
息を呑むほど美しい“天使の湾”のカーブに沿って連なる約 5キロもの長さの海岸通り－棕櫚の木が風
にそよぎ、鮮やかな花々が咲き乱れる舗道―イギリス人の散歩道―を眺めながらのドライブは忘れられ
ない体験となるでしょう。 
子供なら勿論、子供の心を持つ大人たちに大人気なのが観光用ミニ列車プチトランでのニース観光です。
愛らしい列車でニース名所を訪ねるツアーは疲れ知らずの快適さ、列車は旧市街の細い路地を縦横に進
み、花市場が開かれるサレヤ広場を巡ります。更に小高い城跡公園に登り、眼下に広がる旧市街の全景
を楽しんだり、キラキラと耀く”天使の湾“の美しさにため息をついたりと楽しみはつきません。 
旧市街の雰囲気を存分に味わっていただく為、約１時間の自由時間を設けています。海岸沿いの舗道の
散歩を楽しんだり、お土産店を訪ねあるいたり、おしゃれなカフェで足を休めたりと思い思いの時間を
お過ごしください。 
 
ご案内：このツアーでは徒歩での観光はほとんどありません。但しバのス駐車場からプチトラン乗車

地点までは１５分ほど歩いていただきます。くことが含まれます。バスやプチトランに乗る
為に数段の上り下りが含まれます。このツアーに参加される方は、旧市街の自由時間には、
かなりの距離を散策することをあらかじめご了承ください。お手洗いを借りる為にカフェに
入った場合は、最低１杯のドリンクを購入するのがマナーです。お手洗いは地下にあるのが
普通です。観光日が月曜の場合は花市場の替わりにのみの市が開かれています。 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 

モナコ・ハイライト・ツアー                                                              
HIGHLIGHTS OF MONACO   
ツアー番号：XMM005 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３２～（３～１２） 
所 要時間：約３時間半 
 
モナコやモンテカルロのツアーではかなりの距離を歩きます。このハイライト・ツアーは地元の人々の
交通手段である路線バスを利用して観光地を巡るツアーで、徒歩の部分が最小限に抑えられているので
歩きは苦手という方に最適なコース。 
細い路地が交差するモナコ旧市街とモナコ大公宮殿が岬の上で隣接して並んでいます。大公広場、レニ
エ大公とグレース・ケリーの結婚式が行われたモナコ大聖堂、そしてその大聖堂には今は二人のお棺が
並んで安置されています。ここではショッピングの為の自由時間が設けられています。 
モンテカルロ地区ではやオテル・ド・パリ、カフェ・ド・パリ、伝説的に有名なグラン・カジノに囲ま
れた黄金のカジノ広場を通ります。美しい庭に囲まれたテラスに建つ華麗なカジノの外観をお楽しみく
ださい。 
 
ご案内：このツアーは路線バスと徒歩での観光となります。徒歩観光は石畳みの舗道を含め約１時間

半、凸凹の道路を歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。モナコ大聖堂の入
り口までには１９段の階段があります。道路は常に混雑状態で、どの建物も大勢の人で混み
あっています。また利用する市バスは基本的に立ち席で座席は限られていますので、短時間
の移動の間は必ずしも全員が座れない事をご了承ください。このツアーでは各観光場所の入
場料は含まれていません。バスに乗り遅れない為に、集合時間の厳守をくれぐれもお願い致
します。 

                                             
 
Ｆ１グランプリ・レース会場見学                                                              
FORMULA ONE  
ツアー番号：XMM011 
ツアー料金：大人＄５５～  子供＄３０～（３～１２） 
所 要時間：約３時間 
 
世界の自動車レースの中でも最も有名で最も過酷な F1 レースと言われるモナコ・グランプリは他に類
を見ない“市街の路上サーキット”を利用してレースが開催されます。 
その路上の一部を自分の足で歩いてみませんか？ルイス・ハミルトンやジェンソン・バトンがポール・
ポジションを目指して競争した気分をあじわう事が出来るでしょう。カジノ広場やトンネルの入り口を
含む、死の危険と隣りあわせのヘアピン・カーブやコーナーを目の前で見る事が出来るのです。 
コースの一部分を歩いただけで、悲鳴をあげるエンジン音、煙をあげるタイヤ、一瞬のエラーが命とり
になる事を知る有名レーサー達の華麗なテクニックなどが脳裏に浮かびあがってきます。そしてこの次
に TVでモナコ・グランプリを見る時は、友人たちに、自分はあのレース場をこの足で実際に歩いたよ、
と自慢する事が出来る事請け合いです。 
その後はモナコ大公クラシック・カー・コレクションの見学が続きます。全部で１０５台ものビンテー
ジ・カー、クラシック・カーが並ぶ様子はまさに壮観です。1929 年製造のブガッティ、1903 年製造の
デ・ディヨン・ブートンをはじめとして 1986年製造のランボルギーニ・カウンタック、更に 1952年製
造のロールス・ロイスの所有者になった気分はどれほどのものか、想像がつくでしょうか？今尚完璧な
耀きを見せるこれらの車は全て入念なメンテナンスが施され、勿論全ての車がレニエ大公の所有になる
ものでした。自動車ファンなら感激必須のこのツアーは見落とせません。 
 
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。かなりの長い距離を歩き、階段の上り下りも頻繁にあ

ります。ヒールのない歩きやすい靴で、直射日光を避ける帽子や、日焼け止め、飲料水のボト
ルの携帯をお勧めします。 
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モナコ中心街を歩いて巡るツアー  
WALKING THE PRINCIPALITY 
ツアー番号：XMM012 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２１～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
モナコはヨーロッパで最小の独立国の一つであり、お金持ちが堂々とその富を誇示できる国でもありま
す。これらリッチ族の必需品のひとつであるヨットがラ・コンダミン・ハーバーに係留されているのを
見る事ができます。モナコの高台地区は海岸から 60 メートルもの高地に広がっており、その四方は海
まで殆ど垂直に切り立った崖に囲まれています。 
ガイド同行で旧市街の狭い路地を回って、モナコの豪華な別荘群やモナコ大公宮殿を外から見物する他、
かつてはレニエ大公とグレース・ケリーの結婚式が行われ、今は二人が並んで眠る霊廟が置かれたモナ
コ大聖堂を訪れます。 
モンテカルロもまた絢爛豪華の代名詞とも言える都市であり、サイコロの目の行方によって、一夜にし
て大富豪になったり、貧乏のどん底に落とされたりの悲哀を味わう街でもあります。モンテカルロの生
活は、その大動脈である三大名所のグラン・カジノ、ホテル・ド・パリ、カフェ・ド・パリを中心に回
っています。華麗な内装と外観を誇るカジノは美しい庭園に囲まれ、リッチなセレブたちの夢をあおる
舞台となっています。 
自由時間には有名ブランドのブティックをのぞいたり、記念のお土産品を探し歩いたり、近くのお洒落
なカフェに座って道行く人々の華麗なファッションを楽しんだりと思い思いにお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーは全体で約３時間、急な階段を上り下りしたり、込み入った道路や路地を徒歩で歩

く時間が含まれています。ヒールのない歩きやすい靴で、直射日光を避ける帽子や、日焼け止
め、飲料水のボトルの携帯をお勧めします。また大聖堂の内部を見学する場合は適切な服装を
心がけてください。このツアーには各見学場所の入場料金は含まれていません。 

                                             
 
ニース＆カンヌ観光（昼食付き） 
NICE & CANNES 
ツアー番号：XMM015  
ツアー料金：大人＄１４８～ 子供＄７４～（３～１２） 
所 要時間：約 7 時間 
 
モナコからニースまでは紺碧の海を眺めながら海岸沿いのドライブを楽しみます。道中はボーリューや
ヴィラフランシュ･シュル・メールなどのおしゃれなリゾート村を通過します。ニース到着後はガイド
付ウォーキング・ツアーで旧市街の細い路地のそこここを巡ります。その後は自由行動で各自思い思い
に村を散歩したり、カフェでしばしリラックスの時を過したり、カラフルで楽しい花市場を見学したり
します。 
ニースの後は、有名なプロムナード・デザングレ（イギリス人の散歩道）に沿ってドライブを続けてキ
ラキラと耀くカンヌを目指します。カンヌ到着後は自由時間となりコート・ダジュール随一のリゾート
地で国際映画祭の舞台となるカンヌの自由散策を楽しんでいただきます。公園や海岸から道路を隔てた
場所には、洗練された高級ブティック街ラ・クロワゼットがあります。有名ブランド店をのぞいたり、
マリーナに係留してある夥しい数の豪華ヨット群を眺めたりと思い思いの時を過しましょう。 
ランチはカンヌのレストランで美味しい地元の味覚をお楽しみいただきます。 
 
ご案内：このツアーでは比較的平坦な路上を約２時間歩いていただくことになります。ヒールの無い

歩きやすい靴をお勧めします。ニース及びカンヌのカフェでお手洗いを借りたい場合は最低
一杯のドリンクの購入が常識となります。ツアー日が月曜にあたる場合、花市場はのみの市
に代わります。 
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モナコ旧市街とモナコ大公宮殿観光 
OLD MONACO & PRINCE’S PALACE 
ツアー番号：XMM017  
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３４～（３～１２） 
所 要時間：約３時間 
 
モナコに到着後ガイド同行で、モナコ旧市街の曲がりくねった狭い小道やアーチのある歩道を徒歩で観
光します。１４世紀にさかのぼる絵の様に美しい家々が建ち並んでいる所です。モナコ大公宮殿は現在
でも中世からの塔を備えている大公広場に面した旧市街の西の端に位置しています。支給されたヘッド
フォンで、宮殿内の見どころの説明を聞きながら、金銀の装飾が施された居間や、世界初のエンパイア
様式戴冠の間、ヨーク公居室などを見て回ります。モナコ大聖堂は１３世紀に建てられた教会の上に築
かれ、王家の墓地がある場所です。旧市街の中心地にあるこの墓地には故グレース王妃とレニエ大公が
埋葬されていて、毎年何千人もの人々が世界中から訪れて祈りを捧げている場所です。 
大公宮殿観光後は自由時間となりますのでご自由にモナコの散策や、数多くある魅力的なお店でのショ
ッピングなどをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーでは約１時間ガイド同行での徒歩観光が含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴を

お勧めします。大公宮殿は１１月から４月中旬まで一般公開がありません。この時期に参加の
かたには外観のみの説明が行われ、ショッピングの時間を多く取る様に変更されます。大公宮
殿内での撮影は禁止されています。大公宮殿とモナコ大聖堂の訪問では適切な服装を心がけて
ください。ビーチウェアは禁止されています。大公宮殿には２段の階段があります。お買い物
にはユーロおよび主要クレジットカードがお使いになれます。 

                                             
 
リヴィエラ・パノラマ観光                                                            
RIVIERA PANORAMA  
ツアー番号：XMM 020 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３１～（３～１２） 
所 要時間：約３時間半 
 
ゆったりとリラックスした気分で山麓に連なる有名なコーニッシュ・ロードをドライブしながら次々と
現れるパノラマ展望を楽しむツアーです。 
ミドル・コーニッシェを通り中世の村エズに向かいます。エズ村は堂々たる威容を誇るキャップ・ダイ
ルの高台の上に鷲の巣の様にしがみついている小さな村です。可愛らしい村エズの下にある広場を思い
思いに散策してみましょう。その後アッパー・コーニッシュを通ってさらにラ・チュルビーへと向かい、
村々の境界線やモナコ中心街を見はるかす素晴らしい眺望を楽しみます。また道中には印象的なお城が
ある古い村ロックブリュヌも車中から見る事ができます。マントンはイタリア国境手前に位置するフラ
ンス最後の村で、フランス・リヴィエラの中で最も温暖な土地として有名です。マントンでは自由時間
をとりショッピングを楽しんだり、村の雰囲気にひたりながらカフェでリラックスした時を過ごしたり、
美しい海岸の景観を楽しんだりと思い思いのひとときをお過ごしいただけます。 
 
ご案内：このツアーではどの位歩かれるかは参加者の裁量におまかせします。ツアーの順序は逆になる

場合があります。お土産品購入にはユーロもクレジットカードもお使いになれます。 
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ニースとカンヌ自由観光                                                            
NICE & CANNES ON YOUR OWN 
ツアー番号：XMM025 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４２～（３～１２） 
所 要時間：約７時間半 
 
モナコより高速道路にのり、映画祭で有名なカンヌに向かいます。バスは有名な優雅なラ・クロワゼッ
トにあるパレ・デ・フェスティバル付近で停車します。ここからは約２時間自由に散策する時間を設け
てあります。緑地と海岸を分けるラ・クロワゼット通りを散策したり、有名ブティックを覗いたり、マ
リーナに停泊する豪華なヨットやクルーザーを眺めたり、それぞれお楽しみください。数多くのカフェ
やレストランがありますので、飲み物などをとりながら休憩するのもいいでしょう。その後、指定され
た場所で現地エスコートとバスに合流し、海岸線を通りニースに向かいます。ニースでの停車場所は旧
市街とショッピングセンターの近くになります。旧市街とマーケット広場は活気があり、狭い小道や階
段が迷路のように広がり、パステル色に彩られたファサードやブティック、レストランが連なります。
サレヤ広場は花市場が開かれる事で有名です。カラフルな色鮮やかなお土産物やプロヴァンス地方の名
産品を見たり、それぞれ２時間半の自由時間をお楽しみください。 
 
ご案内：モナコとカンヌとの間は片道１時間１５分のドライブです。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧

めします。徒歩観光でどの位歩かれるかは参加者の裁量におまかせします。お買い物にはユー
ロもクレジットカードもお使いになれます。バス出発時間と集合場所を確認し、時間に余裕を
もってバスにお戻りください。ツアーの順序は逆になる場合があります。 

                                             
 
サン・ポール・ド・ヴァンス観光                                                            
SAINT PAUL DE VENCE 
ツアー番号：XMM505 
ツアー料金：大人＄４８～ 子供＄２４～（３～１２） 
所 要時間：約４時半 
 
ミドル・コーニッシュを通ってのニースまでのドライブでは、沿岸の目の覚める様な眺望を楽しむこと
ができます。有名なプロムナード・デザングレ（イギリス人の散歩道）に沿ってドライブを続け田園地
王の車道を走り、サン・ポール・ド・ヴァンスに向かいます。 
１８世紀の村で先が細くなったアウトラインを持つサン・ポール・ド・ヴァンスは、緑豊かなヴァンス
の田園地方の中で階段状に波打つ丘の上の魅力的な土地に広がっています。 
ヴァ―ル地方防備の前線基地がおかれた典型的な城砦都市で、１９２０年代にシニャック、モジリアニ、
ボナール、スーティンといった画家に見いだされた村です。これらの画家たちは現在は豪華なホテル＝
ラ・コロンブ・ドールに代わったカフェに集まっては親交を深めていたのです。ガイド同行のサン・ポ
ール・ド・ヴァンス・ウォーキング・ツアーの後は自由時間となります。城砦の外近くに位置するヨー
ロッパのモダーン・アートの粋を集めたマーグ財団美術館を訪れたり、ただリラックスして数多くある
村のカフェでアルチザンの味覚を味わってみてはいかがでしょうか。 
 
ご案内：このツアーには上り坂の道や石畳みの舗道を歩く約１時間半の徒歩観光が含まれます。ヒール

のない歩き易い靴をお勧めします。地元通貨、帽子、日焼け止めをお忘れなく。 
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コート・ダジュールの至宝観光                                                            
THE JEWELS OF THE COTE D’AZUR 
ツアー番号：XMM506 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３３～（３～１２） 
所 要時間：約７時４５分 
 
モナコからはリラックスしたドライブでミドル・コーニッシュを抜け、目の覚める様な眺望を楽しみな
がら地中海を望む岩場の上に広がる中世の村エズに向かいます。 
喜びに満ちたこの村では、沿岸の絶景を眺めたり狭い石畳みの道路の散策などをお楽しみいただけます。
エズ村観光の後はコート・ダジュールの至宝と言えるニースに向かいます。ニースでは旧市街の自然美
にひたりながら、この市で一番伝統のあるサレヤ広場に立つ色彩豊かな果物市場や花市場でのそぞろ歩
きがお勧めです。自由時間では各自ご自由に昼食を楽しんだり、典型的なニースの味覚を味わったりと
思い思いの時をお過ごしください。 
ニースからはモナコまでのドライブが続きます。モナコではガイド同行のウォーキング・ツアーで海洋
博物館・水族館、大聖堂、大公宮殿などロックの名所の周囲を歩きます。その後はご自由に更なる観光
をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーには約２時間、エズでは上り坂で起伏のある道路、モナコ・ロックとニースではほ

とんど平坦な道路を歩く観光が含まれます。ヒールのない歩き易い靴をお勧めします。地元通
貨、帽子、日焼け止めをお忘れなく。このツアーには飲み物代、入場料は含まれていません。
大公宮殿の内部観光は１１月から４月まで中止となっています。 

                                             
 
アンティーブ旧市街観光                                                            
OLD ANTIBES 
ツアー番号：XMM507 
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄２３～（３～１２） 
所 要時間：約５時間 
 
何艘ものヨットが係留されている港や、１６世紀の城壁、石畳みの舗道など、アンティーブは豪華絢爛
たるモナコにひけを取らない高級リゾート地です。この都市は２千年以上も前にギリシャ人により建設
され当時はアンティポリスと言われていましたが、その後何世代も数々の統治者を経てアンティーブと
呼ばれる様になりました。 
港を過ぎてヴィエイル・アンティーブ(旧市街)の城壁の中に入り、ガイド同行で城壁や花が咲き乱れる
街路を散策します。数限りない撮影スポットを通りながらプロビンシャル・マーケット地区に到着しま
す。ここでは沢山並ぶカフェでお飲物を撮りリフレッシュしたり、まだまだ隠れた名所探訪に出かけた
りの自由時間をお楽しみいただけます。 
城壁の土台の先は小さな砂浜が広がるビーチになっていて、気温が高ければ水泳を楽しんだり、アンテ
イーブとつながりの深いパブロ・ピカソの足跡をたどることもできます。ピカソが６か月間暮らしたシ
ャトー・グリマルディは現在ピカソに捧げられた世界有数の美術館となっちます。また地下にしつらえ
た珍しい構造のアブサン博物館は１９世紀の詩人や芸術家にこよなく愛された悪名高き緑色の蒸留酒
アブサンに捧げられたものです。 
 
ご案内：アンディーブまでの移動は片道約１時間１５分となります。ガイド同行の徒歩ツアーでは石畳

みの舗道を約４５分歩いていただきます。プロビンシャル・マーケットは午後と月曜には閉店
となります。 
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バルセロナ 
BARCELONA  
 
 
バルセロナ・パノラマ・ツアー                                                              
PANORAMIC BARCELONA   
ツアー番号：BCN001 
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄１２～（３～１２） 
所 要時間：約３時間 
 
バスの背にもたれてリラックスしながらシウタデッリャ公園を経由してオリンピック村に向かいます。
途中、知識と経験豊富なガイドがこれから向かうバルセロナ名所の見所や詳しい説明を致します。途中
１８８８年に開かれたバルセロナ万博の際にネオ・ムーア様式で建てられた凱旋門で休憩をとります。
オリンピック村の到着後、自由時間をとりますのでお店やレストラン、プロムナードがある美しく改装
されたマリーナで散策をお楽しみください。 
その後海岸沿いを通りアール・ヌーボー様式の美しい建物が連なるグラシア通りを抜けるとグラシアの
村のゴシック地区に到着します。 
モンジュイクの丘に向かう途中では、スペイン広場やバルセロナ見本市会場、マリア・クリスティーナ
通りなどを通ります。モンジュイクの展望台(ミラドール)での撮影時間には面覚める様な市街の眺望を
お楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光になります。モンジュイクの展望台へ 10 分程徒歩による移

動があります。 
                                             
 
バルセロナ・ハイライト・ツアー 
HIGHLIGHTS OF BARCELONA                      
ツアー番号：BCN002 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄１５～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
数あるバルセロナの歴史的名所の中のひとつで、ヘラクレスに捧げられたローマ教会の跡地に建てられ
た６００年の歴史のあるゴシック建築のサンタ・エウラリア・カテドラルを見学します。壮麗な聖堂の
外観をじっくりとご覧ください。ゴシック地区に集まっているその他の建物も見所のひとつです。その
後バルセロナの代表的広場であるカタルーニャ広場に向かい、グラシア通りを通ってツアー最大の見所
である聖家族教会(サグラダ・ファミリア聖堂)でバスを停めますー写真撮影の為の停車のみー建築が開
始されたのが１８８２年で、現在もまだ建築途上のこの教会の威容と外壁につけられた華麗な彫刻の
数々は必見です。その後モンジュイクの丘にある、１９２９年の万博の際に作られたスペイン村を訪れ
ます。”村内“のアンダルシア通り、コンスティリアン通りを散策した後、自由時間にお土産を物色し
たりしてお楽しみください。スペイン村の後は、時間が許せばオリンピック・スタジアムを取り巻くオ
リンピック５輪のパノラマ全景をお楽しみいただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は約２時間から２時間半、階段も含め

て歩いていただくことになります。駐車規制があるため、駐車場所からサグラダ・ファミリア
までは片道１５分の徒歩移動となります。 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 

アントニオ・ガウディ建築探訪ツアー  
GAUDI TOUR 
ツアー番号：BCN004 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３６～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
短時間のバルセロナ・パノラマツアーでは市内で最も幅のグラシア通りを抜けてゆきます。この通りに
は、カサ・バトーリョを含むガウディがデザインした沢山のモダニスモ建築様式の建物など当時の重要
な建築物が建ち並んでいます。 
そしてガウディが 1882年に設計したという現在も未完の建造物、聖家族教会（サグラダ・ 
ファミリア聖堂）を訪ねます。この教会は、ガウディの天才的創造性を証明する代表的な建築物のひと
つと言えるでしょう。建築そのものは 1882 年に開始されたのですが一時中断され、1939 年になって再
開されたものの、ガウディの設計図をめぐって様々な混乱が生じました。このツアーではガイドの案内
でまず内部を鑑賞、ガウディが教会に抱いたイメージを受取っていただきます。最終的にこの教会は、
１２使徒、４人の福音伝道者、聖母マリア、イエス・キリストをモチーフにした１８体の尖塔からなる
建造物として完成される予定です。グエル公園は２０世紀初頭にガウディの設計で建造されたものです。
バルセロナ郊外の丘の上に広がる、英国の庭園都市をモデルにした庭園公園の散策をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は、起伏のある歩道を約 1時間３０分

歩いていただくことになります。グエル公園内は全面石畳みになっています。バスの駐車規
制により、バスの駐車場所からサグラダファミリアまでは片道 15分徒歩での移動となります。
ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。 

                                             
 
F.C.バルセロナ本拠地訪問 
F.C.BARCELONA 
ツアー番号：BCN005 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２５～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
パノラマ風景を楽しみながらのドライブでライエタナ通りに向かい、ガルシアやディアゴナル地区を通
過しモンジュイク山を目指します。途中バロセロナ・オリンピックの５輪やオリンピック・スタジアム
が見えてきた所で展望台にて小休止して撮影タイムをお楽しみいただきます。 
バルセロナッ子にはバルサという愛称で呼ばれているカンプ・ノウはバルセロナで超有名なサッカーク
ラブ FC バルセロナの本拠地サッカースタジアムです。世界一お金持ちのクラブのひとつといわれ１０
万人以上のメンバーを抱えている大型クラブでもあります。到着後はガイド同行でチームのメンバーが
使用するロッカールームや、試合会場に出てゆくときに歩く通路などを見て歩きます。その後プレス・
ルームやインタビュー・ルームも見せていただきます。 
サッカー・ファンにとっては FC バルセロナ博物館を訪れるのが生涯の夢といえるでしょう。ここには
様々な記録や記念品やおびただしいトロフィーが展示されています。その後は１９５７年に建造され１
９８２年に増築されたスタジアムの外観を見学します。このスタジアムには座席数が９万８千あり、世
界最大級の観客を収容することができます。その後は自由時間となりますので各自自由に敷地内を歩い
ていただきます。スタジアムの外にはグッズのショップがありますので記念品やお土産品のショッピン
グもお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。大部分が立ち見の見学となり、数多くの階段の

上り下りがあります。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。スタジアムでは管理責任者の
判断によって予告無く見学禁止になる場所もある事をご了承ください。大勢の参加が見込まれ
ます。ピッチ（競技場の地面）には絶対に触れない様にお願いします。 
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登山鉄道でゆくモンセラット観光 
MONTSERRAT BY RAIL 
ツアー番号：BCN009 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄１８～（３～１２） 
所 要時間：約４時間半 
 
バスでモンセラットへ向かう道中では、美しくのどかな田園地方の景観から標高 1,235㍍の荒々しい岩
肌を見せるモンセラット山の威容へのドラマチックな変化を味わう事が出来ます。1000年の歴史を誇る
モンセラット修道院はモンセラット山のゴツゴツした岩塊の麓に抱かれる様に建つ修道院です。空を覆
わんばかりに突き出した牙の様な奇岩が連なるモンセラット山は、他に較べ様もないユニークな自然の
景観美を生み出しています。11世紀にベネディクト会の僧院として創設されたモンセラット修道院はリ
ョブレガート川の頭上 732㍍の高さにがっしりと突き出した岩棚の上に建っていて、１２世紀に彫像さ
れた“黒いマリア像”が祭られている事で有名です。 
登山鉄道で山頂まで上り、モンセラット山脈全体を見渡す素晴らしい眺望を満喫していただきます。頂
上では約 1時間 30分の自由時間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと登山列車と徒歩での観光となります。バルセロナからモンセラットまでの

移動は片道約１時間半を要します。登山鉄道の乗車時間は約１５分間で、かなりの混雑が予想
される為、立ってお待ちいただく場合があります。このツアーでは約１時間３０分、険しい山
道の登り下り及び大聖堂への階段の上り下りが含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧
めします。修道院で礼拝が行われている場合観光客は院内に入る事は出来ません。また信仰に
敬意を払う為、女性は肩や膝を露出しない服装を心がけてください。気温変化に備えて暖かい
ジャケットをお持ちください。このツアーはめまい症の方にはお勧めしません。 

                                             
 
シッチェス沿岸の村送迎 
TRANSFER TO SITGES COSTAL VILLAGE 
ツアー番号：BCN028 
ツアー料金：大人＄４４～ 子供＄１４～（３～１２） 
所 要時間：約６時間 
 
バルセロナから約 35 キロの地点にある地中海沿岸のシッチェスは見どころ満載の観光地です。白壁が
並ぶ海辺の村には素晴らしいビーチと共に数限りないお店が並んでいます。 
高速道路を通り４５分のドライブでシッチェスに到着します。旧市街の趣のある狭い小道を散策し、お
土産店を見て回ったり、ファッショナブルなドレスや靴のブティックでのお買い物を楽しんだりとご自
由にお過ごしください。 
その後は飲み物を片手にリラックスしたり、１７か所あるビーチのひとつで日光浴を楽しみながら行き
交う人々を眺めたりと思い思いの時をお過ごしいただけます。１日中思いのままにお楽しみください。
この活気あふれるリゾートタウンにはどなたにもご満足いただける魅力がつまっています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となります。ガイドは同行しません。また、食事、飲み物、

入場料は含まれていません。バスはビーチから約４００メートル離れた場所に停車します。お
買い物用にユーロのご持参と、水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。自由観光のための地
図をお渡ししますのでご自由に観光プランをお立てください。ほとんどのお店は日曜が休日で
す。ビーチではウォータースポーツを提供するアクアショップが並んでいますがキュナード社
とは一切関係がありません。 
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グエル邸とゴシック地区観光 
PALAU GüELL & GOTHIC QUARTER 
ツアー番号：BCN316 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２６～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
コロンブス像がある場所からラ・ランブラ（ランブラス大通り）と呼ばれる色彩豊かな大通りに入り、
グエル邸（グエル宮）に向かいます。この素晴らしくユニークな邸宅は、カタルーニアの産業界の大立
者だったユウセビ・グエルの為に１８８８年にガウディの設計により建てられたものです。 
ユウセビ・グエルはガウディの建築美に感動し、近隣の人々とは較べ様の無い個性的な邸宅を建ててく
れる様ガウディに依頼し、この二人の共同作業によってグエル邸は完成し、ガウディ建築の初期の傑作
のひとつといわれる様になりました。 
邸宅に到着すると、すぐに大きな鉄の門が目につきますが、それは馬車に乗って訪問する客を迎える為
のものである事が分かります。邸内では説明入りのオーディオセットが渡されますので各自でご自由に
ご見学いただけます。５つの階に分かれたそれぞれ違うデザインの部屋をご鑑賞ください。名建築家の
宝物の様な設計の妙が味わえることでしょう。 
その後、ガイドと同行で旧市街の中心部にあるゴシック地区を観光します。半円形のツインタワーがあ
るローマ時代の城壁のプラザ・ノヴァを見学した後は、１４世紀から１５世紀にさかのぼるゴシック様
式の大聖堂を訪問します。再びバスと合流して帰路につく前には自由時間をもうけてありますので、周
辺の散策をお楽しみいただくか、ショッピングなどをお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約３時間、所によっては石畳みの

舗道を歩いていただく他、グエル邸の各階に上る階段があります。日曜および祝祭日にはガイ
ド付き大聖堂観光はされていませんが、その場合は自由時間に各自で訪れることも可能です。
大聖堂訪問の際は適切な服装を心掛けてください。 女性は必ず肩を覆う服装で、ミニスカー
トや半ズボン姿は禁止されています。 

                                             
 
ジローナとダリ美術館観光 (昼食付き) 
GIRONA & DALI MUSEUM 
ツアー番号：BCN317 
ツアー料金：大人＄１１２～ 子供＄４９～（３～１２） 
所 要時間：約８時間１５分 
 
‘永遠の都’として知られる美しいジローナは、豊富な歴史とここで発掘された数々の財宝などからス
ペインでも最も興味深い見どころのある都市のひとつといえるでしょう。 
４本の川に沿って建設された都市にはローマ文明、アラビア文明、ユダヤ文明にそれぞれ影響を受けた
中世風の堂々たる建物が建ち並んでいます。魅力的なアーチで飾られたアラブ式浴場を見学した後は、
ユダヤ地区である”アル・カイ“の周囲の散策をお楽しみください。サルバドール・ダリの聖地である
フィゲラスに向かうバスの中で疲れた足を休めた後は地元のレストランでの昼食となります。昼食後は
世界最大の超現実的な美術品が並ぶダリ美術館の見学がはじまります。この場所は以前フィゲラス劇場
があったのですが、スペイン内戦の終戦時期に破壊され、ダリ自身がそこに美術館の建設を決めたもの
です。美術館内には“レイニー・タクシー”やありふれた部屋が光学的しかけによってハリウッドのセ
クシー女優メエ・ウエストの顔に変わる“メエ・ウエストの部屋”を含む夥しい数の美術品で溢れてい
ます。美術館内で様々なダリの傑作を鑑賞しながら、有名なアメリカ大統領の肖像を発見してみてくだ
さい。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２時間、ジローナでは石畳みや

階段の舗道、美実館内では階段を歩いていただく事になります。歩き易いヒールの無い靴をお
勧めします。ジローナ港からフィゲラスまでは高速を経て片道約１時間半の移動となります。
美術館内でのフラッシュ撮影は禁止されています。 
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タラゴナ観光 
TARRAGONA 
ツアー番号：BCN318 
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２６～（３～１２） 
所 要時間：約５時間 
 
タラゴナはローマ時代、中世時代の遺跡に縁どられた歴史区域によってスペインのかつての世界的栄華
が忍ばれる都市です。UNESCOの世界遺産に認定された遺跡は紀元前２１８年まで遡るもので、イベリア
半島にローマ人たちが足を踏み入れた最初の場所を物語るものです。到着後すぐにローマ時代の巨大な
城壁に圧倒されます。城壁の門であるポルタル・デル・ロセルを通って旧市街に入ります。ガイド同行
で魅力一杯のウォーキング・ツアーが開始され、プロビンシャル広場、行政府庁舎プレトリオ、円形劇
場、円形競技場さなどを見て回ります。道中、聖マリア大聖堂や監督司教博物館などで足を止めます。 
歴史的な中世の市場やゴシック様式のアーチ、ユダヤ人地区の景観に目を瞠りながら市街を歩いた後で
バスでバルセロナまでの帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２時間、様々な路面を歩いてい

ただきます。タラゴナまでの移動は片道約１時間半となります。聖マリア大聖堂では日曜にミ
サが開催され入場は出来ません。大聖堂訪問の際は適切な服装を心掛けてください。ヒールの
無い歩き易い靴をお勧めします。 

                                             
 
フレシネ・ワインセラー訪問 
FREIXENET CAVA CELLERS 
ツアー番号：BCN319 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１８～（３～１２） 
所 要時間：約３時間 
 
喧騒をきわめる都会を逃れて、ワイン畑や古いカタルーニャの民家がならぶのどかな田園地王に入り、
魅惑に満ちたフレシネ・ワインセラーに向かいます。 
このワインセラーはペネデス地方の中心に位置する小さな町のサン・サドウルニ・タイノアという場所
にあります。家族経営のセラーで１９７０年代からフレシネ・ワインを世界中に広める為の絶え間ない
努力を続け、今ではスパークリング・ワインでは世界的リーダーであるフレシネ・グループを作りあげ
るまでになりました。 
大邸宅の様なワインセラー内を見学しながら、フレシネ・ワインの製造過程を学び、電動列車に乗って
地下にあるワイン醸造所や保管庫を見て回ります。更にハイテクな自動瓶詰機械を利用して１年間に約
２億本以上のボトルが産みだされる様子を見学した後は、ワインの上手な選び方、保管の仕方、そして
最も大事な事すなわちスパークリング・ワインの飲み方を学びます。ツアーの最後には試飲ルームでグ
ラス一杯のワインをお楽しみいただきます。その後は各自でボトルを購入したりギフトショップでお土
産物を選んだりとご自由にお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２時間１５分、１５０段以上の

階段や、濡れて滑りやすい場所などを歩いていただきます。ワインセラーの見学では地下４階
にある貯蔵庫などを見て回りますので閉所恐怖症の方にはお勧めできません。 
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ラ・ペドレラ 閉じた扉の奥の観光 
LA PEDRERE BEHIND CLOSED DOORS 
ツアー番号：BCN321 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄７８～（３～１２） 
所 要時間：約２時間１５分 
 
一般的には“ラ・ペドレラ”の通称で知られている“カーサ・ミラ”はガウディ設計のモダニスモ建築
の中で最も有名な建物です。この特別見学ツアーは、夜間の平和な静けさの中で、魔法の様な夜の明か
りに照らされた UNESCO世界遺産に指定された邸宅の中の隠れた部屋や廊下を伝って見学するものです。 
到着後すぐに知識豊かなガイドと同行して建物の中を見学し、最高峰建築といわれる建物にまつわる歴
史を学んでゆきます。 
１００年前の建築当時のままに再現され同じ雰囲気をかもしだしている家具や布地を見て回るといつ
しか過去に連れ戻された感覚を覚える事でしょう。オーディオビジュアルによる説明では貴族の邸宅だ
った頃の生活ぶりや伝統を学ぶことが出来ると同時に、ガウディの天才的な設計の妙を改めて理解する
ことができます。 
邸宅訪問のハイライトは精緻を極めたモザイクや色彩豊かなタイルで飾られた幻想的な屋上の見学で
す。美しいテラスとテラスから見るバルセロナの夜景の撮影も見逃せません。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ラ・ペドレラ内の見学は約１時間の予定です。

屋上までは約１５段の階段があります。このツアーの催行人数は３０名限定となります。 
                                             
 
カタルーニャの調べ 
SOUNDS OF CATALONIA AT‘LA RUMBETA’ 
ツアー番号：BCN322 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３５～（３～１２） 
所 要時間：約２時間 
 
ルンバ・カタラナは１９５０年代にバルセロナに住むロマ・コミュニティの間で広まった音楽の１形式
です。その音楽的特徴から２０世紀にバルセロナの民衆の中から生まれた唯一の音楽ジャンルとみなさ
れています。現在そのユニークさが再認識されて人気となり、特に有名なランブラス大通りの突当りか
ら短時間のドライブで行ける魅力一杯で、気軽な雰囲気の“ラ・ルンベタ”は本物のルンバ・カタラナ
を鑑賞できる場所として名高い場所になりました。お店に到着して席に案内された後はウェルカム・ド
リンクで喉をうるおしていただきながら、目の前の素晴らしい演奏を楽しんでいただきます。演奏家の
多くはカタルーニャ地方のジプシーの出身で、素晴らしい声量、手拍子、ギターやボンゴなどで曲を盛
り上げてゆきます。妙なる演奏が続く中では思わずリズムに合わせて足を踏み鳴らしたり、興が乗れば
舞台に飛び入りする気分になるかもしれません。ショーの間には地元産のチーズやソーセージ、トマ
ト・パンなどのカタルーニャ名産のスナックと共にワインやビール、ソフトドリンクなどをお楽しみい
ただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりますがほとんど歩く場所はありません。演奏会場には

約１０段の階段がありますが、エレベーターもご使用になれます。ショーの時間は約１時間１
５分となっています。 
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アジャクシオ 
AJACCIO 
 
 
海亀、陸亀鑑賞ツアー                                                              
TORTOISE TIME   
ツアー番号：AJC001 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３２～（３～１２） 
所要時間：約３時間４５分 
 
“のろのろバス”を見る為アジャクシオを出発、コルシカ島の田園地方を抜けて世界三大亀類保護セン
ターのひとつであるセンターに向かいます。ここでは約１時間にわたって１３０種以上の海亀や陸亀
(コルシカ語ではクプラタス)を鑑賞することができます。 
甲羅を抱いたお友達に分かれを告げた後は、アジャクシオ湾の南に位置する海沿いの小さなリゾートの
ポルティシオに向かいます。到着後は約１時間自由時間となりますので、各自ご自由にリゾート内をご
散策ください。ビーチでくつろいだり、お飲み物を味わったり、遊歩道沿いに並んでいる沢山のカフェ
やレストランでリラックスしたりと思い思いの時をお過ごしになれます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光になります。海亀・陸亀保護センターの地面は起伏や凹凸が

あります。ビーチではウォータースポーツを提供する地元業者がいますが、キュナードとは一
切関係がありません。２０１３年１０月からフランスではフランス国内およびフランス領土内
からのツアー発着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室ガス排出量）の提供が
義務づけられています。キュナード社でもこの試みに進んで参加しております。それぞれのカ
ーボンフットプリントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバスに４０名の乗客を乗
せた場合のカーボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者数で排出量は変わりま
す。本ツアーでのカーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ２が１０．１５ｋｇと計算され
ています。 

                                             
 
山脈とマキ（叢林）観光 
MOUNTAINS & MAQUIS                      
ツアー番号：AJC004 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄４０～（３～１２） 
所要時間：約３時間４５分 
 
沿岸から離れてコルシカ田園地方の奥深くに分け入っていきます。コルシカ島は大部分がマキと呼ばれ
る香りの高いイシガシなどの低木樹林や草花でびっしりと覆われています。マキが発する例え様もない
香りのお陰でコルシカ島は別名“香りの島”とも呼ばれているのです。カウロ村を抜けてピネタ森林地
区に入り、プリュネリ河川峡谷にそってドライブを続けます。赤い花崗岩の崖が川中に突き出ている光
景や、標高の高い山脈や遠くに連なる峰々の美しさには目を奪われずにはいられないでしょう。人工池
とトーラ・ダムで撮影タイムを設けています。帰路でも、縦に長い住宅で鋭角状の三角屋根と細長い窓
がある花崗岩づくりという独特な建築様式を持つ家が並ぶ典型的なコルシカ島の渓谷の村々を通りす
ぎてゆきます。地元のカフェで小休止して歓迎ドリンクをいただきます。ここでも絵葉書やコルシカ島
土産を買うチャンスがあるでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となり、歩く時間はほとんどありません。休憩場所のカフェ

までは階段や傾斜のある地面を歩くことになるかもしれません。ドライブ中はカーブのある個
所を通りますので、めまい症の方にはお勧めできません。お買い物にはユーロがお使いになれ
ます。２０１３年１０月からフランスではフランス国内およびフランス領土内からのツアー発
着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室ガス排出量）の提供が義務づけられて
います。キュナード社でもこの試みに進んで参加しております。それぞれのカーボンフットプ
リントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバスに４０名の乗客を乗せた場合のカー
ボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者数で排出量は変わります。本ツアーで
のカーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ２が１４．５ｋｇと計算されています。 
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アジャクシオ入門ツアー                                                              
INTRODUCTION TO AJACCIO   
ツアー番号：AJC008 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄４０～（３～１２） 
所 要時間：約３時間半 
 
景観を楽しみながらのドライブで首府の中央道路を抜け、ナポレオン街道、聖ロッカ教会、英国人地区
をへてグランヴァル街道へ。オステルリッツ広場で小休止します。ここはコルシカ島の有名な息子でア
ジャクシオ生まれのナポレオン・ボナパルトが幼少期に遊んだ場所といわれています。広場には巨大な
台座の頂点に立つナポレオン像の印象的な記念碑が立っています。太陽に煌めく海沿いの道路を通りサ
ンギネールに向かいます。アジャクシオ湾の入り口に位置する島々で別名“血の島”と呼ばれているの
は、花崗岩でできている小さな島々が日没の太陽に当たると血のような鮮やかな色になる為です。 
続いて訪れるジェノアでは狭い絵の様に美しい路地を徒歩で観光します。ガイド同行で大聖堂やナポレ
オンの生家、そしてナポレオンに捧げられた数多くの記念碑を見て回ります。素晴らし４頭建てライオ
ンの噴水を見たり市場の周りの散策などがお楽しみいただけます。 
船までの徒歩でお帰りになれます。ツアー終了後は町に残って各自ご自由に観光やショッピングを楽し
むことも可能です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光になります。徒歩観光では急勾配の道路や石畳の舗道を約１

時間歩いていただくことになります。歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。観光地
の訪問順序は逆になる場合もあります。２０１３年１０月からフランスではフランス国内およ
びフランス領土内からのツアー発着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室ガス
排出量）の提供が義務づけられています。キュナード社でもこの試みに進んで参加しておりま
す。それぞれのカーボンフットプリントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバスに
４０名の乗客を乗せた場合のカーボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者数で
排出量は変わります。本ツアーでのカーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ２が３．６２
５ｋｇと計算されています。 

                                             
 
バスティリカとミニ鉄道 
BASTLICA & LITTLE TRAIN                      
ツアー番号：AJC010 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄４０～（３～１２） 
所 要時間：約３時間１５分 
 
アジャクシオからはプリュネリ川が穏やかに海に注ぐ場所に横たわる砂浜の遊歩道を通っていきます。
その後は内陸に入り急激な上り道を通ってカウロ村に到着します。ここからはアジャクシオ湾の絶景と
プリュネリ峡谷を望むことができ、その後香り高いマキに覆われたジッピトリ森林地帯に分け入ります。
この特別な植生は文字通り土なして育つことができ冬場の零下の気温から長い夏場の灼熱や乾燥でも
生き延びることが出来るものです。素晴らしい眺望を楽しみながら更に、春でも山頂に雪を抱くレノス
山の麓にありプリュネリ峡谷から８００メートルの高台にあるバスティリカの村に向かいます。 
バスティリカに到着後は、魅力一杯で歴史と伝説に彩られた典型的コルシカ村を楽しんでいただくため
ミニ鉄道に乗車します。ミニ鉄道は趣のある街路を抜けアヌンツァータ教会、フォッタシオリ、コルシ
カの英雄サンピエロ・コルソの生家、村の噴水などの前を通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となり、歩く時間は全体で３０分位です。高い山岳地方の観

光の為めまい症の方にはお勧めできません。はユーロがお使いになれます。２０１３年１０月
からフランスではフランス国内およびフランス領土内からのツアー発着の顧客に対し参加者
のカーボンフットプリント（温室ガス排出量）の提供が義務づけられています。キュナード社
でもこの試みに進んで参加しております。それぞれのカーボンフットプリントは地上旅行業者
によって算出されます。１台のバスに４０名の乗客を乗せた場合のカーボンフットプリントが
基準となりますが、実際の参加者数で排出量は変わります。本ツアーでのカーボンフットプリ
ントは１名当たりのＣＯ２が１７．４ｋｇと計算されています。 
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香りの島とミニ鉄道 
THE SCENTED ISLE & LITTLE TRAIN                      
ツアー番号：AJC012 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄４３～（３～１２） 
所要時間：約５時間 
 
景観を楽しみながらのドライブの後、海抜８７５メートルの場所にあるクリチェト峠でミニ鉄道に乗車
します。森の中を走る２０分のミニ鉄道乗車中ガイドが車窓から見える珍しい植物を見つけてはその用
途の説明をしてくれます。コルシカは野性に自然に茂るこの土地特有の”マキ“として知られる植生で
有名です。香りの高い植物で色とりどりの花をつけ、深いアロマの味わいの素晴らしい匂いのする蜂蜜
が取れることでも知られています。ミエレリエ（養蜂場）を訪問して美味しい地元産蜂蜜の試食をしな
がら、蜂蜜をベースにした他の製品のお話も聞かせていただきます。 
香りの島の多種多様の草花と樹木からは、ヒノキ油、シトロネラ油、トショウ油、ラベンダーなどのエ
ッセンシャル・オイルも抽出されます。 
帰りのドライブでは美しい山中に横たわるプリュネル峡谷やトーラ湖と通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとミニ鉄道と徒歩での観光となり、徒歩観光は全体で３０分位で起伏のある

地面や岩場を歩きます。歩き易いヒールの無い靴をお勧めします。またカーブの多い道路のド
ライブなのでめまい症の方にはお勧めできません。２０１３年１０月からフランスではフラン
ス国内およびフランス領土内からのツアー発着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリン
ト（温室ガス排出量）の提供が義務づけられています。キュナード社でもこの試みに進んで参
加しております。それぞれのカーボンフットプリントは地上旅行業者によって算出されます。
１台のバスに４０名の乗客を乗せた場合のカーボンフットプリントが基準となりますが、実際
の参加者数で排出量は変わります。本ツアーでのカーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ
２が１４．５ｋｇと計算されています。 

                                             
 
カタマラン・アドベンチャー 
CATAMARAN ADVENTURE 
ツアー番号：AJC018 
ツアー料金：大人＄１２５～ 子供＄１２５～（３～１２） 
所要時間：約３時間３０分 
 
埠頭でガイドに合流し本船の近くに係留してあるカタマラン（双胴船）に乗り込みます。乗船後すぐに
錨が上げられ冒険クルーズが開始されます。クルーズ中はより冒険心を味わっていただくため参加者自
身で船のロープを操ったり、帆の上げ下げにトライしていただいたりします。息を呑む程美しい海と、
手つかずの“リル・デ・ボーテ＝美しい島”の沿岸をクルーズしアジャクシオ湾を抜けてゆきます。船
長が最も美しいビーチで錨を下ろす指示を出します。トルコ石色の透明な海水はシュノーケリングに理
想的なものです。アジャクシオ湾はコルシカ島で最も美しい場所と言われています。面積がきく海水の
深度が高く、特に湾の南部には数多くの砂浜が横たわっています。血に飢えた島々と呼ばれる群島もこ
こで見ることができます。この命名の由来は過去何年もの間この地域で海難事故が起こり、大勢の命が
失われたからです。但し、実はこの島々が日没になると太陽に照らされて鮮血色に染まるからだという
説もあります。シュノーケリングの器材が提供されます。また、クルーズ中はお好きなだけソフトドリ
ンクがいただけます。帰路にはコルシカの食前酒のサービスもあります。 
 
ご案内：このツアーはカタマラン（双胴船）でのクルーズとなります。カタマランは岸辺から少し離れ

たビーチに停泊するかもしれません。水中靴又はヒールの無い滑り止め付の靴をお勧めします。
水着、日焼け止め、タオルをお忘れなく。海面の状態によって別の半島・ビーチを利用する場
合もあります。乗船には岸部から短距離浅瀬を歩いて渡る必要があるかもしれません。ウォー
タースポーツの前にはアルコール類を絶対に摂取しない様にお願します。 
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コルシカ島カヤック体験 
CORSICA KAYAKING 
ツアー番号：AJC019 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄Ｎ/Ａ 
所 要時間：約４時間 
 
アジャクシオから南下しルピオンヌ・ビーチの砂浜に向かいます。ここでガイドと合流し安定度抜群の
カヤックが割り当てられます。ガイドからパドルの使い方を教わったあと、カヤックに乗り込み約１時
間沿岸に沿っての航行が始まります。ネオン・ブルーの海面を滑る様に移動しサンギネール海域の風景
を楽しみながら、岩場がゴツゴツしているセッテネイブ半島に到着します。到着後は休憩タイムとなり
透明な海で身体を冷やした後は再びカヌーに乗ってルピオンヌ・ビーチに戻ります。 
 
ご案内：このツアーは妊婦及び１２歳以下のお子様には向きません。参加者は水泳と体力に自信のある

方に限ります。カヤックの時間は約１時間です。帽子、サングラス、濡れても良い靴、タオル、
植物性日焼け止めをお忘れなく。カヤックにはスペースが無いので手荷物は最低限にお願いし
ます。救命胴衣の着用が義務付けられています。ツアー参加者の体重制限は１０７キロ以下に
なります。２０１３年１０月からフランスではフランス国内およびフランス領土内からのツア
ー発着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室ガス排出量）の提供が義務づけら
れています。キュナード社でもこの試みに進んで参加しております。それぞれのカーボンフッ
トプリントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバスに４０名の乗客を乗せた場合の
カーボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者数で排出量は変わります。本ツア
ーでのカーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ２が１０．５ｋｇと計算されています。 

                                             
 
ヴィザヴォナ森林＆コルシカ田園地方観光 
ENCHANTING VIZZAVONA FOREST & CORSICAN COUNTRYSIDE 
ツアー番号：AJC020 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３９～（３～１２） 
所 要時間：約３時間４５分 
 
コルシカは人工の娯楽施設より自然の美しさで有名です。沿岸を背にして島の中心部へ向かい荒々しく
手つかずの自然が残っている森林と山岳地帯の探訪に出かけます。数キロ内陸に入っただけでコルシカ
島を３分の１以上覆っているというマキという特殊な植生に出合うことが出来ます。マキはラベンダー、
モツヤクジュ、シクラメン、野生ミント、ヒースなどの強い香りを出す樹木から生成されていて春にな
るとその香りが海辺まで運ばれてくると言われています。道中、針状に尖った灰色の山モンテ・ドロ（２，
３８９メートル）の完全なパノラマ絵図が眺められる栗林の真ん中の台地に広がるボコニャノ村を通り
ます。この一帯はアジャクシオの人々の間で人気のある避暑地となっていて、この土地特有のどっしり
とした灰色の家屋が夏場の沿岸からくる熱気を防ぐ役目をしているからです。道路はそこから北に折れ
曲りヴィザヴォナ峠に入ります。ここではブナと黒松がカーペット状に眼下の山道を覆っている様子が
見られます。ヴィザヴォナ森林はコルシカ島の中で最も歩きやすいハイキング道として人気があります。
樹木の影の奥にはヴィザヴォナ村があって数軒の山小屋が一塊りに並び、小さな鉄道駅も道路から隠れ
た場所にひっそりと建っています。村の中で休憩をとり地元では“スプンティヌ”と呼ばれるスナック
を頂きます。また燻製ハムやソーセージ、ヤギや羊のチーズ、ケーキそしてワインも味わうことができ
ます。短時間自由時間をお楽しみいただいた後、アジャクシオまでの帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。めまい症の方にはお勧めできません。山の上で

は温度が下がる為ジャケットかセーターをご持参ください。 
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コルシカ・ワインの試飲 
CORSICAN WINE TASTING 
ツアー番号：AJC021 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所 要時間：約４時間１５分 
 
コルシカ島は太陽光に満ち溢れた島で、気候も地形も土壌も歴史も他に較べられない独特のものを持っ
ています。ここのスキアカレロ種の葡萄こそ濃いコクとアロマを有し、アーモンドとカシスそれにバル
サミコの酸味が加わった独特の味わいを持つ最高の赤ワインを産みだしているのです。ツアーはアジャ
クシオ市街のパノラマ観光から始まり、市の中心街のナポレオン街道などを通りカソンに向かいます。
ここでは皇帝ナポレオンの見事な銅像をみることができます。最初に訪れるワイナリーはドメーヌ・パ
ラディです。ここはマッツァヴィアの丘の上に５０ヘクタールもの栽培面積を持つ葡萄畑が広がる広大
な葡萄農園なのです。村のワイン造りの頂点に立つ堂々たるワイナリーはアジャクシオ湾を圧倒する様
に君臨しています。ここではコルシカ特産に美味なスナックと共にロゼや白ワイン赤ワインをお試しい
ただけます。最後の訪問場所は伝統的な家族経営のワインセラーのクロス・オマスカになります。目の 
覚める様な眺望に囲まれたコロス・オマスカワイン農園は１９９５年にヴィンセント・トーラによって
設立され、ワインへの情熱の激しさから彼は古いワイン農園を徹底的に改造し近代的で成功を収めたワ
インセラーに変えていったのです。ここでもまた地元のスナックと共にいくつかのワインをお試しくだ
さい。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では起伏のある地面を約４５分歩いて

いただきます。ワインセラーには数段の階段があります。 
                                             
ポルチッオ・ビーチのひととき 
PORTICCIO BEACH BREAK 
ツアー番号：AJC022 
ツアー料金：大人＄３０～ 子供＄１８～（３～１２） 
所 要時間：約４時間 
 
リラックスしたドライブでコルシカ島の南沿岸で、２つのジェノヴァ風時計台が見下ろす場所にありま
す。モダンなお店が並び、素晴らしいビーチ、良く発達したウォータースポーツが楽しめる理想的なリ
ゾート地としても有名です。冷たくて爽快な陽光きらめくトルコ色の海で知られるポルチッオ・ビーチ
は何もかも忘れてリラックスできる最高の場所です。ここでは約３時間太陽と海と砂浜を心ゆくまでエ
ンジョイしていただきます。予め打ち合わせた時間と場所でエスコートと合流し船までの帰路につきま
す。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となりガイドは同行しません。ツアーにはサンベッドやビー

チパラソルの費用は含まれていません。水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。ビーチには
着替え場所とシャワー施設があります。ウォーター・スポーツの前のアルコールの摂取は絶対
に禁止です。ビーチではウォータースポーツを提供するアクアショップが並んでいますがキュ
ナード社とは一切関係がありません。 

                                             
アジャクシオ専属ガイド付き観光 
PRIVATE GUIDE AJACCIO 
ツアー番号：AJC024 
ツアー料金：大人＄３８０～ 子供＄３８０～（３～１２） 
所 要時間：約２時間 
 
英語を話す専属ガイドつきで、参加者それぞれのペースでアジャクシオの観光を楽しんでいただくツア
ーです。それぞれ独自に観光プランを立てて、徒歩で容易に訪れることが出来る最も興味のある場所を
見学します。完全にグループ同士でお好きな様に動けるショアエクスカーションを体験できるツアーと 
なります。 
 
ご案内：このツアーは徒歩での観光で、１グループに１枚のチケットのご予約となります。 

費用はガイド１人に対してのもので、１グループは４人までとなります。それぞれの興味しだ
いで観光コースを決めることが可能ですが、入場料や追加料金は含まれていません。時間が上
記より超過した場合には超過料金をお支払いただくことになります。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに参加す

るお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加するに

は独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショア

エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は注意

を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求め

ます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ

加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、

お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運

行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。

私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーシ

ョンについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してくだ

さい。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、キュナ

ード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況でもエク

スカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責任を負

いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュ

ナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購

入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。

キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損害に対し、

責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さ

い。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日や時間、

残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変更されません。事前

予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約されたショアエクスカーション代金はお

客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込まれたショアエクスカーションの

取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなります。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によ

っては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご

案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が

設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツ

アー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合

があります。ツアー内容書に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と

同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発時間は

最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や特定のショア

エクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記載されている箇所や訪

問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエク

スカーションの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。ツアー

は先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーにアクセスし、キャ

ンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取消が発生した場合は電子

メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤ

ージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パー

ソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちを

している場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点か
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ら出発時間や料金などが変更になっている場合がありますのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーショ

ンが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ

ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された

取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よりも前の

取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額返金いたします。

ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカード又はデビットカードへ

全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内

のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオフィスに

ご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら返金できません。

全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエクスカーションは催行され

ません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する

権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申

し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りの

オンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝いが出

来ます。ご希望の場合は、寄港の48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエクスカーションと異

なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後の予約の取消は取消料

が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関の水

準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバスを手配致

します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで使用さ

れる飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とは

ツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される

車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電子メー

ルでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアーの手配などの

助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バスのステップに乗るこ

とは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下

さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経

験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式

車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを

手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはあり

ません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。

船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常

用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーは

お申し込みいただけない場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ

行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェブサイ

ト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出来る限り事前

に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写された詳細や道具など特

定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 

 

 
【健脚レベル：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚レベル：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚レベル：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 
 

 

 



 

 
【重要なご案内】 
活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 

【重要なご案内-ビーチ/ウォーターに関連して-】 
水が含まれるいかなるツアーにお申し込みの方は、特に注意してご参加く
ださい。水泳の前のアルコール飲料や満腹になるほどのお食事はお避け下
さい。浮きジャケットが与えられたら、必ず着用ください。海は予想出来
ないことが起こることをご留意ください。監視人はいないことが多く、水
に入るのが安全かどうか知らせる旗などがない場合もあります。また、海
辺のアクティビティーは監視されておらず、監視人がいない場合もあり、
ツアー中に含まれる海岸又は海での安全はご自身でお守りください。海に
入る際は海底や水中の状況が驚かされる場合もあり、海岸や海底が安全か
視察していないので、特に気を付けてください。水際にいる際は必ずお子
様を監視してください。海辺や水、海中が含まれる全てのアクティビティ
ーはご自身の責任となります。水中では水着、タオル、日焼け止め、平底
の靴を着用する必要があります。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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ベルゲン  
BERGEN                
 
  
気ままにベルゲン観光 
LEISURELY BERGEN 
ツアー番号：BGO005 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約２時間半 
 
港を出発して中世時代に建てられたホーコン王の館、ローゼンクランツの塔などのベルゲン名所
を回ります。その後ハンザ商人たちの家屋や事務所として使用された色とりどりの木造の建物が
並ぶブリッゲンを観光し、ケーブルカーの乗り場のあるフロイバネンに向かいます。 
ケーブルカーでベルゲンを取り囲む７つの小山のひとつである 320 メートルのフロイエン山の頂
上に登ります。そこで約１５分間自由時間がありますので、頂上でお土産物のショッピングや眼
下に広がるベルゲン市街、フィヨルドなどの絶景を楽しんでいただきます。ケーブルカーで麓ま
で戻った後は再び車に乗り、有名な魚市場を巡り、ノルドネス半島に沿って１９世紀の典型的建
築である白塗りの木造家屋が並ぶ地区や、港の両側に広がる素晴らしい景観の観光でツアーを終
えます。 
 
ご案内：このツアーはバスとケーブルカーでの観光になります。乗り場までは約９０メートルの

距離を歩いていただきます。人気の高い観光ルートの為、ケーブルカーの乗り場では並
ぶ事になる場合もあります。天候不順によりフロイエン山からの眺望が霧などに遮られ
て見えない場合もあります事ご了承ください。船がドッケン埠頭又はジェクテヴィケン
埠頭に停泊する場合はトンネルを通過する事になります。 

 

 
ベルゲン徒歩観光 
BERGEN WALKING TOUR 
ツアー番号：BGO015 
ツアー料金：大人＄４９～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約３時間 
 
埠頭から１９７８年に完成したグランドピアノの形をしたグリーグコンサートホールに向かいま
す。その後、様々な市営美術館がある公園に入り小さなリレ・ルンゲガールスヴァネット湖と市
庁舎の前を通ります。魚市場とビュフィヨルドを見てから有名なブリッゲンハンザ同盟地区へと
向かいます。建物と建物の狭い間を縫って歩きながら充分に雰囲気を味わってください。現在ベ
ルゲンで使用されている教会の中で最古のもので、ノルウェーのロマネスク様式の傑作の一つで
ある聖マリア教会はの前も通ります。ベルゲン最古の道エヴレガテン通りでケーブルカーに乗り
フロイエン山へ。ここは人気のある地域で、高度は海抜３１５メートルなのですが、ここからの
景色は感動的です。再びケーブルカーで下山します。 
ツアー終了後はご自由に船に戻られても、市街の観光を続けることも出来ます。 
 
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。人気のある観光地の為ケーブルカーの駅では行

列が予想されます。フロイエン山からの眺望は天候に左右されます。ヒールの無い歩き
易いウォーキングシューズと飲料水のボトルの携行をお勧めします。天候に合った適切
な服装をして下さい。魚市場は日曜日は閉鎖されている場合があります。船がドッケン

ショアーエクスカーション案内 

クイーン・エリザベス  

ノルウェーフィヨルド ８日間 
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埠頭又はジェクテヴィケン埠頭に停泊する場合はシャトルバスでツアーの出発点まで移
動することになります。 

 

 
ベルゲンの景色と音楽 
SIGHTS & SOUND OF BERGEN  
ツアー番号：BGO017 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
古い中世都市ベルゲンで１３世紀建立のホーコン王の館と１６世紀建立のローゼンクランツの塔、
中世ハンザ同盟時代の交易の中心であったブリッゲンを見て回ります。トルゲットにある野外魚
市場、ベルゲン市のコンサートホールであるグリーグ・ホールを通ります。郊外のドライブでは
周囲を取り巻く緑の斜面や岩場が多い山岳地帯、手入れの行き届いた家並みや庭園などの光景を
お楽しみいただきながらトロルハウゲンに向かいます。ノルドス湖畔にある美しいトロルハウゲ
ンはエドワルド・グリーグの住居があった場所です。グリーグ（1843-1907）は１８歳でピアニス
トとしてのデビューを飾ったノルウェーの作曲家でありピアニスト兼指揮者でした。グリーグは
ノルウェーの民俗音楽、自然の素晴らしい景色に影響されて美しい音楽を作曲しました。芝草葺
き屋根のユニークなコンサートホール“トロルサーレン”で開かれる特別ピアノリサイタルでは
グリーグ音楽の絶妙なるサウンドに感銘を受けることでしょう。１８９２年の記念日に贈呈され
たというスタンウェイのグランドピアノを含む当時のままの家具などが置いてある家の中を見学
することもできます。トロルハウゲンを離れる前にこのグリーグに関する本やＣＤなどが販売さ
れているインフォメーションセンターも覘いてみましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。階段や砂利道を含めて約３０分歩きます。

グリーグ邸内での写真撮影は禁じられています。船がドッケン又はジェクテヴィケン埠
頭に停泊する場合にはトンネルを通ることになります。 

 
 

 
フロイエン山をハイキング 
HIKING MOUNT FLOIEN 
ツアー番号：BGO020 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３１～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約４時間 
 
ケーブルカーでフロイエン山に昇り３００メートルの高い地点からベルゲンとその周辺の素晴ら
しい景色を望みます。ベルゲンの人たちにとって絵のような湖や山のあるフロイエンの丘陵は一
年中楽しめる行楽地です。砂利道を歩き、少し傾斜のある森林を抜け、のどかなスコマケルディ
ケット湖へと下ります。再び山道を登り本道ブローマンスヴェイエンへ。山道を高く登れば登る
ほど見下ろす景色は感動的です。天候が良ければルンデマンスヴェグ道を登り、５４０メートル
のルンデマーネンから素晴らしい景色が一望の下に望めます。このツアーの道程には沢山の選択
肢があり、ガイドが当日の天候や参加者の体力状態に最も相応しい行程を選んでくれます。 
 
ご案内：このツアーはケーブルカーと徒歩での観光となります。徒歩観光では起伏や傾斜のある
道路や階段を 3 時間程歩きます。つま先を覆うウォーキングシューズを着用し、飲料水ボトルの
携行をお勧めします。風や雨の天候でもツアーが決行されますので天候に合った適切な服装をし
てください。人気のある観光地の為ケーブルカー乗り場では行列が予想されます。フロイエン山
からの眺望は天候に左右されます。天候に合った適切な服装をして、飲み水を携帯してください。
船がドッケン埠頭又はジェクテヴィケン埠頭に停泊する場合はシャトルバスでツアーの出発点ま
で移動することになります。 
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ベルゲン名所巡りとケーブルカー観光  
HEIGHTS & HIGHLIGHTS 
ツアー番号：BGO021 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約３時間 
 
ベルゲンは７つの小山に囲まれた都市として有名で、その中ではウルリケン山が最も高く最も素
晴らしい景観を誇っています。海抜 642 メートルの山頂からはベルゲン市街、美しい沿岸、フィ
ヨルドや山々のパノラマの様な絶景を味わう事ができます。ケーブルカーの乗場までのベルゲン
市街の道中ではグリーグ・ホール、魚市場、ブリッゲン、ノルデス半島などの名所をガイドの案
内で車窓から見学します。ケーブルカーは７分で山頂に到達します。ケーブルカーからは眼下に
広がるノルウェー第二の都市の景観をお楽しみいただけます。ウルリケン山の山頂では、新設さ
れたお洒落なレストランで、ケーキ付きのコーヒーや紅茶をお楽しみいだきます。山頂からの美
観を楽しみながらリラックスしたひとときをお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはケーブルカーとバスでの観光となります。ケーブルカーの駅までは約１８

０メートル起伏のある道路を歩いていただき、駅の乗場までは２０段の階段があります。
ケーブルカーに座席はありません。ケーブルカーの定員は２５名です。山頂からの眺め
は天候によって妨げられる場合もありますが、強風でケーブルカーの運行が停止される
時以外はツアーの中止はありません。レストランの化粧室までには１５段の階段があり
ます。船がドッケン埠頭又はジェクテヴィケン埠頭に停泊する場合はトンネルを通過す
る事になります。 

 

 
ベルゲン・ルブボート・アドベンチャー 
BERGEN RIB RIDE 
ツアー番号：BGO027 
ツアー料金：大人＄１２５～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所 要時間：約 1時間半 
 
堅牢な膨張性ゴムボートＲＩＢの船長と出会った時から興奮のクルーズが開始されます。安全に
関する注意を受け渡されたサバイバルスーツを身にまといます。それから座席に着いて冒険の旅
に出発します。最初はゆっくりと市街と港の周辺をクルーズしベルゲンの名所のいくつかを見学
します。水上からはユネスコの世界遺産に指定された色とりどりの木の扉がある家並みを持つ有
名なブリッゲンのハンザ同盟地区を見たり、都市を取り巻く７つの丘と賑やかな港の光景がお楽
しみいただけます。市街から遠ざかり外海のフィヨルドにさしかかる時にはボートがぐんぐん加
速していきます。都会の光景がたちまち巨大なつり橋でつながっている岩場の多い小島や沖合の
島々の光景に入れ替わります。大洋に出て船長が猛スピードでゴムボート縦横に操るには興奮を
覚えることでしょう。このツアーはノルウェー第二の都会とその周辺を観光する記憶に残るツア
ーになるでしょう。ゴムボートの最終停泊地は市の中心部で、ここからはご自由に個人観光をお
楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーは複合型ゴムボートＲＩＢで行います。ゴムボートのクルーズは約４５分に

なります。サバイバルスーツが提供されクルーズ中の着用が義務付けられています。温
かい衣服を身に着けてください。参加者は水泳の上級者に限ります。妊婦や背中や首に
支障のある方、8 歳未満のお子様にはお勧めできません。船の停泊場所によってはゴム
ボートの出発地まで約１５分歩いていただく場合もあります。 

 

 
フロム  
FLAM                
 

 
エステルベでの山の風景 
OSTERBO MOUNTAIN SCENERY  
ツアー番号：FL1001 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３６～（３～１２歳）  
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所 要 時 間：３時間 
 
景観を楽しみながらのドライブは美しいアウルランフィヨルドに沿ってはじまり、美しい湖や滝 
や川のある内陸に向かい、無数にある曲り道やトンネルを抜けてロヴィスダール渓谷に分け入っ 
ていきます。フィヨルドのヴァスヴィグダやアウルランの村落を見晴らす目の覚める様に美しい 
光景を堪能しながら美しいスダ－ル、アウルラン、エステルベといった峡谷を抜けてゆきます。
エステルベは山岳農業地区で過去にはこの地区は冬の期間は完全に外の世界から閉ざされてしま
っていましたが、今日では山をハイキングする人達に人気のある場所になっています。 
エステルベのマウンテンロッジでコーヒー、またはお茶と伝統的なノルウェーのワッフルの軽食
を取りながらこの美しい山の風景をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。休憩所では車椅子もご使用できます。フロムま

でのお帰り道は行きと同じルートを取ります。 
 

 
風光明媚なフィヨルドと滝  
SCENIC FJORDS & WATERFALLS 
ツアー番号：FL1002 
ツアー料金：大人＄８７～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約３時間半 
 
フロムを後に、山々を通りグドヴァンゲン村へ。グドヴァンゲンは壮大なソグネフィヨルドか 
ら枝分かれした見事なネーロイフィヨルドの先端に位置します。ネーロイ峡谷へ山道を上ってゆ
くと鮭で有名なネーロイ川に出合います。更に美しいオプへイム湖を通り林や緑の農地を走行し
山から水が落下する壮大なトヴィンデ滝へ。希望次第で滝まで短時間ぶらぶらと歩いて行った後、
断崖の上に突き出す様に建ちネーロイ峡谷を見下ろしているスタルハイム・ホテルに戻りお飲み
物などを楽しみながら休憩をとります。ホテルでの休止の後、ノルウェーで最も大きな急勾配を
持つ道路で印象的なスタルハイムスキヴァーンの１３か所あるノヘアピンカーブを曲がりながの
ドライブで両側にある滝などを見物します。峡谷の谷底まで下った後はネーロイ川に沿ってグド
ファンゲンを通りながらフロムに戻ります。 
 

ご案内：このツアーはバスでの観光となります。トヴィンデ滝見学は希望者のみで、滝の水量は
夏の初めと終りとで異なりなります。随所にトンネルがあります。トヴィンデ滝のトイ
レは有料ですので、ノルウェー通貨のクローネをご持参ください。 

 

 

ノルウェー観光鉄道（昼食付き） 
NORWAY IN A NUTSHELL  
ツアー番号：FLI1005 
ツアー料金：大人＄１７８～ 子供＄８２～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約６時間半 
 
ノルウェーで一番美しい景観を楽しめる鉄道のひとつがフラン観光鉄道です。緑深い田園地方を 
抜けるシュースの滝までの下りでは写真撮影のため一時停車し、その後ミュールダールに向かい
ます。ミュールダールで列車を乗り換え、トンネルや山岳峡谷など次々と変わる景色を楽しみな
がら夏も冬も観光客で賑わう有名なリゾート地のヴォス駅へ。ヴォス駅から５分ほど歩き地元の
ホテルに向かいます。ここで美味しいノルウェー料理のビュッフェ・ランチをお楽しみいただき
ます。昼食後はバスに乗ってトヴインデ滝へ、美しい瀑布の写真撮影に向かいます。ここからは
ノルウェー最大の急勾配を持つスタールヘイムスキルヴァーンのくねくね曲がる蛇の様な道路を
通りながら山々や数々の滝を見物します。パノラマ光景を楽しみながら緑したたる峡谷や蛇行す
る川、数か所の村を抜けネーロイフィヨルドに沿ってフロムに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと列車での観光となります。フロム駅までは徒歩で約５分です。列車

の乗下車時には数段の階段の乗り降りがあります。列車の中では同行するガイドの説明
が禁じられていますが、ミュールダール駅からフロム駅の間では簡単なテープ録音の車
窓案内が流れます。列車はかなり揺れることがありますので常に着席をお願いします。
乗車時間は約５０分です。ツアーではいくつかのトンネルを通ります。滝の水量は観光
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日前の雨量によって変わります。トヴィンデ滝見学は希望者のみで、近くに行って見学
する為には５分ほど歩いていただきます。 

 

 
フィヨルド･サファリ 
FJORD SAFARI  
ツアー番号：FL1007 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄ Ｎ／Ａ  
所 要 時 間：約２時間 
 
堅牢膨張性のゴムボートのリブでアウルランフィヨルドを通ってベイテレンフィヨルドまでクル
ーズして戻ります。安全なリブで自然や野生の生態の近くまでクルーズして観察できます。 
アウルランフィヨルドとネーロイフィヨルドは世界最長のソグネフィヨルドから枝分かれをした
フィヨルドで、この地域一帯が究極のドラマチックで美しいフィヨルド地域です。ゴムボートク
ルーズも感激ですが、たびたびエンジンを止めて驚くべき自然と文化の歴史もご覧いただけます。 
 
ご案内：このツアーは膨張性ゴムボートでの観光です。背中や首に怪我のある方や妊婦されてい

る方、１１歳以下のお子様はこのツアーの参加できません。リブには覆いはありません。
サバイバルスーツと救命具をご用意致しますが、ゴム底の平たい靴をお勧めします。場
所によってはバウンドが激しく、３０ノットまでのスピードで進みます。悪天候の日に
はツアーは中止になります。 

 
 
フロム鉄道観光 
SCENIC FLAM RAILWAY 
ツアー番号：FL1012 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄６０～（３～１２歳） 
所 要 時 間：２時間１５分 
 
フロム鉄道はノルウェー屈指の観光名所である山岳部や滝などを車窓からお楽しみいただける素
晴らしい技術の勝利の賜物です。フロム駅から乗車しノルウェーの西部地区で鮭で有名な川のひ
とつであるフロム川に沿って海抜８５４メートルの高地にあるミュールダール駅までのルートを
走ります。約２０メートルの鉄路を通っての贅沢な旅で、落差の激しいリョアンデ滝や見事なヴ
ィブメスノシの山頂を眺めましょう。２９メートルのミュールダール山を昇る為に路線は４段階
に作られていて、４段階目に昇ると他の３段階分を見る事ができます。最高の眺望を味わって頂
く為列車は絶好の見どころで速度を落とします。心ゆくまでドラマチックな光景をお楽しみくだ
さい。キョスフォッセン滝で短時間一時停車しますので９２メートルの滝をご撮影ください。ミ
ュールダール駅で列車は方向を変えフロム駅に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは列車での観光となります。フロム駅までは徒歩で約５分です。列車の乗下

車時には数段の階段の乗り降りがあり、乗車時間は片道約６０分です。簡単なテープ録
音の車窓案内が流れます。走行中いくつかのトンネルを通ります。ミュールダール駅で
の方向転換に約５分から１０分を要しますが準備ができ次第即時発車になりますので座
席に座ったままお待ちくださる様お願いします。 

 
 
フロム鉄道とサイクリング 
FLAM RAILWAY & BIKING 
ツアー番号：FL1017 
ツアー料金：大人＄１６５～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所 要時間：約３時間４５分 
 
フロム鉄道は全長わずか 20 キロメートルの鉄道でその珍しいスイッチバックの様子は世界の鉄
道ファン必見と言われるものです。海抜 0 メートルにあるフラム駅から列車に乗り、海抜 867 メ
ートルにあるミュールダール駅まで向かいます。車窓には次々と感動的な光景が現れます。140
メートルの落差で落下するリヨーンデ滝や、1,269 メートルのヴィブメスノシ山に圧倒される大
瀑布落差 92メートルのショースフォッセン滝まで、目を奪われる光景が続きます。 
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最高地点のミュールダール駅に到着した後、そのまま帰りの列車に乗ってフラム鉄道の中間地点
にあたるベーレクバム駅まで戻ります。ここで列車を降り、レンタサイクルが待っている場所に
向かいます。ここからフロム駅までは下り坂。川に沿って続く細い砂利道とアスファルトの道路
を走りぬけ、数々の滝や、山並みや峡谷の素晴らしい景色を眺めながらエキサイティングで爽快
なサイクリングをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーは列車と自転車での観光になります。サイクリング開始前に安全に関する注

意があり、必要な用具の全てが手渡されます。ヘルメットの着用が義務付けられていま
す。つま先を覆う堅牢な靴、天候に適した服装が必須です。飲料水のボトル、日焼け止
めをご持参ください。ご参加前には身長もお伝えください。１５歳以下のお子様は参加
できません。体重制限は 138キロまでとなっています。 

 
 
 
フロム観光と靴職人  
FLAM VIEWS AND SHOES 
ツアー番号：FL1018 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４３～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約３時間 
 
眺望を楽しみながらジグザグと曲がる山道を通り、ノルウェーの観光向けナショナルツーリスト
ルートを通ってステーガスタイン展望台に向かいます。２００６年に建てられた堅牢な松材と鉄
でできたユニークな展望台はフィヨルドからわずか３０メートル上に建っていて、アウルランフ
ィヨルドとその周辺の目の覚める様な絶景を楽しむことが出来ます。再びバスに乗り山を下って
ゆくと魅力的なアウルラン村に到着します。ここは世界的に有名なオーランスコーン・シューズ
の唯一現存している製造工場がある所です。オーランスコーン・シューズは１９３０年代からこ
の場所で製造されてきた伝統的なペニー・ローファー・シューズの現在ただひとつの製造工場に
なりました。訪問中は職人たちの靴づくりを見学、手早いユニークな職人芸で何枚かの皮革から
堅牢で質の高い靴が産みだされてゆく様子を見守ります。ビジターセンターもあり数々の靴の展
示や歴史のイラスト、伝統的な靴づくりの手法などを学ぶことが出来、ショップには各色取り揃
えた手縫いの靴や皮革工芸品のお土産などが並んでいます。興味深い見学の後は自由時間となり、
高品質の靴をお買い求めになったり、フィヨルドの美しい景色を堪能したり、素敵なアウルラン
の村をぶらぶら散策したりと思い思いの時をお過ごしいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。靴工場までは１０段の下り階段がありま

す。ビジターセンターは土日も営業していますが、工場はお休みになります。アウルラ
ンでの自由時間は約３０分です。めまい症の方にはお勧め出来ません。 

 
 

 
オールデン  
OLDEN  

 

 
キョエンダレン氷河とラバトネット湖観光  
KJENNDALEN GLACIER & LOVATNET LAKE 
ツアー番号：OL1006 
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄４６～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間１５分 
 
魅力溢れるオールデン村は海から約 100キロ内陸に連なる広大なノールフィヨルドの中でも最も 
陸に近いフィヨルドの１つのそばにある、豊かな自然に囲まれた村です。このツアーはフィヨル
ドの沿岸に沿って車を走らせ、フィヨルドとラバネット湖、氷河、聳える山々、緑濃い緑地帯に
囲まれた可愛らしい休暇村のロエン村に向かいます。キョエンダレン峡谷着後１０分程歩くとキ
ョエンダレン氷河を見晴らす絶好の展望地点に到着します。山小屋でワッフルとコーヒーか紅茶
で小休止を取った後、約 20 キロの長さのラバトネット湖を船で遊覧しながらサンデに向かいます。
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船内ではゆったりとリラックスして次々と通り過ぎる目の覚める様に美しい景観をお楽しみくだ
さい。景観の中には何度も岩滑りを起し、津波を発生させては湖畔沿いの家屋を数多く破壊した
という悪名の高いレイブネフョレット（レイブンズ山）も含まれます。サンデに到着後再びバス
に乗りフィヨルドにそってオールデンまでの帰路につきます。 

 
ご案内：このツアーはバスと遊覧船観光で行います。遊覧船の乗船時には２，３段の階段があり、

上甲板へも数段の階段を登る必要があります。平底で足全体を覆う靴と温かい上着をお
持ちください。遊覧船の上甲板の座席の数には限りがあります。途中２，３ヶ所のトン
ネルがあります。遊覧船の数が少ない為、ツアーの定員数がかなりきつめになっていま
すので、お早目にお申し込みください。 

 

 
美しいストリン観光  
BEAUTIFUL STRYN 
ツアー番号：OL1008 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 

ノールフィヨルドの先端に位置する魅力溢れる絵の様なオールデン村を出発して、ストリン川か
ら水晶の様に透明でトルコ色の水を誇るストリン湖沿いをドライブします。間もなくヨステダル
氷河国立公園センターに到着し、一帯を撮影した映像を鑑賞します。その後は各自で氷河の下や
氷河そのもの自然環境を説明する興味深い展示をご覧ください。ツアーの道中では美しい景観を
堪能しながら、美味しいノルウェー風パンケーキかワッフルをコーヒー、紅茶とともにお楽しみ
いただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。徒歩での移動は限られており、その中には国立公園セン

ターの石畳の舗道が含まれます。道中には２、３ヶ所のトンネルがあり、高所恐怖症や
めまい症の方にはお勧めできません。帰路は往路と同じ道路を通ります。 

 

 
フィヨルド・リブ・アドベンチャー 
FJORD RIB ADVENTURE 
ツアー番号：OL1012 
ツアー料金：大人＄９５～ 子供 Ｎ／Ａ 
所 要時間：約４５分 
 

風光明媚なノルウェーのフィヨルド地方の魅力とノールフィヨルドを疾走する複合型ゴムボー
ト・リブのスリルと興奮が合わさったツアーです。ボート乗場まで短時間歩き、船長の出迎えを
受けます。安全に関する説明を受けた後、サバイバル・キット、手袋とサングラスを身につけま
す。 
リブに乗り込むと、船長の操縦でフィヨルドに入り、アクロバットのような操行などリブがどの
様な事が出来るかの実演が行われ、その後時速約 56kmまでスピードをあげての湖面疾走が始まり
ます。周囲の切り立つ崖、積雪の山頂や滝を見上げながらのノールフィヨルドの内陸部へのアド
ベンチャー・クルーズをお楽しみください。 

 
ご案内：このツアーは複合型ゴムボートで行われます。リブによるクルーズ時間は約２０分とな

ります。サバイバル・スーツが支給されますので着用をお願いします。暖かい服装でご
参加ください。但し水泳に自信のある方に限ります。このツアーは妊婦や背中、首を怪
我をしている方、１２歳未満のお子様には向きません。 

 

 
ノールフィヨルド・パノラマ観光  
NORDFJORD PANORAMA 
ツアー番号：OL1016 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
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絶景満載のツアーは全長 96 メートルの複雑に入り組んだノールフィヨルドの頭の部分に当たる
魅力的なオールデン村から始まります。走行ルートはフィヨルドの北の沿岸に並ぶ絵の様に美し
いブラクセット、フイエッリ、ホプランドなどの村々を抜けてゆきます。車道は狭く曲がりくね
っていて急勾配な道路が連なります。ノス展望台で小休止し目の覚める様に美しいノールフィヨ
ルドとその周辺のパノラマを鑑賞いただきます。ノスはフィヨルドより垂直に切り立った高さ 500
メートルの崖で、ここからの景色は素晴らしく思い出に残るでしょう。その後クヴァレンでお写
真ストップを設け、ノールフィヨルドに下りノールフィヨルド村を訪問します。ノールフィヨル
ドではケーキ付の紅茶又はコーヒータイムをお楽しみいただけます。帰路はクリスタルのように
透明な 北ヨーロッパで一番深水のホーニンダルヴァトネ湖を経由してオールデンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはめまい症の方にはお勧めできません。道中には数カ所のトンネルがありま

す。観光地訪問順序は逆になる場合があります。 
 

オールデバトネット湖クルーズ  
OLDEVATNET LAKE CRUISE 
ツアー番号：OL1017 
ツアー料金：大人＄９４～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間半 
 
オールデン村の中心部からの村の古い教会２ヶ所を通過します。１つは１７５９年まで歴史が遡
る教会、もう１つはこの村に移住したアメリカ人から寄贈された１９３０年代建立の教会です。
その後は小さなフロエン湖の湖畔を巡りエイデに到着し、観光船の乗り場に向かいます。 
細長い形のオールデバトネット湖はノルウェーで最も美しい湖に１つといわれています。湖を取
り囲む荘厳な山々と光景とそこから流れ落ちる無数の滝の美しさをご堪能ください。長い白い入
り江のメルケボル氷河、細長く突き出たヨステダール氷河の絶景、それにマイクルブストブリー
ン氷河とノルウェーならではの山々の景色をお楽しみください。ラストーエンでクルーズが終わ
り、再びバスに乗り、車窓からの景観を楽しみながらオールデン村への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと遊覧船の観光となります。遊覧船の乗船口には階段があり、上甲板

へも数段の階段があります。暖かい上着をご持参ください。道中には２、３ヶ所のトン
ネルがあります。遊覧船の船舶数が少ない為ツアーの定員数に限りがあるので、お早め
にお申し込みください。 

 

ブリクスダール氷河観光  
BRIKSDAL GLACIER 
ツアー番号：OL1020 
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 

威風堂々の山脈を背景に氷河先端部や無数の滝、緑色のオールデン湖が素晴らしいオールデン峡 
谷を抜けてのドライブの後ブリクスダール・インに到着します。ここから徒歩でブルクスダール
氷河に向かいます。ブリクスダール氷河はヨスタデール氷河国立公園内に広がるヨステダール氷
河の一部で、ヨーロッパ本土内では最大の氷河です。巨大な氷河は山側から全長 1,219 キロの長
さでブリクスダール峡谷に流れ込んでいます。４５分程歩いて川を渡り手付かずの自然の光景の
中を進むとヨーロッパ随一の古代氷河の驚異の全貌が眼前に現れてきます。 
青と緑が入り混じった氷河の色は見る角度によって無数の色彩を帯びて変化を遂げてゆきます。
氷河撮影をご堪能いただいた後は同じ道をたどってブリクスダール・インヘと戻りコーヒー、紅
茶とケーキをお楽しみください。その後お土産物などのショッピングを楽しんでいただいた後バ
スでオールデン村への帰路につきます。 

 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。氷河の徒歩観光の距離は約 2.4 キロで、最初の部

分はかなりの急勾配ですが先に進むにつれて平坦な部分が増えてきます。足元全体を覆
う歩き易い靴を履き、飲料水のボトルと温かい上着をご持参ください。氷河のあちこち
には警告表示板が立てられていますのでその位置から氷河内には絶対に立ち入らない様
にお願いいたします。お飲物など出されるところからは氷河は見えません。道中２，３
ヶ所トンネルがあります。 

 

 



 ９ 

電気自動車トロールカーに乗ってのブリクスダール氷河観光  
BRIKSDAL GLACIER BY TROLL CAR 
ツアー番号：OL1024 
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供＄４９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間半 
 

威風堂々の山脈を背景に氷河の先端や無数の滝、緑色のオールデン湖が素晴らしいオールデン峡
谷を抜けてのドライブし、ブリクスダール・インに到着します。ここから電気自動車のトロール
カーに乗ってブリクスダール氷河観光が始まります。ブリクスダール氷河はヨステダール氷河国
立公園内に広がるヨステダール氷河の一部で、ヨーロッパ本土内では最大の氷河です。巨大な氷
河は山側から全長 1,219 キロの長さでブリクスダール峡谷に流れ込んでいます。国立公園の入り
口でトロールカーを降ります。ここからは氷河は見えませんが 502 メートル程山道を登る途中と
頂上で間近にその全容を見る事が出来ます。青と緑が入り混じった氷河の色は見る角度によって
無数の色彩を帯びて変化を遂げてゆきます。氷河撮影の時間を取りますので十分にこの絶景をご
堪能ください。その後は再びトロールカー乗り場まで戻り、トロールカーでブリクスダール・イ
ンに戻り、ケーキと共に紅茶又はコーヒーをお楽しみいただきます。その後お土産物などのショ
ッピングを楽しんでいただいた後、バスでオールデン村への帰路につきます。 

 
ご案内：このツアーはバス、電気自動車トロールカー、徒歩観光で行います。トロールカーから

氷河までは所々急勾配で凸凹のある斜面を約１５分歩くことになります。足元全体を覆
う歩きやすい靴を履き、飲料水のボトルと暖かい上着をご持参ください。氷河のあちこ
ちには警告表示板が立てられていますのでその位置から氷河内には絶対に立ち入らない
でください。コーヒータイムの場所からは氷河は見えません。道中２，３ヶ所トンネル
があります。 

 
 
 
スタヴァンゲル 
STAVANGER  

 
スタヴァンゲル・ウォーキング・ツアー  
STAVANGER ON FOOT   
ツアー番号：STA004 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約２時間 
 
ツアーは旧市街で１８世紀から１９世紀にかけて建てられた木造の家屋が立ち並ぶ活気のある地
区を見て歩きます。驚く程保存状態が良いこれらの家屋は、主に船乗りや、職工や貿易商人の住
宅でした。大規模な修復プロジェクトのお陰で、この界隈は今や北欧最大で最も保存の優れた木
造家屋地区として有名になりました。 
可愛らしい木造家屋を訪ねた後は、ハーバー・ベイの突き当たりにあるマーケット広場に向かい
ます。広場には色とりどりで新鮮な野菜や果物や花々、魚介などを売る屋台が並びお客様を待っ
ています。その背景を飾るのは１２世紀に建てられた印象的なスタヴァンゲル大聖堂です。 
港を見下ろして立っている銅像は、以前にスタヴァンゲルの市長でもあった有名な作家のアレク
サンドル・キイランドの銅像です。舗道の先の小さな丘の上に立つヴァルヴェルグ・タワーから
は都市の中心地と港を見晴らすことができます。この塔は一時木造家屋を火災から守る為の火の
見櫓の役目を果たしていました。 
 
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。スタヴァンゲルの旧市街は中心地より少し小高

い場所にあり、全体に石畳みの舗道が敷き詰められています。ヒールの無い歩きやすい
ウォーキングシューズをお勧めします。ツアー料金にはヴァルヴェルグ・タワーの入場
料は含まれていません。市場は日曜日がお休みです。 

 

 
リーセフィヨルドと説教壇の岩 
LYSEFJORD & PULPIT ROCK  
ツアー番号：STA005 
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ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄５７～（３～１２歳） 
所要時間 ：約２時間半 
 
ノルウェーで最も南にある４０キロに広がる大フィヨルドのリーセフィヨルドは氷河時代の最後
で約一万年以上も前に形成されたものです。リーセフィヨルドの周囲をゆっくりと遊覧船で周り
ます。瀑布のある滝や切り立つ山々、所々岩肌にしがみつく形に見える家々など素晴らしい眺望
をお楽しみいただけます。 
“説教壇”として知られるプレイケストレンなど含む各観光名所では短い説明があります。“説教
壇”は有名な自然岩石群で、垂直に山側に突き出ています。天候が良ければ頭上に自慢げに突き
出ている平らな台石を見上げることも可能です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。クルーズでは様々なサイズの遊覧船が使

用されます。遊覧船のデッキの中間に連続２つの階段があります。座席数は充分にあり
ますが、デッキの中も外もご希望の席は保障できません。暖かい防風ジャケットをお持
ちください。説教壇の岩は海抜５９０メートルで、下から見上げると小さく見えます。
人気のあるツアーですのでお早目の予約をお勧めします。 

 

 
異国情緒豊かなフロールとフィエーレ庭園 
TROPICAL FLORA OF NORWAY 
ツアー番号：STA006 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄５７～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間半 
 
絵の様な島々が点在するガンスフィヨルドを遊覧船で巡ります。個人所有の島であるセ-ル・ヒド
レ島の美しい港に到着後は短時間フロールとフィエーレ庭園まで歩きます。フロールとフィエー
レ庭園は穏やかな港に保護された素晴らしい海の景色が眼前に広がり、平和な静けさと色彩豊か
な花に満ちています。 
庭園専属のガイド同行で庭園内を見学して回った後は自由時間となりますので異国情緒豊かな庭
園を思い思いに散策しましょう。世界最北の地で熱帯植物である椰子、竹、バナナを眺め、雄大
な山と深いフィヨルドを背景に果樹と豊富な花の芳香を満喫してください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。庭園では約 1 時間半の見学時間があります。庭園

の小路は砂利舗装で、昇り坂もあります。歩き易く、滑らないウォーキングシューズを
お勧めします。庭園は５月に新たな植樹が行われます。 

 
 
気ままにスタヴァンゲル観光 
LEISURELY STAVANGER  
ツアー番号：STA010 
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２７～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間 
 
スタヴァンゲルとその周辺の地区はノルウェーの発展に主要な役割を果たした場所です。ハヴル
スフィヨルドに近づくにつれて、８７２年にバイキングのハロルド美髪王がこの地域の最後の王
子を倒し、ハヴルスフィヨルドにノルウェー王国を築き上げた歴史の話に耳を傾けましょう。そ
の近くのメレブクタでは美髪王の戦争とその終結を記念する３本の巨大な鉄剣のモニュメントを
見物できます。 
その後もゆっくりとノルウェーの南西部に沿ってドライブ、ソラ湾を見下ろす丘の上に立つ１２
世紀建立の魅力的なソーラ教会を通ります。ヨーレンの長く連なる砂浜を通り、肥沃な農業地帯
を通りながらスタヴァンゲルの生活ぶりに耳を傾けます。美しい別荘が並ぶ狭い車道を走りレダ
ール領主館に到着します。この建物は一時作家のアレクサンドル・キイランドが住んでいた所で、
現在は国王がスタヴァンゲルを訪問する際に滞在する公邸となっています。 
スタヴァンゲルに戻り、その特徴であるカラフルなファサードが港を見下ろしている印象的な中
世の大聖堂を見物します。街から離れたところのフィヨルドの中にあるエンゲーとビュエー方向
に向かって橋を越えると明るい色彩に塗られた木造の家屋が並んでいる魅惑的な光景が見られま
す。船に戻る途中に大事に保存された１８世紀と１９世紀の絵のような家が狭い路に立ち並ぶス
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タヴァンゲルの古い街並みを通ります。この地区はユニークで、もっとも重要な復興計画の対象
になっています。 
   
ご案内：このツアーはバスで行います。全ての観光は車窓からです。観光行程の順序が変更され

ることがあります。数々の長いトンネルを通ります。 
 

 
スタヴァンゲルの田園地方 
STAVANGER COUNTRYSIDE  
ツアー番号：STA022 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
ダーダル川と峡谷に沿ってのドライブでビルケダールスチュナッツを訪れます。1920年にチーズ
工場に改造され、現在はレストランとキャンドル製造工場として使用されています。紅茶または
コーヒーと、ラッパーと呼ばれる厚いパンケーキをジャムやサワークリームとお召し上がりいた
だいたあと、カラフルなキャンドルワークショップを訪問し、ノルウェー名物の工芸品や、羊毛
製品、お土産やろうそくが並んだギフトショップでお買い物をお楽しみください。 
その後、ノルウェー最大の岩石海で、家ほどの大きさの石も見られるグロッペダルスレン岩石海
を訪れます。 
肥沃な平原地帯のヨーレンとソラのビーチエリアを通過して、スタヴァンゲル市内を車窓より観
光をした後、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。全部で１５分ほどの徒歩観光がありますが、殆

どが希望者のみです。レストランの照明が雰囲気を保つ為とても薄暗いので、足元の注
意が必要です。車の移動ではいくつかのトンネルを通過します。 

 
 
 
バイキング航海時代と歴戦絵巻 
VIKING VOYAGES & VICTORIES  
ツアー番号：STA024 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
埠頭から短時間のドライブでウーランドシャウグ見晴台に到着し、ハヴルスフィヨルドとその周
辺の絶景をお楽しみいただきます。ハヴルスヴィヨルドは８７２年にノルウェー王国が築かれた
場所で、バイキングの王ハラルド・ハルファグレはこの地域の最後の王子を倒し、２９の小国を
１国の統治の元に合体させた功績を持っています。その近くのメレブクタでは美髪王の戦争とそ
の終結を記念する３本の巨大な鉄剣のモニュメントを見物できます。 
次の訪問場所はスタヴァンゲル民俗博物館でバイキング航海時代の展示の見学です。マルチ・メ
ディアを駆使した数々の展示物では血なまぐさい戦闘の様子など当時のままの様子を知ることが
出来ます。この展覧会場の中心を占めるのが最近ローガランドで発見され新たに加えられたバイ
キングの埋葬展示です。鋭く尖った刀や黄金のバックル、鮮やかな色彩のガラス製ビーズなどが
副葬品として埋まっていました。海外各地から略奪してきた宝物の展示もあり、その中には 
アイルランド製の金箔を施した本の留め金、ブローチ、黒玉のビーズ、アラビア銀貨を含む純銀
製宝物などが飾られています。 
帰路では趣のあるガムレ・スタヴァンゲル（旧スタヴァンゲル）の町で停車します。ここではガ
イド同行で過去の歴史物語に耳を傾けながら絵の様な狭い石畳みの横丁や、保存状態の良い木造
の家並みを巡る短時間のオプショナルツアーを設定しています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。バイキング航海時代の展示場は車いすで

も移動できます。ガムレ・スタヴァンゲルのガイド付きオプショナルに参加を希望しな
い場合はバスに残っていただいて結構です。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに

参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参

加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしませ

ん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべての

ショアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守すること

を求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショア

エクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、

いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共

にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報

と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな

る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不

作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は

お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を

負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。

キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代

理店にお尋ね下さい。 
 
ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日

や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済みのツアー代金

は変更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカードに請求されます。ご

乗船後に予約されたショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋

に届けられます。一度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８

時間前までとなります。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最

低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーション内容又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションで

はショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いてい

る内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝

の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容に追

記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 
出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発時

間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や特

定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内に記載され

ている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがありま

す。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります。 
 
ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。

ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーに

アクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取

消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け

取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させ

てください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り

消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 

取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありますので

時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上が

り、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 



 １３ 

取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内の記載をご確認下さい。 
 
 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よ

りも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額

返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカ

ード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーショ

ンの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 
 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオ

フィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら

返金できません。全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエ

クスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由による

ツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジッ

トカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念

又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝

いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエク

スカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後

の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機

関の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良

のバスを手配致します。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用され

ます。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで

使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為に

も、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への

配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 
ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電

子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアー

の手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バ

スのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにて

プライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができ

る人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな

折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は

折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがあ

りますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適し

たツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タ

クシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボ

ートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーかどうかご確認ください。車椅子補助は、要望

があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェ

ブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出

来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写され

た詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

 

※ショアエクスカーション規定と条件は 2016 年 1 月 20 日時点の情報です。 

各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。 

 



 
                            
                                   

 

 

 

 

 

クイーン・エリザベス 
   

バルト海ハイライト 4 日間 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り下りを伴います。 

【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り下りを伴います。 

【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 

【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリング、カヤック、ダイビ
ングなどのように肉体を酷使する又は動きのいくつか含まれますことご承知ください。ツアーを申
し込む際、例えば急発作、めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、
心身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載されている薬を服用し
ている方はご参加いただけません。妊娠をされている方はお申し込みいただけません。このツアー
に参加するにあたり、健康で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要が
あります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーション供給会社の責任に影
響を与えるか、または制限する可能性がある文書に署名することが求められます。歩きやすい底の
平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアーの手配をいたします。キ
ュナードは、エクスカーションのサービスを提供、代行はしません。キュナードはエクスカーショ
ン供給会社を合理的で注意深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社
より大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過失行為/不作為について
責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナードの法的義務違反から生じる場合を除き、キ
ュナードはいかなる損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 
 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。お客様の責任で適切な保

険にご加入ください。 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

    その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 
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ゼーブルージュ 

ZEEBRUGGE 
 

ブリュージュ味覚探訪                                                 

A TASTE OF BRUGES                                                       

ツアー番号：ZE1001 

ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄４９～（３～１２歳） 

所要時間 ：約４時間４５分 
 
風光明媚なフラマンの田園地方を眺めながらのパノラマ・ドライブでブリュージュへ向かいます。ブリ
ュージュでは徒歩観光と運河クルーズ船、自由時間のショッピングをお楽しみください。 
歴史的な町に到着するとたちまち華麗な中世風の雰囲気に包まれます。石畳みの舗道がくねくねと曲が
りながら続き、何世紀も経た由緒ある建物が中央運河の周りに建ち並んでいます。ガイド同行で昔の商
人のギルドハウスが並ぶマルクト広場、鐘楼、市庁舎、ゴシック様式の聖血礼拝堂(外観のみ)を見学し
て回ります。 
しかしブリュージュのハイライトは何と言っても静謐な水面を航行してロマンチックな歴史の町を見
学する運河遊覧船クルーズにつきるでしょう。 
その後は各自ご自由に沢山のお店が並ぶブリュージュ市街のショッピングをお楽しみいただきます。有
名なベルギーチョコレート、精緻な織り込み模様のあるタペストリー、勿論更に世界的に有名なレース
など、数限りの無いお土産物への誘惑にあらがう事が不可能な程です。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河遊覧船と徒歩での観光となります。ツアー内の活動時間はほどほどで、

遊覧船の乗下船時に数段の階段があります。徒歩観光では約２時間、階段や石畳みの舗道を歩
いていただきます。 

 

中世のゲント                                                 

MEDIEVAL GHENT                                                       

ツアー番号：ZE1002 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間 ：約５時間 
 
風光明媚なフラマンの田園地方を眺めながらハイウェイを走行します。ゲントでは古都でのウォーキン
グツアーとなり、家屋の正面が切妻風で鋭角的な三角屋根を持つ独特なスタイルの興味深いギルドハウ
スなどを見て回ります。 
フラマン地方のゲントは１６世紀頃にはパリに次ぐ勢力のあった都市で、中世とルネッサンス芸術の重
要な中心地でした。市の中心地を歩くと過去は現代にも引き続き存在していることが分かります。古い
川の港が見下ろせるセント・マイケル橋へと歩き、セント・ニコラス教会、ベルフリー塔、聖バーフ大
聖堂の３つの塔を見ましょう。 
聖バーフ大聖堂見学のハイライトはファン・アイク兄弟作の絵画「神秘の仔羊」です。木彫細工の施さ
れた木製の説教壇にも注目してください。 
自由時間にはゲント市内を散策して、ベルギーのチョコレートや手製のレース、手工芸品などのお土産
をお求めになれます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。聖バーフ大聖堂への舗道は石畳みで、小さな階

段もあります。大聖堂見学の際には適切な服装を心掛けください。２０１２年より５年計画で
「仔羊神」の祭壇パネルの修復が行われていますので、修復が行われている期間、一部のパネ
ルは複製に置き換えられています。 
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ブリュージュお気楽観光                                                 

BRUGES AT YOUR OWN PACE                                                    

ツアー番号：ZE1005 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
 
景観を楽しみながらブリュージュの中心地へ向かい、各自思い思いのペースで美しい中世の古都の、半
日観光を満喫していただくツアーです。 
石畳の舗道のそぞろ歩きや、中世フラマン様式の建築物の見て歩きを楽しんだり、静かな水路にそって
の運河クルーズを楽しんだりと思い思いの時をお過ごしください。勿論ショッピングで掘り出し物を探
したり、数多くあるカフェやレストランでくつろぎながら道行く人々を眺めたりと、それぞれの楽しみ
が味わえます。 
ベルギーは美味しいチョコレートの産地としても有名なので、数多くあるチョコレートショップに並ぶ
ありとあらゆる種類の中からお土産に相応しい品々を選ぶこともできます。 
自由観光終了後は、決められた時間に待ち合わせ場所に集合し、ゼーブルージュへと戻ります。 
このツアーにはガイド、お飲物や観光場所の入場料は含まれていません。バス内で各自に観光パンフレ
ットを配布いたします。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ゼーブルージュへ戻る際に市内からバス駐車場

まで石畳の路を２０～３０分歩きます。交通規制されている為、やむを得ないことをご了承く
ださい。 

 

 

ブリュージュ独り歩き                                                   

BRUGES ON YOUR OWN                                                    

ツアー番号：ZE1006 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間 
 
景観を楽しみながらブリュージュの中心地へ向かい、各自思い思いのペースで美しい中世の古都の、終
日観光を満喫していただくツアーです。 
ブリュージュの歴史的な中心街は２０００年１１月にユネスコの世界遺産に加えられました。現在の市
の境界線は中世の市の境界線の場所と一致する所に位置し、都市空間の取り方や街並み等中世のブリュ
ーュの典型的な造りは現在でもそのまま保存されています。 
賑やかな広場や清々しい公園、静かで親しみの持てる石畳の舗道などをゆっくりと時間をかけてご散策
ください。また豪壮な貴族の邸宅と同時に質素な私設救貧院などの見学もお楽しみください。 
４７個の鐘で構成された１３世紀建立の鐘楼付き要塞もブリュージュでは有名です。市は現在でもそれ
ぞれの鐘の音色を組み合わせて定期的に音楽を奏でる鐘つき人を正規に雇っています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。市の中心地からバス駐車場までは石畳の舗道を

２０～３０分歩いていただきます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないことをご了
承ください。このツアーにはガイドは同行しません。また食事、飲み物、各施設への入場料は
料金に含まれません。 

 

 

イーペル、イン・フランダース・フィールズ博物館見学                                            

YPRES – IN FLANDERS FIELDS                                                        

ツアー番号：ZE1007 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５０～（３～１２歳） 

所要時間：約６時間３０分 
 
大戦で常時爆撃に晒されたイーペルは瓦礫と化してしまいましたが、今日では以前の栄華のままに復興
した姿を見せています。ここでは戦争にまつわる数多くの胸が痛む悲痛な思い出のある場所や、記念碑
などを目のあたりにする事になります。 
イーペルにはドイツ軍と連合軍が勝敗の付かぬ戦いを繰り広げた戦場が沢山あります。そうした戦闘で
命を落とした兵士を祭るタインコット墓地で哀悼の祈りを捧げましょう。 
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メニンゲイトは第一次大戦に於いて英国軍が当地で戦った証とする重要な英国の記念碑です。壁面には
行方不明になった５４，８９６人の兵士の名前が刻まれています。 
イン・フランダース・フィールズ博物館は典型的な戦争博物館とは異なっています。ここには司令官た
ちや戦略に関しての展示はなく、一般の市民や兵士、看護士、亡命者や子供達の記録が展示されている
のです。また、イン・フランダース・フィールズ博物館では退役軍人たちによる悲惨な戦争体験を後世
の若い世代に伝えてゆこうとする努力を続けています。また近代的なテクノロジーを駆使しているこの
博物館はヨーロッパで最も優れた博物館と称されています。 
その後、３度に渡るイーペル戦線の戦いで命を落とした数千人の兵士を祭るセントジョージ・メモリア
ル教会に短時間立ち寄ります。 
続く自由時間ではショッピングで時を過ごしたり、趣のあるカフェやレストランでリラックスしながら
の昼食をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。できるだけ各自自由にお楽しみいただける様に

昼食は含まれていません。ウォーキングの時間は約１時間半で、博物館内、メニンゲイト、墓
地には階段があります。 

 
   

ブリュージュ終日観光                                                 

BRUGES IN A DAY                                                       

ツアー番号：ZE1008 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所要時間 ：約７時間 
 
 
運河へと続く石畳みの舗道や数世紀にさかのぼる由緒ある建造物が並ぶ中世の古都ブリュージュで新
たな見どころを発見しましょう。ガイド同行で昔の商人のギルドハウスが並ぶマルクト広場、鐘楼、市
庁舎、聖母教会、聖血礼拝堂などを見て回ります。 
さらにこのロマンチックな歴史の町の思い出を深く刻む為快適な運河遊覧船のクルーズをお楽しみい
ただきます。 
ブリュージュにはおびただしい数のお土産物ショップが並び、美味しそうなベルギーチョコレート、精
緻な織り込み模様のタペストリー、世界的に有名なレースと、数限りないお土産物への誘惑にあらがう
事が不可能な程です。 
その後は各自ご自由に沢山のお店が並ぶブリュージュ市街のショッピングをお楽しみいただきます。有
名なベルギーチョコレート、精緻な織り込み模様のあるタペストリー、勿論更に世界的に有名なレース
など、数限りの無いお土産物への誘惑にあらがうことは不可能な程です。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河遊覧船と徒歩での観光となります。ツアー内の活動時間はほどほどで、

遊覧船の乗下船時に数段の階段があります。徒歩観光では約２時間、階段や石畳みの舗道を歩
いていただきます。 

 
   
       

美しい村々とチョコレート・ショップ訪問                                   

SCENIC VILLAGES & CHOCOLATES                                                        

ツアー番号：ZE1180 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
風光明媚なフラマン田園地方の光景を楽しみながら、典型的なフラマンの村で歴史が色濃く残された興
趣豊かなダムの村を訪問します。到着後はご自由に村内の散策を楽しんだり、カフェに立ち寄ってリラ
ックスした時間を過ごしたり、ベルギー名物の各種ビールの試飲をお楽しみください。ダムは本の町と
しても有名で、おびただしい数の本屋が建ち並び定期的にブック・フェアも開催されている所です。 
ダム村訪問の後は歴史的なブルージュ市の郊外までドライブし、道中有名な風車や市を取り巻く印象的
な城壁などを車窓から見学します。このツアー参加者にとってのハイライトは、ブルージュ最大のチョ
コレート・ショップであるローズ・チョコレート・ワールドの訪問でしょう。 
その後はブルージュの南に向かい、のどかな村であるロッペンを訪問します。ここでの見どころ何とい
って驚異的な左右対称の外観を誇るロッペン城です。その独特の建築様式と内装は現在までも建造当時
のままに保存されています。１８５５年、未来の城主となるチャールズ・フォン・カレオン男爵とその
妻、サヴィナ・ド・グルシー・セラインシャン侯爵夫人が、英国の建築家のエドワード・ウェルビー・
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ピュージンを雇い入れて、ロッペン城の設計を依頼したのです。エドワード・ピュージンの父親オーガ
スタス・ウェルビー・ノースモア・ピュージンは英国国会議事堂の建築にたずさわった建築家でした。
ピュージンの設計は後に地元建築家のジャン・べソンに受け継がれ、べソンは城により強いフラマン風
の特徴をつけ加えました。ロッペン城は第一次世界大戦の終結時の重要な歴史の舞台となりベルギーの
歴史に大きな役割を果たした城でもあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりますが徒歩での移動は最小限に留めてあります。ロ

ッペン城の敷地は凹凸があり、石畳みになっています。城の入口には約６段の階段がありま
す。  

 
   

ベルギー沿岸と田園地方                                   

BELGIUM COAST & COUNTRYSIDE                                                        

ツアー番号：ZE1182 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４ � ～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 
 
バスの背にもたれてリラックスして風光明媚な田園地方の光景を楽しみながらのドライブで中世の村
ダムに向かいます。１３世紀にはベルギーの主要港だったダムは現在様々な性格を持つ絵の様な小村に
変化しています。知識豊かなガイドと同行で村中を散策した後は、それぞれご自由に村の見学をお楽し
みいただきます。 
再びバスに乗りクノックという可愛いリゾートタウンに向かいます。１９世紀の初頭にブリュッセルの
富裕層がこの町を避暑地天国として選んだために有名となり、現在でも白砂のビーチやデザイナーブラ
ンドショップが数限りなく並ぶリゾートとして繁栄しています。また典型的なフランドルの村としても
誰からも愛される名所となっています。 
ガイド同行で町の中心へ向かい、ベルギー版モノポリーの代名詞ともいえる最も高級なストリートのひ
とつである“リッペンスラーン”を訪れます。ここからは自由時間となり、海岸沿いの舗道を散策した
り、デザイナーブランドが並ぶ高級ショッピング街を見て回ったり、地元のお店を訪ねたり、様々な風
味のなる有名なベルギービールをカフェで試飲したりと、思い思いのひと時をお過ごしください。 
 
                                                

ゲント気まま歩き                                                 

GHENT ON YOUR OWN                                                       

ツアー番号：ZE1183 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所要時間 ：約５時間 
 
フラマン地方のゲントは１６世紀頃にはパリに次ぐ勢力のあった都市で、中世とルネッサンス芸術の重
要な中心地でした。 
ハイウェイを走る１時間のドライブ中の途中、ガイドからナショナル・ジオグラフィック誌が世界で最
も生粋の歴史が生き残っている都市と認定したゲント市の地図を受け取ります。 
ゲントに到着した後、ガイドと同行で市の中心地に向かい、過去が現代でもそのまま存在していること
を実感します。古い川の港と、有名な聖ニコラス教会タワー・鐘楼タワー・聖バーフ大聖堂タワーの“３
タワー揃い踏み”が見られる聖ミヒエル橋を散策します。 
ガイドと共に聖ヴァボ広場に到着した後は、自由時間となりますのでそのままの歴史が残った都市を心
ゆくまでご堪能ください。 
個人経営のチョコレート店やパン屋やデリ、おしゃれなブティックが並ぶ旧市街の道路を散策したり、
教会や宮殿や大聖堂といった中世の建築美を探訪したり、狭い中世の路地を歩きまわったりとご自由に
この都市の魅力を味わっていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。市の交通規制により、バスの停留所から市の中

心までは２０分から３０分石畳みの舗道を歩いていただきます。このツアーには観光ガイドは
つかず、お食事や飲み物、入場料は含まれていません。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーション

に参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに

参加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしま

せん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのシ

ョアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを

求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエ

クスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全で

はないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂き

たく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一

読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな

る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/

不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は

お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任

を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さ

い。キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理

店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出

発日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変

更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約された

ショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一

度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなり

ます。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設

けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショア

エクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容

となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上

に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容書に追記

されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された

出発時間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や

特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記

載されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことが

あります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります 

 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めしま

す。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザ

ーにアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発

前に取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを

受け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完

了させてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予

約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせし
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ます。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありま

すのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込

みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）

よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに

全額返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレ

ジットカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエ

クスカーションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツア

ーオフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念な

がら返金できません。全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、シ

ョアエクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由

によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合は

クレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発

後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 

ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝

いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエ

クスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手

配後の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 

交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関

の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバ

スを手配致します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてくだ

さい。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れ

にならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導しま

す。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザー

に電子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベー

トツアーの手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗

り物）バスのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電

子メールにてプライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上

がることができる人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型

バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。

バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれ

るツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアー

がご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋

ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限が

ある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーはお申し込みいただけな

い場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 
情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為

ウェブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合

は出来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、

写された詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 

 

 
【健脚レベル：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚レベル：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚レベル：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 
 



 

 
【重要なご案内】 
活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 

【重要なご案内-ビーチ/ウォーターに関連して-】 
水が含まれるいかなるツアーにお申し込みの方は、特に注意してご参加く
ださい。水泳の前のアルコール飲料や満腹になるほどのお食事はお避け下
さい。浮きジャケットが与えられたら、必ず着用ください。海は予想出来
ないことが起こることをご留意ください。監視人はいないことが多く、水
に入るのが安全かどうか知らせる旗などがない場合もあります。また、海
辺のアクティビティーは監視されておらず、監視人がいない場合もあり、
ツアー中に含まれる海岸又は海での安全はご自身でお守りください。海に
入る際は海底や水中の状況が驚かされる場合もあり、海岸や海底が安全か
視察していないので、特に気を付けてください。水際にいる際は必ずお子
様を監視してください。海辺や水、海中が含まれる全てのアクティビティ
ーはご自身の責任となります。水中では水着、タオル、日焼け止め、平底
の靴を着用する必要があります。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・エリザベス 

バルト海ハイライト １０日間 

ショアーエクスカーション案内 

 

コペンハーゲン 

COPENHAGEN 

 

コペンハーゲン・パノラマ観光 
COPENHAGEN PANORAMA  
ツアー番号：CPH002 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
この市で最も有名な人魚姫の銅像は必見です。この銅像はハンス・クリスチャン・アンデルセンと彼の
有名なお伽噺に感謝の気持ちを籠めて１９１３年に完成させました。近くのカステレトの公園には北欧
の女神ゲフィオンの伝説を現す有名なゲフィオンの泉があります。 
王室の居城であるアマリエンボー宮殿を写真に収めてから活気あるニューハウン地区へ。近くのキング
ス広場の周りにはロイヤル劇場、在外公館やファッショナブルな店があります。中世以来の魚市場の倉
庫や、カールスバーグビールの産みの親のデンマーク人カール・ヤコブセンが創設したグリプトテクも
見ます。世界中でも古い遊園地のチボリガーデンはグリプトテクに隣接していますので外から覗いて見
ましょう。埠頭に戻る前に市庁舎とローゼンボー宮殿を垣間見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。観光場所の入場見学はありませんが、時間と交通事情

が許す限り、数か所で写真撮影の為停車をする予定です。徒歩による観光は全体で３０分程で
す。 

 
   

チボリ公園と湾内クルーズ 
TIVOLI & HARBOUR CRUISE  
ツアー番号：CPH007 
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
運河クルーズ船に乗り込み、ゆったりペースで約５０分のクルーズをお楽しみいただきます。水面を滑
る様に移動しながら人魚姫の銅像や、昔の海軍基地区域であったホルメンなどの名所の前を通ります。 
コペンハーゲンの有名な遊園地チボリの雰囲気をしっかりと吸収しましょう。市の中心にあるチボリが
１８４３年に開園して以来、何百万人もの人が訪れています。 
チボリ公園での自由時間ではお好きなようにお過ごしください。メリーゴーラウンド、ローラーコース
ター、音楽とダンスなど楽しいことが一杯。楽しく踊りまくる世界をカフェやレストランに座って眺め
るのも良いでしょう。入園時にお帰り時の待ち合わせ時間や場所をご案内いたします。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河クルーズ船での観光となります。クルーズ船までは短時間歩いていた

だき、約１０段の階段の上り下りがあります。チボリ公園への入場料はツアー料金に含まれて
いますが、遊園地には乗り物などのアトラクションやスロットマシン、土産物屋などの料金は
含まれていませんので、その都度各自でお支払いください。ハイシーズン中は沢山の人出や、
催し物の待ち時間が予想されます。観光の順序が逆になる場合があります。 
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ワンダフルワンダフル・コペンハーゲン 
WONDERFUL WANDERFUL COPENHAGEN  
ツアー番号：CPH009 
ツアー料金：大人＄８３～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
埠頭からの短時間のドライブで、デンマークで最も有名な女性に出合うことができます。どこかもの悲
しげに海を見つめているこの人魚姫の銅像は１９１３年からこの場所に座っています。その近くにある
カステレット公園の中心にあるのが北欧の女神ゲフィオンの伝説をモデルにしたゲフィオンの噴水で
す。 
フレディリクスタットを通りぬけると王家のお住まいであるアマリエンボー宮殿につきます(外観のみ
見学)。この宮殿はヨーロッパで最も美しいと言われている広場を取り囲むように４つの同じ大きさの
ロココ様式の宮殿からなっています。デンマーク観光は美味なペストリーの試食抜きには語れません。
短時間の休憩時間をお取りしますので、紅茶やコーヒーと共に甘いお菓子をご賞味ください。その後は
市の中心のファッショブルで人気の高い地区でオープンカフェやレストランが建ち並ぶニューハウン
に向かいます。ニューハウンの隣にはキングス広場があり、ロイヤル劇場や在外公館が建ち並びます。 
次に街を異なる角度か眺める時間です。ゆったりと５０分の運河クルーズに乗船し、ホルメン教会、旧
株式取引場などを船上から眺めます。クリスチャンハウン運河沿いの進むと、目を見張る美しさの救世
主教会、新たにオープンしたコペンハーゲン・オペラハウス、その向かいにそびえるアマリエンボー宮
殿などを水上から見ることが出来ます。 
 
ご案内：このツアーは運河クルーズ船での観光となります。クルーズ船の乗下船には約１０段の階段が

あります。運河クルーズのルートは天候や、停泊埠頭によって変わる場合があります。ツアー
の終了後はクルーズ船かる船までは短い距離を歩いていただく場合があります。 

 
 

コペンハーゲン徒歩観光とクルーズ  
WALK & CRUISE  
ツアー番号：CPH025 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
埠頭からは徒歩でウォーターフロントのランゲリニエ・ヨットマリーナ沿いを移動し、人魚姫の銅像に
立ち寄ります。その後コペンハーゲン港の入口を守る為に造られた城塞に目に見張り、聖アルバン英国
国教教会の隣にあるゲフィオンの泉でしばし足をとどめます。デンマーク女王の居城であるアマリエン
ボー宮殿のすぐ横には、モダンかつエレガントなアマリエ公園が広がっています。 
宮殿のすぐ近くには素晴らしいレストランやバーが並ぶファッショナブルなプロムナードのニューハ
ウン地区があります。地元のレストランで徒歩の疲れを癒します。デンマークの有名なペストリーを飲
み物などで一息入れましょう。 
休憩の後はロイヤル劇場を通り過ぎ、石畳みの舗道や狭い路地を渡ってホルメンス運河のそばにあるホ
イブロ広場に向かいます。道路を渡り、デンマークの国会議事堂や王室迎賓室が置かれているクリスチ
ャンスボー宮殿をまじかにご覧ください。 
ガンメルストランドからコペンハーゲン港に停泊している運河クルーズ船に乗船します。数々のコペン
ハーゲン名所を水上から見学し、ウォーキングの疲れをいやし、くつろぎながら景観をお楽しみくださ
い。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河クルーズ船での観光になります。ツアーには石畳みや平坦な道路を含
む約２時間から２時間半の徒歩観光が含まれます。歩き易い平底の靴をお勧めします。 
 

 

３か所の観光エリアを気の向くままに 
FREE TIME AT THREE SITES   
ツアー番号：CPH044 
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
３か所を巡るバスに乗車した後は、渡されたコペンハーゲンの地図を頼りに、自由に観光プランを組み

立てて町巡りを楽しむツアーです。 
最初の停車地はコペンハーゲン大聖堂です。ここでは大聖堂の内部を見学するか、ボヘミアン地区を散
策するかのどちらかを選べます。またニューハウン（新広場）やガンメルハウン（旧広場）を訪れてコ
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ペンハーゲン市裁判所や、１６０８年までさかのぼるコペンハーゲン最古の噴水、カリタスの井戸など
を見学することも可能です。２番目の停車地、ガンメル・ストラントでは有名なショッピング通りであ
るストロイエを散策するか、デンマーク国会があるクリスチャンスボール城や旧証券取引場、海軍教会、
トーヴァルセン美術館を見学などお選びいただけます。３番目の停車地はデンマークの女王マルガレー
テ２世の居城であるアマリエンボー宮殿です。ここでは１時間の自由時間の中で美しい広場から宮殿を
眺めたり、その近くのヨーロッパで４番目に大きなドームがあるマーブル教会、あるいは短時間歩いて
ニューハウンに向かい、魅力一杯の由緒ある家並みや活気のあるウォーターフロントを楽しんだりと自
由に時をお過ごしいただけます。 
人魚姫の像のお写真撮影なしにはコペンハーゲン観光は終わりません。 
 
 
ご案内：このツアーはバスでの移動となります。ツアーアシスタントが最終集合時間と場所など情報を

ご案内いたします。但しアシスタントはツアーガイドではない事をご承知ください。コペンハ
ーゲンの地図が提供されます。ツアーには観光場所の入場料は含まれていません。  

 
   

コペンハーゲン完全制覇 (昼食付き)  
COMPLETE COPENHAGEN  
ツアー番号：CPH046 
ツアー料金：大人＄１３２～ 子供＄７２～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間 
 
景観を楽しみながらコペンハーゲンの町全体をドライブ、途中デンマークの最も有名な住人である人魚 
姫の銅像で撮影タイムをとります。その後、尖塔を取り巻くらせん状の階段が有名な救世主教会、人々 
で賑わうウォーターフロントのニューハウンで、旧株式取引場とデンマークの国会があるクリスチャン
スボー宮殿などを回ります。王室の居城であるアマリエンボー宮殿でも短時間停車して撮影タイムを設 
けます。 
カールスバーグビール工場に到着後、カールスバーグの歴史、蒸留技術を学び、世界最高のラガービー
ルと讃えられている数種のビールの試飲をお楽しみいただきます。ビール工場訪問中に、伝統的なデン
マーク料理のランチをご堪能ください。 
昼食後は橋を渡ってコペンハーゲン郊外にあるアマゲール島へ向かいます。島の突端にあるのが絵の様 
に美しいドラゴール村です。ガイド同行で魅力溢れるウォーターフロントを渡り、狭い小路を通って伝 
統的な赤い屋根に黄色い壁の家並みを見て回ります。 
再び活気に満ちた都会に戻り、乗り物を運河クルーズ船に変えてクリスチャンハウン沿いをゆったりと
クルーズを楽しんでいただきます。 
 
ご案内：このツアーはバス、運河クルーズ船と徒歩での観光となります。観光地の訪問順序は変わる場

合があります。ツアー中には約２時間、平坦な道路を徒歩で移動する行程が含まれます。 
 

 

おとぎの国のお城と田園地方観光 
FAIRLYTALE CASTLES & COUNTRYSIDE  
ツアー番号：CPH056 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
モダンな都会を後にして、素晴らしいデンマークの田園地方を通り、ヒレレズと堂々たるルネッサンス
様式のフレデリクスボー宮殿に到着します。この宮殿は３つの小さな島の上に建てられ、美しく手入れ
がなされた庭園と小さな湖に囲まれています。 
息をのむような景色が宮殿の中に入る前から既に目の前に広がっています。前庭を歩き進むと華麗なネ
プチューンの噴水が、宮殿外観に無数に取り付けられた銅製の尖塔が背景に現れ一生忘れられない印象
を与えてくれます。宮殿の中に入り、大きな広間を通り抜け、数えきれない程に飾られた肖像画や油絵、
家具や美術品などを通し、約５００年のデンマークの歴史を垣間見ることが出来ます。 
デンマークのお城巡りには、文学史上最も有名なお城のひとつであるクロンボー城、通称「ハムレット」
城の観光を抜きには語れません。ここでは城壁の周りを散策していただいた後、城の厩舎として使用さ
れていた部屋でコーヒーや紅茶と共にペストリーお楽しみください。 
コペンハーゲンに戻り、街で一番有名な住人の人魚姫の銅像で短い撮影タイムをとります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアーにはフレデリクスボー宮殿の内部見学と

クロンボー城の外観観光が含まれます。徒歩観光は約２時間で数段の階段があります。 
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コペンハーゲンの見どころとスムーシ 
CITY SIGHTS & SMUSHI  
ツアー番号：CPH059 
ツアー料金：大人＄１４０～ 子供＄９０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ツアーはまずコペンハーゲンの主な見どころを周ります。デンマークの童話作家ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセンを記念して建てられたリトルマーメイドの像で僅かなお写真の時間を設けます。引き
続き、アマリエンボー宮殿へ向かいます。4 つの同じ宮殿に囲まれており、ヨーロッパでも最も美しい
広場の一つと言われています。ニューハウン周辺はかつて船乗りの間ではとても有名で、現在では飲み
物や昼食、夕食などを頂くファッショナブルなエリアとなっています。通り沿いにはぴっちりと立ち並
ぶ色とりどりな建物など、運河沿いに係留された木製の船など、とても風情があります。次に訪れるの
はロイヤルカフェで、折衷室内装飾とクラシックなオープンサンドイッチと寿司をコンテンポラリー風
に組み合わせた料理スムーシを考案したことで有名です。カフェのユニークな室内装飾と風変りなかわ
いい小物に魅了されながら数々のスムーシとグラスワインをご賞味ください。 
カフェを離れ、徒歩で数本の歩道が一つに重なる活気あふれるホイブロ広場に移動します。ここからは
迎賓館やデンマーク国会議事堂として使用されているクリスチャンスボー城の美しい景色が眺められ
ます。 
ツアーの最後に景観ドライブを楽しみ、シタデル、ゲフィオンの泉とローゼンボー城を通り、船に戻り
ます。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。ツアーには徒歩による観光が 30分含まれ、

階段や石畳が含まれます。参加人数が限られるため、早めのお申し込みをお勧めします。訪問
順序が入れ替わる場合があります。 

 

 

クロンボー城と海洋博物館観光 
KRONBORG & MARITIME MUSEUM  
ツアー番号：CPH058 
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供＄５７．５０～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 
 
デンマークは常に海洋王国として世界にその名を馳せてきました。フレデリク二世によって１５８５年
に建てられたクロンボー城は、現在ユネスコの世界遺産に登録されていますが、デンマークとスウェー
デンを分断するエーレスンド海峡を渡る海上交通を統制する重要な役割を果たしていました。ルネッサ
ンス時代の“通行道路”の役割を果たすこの海峡で、世界中から渡ってくる交易船から“海峡通行税”
と言う税金を課していたのです。 
ガイド同行での城内観光では、デンマークの財宝にまつわる話や、ルネッサンス時代に王族たちがどの
様にこの城を利用していたかの歴史が語られます。６２メートルある宴会場は一時北ヨーロッパで最長
のものといわれた場所です。 
クロンボー城は長い間「ハムレット」のお城として知られてきました。世界中の劇場や城内の劇場でも
未だにハムレット伝説の上演は人気のある舞台となっています。長年に渡りローレンス・オリビエ、デ
レク・ジャコビ、最近ではジュード・ロウなどといった俳優たちが、この城内や要塞部分でハムレット
役を演じてきました。 
城内のレストランで軽いスナックをお楽しみいただいた後はお城の近くにある、以前は乾ドックだった
場所に建てられた海洋博物館を訪れます。スロープ状になった通路を下に降りていって地下博物館に入
場すると、色彩豊かな展示物が目の前に広がっています。この博物館ではデンマークが過去から現在に
至るまで世界を代表する船舶貿易国のひとつである事が、ビルに直接映し出された映像などからわかり
ます。帰路は美しい光景が見られるオーレサウンドを通ってコペンハーゲンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアー中約２時間半、階段や石畳みの舗道を歩

く行程が含まれます。歩行に問題があり、長時間の立ちっぱなしが出来ない方にはお勧めいた
しません。ヒールの無い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。城内は車椅子の使用
ができません。海洋博物館での写真撮影は禁じられています。 
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市内観光とローゼンボー宮殿 
CITY SIGHTS & ROSENBORG CASTLE 
ツアー番号：CPH060 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄７０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ツアーはコペンハーゲン市内の数か所の観光から始まります。デンマークの世界的童話作家ハンス・ク
リスチャン・アンデルセンを讃えるために建てられた人魚姫の銅像の前で短時間撮影時間を設けてあり
ます。次に王室の居住宮殿であるマリエンボー宮殿に向かい、ほとんど同じ様式と大きさで建てられた
４つの宮殿に囲まれたヨーロッパで最も美しい広場と言われる宮殿広場をご覧ください。シタデルとシ
ェラン島を創造したといわれる女神ゲフィオンの伝説を表したゲフィオンの泉の周りを巡ります。 
ニューハウン地区は一時水夫たちのたまり場として有名でしたが、現在は市内で最もおしゃれな地区と
して数々のカフェやレストランが建ち並ぶ繁華街となっています。色彩豊かな建物が道路沿いに隙間な
く建ち並んでいて、運河に勢ぞろいしている木製の船舶にとって完璧な背景になっています。 
ローゼンボー宮殿は現在ではクラシックなデンマーク・ルネッサンス様式の完璧な見本となっています。
高くそびえるタワーに砂石の装飾がついた赤レンガの外壁の建物はクリスチャン４世が手掛けた数々
の建築プロジェクトの中でも、代表的な建造物となっています。ガイド同行の宮殿内部見学では、王室
所有の宝物などを間近でご覧いただく機会があります。 
帰路はのんびりとしたドライブでデンマークの国会議事堂と王立迎賓室がおかれているクリスチャン
スボー宮殿の前を通ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバンと徒歩での観光となります。ツアー中約５０分、起伏のある歩道や石畳

みの道路を歩いていただき、お城の中では約８０段の階段の上り下りが含まれます。ツアーの
催行人数は限られていますのでお早目のご予約をお勧めします。宮殿内ではフラッシュ撮影、
三脚を立てての撮影は禁じられています。観光地の訪問順序は変わる場合があります。 

 

 

市内観光、チボリ公園と“ザ・ニンム”観光 
CITY SIGHTS, TIVOLI & “THE NIMB” 
ツアー番号：CPH061 
ツアー料金：大人＄１３５～ 子供＄８５～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ツアーはコペンハーゲン市内の数か所の観光から始まります。デンマーク観光では世界で最も有名なデ
ンマーク人＝人魚姫の銅像の撮影抜きでは完璧といえません。この銅像は世界的童話作家ハンス・クリ
スチャン・アンデルセンを讃えるために１９１３年に建てられました。人魚姫はどこか悲しげなまなざ
しで憧れの王子様を探しているかの様です。 
ニューハウン地区は一時は水夫たちのたまり場として有名でしたが、現在は市内で最もファッショナブ
ルな地区として数々のカフェやレストランが建ち並ぶ繁華街となっています。色彩豊かな建物が道路沿
いに隙間なく建ち並んでいて、運河に勢ぞろいしている木製の船舶にとって完璧な背景になっています。
次の訪問場所は王宮のアマリエンボー宮殿と王宮広場でヨーロッパでの最も美しい広場の一つと言わ
れています。デンマークの国会と王室の迎賓室のあるクリスチャンスボー宮殿の周りを通り過ぎます。
チボリガーデンと遊園地は市庁舎の隣にあり、第二次世界大戦で壊滅的被害を受けた市の中では奇跡的
に残っている最古の遊園地となっています。ガイド同行で世界的に有名で歴史のある公園を散策します。
アンデルセンもこの公園を訪れ数々の童話のヒントを得ていたと言われています。公園の中には、地元
の人々に“ザ・ニンム”と呼ばれているムーア人に影響を受けた独特の外観のニンム・ホテルがありま
す。チボリの中で最も古い建造物で、ここでは簡単なスナックと共にスパークリング・ワインをお楽し
みいただけます。 
帰路はパノラマ景観を楽しみながら埠頭に向かいます。 
 
ご案内：このツアーはミニバンと徒歩での観光となります。ツアー中約４５分、階段や石畳みの舗道を

歩いていただく行程が含まれます。このツアーの催行人数には限りがありますのでお早目の予
約をお勧めします。観光場所の訪問順序は変わる場合があります。 
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ストックホルム 

STOCKHOLM 
 
ストックホルム水路巡り 
STOCKHOLM WATERWAYS  
ツアー番号：STO001 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２２～（３～１２歳） 
所要時間：約１時間半 
 
ストックホルムは淡水のメーラレン湖とバルト海が合流する地点に計算されて造られ、水の上から 
見るのが最も美しいのです。しばしば“水の上の美女”と称される１４の島と本島の上に広がる都市は 
５０以上の橋で繋がれています。 
水は日常生活に大事な役割を担っています。全面積の１/３以上は水であり、ボート遊び、水泳、魚釣 
りなどがこの都市の人気なアクティビティーです。輝く水面をクルーズし、橋の下をくぐり、水門を通
り、旧市内の王宮や壮麗な市庁舎、ユールゴーデン島、ヴァーサ号博物館、スカンセン野外博物館やチ
ボリ“グローナ・ルント”遊園地、最初に出来た群島フィヤーデルホルマナや居住地区のハンマリビー
臨海地区などをご覧下さい。 
 
ご案内：このツアーはボートでの観光となります。停泊埠頭の状況によってはボートまでお歩き頂くか、

短距離をバスで移動して頂くかになります。ボートの中では飲み物などを販売していますので
現地通貨（スウェーデンクローネ）をご用意ください。 

 

 

ストックホルム名所めぐり 
STOCKHOLM HIGHLIGHTS  
ツアー番号：STO004 
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
都市全体が見渡せるフィアルガータン展望台へドライブします。このツアーの目玉は美しいメーラレン
湖の畔に立つ市庁舎見学です。１９２３年に落成した壮麗な建物はスウェーデンの職人と彫刻家、芸術
家の１２年に渡る企画の結晶です。沢山の素晴らしいホールがありますが、その中でも有名なホールは
毎年ノーベル賞受賞晩餐会が行われるブルーホールとモザイクで知られているゴールデンホールです。 
このあと、ストランドヴェーゲンに沿って王室オペラ劇場の前を通り、ヴァーサ号博物館など諸々の博
物館やストックホルムの娯楽施設があるユールゴーデン島へ。 
世界でも有数の大きさを誇る名声高い戦艦ヴァーサは１６２８年の処女航海でストックホルムの内海
に沈没しました。ヴァーサ号博物館は、１９６１年に引き上げられ、昔の栄光の姿を取り戻した１７世
紀の戦艦を囲っています。 
ツアーの締めくくりに旧市内でガイドと合流し、徒歩で歴史的に優雅な王宮と大聖堂を外から観光しま
す。バロックスタイルの入り口や紋章飾りが特徴の狭く、曲がりくねった小路や石畳の路を遊歩しまし
ょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアーには約２時間半徒歩での移動が含まれま

す。市庁舎には６０段の階段があります。 
 

 

愛しのストックホルム 
SWEET STOCKHOLM  
ツアー番号：STO005 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
フィアルガータン展望台からは素晴らしい街の景色が見られ、ストックホルムの内海を見下ろすように
立つ王宮などがある魅力あふれる中世の旧市街ガムラスタンの景観が楽しめます。旧市街に隣接する歴
史的な島リッダーホルメン島ではメーラレン湖と市庁舎の素晴らしい景観を楽しむことができます。 
ストランドーヴァーゲンに沿って王室オペラ劇場を過ぎユールゴーデン島に向かいます。そこには素晴
らしい公園と庭園がありカフェやレストラン、博物館が建ち並んでいます。 
その後は在外公館の地区や豪壮な高級住宅が建ち並ぶおしゃれなエステルマルム地区、モダンなショッ
ピング街やビジネス街があるハムンガタン、セルゲル広場をドライブします。 
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伝統的なスウェーデン式のカフェでは軽いお飲物とペストリーを味わっていただきます。 
クングスホルメン島では、強い印象を受ける市庁舎の前を通り、西の橋を渡ってセーデルマルムに戻り
ます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。主として車窓からのパノラマ観光となり、各名所の訪

問は含まれていません。但し数か所での撮影の為、停車を予定しています。 
 
 

 

市内観光とヴァーサ博物館見学 
PANORAMIC & VASA MUSEUM  
ツアー番号：STO009 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ストックホルム入門ツアーではまず、市内のモダンな中心地とビジネス地区を観光します。 
魅惑ある中世の旧市街を通り、王宮、王室ドラマ劇場の前を通り、ストランドヴェーゲンに沿ってスト
ックホルムの娯楽と運動施設のあるユールゴーデン島へ向かいます。この島には素晴らしい公園がある
だけではなく、スカンセン野外博物館やヴァーサ号博物館など諸々の博物館があるのです。 
ヴァーサ号博物館は１６２８年の処女航海でストックホルムの内海に沈没した１７世紀の戦艦を取り
囲むように建てられています。ヴァーサ号は１９６１年に引き上げられ、昔の栄光の姿を取り戻し、真
の生きた歴史を見る事ができます。この素晴らしい船はかつて世界最大の大きさを誇る、最も名声高い
戦艦でした。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光になります。最大限にお楽しみ頂く為には徒歩観光が必須です。ヴ

ァーサ博物館での見学時間は約１時間１５分です。 
 
 

ストックホルム・パノラマ観光 
STOCKHOLM PANORAMA  
ツアー番号：STO012 
ツアー料金：大人＄５１～ 子供＄２７～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間３０分 
 
ストックホルム入門ツアーではまずは車窓からストックホルムの数多くの名所を見学し、後で再び訪れ
たい名所をご確認頂けるツアーです。フィアルガータン展望台からは市内の素晴らしい光景や、ストッ
クホルムの内港を見下ろすように聳える王宮がある中世の街“ガムラスタン”が見渡せます。 
ストランドヴェーゲン通り沿いにある王立ドラマ劇場を通り、ユールゴーデン島へ。この島はグローナ
ルンド遊園地、スカンセン野外博物館など素晴らしい公園や庭園などリクリエーションなどがあること
で知られています。17世紀の軍艦が展示されているヴァーサ号博物館もあります。 
引き続き在外公館のある地区エステルマルムを通り、ハムンガータン通りとセーゲル広場などのモダン
なショッピング街やビジネス街を走行します。クングスホルム島からノーベル賞記念晩餐会が毎年開か
れる市庁舎を望む事ができます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。ストックホルムの全体像をつかんでいただくツアーで

すので、写真撮影の為以外には停車しません。 
 
 

旧市街とアイスバー 
OLD TOWN & ICEBAR 
ツアー番号：STO013 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄９０～（３～１２歳） 

所要時間：約３時間 
 
世界で初めて作られたアイスバーに向かう前に旧市街の魅力を満喫しましょう。旧市街の狭く曲がりく
ねった小路や石畳の路を散策し、歴史的な気品を湛える王宮の外観を観賞します。大広場には旧証券取
引所があり、今日ではスウェーデンアカデミーとノーベル博物館になっています。自由時間を設けます
ので素晴らしい旧市街の中で土産品などお捜しください。そして中心へ短期間ドライブして“涼しい”
体験が待っています。 
暖かい服装をして氷で出来ているアイスバーの中へ。バーは通年マイナス５度に設定されていますので、
中に入る前に毛皮のポンチョとミットが手渡されます。飲み物は拳骨ほどの氷の塊をくり抜いたキュー
ブに注がれ、透明なアイスの塊で出来たバーの上に置かれます。壁やテーブルもスウエーデンとフィン
ランドの境界線を流れるトーネ川の氷で出来ています。ウオッカのお飲物がサービスされます。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。アイスバー内の低温が健康状態に影響するを及

ぼす方には不向きです。アイスバーはキュナードのお客様の貸切ではありません。旧市街の徒
歩観光では急勾配の石畳みの坂が含まれます。 

 

 

ストックホルムと空からの眺め 
STOCKHOLM & SKYVIEW 
ツアー番号：STO027 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄６９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
巨大なゴルフボールに似たエリクソン・グローブ・アリーナは世界最大の球体形をしたビルです。ガラ
ス製ゴンドラに乗り、スリルある 2分間の旅でビルの最上部まで向かいます。海抜１３０メートルまで
到達した地点でカメラ撮影をお忘れなく。ゴンドラの通称“バブル”からストックホルム市街全体の素
晴らしい光景を見渡すことが出来、途中一時停止しますので存分にパノラマ写真をお撮りください。 
その後、安定した地上に戻り、市街の主な見どころを車窓から見学します。魅力溢れる中世溢れる旧市
街ガムラスタン、ストックホルムの内港を見下ろす王宮を通り、市の娯楽＆レクリエーション・センタ
ーで素晴らしい公園や美しい庭園を備え世界的に有名なヴァ―サ号博物館のあるユールゴーデン島な
どを通ります。クングスホルメン島では、建築の巧みさとモザイクが素晴らしいノーベル賞受賞式が開
かれることで知られる荘厳な市庁舎の外観がご覧いただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。歩く時間はほとんどありませんが、バスの乗下時には

階段があり、スカイビューの入口には３０段の階段を歩いていただきます。 
 

 

屋根伝い歩きツアー 
ROOF TOP WALKING TOUR  
ツアー番号：STO028 
ツアー料金：大人＄１５０～ 子供＄ N/A 
所要時間：約３時間 
 
ストックホルムでとてもユニークなツアーに挑戦してみませんか？ガイド同行で市街の屋根伝いに歩
いて眼下の景観を楽しむツアーです。安全ハーネスを身に着け、狭い屋上に足を踏み出します。素晴ら
しい景色を見ながらガイドが語る魅力的な歴史物語に耳を傾けましょう。 
このウォーキングツアーはまず旧国会議事堂ビルのエレベーターで最上階まで上り、それから屋上まで
の階段を上って地上４３メートルの屋外に出る事からはじまります。屋上からはストックホルム市街の
３６０度のパノラマが見られ、長い歴史を持つ旧市街のガムラスタン、その向こうにはストックホルム
を形成する全１４の島のうちの８つの島を見ることができます。狭い通路に沿って一列に並んで歩くに
つれて、フランシスコ派の僧侶によって建立され、歴代のスウェーデン国王が埋葬されているリッダー
ホルム教会の尖塔が目の前に迫ってきます。 
その後ちゃんと地上に戻った後、旧市街の観光に乗り出します。市街を見下ろす様に建つ長い歴史を誇
る王宮のエレガントな外観を写真に収めましょう。狭い石畳みの舗道を歩き、小さなブティックや工芸
品店、アートギャラリー、アンティークショップが並ぶ界隈を見て回ります。旧市街の中心には大広場
のストルトゲットがあり、旧証券取引場は現在スゥーデン・アカデミーの本部となっており、毎年ノー
ベル文学賞の選考と発表が行われています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光になります。身長１５０センチ以上、体重が１１０キロ以下

の方がご参加いただけます。過去に心臓病の病歴や高所恐怖症や失神症の方にはお勧めいたし
ません。または薬や酒の影響を受けてい方はの参加は固く禁止されています。体力的に自信の
ある方のみ参加いただけます。平底の爪先の閉じたウォーキングシューズをお勧めします。 
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ストックホルム気まま観光 
STOCKHOLM ON YOUR OWN   
ツアー番号：STO034 
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２７～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 
 
ツアーはストックホルムの娯楽＆レクリエーション・センターであるユールゴーデン島の訪問からはじ 
まります。この島は１７世紀の戦艦ヴァ―サ号が展示されているヴァーサ号博物館があることでも有名
です。そして最近になって、この場所に人気歌手グループＡＢＢＡザ・ミュージアムが設立されました。 
数多くある博物館のいくつかを訪問したり、美しい庭園を散策したりと思い思いお過ごしください。 
次の訪問地はストックホルム最古の地域で、心地よい親しみやすさが味わえるガムラスタン(旧市街)で 
す。市街を見下ろす様にそびえる王宮のエレガントな外観の見学や１６世紀から１９世紀のバロック様 
式の門構えや、武具で飾られた建造物が並ぶ狭い小路や石畳みの舗道のそぞろあるきもお勧めです。 
ストルトルゲット（グレート広場）には、元証券取引場で現在はスウェーデン・アカデミーの本部とし
て使用されている建物やノーベル博物館があります。旧市街でしばしの時間をお楽しみいただくか、市
の中心まで短時間歩いてみるのも一考でしょう。 
ストックホルム市の中心には有名な老舗デパートＮＫやオーレンスがあり、最終集合時間までお買い物 
を楽しむことができます。のんびりと散策をお楽しみになりたい方は近くに広がるクングストラッドゴ 
ーデン庭園を訪れ、数多く並ぶオープンカフェでリラックスしながら町の雰囲気を心行くまで味わって 
いただくこともできます。 
 
ご案内：町歩きに必要な情報や、各所トランスファーでの集合時間や集合場所をお伝えする為ツアーア

シスタントが控えています。但しアシスタントはツアーガイドではありませんのでご了承くだ
さい。参加者にはストックホルムの市街地図が手渡されます。各観光場所の入場料金は含まれ
ていません。 

 

 

スウェーデンの大スター、ＡＢＢＡ ミュージアム 
ABBA THE MUSEUM-THE SWEDISH SENSATION 
ツアー番号：STO035 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ＡＢＢＡミュージアムは２０１３年 5月にオープンし、スウェーデンの新たな音楽の殿堂となりました。
ＡＢＢＡはデビュー時から現在に至るまでスウェーデンで最も成功した人気バンドで、世界中で３億７
千８百万枚のアルバムを売り上げています。グループの中でストックホルム生まれは一人しかいないの
ですが、多くの人々はストックホルムを彼らの故郷とみなしています。 
埠頭から市の中心へ向かう途中では、ベニー・アンダーソンが最初の公演を行った市庁舎を車中より見
ることができます。その後１９７６年に王室の結婚式を祝う為に伝説的なコンサートが開かれた王立オ
ペラ劇場を通過します。 
この記念館は１９７０年のＡＢＢＡのデビュー当時から、１９７４年の”ウォータールー“の爆発的ヒ
ット、大々的な成功を収めたワールド・ツアー、そして１９８３年の解散に至るまでの歴史を余すこと
なく伝えてくれます。 
解散以後もＡＢＢＡはありとあらゆる世界的音楽プロジェクトに取り上げられ、中でもビョルン・ウル
バースとベニー・アンダーソンの手によって脚色されたミュージカル”マンマ・ミア！“はＡＢＢＡの
楽曲を起用し、世界中に新たなＡＢＢＡブームを巻き起こしました。2013年“ＡＢＢＡゴールド”のＣ
Ｄは英国音楽史上最大の売り上げを誇るものとなりました。 
ＡＢＢＡミュージアムはバンドの歴史や音楽を語り１９７０年代８０年代に予想もつかなかった大成
功を収めた過程などが展示され、音楽ドキュメンタリーフィルムや、彼らの楽屋の様子、ステージの再
現などと共にＡＢＢＡの全てが学べる場所となっています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。記念館は夏場にピークシーズンを迎えますので

かなりの混雑が予想されます。記念館の内部では手押し車は禁止されています。記念館の訪問
は約１時間半を予定しています。 
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タリン 

TALLINN 

 

タリン名所観光(昼食付き)  
BEST OF TALLINN  
ツアー番号：TLL001 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間  
 
“歌の祭典”開催地で写真撮影からツアーがはじまります。その後のっぽのヘルマン塔でバスを降り、
トームペアの丘からバロック様式のトームペア城まで山の手地区を歩きます。王宮広場を圧倒するロシ
ア正教のアレクサンドル・ネフスキー大聖堂では沢山の黄金のイコンやモザイク画を見ることが出来ま
す。引き続き中世の石畳の路を歩き、市内最古のゴシック様式のドーム教会へ。高い場所から下町地区
の屋根越しに街全体を眺めたあと、下町地区へ下って行きます。ラエコヤ広場で自由時間をお過ごし頂
いたあと、典型的なタリンの古いレストランで昼食を取ります。 
歴史的な住居訪問では、素晴らしい中世音楽のコンサートもお楽しみ頂けます。カタリーナ通りではガ 
ラス製品、革製品、陶器などの工芸店の製作実演を見て歩いたりショッピングを楽しんだりする自由時 
間を設けています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。日曜日、及びミサや宗教行事の間はドーム教会

に入れません。ドーム教会やアレクサンドル、ネフスキー大聖堂内でのフラッシュ付きの写真
撮影やビデオ撮影は禁じられています。石畳や種々の建物には階段があり、歩行時間は約３時
間半となります。歩き易く、滑らない靴をお勧めします。昼食にワインは含まれていません。
歴史的住居の訪問が出来ない場合は、コンサートを行っている教会の訪問となります。ドーム
教会ではガイドから建物の外で説明を聞いた後、自由に教会内部を見学することが出来ます。
観光地の訪問順序は変わる場合があります。 

 

 

魅惑のエストニア 
ENCHANTING ESTONIA  
ツアー番号：TLL003 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間３０分 
 
ロマンチックな狭い小路や小さなお店やカフェが並ぶ典型的なタリンの雰囲気が味わえる下町地区を
訪問します。ここでは由緒ある商人の家が中世のそのままの素晴らしい雰囲気を残す様に改築され、現
在は多くの忙しいタリン市民の住居となっています。 
ツアーの間にはガイドが旧市街のカタリーナ通りにある正真正銘のエストニア工芸品のみを取り扱う
最優なお土産店にご案内します。この地区はタリンで最もロマンチックなことから、数々の映画のロケ
ーション場所にも選ばれ、時には三銃士の時代の中世ロンドンやパリを再現するために使用されていま
す。 
この界隈の徒歩観光が終わった後は、ヴィル門近くの地元のレストランでスナックやお飲物、民族音楽
の生演奏などをお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約１時間半石畳みの舗道や階段を

歩きます。歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。レストランまでは２７段の階段がありま
す。観光地の訪問順序は変わる場合があります。 

 
 

タリン徒歩観光 
FOOTSTEPS IN TALLINN 
ツアー番号：TLL009 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
徒歩でトームペアの丘を上り、広く開けた王宮広場に向かいます。ここにはエストニアの国会が置かれ
ているバロック様式のトームペア城があります。 
その後素晴らしいロシア正教のアレクサンドル・ネフスキー大聖堂に入ります。見事なモザイクとイコ
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ンに感銘を受けます。大きな大聖堂は山の手地区の空に堂々と聳えます。引き続き曲がりくねる狭い石
畳の路を歩き、６０以上の徽章が展示されているドーム教会へ向かいます。展望台からは街の下町地区
の屋根越しに街の全景が見渡せます。 
続いてラエコヤ広場に向かいます。自由時間を設けますので、ゴシック建築様式の市庁舎見学などお楽
しみください。歴史ある住居の一つを訪れ、伝統的な中世音楽のコンサートをお楽しみください。その
後タリンの中心に停車しているバスへ徒歩で移動します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。日曜日はドーム教会に入れません。徒歩観光で

は、石畳みの舗道や階段のある種々な観光場所を約３時間半歩きます。歩き易く、滑らない靴
をお勧めします。ドーム教会やアレクサンドル・ネフスキー大聖堂内でのフラッシュ付きの写
真撮影やビデオ撮影は禁じられています。歴史的住居の訪問が出来ない場合は、コンサートを
行っている教会の訪問となります。ドーム教会ではガイドから建物の外で説明を聞いた後、自
由に教会内部を見学することが出来ます。観光地の訪問順序は変わる場合があります。 

 
 

山の手地区と名所観光    
UPPER TOWN & HIGHLIGHTS                                             
ツアー番号：TLL018 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
途中タリンの中心にある歴史地区をお写真に収めながら、車窓観光を楽しみます。ピョートル大帝が皇
后のエカテリーナ１世を讃えて築いたカドリオーグ公園を通ります。そして５年に一度３万人近い出演
者と３０万人の聴衆を集めるエストニアの歌の祭典が行われる会場に続きます。その後保存状態が優れ
た１５世紀の聖ブリジット修道院の遺跡と数多くの高名なエストニア人が埋葬されている松に囲まれ
た森林墓地の前を通ります。 
ピリタ地区で、郊外にあるオリンピックヨット競艇場を車窓に眺めながらタリンの旧市街に向かいます。
のっぽのヘルマン塔でバスを降り、徒歩ですぐのところにあるトームペアの丘へ王宮広場に向かいます。
エストニアの国会が置かれているバロック建築のトームペア城を外から眺め、ロシア正教の聖アレクサ
ンドル・ネフスキー大聖堂と１３世紀のドーム教会を見学します。 
山の手地区を歩いた後、展望台から下町地区の塔や尖塔、赤い煉瓦の屋根など眼下に広がる素晴らしい
景色をお楽しみください。ここで短期間お買い物の時間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。日曜日はドーム教会に入場できません。ドー

ム教会とアレクサドル・ネフスキー大聖堂内ではフラッシュ付きの写真撮影やビデオ撮影が
禁じられています。歩行による観光は約２時間で、石畳みの舗道や各種観光地での階段を歩
いていただきます。歩き易く、滑りにくい靴の着用をお勧めします。ドーム教会では建物の
外でガイドからの説明を受けた後、各自自由に教会内部を見学することが出来ます。 

 

 

タリンゆったり観光 
LEISURELY TALLINN  
ツアー番号：TLL024 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間  
 
タリンは歴史的に重要な建造遺産の宝庫の為、大型バスの進入が禁止されています。そこでミニバスの
上で寛ぎながら、山の手と下町地区両方の見どころを車窓より観光します。 
貸切ガイド付きツアーではぜひカメラをご用意ください。山の手地区にあるトームペアの丘に沿って王
宮広場に向かいます。エストニアの国会であるバロック建築のトームペア城を通り、ロシア正教の聖ア
レクサンドル・ネフスキー大聖堂をご覧ください。下町地区の旧市街は昔からの城壁や塔門に溢れ、石
畳みの道路をドライブすると、中世時代の商人の館が建ち並んでいるのをみることができます。 
そして車窓より景観を眺めながら、エストニアで最も重要な名所であるタリンの郊外へ進みます。大き
な感銘を受けるソングコンテストの会場で短時間ですが、写真撮影の時間をお楽しみいただきます。こ
の自然を生かした野外劇場は３万人の観客席がある巨大なものです。ツアーの最後には旧市街の目の覚
める様なシーフロントの光景が楽しめるピリタ地区を通って帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。徒歩の行程はほとんどありませんが、ミニ

バスの乗下車時には階段があります。ミニバスには車椅子は載せられません。観光地の訪問順
序は変わる場合があります。 
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３か所の観光エリアを気の向くままに 
FREE TIME AT THREE SITES 
ツアー番号：TLL025 
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄１９～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間４５分 

 

３か所を巡る移動バスに乗車した後は、配られたタリンの地図を頼りに、自由にプランを組み立てて町
をお楽しみいただくツアーです。 
最初の停車地はカドリオルグ公園で、ここはタリンの居住区の中心に位置しています。この公園は地元
の人々の憩いの場で、数々の博物館やカフェがあります。カドリオルグ城の中にはカドリオルグ美術館
があり古典名画の鑑賞が楽しめる他、公園内にはＫＵＭＵ近代美術館があり数々のエストニア・モダン
アートが展示されています。大統領宮殿のゲートを守る守衛兵に手をふって挨拶を送ったりとご自由に
時間を過ごすことができます。 
２番目の停車地は山の手地区です。ここでは玉ねぎ型のドームのロシア正教のアレクサンドル・ネフス
キー大聖堂やエストニアの国会があるトームペア城の見学ができます。また狭い路地を通って見晴台ま
で歩き、下町地区の赤く塗られた屋根が連なる絵の様な光景を楽しむのも一興です。最終停車地点はタ
リンのシティセンターで、ここからシュネル公園と池を抜け、バルチック鉄道駅に向かいます。ラエコ
ヤ広場と心地よい旧市街を散策したり、地元のカフェで一休みをしたりエストニアのお土産物を覗いて
みたりと思い思いの時間をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。それぞれの停車地に割り当てられた自由時間は

約１時間１５分です。ツアーアシスタントが各所で集合時間や集合場所をお伝えします。但し
アシスタントはツアーガイドではありませんのでご了承ください。参加者にタリンの市街地図
が配られます。各観光場所の入場料金は含まれていません。シープレーンハーバーでより長く
自由時間をお楽しみなりたい方はＴＬＬ０３０タリンハイライト＆ハーバーサイトにご参加
ください。混雑を避ける為に訪問順序が変わる場合があります。 

 
 

タリン物語とテイップル  
A TALE OF TALLINN & A TIPPLE  
ツアー番号：TLL028 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２８～（３～１７歳） 
所要時間：約４時間４５分  
 
ヌンナの門を通って下町地区の旧市街に入り、ガイド同行で狭い路地を通り抜けながらタリンの徒歩観
光を開始します。旧市街をそぞろ歩いてゆくと、金の装飾が施された美しい建造物の数々に出合います。
特にゴシック様式の市庁舎や１５世紀の薬局などが見どころです。一時はハンザ同盟の主要交易都市だ
ったタリンの歴史を語るガイドの説明に耳を傾けましょう。 
その後はサクにあるエストリア最古のビール工場までのバス移動でしばし足を休めていただきます。記
録ではビールが１８２０年の昔から蒸留製造されていたとあります。ビール工場見学ツアーに参加して、
サク・ビールの歴史や製法、種類を学びビール貯蔵庫を見学します。地元名物のスナックと共に数種の
ビールの試飲が待っていますが、その際は見学ツアーで得た新たな知識を試されるので説明をしっかり
覚えていただくことをお勧めします。 
 
ご案内：このツアーには約２時間徒歩での観光が含まれます。ヒールの無い歩き易いウォーキングシュ

ーズをお勧めします。 
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タリン味覚探訪 
A TASTE OF TALLINN  
ツアー番号：TLL029 
ツアー料金：大人＄９３～ 子供＄６７～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分  
 
短時間バスに乗り歴史のある旧市街の山の手地区に向かいます。その後ガイド同行で、ひっそりとした
中庭や、ロマンチックなカフェ、出店や地元のデリなどを見て歩きます。 
その後トームペアの丘へ歩き、アレクサンドル・ネフスキー大聖堂と、エストニア国会が置かれている
バロック様式の建造物がある美しい王宮広場の眺望を楽しみます。その後地元のカフェまで歩き、伝統
的なスナック、バルト海で釣れる最も有名な魚であるバルトイワシ（ニシン）を乗せた黒パンをお楽し
みいただきます。 
再び徒歩ツアーに戻り旧市街のドーム教会近くの見晴台に向かいます。曲がりくねった石畳みの舗道を
進んでいくと、以前は地元のワイナリーだった場所に到着します。ここは１９１０年に建てられエスト
ニアで最も大きなワイナリーのひとつでした。ワイン醸造の歴史に耳を傾けた後、軽いスナックと共に
一杯のワインの試飲をお楽しみいただきます。 
中世都市の赤い屋根を眺めながら、旧市街の下町地区に向かい、伝統的なエストニアのレストランを 
訪問します。ここで“カマ”というお菓子をお楽しみください。地元名物のカマは数種の穀物をミック
スしたもので長年エストニアの伝統的料理として知られてきました。泡立てたホイップクリームを一緒
にご賞味ください。コーヒーと甘いお菓子を頂いた後、街の中心にある市庁舎と広場に向かいます。 
ここで短時間の自由時間を設けていますのでショッピングなどご自由にお過ごしください。 
 
ツアーの最後は小さな中世風のパブ訪問で、ここではスパイスの効いたシュナップスをショットグラス
でいただきます。その後は地元のデリまでぶらぶらと歩き、地元特産の食品などを見て回ります。いろ
いろな木製工芸品なども売られていますので、船に戻る前に見るのもいいでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。かなり長時間、起伏のある歩道や石畳みの舗道

の徒歩と立ち見観光の行程が含まれますので、歩行や長時間の立ち見に問題がある方にはお勧
めいたしません。観光地訪問の順序は混雑を避ける為に変わる場合があります。ツアー催行人
数には制限がありますので、お早目のご予約をお勧めします。 

 

 

タリン・ハイライト＆ハーバーサイト 
HIGHLIGHTS & HARBOUR SIGHTS  
ツアー番号：TLL030 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間  
 
埠頭から短時間バスに乗り、下町地区に向かいます。その後ガイド同行で、石畳みの街路を散策しなが
らラエコヤ広場をめざします。ピック通りでは、ハンザ同盟都市の特徴である歴史ある商人の館の家並
みや、良く保存された商人のギルドを見学します。中でも最も印象的なのがブラックヘッドの館です。 
素晴らしい太っちょマルガレータ大砲塔にある海洋博物館は、前世紀には防衛施設、倉庫、牢屋が置か
れていた所です。この博物館の見どころはエストニアの海運の歴史で、展示には漁業で使用される道具、
潜水器具、何十年もの間海底から引き揚げられてきた様々な遺物などがあります。この大きな博物館は
４階まであり、塔の上からは絵葉書の様に美しい港と旧市街の景色を楽しむことができます。 
次に飛行艇港とそれを取り巻く倉庫群を見て回ります。現在は潜水艦レンビットがそこに誇らしげに停
泊しています。この潜水艦は英国で建造され、１９３６年に進水式が行われた船で、大戦前からの遺産
を受け継ぎ、２０１１年までは最古の潜水艦として世界の海を航行していたものです。 
ツアーの最後は海洋王国の記憶を新たにするため、砕氷船”スールトゥル“の見学となります。１９ 
１４年建造のこの船は現在に至るまでも世界最大の砕氷船でわずかに残存する戦前の砕氷船として保 
存されているのです。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。長時間の起伏のある歩道や石畳みの舗道の徒歩

観光と立ち見見学の行程が含まれますので、歩行や長時間の立ち見に問題がある方にはお勧め
いたしません。観光地訪問の順序は混雑を避ける為に変わる場合があります。 
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サンクトペテルブルグ 

ST.PETERSBURG  

 

偉大なサンクトペテルブルグとエルミタージュ(昼食付き) 
GRAND ST.PETERSBURG & THE HERMITAGE 
ツアー番号：LED001 
ツアー料金：大人＄１９２～ 子供＄１３２～（３～１２歳） 
所要時間：約８時間４５分 
 
サンクトペテルブルグで忘れがたいハイライトは何といってもエルミタージュ美術館訪問でしょう。ガ
イド同行で、２百万もの名画の中から厳選された展示品を部屋ごとにみてまわります。（見学ルートは
美術館の学芸員によって決められているので、訪問当日にご希望の実術品が展示されているという保証
はありません）。 
その後市内の名所の内いくつかの撮影する機会があります。緻密な彫刻で飾られ鮮やかに彩られた外観
を持つ血の上の救世主教会では素晴らしいお写真が撮れるでしょう。その後もネフスキー大通りや大学
川岸通り、旧海軍省、青銅の騎士像、ロストラの燈台柱、ペトロパブロフスク要塞などを見て回ります。 
ロシア最高の音楽センターのひとつで、理想的な音響効果を備えた国立アカデミック・カペッラで短い
コーラスをお楽しみいただきます。僅かな買い物時間を設けますので、お土産物屋とのお買い物の値引
き交渉を楽しんだ後、市内の代表的なレストランで、民族舞踊ショーを鑑賞しながら伝統的なロシア料
理の昼食をいただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では石畳みの舗道や階段、特にエルミ

タージュでは多数の沢山の階段を徒歩で移動する行程が含まれます。エルミタージュでの写真
撮影とビデオ撮影の料金はツアーに含まれています。但しフラッシュ撮影は禁止されています。
参加人数が限られていますので、お早目のご予約をお勧めします。繁忙期にはエルミタージュ
美術館での混雑が予想され、入場までいかなる天候でも屋外で並ぶ場合があります。美術館に
は長いコートや、大型のバッグ、水などのボトル、傘は持ち込めません。 

 
 
サンクトペテルブルグ パノラマ観光 
PANORAMIC ST. PETERSBURG 
ツアー番号：LED002 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
パノラマ観光で沢山の興味深い名所や歴史的な場所を観光します。美しく装飾された聖イサク大聖堂は、
市の地平線に聳え立つ壮大な黄金色の中央ドームが有名です。一時はロシアの権力の中心であったエル
ミタージュやパレス広場には大帝の住居や官庁やアレクサンドル燈台柱などがあり、歴史に満ちていま
す。 
ネヴァ川の北を通ります。ここでロシア革命の始まりを告げる空砲が巡洋艦オーロラから発砲されたの
です。「血の上の救世主教会」と云う風変わりな名前を持つ教会はアレクサンドル２世が暗殺され血を
流した場所に建てられました。複雑なロシア建築の模擬様式を代表するこの教会には派手な色彩を持つ
ドームがあり、忘れられない光景です。 
ショッピングの為の休憩時間にロシアの工芸品を見たり、お飲物でリフレッシュしたりご自由におくつ
ろぎください。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。徒歩観光はほとんどありません。現地通貨はルーブル

ですが、土産品店ではクレジットカードをご利用になれます。また、USドルとユーロも非公式
にご利用いただけます。撮影の為の停車場所や時間は交通状態をみながら組み入れられます。 

 

 

エルミタージュ美術館 
THE HERMITAGE  
ツアー番号：LED004 
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄７０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
エルミタージュ美術館収蔵のぼう大な数の美術品を全て鑑賞するには一生かかると言っても過言では
ありません。１０００室以上の展示室とホールを持つエルミタージュにはあらゆる時代の美術品のコレ
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クションがあります。この美術館はエリザベートとエカテリーナ２世の時代に建造され、壮大なバロッ
ク様式の「冬の宮殿」と隣接した４戸の建物にはダ・ヴィンチ、ラファエル、ティツィアーノ・ヴェチ
ェッリオやアンソニー・ヴァン・タイクなど含む多くの作品が収蔵されています。 
モザイク模様の床や装飾の施された階段、彫り込んだ表面に絵が描かれた天井、金色に塗られた家具や
孔雀石などで装飾された宮殿自体が目の眩むような豪華さです。館内の展示室をガイドと共に歩き、博
物館の歴史についての興味深い話に耳を傾けます。美術館内の見学路は博物館の学芸員により決められ
る為、どの作品が見学できるかはその日により異なります。 
 
エルミタージュへ向かう途中では、サンクトペテルブルグの一部、ネヴァ川沿い、イサク聖堂、旧海軍
省、ペドロパブロフスク要塞などを車窓から見学することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２時間、多くの階段を含む行程

を早足で移動します。エルミタージュ美術館では混雑が予想され、入場まで屋外で並ぶ場合が
あります。エルミタージュでの写真撮影とビデオ撮影の料金はツアーに含まれています。但し
フラッシュ撮影は禁止されています。美術館内の売店でのショッピングの機会は限られていま
す。ロシアの通貨ルーブルとクレジットカードがご利用になれま。長いコートや大型バッグ、
傘や水などのボトルを美術館内に持ち込むことは禁止されています。 

 
  

エカテリーナ宮殿観光 
CATHERINE PALACE  
ツアー番号：LED008 
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄６５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
ツァールスコエ・セローの町に位置するエカテリーナ宮殿はピョートル大帝の皇后であったエカテリー
ナ１世を称えて命名されました。エリザベートとエカテリーナ２世の統治時代の１８世紀半ばに建立さ
れたこの宮殿の白と金の装飾が施されたバロック様式の正面は長さ約 300メートルに及び、約６千平方
キロの土地は綺麗に刈り込んだ庭園と公園になっています。 
宮殿の中の種々の部屋を見学し、一部の広大な庭園眺めましょう。異なった色合いの琥珀で飾られた琥
珀の間は必見です。宮殿の外側をぐるりと取り巻くローマやギリシャの英雄の胸像が並ぶ長くクラッシ
ックな雰囲気の回廊は女帝エカテリーナの為に屋根付き回廊として、スコットランドの建築家チャール
ズ・キャメロンの手で設計されたものです。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。宮殿内の見学時間は約５０分で、その他に３０

分庭園も散歩します。クルーズ船からの団体用には時間を早めての入場が手配されていますが、
混雑やいかなる天候でも屋外での行列も予想されます。徒歩観光では約２時間半、階段や砂利
道の移動が含まれます。宮殿内では床を保護する為の靴カバーが供給されますが、その為床は
滑り易くなっていますので歩行にはご注意ください。写真撮影とビデオ撮影代はツアー料金に
含まれています。但しフラッシュ撮影は禁止されています。又、琥珀の間では撮影禁止です。
長いコートや大型バッグ、傘や水などのボトルは宮殿内に持ち込めません。 

 
   

ペトロパブロフスク要塞とボートクルーズ 
PETER & PAUL FORTRESS & BOAT CRUISE 
ツアー番号：LED011 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６３～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
１７２１年以来ペトロパブロフスク要塞は守備駐屯地であり、厳重な警備が敷れた政治犯用の牢獄とし
て使われてきました。入獄者にはピョートル自身の反抗的な息子のアレクセイやゴーリキー、トロツキ
ー、また、レーニンの兄であるアレクサンドルが含まれました。 
ピョートル大帝からアレクサンドル３世まで歴代の皇帝と皇后が埋葬されているペトロパブロフスク
寺院を訪れます。寺院の金色の尖塔の上には十字架を抱えた素晴らしい黄金の天使が付いています。こ
の風見はサンクトペテルブルグの象徴の一つとなっています。 
ペトロパブロフスク要塞からほど近い埠頭から運河クルーズ船に乗り、のんびりとクルーズに出発です。
ネヴァ川に沿って進みフォンタンカ川入り謎めいた皇帝パウル１世のミハイロフ城までクルーズしま
す。モイカ川をクルーズして血の上の救世主教会の前を通り川沿いの桟橋で船を降ります。クルーズ船
の下階のサロンでロシアの“シャンパン”が振舞われます。 
 
ご案内：このツアーはバス、運河クルーズ船、徒歩での観光となります。水量と天候状況によってクル
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ーズの経路が変わります。運河クルーズ船への乗下船には１４段の階段があります。ご自分の
クルーズ船に乗り移る為に他の船舶の上を渡ってゆく場合があります。要塞には階段と石畳み
の舗道があります。要塞の牢獄へは３１段の階段があります。観光地の訪問順序は変わる場合
があります。 

 
   

ロシア民族舞踊の夕べ 
RUSSIAN FOLKLORE EVENING 
ツアー番号：LED013 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
 
ドン川のサンクト・ペテルブルグ・コッサックの団員が華麗な舞踊を披露します。カリンカやカチ
ューシャなどのポピュラーソングの夕べお楽しみ頂けます。ロシアは舞台芸術の活動が広く知られ
ており、民族の伝統と音楽を上演する舞踏団を誇りにしています。 
この素晴らしい夕べに伝統の民族衣装も一層の魅力を添えています。休憩時間にロシアのシャンパ
ンが振舞われます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。カジュアルな服装でもお出かけいただけま

す。会場には８０段の階段がありエレベーターはありません。会場は貸しきりではありませ
ん。プログラム内容が変更される場合があります。本文中のツアー内容と実際には異なる可
能性があります 

 
   

ピョートル大帝夏の宮殿観光 
PETERHOF PALACE  
ツアー番号：LED015 
ツアー料金：大人＄１１２～ 子供＄７５～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間１５分 
 
ピョートル大帝夏の宮殿は皇帝の生活の華麗を見本としたような所です。ピョートル大帝は自ら１２０
０平方キロの庭園の草案を描き、見事なシステムを持つ噴水の設計に至っては細かい指示を出しました。
獅子の口を引き裂くサムソンの黄金の像がある大噴水カスケードは最も有名です。宮殿から下方の庭園
へと下る段々を流れる水は大理石の像に水飛沫を浴びせかけながらほとばしり、人工の運河に流れ入り、
フィンランド湾へと注ぎ込みます。宮殿の内部に入り、豪華な王座の間、肖像画の間、白い食堂、中国
の間などを見学します。お帰りに最も便利な乗り物は宮殿から市の中心まで直行の水中翼船です。３０
分でフィンランド湾を横切り、造船所とペトロフスキースタジアムを通り過ぎます。 
 
ご案内：このツアーはバス、水中翼船、徒歩での観光となります。水中翼船が運航しない場合には宮殿

への往復はバスで移動となります。宮殿内見学の所要時間は約１時間で、そのほか、庭園も散
策します。宮殿内は混雑が予想されやいかなる天候の中行列が予想されます。階段を含めて約
２時間半歩きます。ペテルゴフの噴水は予告無しにメンテナンスの為止められることがありま
す。宮殿内の写真撮影とビデオ撮影は禁止されています。床を保護する為の靴カバーが供給さ
れますが、このカバーで床は滑り易くなりますのでご注意ください。長いコートや大型バッグ、
水などのボトルは宮殿内に持ち込めません。 

 
 

ヴィンテージ車ヴォルガ乗車体験 

VINTAGE VOLGA 
ツアー番号：LED018 
ツアー料金：大人＄６５０～ 子供＄６５０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
ソ連共産主義の時代を通じてヴォルガは究極のステータス・シンボルとして見なされてきました。当時
は共産党の最高幹部やセキュリティ幹部でしか使用を許されなかったからです。ヴォルガの製造は１９
５６年から開始されました。 
このツアーでは地元のプロのドライバーと英語ガイド同行で、サンクトペテルブルグ市内を一周すると
いう生涯ただ一度の体験をお約束します。勿論名所観光つきで、ロストラ燈台柱が立つヴァシリエフス
キー島やペトロハブロフク要塞、トロイツキー橋、スモーリヌイ聖堂、血の上の救世主教会などの歴史
的に有名な観光地を巡ります。 
これは完全に参加者だけの専用車ですので、決められた観光時間内であればご自由に停車、下車をして
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いただく事が可能です。 
船に戻る前には５つ星ホテルでリラックスしながら“ハイ・ティー”をお楽しみいただきます。 
 
ご案内：このツアーにはヴォルガの貸切り、ガイド、ドライバー、ハイ・ティーが含まれます。１グル

ープで１名の代表者のみの申し込みを受け付けます。１台のヴォルガは２名まで乗車が可能で、
３名をご希望の場合は別料金が必要になります。行程はお好きな様に決められますが、入場料
や追加料金は含まれていません。また時間延長の場合は、延長料金をいただくことになります
ので、ご了承ください。 

 
 

一般市民の日常生活 
HIDDEN SCENES  
ツアー番号：LED022 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分  
 
 
市内を車窓から観光してからウラジーミル大聖堂を訪れます。１７８９年に完成した大聖堂にはバロッ 
クから新古典主義へ変換期の特徴が良く現れています。独立した鐘楼は円熟した新古典主義の優れた作
品で、聖堂の内部には 1808 年アニチコフ宮殿の小聖堂から運ばれた精巧なバロックの聖画壁がありま
す。大聖堂には有名な教会区の信者で罪と罰の作者であるフョードル・ドストエフスキーがいました。 
サンクトペテルブルグの地下鉄の工事は１９４０年に始まりましたが、第２次大戦で中断され、１９５
５年に完成しました。エレガントな駅となり、地下鉄は地層の上層部が柔らかい為に地下に深く掘り下
げられています。エスカレーターで地下の駅へ下り、２０分間を地下鉄に乗ってみましょう。近代的な
駅や歴史のある古い駅の両方を見ることができます。 
賑やかなクズネクニー生鮮品市場見物は様々な商品を売る地元の人たちの生活振りを知るのには最適
です。このあと、地元のカフェで軽食をどうぞ。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩行時間は１時間半です。歩き易い滑り止め付

の靴をお勧めします。ウラジーミル大聖堂の中では膝、肩や頭を覆った控えめな服装をしてく
ださい。聖堂の敷地内では厳しく禁煙が定められています。クズネクニー生鮮品市場が閉まっ
ている場合は別の生鮮市場の見学となります。市場ではロシア・ルーブルのみ使用できます。
常にガイドのそばを離れないようにご注意ください。地下鉄駅には９７段の階段と急勾配のエ
レベーターがあります。訪問順序は変わる場合があります。 

 
 

エカテリーナ宮殿とピョートル大帝夏の宮殿観光  
THE PALACES OF CATHERINE & PETERHOF 
ツアー番号：LED028 
ツアー料金：大人＄２１４～ 子供＄１３６～（３～１２歳）  
所要時間：約９時間１５分 
 
エカテリーナ宮殿はピョートル大帝の皇后であったエカテリーナ１世を称えて命名されました。白と金 
の装飾の施されたバロックの正面は長さ約３００メートルに及び、広大な土地は綺麗に刈り込んだ庭園 
になっています。宮殿の種々の豪華な部屋を見学し、庭園の一部も覗いてみましょう。ハイライトのひ
とつは各種色合いの違う琥珀で飾られた琥珀の間です。女帝エカテリーナの散策の為にしつらえらえた
屋根付きの回廊にはローマとギリシャの英雄達の胸像が並んでいます。 
ピョートル大帝夏の宮殿はロシアの支配階級の華やかさや誇示、贅沢を表しています。黄金で飾られた
黄色と白の外観の華麗さには度胆を抜かれます。ピュートル大帝はベルサイユ宮殿をモデルに自ら１２
００平方キロの庭園の草案を描き、見事なシステムを持つ噴水の設計に至っては細かい指示を出しまし
た。獅子の口を引き裂くサムソンの金の像がある大噴水カスケードは最も有名です。宮殿の敷地を散策
した後は、豪華な王座の間、肖像画の間、白の堂などを見学します。 
昼食は市内の一流レストランでお楽しみいただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩での観光は約６時間となります。各宮殿内

の見学時間は１時間程で、その他に庭園も散歩します。宮殿見物は人気がありますので、混雑
と行列が予想され、いかなる天候でも屋外で並ぶ場合もあります。床を保護する為の靴カバー
が供給されますが、このカバーで床は滑り易くなっていますのでご注意ください。写真撮影と
ビデオ代はツアー料金に含まれています。フラッシュ付きの撮影はエカテリーナ宮殿内では禁
止、又、琥珀の間では撮影禁止です。長いコートや大型バッグ、傘や水などのボトルは宮殿内
に持ち込めません。 
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エルミタージュと黄金の間 
THE HERMITAGE & GOLD ROOM  
ツアー番号：LED029 
ツアー料金：大人＄１２２～ 子供＄８０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 
 
かつての皇帝の冬の宮殿と隣接する４つの建物には世界でも有数な美術品の蒐集が見られます。このツ
アーではダ・ヴィンチやラファエル・レンブラントやアンソニー・ヴァン・タイクや著名な画家の絵画
などを含む２００万点以上といわれる展示室の一部の部屋を巡ります。見学ルートはエルミタージュの
学芸員によってきめられていますので、希望する美術品が見られるとは限らないことをご了承ください。 
エルミタージュの黄金の間には古代ギリシャや古代スキタイの皇帝の為に創造された驚異的な宝石の
数々や古遺物と、１８世紀から１９世紀の素晴らしい嗅ぎタバコ入れなどが展示されています。 
エルミタージュへ向かう途中でネヴァ川沿い、聖イサク聖堂、旧海軍省、ペトロハブルスク要塞など、
街の一部を車窓から見学します。 
 
ご案内：このツアーには約３時間、多くの階段を含む急ぎ足での徒歩観光の行程があります。観光の繁

忙期にはエルミタージュは大変に混雑するため、いかなる天候時でも屋外で並んでいただく場
合があります。写真撮影料とビデオ料はツアー料金に含まれていますがフラッシュ撮影は禁止
されています。黄金の間での写真とビデオ撮影は禁止されています。美術館内の売店でのお買
い物をする機会は限られています。現地通貨のルーブルとクレジットカードをご利用になれま
す。長いコート、大型バッグ、傘や水のボトルなどは美術館内に持ち込めません。 

 
 

運河クルーズとユスポフ宮殿 
BOAT CRUISE & YUSUPOV PALACE  
ツアー番号：LED030 
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄５１～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
サンクトペテルブルグの運河や水路のクルーズは市内観光の目玉です。素晴らしい名所を眺めながらネ
ヴァ川、フォンタカ川、モイカ川に沿ってクルーズします。クルーズ中、ロシアのシャンパンが振舞れ
ます。 
裕福なユスポフ家が所有するユスポフ宮殿は農夫であり神秘主義者のラスプーチンが殺害された、ぞっ 
とするような歴史を秘めている場所です。謎に包まれた殺害の状況は伝説になっています。列柱の並ぶ
黄色の建物は１８３０年に裕福な貴族のユスポフ家が蒐集した絵画を貯蔵する為に購入しました。ユス
ポフの蒐集したユニークな絵画と教養の高いユスポフ家族の存在は多くの高貴な人やロシアの芸術を
代表する人たちの興味をこの宮殿に惹き付けました。悪名高いラスプーチンに関する展示がある地下室
も見学します。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河クルーズ船と徒歩での観光となります。運河クルーズのルートは水量

と天候状況によって変更されます。クルーズ船の乗り降りには階段があります。ご自分のボー
トに乗り移る為に他のボートの上を渡る場合もあります。宮殿内には沢山の階段がありますし、
地下室には狭く、急な階段があります。歩き易く、滑らない靴をお勧めします。ユスポフ宮殿
内で雨天には床を保護する為に靴カバーをお履き頂きます。混雑が予想され屋外で並ぶ場合が
ある事をご了承ください。   

 
 

絵の様なサンクトペテルブルグ 
PICTURESQUE ST. PETERSBURG  
ツアー番号：LED035 
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄６９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
  
 
このツアーは一生忘れられない思い出を残すツアーでその中のひとつが宮殿広場です。市内で最も有名
な観光地を訪問する前にここでの撮影時間をお楽しみください。 
信じられない程カラフルな教会は復活教会ですが、一般的に血の上の救世主教会として知られています。
この教会はモスクワのワシリー寺院を模したものです。様々な形状を持つ見事な玉ねぎ型ドーム、ビラ
ミッド形の屋根を持つ中央タワー、緻密な装飾が施された数々のアーチや柱などが必見です。この教会
はアレクサンドル２世が暗殺された場所に、建築家アルフレッド・パーランドの手によって１８８３年
から１９０７年の間に建てられ、ロシア芸術の神髄を永久に世界に知らしめる事を目的としていました。 
運河クルーズ船に乗り込む前には短時間ショッピングの時間を設けています。運河クルーズはゆったり
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ペースでネヴァ川を航行し、数々の市内名所、ミハエル宮殿、壮大なエルミタージュ建物群、ワシリー
島、旧海軍省造船所、トロイツキー橋などを見て回ります。 
 
ご案内：このツアーでは約１時間１５分の徒歩観光があり、クルーズ船の乗下船時に１５段の階段があ

ります。お買い物には地元通貨ルーブルが使えますが、地元土産品店では US ドルとユーロも
非公式に受け入れます。観光地の訪問順序は変わる場合があります。運河クルーズは水量や天
候によりルートの変更もあり得ます。またご自分の船に乗り移る為に他の船の上を渡る場合も
あります。 

 
 

アレキサンドリンスキー劇場でのバレー観賞 
EVENING AT THE ALEXANDRINSKY  
ツアー番号：LED036 
ツアー料金：大人＄１３２～ 子供１００～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
 
アレキサンドリンスキー劇場はロシア古典主義の中でも際立つ建物です。この劇場はオストロフスキー
広場にある建物群の一部をなすもので、中央のファサードはネフスキー大通りに面しています。優雅な
ファサードには６本の白い柱があり、屋上はピメノフの手になる青銅のアポロ騎馬像が飾られています。 
この豪華で伝統的なロシアの劇場ではチャイコフスキーの有名な白鳥の湖の夜公演をお楽しみくださ
い。 
休憩時間にロシアの“シャンパン”またはジュース、ミネラルウォーターのもてなしがあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。劇場は貸しきりではありません。座席は事前に

指定できず、行きのバスの中で座席番号付のチケットが手渡されます。上演中に写真とビデオ
撮影は禁じられています。カジュアルな服装でもお出かけ頂けます。バスから劇場内までは１
０分歩いていただきます。劇場内のご自分の座席まではそれぞれ割り当てられた階により数段
の階段があります。エレベーターもありますが人数が限られているので並ぶ場合があります。 

 
 

サンクトペテルブルグ徒歩観光 
ST.PETERSBURG ON FOOT  
ツアー番号：LED048 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
バスで数々の歴史的事件が起こった宮殿広場に向かい、ここからウォーキングツアーが始まります。 
ガイド同行でネヴァ川に並行して連なり、旧王立海軍省のファサードの南側と西側に沿って広がるアレ
クサンドロフスキー庭園を散策します。この英国風庭園は、世界中から５２種類の樹木を取り寄せてこ
の地に移植したロシアのアレクサンドル２世にちなんで名付けられました。その中心に据えられている
のがピョートル大帝の青銅の騎士像です。 
公園の中を通り西に向かうと現在はロシア憲法裁判所の本部となっている元老院と宗務院の威容が見
えてきます。元老院広場に到着すると中央に素晴らしい黄金の丸屋根が輝くイサク大聖堂に圧倒されま
す。教会のデザインは一般的で、丸屋根はのちにアメリカの首都ワシントンＤＣにある国会議事堂を模
したものと言われています。 
その後はバスに戻り僅かな移動でネフスキー大通りとロシア正教の本拠地であるカザン大聖堂に向か
います。続いてエカテリーナ運河から有名な血の上の救世主教会を見て回ります。 
地元のお土産物でお飲物などいただきながら一息を入れ、買い物をする機会など楽しんだ後、ペトロパ
ブロフク要塞や海軍省博物館のそばを通って帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は主として舗装された平坦な地面を約

２時半歩くものです。歩き易い靴をお勧めします。雨天でもツアーは催行されます。お土産物
屋では米ドル、ユーロ、クレジットカードがご利用いただけます。 
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エカテリーナ宮殿と琥珀工房 
CATHERINE PALACE & AMBER WORKSHOP  
ツアー番号：LED052 
ツアー料金：大人＄１０８～ 子供＄９５～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
 
バスの背にもたれてリラックスしながら喧騒の都市サンクトペテルブルグの市街を抜け、ツァールスコ
エ・セローに向かいます。 
到着後は精緻なバロック様式で３００メートルのファサードがあり、白と黄金の装飾で飾られたエカテ
リーナ宮殿を訪問します。ガイド同行で宮殿内の豪華な部屋の数々を見て回ります。宮殿訪問のハイラ
イトのひとつの琥珀の間の様々な色合いの琥珀が貼られた壁は必見です。 
その後宮殿の数か所の別館のひとつにある琥珀工房を訪問します。この工房は琥珀の間の修復の為に設
立されました。昔ながらの技術を用いた熟練の琥珀職人たちの手でひとつひとつの宝石が形づくられて
ゆき、琥珀の間に昔ながらの栄華を取り戻すべく日々の作業が進められています。この伝統的な技術を
用いた宝石製作の様子を目の前で鑑賞し、ツアーの最後には自然石である琥珀の欠片が記念として手渡
されます。この欠片は元々琥珀の間の装飾に使用される様に集められたものですが、結局壁の模様と合
致しなかった為に取りのけられていたものです。 
非常にユニークなツアーですので、お早目のご予約をお勧めします。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。宮殿観光では混雑が予想され、入場までいかな

る天候でも屋外で並ぶ場合もあります。階段や砂利道の舗道を約２時間３０分程歩きます。床
を保護する為の靴カバーが供給されますが、このカバーで床は滑り易くなっていますのでご注
意ください。写真撮影とビデオ代はツアー料金に含まれています。フラッシュ付きの撮影はエ
カテリーナ宮殿内又、琥珀の間では撮影禁止です。長いコートや大型バッグ、傘や水などのボ
トルは宮殿内に持ち込めません。 

 

 

サンクトペテルブルグの秘宝  
HIDDEN GEMS 
ツアー番号：LED063 
ツアー料金：大人＄１００～ 子供＄９０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間４５分 
 
サンクトペテルブルグはロシアの中でも素晴らしい建築物が溢れていることで有名ですが、まだ人目の
つかない隠れた名所が多く存在するのも事実です。市街をめぐる景観ドライブで目をこらし新たな発見
してみましょう。 
エラーギン宮殿はあまりなじみのない宮殿ですが、ここはアレクサンドル一世の母親である皇太后マリ
ア・フョードブロブナが住んでいた宮殿です。設計は青年時代のカルロ・ロッシの手によるもので、ロ
ッシはその後サンクトペテルブルグの新古典主義建築の大部分を手掛けて有名になりました。この宮殿
にはどこか親しみがあり、居心地の良い雰囲気があり、様々な展示のある一階の部屋はどこでも自由に
見て回ることが出来ます。ガイド同行で皇后の衣裳部屋、精緻に彩色された陶磁器の書斎、絹のダマス
ク織りで飾られた青の貴賓室を見て回ります。またのどかな敷地内でしばしば白鳥やガチョウやアヒル
などが泳ぐ光景が見られる池の周りを散策する自由時間もあります。 
宮殿の裏側をつたってゆくと、オランジェリーの館の中にあるガラス博物館が見つかります。小規模な
がら魅力的な博物館は２つの部門に分かれ、貴重なガラス工芸品の展示と、近代的手法をつかったモダ
ンな食器や装飾品の対比を見ることができます。 
このツアーは静かで落ち着いた雰囲気の中で進められますので、のんびりとお出かけしたい方にお勧め
します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は主として平坦な地面を約１時半歩く

ものです。宮殿内の洗面所へは約２０段の階段があり、テラスへは１６段の階段があります。
宮殿内の敷地でスナックやお土産をお買い求めできますが、ロシア・ルーブルのみの支払いと
なりますのでご注意ください。 
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サンクトペテルブルグ自由探訪 
ST.PETERBURG EXPLORER  
ツアー番号：LED065 
ツアー料金：大人＄７０ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間４５分 
 
バスの背にもたれてリラックスしながら聖イサク広場までの道中美しいサンクトペテルブルグを車窓
から見学します。車中では終日観光の計画を立てる為の地図が配られます。聖イサク広場に到着後は聖
イサク聖堂(外部見学のみ)、街を象徴する青銅の騎士像、ネヴァ川の美しいパノラマを含む周囲の観光
名所の写真撮影をお楽しみください。そしてガイドを共にマルスの広場まで歩きます。ここでは約１時
間３０分の自由時間があります。かつては皇帝親衛隊の行進路であったこの広場は、現在は市民公園と
なっていて、ライラックの木に縁どられた美しく手入れのされた庭園が広がっています。マルスの広場
から短時間歩くと人工の島で１７０４年から市民公園として親しまれていた夏の庭園に到着します。ま
た徒歩圏内にあるサンクトペテルブルグ最大の名所である血の上の救世主教会も見学することもでき
ます。 
最終訪問地は市の中心にあるネフスキー大通りです。ここではガイドから様々な提案を聞きながら、各
自で約３時間ご自由に名所巡りをしていただきます。お勧めは有名な食料品店エリセーエフスキー見学
でここでは食品そのものより芸術作品の様な陳列方法に驚かされます。その後ネヴァ川に向かって各自
で運河クルーズをお楽しみいただくか、大通りに沿って散策し、地元の店やカフェに立ち寄って日常を
楽しんでいるサンクトペテルブルグ市民の様子を観察してみるのもいいでしょう。 
さらに探訪を楽しむ為に、名所の全ての説明が録音されたインタラックティブ・オーディオペンを予約
されてはいかがでしょうか？  
 
ご案内：このツアーには入場料や食事、お飲物は含まれていません。全ての質問や疑問に答える為、終

日ガイドが控えています。このツアーは約６時間各自で散策していただくものです。またロシ
アの公衆トイレは有料で、現地通貨ルーブルのみ使用できます（米１ドル相当をお支払くださ
い）。 

 
   

サンクトペテルブルグ 2日間観光 （昼食 2 回付） 
SIMPLY ST.PETERSBURG  
ツアー番号：LED067 
ツアー料金：大人＄３３０～  子供＄２４９～（３～１２歳） 
所要時間：２日間 
 
このツアーはよりリラックスしたペースで行われる２日間の周遊ツアーで、各名所をより身近にご覧い
ただくものです。ゆったりと休憩を取り入れながら、必見の名所を組み込みました。エルミタージュ美
術館とエカテリーナ宮殿では開館時間の前の優先入場の特典があり、混雑を避けての入場をすることが
でき、ピョートル大帝の夏の離宮ぺテルゴフの大噴水と庭園まで水中翼船で向かい、地上からとは異な
る角度から街の景色をお楽しみいただけます。市内観光中では地元のレストランでの昼食をお取りいた
だき、プーシキン観光ではより自由に観光が出来る様にボックスランチが用意されます。 
サンクトぺテルブルグでは、エカテリーナ宮殿と有名な「琥珀の間」、血の上の救世主教会、エルミタ
ージュ美術館、ペトロハブロフスク要塞などが観光名所の内部観光を予定しています。また数多くの違
った顔を持つこの都市を違う視点から見学する為のリバークルーズに乗船する前に、装飾が豪華なメト
ロ駅に降りて地下鉄の乗車体験もお楽しみいただけます。 
参考となる観光行程は以下の通りです。 
 
第一日 
・エカテリーナ宮殿と庭園見学 
・ボックスランチを頂く自由時間 
・ピョートル大帝夏の宮殿の下の公演と上の庭園 
・市内への帰路での水中翼船での景観観光 
・ペトロハブロフスク要塞とバスでの市内見学 
 
第二日 
・市内ドライブと地元のファーマーズマーケット見学 
・エルミタージュ美術館見学 
・地元のレストランでリラックスしながらの昼食 
・装飾の施された地下鉄の乗車体験と血の上の救世主教会見学 
・リバークルーズ船に乗り市中にめぐらされた運河と川の観光 
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ご案内：このツアーはミニバス、バス、地下鉄、クルーズ船、徒歩での観光となります。１つのツアー
グループはガイド１名につき１６名までとなっています。全ての訪問地での入場料金、写真撮
影とビデオ撮影の料金が含まれています。曜日によっては観光地の訪問順序が変更になる場合
があります。第一日目に観光を終えて船に戻る時間は午後５時半を予定していますので、夕刻
のツアーにもご参加いただけます。歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。館内には長いコ
ートや大型バッグ、傘や水などのボトルは持ち込めません。クレジットカードがご利用いただ
け、まだ US ドルとユーロも非公式に使えます。ボートの行程は水量と天候状況によって変更
される場合があります。 

 
   

 
サンクトペテルブルグ魅惑の２日間 （昼食 2 回付） 

SPLENDOUR OF ST. PETERSBURG 

ツアー番号：LED068 
ツアー料金：大人＄３８０～ 子供＄２８９～（３～１２歳） 

所要時間：２日間 
 
ミニバスでのツアーは１６名以内での移動となっていますので、サンクトぺテルブルグの観光を余すと
ころなくお楽しみいただけることと思います。エルミタージュ美術館とエカテリーナ宮殿では開館前の
優先入場が手配されていますので、他の団体に先駆けて観光を楽しむことが出来ますし、ピョートル大
帝夏の宮殿大噴水と公園へは水中翼船で移動するので市内の交通大渋滞を避けることができます。市内
を観光中には地元のレストランで昼食をお取りいただき、プーシキン観光ではより自由に観光が出来る
様に昼食はランチボックスが手渡されます。 
 
サンクト・ぺテルブルグでは、数か所の観光名所の内部観光を予定しており、カテリーナ宮殿と有名な
「琥珀の間」、血の上の救世主教会、エルミタージュ美術館、ペトロハブロフスク要塞、ユスポプ宮殿、
イサク聖堂などが含まれています。装飾が豪華なメトロ駅に降りて地下鉄の乗車体験もお楽しみいただ
た後は、色々な顔を持つこの街を運河クルーズの上からご覧ください。 
 
参考となる観光行程は以下の通りです。 
 
第一日 
・エカテリーナ宮殿と庭園見学 
・ピョートル大帝夏の宮殿 自由時間での庭園散策とランチボックス 
・印象的な下の噴水公園と上の庭園 
・水中翼船でゆったりと市内への移動 
・ペトロハブロフスク要塞、血の上の救世主教会、イサク聖堂見学 
 
第二日 
・地元のファーマーズマーケットと自由時間でのショッピング 
・エルミタージュ美術館見学 
・地元のレストランでの昼食と休憩タイム 
・ユスポフ宮殿観光とラスプーチンの数奇な人生 
・運河ボートに乗り異なる角度からの市内観光 
 
ご案内：このツアーはミニバス、バス、地下鉄、クルーズ船、徒歩での観光となります。全ての訪問地

での入場料金、写真撮影とビデオ撮影の料金が含まれています。曜日によっては観光地の訪問
順序が変更になる場合があります。第一日目船に戻るのは午後５時半を予定していますので、
夜のツアーにもご参加することができます。歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。館内に
は長いコートや大型バッグ、傘や水などのボトルは持ち込めません。クレジットカードがご利
用は頂けます。US ドルとユーロも非公式に使用できます。ボートの行程は水量と天候状況に
よって変更される場合があります。 
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サンクトペテルブルグ 2日間完全制覇 （昼食 2 回付） 
COMPLETE ST. PETERSBURG  
ツアー番号：LED069 
ツアー料金：大人＄４３０～ 子供＄２９９～（３～１２歳） 
所要時間：２日間 
 
 
ピョートル大帝夏の宮殿はベルサイユ宮殿に対抗して建てられた宮殿で、フィンランド湾を見下ろす丘
にあります。ピョートル大帝自ら３００エーカーの庭園の草案を描き、見事なシステムを持つ噴水の設
計に至っては細かい指示を出しました。獅子の口を引き裂くサムソンの黄金の像がある大噴水は最も有
名です。宮殿から下方の庭園と下りる階段を流れる水は大理石の像に水飛沫を浴びせかけながらほとば
しり、人工の運河に流れ入り、フィンランド湾へと注ぎ込みます。庭園を散策したあと、宮殿内の豪華
な王座の間、肖像画の間、白い食堂を見学します。 
パリにはルーブルがあるように、サンクトペテルブルグにはエルミタージュがあるのです。かつて皇帝
や皇后の住まいであった宮殿は現在では世界有数の美術館になっています。エルミタージュには膨大な
芸術品が所蔵されており、その全てを見るのには一生かかることでしょう。エリザベートと女帝エカテ
リーナの時代に建てられたバロック建築の荘厳な“冬の宮殿”と隣接した４つ建物にはダ・ヴィンチ、
ラファエル、ティツィアーノやレンブラントなどの作品が所蔵されています。美術品だけではなく、モ
ザイク模様の床や装飾の施された階段、彫刻と絵が描かれた天井、金箔の家具や孔雀石、瑠璃石、壁玉
などの装飾が施された宮殿自体が豪華で目の眩むようです。ガイドと共に展示室を見て回りながら美術
館の歴史や美術、建築について説明を聴きましょう。（エルミタージュ博物館内の見学路は博物館の学
芸員により決められるため、このツアー中どの作品が見学できるかは保証できません）。 
ロシアでも裕福な一族の一つユスポフ家が所有するユスポフ宮殿を訪れます。１７６０年に建設された
この宮殿をユスポフ家は蒐集した絵画を収納する為に１８３０年に購入しました。ユスポフの蒐集した
ユニークな絵画と教養のあるユスポフ家に興味を惹きつけ、宮殿には数多くのロシア文化を代表する
人々が訪れました。宮殿はラスプーチンが皇帝ニコライ２世に悪影響を与えることにフェリックス・ユ
ソは危惧し、悪名高いラスプーチンの殺害場所が起きた場所でもあります。 
もともとスウェーデンの攻撃から街を守る為にペトロパブロフスク要塞と教会は建造されましたが、ロ
シアの「ロンドン塔」となり、ピョートル大帝自身の息子を含む政治犯の収容所となりました。町でも
一番背の高い建物の一つ教会を訪れます。 
その後クルーズ船に乗り、ネヴァ川の北側をクルーズし、フォンタンカ川に入ります。その後、最も謎
めいた皇帝パオロ一世の居城でのミハエラ城へ。引き続きモイカ川へとクルーズし、「血の上の救世主
教会」の前を通過し、ロシアの“シャンパン”いただきながら冬の運河へと向かいます。 
両日とも市内の一流レストランでの昼食が含まれています。 
 
２日間のサンクト・ペテルブルグ・ツアーではピョートル大帝夏の宮殿へ向かう途中、郊外の住宅街を
走行します。 
 
ご案内：このツアーはミニバス、クルーズ船及び徒歩での観光となります。１グループの人数は１６名

までとなっています。ツアー案内に記載されている観光場所は２日間に振り分けて行われます。
交通や訪問先の混雑具合によってはツアー順序が変更されることがあります。第一日目のツア
ーは午後５時半ごろに船に戻る予定ですので、ご希望の場合は夜のツアーもご参加いただけま
す。写真撮影やビデオ撮影料はツアー料金に含まれていますが室内のフラッシュ撮影が禁じら
れている場所もありますのでご注意ください。ペテルゴフ宮殿内では写真、ビデオ撮影は禁じ
られています。宮殿内やエルミタージュ美術館は混雑しますので、入場までいかなる天気でも
屋外で並ぶ場合もあります。ツアー中は多くの階段と砂利道をかなり長い間歩く行程が含まれ
ます。歩き易く、滑り止め付の靴をお勧めします。ペテルゴフの噴水は予告なくメンテナンス
が行われる場合があります。宮殿では靴のカバーをつけていただきますが、滑りやすいのでご
注意ください。ユスポフ宮殿では雨天時に床を保護する為の特別靴カバーを付けていただきま
す。靴カバーは宮殿の入り口に用意してあります。館内は長いコートや大型バッグ、傘や水の
ボトルなどが持ち込めません。お買い物の時間は僅かしかありません。クレジットカードが利
用いただけますが、US ドルとユーロも非公式にご利用いただけます。クルーズ船の行程は水
量と天候状況によって決定します。ご自分の船に乗る為に他のボートの上を通らなければなら
ないこともあります。このツアーの予約はエリザベス号出航日の７日前に締め切られます。 

 
   

 
 
 
 
 



 24 

サンクトペテルブルグ入門２日間ツアー(昼食２回付き) 
ST.PETERBURG INTRODUCTORY PACKAGE  
ツアー番号：LED071 
ツアー料金：大人＄３２５～ 子供＄１９９～（３～１２歳） 
所要時間：２日間 
 
はじめてサンクトペテルブルグを訪れる方は、どうやってこのバルト海の真珠といわれる素晴らしい都
市の名所の全てを観光したらいいのかお迷いになることでしょう。このパッケージは１日目にサンクト
ぺテルブルグの広範囲の景観観光と夜のエンターテインメントとしてロシア民族舞踊ショーが組み込
まれ、２日目には終日エカテリーナ宮殿とピョートル宮殿観光で構成されます。 
サンクトペテルブルグ・パノラマ観光は約３時間４５分です。２日間かけての探訪の旅の始まりは素晴
らしい美しい景観を車窓より堪能し、イサク聖堂、エルミタージュ、宮殿広場、血の上の救世主教会な
どの名所見学が含まれます。色鮮やかな宮殿や装飾の施された教会をお写真に収めましょう。地元の工
芸店でお土産を探し、有名なマトリョーシュカ人形やファベルジュ・エッグのレプリカなどをご自宅へ
お土産にお持ち帰るのもよいでしょう。 
ロシア民族舞踊ショーは４時間で、ロシアの伝統衣装を身に着けた出演者による見事に振り付けらえた
舞踊や、浮き浮きさせてくれる音楽などをお楽しみいただきます。休憩時間にはロシアのシャンパンを
味わっていただけます。 
２日目のエカテリーナ宮殿とピョートル宮殿の観光は合計で約９時間１５分。サンクトペテルブルグを
離れ、豪華で気品があり、贅沢に満ち溢れた１日を、ロシア皇帝の夏の離宮であった華麗な宮殿と庭園
を見て回ります。昼食は地元の一流レストランでグラスのロシアのシャンパンと共にお楽しみいただき
ます。 
それぞれの観光の詳細や個人周遊ツアーは、ボヤージ・パーソナライザーをご参照ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このパッケージはクルーズ前に事前にお申込

みください。パッケージの中で使用されない箇所の払い戻しは出来かねます。ご自分のグル
ープに最適なものかどうかを確認する為に予めボヤージ・パーソナライザーをご確認くださ
い。 

 
   

ロシア皇帝たちと暗殺事件  
EMPERORS & ASSASSINATIONS  
ツアー番号：LED073 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄６０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
サンクトペテルブルグの徒歩観光では、街に巡らされた運河や優雅な橋を渡り夏の庭園へとご案内しま
す。人工の島の上にあるこの庭園は１７０４年までその歴史が遡り、ピョートル大帝によって設計され
たものです。サンクトペテルブルグで最もロマンチックで気分が高揚する場所を心行くまで散策してみ
ましょう。 
ミハイロフスキー宮殿は、冬の宮殿よりも安全な宮殿をと、偏執症とも言われたパーヴェル一世の設計
により建設された赤レンガの建物です。しかし皮肉にもパーヴェル一世がここに住むことが出来たのは
わずか４１日間で、皇帝は自分の寝室で暗殺されてしまったのです。敷地内やミハイロフスキー公園内
を通ると、玉ねぎ型のドームが特徴の血の上の救世主教会に到着します。アレクサンドル二世が暗殺さ
れた正にその場所に建てられた教会内部を見学ください。 
更に徒歩観光は続き、文化の中心である芸術広場へ向かいます。この広場には素晴らしい博物館、劇場、
コンサート・ホールが並んでいますが、これらは全て新古典主義建築で有名なイタリア人建築家カル
ロ・ロッシの手になるものです。自由時間を設けますので写真撮影や、近くのギフトショップでのお土
産品ショッピングなど思い思いの時をお過ごしいただき、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では平坦な舗道を約２時間半歩きま

す。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。このツアーは雨天でも催行されます。 
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インタラクティブ・オーディオペン 
INTERACTIVE AUDIOPEN® 
ツアー番号：LED074 
ツアー料金：大人＄２０～ 子供＄ Ｎ/Ａ 
所要時間：約７時間４５分  
 
画期的なインタラクティブ・オーディオペン® を片手に、魂を奪われる程魅力的な市内の歴史的名所の 
自由観光をお楽しみください。オーディオペンとインタラクティブ・マップがセットになっているこの
ＩＴ器具では、すでに必要な情報の全てが録音されている地図の行きたい場所のアイコンをチェックす
ればその名所にまつわる史実や伝統などを音声で聞くことができます。そのため参加者がご自由に観光
プランを組み立てることが可能で、興味のある場所だけを選択して回ることができます。このオーディ
オペンは「サンクトペテルブルグ自由探訪ツアー」に欠かせないアイテムで、ひとり歩きにもカップル
での自由観光にも最適な道具となっています。 
 
ご案内：このオーティオペンは｛サンクトぺテルプルグ・自由探訪ツアー｝をお申込みの方だけに提供

されるものです。返却されなかった場合や返却時に破損が発見された場合は６０ポンドの追徴
金が船内会計に加算されます。１本のオーディオペンは２名まで共同で使用可能です。３名以
上のグループではそれぞれ必要数のオーディオペンをお買い求め下さい。 

 
   

エルミタージュ ゆっくり観光 
THE HERMITAGE AT A SLOWER PACE 
ツアー番号：LED075 
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄７０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
サンクトペテルブルグの市街を抜ける観光ドライブでは、ネヴァ川沿い、イサク聖堂、旧海軍省、ペト
ロハブロフスク要塞などを車窓から見学します。エルミタージュ美術館は１０００以上の展示室を持ち
３百万以上の収蔵品を誇る世界有数の美術館で、ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ティツィアーノ・ヴェチ
ェッリオ、レンブラントなどの傑作が所狭しと展示されています。 
美術館に到着したらガイドと共に正面玄関から入り２階まで階段を上ってゆきます。そこからゆっくり
したペースで美術館の歴史、芸術と建築にまつわる興味深い説明に耳を傾けながらのツアーがはじまり
ます。エルミタージュ美術館の見学ルートは美術館の学芸員によって決められていますので、必ずしも
希望する美術品を見られる保証はありません。 
見学が始まり４５分を過ぎた所で小休止となり、更にガイド付きツアーをご希望の方はそのまま見学を
お続けになるか、又は約５０分の自由時間をご自分のペースでゆっくりと美術館を見て回るかのどちら
かを選ぶことができます。それぞれの見学終了後は再びガイドと合流し、バスでの帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーは通常の美術館ツアー（ＬＥＤ００４）の様に２時間連続して歩き続ける事が出来

ない方の為に特別に企画されたものです。ガイドはゆっくりとしたペースでの移動を心掛けて
いる為、結果として美術館の限られたエリアのみの見学となります。美術館の２階を見学する
ため、階段を上る必要があります。美術館はかなりの混雑が予想され、雨天の場合でも入場ま
で屋外で並ぶ場合もあります。写真撮影とビデオ撮影の料金はツアーに含まれていますが、フ
ラッシュ撮影は禁止されています。美術館内ギフトショップでのお買い物の時間は限られてい
ます。現地通貨のロシア・ルーブルとクレジットカードが使用できます。長いコート、大型の
バッグ、傘と水などのボトルは美術館内に持ち込めません。 
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素晴らしいファベルジェ 
FABULOUS FABERGE  
ツアー番号：LED076 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
帝都サンクトペテルブルグの名所をバスでゆったり楽しみながら、見事に修復されたシュバロフ宮殿に
向かいます。フォンタンカ川岸にたたずむネオクラシック様式の建物はサンクトペテルブルグでも美し
いと称される宮殿の一つです。宮殿の中心にはカール・ファベルジェの世界最大級のコレクションがあ
り、有名なインペリアル・イースターエッグが 9つ含まれます。 
ファベルジェとインペリアル・イースターエッグの物語はロマノフ朝最後の皇帝ニコライ 2世と皇后ア
アレキサンドラの人生と愛が絡み合っています。エッグは皇帝と皇后の個人的な贈り物で、悲劇の物語
に導くロマノフ王朝の最後までシリーズが計画されました。皇族の為に製作された 50 個のエッグの内
42個が現存しています。 
宮殿内の見事に修復された部屋の壁には素晴らしい美術品がかけられており、有名なロシアの宝石職人
や銀細工師などの作品を含む見事なファベルジェのコンテンポラリーな作品が展示されています。そし
てプーシキンアートギャラリーのお店に立ち寄り、自由時間を設けますのでお土産物や装飾の施された
ファベルジェ・エッグのレプリカをお買い求めいただけます。 
 

ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。このツアーには多くの階段を含み適度なペ

ースでの徒歩による観光が約 1 時間半含まれます。宮殿内では写真撮影が禁止されています。

クレジットカードがご利用いただけます。長いコート、大型バック、傘、ボトルなど宮殿内に

は持ち込めません。 
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 Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに参加す

るお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加するに

は独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショア

エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は注意

を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求め

ます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ

加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、

お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあ

たり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる

側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意

深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、キュナ

ード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況でもエク

スカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責任を負

いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュ

ナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購

入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。キュナー

ド社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損害に対し、責任を

負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日や時間、

残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済みのツアー代金は変更されませ

ん。事前予約されたショアエクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約されたショ

アエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込まれ

たショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなります。ツアー代金は大

人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーシ

ョン内容又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までの

お子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを

購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情

報が変更になる場合があります。ツアー内容に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の

未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発時間は最

後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や特定のショアエク

スカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内に記載されている箇所や訪問順序

は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエクスカー

ションの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。ツアー

は先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーにアクセスし、キャ

ンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取消が発生した場合は電子

メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤ

ージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パー

ソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちを

している場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点か

ら出発時間や料金などが変更になっている場合がありますので時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。クルー

ズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させてい

だきます。 
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取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ

ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された

取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よりも前の

取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額返金いたします。

ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカード又はデビットカードへ

全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内

のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオフィスに

ご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら返金できません。

全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエクスカーションは催行され

ません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する

権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申

し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りの

オンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝いが出

来ます。ご希望の場合は、寄港の48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエクスカーションと異

なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後の予約の取消は取消料

が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関の水

準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバスを手配致

します。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用されます。バスによってはス

テップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで使用される飛行機の座席は特別

にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合

流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電

話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電子メー

ルでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアーの手配などの

助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バスのステップに乗るこ

とは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下

さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経

験や実践的情報が入ったツアー内容をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車

椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手

伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありま

せん。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。

船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常

用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーか

どうかご確認ください。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェブサイ

ト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出来る限り事前

に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写された詳細や道具などは

特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

 

※ショアエクスカーション規定と条件は 2016 年 1 月 20 日時点の情報です。 

各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。 



 
                            

                                   

 

 

 

 

 

クイーン・エリザベス 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 

 

 
【健脚レベル：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚レベル：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚レベル：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 
 



 

 
【重要なご案内】 
活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 

【重要なご案内-ビーチ/ウォーターに関連して-】 
水が含まれるいかなるツアーにお申し込みの方は、特に注意してご参加く
ださい。水泳の前のアルコール飲料や満腹になるほどのお食事はお避け下
さい。浮きジャケットが与えられたら、必ず着用ください。海は予想出来
ないことが起こることをご留意ください。監視人はいないことが多く、水
に入るのが安全かどうか知らせる旗などがない場合もあります。また、海
辺のアクティビティーは監視されておらず、監視人がいない場合もあり、
ツアー中に含まれる海岸又は海での安全はご自身でお守りください。海に
入る際は海底や水中の状況が驚かされる場合もあり、海岸や海底が安全か
視察していないので、特に気を付けてください。水際にいる際は必ずお子
様を監視してください。海辺や水、海中が含まれる全てのアクティビティ
ーはご自身の責任となります。水中では水着、タオル、日焼け止め、平底
の靴を着用する必要があります。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・エリザベス 

バルト海ハイライト １５日間 

ショアーエクスカーション案内 
 

ハンブルク 

HUMBURG 

 

中世リューネブルク観光 
MEDIEVAL LUNEBURG  
ツアー番号：HAM014 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄５４～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
ハンブルク全体の印象をつかむドライブをお楽しみいただいた後、リューネブルクに向かいます。 
色濃い歴史と伝統が残る都市リューネベルクは、中世では”白い黄金“と称された貴重な塩と結びつい
ている都市です。塩田の存在がリューネベルクを経済的に豊かにし、ハンザ同盟の有力なメンバーとし
て他都市にも強い影響を与える重要な都に押しあげたのです。この都市の美しさを完全に味わうは旧市
街での徒歩での観光が欠かせません。歴史的に重要な建造物が建ち並ぶ様子は、中世でこの都市がどれ
だけ栄華を誇っていたかの証明になるでしょう。現在でもリューネルクでは塩がスパの街として重要な
役割を果たしており、病気の治療として数多くある塩水の温泉が湯治用に利用されています。市内を歩
き回り、石畳の小路をたどってゆくと、１２４０年頃に建てられた市庁舎など歴史的建造物にめぐりあ
うことができます。 
自由時間には、数多くのお店がならぶ中世の趣に満ちた都市の散策をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。リューネベルクまでの移動は片道約４５分から

５０分かかります。徒歩観光は約２時間で、数段の階段も含まれます。ヒールの無い歩き易い
ウォーキングシューズをお勧めします。徒歩観光中、足を休める為に無料でレストランに立ち
寄ることは可能ですが、その際は少々の寄付を置くのが普通です。公共の洗面所などをご使用
の場合はユーロで約５０セントのお金がかかります。日曜にはほとんどの商店は閉店となりま
すのでご注意ください。  

 
   

ハンブルクお手軽観光 
SNAPSHOT OF HAMBURG  
ツアー番号：HAM021 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ハンブルクはヨーロッパで１，２を争う広大な港湾都市として有名です。洗練された国際都市の雰囲気
を味わえるこの都会には広壮なオフィス・ビルや、整備された遊歩道や華麗なショッピング・モールが
連なり、世界的な音楽事業が展開される都会でもあり、有名な歓楽街レーパーバーンがある所でもあり
ます。ハンブルクは同時にドイツの中でも最も緑豊かな都市としても有名で、美しい公園や広々とした
芝生が至るところに見られます。 
市庁舎、ドイツ最古の株式取引場、赤レンガ倉庫街、優雅で豪華なショッピング・エリアのひとつであ
るユングフェルンシュテーク、ハンブルクの高級住宅地のひとつであるアウセンーアルスター地区の散
策など、この大都会のパノラマ・ツアーをお楽しみください。 
その後、世界的に有名な歓楽街レーパーバーンを観光します。この場所こそ１７世紀初頭にレーパー一
族が風俗業を開設した場所で、今日この通りはグロスフライハイト、ヘルベルト通リと並んで“罪深い
１マイル”と称されています。 
地元では“ミッシェル”と呼ばれる聖ミカエル教会はドイツ北部のバロック建築として最大のものでハ
ンブルク随一の名所となっています。聖ミカエル教会には４台のオルガンがあり、これも教会の内部に
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置かれたオルガンとして世界最大のものといわれています。ツアーの途中この教会に立ち寄り素晴らし
いオルガン演奏の歓迎を受け、驚異的な音響効果をご鑑賞ください。 
船に戻る前には初期の飾り窓の家の姿が見られるクラメラスチューベン界隈の散策をお楽しみいただ
けます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーは主に車窓観光で、教会では数段の

階段を含む徒歩による３０分のツアーが含まれます。 
 
 

ユダヤ人の歴史と強制収容所見学 
JEWISH HAMBURG & FORMER CONCENTRATION CAMP 
ツアー番号：HAM023 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５４～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 
 
午前中はパノラマ都市ハンブルクの観光です。ここには４００年以上も前にユダヤ人のコミュニティが
形成され、この都市の発展に大きな役割を果たしていました。ツアーはハンブルクの観光名所、市庁舎、
ドイツ最古の株式取引場、世界中から集められたスパイスやコーヒー、紅茶を売る店が連なるゴシック
様式の赤レンガ倉庫街などを車窓より観光します。途中、優雅なショッピング・エリアであるユングフ
ェルンシュテークの中を通ります。 
車窓観光の途中、１６００年代にさかのぼるユダヤ人墓地や、第二次大戦で破壊された当時は新設だっ
たシナゴーク跡などを巡ります。その場所は現在ハンブルク・ホロコースト記念館として保存されてい
おり、ボランティアの団体が“憎しみのない世界”をめざして活動を続けています。 
ハングルクの郊外にあるのがノイエンガンメ強制収容所記念館です。この歴史的建造物は第二次世界大
戦時ドイツ北西部最大の強制収容所で１０万人以上のユダヤ人がここに収容されていたとされていま
す。時間が許す限り“ノイエンガンメ強制収容所１９３８－１９４５と戦後；歴史の痕跡”という主要
展示を自由にご見学ください。展示ではノイエンガンメ強制収容所とその付属の収容所の歴史に焦点が
あてられています。収容所の見学を終えた後は記念碑まで短時間のドライブをします。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。平坦な舗装道路を約１時間半歩いていただくこ

とになります。ツアーの訪問順序は前後する場合があります。記念館の展示は戦争中の残虐行
為を示す図版や展示があり精神的にきつい部分もある事をご了承ください 

 

 

リューベックと老舗菓子店ニーダーエッガー訪問 
LUBECK & NIEDEREGGER  
ツアー番号：HAM029 
ツアー料金：大人＄８７～ 子供＄４９～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 
 
一時は “ハンザ同盟の女王”と称されたリューベックは歴史と伝統が色濃く残る都市で、ただただ美
しいの一言で表される都市です。楕円形の島の上に広がる旧市街は大きな感銘を与えるもので、中世の
ゴシック建築が当時のまま残る名所です。 
リューベック到着後はガイド同行で、ホルステン門からアルスタット（旧市街）の中に入ります。最初 
に目にするのがドイツで最古の建造物のひとつである聖マリエン教会と代表的ゴシック建築の市庁舎
です。その後も聖霊救済院、世界的な作家でリューベック生まれのハイリッヒとトーマス・マン兄弟の
住居だったブッテンブロークス・ハウスなども見て回ります。またこの都市で最も魅力ある観光名所で
８２もあるヴォーンガング（横丁）の一か所を歩くのも楽しみのひとつです。 
その後は有名なカフェ、ニーダーエッガーを訪問します。ここではコーヒーや紅茶とともに有名なマジ
パンのお菓子を味わっていただきます。お土産用に、何十種類もあるチョコレートがけマジパンの中か
らお好きなものをお買い求めいただくこともできます。 
 
ご案内：リューベックまでの移動は片道約７５分から１時間半となります。このツアーには約２時間の

ガイド付きでの徒歩観光が含まれます。階段や起伏のある道路を歩きますのでヒールの無い歩
き易いウォーキングシューズをお勧めします。徒歩観光中足を休める為に無料でレストランに
立ち寄ることは可能ですが、その際は少々の寄付を置くのが普通です。公共の洗面所などをご
使用の場合はユーロで約５０セントのお金がかかります。日曜にはほとんどの商店は閉店とな
りますのでご注意ください。  
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コペンハーゲン 

COPENHAGEN 

 

コペンハーゲン・パノラマ観光 
COPENHAGEN PANORAMA  
ツアー番号：CPH002 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
この市で最も有名な人魚姫の銅像は必見です。この銅像はハンス・クリスチャン・アンデルセンと彼の
有名なお伽噺に感謝の気持ちを籠めて１９１３年に完成させました。近くのカステレトの公園には北欧
の女神ゲフィオンの伝説を現す有名なゲフィオンの泉があります。 
王室の居城であるアマリエンボー宮殿を写真に収めてから活気あるニューハウン地区へ。近くのキング
ス広場の周りにはロイヤル劇場、在外公館やファッショナブルな店があります。中世以来の魚市場の倉
庫や、カールスバーグビールの産みの親のデンマーク人カール・ヤコブセンが創設したグリプトテクも
見ます。世界中でも古い遊園地のチボリガーデンはグリプトテクに隣接していますので外から覗いて見
ましょう。埠頭に戻る前に市庁舎とローゼンボー宮殿を垣間見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。観光場所の入場見学はありませんが、時間と交通事情

が許す限り、数か所で写真撮影の為停車をする予定です。徒歩による観光は全体で３０分程で
す。 

 
   

チボリ公園と湾内クルーズ 
TIVOLI & HARBOUR CRUISE  
ツアー番号：CPH007 
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
運河クルーズ船に乗り込み、ゆったりペースで約５０分のクルーズをお楽しみいただきます。水面を滑
る様に移動しながら人魚姫の銅像や、昔の海軍基地区域であったホルメンなどの名所の前を通ります。 
コペンハーゲンの有名な遊園地チボリの雰囲気をしっかりと吸収しましょう。市の中心にあるチボリが
１８４３年に開園して以来、何百万人もの人が訪れています。 
チボリ公園での自由時間ではお好きなようにお過ごしください。メリーゴーラウンド、ローラーコース
ター、音楽とダンスなど楽しいことが一杯。楽しく踊りまくる世界をカフェやレストランに座って眺め
るのも良いでしょう。入園時にお帰り時の待ち合わせ時間や場所をご案内いたします。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河クルーズ船での観光となります。クルーズ船までは短時間歩いていた

だき、約１０段の階段の上り下りがあります。チボリ公園への入場料はツアー料金に含まれて
いますが、遊園地には乗り物などのアトラクションやスロットマシン、土産物屋などの料金は
含まれていませんので、その都度各自でお支払いください。ハイシーズン中は沢山の人出や、
催し物の待ち時間が予想されます。観光の順序が逆になる場合があります。 

 
 

ワンダフルワンダフル・コペンハーゲン 
WONDERFUL WANDERFUL COPENHAGEN  
ツアー番号：CPH009 
ツアー料金：大人＄８３～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
埠頭からの短時間のドライブで、デンマークで最も有名な女性に出合うことができます。どこかもの悲
しげに海を見つめているこの人魚姫の銅像は１９１３年からこの場所に座っています。その近くにある
カステレット公園の中心にあるのが北欧の女神ゲフィオンの伝説をモデルにしたゲフィオンの噴水で
す。 
フレディリクスタットを通りぬけると王家のお住まいであるアマリエンボー宮殿につきます(外観のみ
見学)。この宮殿はヨーロッパで最も美しいと言われている広場を取り囲むように４つの同じ大きさの
ロココ様式の宮殿からなっています。デンマーク観光は美味なペストリーの試食抜きには語れません。
短時間の休憩時間をお取りしますので、紅茶やコーヒーと共に甘いお菓子をご賞味ください。その後は
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市の中心のファッショブルで人気の高い地区でオープンカフェやレストランが建ち並ぶニューハウン
に向かいます。ニューハウンの隣にはキングス広場があり、ロイヤル劇場や在外公館が建ち並びます。 
次に街を異なる角度か眺める時間です。ゆったりと５０分の運河クルーズに乗船し、ホルメン教会、旧
株式取引場などを船上から眺めます。クリスチャンハウン運河沿いの進むと、目を見張る美しさの救世
主教会、新たにオープンしたコペンハーゲン・オペラハウス、その向かいにそびえるアマリエンボー宮
殿などを水上から見ることが出来ます。 
 
ご案内：このツアーは運河クルーズ船での観光となります。クルーズ船の乗下船には約１０段の階段が

あります。運河クルーズのルートは天候や、停泊埠頭によって変わる場合があります。ツアー
の終了後はクルーズ船かる船までは短い距離を歩いていただく場合があります。 

 
 

コペンハーゲン徒歩観光とクルーズ  
WALK & CRUISE  
ツアー番号：CPH025 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
埠頭からは徒歩でウォーターフロントのランゲリニエ・ヨットマリーナ沿いを移動し、人魚姫の銅像に
立ち寄ります。その後コペンハーゲン港の入口を守る為に造られた城塞に目に見張り、聖アルバン英国
国教教会の隣にあるゲフィオンの泉でしばし足をとどめます。デンマーク女王の居城であるアマリエン
ボー宮殿のすぐ横には、モダンかつエレガントなアマリエ公園が広がっています。 
宮殿のすぐ近くには素晴らしいレストランやバーが並ぶファッショナブルなプロムナードのニューハ
ウン地区があります。地元のレストランで徒歩の疲れを癒します。デンマークの有名なペストリーを飲
み物などで一息入れましょう。 
休憩の後はロイヤル劇場を通り過ぎ、石畳みの舗道や狭い路地を渡ってホルメンス運河のそばにあるホ
イブロ広場に向かいます。道路を渡り、デンマークの国会議事堂や王室迎賓室が置かれているクリスチ
ャンスボー宮殿をまじかにご覧ください。 
ガンメルストランドからコペンハーゲン港に停泊している運河クルーズ船に乗船します。数々のコペン
ハーゲン名所を水上から見学し、ウォーキングの疲れをいやし、くつろぎながら景観をお楽しみくださ
い。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河クルーズ船での観光になります。ツアーには石畳みや平坦な道路を含
む約２時間から２時間半の徒歩観光が含まれます。歩き易い平底の靴をお勧めします。 
 

 

３か所の観光エリアを気の向くままに 
FREE TIME AT THREE SITES   
ツアー番号：CPH044 
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
３か所を巡るバスに乗車した後は、渡されたコペンハーゲンの地図を頼りに、自由に観光プランを組み

立てて町巡りを楽しむツアーです。 
最初の停車地はコペンハーゲン大聖堂です。ここでは大聖堂の内部を見学するか、ボヘミアン地区を散
策するかのどちらかを選べます。またニューハウン（新広場）やガンメルハウン（旧広場）を訪れてコ
ペンハーゲン市裁判所や、１６０８年までさかのぼるコペンハーゲン最古の噴水、カリタスの井戸など
を見学することも可能です。２番目の停車地、ガンメル・ストラントでは有名なショッピング通りであ
るストロイエを散策するか、デンマーク国会があるクリスチャンスボール城や旧証券取引場、海軍教会、
トーヴァルセン美術館を見学などお選びいただけます。３番目の停車地はデンマークの女王マルガレー
テ２世の居城であるアマリエンボー宮殿です。ここでは１時間の自由時間の中で美しい広場から宮殿を
眺めたり、その近くのヨーロッパで４番目に大きなドームがあるマーブル教会、あるいは短時間歩いて
ニューハウンに向かい、魅力一杯の由緒ある家並みや活気のあるウォーターフロントを楽しんだりと自
由に時をお過ごしいただけます。 
人魚姫の像のお写真撮影なしにはコペンハーゲン観光は終わりません。 
 
 
ご案内：このツアーはバスでの移動となります。ツアーアシスタントが最終集合時間と場所など情報を

ご案内いたします。但しアシスタントはツアーガイドではない事をご承知ください。コペンハ
ーゲンの地図が提供されます。ツアーには観光場所の入場料は含まれていません。  
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コペンハーゲン完全制覇 (昼食付き)  
COMPLETE COPENHAGEN  
ツアー番号：CPH046 
ツアー料金：大人＄１３２～ 子供＄７２～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間 
 
景観を楽しみながらコペンハーゲンの町全体をドライブ、途中デンマークの最も有名な住人である人魚 
姫の銅像で撮影タイムをとります。その後、尖塔を取り巻くらせん状の階段が有名な救世主教会、人々 
で賑わうウォーターフロントのニューハウンで、旧株式取引場とデンマークの国会があるクリスチャン
スボー宮殿などを回ります。王室の居城であるアマリエンボー宮殿でも短時間停車して撮影タイムを設 
けます。 
カールスバーグビール工場に到着後、カールスバーグの歴史、蒸留技術を学び、世界最高のラガービー
ルと讃えられている数種のビールの試飲をお楽しみいただきます。ビール工場訪問中に、伝統的なデン
マーク料理のランチをご堪能ください。 
昼食後は橋を渡ってコペンハーゲン郊外にあるアマゲール島へ向かいます。島の突端にあるのが絵の様 
に美しいドラゴール村です。ガイド同行で魅力溢れるウォーターフロントを渡り、狭い小路を通って伝 
統的な赤い屋根に黄色い壁の家並みを見て回ります。 
再び活気に満ちた都会に戻り、乗り物を運河クルーズ船に変えてクリスチャンハウン沿いをゆったりと
クルーズを楽しんでいただきます。 
 
ご案内：このツアーはバス、運河クルーズ船と徒歩での観光となります。観光地の訪問順序は変わる場

合があります。ツアー中には約２時間、平坦な道路を徒歩で移動する行程が含まれます。 
 

 

おとぎの国のお城と田園地方観光 
FAIRLYTALE CASTLES & COUNTRYSIDE  
ツアー番号：CPH056 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
モダンな都会を後にして、素晴らしいデンマークの田園地方を通り、ヒレレズと堂々たるルネッサンス
様式のフレデリクスボー宮殿に到着します。この宮殿は３つの小さな島の上に建てられ、美しく手入れ
がなされた庭園と小さな湖に囲まれています。 
息をのむような景色が宮殿の中に入る前から既に目の前に広がっています。前庭を歩き進むと華麗なネ
プチューンの噴水が、宮殿外観に無数に取り付けられた銅製の尖塔が背景に現れ一生忘れられない印象
を与えてくれます。宮殿の中に入り、大きな広間を通り抜け、数えきれない程に飾られた肖像画や油絵、
家具や美術品などを通し、約５００年のデンマークの歴史を垣間見ることが出来ます。 
デンマークのお城巡りには、文学史上最も有名なお城のひとつであるクロンボー城、通称「ハムレット」
城の観光を抜きには語れません。ここでは城壁の周りを散策していただいた後、城の厩舎として使用さ
れていた部屋でコーヒーや紅茶と共にペストリーお楽しみください。 
コペンハーゲンに戻り、街で一番有名な住人の人魚姫の銅像で短い撮影タイムをとります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアーにはフレデリクスボー宮殿の内部見学と

クロンボー城の外観観光が含まれます。徒歩観光は約２時間で数段の階段があります。 
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コペンハーゲンの見どころとスムーシ 
CITY SIGHTS & SMUSHI  
ツアー番号：CPH059 
ツアー料金：大人＄１４０～ 子供＄９０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ツアーはまずコペンハーゲンの主な見どころを周ります。デンマークの童話作家ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセンを記念して建てられたリトルマーメイドの像で僅かなお写真の時間を設けます。引き
続き、アマリエンボー宮殿へ向かいます。4 つの同じ宮殿に囲まれており、ヨーロッパでも最も美しい
広場の一つと言われています。ニューハウン周辺はかつて船乗りの間ではとても有名で、現在では飲み
物や昼食、夕食などを頂くファッショナブルなエリアとなっています。通り沿いにはぴっちりと立ち並
ぶ色とりどりな建物など、運河沿いに係留された木製の船など、とても風情があります。次に訪れるの
はロイヤルカフェで、折衷室内装飾とクラシックなオープンサンドイッチと寿司をコンテンポラリー風
に組み合わせた料理スムーシを考案したことで有名です。カフェのユニークな室内装飾と風変りなかわ
いい小物に魅了されながら数々のスムーシとグラスワインをご賞味ください。 
カフェを離れ、徒歩で数本の歩道が一つに重なる活気あふれるホイブロ広場に移動します。ここからは
迎賓館やデンマーク国会議事堂として使用されているクリスチャンスボー城の美しい景色が眺められ
ます。 
ツアーの最後に景観ドライブを楽しみ、シタデル、ゲフィオンの泉とローゼンボー城を通り、船に戻り
ます。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。ツアーには徒歩による観光が 30分含まれ、

階段や石畳が含まれます。参加人数が限られるため、早めのお申し込みをお勧めします。訪問
順序が入れ替わる場合があります。 

 

 

クロンボー城と海洋博物館観光 
KRONBORG & MARITIME MUSEUM  
ツアー番号：CPH058 
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供＄５７．５０～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 
 
デンマークは常に海洋王国として世界にその名を馳せてきました。フレデリク二世によって１５８５年
に建てられたクロンボー城は、現在ユネスコの世界遺産に登録されていますが、デンマークとスウェー
デンを分断するエーレスンド海峡を渡る海上交通を統制する重要な役割を果たしていました。ルネッサ
ンス時代の“通行道路”の役割を果たすこの海峡で、世界中から渡ってくる交易船から“海峡通行税”
と言う税金を課していたのです。 
ガイド同行での城内観光では、デンマークの財宝にまつわる話や、ルネッサンス時代に王族たちがどの
様にこの城を利用していたかの歴史が語られます。６２メートルある宴会場は一時北ヨーロッパで最長
のものといわれた場所です。 
クロンボー城は長い間「ハムレット」のお城として知られてきました。世界中の劇場や城内の劇場でも
未だにハムレット伝説の上演は人気のある舞台となっています。長年に渡りローレンス・オリビエ、デ
レク・ジャコビ、最近ではジュード・ロウなどといった俳優たちが、この城内や要塞部分でハムレット
役を演じてきました。 
城内のレストランで軽いスナックをお楽しみいただいた後はお城の近くにある、以前は乾ドックだった
場所に建てられた海洋博物館を訪れます。スロープ状になった通路を下に降りていって地下博物館に入
場すると、色彩豊かな展示物が目の前に広がっています。この博物館ではデンマークが過去から現在に
至るまで世界を代表する船舶貿易国のひとつである事が、ビルに直接映し出された映像などからわかり
ます。帰路は美しい光景が見られるオーレサウンドを通ってコペンハーゲンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアー中約２時間半、階段や石畳みの舗道を歩

く行程が含まれます。歩行に問題があり、長時間の立ちっぱなしが出来ない方にはお勧めいた
しません。ヒールの無い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。城内は車椅子の使用
ができません。海洋博物館での写真撮影は禁じられています。 
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市内観光とローゼンボー宮殿 
CITY SIGHTS & ROSENBORG CASTLE 
ツアー番号：CPH060 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄７０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ツアーはコペンハーゲン市内の数か所の観光から始まります。デンマークの世界的童話作家ハンス・ク
リスチャン・アンデルセンを讃えるために建てられた人魚姫の銅像の前で短時間撮影時間を設けてあり
ます。次に王室の居住宮殿であるマリエンボー宮殿に向かい、ほとんど同じ様式と大きさで建てられた
４つの宮殿に囲まれたヨーロッパで最も美しい広場と言われる宮殿広場をご覧ください。シタデルとシ
ェラン島を創造したといわれる女神ゲフィオンの伝説を表したゲフィオンの泉の周りを巡ります。 
ニューハウン地区は一時水夫たちのたまり場として有名でしたが、現在は市内で最もおしゃれな地区と
して数々のカフェやレストランが建ち並ぶ繁華街となっています。色彩豊かな建物が道路沿いに隙間な
く建ち並んでいて、運河に勢ぞろいしている木製の船舶にとって完璧な背景になっています。 
ローゼンボー宮殿は現在ではクラシックなデンマーク・ルネッサンス様式の完璧な見本となっています。
高くそびえるタワーに砂石の装飾がついた赤レンガの外壁の建物はクリスチャン４世が手掛けた数々
の建築プロジェクトの中でも、代表的な建造物となっています。ガイド同行の宮殿内部見学では、王室
所有の宝物などを間近でご覧いただく機会があります。 
帰路はのんびりとしたドライブでデンマークの国会議事堂と王立迎賓室がおかれているクリスチャン
スボー宮殿の前を通ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバンと徒歩での観光となります。ツアー中約５０分、起伏のある歩道や石畳

みの道路を歩いていただき、お城の中では約８０段の階段の上り下りが含まれます。ツアーの
催行人数は限られていますのでお早目のご予約をお勧めします。宮殿内ではフラッシュ撮影、
三脚を立てての撮影は禁じられています。観光地の訪問順序は変わる場合があります。 

 

 

市内観光、チボリ公園と“ザ・ニンム”観光 
CITY SIGHTS, TIVOLI & “THE NIMB” 
ツアー番号：CPH061 
ツアー料金：大人＄１３５～ 子供＄８５～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ツアーはコペンハーゲン市内の数か所の観光から始まります。デンマーク観光では世界で最も有名なデ
ンマーク人＝人魚姫の銅像の撮影抜きでは完璧といえません。この銅像は世界的童話作家ハンス・クリ
スチャン・アンデルセンを讃えるために１９１３年に建てられました。人魚姫はどこか悲しげなまなざ
しで憧れの王子様を探しているかの様です。 
ニューハウン地区は一時は水夫たちのたまり場として有名でしたが、現在は市内で最もファッショナブ
ルな地区として数々のカフェやレストランが建ち並ぶ繁華街となっています。色彩豊かな建物が道路沿
いに隙間なく建ち並んでいて、運河に勢ぞろいしている木製の船舶にとって完璧な背景になっています。
次の訪問場所は王宮のアマリエンボー宮殿と王宮広場でヨーロッパでの最も美しい広場の一つと言わ
れています。デンマークの国会と王室の迎賓室のあるクリスチャンスボー宮殿の周りを通り過ぎます。
チボリガーデンと遊園地は市庁舎の隣にあり、第二次世界大戦で壊滅的被害を受けた市の中では奇跡的
に残っている最古の遊園地となっています。ガイド同行で世界的に有名で歴史のある公園を散策します。
アンデルセンもこの公園を訪れ数々の童話のヒントを得ていたと言われています。公園の中には、地元
の人々に“ザ・ニンム”と呼ばれているムーア人に影響を受けた独特の外観のニンム・ホテルがありま
す。チボリの中で最も古い建造物で、ここでは簡単なスナックと共にスパークリング・ワインをお楽し
みいただけます。 
帰路はパノラマ景観を楽しみながら埠頭に向かいます。 
 
ご案内：このツアーはミニバンと徒歩での観光となります。ツアー中約４５分、階段や石畳みの舗道を

歩いていただく行程が含まれます。このツアーの催行人数には限りがありますのでお早目の予
約をお勧めします。観光場所の訪問順序は変わる場合があります。 
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ストックホルム 

STOCKHOLM 
 
ストックホルム水路巡り 
STOCKHOLM WATERWAYS  
ツアー番号：STO001 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２２～（３～１２歳） 
所要時間：約１時間半 
 
ストックホルムは淡水のメーラレン湖とバルト海が合流する地点に計算されて造られ、水の上から 
見るのが最も美しいのです。しばしば“水の上の美女”と称される１４の島と本島の上に広がる都市は 
５０以上の橋で繋がれています。 
水は日常生活に大事な役割を担っています。全面積の１/３以上は水であり、ボート遊び、水泳、魚釣 
りなどがこの都市の人気なアクティビティーです。輝く水面をクルーズし、橋の下をくぐり、水門を通
り、旧市内の王宮や壮麗な市庁舎、ユールゴーデン島、ヴァーサ号博物館、スカンセン野外博物館やチ
ボリ“グローナ・ルント”遊園地、最初に出来た群島フィヤーデルホルマナや居住地区のハンマリビー
臨海地区などをご覧下さい。 
 
ご案内：このツアーはボートでの観光となります。停泊埠頭の状況によってはボートまでお歩き頂くか、

短距離をバスで移動して頂くかになります。ボートの中では飲み物などを販売していますので
現地通貨（スウェーデンクローネ）をご用意ください。 

 

 

ストックホルム名所めぐり 
STOCKHOLM HIGHLIGHTS  
ツアー番号：STO004 
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
都市全体が見渡せるフィアルガータン展望台へドライブします。このツアーの目玉は美しいメーラレン
湖の畔に立つ市庁舎見学です。１９２３年に落成した壮麗な建物はスウェーデンの職人と彫刻家、芸術
家の１２年に渡る企画の結晶です。沢山の素晴らしいホールがありますが、その中でも有名なホールは
毎年ノーベル賞受賞晩餐会が行われるブルーホールとモザイクで知られているゴールデンホールです。 
このあと、ストランドヴェーゲンに沿って王室オペラ劇場の前を通り、ヴァーサ号博物館など諸々の博
物館やストックホルムの娯楽施設があるユールゴーデン島へ。 
世界でも有数の大きさを誇る名声高い戦艦ヴァーサは１６２８年の処女航海でストックホルムの内海
に沈没しました。ヴァーサ号博物館は、１９６１年に引き上げられ、昔の栄光の姿を取り戻した１７世
紀の戦艦を囲っています。 
ツアーの締めくくりに旧市内でガイドと合流し、徒歩で歴史的に優雅な王宮と大聖堂を外から観光しま
す。バロックスタイルの入り口や紋章飾りが特徴の狭く、曲がりくねった小路や石畳の路を遊歩しまし
ょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアーには約２時間半徒歩での移動が含まれま

す。市庁舎には６０段の階段があります。 
 

 

愛しのストックホルム 
SWEET STOCKHOLM  
ツアー番号：STO005 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
フィアルガータン展望台からは素晴らしい街の景色が見られ、ストックホルムの内海を見下ろすように
立つ王宮などがある魅力あふれる中世の旧市街ガムラスタンの景観が楽しめます。旧市街に隣接する歴
史的な島リッダーホルメン島ではメーラレン湖と市庁舎の素晴らしい景観を楽しむことができます。 
ストランドーヴァーゲンに沿って王室オペラ劇場を過ぎユールゴーデン島に向かいます。そこには素晴
らしい公園と庭園がありカフェやレストラン、博物館が建ち並んでいます。 
その後は在外公館の地区や豪壮な高級住宅が建ち並ぶおしゃれなエステルマルム地区、モダンなショッ
ピング街やビジネス街があるハムンガタン、セルゲル広場をドライブします。 
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伝統的なスウェーデン式のカフェでは軽いお飲物とペストリーを味わっていただきます。 
クングスホルメン島では、強い印象を受ける市庁舎の前を通り、西の橋を渡ってセーデルマルムに戻り
ます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。主として車窓からのパノラマ観光となり、各名所の訪

問は含まれていません。但し数か所での撮影の為、停車を予定しています。 
 
 

 

市内観光とヴァーサ博物館見学 
PANORAMIC & VASA MUSEUM  
ツアー番号：STO009 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ストックホルム入門ツアーではまず、市内のモダンな中心地とビジネス地区を観光します。 
魅惑ある中世の旧市街を通り、王宮、王室ドラマ劇場の前を通り、ストランドヴェーゲンに沿ってスト
ックホルムの娯楽と運動施設のあるユールゴーデン島へ向かいます。この島には素晴らしい公園がある
だけではなく、スカンセン野外博物館やヴァーサ号博物館など諸々の博物館があるのです。 
ヴァーサ号博物館は１６２８年の処女航海でストックホルムの内海に沈没した１７世紀の戦艦を取り
囲むように建てられています。ヴァーサ号は１９６１年に引き上げられ、昔の栄光の姿を取り戻し、真
の生きた歴史を見る事ができます。この素晴らしい船はかつて世界最大の大きさを誇る、最も名声高い
戦艦でした。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光になります。最大限にお楽しみ頂く為には徒歩観光が必須です。ヴ

ァーサ博物館での見学時間は約１時間１５分です。 
 
 

ストックホルム・パノラマ観光 
STOCKHOLM PANORAMA  
ツアー番号：STO012 
ツアー料金：大人＄５１～ 子供＄２７～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間３０分 
 
ストックホルム入門ツアーではまずは車窓からストックホルムの数多くの名所を見学し、後で再び訪れ
たい名所をご確認頂けるツアーです。フィアルガータン展望台からは市内の素晴らしい光景や、ストッ
クホルムの内港を見下ろすように聳える王宮がある中世の街“ガムラスタン”が見渡せます。 
ストランドヴェーゲン通り沿いにある王立ドラマ劇場を通り、ユールゴーデン島へ。この島はグローナ
ルンド遊園地、スカンセン野外博物館など素晴らしい公園や庭園などリクリエーションなどがあること
で知られています。17世紀の軍艦が展示されているヴァーサ号博物館もあります。 
引き続き在外公館のある地区エステルマルムを通り、ハムンガータン通りとセーゲル広場などのモダン
なショッピング街やビジネス街を走行します。クングスホルム島からノーベル賞記念晩餐会が毎年開か
れる市庁舎を望む事ができます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。ストックホルムの全体像をつかんでいただくツアーで

すので、写真撮影の為以外には停車しません。 
 
 

旧市街とアイスバー 
OLD TOWN & ICEBAR 
ツアー番号：STO013 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄９０～（３～１２歳） 

所要時間：約３時間 
 
世界で初めて作られたアイスバーに向かう前に旧市街の魅力を満喫しましょう。旧市街の狭く曲がりく
ねった小路や石畳の路を散策し、歴史的な気品を湛える王宮の外観を観賞します。大広場には旧証券取
引所があり、今日ではスウェーデンアカデミーとノーベル博物館になっています。自由時間を設けます
ので素晴らしい旧市街の中で土産品などお捜しください。そして中心へ短期間ドライブして“涼しい”
体験が待っています。 
暖かい服装をして氷で出来ているアイスバーの中へ。バーは通年マイナス５度に設定されていますので、
中に入る前に毛皮のポンチョとミットが手渡されます。飲み物は拳骨ほどの氷の塊をくり抜いたキュー
ブに注がれ、透明なアイスの塊で出来たバーの上に置かれます。壁やテーブルもスウエーデンとフィン
ランドの境界線を流れるトーネ川の氷で出来ています。ウオッカのお飲物がサービスされます。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。アイスバー内の低温が健康状態に影響するを及

ぼす方には不向きです。アイスバーはキュナードのお客様の貸切ではありません。旧市街の徒
歩観光では急勾配の石畳みの坂が含まれます。 

 

 

ストックホルムと空からの眺め 
STOCKHOLM & SKYVIEW 
ツアー番号：STO027 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄６９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
巨大なゴルフボールに似たエリクソン・グローブ・アリーナは世界最大の球体形をしたビルです。ガラ
ス製ゴンドラに乗り、スリルある 2分間の旅でビルの最上部まで向かいます。海抜１３０メートルまで
到達した地点でカメラ撮影をお忘れなく。ゴンドラの通称“バブル”からストックホルム市街全体の素
晴らしい光景を見渡すことが出来、途中一時停止しますので存分にパノラマ写真をお撮りください。 
その後、安定した地上に戻り、市街の主な見どころを車窓から見学します。魅力溢れる中世溢れる旧市
街ガムラスタン、ストックホルムの内港を見下ろす王宮を通り、市の娯楽＆レクリエーション・センタ
ーで素晴らしい公園や美しい庭園を備え世界的に有名なヴァ―サ号博物館のあるユールゴーデン島な
どを通ります。クングスホルメン島では、建築の巧みさとモザイクが素晴らしいノーベル賞受賞式が開
かれることで知られる荘厳な市庁舎の外観がご覧いただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。歩く時間はほとんどありませんが、バスの乗下時には

階段があり、スカイビューの入口には３０段の階段を歩いていただきます。 
 

 

屋根伝い歩きツアー 
ROOF TOP WALKING TOUR  
ツアー番号：STO028 
ツアー料金：大人＄１５０～ 子供＄ N/A 
所要時間：約３時間 
 
ストックホルムでとてもユニークなツアーに挑戦してみませんか？ガイド同行で市街の屋根伝いに歩
いて眼下の景観を楽しむツアーです。安全ハーネスを身に着け、狭い屋上に足を踏み出します。素晴ら
しい景色を見ながらガイドが語る魅力的な歴史物語に耳を傾けましょう。 
このウォーキングツアーはまず旧国会議事堂ビルのエレベーターで最上階まで上り、それから屋上まで
の階段を上って地上４３メートルの屋外に出る事からはじまります。屋上からはストックホルム市街の
３６０度のパノラマが見られ、長い歴史を持つ旧市街のガムラスタン、その向こうにはストックホルム
を形成する全１４の島のうちの８つの島を見ることができます。狭い通路に沿って一列に並んで歩くに
つれて、フランシスコ派の僧侶によって建立され、歴代のスウェーデン国王が埋葬されているリッダー
ホルム教会の尖塔が目の前に迫ってきます。 
その後ちゃんと地上に戻った後、旧市街の観光に乗り出します。市街を見下ろす様に建つ長い歴史を誇
る王宮のエレガントな外観を写真に収めましょう。狭い石畳みの舗道を歩き、小さなブティックや工芸
品店、アートギャラリー、アンティークショップが並ぶ界隈を見て回ります。旧市街の中心には大広場
のストルトゲットがあり、旧証券取引場は現在スゥーデン・アカデミーの本部となっており、毎年ノー
ベル文学賞の選考と発表が行われています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光になります。身長１５０センチ以上、体重が１１０キロ以下

の方がご参加いただけます。過去に心臓病の病歴や高所恐怖症や失神症の方にはお勧めいたし
ません。または薬や酒の影響を受けてい方はの参加は固く禁止されています。体力的に自信の
ある方のみ参加いただけます。平底の爪先の閉じたウォーキングシューズをお勧めします。 

 
   
ストックホルム気まま観光 
STOCKHOLM ON YOUR OWN   
ツアー番号：STO034 
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２７～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 
 
ツアーはストックホルムの娯楽＆レクリエーション・センターであるユールゴーデン島の訪問からはじ 
まります。この島は１７世紀の戦艦ヴァ―サ号が展示されているヴァーサ号博物館があることでも有名
です。そして最近になって、この場所に人気歌手グループＡＢＢＡザ・ミュージアムが設立されました。 
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数多くある博物館のいくつかを訪問したり、美しい庭園を散策したりと思い思いお過ごしください。 
次の訪問地はストックホルム最古の地域で、心地よい親しみやすさが味わえるガムラスタン(旧市街)で 
す。市街を見下ろす様にそびえる王宮のエレガントな外観の見学や１６世紀から１９世紀のバロック様 
式の門構えや、武具で飾られた建造物が並ぶ狭い小路や石畳みの舗道のそぞろあるきもお勧めです。 
ストルトルゲット（グレート広場）には、元証券取引場で現在はスウェーデン・アカデミーの本部とし
て使用されている建物やノーベル博物館があります。旧市街でしばしの時間をお楽しみいただくか、市
の中心まで短時間歩いてみるのも一考でしょう。 
ストックホルム市の中心には有名な老舗デパートＮＫやオーレンスがあり、最終集合時間までお買い物 
を楽しむことができます。のんびりと散策をお楽しみになりたい方は近くに広がるクングストラッドゴ 
ーデン庭園を訪れ、数多く並ぶオープンカフェでリラックスしながら町の雰囲気を心行くまで味わって 
いただくこともできます。 
 
ご案内：町歩きに必要な情報や、各所トランスファーでの集合時間や集合場所をお伝えする為ツアーア

シスタントが控えています。但しアシスタントはツアーガイドではありませんのでご了承くだ
さい。参加者にはストックホルムの市街地図が手渡されます。各観光場所の入場料金は含まれ
ていません。 

 

 

スウェーデンの大スター、ＡＢＢＡ ミュージアム 
ABBA THE MUSEUM-THE SWEDISH SENSATION 
ツアー番号：STO035 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ＡＢＢＡミュージアムは２０１３年 5月にオープンし、スウェーデンの新たな音楽の殿堂となりました。
ＡＢＢＡはデビュー時から現在に至るまでスウェーデンで最も成功した人気バンドで、世界中で３億７
千８百万枚のアルバムを売り上げています。グループの中でストックホルム生まれは一人しかいないの
ですが、多くの人々はストックホルムを彼らの故郷とみなしています。 
埠頭から市の中心へ向かう途中では、ベニー・アンダーソンが最初の公演を行った市庁舎を車中より見
ることができます。その後１９７６年に王室の結婚式を祝う為に伝説的なコンサートが開かれた王立オ
ペラ劇場を通過します。 
この記念館は１９７０年のＡＢＢＡのデビュー当時から、１９７４年の”ウォータールー“の爆発的ヒ
ット、大々的な成功を収めたワールド・ツアー、そして１９８３年の解散に至るまでの歴史を余すこと
なく伝えてくれます。 
解散以後もＡＢＢＡはありとあらゆる世界的音楽プロジェクトに取り上げられ、中でもビョルン・ウル
バースとベニー・アンダーソンの手によって脚色されたミュージカル”マンマ・ミア！“はＡＢＢＡの
楽曲を起用し、世界中に新たなＡＢＢＡブームを巻き起こしました。2013年“ＡＢＢＡゴールド”のＣ
Ｄは英国音楽史上最大の売り上げを誇るものとなりました。 
ＡＢＢＡミュージアムはバンドの歴史や音楽を語り１９７０年代８０年代に予想もつかなかった大成
功を収めた過程などが展示され、音楽ドキュメンタリーフィルムや、彼らの楽屋の様子、ステージの再
現などと共にＡＢＢＡの全てが学べる場所となっています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。記念館は夏場にピークシーズンを迎えますので

かなりの混雑が予想されます。記念館の内部では手押し車は禁止されています。記念館の訪問
は約１時間半を予定しています。 

 
 

タリン 

TALLINN 

 

タリン名所観光(昼食付き)  
BEST OF TALLINN  
ツアー番号：TLL001 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間  
 
“歌の祭典”開催地で写真撮影からツアーがはじまります。その後のっぽのヘルマン塔でバスを降り、
トームペアの丘からバロック様式のトームペア城まで山の手地区を歩きます。王宮広場を圧倒するロシ
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ア正教のアレクサンドル・ネフスキー大聖堂では沢山の黄金のイコンやモザイク画を見ることが出来ま
す。引き続き中世の石畳の路を歩き、市内最古のゴシック様式のドーム教会へ。高い場所から下町地区
の屋根越しに街全体を眺めたあと、下町地区へ下って行きます。ラエコヤ広場で自由時間をお過ごし頂
いたあと、典型的なタリンの古いレストランで昼食を取ります。 
歴史的な住居訪問では、素晴らしい中世音楽のコンサートもお楽しみ頂けます。カタリーナ通りではガ 
ラス製品、革製品、陶器などの工芸店の製作実演を見て歩いたりショッピングを楽しんだりする自由時 
間を設けています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。日曜日、及びミサや宗教行事の間はドーム教会

に入れません。ドーム教会やアレクサンドル、ネフスキー大聖堂内でのフラッシュ付きの写真
撮影やビデオ撮影は禁じられています。石畳や種々の建物には階段があり、歩行時間は約３時
間半となります。歩き易く、滑らない靴をお勧めします。昼食にワインは含まれていません。
歴史的住居の訪問が出来ない場合は、コンサートを行っている教会の訪問となります。ドーム
教会ではガイドから建物の外で説明を聞いた後、自由に教会内部を見学することが出来ます。
観光地の訪問順序は変わる場合があります。 

 

 

魅惑のエストニア 
ENCHANTING ESTONIA  
ツアー番号：TLL003 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間３０分 
 
ロマンチックな狭い小路や小さなお店やカフェが並ぶ典型的なタリンの雰囲気が味わえる下町地区を
訪問します。ここでは由緒ある商人の家が中世のそのままの素晴らしい雰囲気を残す様に改築され、現
在は多くの忙しいタリン市民の住居となっています。 
ツアーの間にはガイドが旧市街のカタリーナ通りにある正真正銘のエストニア工芸品のみを取り扱う
最優なお土産店にご案内します。この地区はタリンで最もロマンチックなことから、数々の映画のロケ
ーション場所にも選ばれ、時には三銃士の時代の中世ロンドンやパリを再現するために使用されていま
す。 
この界隈の徒歩観光が終わった後は、ヴィル門近くの地元のレストランでスナックやお飲物、民族音楽
の生演奏などをお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約１時間半石畳みの舗道や階段を

歩きます。歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。レストランまでは２７段の階段がありま
す。観光地の訪問順序は変わる場合があります。 

 
 

タリン徒歩観光 
FOOTSTEPS IN TALLINN 
ツアー番号：TLL009 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
徒歩でトームペアの丘を上り、広く開けた王宮広場に向かいます。ここにはエストニアの国会が置かれ
ているバロック様式のトームペア城があります。 
その後素晴らしいロシア正教のアレクサンドル・ネフスキー大聖堂に入ります。見事なモザイクとイコ
ンに感銘を受けます。大きな大聖堂は山の手地区の空に堂々と聳えます。引き続き曲がりくねる狭い石
畳の路を歩き、６０以上の徽章が展示されているドーム教会へ向かいます。展望台からは街の下町地区
の屋根越しに街の全景が見渡せます。 
続いてラエコヤ広場に向かいます。自由時間を設けますので、ゴシック建築様式の市庁舎見学などお楽
しみください。歴史ある住居の一つを訪れ、伝統的な中世音楽のコンサートをお楽しみください。その
後タリンの中心に停車しているバスへ徒歩で移動します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。日曜日はドーム教会に入れません。徒歩観光で

は、石畳みの舗道や階段のある種々な観光場所を約３時間半歩きます。歩き易く、滑らない靴
をお勧めします。ドーム教会やアレクサンドル・ネフスキー大聖堂内でのフラッシュ付きの写
真撮影やビデオ撮影は禁じられています。歴史的住居の訪問が出来ない場合は、コンサートを
行っている教会の訪問となります。ドーム教会ではガイドから建物の外で説明を聞いた後、自
由に教会内部を見学することが出来ます。観光地の訪問順序は変わる場合があります。 
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山の手地区と名所観光    
UPPER TOWN & HIGHLIGHTS                                             
ツアー番号：TLL018 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
途中タリンの中心にある歴史地区をお写真に収めながら、車窓観光を楽しみます。ピョートル大帝が皇
后のエカテリーナ１世を讃えて築いたカドリオーグ公園を通ります。そして５年に一度３万人近い出演
者と３０万人の聴衆を集めるエストニアの歌の祭典が行われる会場に続きます。その後保存状態が優れ
た１５世紀の聖ブリジット修道院の遺跡と数多くの高名なエストニア人が埋葬されている松に囲まれ
た森林墓地の前を通ります。 
ピリタ地区で、郊外にあるオリンピックヨット競艇場を車窓に眺めながらタリンの旧市街に向かいます。
のっぽのヘルマン塔でバスを降り、徒歩ですぐのところにあるトームペアの丘へ王宮広場に向かいます。
エストニアの国会が置かれているバロック建築のトームペア城を外から眺め、ロシア正教の聖アレクサ
ンドル・ネフスキー大聖堂と１３世紀のドーム教会を見学します。 
山の手地区を歩いた後、展望台から下町地区の塔や尖塔、赤い煉瓦の屋根など眼下に広がる素晴らしい
景色をお楽しみください。ここで短期間お買い物の時間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。日曜日はドーム教会に入場できません。ドー

ム教会とアレクサドル・ネフスキー大聖堂内ではフラッシュ付きの写真撮影やビデオ撮影が
禁じられています。歩行による観光は約２時間で、石畳みの舗道や各種観光地での階段を歩
いていただきます。歩き易く、滑りにくい靴の着用をお勧めします。ドーム教会では建物の
外でガイドからの説明を受けた後、各自自由に教会内部を見学することが出来ます。 

 

 

タリンゆったり観光 
LEISURELY TALLINN  
ツアー番号：TLL024 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間  
 
タリンは歴史的に重要な建造遺産の宝庫の為、大型バスの進入が禁止されています。そこでミニバスの
上で寛ぎながら、山の手と下町地区両方の見どころを車窓より観光します。 
貸切ガイド付きツアーではぜひカメラをご用意ください。山の手地区にあるトームペアの丘に沿って王
宮広場に向かいます。エストニアの国会であるバロック建築のトームペア城を通り、ロシア正教の聖ア
レクサンドル・ネフスキー大聖堂をご覧ください。下町地区の旧市街は昔からの城壁や塔門に溢れ、石
畳みの道路をドライブすると、中世時代の商人の館が建ち並んでいるのをみることができます。 
そして車窓より景観を眺めながら、エストニアで最も重要な名所であるタリンの郊外へ進みます。大き
な感銘を受けるソングコンテストの会場で短時間ですが、写真撮影の時間をお楽しみいただきます。こ
の自然を生かした野外劇場は３万人の観客席がある巨大なものです。ツアーの最後には旧市街の目の覚
める様なシーフロントの光景が楽しめるピリタ地区を通って帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。徒歩の行程はほとんどありませんが、ミニ

バスの乗下車時には階段があります。ミニバスには車椅子は載せられません。観光地の訪問順
序は変わる場合があります。 

 
 

３か所の観光エリアを気の向くままに 
FREE TIME AT THREE SITES 
ツアー番号：TLL025 
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄１９～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間４５分 

 

３か所を巡る移動バスに乗車した後は、配られたタリンの地図を頼りに、自由にプランを組み立てて町
をお楽しみいただくツアーです。 
最初の停車地はカドリオルグ公園で、ここはタリンの居住区の中心に位置しています。この公園は地元
の人々の憩いの場で、数々の博物館やカフェがあります。カドリオルグ城の中にはカドリオルグ美術館
があり古典名画の鑑賞が楽しめる他、公園内にはＫＵＭＵ近代美術館があり数々のエストニア・モダン
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アートが展示されています。大統領宮殿のゲートを守る守衛兵に手をふって挨拶を送ったりとご自由に
時間を過ごすことができます。 
２番目の停車地は山の手地区です。ここでは玉ねぎ型のドームのロシア正教のアレクサンドル・ネフス
キー大聖堂やエストニアの国会があるトームペア城の見学ができます。また狭い路地を通って見晴台ま
で歩き、下町地区の赤く塗られた屋根が連なる絵の様な光景を楽しむのも一興です。最終停車地点はタ
リンのシティセンターで、ここからシュネル公園と池を抜け、バルチック鉄道駅に向かいます。ラエコ
ヤ広場と心地よい旧市街を散策したり、地元のカフェで一休みをしたりエストニアのお土産物を覗いて
みたりと思い思いの時間をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。それぞれの停車地に割り当てられた自由時間は

約１時間１５分です。ツアーアシスタントが各所で集合時間や集合場所をお伝えします。但し
アシスタントはツアーガイドではありませんのでご了承ください。参加者にタリンの市街地図
が配られます。各観光場所の入場料金は含まれていません。シープレーンハーバーでより長く
自由時間をお楽しみなりたい方はＴＬＬ０３０タリンハイライト＆ハーバーサイトにご参加
ください。混雑を避ける為に訪問順序が変わる場合があります。 

 
 

タリン物語とテイップル  
A TALE OF TALLINN & A TIPPLE  
ツアー番号：TLL028 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２８～（３～１７歳） 
所要時間：約４時間４５分  
 
ヌンナの門を通って下町地区の旧市街に入り、ガイド同行で狭い路地を通り抜けながらタリンの徒歩観
光を開始します。旧市街をそぞろ歩いてゆくと、金の装飾が施された美しい建造物の数々に出合います。
特にゴシック様式の市庁舎や１５世紀の薬局などが見どころです。一時はハンザ同盟の主要交易都市だ
ったタリンの歴史を語るガイドの説明に耳を傾けましょう。 
その後はサクにあるエストリア最古のビール工場までのバス移動でしばし足を休めていただきます。記
録ではビールが１８２０年の昔から蒸留製造されていたとあります。ビール工場見学ツアーに参加して、
サク・ビールの歴史や製法、種類を学びビール貯蔵庫を見学します。地元名物のスナックと共に数種の
ビールの試飲が待っていますが、その際は見学ツアーで得た新たな知識を試されるので説明をしっかり
覚えていただくことをお勧めします。 
 
ご案内：このツアーには約２時間徒歩での観光が含まれます。ヒールの無い歩き易いウォーキングシュ

ーズをお勧めします。 
  
 

タリン味覚探訪 
A TASTE OF TALLINN  
ツアー番号：TLL029 
ツアー料金：大人＄９３～ 子供＄６７～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分  
 
短時間バスに乗り歴史のある旧市街の山の手地区に向かいます。その後ガイド同行で、ひっそりとした
中庭や、ロマンチックなカフェ、出店や地元のデリなどを見て歩きます。 
その後トームペアの丘へ歩き、アレクサンドル・ネフスキー大聖堂と、エストニア国会が置かれている
バロック様式の建造物がある美しい王宮広場の眺望を楽しみます。その後地元のカフェまで歩き、伝統
的なスナック、バルト海で釣れる最も有名な魚であるバルトイワシ（ニシン）を乗せた黒パンをお楽し
みいただきます。 
再び徒歩ツアーに戻り旧市街のドーム教会近くの見晴台に向かいます。曲がりくねった石畳みの舗道を
進んでいくと、以前は地元のワイナリーだった場所に到着します。ここは１９１０年に建てられエスト
ニアで最も大きなワイナリーのひとつでした。ワイン醸造の歴史に耳を傾けた後、軽いスナックと共に
一杯のワインの試飲をお楽しみいただきます。 
中世都市の赤い屋根を眺めながら、旧市街の下町地区に向かい、伝統的なエストニアのレストランを 
訪問します。ここで“カマ”というお菓子をお楽しみください。地元名物のカマは数種の穀物をミック
スしたもので長年エストニアの伝統的料理として知られてきました。泡立てたホイップクリームを一緒
にご賞味ください。コーヒーと甘いお菓子を頂いた後、街の中心にある市庁舎と広場に向かいます。 
ここで短時間の自由時間を設けていますのでショッピングなどご自由にお過ごしください。 
 
ツアーの最後は小さな中世風のパブ訪問で、ここではスパイスの効いたシュナップスをショットグラス
でいただきます。その後は地元のデリまでぶらぶらと歩き、地元特産の食品などを見て回ります。いろ
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いろな木製工芸品なども売られていますので、船に戻る前に見るのもいいでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。かなり長時間、起伏のある歩道や石畳みの舗道

の徒歩と立ち見観光の行程が含まれますので、歩行や長時間の立ち見に問題がある方にはお勧
めいたしません。観光地訪問の順序は混雑を避ける為に変わる場合があります。ツアー催行人
数には制限がありますので、お早目のご予約をお勧めします。 

 

 

タリン・ハイライト＆ハーバーサイト 
HIGHLIGHTS & HARBOUR SIGHTS  
ツアー番号：TLL030 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間  
 
埠頭から短時間バスに乗り、下町地区に向かいます。その後ガイド同行で、石畳みの街路を散策しなが
らラエコヤ広場をめざします。ピック通りでは、ハンザ同盟都市の特徴である歴史ある商人の館の家並
みや、良く保存された商人のギルドを見学します。中でも最も印象的なのがブラックヘッドの館です。 
素晴らしい太っちょマルガレータ大砲塔にある海洋博物館は、前世紀には防衛施設、倉庫、牢屋が置か
れていた所です。この博物館の見どころはエストニアの海運の歴史で、展示には漁業で使用される道具、
潜水器具、何十年もの間海底から引き揚げられてきた様々な遺物などがあります。この大きな博物館は
４階まであり、塔の上からは絵葉書の様に美しい港と旧市街の景色を楽しむことができます。 
次に飛行艇港とそれを取り巻く倉庫群を見て回ります。現在は潜水艦レンビットがそこに誇らしげに停
泊しています。この潜水艦は英国で建造され、１９３６年に進水式が行われた船で、大戦前からの遺産
を受け継ぎ、２０１１年までは最古の潜水艦として世界の海を航行していたものです。 
ツアーの最後は海洋王国の記憶を新たにするため、砕氷船”スールトゥル“の見学となります。１９ 
１４年建造のこの船は現在に至るまでも世界最大の砕氷船でわずかに残存する戦前の砕氷船として保 
存されているのです。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。長時間の起伏のある歩道や石畳みの舗道の徒歩

観光と立ち見見学の行程が含まれますので、歩行や長時間の立ち見に問題がある方にはお勧め
いたしません。観光地訪問の順序は混雑を避ける為に変わる場合があります。 

 

サンクトペテルブルグ 

ST.PETERSBURG  

 

偉大なサンクトペテルブルグとエルミタージュ(昼食付き) 
GRAND ST.PETERSBURG & THE HERMITAGE 
ツアー番号：LED001 
ツアー料金：大人＄１９２～ 子供＄１３２～（３～１２歳） 
所要時間：約８時間４５分 
 
サンクトペテルブルグで忘れがたいハイライトは何といってもエルミタージュ美術館訪問でしょう。ガ
イド同行で、２百万もの名画の中から厳選された展示品を部屋ごとにみてまわります。（見学ルートは
美術館の学芸員によって決められているので、訪問当日にご希望の実術品が展示されているという保証
はありません）。 
その後市内の名所の内いくつかの撮影する機会があります。緻密な彫刻で飾られ鮮やかに彩られた外観
を持つ血の上の救世主教会では素晴らしいお写真が撮れるでしょう。その後もネフスキー大通りや大学
川岸通り、旧海軍省、青銅の騎士像、ロストラの燈台柱、ペトロパブロフスク要塞などを見て回ります。 
ロシア最高の音楽センターのひとつで、理想的な音響効果を備えた国立アカデミック・カペッラで短い
コーラスをお楽しみいただきます。僅かな買い物時間を設けますので、お土産物屋とのお買い物の値引
き交渉を楽しんだ後、市内の代表的なレストランで、民族舞踊ショーを鑑賞しながら伝統的なロシア料
理の昼食をいただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では石畳みの舗道や階段、特にエルミ

タージュでは多数の沢山の階段を徒歩で移動する行程が含まれます。エルミタージュでの写真
撮影とビデオ撮影の料金はツアーに含まれています。但しフラッシュ撮影は禁止されています。
参加人数が限られていますので、お早目のご予約をお勧めします。繁忙期にはエルミタージュ
美術館での混雑が予想され、入場までいかなる天候でも屋外で並ぶ場合があります。美術館に
は長いコートや、大型のバッグ、水などのボトル、傘は持ち込めません。 
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サンクトペテルブルグ パノラマ観光 
PANORAMIC ST. PETERSBURG 
ツアー番号：LED002 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
パノラマ観光で沢山の興味深い名所や歴史的な場所を観光します。美しく装飾された聖イサク大聖堂は、
市の地平線に聳え立つ壮大な黄金色の中央ドームが有名です。一時はロシアの権力の中心であったエル
ミタージュやパレス広場には大帝の住居や官庁やアレクサンドル燈台柱などがあり、歴史に満ちていま
す。 
ネヴァ川の北を通ります。ここでロシア革命の始まりを告げる空砲が巡洋艦オーロラから発砲されたの
です。「血の上の救世主教会」と云う風変わりな名前を持つ教会はアレクサンドル２世が暗殺され血を
流した場所に建てられました。複雑なロシア建築の模擬様式を代表するこの教会には派手な色彩を持つ
ドームがあり、忘れられない光景です。 
ショッピングの為の休憩時間にロシアの工芸品を見たり、お飲物でリフレッシュしたりご自由におくつ
ろぎください。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。徒歩観光はほとんどありません。現地通貨はルーブル

ですが、土産品店ではクレジットカードをご利用になれます。また、USドルとユーロも非公式
にご利用いただけます。撮影の為の停車場所や時間は交通状態をみながら組み入れられます。 

 

 

エルミタージュ美術館 
THE HERMITAGE  
ツアー番号：LED004 
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄７０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
エルミタージュ美術館収蔵のぼう大な数の美術品を全て鑑賞するには一生かかると言っても過言では
ありません。１０００室以上の展示室とホールを持つエルミタージュにはあらゆる時代の美術品のコレ
クションがあります。この美術館はエリザベートとエカテリーナ２世の時代に建造され、壮大なバロッ
ク様式の「冬の宮殿」と隣接した４戸の建物にはダ・ヴィンチ、ラファエル、ティツィアーノ・ヴェチ
ェッリオやアンソニー・ヴァン・タイクなど含む多くの作品が収蔵されています。 
モザイク模様の床や装飾の施された階段、彫り込んだ表面に絵が描かれた天井、金色に塗られた家具や
孔雀石などで装飾された宮殿自体が目の眩むような豪華さです。館内の展示室をガイドと共に歩き、博
物館の歴史についての興味深い話に耳を傾けます。美術館内の見学路は博物館の学芸員により決められ
る為、どの作品が見学できるかはその日により異なります。 
 
エルミタージュへ向かう途中では、サンクトペテルブルグの一部、ネヴァ川沿い、イサク聖堂、旧海軍
省、ペドロパブロフスク要塞などを車窓から見学することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２時間、多くの階段を含む行程

を早足で移動します。エルミタージュ美術館では混雑が予想され、入場まで屋外で並ぶ場合が
あります。エルミタージュでの写真撮影とビデオ撮影の料金はツアーに含まれています。但し
フラッシュ撮影は禁止されています。美術館内の売店でのショッピングの機会は限られていま
す。ロシアの通貨ルーブルとクレジットカードがご利用になれま。長いコートや大型バッグ、
傘や水などのボトルを美術館内に持ち込むことは禁止されています。 

 
  

エカテリーナ宮殿観光 
CATHERINE PALACE  
ツアー番号：LED008 
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄６５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
ツァールスコエ・セローの町に位置するエカテリーナ宮殿はピョートル大帝の皇后であったエカテリー
ナ１世を称えて命名されました。エリザベートとエカテリーナ２世の統治時代の１８世紀半ばに建立さ
れたこの宮殿の白と金の装飾が施されたバロック様式の正面は長さ約 300メートルに及び、約６千平方
キロの土地は綺麗に刈り込んだ庭園と公園になっています。 
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宮殿の中の種々の部屋を見学し、一部の広大な庭園眺めましょう。異なった色合いの琥珀で飾られた琥
珀の間は必見です。宮殿の外側をぐるりと取り巻くローマやギリシャの英雄の胸像が並ぶ長くクラッシ
ックな雰囲気の回廊は女帝エカテリーナの為に屋根付き回廊として、スコットランドの建築家チャール
ズ・キャメロンの手で設計されたものです。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。宮殿内の見学時間は約５０分で、その他に３０

分庭園も散歩します。クルーズ船からの団体用には時間を早めての入場が手配されていますが、
混雑やいかなる天候でも屋外での行列も予想されます。徒歩観光では約２時間半、階段や砂利
道の移動が含まれます。宮殿内では床を保護する為の靴カバーが供給されますが、その為床は
滑り易くなっていますので歩行にはご注意ください。写真撮影とビデオ撮影代はツアー料金に
含まれています。但しフラッシュ撮影は禁止されています。又、琥珀の間では撮影禁止です。
長いコートや大型バッグ、傘や水などのボトルは宮殿内に持ち込めません。 

 
   

ペトロパブロフスク要塞とボートクルーズ 
PETER & PAUL FORTRESS & BOAT CRUISE 
ツアー番号：LED011 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６３～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
１７２１年以来ペトロパブロフスク要塞は守備駐屯地であり、厳重な警備が敷れた政治犯用の牢獄とし
て使われてきました。入獄者にはピョートル自身の反抗的な息子のアレクセイやゴーリキー、トロツキ
ー、また、レーニンの兄であるアレクサンドルが含まれました。 
ピョートル大帝からアレクサンドル３世まで歴代の皇帝と皇后が埋葬されているペトロパブロフスク
寺院を訪れます。寺院の金色の尖塔の上には十字架を抱えた素晴らしい黄金の天使が付いています。こ
の風見はサンクトペテルブルグの象徴の一つとなっています。 
ペトロパブロフスク要塞からほど近い埠頭から運河クルーズ船に乗り、のんびりとクルーズに出発です。
ネヴァ川に沿って進みフォンタンカ川入り謎めいた皇帝パウル１世のミハイロフ城までクルーズしま
す。モイカ川をクルーズして血の上の救世主教会の前を通り川沿いの桟橋で船を降ります。クルーズ船
の下階のサロンでロシアの“シャンパン”が振舞われます。 
 
ご案内：このツアーはバス、運河クルーズ船、徒歩での観光となります。水量と天候状況によってクル

ーズの経路が変わります。運河クルーズ船への乗下船には１４段の階段があります。ご自分の
クルーズ船に乗り移る為に他の船舶の上を渡ってゆく場合があります。要塞には階段と石畳み
の舗道があります。要塞の牢獄へは３１段の階段があります。観光地の訪問順序は変わる場合
があります。 

 
   

ロシア民族舞踊の夕べ 
RUSSIAN FOLKLORE EVENING 
ツアー番号：LED013 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
 
ドン川のサンクト・ペテルブルグ・コッサックの団員が華麗な舞踊を披露します。カリンカやカチ
ューシャなどのポピュラーソングの夕べお楽しみ頂けます。ロシアは舞台芸術の活動が広く知られ
ており、民族の伝統と音楽を上演する舞踏団を誇りにしています。 
この素晴らしい夕べに伝統の民族衣装も一層の魅力を添えています。休憩時間にロシアのシャンパ
ンが振舞われます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。カジュアルな服装でもお出かけいただけま

す。会場には８０段の階段がありエレベーターはありません。会場は貸しきりではありませ
ん。プログラム内容が変更される場合があります。本文中のツアー内容と実際には異なる可
能性があります 
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ピョートル大帝夏の宮殿観光 
PETERHOF PALACE  
ツアー番号：LED015 
ツアー料金：大人＄１１２～ 子供＄７５～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間１５分 
 
ピョートル大帝夏の宮殿は皇帝の生活の華麗を見本としたような所です。ピョートル大帝は自ら１２０
０平方キロの庭園の草案を描き、見事なシステムを持つ噴水の設計に至っては細かい指示を出しました。
獅子の口を引き裂くサムソンの黄金の像がある大噴水カスケードは最も有名です。宮殿から下方の庭園
へと下る段々を流れる水は大理石の像に水飛沫を浴びせかけながらほとばしり、人工の運河に流れ入り、
フィンランド湾へと注ぎ込みます。宮殿の内部に入り、豪華な王座の間、肖像画の間、白い食堂、中国
の間などを見学します。お帰りに最も便利な乗り物は宮殿から市の中心まで直行の水中翼船です。３０
分でフィンランド湾を横切り、造船所とペトロフスキースタジアムを通り過ぎます。 
 
ご案内：このツアーはバス、水中翼船、徒歩での観光となります。水中翼船が運航しない場合には宮殿

への往復はバスで移動となります。宮殿内見学の所要時間は約１時間で、そのほか、庭園も散
策します。宮殿内は混雑が予想されやいかなる天候の中行列が予想されます。階段を含めて約
２時間半歩きます。ペテルゴフの噴水は予告無しにメンテナンスの為止められることがありま
す。宮殿内の写真撮影とビデオ撮影は禁止されています。床を保護する為の靴カバーが供給さ
れますが、このカバーで床は滑り易くなりますのでご注意ください。長いコートや大型バッグ、
水などのボトルは宮殿内に持ち込めません。 

 
 

ヴィンテージ車ヴォルガ乗車体験 

VINTAGE VOLGA 
ツアー番号：LED018 
ツアー料金：大人＄６５０～ 子供＄６５０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
ソ連共産主義の時代を通じてヴォルガは究極のステータス・シンボルとして見なされてきました。当時
は共産党の最高幹部やセキュリティ幹部でしか使用を許されなかったからです。ヴォルガの製造は１９
５６年から開始されました。 
このツアーでは地元のプロのドライバーと英語ガイド同行で、サンクトペテルブルグ市内を一周すると
いう生涯ただ一度の体験をお約束します。勿論名所観光つきで、ロストラ燈台柱が立つヴァシリエフス
キー島やペトロハブロフク要塞、トロイツキー橋、スモーリヌイ聖堂、血の上の救世主教会などの歴史
的に有名な観光地を巡ります。 
これは完全に参加者だけの専用車ですので、決められた観光時間内であればご自由に停車、下車をして
いただく事が可能です。 
船に戻る前には５つ星ホテルでリラックスしながら“ハイ・ティー”をお楽しみいただきます。 
 
ご案内：このツアーにはヴォルガの貸切り、ガイド、ドライバー、ハイ・ティーが含まれます。１グル

ープで１名の代表者のみの申し込みを受け付けます。１台のヴォルガは２名まで乗車が可能で、
３名をご希望の場合は別料金が必要になります。行程はお好きな様に決められますが、入場料
や追加料金は含まれていません。また時間延長の場合は、延長料金をいただくことになります
ので、ご了承ください。 

 
 

一般市民の日常生活 
HIDDEN SCENES  
ツアー番号：LED022 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分  
 
 
市内を車窓から観光してからウラジーミル大聖堂を訪れます。１７８９年に完成した大聖堂にはバロッ 
クから新古典主義へ変換期の特徴が良く現れています。独立した鐘楼は円熟した新古典主義の優れた作
品で、聖堂の内部には 1808 年アニチコフ宮殿の小聖堂から運ばれた精巧なバロックの聖画壁がありま
す。大聖堂には有名な教会区の信者で罪と罰の作者であるフョードル・ドストエフスキーがいました。 
サンクトペテルブルグの地下鉄の工事は１９４０年に始まりましたが、第２次大戦で中断され、１９５
５年に完成しました。エレガントな駅となり、地下鉄は地層の上層部が柔らかい為に地下に深く掘り下
げられています。エスカレーターで地下の駅へ下り、２０分間を地下鉄に乗ってみましょう。近代的な
駅や歴史のある古い駅の両方を見ることができます。 
賑やかなクズネクニー生鮮品市場見物は様々な商品を売る地元の人たちの生活振りを知るのには最適
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です。このあと、地元のカフェで軽食をどうぞ。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩行時間は１時間半です。歩き易い滑り止め付

の靴をお勧めします。ウラジーミル大聖堂の中では膝、肩や頭を覆った控えめな服装をしてく
ださい。聖堂の敷地内では厳しく禁煙が定められています。クズネクニー生鮮品市場が閉まっ
ている場合は別の生鮮市場の見学となります。市場ではロシア・ルーブルのみ使用できます。
常にガイドのそばを離れないようにご注意ください。地下鉄駅には９７段の階段と急勾配のエ
レベーターがあります。訪問順序は変わる場合があります。 

 
 

エカテリーナ宮殿とピョートル大帝夏の宮殿観光  
THE PALACES OF CATHERINE & PETERHOF 
ツアー番号：LED028 
ツアー料金：大人＄２１４～ 子供＄１３６～（３～１２歳）  
所要時間：約９時間１５分 
 
エカテリーナ宮殿はピョートル大帝の皇后であったエカテリーナ１世を称えて命名されました。白と金 
の装飾の施されたバロックの正面は長さ約３００メートルに及び、広大な土地は綺麗に刈り込んだ庭園 
になっています。宮殿の種々の豪華な部屋を見学し、庭園の一部も覗いてみましょう。ハイライトのひ
とつは各種色合いの違う琥珀で飾られた琥珀の間です。女帝エカテリーナの散策の為にしつらえらえた
屋根付きの回廊にはローマとギリシャの英雄達の胸像が並んでいます。 
ピョートル大帝夏の宮殿はロシアの支配階級の華やかさや誇示、贅沢を表しています。黄金で飾られた
黄色と白の外観の華麗さには度胆を抜かれます。ピュートル大帝はベルサイユ宮殿をモデルに自ら１２
００平方キロの庭園の草案を描き、見事なシステムを持つ噴水の設計に至っては細かい指示を出しまし
た。獅子の口を引き裂くサムソンの金の像がある大噴水カスケードは最も有名です。宮殿の敷地を散策
した後は、豪華な王座の間、肖像画の間、白の堂などを見学します。 
昼食は市内の一流レストランでお楽しみいただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩での観光は約６時間となります。各宮殿内

の見学時間は１時間程で、その他に庭園も散歩します。宮殿見物は人気がありますので、混雑
と行列が予想され、いかなる天候でも屋外で並ぶ場合もあります。床を保護する為の靴カバー
が供給されますが、このカバーで床は滑り易くなっていますのでご注意ください。写真撮影と
ビデオ代はツアー料金に含まれています。フラッシュ付きの撮影はエカテリーナ宮殿内では禁
止、又、琥珀の間では撮影禁止です。長いコートや大型バッグ、傘や水などのボトルは宮殿内
に持ち込めません。 

 
   

エルミタージュと黄金の間 
THE HERMITAGE & GOLD ROOM  
ツアー番号：LED029 
ツアー料金：大人＄１２２～ 子供＄８０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 
 
かつての皇帝の冬の宮殿と隣接する４つの建物には世界でも有数な美術品の蒐集が見られます。このツ
アーではダ・ヴィンチやラファエル・レンブラントやアンソニー・ヴァン・タイクや著名な画家の絵画
などを含む２００万点以上といわれる展示室の一部の部屋を巡ります。見学ルートはエルミタージュの
学芸員によってきめられていますので、希望する美術品が見られるとは限らないことをご了承ください。 
エルミタージュの黄金の間には古代ギリシャや古代スキタイの皇帝の為に創造された驚異的な宝石の
数々や古遺物と、１８世紀から１９世紀の素晴らしい嗅ぎタバコ入れなどが展示されています。 
エルミタージュへ向かう途中でネヴァ川沿い、聖イサク聖堂、旧海軍省、ペトロハブルスク要塞など、
街の一部を車窓から見学します。 
 
ご案内：このツアーには約３時間、多くの階段を含む急ぎ足での徒歩観光の行程があります。観光の繁

忙期にはエルミタージュは大変に混雑するため、いかなる天候時でも屋外で並んでいただく場
合があります。写真撮影料とビデオ料はツアー料金に含まれていますがフラッシュ撮影は禁止
されています。黄金の間での写真とビデオ撮影は禁止されています。美術館内の売店でのお買
い物をする機会は限られています。現地通貨のルーブルとクレジットカードをご利用になれま
す。長いコート、大型バッグ、傘や水のボトルなどは美術館内に持ち込めません。 
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運河クルーズとユスポフ宮殿 
BOAT CRUISE & YUSUPOV PALACE  
ツアー番号：LED030 
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄５１～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
サンクトペテルブルグの運河や水路のクルーズは市内観光の目玉です。素晴らしい名所を眺めながらネ
ヴァ川、フォンタカ川、モイカ川に沿ってクルーズします。クルーズ中、ロシアのシャンパンが振舞れ
ます。 
裕福なユスポフ家が所有するユスポフ宮殿は農夫であり神秘主義者のラスプーチンが殺害された、ぞっ 
とするような歴史を秘めている場所です。謎に包まれた殺害の状況は伝説になっています。列柱の並ぶ
黄色の建物は１８３０年に裕福な貴族のユスポフ家が蒐集した絵画を貯蔵する為に購入しました。ユス
ポフの蒐集したユニークな絵画と教養の高いユスポフ家族の存在は多くの高貴な人やロシアの芸術を
代表する人たちの興味をこの宮殿に惹き付けました。悪名高いラスプーチンに関する展示がある地下室
も見学します。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河クルーズ船と徒歩での観光となります。運河クルーズのルートは水量

と天候状況によって変更されます。クルーズ船の乗り降りには階段があります。ご自分のボー
トに乗り移る為に他のボートの上を渡る場合もあります。宮殿内には沢山の階段がありますし、
地下室には狭く、急な階段があります。歩き易く、滑らない靴をお勧めします。ユスポフ宮殿
内で雨天には床を保護する為に靴カバーをお履き頂きます。混雑が予想され屋外で並ぶ場合が
ある事をご了承ください。   

 
 

絵の様なサンクトペテルブルグ 
PICTURESQUE ST. PETERSBURG  
ツアー番号：LED035 
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄６９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
  
 
このツアーは一生忘れられない思い出を残すツアーでその中のひとつが宮殿広場です。市内で最も有名
な観光地を訪問する前にここでの撮影時間をお楽しみください。 
信じられない程カラフルな教会は復活教会ですが、一般的に血の上の救世主教会として知られています。
この教会はモスクワのワシリー寺院を模したものです。様々な形状を持つ見事な玉ねぎ型ドーム、ビラ
ミッド形の屋根を持つ中央タワー、緻密な装飾が施された数々のアーチや柱などが必見です。この教会
はアレクサンドル２世が暗殺された場所に、建築家アルフレッド・パーランドの手によって１８８３年
から１９０７年の間に建てられ、ロシア芸術の神髄を永久に世界に知らしめる事を目的としていました。 
運河クルーズ船に乗り込む前には短時間ショッピングの時間を設けています。運河クルーズはゆったり
ペースでネヴァ川を航行し、数々の市内名所、ミハエル宮殿、壮大なエルミタージュ建物群、ワシリー
島、旧海軍省造船所、トロイツキー橋などを見て回ります。 
 
ご案内：このツアーでは約１時間１５分の徒歩観光があり、クルーズ船の乗下船時に１５段の階段があ

ります。お買い物には地元通貨ルーブルが使えますが、地元土産品店では US ドルとユーロも
非公式に受け入れます。観光地の訪問順序は変わる場合があります。運河クルーズは水量や天
候によりルートの変更もあり得ます。またご自分の船に乗り移る為に他の船の上を渡る場合も
あります。 

 
 

アレキサンドリンスキー劇場でのバレー観賞 
EVENING AT THE ALEXANDRINSKY  
ツアー番号：LED036 
ツアー料金：大人＄１３２～ 子供１００～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
 
アレキサンドリンスキー劇場はロシア古典主義の中でも際立つ建物です。この劇場はオストロフスキー
広場にある建物群の一部をなすもので、中央のファサードはネフスキー大通りに面しています。優雅な
ファサードには６本の白い柱があり、屋上はピメノフの手になる青銅のアポロ騎馬像が飾られています。 
この豪華で伝統的なロシアの劇場ではチャイコフスキーの有名な白鳥の湖の夜公演をお楽しみくださ
い。 
休憩時間にロシアの“シャンパン”またはジュース、ミネラルウォーターのもてなしがあります。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。劇場は貸しきりではありません。座席は事前に

指定できず、行きのバスの中で座席番号付のチケットが手渡されます。上演中に写真とビデオ
撮影は禁じられています。カジュアルな服装でもお出かけ頂けます。バスから劇場内までは１
０分歩いていただきます。劇場内のご自分の座席まではそれぞれ割り当てられた階により数段
の階段があります。エレベーターもありますが人数が限られているので並ぶ場合があります。 

 
 

サンクトペテルブルグ徒歩観光 
ST.PETERSBURG ON FOOT  
ツアー番号：LED048 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
バスで数々の歴史的事件が起こった宮殿広場に向かい、ここからウォーキングツアーが始まります。 
ガイド同行でネヴァ川に並行して連なり、旧王立海軍省のファサードの南側と西側に沿って広がるアレ
クサンドロフスキー庭園を散策します。この英国風庭園は、世界中から５２種類の樹木を取り寄せてこ
の地に移植したロシアのアレクサンドル２世にちなんで名付けられました。その中心に据えられている
のがピョートル大帝の青銅の騎士像です。 
公園の中を通り西に向かうと現在はロシア憲法裁判所の本部となっている元老院と宗務院の威容が見
えてきます。元老院広場に到着すると中央に素晴らしい黄金の丸屋根が輝くイサク大聖堂に圧倒されま
す。教会のデザインは一般的で、丸屋根はのちにアメリカの首都ワシントンＤＣにある国会議事堂を模
したものと言われています。 
その後はバスに戻り僅かな移動でネフスキー大通りとロシア正教の本拠地であるカザン大聖堂に向か
います。続いてエカテリーナ運河から有名な血の上の救世主教会を見て回ります。 
地元のお土産物でお飲物などいただきながら一息を入れ、買い物をする機会など楽しんだ後、ペトロパ
ブロフク要塞や海軍省博物館のそばを通って帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は主として舗装された平坦な地面を約

２時半歩くものです。歩き易い靴をお勧めします。雨天でもツアーは催行されます。お土産物
屋では米ドル、ユーロ、クレジットカードがご利用いただけます。 

 
   

エカテリーナ宮殿と琥珀工房 
CATHERINE PALACE & AMBER WORKSHOP  
ツアー番号：LED052 
ツアー料金：大人＄１０８～ 子供＄９５～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
 
バスの背にもたれてリラックスしながら喧騒の都市サンクトペテルブルグの市街を抜け、ツァールスコ
エ・セローに向かいます。 
到着後は精緻なバロック様式で３００メートルのファサードがあり、白と黄金の装飾で飾られたエカテ
リーナ宮殿を訪問します。ガイド同行で宮殿内の豪華な部屋の数々を見て回ります。宮殿訪問のハイラ
イトのひとつの琥珀の間の様々な色合いの琥珀が貼られた壁は必見です。 
その後宮殿の数か所の別館のひとつにある琥珀工房を訪問します。この工房は琥珀の間の修復の為に設
立されました。昔ながらの技術を用いた熟練の琥珀職人たちの手でひとつひとつの宝石が形づくられて
ゆき、琥珀の間に昔ながらの栄華を取り戻すべく日々の作業が進められています。この伝統的な技術を
用いた宝石製作の様子を目の前で鑑賞し、ツアーの最後には自然石である琥珀の欠片が記念として手渡
されます。この欠片は元々琥珀の間の装飾に使用される様に集められたものですが、結局壁の模様と合
致しなかった為に取りのけられていたものです。 
非常にユニークなツアーですので、お早目のご予約をお勧めします。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。宮殿観光では混雑が予想され、入場までいかな

る天候でも屋外で並ぶ場合もあります。階段や砂利道の舗道を約２時間３０分程歩きます。床
を保護する為の靴カバーが供給されますが、このカバーで床は滑り易くなっていますのでご注
意ください。写真撮影とビデオ代はツアー料金に含まれています。フラッシュ付きの撮影はエ
カテリーナ宮殿内又、琥珀の間では撮影禁止です。長いコートや大型バッグ、傘や水などのボ
トルは宮殿内に持ち込めません。 
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サンクトペテルブルグの秘宝  
HIDDEN GEMS 
ツアー番号：LED063 
ツアー料金：大人＄１００～ 子供＄９０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間４５分 
 
サンクトペテルブルグはロシアの中でも素晴らしい建築物が溢れていることで有名ですが、まだ人目の
つかない隠れた名所が多く存在するのも事実です。市街をめぐる景観ドライブで目をこらし新たな発見
してみましょう。 
エラーギン宮殿はあまりなじみのない宮殿ですが、ここはアレクサンドル一世の母親である皇太后マリ
ア・フョードブロブナが住んでいた宮殿です。設計は青年時代のカルロ・ロッシの手によるもので、ロ
ッシはその後サンクトペテルブルグの新古典主義建築の大部分を手掛けて有名になりました。この宮殿
にはどこか親しみがあり、居心地の良い雰囲気があり、様々な展示のある一階の部屋はどこでも自由に
見て回ることが出来ます。ガイド同行で皇后の衣裳部屋、精緻に彩色された陶磁器の書斎、絹のダマス
ク織りで飾られた青の貴賓室を見て回ります。またのどかな敷地内でしばしば白鳥やガチョウやアヒル
などが泳ぐ光景が見られる池の周りを散策する自由時間もあります。 
宮殿の裏側をつたってゆくと、オランジェリーの館の中にあるガラス博物館が見つかります。小規模な
がら魅力的な博物館は２つの部門に分かれ、貴重なガラス工芸品の展示と、近代的手法をつかったモダ
ンな食器や装飾品の対比を見ることができます。 
このツアーは静かで落ち着いた雰囲気の中で進められますので、のんびりとお出かけしたい方にお勧め
します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は主として平坦な地面を約１時半歩く

ものです。宮殿内の洗面所へは約２０段の階段があり、テラスへは１６段の階段があります。
宮殿内の敷地でスナックやお土産をお買い求めできますが、ロシア・ルーブルのみの支払いと
なりますのでご注意ください。 

 
   

サンクトペテルブルグ自由探訪 
ST.PETERBURG EXPLORER  
ツアー番号：LED065 
ツアー料金：大人＄７０ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間４５分 
 
バスの背にもたれてリラックスしながら聖イサク広場までの道中美しいサンクトペテルブルグを車窓
から見学します。車中では終日観光の計画を立てる為の地図が配られます。聖イサク広場に到着後は聖
イサク聖堂(外部見学のみ)、街を象徴する青銅の騎士像、ネヴァ川の美しいパノラマを含む周囲の観光
名所の写真撮影をお楽しみください。そしてガイドを共にマルスの広場まで歩きます。ここでは約１時
間３０分の自由時間があります。かつては皇帝親衛隊の行進路であったこの広場は、現在は市民公園と
なっていて、ライラックの木に縁どられた美しく手入れのされた庭園が広がっています。マルスの広場
から短時間歩くと人工の島で１７０４年から市民公園として親しまれていた夏の庭園に到着します。ま
た徒歩圏内にあるサンクトペテルブルグ最大の名所である血の上の救世主教会も見学することもでき
ます。 
最終訪問地は市の中心にあるネフスキー大通りです。ここではガイドから様々な提案を聞きながら、各
自で約３時間ご自由に名所巡りをしていただきます。お勧めは有名な食料品店エリセーエフスキー見学
でここでは食品そのものより芸術作品の様な陳列方法に驚かされます。その後ネヴァ川に向かって各自
で運河クルーズをお楽しみいただくか、大通りに沿って散策し、地元の店やカフェに立ち寄って日常を
楽しんでいるサンクトペテルブルグ市民の様子を観察してみるのもいいでしょう。 
さらに探訪を楽しむ為に、名所の全ての説明が録音されたインタラックティブ・オーディオペンを予約
されてはいかがでしょうか？  
 
ご案内：このツアーには入場料や食事、お飲物は含まれていません。全ての質問や疑問に答える為、終

日ガイドが控えています。このツアーは約６時間各自で散策していただくものです。またロシ
アの公衆トイレは有料で、現地通貨ルーブルのみ使用できます（米１ドル相当をお支払くださ
い）。 
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サンクトペテルブルグ 2日間観光 （昼食 2 回付） 
SIMPLY ST.PETERSBURG  
ツアー番号：LED067 
ツアー料金：大人＄３３０～  子供＄２４９～（３～１２歳） 
所要時間：２日間 
 
このツアーはよりリラックスしたペースで行われる２日間の周遊ツアーで、各名所をより身近にご覧い
ただくものです。ゆったりと休憩を取り入れながら、必見の名所を組み込みました。エルミタージュ美
術館とエカテリーナ宮殿では開館時間の前の優先入場の特典があり、混雑を避けての入場をすることが
でき、ピョートル大帝の夏の離宮ぺテルゴフの大噴水と庭園まで水中翼船で向かい、地上からとは異な
る角度から街の景色をお楽しみいただけます。市内観光中では地元のレストランでの昼食をお取りいた
だき、プーシキン観光ではより自由に観光が出来る様にボックスランチが用意されます。 
サンクトぺテルブルグでは、エカテリーナ宮殿と有名な「琥珀の間」、血の上の救世主教会、エルミタ
ージュ美術館、ペトロハブロフスク要塞などが観光名所の内部観光を予定しています。また数多くの違
った顔を持つこの都市を違う視点から見学する為のリバークルーズに乗船する前に、装飾が豪華なメト
ロ駅に降りて地下鉄の乗車体験もお楽しみいただけます。 
参考となる観光行程は以下の通りです。 
 
第一日 
・エカテリーナ宮殿と庭園見学 
・ボックスランチを頂く自由時間 
・ピョートル大帝夏の宮殿の下の公演と上の庭園 
・市内への帰路での水中翼船での景観観光 
・ペトロハブロフスク要塞とバスでの市内見学 
 
第二日 
・市内ドライブと地元のファーマーズマーケット見学 
・エルミタージュ美術館見学 
・地元のレストランでリラックスしながらの昼食 
・装飾の施された地下鉄の乗車体験と血の上の救世主教会見学 
・リバークルーズ船に乗り市中にめぐらされた運河と川の観光 
 
ご案内：このツアーはミニバス、バス、地下鉄、クルーズ船、徒歩での観光となります。１つのツアー

グループはガイド１名につき１６名までとなっています。全ての訪問地での入場料金、写真撮
影とビデオ撮影の料金が含まれています。曜日によっては観光地の訪問順序が変更になる場合
があります。第一日目に観光を終えて船に戻る時間は午後５時半を予定していますので、夕刻
のツアーにもご参加いただけます。歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。館内には長いコ
ートや大型バッグ、傘や水などのボトルは持ち込めません。クレジットカードがご利用いただ
け、まだ US ドルとユーロも非公式に使えます。ボートの行程は水量と天候状況によって変更
される場合があります。 

 
   

 
サンクトペテルブルグ魅惑の２日間 （昼食 2 回付） 

SPLENDOUR OF ST. PETERSBURG 

ツアー番号：LED068 
ツアー料金：大人＄３８０～ 子供＄２８９～（３～１２歳） 

所要時間：２日間 
 
ミニバスでのツアーは１６名以内での移動となっていますので、サンクトぺテルブルグの観光を余すと
ころなくお楽しみいただけることと思います。エルミタージュ美術館とエカテリーナ宮殿では開館前の
優先入場が手配されていますので、他の団体に先駆けて観光を楽しむことが出来ますし、ピョートル大
帝夏の宮殿大噴水と公園へは水中翼船で移動するので市内の交通大渋滞を避けることができます。市内
を観光中には地元のレストランで昼食をお取りいただき、プーシキン観光ではより自由に観光が出来る
様に昼食はランチボックスが手渡されます。 
 
サンクト・ぺテルブルグでは、数か所の観光名所の内部観光を予定しており、カテリーナ宮殿と有名な
「琥珀の間」、血の上の救世主教会、エルミタージュ美術館、ペトロハブロフスク要塞、ユスポプ宮殿、
イサク聖堂などが含まれています。装飾が豪華なメトロ駅に降りて地下鉄の乗車体験もお楽しみいただ
た後は、色々な顔を持つこの街を運河クルーズの上からご覧ください。 
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参考となる観光行程は以下の通りです。 
 
第一日 
・エカテリーナ宮殿と庭園見学 
・ピョートル大帝夏の宮殿 自由時間での庭園散策とランチボックス 
・印象的な下の噴水公園と上の庭園 
・水中翼船でゆったりと市内への移動 
・ペトロハブロフスク要塞、血の上の救世主教会、イサク聖堂見学 
 
第二日 
・地元のファーマーズマーケットと自由時間でのショッピング 
・エルミタージュ美術館見学 
・地元のレストランでの昼食と休憩タイム 
・ユスポフ宮殿観光とラスプーチンの数奇な人生 
・運河ボートに乗り異なる角度からの市内観光 
 
ご案内：このツアーはミニバス、バス、地下鉄、クルーズ船、徒歩での観光となります。全ての訪問地

での入場料金、写真撮影とビデオ撮影の料金が含まれています。曜日によっては観光地の訪問
順序が変更になる場合があります。第一日目船に戻るのは午後５時半を予定していますので、
夜のツアーにもご参加することができます。歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。館内に
は長いコートや大型バッグ、傘や水などのボトルは持ち込めません。クレジットカードがご利
用は頂けます。US ドルとユーロも非公式に使用できます。ボートの行程は水量と天候状況に
よって変更される場合があります。 

 
   

サンクトペテルブルグ 2日間完全制覇 （昼食 2 回付） 
COMPLETE ST. PETERSBURG  
ツアー番号：LED069 
ツアー料金：大人＄４３０～ 子供＄２９９～（３～１２歳） 
所要時間：２日間 
 
 
ピョートル大帝夏の宮殿はベルサイユ宮殿に対抗して建てられた宮殿で、フィンランド湾を見下ろす丘
にあります。ピョートル大帝自ら３００エーカーの庭園の草案を描き、見事なシステムを持つ噴水の設
計に至っては細かい指示を出しました。獅子の口を引き裂くサムソンの黄金の像がある大噴水は最も有
名です。宮殿から下方の庭園と下りる階段を流れる水は大理石の像に水飛沫を浴びせかけながらほとば
しり、人工の運河に流れ入り、フィンランド湾へと注ぎ込みます。庭園を散策したあと、宮殿内の豪華
な王座の間、肖像画の間、白い食堂を見学します。 
パリにはルーブルがあるように、サンクトペテルブルグにはエルミタージュがあるのです。かつて皇帝
や皇后の住まいであった宮殿は現在では世界有数の美術館になっています。エルミタージュには膨大な
芸術品が所蔵されており、その全てを見るのには一生かかることでしょう。エリザベートと女帝エカテ
リーナの時代に建てられたバロック建築の荘厳な“冬の宮殿”と隣接した４つ建物にはダ・ヴィンチ、
ラファエル、ティツィアーノやレンブラントなどの作品が所蔵されています。美術品だけではなく、モ
ザイク模様の床や装飾の施された階段、彫刻と絵が描かれた天井、金箔の家具や孔雀石、瑠璃石、壁玉
などの装飾が施された宮殿自体が豪華で目の眩むようです。ガイドと共に展示室を見て回りながら美術
館の歴史や美術、建築について説明を聴きましょう。（エルミタージュ博物館内の見学路は博物館の学
芸員により決められるため、このツアー中どの作品が見学できるかは保証できません）。 
ロシアでも裕福な一族の一つユスポフ家が所有するユスポフ宮殿を訪れます。１７６０年に建設された
この宮殿をユスポフ家は蒐集した絵画を収納する為に１８３０年に購入しました。ユスポフの蒐集した
ユニークな絵画と教養のあるユスポフ家に興味を惹きつけ、宮殿には数多くのロシア文化を代表する
人々が訪れました。宮殿はラスプーチンが皇帝ニコライ２世に悪影響を与えることにフェリックス・ユ
ソは危惧し、悪名高いラスプーチンの殺害場所が起きた場所でもあります。 
もともとスウェーデンの攻撃から街を守る為にペトロパブロフスク要塞と教会は建造されましたが、ロ
シアの「ロンドン塔」となり、ピョートル大帝自身の息子を含む政治犯の収容所となりました。町でも
一番背の高い建物の一つ教会を訪れます。 
その後クルーズ船に乗り、ネヴァ川の北側をクルーズし、フォンタンカ川に入ります。その後、最も謎
めいた皇帝パオロ一世の居城でのミハエラ城へ。引き続きモイカ川へとクルーズし、「血の上の救世主
教会」の前を通過し、ロシアの“シャンパン”いただきながら冬の運河へと向かいます。 
両日とも市内の一流レストランでの昼食が含まれています。 
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２日間のサンクト・ペテルブルグ・ツアーではピョートル大帝夏の宮殿へ向かう途中、郊外の住宅街を
走行します。 
 
ご案内：このツアーはミニバス、クルーズ船及び徒歩での観光となります。１グループの人数は１６名

までとなっています。ツアー案内に記載されている観光場所は２日間に振り分けて行われます。
交通や訪問先の混雑具合によってはツアー順序が変更されることがあります。第一日目のツア
ーは午後５時半ごろに船に戻る予定ですので、ご希望の場合は夜のツアーもご参加いただけま
す。写真撮影やビデオ撮影料はツアー料金に含まれていますが室内のフラッシュ撮影が禁じら
れている場所もありますのでご注意ください。ペテルゴフ宮殿内では写真、ビデオ撮影は禁じ
られています。宮殿内やエルミタージュ美術館は混雑しますので、入場までいかなる天気でも
屋外で並ぶ場合もあります。ツアー中は多くの階段と砂利道をかなり長い間歩く行程が含まれ
ます。歩き易く、滑り止め付の靴をお勧めします。ペテルゴフの噴水は予告なくメンテナンス
が行われる場合があります。宮殿では靴のカバーをつけていただきますが、滑りやすいのでご
注意ください。ユスポフ宮殿では雨天時に床を保護する為の特別靴カバーを付けていただきま
す。靴カバーは宮殿の入り口に用意してあります。館内は長いコートや大型バッグ、傘や水の
ボトルなどが持ち込めません。お買い物の時間は僅かしかありません。クレジットカードが利
用いただけますが、US ドルとユーロも非公式にご利用いただけます。クルーズ船の行程は水
量と天候状況によって決定します。ご自分の船に乗る為に他のボートの上を通らなければなら
ないこともあります。このツアーの予約はエリザベス号出航日の７日前に締め切られます。 

 
   

サンクトペテルブルグ入門２日間ツアー(昼食２回付き) 
ST.PETERBURG INTRODUCTORY PACKAGE  
ツアー番号：LED071 
ツアー料金：大人＄３２５～ 子供＄１９９～（３～１２歳） 
所要時間：２日間 
 
はじめてサンクトペテルブルグを訪れる方は、どうやってこのバルト海の真珠といわれる素晴らしい都
市の名所の全てを観光したらいいのかお迷いになることでしょう。このパッケージは１日目にサンクト
ぺテルブルグの広範囲の景観観光と夜のエンターテインメントとしてロシア民族舞踊ショーが組み込
まれ、２日目には終日エカテリーナ宮殿とピョートル宮殿観光で構成されます。 
サンクトペテルブルグ・パノラマ観光は約３時間４５分です。２日間かけての探訪の旅の始まりは素晴
らしい美しい景観を車窓より堪能し、イサク聖堂、エルミタージュ、宮殿広場、血の上の救世主教会な
どの名所見学が含まれます。色鮮やかな宮殿や装飾の施された教会をお写真に収めましょう。地元の工
芸店でお土産を探し、有名なマトリョーシュカ人形やファベルジュ・エッグのレプリカなどをご自宅へ
お土産にお持ち帰るのもよいでしょう。 
ロシア民族舞踊ショーは４時間で、ロシアの伝統衣装を身に着けた出演者による見事に振り付けらえた
舞踊や、浮き浮きさせてくれる音楽などをお楽しみいただきます。休憩時間にはロシアのシャンパンを
味わっていただけます。 
２日目のエカテリーナ宮殿とピョートル宮殿の観光は合計で約９時間１５分。サンクトペテルブルグを
離れ、豪華で気品があり、贅沢に満ち溢れた１日を、ロシア皇帝の夏の離宮であった華麗な宮殿と庭園
を見て回ります。昼食は地元の一流レストランでグラスのロシアのシャンパンと共にお楽しみいただき
ます。 
それぞれの観光の詳細や個人周遊ツアーは、ボヤージ・パーソナライザーをご参照ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このパッケージはクルーズ前に事前にお申込

みください。パッケージの中で使用されない箇所の払い戻しは出来かねます。ご自分のグル
ープに最適なものかどうかを確認する為に予めボヤージ・パーソナライザーをご確認くださ
い。 

 
   

ロシア皇帝たちと暗殺事件  
EMPERORS & ASSASSINATIONS  
ツアー番号：LED073 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄６０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
サンクトペテルブルグの徒歩観光では、街に巡らされた運河や優雅な橋を渡り夏の庭園へとご案内しま
す。人工の島の上にあるこの庭園は１７０４年までその歴史が遡り、ピョートル大帝によって設計され
たものです。サンクトペテルブルグで最もロマンチックで気分が高揚する場所を心行くまで散策してみ
ましょう。 
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ミハイロフスキー宮殿は、冬の宮殿よりも安全な宮殿をと、偏執症とも言われたパーヴェル一世の設計
により建設された赤レンガの建物です。しかし皮肉にもパーヴェル一世がここに住むことが出来たのは
わずか４１日間で、皇帝は自分の寝室で暗殺されてしまったのです。敷地内やミハイロフスキー公園内
を通ると、玉ねぎ型のドームが特徴の血の上の救世主教会に到着します。アレクサンドル二世が暗殺さ
れた正にその場所に建てられた教会内部を見学ください。 
更に徒歩観光は続き、文化の中心である芸術広場へ向かいます。この広場には素晴らしい博物館、劇場、
コンサート・ホールが並んでいますが、これらは全て新古典主義建築で有名なイタリア人建築家カル
ロ・ロッシの手になるものです。自由時間を設けますので写真撮影や、近くのギフトショップでのお土
産品ショッピングなど思い思いの時をお過ごしいただき、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では平坦な舗道を約２時間半歩きま

す。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。このツアーは雨天でも催行されます。 
 
   

インタラクティブ・オーディオペン 
INTERACTIVE AUDIOPEN® 
ツアー番号：LED074 
ツアー料金：大人＄２０～ 子供＄ Ｎ/Ａ 
所要時間：約７時間４５分  
 
画期的なインタラクティブ・オーディオペン® を片手に、魂を奪われる程魅力的な市内の歴史的名所の 
自由観光をお楽しみください。オーディオペンとインタラクティブ・マップがセットになっているこの
ＩＴ器具では、すでに必要な情報の全てが録音されている地図の行きたい場所のアイコンをチェックす
ればその名所にまつわる史実や伝統などを音声で聞くことができます。そのため参加者がご自由に観光
プランを組み立てることが可能で、興味のある場所だけを選択して回ることができます。このオーディ
オペンは「サンクトペテルブルグ自由探訪ツアー」に欠かせないアイテムで、ひとり歩きにもカップル
での自由観光にも最適な道具となっています。 
 
ご案内：このオーティオペンは｛サンクトぺテルプルグ・自由探訪ツアー｝をお申込みの方だけに提供

されるものです。返却されなかった場合や返却時に破損が発見された場合は６０ポンドの追徴
金が船内会計に加算されます。１本のオーディオペンは２名まで共同で使用可能です。３名以
上のグループではそれぞれ必要数のオーディオペンをお買い求め下さい。 

 
   

エルミタージュ ゆっくり観光 
THE HERMITAGE AT A SLOWER PACE 
ツアー番号：LED075 
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄７０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
サンクトペテルブルグの市街を抜ける観光ドライブでは、ネヴァ川沿い、イサク聖堂、旧海軍省、ペト
ロハブロフスク要塞などを車窓から見学します。エルミタージュ美術館は１０００以上の展示室を持ち
３百万以上の収蔵品を誇る世界有数の美術館で、ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ティツィアーノ・ヴェチ
ェッリオ、レンブラントなどの傑作が所狭しと展示されています。 
美術館に到着したらガイドと共に正面玄関から入り２階まで階段を上ってゆきます。そこからゆっくり
したペースで美術館の歴史、芸術と建築にまつわる興味深い説明に耳を傾けながらのツアーがはじまり
ます。エルミタージュ美術館の見学ルートは美術館の学芸員によって決められていますので、必ずしも
希望する美術品を見られる保証はありません。 
見学が始まり４５分を過ぎた所で小休止となり、更にガイド付きツアーをご希望の方はそのまま見学を
お続けになるか、又は約５０分の自由時間をご自分のペースでゆっくりと美術館を見て回るかのどちら
かを選ぶことができます。それぞれの見学終了後は再びガイドと合流し、バスでの帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーは通常の美術館ツアー（ＬＥＤ００４）の様に２時間連続して歩き続ける事が出来

ない方の為に特別に企画されたものです。ガイドはゆっくりとしたペースでの移動を心掛けて
いる為、結果として美術館の限られたエリアのみの見学となります。美術館の２階を見学する
ため、階段を上る必要があります。美術館はかなりの混雑が予想され、雨天の場合でも入場ま
で屋外で並ぶ場合もあります。写真撮影とビデオ撮影の料金はツアーに含まれていますが、フ
ラッシュ撮影は禁止されています。美術館内ギフトショップでのお買い物の時間は限られてい
ます。現地通貨のロシア・ルーブルとクレジットカードが使用できます。長いコート、大型の
バッグ、傘と水などのボトルは美術館内に持ち込めません。 
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素晴らしいファベルジェ 
FABULOUS FABERGE  
ツアー番号：LED076 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
帝都サンクトペテルブルグの名所をバスでゆったり楽しみながら、見事に修復されたシュバロフ宮殿に
向かいます。フォンタンカ川岸にたたずむネオクラシック様式の建物はサンクトペテルブルグでも美し
いと称される宮殿の一つです。宮殿の中心にはカール・ファベルジェの世界最大級のコレクションがあ
り、有名なインペリアル・イースターエッグが 9つ含まれます。 
ファベルジェとインペリアル・イースターエッグの物語はロマノフ朝最後の皇帝ニコライ 2世と皇后ア
アレキサンドラの人生と愛が絡み合っています。エッグは皇帝と皇后の個人的な贈り物で、悲劇の物語
に導くロマノフ王朝の最後までシリーズが計画されました。皇族の為に製作された 50 個のエッグの内
42個が現存しています。 
宮殿内の見事に修復された部屋の壁には素晴らしい美術品がかけられており、有名なロシアの宝石職人
や銀細工師などの作品を含む見事なファベルジェのコンテンポラリーな作品が展示されています。そし
てプーシキンアートギャラリーのお店に立ち寄り、自由時間を設けますのでお土産物や装飾の施された
ファベルジェ・エッグのレプリカをお買い求めいただけます。 
 

ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。このツアーには多くの階段を含み適度なペ

ースでの徒歩による観光が約 1 時間半含まれます。宮殿内では写真撮影が禁止されています。

クレジットカードがご利用いただけます。長いコート、大型バック、傘、ボトルなど宮殿内に

は持ち込めません。 

 
 

キール 

KIEL 

 
キールひと覗き 
KIEL AT A GLANCE 
ツアー番号：KEL001 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間 
 
ガイド同行で、旧市街と非公式に市の中心とみなされているキール・フィヨルド遊歩道をドライブしま
す。道中１９５１年にドイツ最初の歩行者天国となった通りで、現在は最も人気のあるショッピング街
のひとつとなったホルステン通りを車窓から見学します。 
キール運河の入口で撮影タイムを設けます。バルト海から北海を結び、キールからブルンスビュッテル
まで全長約１００キロの長さがある世界一混雑する人工の水路の水深を調節する放水路を見学します。 
更に足を進めると第二次世界大戦中に７５０人の人命を守ったといわれるキール全体で１２０か所あ
るといわれたＴ７５０型コンクリート製の防空壕フラウンデルブンカーを見学します。この防空壕は終
戦後に使用されるのを防ぐために一部が連合軍の爆撃で破壊されました。キールの海事の伝統や海洋研
究に力を入れ、大勢の有名な科学者を産みだした世界的に有名な大学を遠くから眺めます。特にこの大
学で学んだ物理学者で量子論の父といわれるマックス・プランクやハインリッヒ・ヘルツといった物理
学者は、新世代の若者たちに新たな道を切り開いてきました。 
東の田園地帯へ向かい、フィヨルドを縁どる小さな村を訪ねて目の覚める様なフィヨルドの光景を楽し
みながら帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりますが、歩く場所はほとんどありません。 
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海洋王国と海軍の伝統 
MIGHTY MARITIME & NAVAL HERITAGE 
ツアー番号：KEL002 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
バスでのパノラマ観光で、世界一混雑する人工の水路＝キール運河の水門を通ります。道路沿いでは第
二次世界大戦中に７５０人の人命を守ったと言われるＴ７５０型防空壕フラウルンデルブンカーを見
学します。 
引き続きゆったりと景観を楽しみながらラボーに向かいドイツ海軍記念館を訪問します。この記念館は
１９２７から１９３６に渡って、海難事故で命を失った人々を慰霊する為に建てられました。ここでは
自由時間を設けますので、館内を自由に見学したり、足をのばしてキール・フィヨルドの絶景が見渡せ
る展望ポイントまで行ってみたりするのもよいでしょう。半地下にある記念ホールは記念館の中心とな
る慰霊ホールとなっていますが花輪や花束が飾られ、ほの暗い照明と独特の音響が鎮魂の雰囲気をかも
しだしています。ガイド同行で歴史館を訪れ、ぼう大な数の海図や船の模型の展示からドイツの航海と
海軍の歴史を学びます。 
その後短時間歩き、実物そのものが博物館となっているＵ９９５潜水艦を見学します。この潜水艦はＶ
１１．Ｃ型で、第二次世界大戦で最も多く使用されたものです。潜水艦の内部に入り、ここで戦った人々
がいかに息詰まる様な状況であったか体感してみましょう。この潜水艦は１９８１年に「Ｕボート」と
いう映画が公開されたことで世界的に有名になりました。この映画はウォルフガング・ペーターゼン監
督の手で、ドイツ映画史上最大の製作費である千５百万ユーロをかけて製作されたものです。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は約１時間半で所により階段の上り下

りがあります。狭い潜水艦内部の見学が含まれますので閉所恐怖症がある方にはお勧めできま
せん。ヒールの無い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。 

 
 

古城訪問と遊覧船クルーズ(昼食付き) 
CASTLES & BOAT CRUISE 
ツアー番号：KEL003 
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄６０～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約７時間 
 
バスに乗り景観を楽しみながら、湖と緑濃い森が点在するシュレースヴィヒーホルシュタイン州の農村
地方に向かいます。小さな森がすぐさま生垣に取り囲まれた耕作地に変わってゆき、のどかな田舎の光
景の中で、貴族的で由緒ある領主の館が見えてきます。 
プレーン地方で最大の観光ハイライトは、２つの湖の間の丘の上に建つプレーン城の写真撮影でしょう。
１７世紀に建立されたこのお城は、三十年戦争時代にはシュレースヴィヒーホルシュタインープレーン
公の居城でした。ガイド同行で、遊覧船に乗り、それぞれに連なった５つの湖の水晶の様に澄み切った
水路をクルーズしマレンテに向かいます。おとぎ話の魔法にかかった様な雰囲気の中で、深い森に囲ま
れた川岸に点在する小さな中世風の村々を見ながらのクルーズが続きます。 
美味しい伝統料理の 3コースメニューの昼食の後、バラの都市、オイティンと言う小さな町に向かいま
す。そこでは以前はオイティン城の所有で、１８世紀から１９世紀にかけて美しい景観公園に変えられ
たバロック様式の庭園を散策します。時間が許せば、自由時間にオイティン村の狭い路地を散策し地元
の市場を見学することも可能です。 
 
ご案内：このツアーはバス、遊覧船と徒歩での観光となります。このツアーでは約１時間半の徒歩観光

が含まれます。ヒールのない歩き易いウォーキングシューズや洋服の重ね着をしてご参加いた
だくことをお勧めします。遊覧船はキュナードの乗客の貸切りではありません。昼食にはグラ
ス一杯のビール又はソフトドリンクが含まれます。 
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キール・サイクリング 
CYCLE KIEL 
ツアー番号：KEL007 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供 N/A 
所要時間：約４時間 
 
埠頭で自転車をレンタルして、美しい遊歩道とキール・フィヨルドの観光を楽しんでいただきます。 
キール運河に到着後は、水門を間近で見られるユニークな機会がございます。キールは世界一混雑して
いる人工の水路で、バルト海への玄関口であり、スカンジナビア半島とロシアを結ぶ世界的な海洋交通
路となっています。 
途中、休憩を取りドイツの伝統的なケーキの１切れとソフトドリンクをお楽しみいただきます。その後
はキール運河界隈と美しいシュレースヴィヒーホルスタイン州を見学します。巨大な船舶が次々と運河
を横断する様子をカメラに収める機会をお見逃しなく。 
 
ご案内：このツアーは自転車と徒歩での観光となります。参加者はサイクリングに適した服装でご参加

ください。ヘルメットは提供され終始着用が義務付けられています。お子様は参加できません。
帰路はキールの住宅街を通るルートとなります。 

 
 
愛しのリューベック 
LOVELY LUBECK 
ツアー番号：KEL006 
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間 
 
リューベックは由緒あるローマ貴族風の家並みと赤レンガの教会が有名な美しい都市で、現在 UNESCO 
世界遺産候補になっています。 
リューベックに到着後、歴史的探訪の徒歩観光がはじまります。旧市街は島に広がっていて最も印 
象的で中世のままの姿をとどめたゴシック建築が見事な所です。市のランドマークとなっているホルス 
テン門で早速中世の雰囲気を味わいましょう。その後バルト海沿岸にある数多くあるレンガ造り教会の
モデルとなった聖マリエン教会を訪問します。更にドイツで最古の建物として有名な市庁舎を見学しま
す。ガイド同行の徒歩ツアー中、至る所で赤レンガのゴシック建造物が見られ旧市街の象徴となってい
ることがわかります。 
ドイツで最も古い養老院である聖霊養老院と、リューベック生まれでハインリッヒとトーマス・マンと 
いう世界的大作家の住居だったブッテンブローク・ハウスも見どころのひとつです。 
リューベック訪問中は約１時間半の自由時間を設けますので、昼食を楽しんだり、ショッピングをした
り、世界的に有名なニーダーエッガー・カフェでくつろいだりと思い思いの時を過ごしていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。リューベックを往復移動するバスでは英語ガイ

ドが同乗します。市内では地元のガイドが同行します。リューベックまでの移動時間は片道約
１時間 15 分です。ツアーには約２時間半の徒歩観光が含まれます。ヒールの無い歩き易いウ
ォーキングシューズをお勧めします。昼食は含まれていませんので、地元通貨のご持参をお忘
れなく。  

 

スカーゲン 

SKAGEN 

              
 

デンマークの先端 
THE TOP OF DENMARK 
ツアー番号：SKA001 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
画家が集まったことで有名なスカーゲンの街は白い縁取りの温かみのある黄色の壁に赤い屋根の絵葉
書のような漁師の家々に溢れています。地元の人々又は「スカグボー」と呼ばれる人々は、街に大いな
るプライドをもち、きっちりとフェンスを白く塗り、お庭の手入れをかかしません。 
埠頭よりビンデボール倉庫街を通過し、この地域で人気のアトラクションの一つにある南へ向かい、砂
に埋もれた古い教会跡へ向かいます。この教会は砂に埋もれて尖塔の三分の二が地上に出ているという
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ものです。 
スカーゲンの街に戻り、ブロンドムスホテル、アンナとマイケル・アンカー夫妻の家、スカーゲン美術
館を通ります。光とフランス印象派の画家に刺激を受け、独特な作品を作り上げた１９世紀の有名なス
カーゲンの画家達が作りだした場所がここでした。スカーゲン歴史博物館では１８００年代後期の村の
歴史を習うことができます。 
スカーゲンの北にはグレネンがあり、デンマークの最も先端に位置しています。トラクターにつながれ
たバスのサンドーマン号に乗車し、ヨーロッパ大陸の最果て、北海とバルト海が合流する地点を見に行
きます。自由時間を設けますので、お土産物などお買い物を楽しんだ後、船にもどります。 
 
ご案内：このツアーはバス、トラクターバスと徒歩での観光となります。このツアーには凸凹で海辺を

約３０分歩くことが含まれます。履きやすい靴でご参加ください。トラクターバスへは段差が
２つあります。訪問順序が変わる場合があります。 

 
 

ボーグラム修道院と沿岸の景観 
BOERGLUM ABBEY & SCENIC COAST 
ツアー番号：SKA003 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄３６～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 
 
景観ドライブでは絵葉書のようなスカーゲンの南側を通り、ボーグラム修道院に向かいます。修道院は
デンマークで現存する修道院でも最も古いもので、その歴史は 1世紀まで溯ります。長い間王家の住居
と修道院として使用され、ユトランド半島北西部の権力の中心でした。修道院は 4人の子持ちのアンと
ハンス・ロットボル夫妻が所有し 85 の部屋があります。修道院に到着すると修道院内部のツアーがあ
り、教会や古い厨房、馬小屋やビジターセンターなど見学します。ボーグラム修道院は西海岸よりさほ
ど遠くはありません。第 2次世界大戦の名残である掩蓋陣地の残骸や美しく時には荒々しい北海のお写
真ストップも設けます。ツアーはさらに西海岸に並ぶ小さな村々を通ります。ルビャオ・クヌード灯台
は移動する砂丘に埋もれてしまい、今では使われなくなりました。砂丘はだんだん大きく広がり、灯台
全体を覆い尽くし、いつかは無くなることでしょう。付近の博物館を訪れ、この地域について習い、灯
台まで歩いて移動し上から一帯に広がる素晴らしい西海岸の景色を楽しみましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには徒歩による観光が 1時間半程で、

旧灯台の砂丘の上や修道院内の階段などが含まれます。 
 
 

ボエルガード城とパン菓子 
VOERGAARD CASTLE & PASTRY 
ツアー番号：SKA004 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 
 
スカーゲンより砂に埋もれた教会など含む興味深い名所がある東の海岸線をドライブします。船乗りと
スカーゲンの守護聖人ローレンスより名がつけられた教会は 13 世紀まで歴史が溯り、砂丘の移動で埋
もれています。現在ではスカーゲンの南の砂丘に埋もれ、塔の部分のみ見ることができます。 
ボエルガード城はお堀と分厚い壁に囲まれたデンマークで最も美しいルネッサンス様式の城ですが、恐
ろしい幽霊伝説や素晴らしいアートコレクションがあることで知られています。地下牢に進むと幽霊や
消しても消えない血の跡が見られます。素晴らしい値段のつけられない貴重な宝物や王家のアンティー
クがご覧いただけます。 
バングスボーマナーはフレデリスクスハウンの町の後ろの丘の上に位置します。古い粉ひき所で紅茶や
コーヒーをいただきながら有名なデンマークのパン菓子の一つをご賞味ください。そして景観ドライブ
を楽しみながらスカーゲンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには 1時間の徒歩観光が含まれ、砂

地や城内には約 60段の階段が含まれます。 
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自転車で周るスカーゲン 
SKAGEN BY BIKE 
ツアー番号：SKA005 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄６２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
スカーゲンっ子のように自転車に乗り、黄色い壁、白いフェンスと赤い屋根の絵葉書のようなスカーゲ
ンの街をサイクリングしましょう。バルト海と北海の間にある幅がわずか数キロの半島の先にあるとて
もユニークなランドスケープのグレネン展望台へ自転車をこぎます。 
突き出た半島の先端でソフトドリンクを頂き、さらに 6キロメートル進むと教会跡に辿り着きます。こ
の古い教会跡は吹き寄せられた砂丘に埋もれ、今では教会の尖塔がさらに大きくなる砂丘の中から突き
出ています。自転車でスカーゲンの街に戻り、旧市街を抜けて埠頭に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは自転車と徒歩での観光となります。参加者は体力に自信がある方に向いています。

自転車に慣れている方で 12 歳以上の方がご参加いただけます。ツアーには設備についての説
明、安全に関する案内、安全ヘルメット（着用の義務）が含まれます。爪先の閉じた靴を着用
ください。 

 
 

スカーゲン徒歩観光 
SKAGEN WALKING TOUR 
ツアー番号：SKA006 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２２～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間３０分 
 
港を出発し、ガイドの案内でソエンドレ・ストランド沿いを北に歩き、18世紀又はそれ以前、デンマー
クで一般的な航海標識としてつかわれていた伝統的な吊るしランタン灯台があるヴィパーフライでお
写真撮影に立ち寄ります。そして白く縁どられたフェンスと美しく手入れの行き届いたお庭に囲まれた
典型的な黄色のスカーゲンの家々を通ります。途中 1840 年まで歴史が溯る由緒あるブロンダムホテル
を通ります。スカーゲンで著名な画家の二人、アナとマイケル・アンカー夫妻の旧家に向かいます。 
有名なスカーゲン画家達によって描かれた膨大な絵画コレクションがあるスカーゲン美術館を見学し
ます。ガイドの案内で、スカーゲンのショッピングストリートを歩き、幾つかのギャラリーも通ります。 
ショッピングストリートを進んでいくと 1841 年に建てられたスカーゲン教会があります。この教会は
今では町の南にある埋もれた教会跡として知られる聖ローレンス教会の代わりに建てられたものです。
（このツアーでは砂に埋もれた教会跡の訪問は含まれません）古い漁師の家を通り歩き、歩ける方はそ
のまま港へ戻るか、又はシャトルバスに乗って船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。訪問順序が入れ替わる場合があり、歩きなれたウォー

キングシューズを着用ください。美術館内は写真撮影ができません。バスに乗り港へ移動して
から徒歩観光が始まります。 
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 Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに参加す

るお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加するに

は独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショア

エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は注意

を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求め

ます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ

加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、

お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあ

たり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる

側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意

深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、キュナ

ード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況でもエク

スカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責任を負

いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュ

ナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購

入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。キュナー

ド社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損害に対し、責任を

負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日や時間、

残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済みのツアー代金は変更されませ

ん。事前予約されたショアエクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約されたショ

アエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込まれ

たショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなります。ツアー代金は大

人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーシ

ョン内容又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までの

お子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを

購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情

報が変更になる場合があります。ツアー内容に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の

未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発時間は最

後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や特定のショアエク

スカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内に記載されている箇所や訪問順序

は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエクスカー

ションの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。ツアー

は先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーにアクセスし、キャ

ンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取消が発生した場合は電子

メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤ

ージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パー

ソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちを

している場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点か

ら出発時間や料金などが変更になっている場合がありますので時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。クルー

ズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させてい

だきます。 
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取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ

ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された

取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よりも前の

取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額返金いたします。

ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカード又はデビットカードへ

全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内

のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオフィスに

ご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら返金できません。

全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエクスカーションは催行され

ません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する

権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申

し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りの

オンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝いが出

来ます。ご希望の場合は、寄港の48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエクスカーションと異

なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後の予約の取消は取消料

が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関の水

準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバスを手配致

します。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用されます。バスによってはス

テップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで使用される飛行機の座席は特別

にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合

流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電

話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電子メー

ルでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアーの手配などの

助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バスのステップに乗るこ

とは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下

さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経

験や実践的情報が入ったツアー内容をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車

椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手

伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありま

せん。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。

船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常

用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーか

どうかご確認ください。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェブサイ

ト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出来る限り事前

に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写された詳細や道具などは

特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

 

※ショアエクスカーション規定と条件は 2016 年 1 月 20 日時点の情報です。 

各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。 



 
                            
                                   

 

 

 

 

 

クイーン・エリザベス 
   

ハンブルグとアムステルダム ９日間 
ショアエクスカーション案内 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  ＊  ・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の           ＊ 

＊     日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。   ＊     

   ＊ ・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。   ＊ 

＊  ・ エクスカーションは事前予約が可能です。        ＊ 

＊   その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。     ＊ 

＊   船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。                 ＊ 

＊    船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。           ＊  

＊  ・ ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。     ＊ 

＊     ご乗船後にご確認下さい。                                             ＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 
 
 
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 



 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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ハンブルク  

HAMBURG 
         

ハンブルクお手軽観光                                               
SNAPSHOT OF HAMBURG                                                     
ツアー番号：HAM021 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４４～（３～１２歳） 

所 要 時 間：約３時間 
 
ハンブルクはヨーロッパで１，２を争う広大な港湾都市として有名です。洗練された国際都市の
雰囲気を味わえるこの都会には広壮なオフィス・ビルや素晴らしく整備された遊歩道や華麗なシ
ョッピング・モールが連なり、世界的な音楽事業が展開される都会でもあり、有名な歓楽街レー
パーバーンがある所でもあります。ハンブルクは同時にドイツの中でも最も緑豊かな都市として
も有名で、美しい公園や広々とした芝生が至るところに見られます。 
 
市庁舎、ドイツ最古の株式取引場、赤レンガ倉庫街、優雅で豪華なショッピング・エリアのひと
つであるユングフェルンシュテーク、ハンブルクの高級住宅地のひとつであるアウセンーアルス
ター地区の散策など、この大都会のパノラマ・ツアーをお楽しみください。 
 
その後世界的に有名な歓楽街レーパーバーンを観光します。この場所こそ１７世紀初頭にレーパ
ー一族が風俗業を開設した場所で、今日この通りはグロスフライハイト、ヘルベルト通リと並ん
で“罪深い１マイル”と称されています。 
 
地元では“ミッシェル”と呼ばれる聖ミヒャエル教会はドイツ北部のバロック建築として最大の
ものでハンブルク随一の名所となっています。聖ミカエル教会には４台のオルガンがあり、これ
も教会の内部に置かれたオルガンとして世界最大のものといわれています。ツアーの途中この教
会に立ち寄り素晴らしいオルガン演奏の歓迎を受け、驚異的な音響効果をご鑑賞ください。 
 
船に戻る前には飾り窓の家の初期の姿が見られるクラメラスチューベン界隈の散策をお楽しみい
ただけます。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーは主に景観観光で、教会には数段の階段を含む徒歩によ

る３０分のツアーが含まれます。 
                                                         
 

ユダヤ人の歴史と強制収容所見学                                               
JEWISH HAMBURG & FORMER CONCENTRATION CAMP                                                     
ツアー番号：HAM023 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５４～（３～１２歳） 

所 要 時 間：約４時間半 
 
 
午前中はパノラマ都市ハンブルクの観光です。ここには４００年以上も前にユダヤ人のコミュニ
ティが形成され、この都市の発展に大きな役割を果たしていました。ツアーはハンブルクの観光
名所、市庁舎、ドイツ最古の株式取引場、世界中から集められたスパイスやコーヒー、紅茶を売
る店が連なるゴシック様式の赤レンガ倉庫街などの散策から始まります。途中、優雅なショッピ
ング・エリアであるユングフェルンシュテークの中を通っての観光も含まれます。 
 
観光ツアーの途中には１６００年代にさかのぼるユダヤ人墓地や、第二次大戦で破壊された当時
は新設だったシナゴーク跡などを巡ります。その場所は現在ハンブルク・ホロコースト記念館と
して保存されています。そこではボランティアの団体が“憎しみのない世界”をめざして活動を
続けています。 

ショアエクスカーション案内 

クイーン・エリザベス  

ハンブルグとアムステルダム ９日間 
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ハングルクの郊外にあるのがノイエンガンメ強制収容所記念館です。この歴史的建造物は第二次
世界大戦時ドイツ北西部最大の強制収容所で１０万人以上のユダヤ人がここに収容されていたと
されています。時間が許す限り“ノイエンガンメ強制収容所１９３８－１９４５と戦後；歴史の
痕跡”という主要展示を各自自由にご見学ください。展示ではノイエンガンメ強制収容所とその
付属の収容所の歴史に焦点があてられています。収容所の見学を終えた後は記念碑まで短時間の
ドライブをします。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーでは平坦な舗装道路を約１時間半歩いていただくことに
なります。ツアーの訪問順序は前後する可能性があります。記念館の展示は戦争中の残虐行為を示す図版や展示が
あり精神的にきつい部分もある事をご了承ください。 

 

 

アムステルダム（オランダ） 

Amsterdam, Holland                
 

市内観光と運河クルーズ                        

CITY & CANAL CRUISE                                           
ツアー番号：AMS001 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄１８～（３～１２歳） 

所 要 時 間：約４時間 
 
 
約 100 キロ以上にも及ぶ水路があるアムステルダムにはヴェニスよりも多くの運河と橋があり、
水際の景色を満喫するには運河クルーズが最適です。ガラス張りの天井がついた遊覧船に乗って、
かの昔にアムステルダムで栄華を誇った裕福なオランダ商人たちの屋敷や、色とりどりのハウス
ボート、アンネ・フランクの家、その他沢山の興味深い名所を巡る運河クルーズをお楽しみくだ
さい。 
 
市内の代表的な目印のダム広場やバロック式建築の王宮などのパノラマの様な光景をバスの車窓
外に見ながら１，５００年頃に建設された後期ゴシック建築様式を擁する壮大なニューウィーケ
ルク教会へ。国王の即位式はこの教会で執り行われます。特に興味深いのは市の数多くの素晴ら
しい塔や尖塔の中で最も有名で素敵な１６世紀の涙の塔です。今日では現代技術にとって代わっ
て久しくなりますが、オランダの過去の象徴である風車の写真撮影をすることもできます。 
 
ツアーの途中では 1 時間の自由行動の時間を設けてありますので、気ままに市内のそぞろ歩きや
ショッピングをお楽しみいただけます。 
 

ご案内：このツアーはバス、遊覧船と徒歩での観光となります。見学の順序は変更されることがあります。遊覧船内のトイ

レの設備は限られています。船着き場には約１０段の階段があり、更に船内の入り口には３段の急な階段があります。 
                                                                 

                                                                                      
風車とエダム観光                    
WINDMILLS & EDAM                                           
ツアー番号：AMS002 
ツアー料金：大人＄５６～   子供＄２０～（３～１２歳） 

所 要 時 間：約４時間 
 
 
アムステルダム市内から北へ向かい、由緒ある鄙びた村にあるオランダ一有名な野外博物館ザー
ンセスカンスを観光します。その後は外皮が赤いエダム・チーズで有名なエダムの村を訪ねます。 
 
村に向かう道中には牧場が広がり、所どころで農家や、のんびりと草を食む動物たちを見ること
が出来ます。ザーンセスカンスは有名な風車が建ち並ぶ昔ながらのオランダ風景をそのまま切り
取った様な野外博物館で、実際は１８世紀のザーン・コミュニティを完全に再現したものです。
興趣に溢れた村の道路を歩いてゆけば、様々な職人たちがかの昔のオランダ交易時代と同じ様な
仕事に励んでいる姿を覗き見る事が出来、往時のオランダを偲ぶ事が出来ます。ここザーンセス
カンスには一時６００塔もの風車があったといわれていますが、現在当時からのものはほんの一
握りしか残っていません。風車見物の他にもクロッグ（木靴）作りなどのオランダ伝統工芸を見
物したり、オープンカフェでくつろぎながらのんびりと時をお過ごしいただく事も出来ます。 
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その後、オランダを代表する村のひとつエダムに向かい石畳が敷かれた道を散策します。ユニー
クな鐘楼や、縦横に村を巡る美しい運河、都心につながっている跳ね橋などの観光名所も見所の
ひとつです。途中地元のチーズ工場に立ち寄り、試食やお買い物もお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では所々に石畳みのある舗道をゆっくりペースで約１時間半

歩いていただきます。舗道周辺の景色の美しさも見応えがあり、海抜より低い箇所もあります。 
                                                                 
                                                         
アンネ・フランクの家とアムステルダム観光                                  
ANNE FRANK & AMSTERDAM                             
ツアー番号：AMS005 
ツアー料金：大人＄７０～  子供＄２８～（３～１２歳） 

所要時刻 ：約３時間 
 
 
 
船からは車で短時間の距離にあるウェスターカーク（西教会）とアンネ・フランクの小さな彫像 
のある町角に到着。そこからは徒歩でアンネ・フランクの家に向かいます。この家はユダヤ人少 
女だったアンネ・フランクが家族と一緒にナチから隠れて生活をしている間にかの有名な日記を 
書きあげた場所です。 
 
アンネは生涯の最後の２年間正にこの家に隠れ住み、その後はドイツに送り込まれて強制収容所 
で命を落としたのでした。館内のガイド説明が禁じられているため、中に入る前に全体的な説明 
が行われます。 
 
その後は風光明媚なアムステルダムの中心街を車で巡ります。見所はダム広場にあるバロック様 
式の王宮（女王がこの地を訪問した際の宿泊場所です）や、５５０年の歴史があり数々の戴冠 
式が行われ、多数のオランダの歴史的有名人の霊廟があるニューウィーケルク教会（新教会）、 
１６１８年中世の城壁の上に建造され、硬貨の製造場所だったムント塔、１６世紀建造の涙の塔
などがあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。アンネ・フランクの家は非常に古い建物で、様々な所に傾斜の急な階

段があります。アンネ館の中での写真撮影は禁じられています。 
                                                                 
                                                          
                                                   
夜の景観クルーズ                      

EVENING SCENIC CRUISE                          
ツアー番号：AMS006 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄２８～（３～１２歳） 

所 要 時 間：約１時間半 

 
ゆったりと寛いで、新しい視点からアムステルダムとその景色をご観賞いただける素晴らしい機
会です。居心地の良いカナル・ボートの中でワインをすすり、オランダのチーズとビスケットを
味わいながら照明されたカナルや橋をご覧になれます。通常の交通手段では進入不可能な中世の
一角にも航行します。 
 
いつもとは異なった角度から数多くの木と壮大な建物に囲まれた有名な三日月形をしたヘーレン
運河、ケイザー運河、プリンセン運河の各運河の素晴らしい夜景が楽しめます。 
 
プリンセン運河に沿って航行し、有名なアンネ・フランクの家の前を通ります。アンネはドイツ
に送り込まれるまでの最後の２年間をこの家で過ごし、かの有名な日記を書いたのです。 
 
ご案内：このツアーは運河ボートで行われます。ボートの乗降口には３，４段の急な階段があります。 
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アムステルダム味覚探訪                            

A TASTE OF AMSTERDAM                                        
ツアー番号：AMS008 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１９～（３～１２歳） 

所 要 時 間：約４時間 
 
 

アムステルダム市街を巡り、王宮やダム広場などの名所を含むパノラマの様な光景をお楽しみい 
ただきます。バロック様式の王宮は女王がこの地を訪問した際の宿泊場所となっています。その 
後もニューウィーケルク教会（新教会）やムント塔を車窓から見学します。１６１８年に中世の
城砦の上に建造されたムント塔では硬貨が製造されていました。道中ではアムステルダム中央駅
や１５世紀建造の涙の塔なども見ることができます。 
 
その後はゆったりとバスの座席にもたれながら、アムステルダム北部の低地地帯に向かう車窓か 
ら湖や風車を含む風光明媚な景観をお楽しみいただきます。地平線に広がる素晴らしい風景は、 
世界中の美術館で見られる有名なオランダ絵画を思い起こさせるでしょう。 
 
“べームステルポルダー”（べームスター干拓地）はオランダを代表する干拓地で、UNESCOの世 
界遺産に選ばれた場所です。ここで有名なオランダ水車の前での写真撮影をお楽しみいただいた 
後は地元のチーズ工場へ向かいます。 
 
チーズ工場では、数多くの種類があるオランダ・チーズのサンプルを味わったり、地元産グル 
メのショッピングなど、短時間の自由時間を設けてあります。 
 
船に戻る前には、紅茶、コーヒー、ケーキでの軽食休憩があります。 
 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ほとんどの観光はバスの車窓からのみで、歩く時間もほとんどあり
ません。バスドライブの行程は順序が逆になることもあります。 

                                                                 
                                                          
運河クルーズ                                        

CANAL CRUISE                                           
ツアー番号：AMS016 
ツアー料金：大人＄３９～   子供＄１６～（３～１２歳） 

所 要 時 間：約 1時間半 
 
 
アムステルダムの歴史は水を抜きにしては語れません。７０もの島々からなるアムステルダムは
全長９６．５kmに及ぶ運河と１０００本の橋を持つ国際都市としての姿を誇っています。古くは
１３世紀から夥しい数の小船がこのアムステルダムの港から怒涛渦巻くゾイデル海ヘ漕ぎ出して
いったのです。 
 
ガラスの天井を持つ観光船に乗りこみ、アムステルダムの運河を巡ります。船からは代表的な観
光名所、海事博物館、市庁舎、アンネ・フランクの家などを見て回ります。ゆったりと寛いで、
狭い水路を滑る様に移動する観光船の中からアムステルダム名物である運河を縁取る破風付の細
い家並みなどをご鑑賞ください。 
 

ご案内：このツアーは観光船と徒歩での観光となりますが歩く部分はほとんどありません。ただし観光船の船着き場には約

１０段の階段があり、更に船内の入り口には３段の急な階段があります。 
                    
 
アムステルダムのチューリップ                                        

Tulips of Amsterdam                                           
ツアー番号：AMS018 
ツアー料金：大人＄７５～   子供＄２８～（３～１２歳） 

所 要 時 間：約５時間 
 
 
アムステルダムとハーグの中間に位置する砂丘と球根の地方にはヨーロッパの庭園として知られ
る世界最大の花庭園のキューケンホフがあります。キューケンホフはチューリップの花が咲く春
のみ開園しますので、アムステルダムを訪れる最高な季節でしょう。 
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キューケンホフ（台所の庭）はもともとハーブ庭園で、エノー女伯ジャクリーヌにハーブを供給
していました。現在では８０エーカーの庭園敷地内には歩道や遊歩道や小川や湖、各種展示会を
行うパビリオンなどがあります。色鮮やかなチューリップ、ヒヤシンスや水仙は芝生や木立の緑
と素晴らしいコントラストを見せます。 
 
到着後、この美しい庭園の自由散策をお楽しみください。３２ヘクタールの花畑にて春の訪れを
感じるでしょう。７００万株以上のチューリップや花々が色鮮やかに咲き誇り、泉や水の輝きが
庭園散策をより一層思い出深いものにするでしょう。 
 
オランダで一番有名なチューリップ公園のキューケンホフはとてもユニークで熱心な園芸家や写
真家、美しい公園で過ごす全ての人々に喜びをもたらします。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。庭園内でのガイド説明はなく、食事や飲み物などは含まれません。

公園案内書はこのツアー代には含まれませんが、直接キューケンホフ案内所で４ユーロで購入することができます。

庭園内にはギフトショップとセルフサービスのレストランがあります。 
                    
 
ゴッホ美術館                          

Van Gogh Museum 
ツアー番号：AMS022  

ツアー料金：大人＄８８～  子供＄３７～（３～１２歳） 

所 要 時 間：約３時間 
 
 
仲間のような小さなグループで有名なゴッホ美術館に向かいます。 
アムステルダム観光に欠かせないこの博物館は毎年１５０万人のお客様を迎えています。特別ガ
イドの案内で約１時間ヴァン・ゴッホのもっとも有名な作品の数点を鑑賞します。そして自由に
１時間鑑賞いただけます。一年を通し、博物館では数多くの展示会やイベントが行われています。
船内のショーエクスカーションチームが今回の訪問で何が開催されているのか情報をお調べする
こともできます。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１ガイドにつき最大２０名となります。ヴァン・ゴッホ美術館内は
写真撮影が禁止です。 

                                                                 
                                                          
          
国立美術館見学                           

Rijksmuseum                                         
ツアー番号：AMS023 
ツアー料金：大人＄ ９５～ 子供＄４０～（３～１２歳） 

所 要 時 間：約３時間 
 
世界で最も大きく最も興味深い美術館のひとつであるアムステルダム国立美術館の見学をお楽し
みください。１８００年に建立されたこの美術館は２００３年に一旦閉鎖され、美術館の歴史始
まって以来の全面的改装と展示品の見直しが行われました。この改装には 10年の年月を要しまし
たが、２０１３年の４月に再び公開される運びとなりました。見学者たちはこの美術館で世界に
比類のない歴史や美術を目の当たりにすることができるのです。 
 
知識豊富なガイドによる１時間のガイドツアーの後、ご自身で１時間ほど自由に鑑賞いただけま
す。館内には 80以上の展示室がありますので、レンブラントやフェルメールの傑作を含むオラン
ダ絵画や美術をじっくりとご鑑賞ください。 
 
美術館内のギフトショップでは美術書や絵葉書など様々なお土産品を揃えておりますのでショッ 
ピングもお楽しみいただけます。 
 

ご案内：グループのサイズはガイド一人に最大２５名のお客様となります。 
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夜の徒歩観光                           

Evening Walking Tour & Tipple                                         
ツアー番号：AMS024 
ツアー料金：大人＄７０～  

所 要 時 間：約２時間３０分 
 
街中心まの僅かな距離をバスで移動します。 
ガイドと一緒にちょっと変わった徒歩観光が始まります。見て回ると喉も乾き、通り沿いに並ぶ
街でも一二を競うバーを訪れ、１杯か２杯喉を潤しましょう。 
そして魅惑の都市の狭い小道を散策し、旧証券取引所、王宮やダム広場、アムステルダム最古で
何世紀もの間重要な教会であった飾り窓地区の中心にある旧教会を通り、最後にネオルネッサン
ス様式の中央駅に到着します。 
ツアーの最後にガイドと共に徒歩で船に戻るか、街に残り船に自分で戻るかお選びいただけます。 
 

ご案内：このツアーは１８歳以上の方がお申込みいただけます。ビール２杯が含まれます。このツアーは石畳で一部起伏の

ある箇所を徒歩で約１時間４５分回ります。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  

 
ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 

 
ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに

参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参

加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしませ

ん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべての

ショアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守すること

を求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショア

エクスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全

ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂

きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご

一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな

る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不

作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は

お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を

負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下

さい。キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生し

た損害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅

行代理店にお尋ね下さい。 
 
ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日

や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変更さ

れません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約されたショアエ

クスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込

まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなります。ツア

ー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設けられおり、

ショアエクスカーション内容書又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催

行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３

歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料と

なります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容書に追記されます。お子様のツ

アーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 
出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発

時間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や

特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記載

されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあ

ります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります。 
 
ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。

ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーに

アクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取

消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け

取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させ

てください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り

消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 

取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありますので
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ご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただ

け船内口座に請求させていだきます。 
 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 
 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よ

りも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額

返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカ

ード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーショ

ンの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 
 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオ

フィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら

返金できません。全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエ

クスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由による

ツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジッ

トカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念

又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝

いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエク

スカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後

の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機

関の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良

のバスを手配致します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてく

ださい。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れ

にならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。

他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 
ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電

子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアー

の手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バ

スのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにて

プライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができ

る人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型バスには小さ

な折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手

は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーが

ありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適

したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。

タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限がある方はテンダー

ボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーはお申し込みいただけない場合があります。

車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェ

ブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出

来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写され

た詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 

 

 
【健脚レベル：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚レベル：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚レベル：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 
 



 

【重要なご案内】 
活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 

【重要なご案内-ビーチ/ウォーターに関連して-】 
水が含まれるいかなるツアーにお申し込みの方は、特に注意してご参加く
ださい。水泳の前のアルコール飲料や満腹になるほどのお食事はお避け下
さい。浮きジャケットが与えられたら、必ず着用ください。海は予想出来
ないことが起こることをご留意ください。監視人はいないことが多く、水
に入るのが安全かどうか知らせる旗などがない場合もあります。また、海
辺のアクティビティーは監視されておらず、監視人がいない場合もあり、
ツアー中に含まれる海岸又は海での安全はご自身でお守りください。海に
入る際は海底や水中の状況が驚かされる場合もあり、海岸や海底が安全か
視察していないので、特に気を付けてください。水際にいる際は必ずお子
様を監視してください。海辺や水、海中が含まれる全てのアクティビティ
ーはご自身の責任となります。水中では水着、タオル、日焼け止め、平底
の靴を着用する必要があります。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・エリザベス 

英国周遊 １３日間 

ショアーエクスカーション案内 

 

 

ニューヘイブン 
NEWHAVEN 

 
ゆったりエディンバラ観光 
LEISURELY EDINBURGH 
ツアー番号：NWF001 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄２７～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約３時間半 

 
古き良き伝統と近代文化が絶妙に融合している首都エディンバラのエッセンスを気軽に味わえるツア
ーです。効率的にエディンバラの代表的な史跡や観光名所をめぐる市内観光ツアーで、特に世界遺産に
選ばれた中世都市オールド・タウン、１８世紀に繁栄したニュータウンは必見です。ツアー中はジョー
ジ朝様式やビクトリア朝様式の建物が並ぶ数々の優美な舗道や、謎めいた石畳みの小道に出会うことが
あり、それとは対照的に数多くのショップやバーやレストランが立ち並ぶ活気のある国際都市の息吹や、
モダンな都市の雰囲気を味わうことが出来ます。エディンバラで最も有名な建造物が、天空に聳える様
に建っている中世の城エディンバラ城です。船に戻る帰路にはロイヤル・マイルや女王陛下が来訪の際
の居城となるホリールード・ハウス宮殿などをドライブします。 
あまり歩き回らずに車窓からのんびりと観光したいという方にお勧めのツアーです。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。途中おトイレ休憩が入ります。 
 

 
エディンバラの古城と都市観光 
MAGNIFICENT EDINBURGH CASTLE & CITY   
ツアー番号：NWF003 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約４時間半 
 
死火山の連なるゴツゴツした岩の上に築かれたドラマチックな首都エディンバラに向かいます。市内観
光の後で、荘厳なエディンバラ城を訪ねます。 
都市に聳えるエディンバラ城はスコットランド歴代の王と女王の居城でした。ガイドと共に城の一部を
観光をお楽しみいただいた後は歴史と雰囲気のただようロイヤル・マイルで自由時間をお過ごしくださ
い。自由時間後はバスに戻り、エディンバラでのエリザベス女王の居城ホーリールード宮殿を通過し、
自然あふれる広大なロイヤルパークやランドマークのアーサーの玉座、エレガントなタウンハウスとプ
ライベート公園があるジョージ王朝風のニュータウンをご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーではエディンバラ城での徒歩観光が約１時

間４５分含まれ、お城の主要部分までは石畳みの舗道や長い傾斜のある通路を歩くことになり
ます。ロイヤル・マイルでは３０分程の自由時間をおとりしますが、現地の状態にもよります。 
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メアリー・キングス・クローズとエディンバラ 
MARY KING’S CLOSE & EDINBURGH 
ツアー番号：NWF008 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄３８～（５～１２歳） 
所 要時間：約４時間 

 
時代を溯り 1645 年を思い描きエディンバラの観光名所の一つとして復活したメアリー・キングス・ク
ローズを見学していましょう。 
エディンバラの有名なロイヤルマイルズ沿いの地下にはメアリー・キングス・クローズがあり、狭い地
下の路地や曲がりくねる道や空間が広がっています。考古学や歴史的に正確にはメアリー・キングス・
クローズと付近の「クローズ」はエディンバラの中でも賑やかで最も活気に満ちた通りでした。ミステ
リーに覆われ、その当時の衣装を身に着けたガイドが「クローズ」内を案内し、どのように通りが４０
０年も後に地下になったのかご覧ください。ガイドはメアリー・キングス・クローズで生きていた過去
のキャラクターを叙述し、魅惑的な興味をそそる物語を語ります 
メアリー・キングス・クローズの観光後、エディンバラで僅かな自由時間を設け、ニューヘイブンに戻
ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。５歳未満のお子様はお申込みいただけません。体調が良

い方がご参加いただけます。このツアーは閉鎖された空間で、埃っぽい所の為、閉鎖恐怖症や
ぜんそくの持病がある方にはお勧めしません。３階構造で、５８段の階段の下りと３８段の幟
が含まれます。部分的に凸凹で、急な斜面があり、通路は薄暗いでしょう。平底の滑りにくい
ウォーキングシューズをお勧めします。アトラクションの性格上、押し車はご利用頂けません。
メアリー・キングス・クローズ観光は約１時間です。エディンバラでの自由時間は４５分間で
す。集合場所と集合時間を必ずご確認ください。バスは長く待てません。 

 
 
 
セント・アンドリュース観光 
ST.ANDREWS 
ツアー番号：NWF006 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 

 
東海岸にあり田園地帯に囲まれたセント・アンドリュースはスコットランドの守護聖人の名前から付け
られ、世界で一番歴史あるゴルフクラブ、ロイヤルアンドアンシェントがあります。 
フォースロード橋から北に延びる主要道路沿いを通り、のどかな田舎道を進みセント・アンドリュース
に到着します。到着後、スコットランドで一番写真撮影がされている大きなセント・アンドリュース教
会の遺跡で短いお写真タイムを設けます。そしてセント・アンドリュースの景観ドライブが続き、活気
のある町中を通り、ゴルフコースの外観をお楽しみください。景観ドライブ中、セント・アンドリュー
スや世界中のゴルフゲームの発展の中核を担っているロイヤルアンドアンシェントゴルフクラブの外
観をご覧いただけます。ロイヤルアンドアンシェントゴルフクラブの近くで自由時間を設けますので、
各自お過ごしください。オールドコース近くの地域で散策したり、趣のあるお店でゴルフに関する商品
や洋服など見たりするのもよいでしょう。 
そして再びバスに戻り、ニューヘイブンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。セント・アンドリュースへは片道約 1時間半の道のりで

す。徒歩による観光は各自にお任せします。バスの乗り降りができる必要があります。自由時
間は 1時間 20分を予定しています。 

 
 

ファルカーク・ホイールとアントニヌスの長城 
FALKIRK WHEEL & ANTONINE WALL 
ツアー番号：NWF007 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 

 
フォルカーク・ホイールは 2つの運河を結ぶ為に設計と建築されたもので、スコットランドにおける 21
世紀の最高の技術が見られます。ユニークで目を見張るような形状をし、なかなかないアトラクション
で、スコットランドのランドマークとして既に評価がされています。 
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フォルカーク・ホイールに到着後、運河ボートに乗船し 30 メートル空中に上がります。船はホイール
の下部ゴンドラに入り、ゆったりと動きだし船を持ち上げ 30 メートル上にあり柱で支えられているユ
ニオン運河に移動させます。15分間かけて持ち上がるので、周りの景色を楽しむ時間が充分にあります。
上に到着すると船はスムーズにホイールからユニオン運河に入り、水道橋沿いを通ります。船での旅も
終わり陸に上がると、徒歩でアントニヌスの長城へ向かいます。西暦 142年に建てられたローマ帝国の
長城は現在でも無傷のまま残り、世界遺産にも登録されています。ここでお写真撮影などお楽しみ頂き、
バスに乗りニューヘイブンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。フォルカークへは片道 1時間の道のりです。このツアー

には徒歩による観光が約 1時間半含まれ、凸凹の地表が含まれます。アントニヌスの長城への
徒歩観光はオプションです。フォルクカーク・ホイールビジターセンターに残ることもできま
す。平底の歩きやすい靴をお勧めします。運河ボートに乗るために身軽さが必要です。運河ボ
ート中は冷えやすいので温かいジャケット持参をお勧めします。 

 
 

エディンバラ城とロイヤルヨットブリタニア号 
EDINBURGH CASTLE & ROYAL YACHT BRITANNIA 
ツアー番号：NWF009 
ツアー料金：大人＄９４～ 子供＄４６～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 

 
都市に聳えるエディンバラ城はスコットランド歴代の王と女王の居城でした。世界遺産に登録された城
の散策は素晴らしく、ガイドと共に城の見どころを見学し、深い歴史を知る素晴らしい経験となるでし
ょう。 
かつて女王の海に浮かぶ宮殿と「第二の我が家」と表現されたプライベート・ヨットは、そのスタイル
や豪華さのどれをとっても“マスタークラス”と讃えられており、このツアーでは英国王室の生活を垣
間見るユニークなものです。華やかな公式行事の接待の為に使用される世界に現存する最も有名な船舶
のひとつとしてその名を知られています。船内のいたる所に飾られた展示品やディスプレイ、額入り写
真の数々から「ブリタニア号」の華麗な歴史を偲ぶことができます。そしてロイヤルアパートメントに
はサンルーム、応接室、寝室などにある何百ものオリジナルの品々がご覧いただけ、作業用デッキ、士
官用食堂、医務室やエンジンルームなどもご覧いただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。エディンバラ城では石畳の通路や長い傾斜道を含む約 1

時間 30分の徒歩観光が含まれます。平底の履きなれた靴をお勧めします。 
 

 
エディンバラ自由観光 
EDINBURGH ON YOUR OWN 
ツアー番号：NWF004 
ツアー料金：大人＄５３～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間 
 
エディンバラは史跡の宝庫といっても過言でなく、特に中世都市の“オールド・タウン”と１８世紀に
栄えた町“ニュー・タウン”は世界的に有名な観光地となっています。ここではホリールード宮殿、エ
ディンバラ城、ロイヤル・マイル、ブランドショップが連なるプリンス・ストリートなどの観光をじっ
くりとご堪能いただく他、市街を一望できるアウトルック・タワーからの眺望もお楽しみいただきます。
主に観光をしたいという方もショッピングも楽しみたいという方にも十分に満足いただける数限りな
い見所が沢山あり、数多くあるカフェやレストランでのお食事所にも不自由することがありません。ガ
イドは同行しませんので、気ままに自由に終日観光を楽しんでいただくことができます。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーにはガイドの同行はなく、入場料等含まれておりま

せん。エディンバラへは交通状況にもよりますが片道１５～２０分の道のりです。地図をお渡
しします。バスの下車と集合場所はウォータールー広場です。約５時間の自由時間があります。
徒歩による観光時間は各自の裁量となります。船へ戻る出発時間と集合場所をお間違いがない
ようお願いいたします。 
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インバーゴードン 

INVERGORDON 

 
ネス湖とインバネス観光  
LOCH NESS & INVERNESS  
ツアー番号：IN1001 
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間 
 
クロマーティ・ファースの土手に沿ってドライブをし、途中美しい景色を眺めながらネス湖センターエ
キシビション・エキスペリエンスがあるドラモノロチットに向かいます。センターではネッシーの物語
や湖の広い重要性など興味深い展示がなされています。太古の昔から第 3千年紀までの７つのテーマに
分かれた展示室を通り、面白い案内をご体験ください。レーザー光線や特別効果やデジタルプロジェク
ションを効果的に融合させ、スコットランドの地質学的過去や伝承、湖で行われた各種のリサーチプロ
ジェクトなど取り混ぜネス湖の怪獣の歴史を紹介します。 
次にハイランドの首都インバネスに向かい、1 時間半の自由時間で各自のペースで散策をお楽しみくだ
さい。お店を覗いてみたり、ゴシック様式のテラスハウスやインバネス城などの史跡を訪れたりするの
も良いでしょう。 
 
ご案内：ネス湖センターまでは約 1時間から 1時間半のドライブです。館内は平坦で、各展示室では椅

子などがあります。インバネスでの徒歩や活動はお客様にお任せします。史跡の訪問はオープ
ン時間にもよります。昼食はツアーに含まれていませんが、インバネスで購入することができ
ます。 

 
 
ハイランド峡谷とファースのパノラマ観光 
PANORAMIC HIGHLAND GLENS & FIRTHS 
ツアー番号：IN1002 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２６～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間１５分 
 
美しいクロマーティ・ファースの岸壁に沿って車を走らせると風光明媚なブラック・アイルやもしかし
たらアザラシが見えてきます。内陸に向かうと、トウヒやカラマツ、松の木が生い茂るアードロスの森
を抜ける観光道路を走り、ドーノッホ・ファースを望む展望地スツルイ・ヒルで小休止、眼下に広がる
素晴らしい眺望を楽しんでいただきます。 
その後ファース方向に下って、絵の様に広がるハイランド北側の景観を楽しみながら道をたどると１２
世紀につくられた魅力的な町ロイヤル・ドーノッホに到着します。この町で古い建物は全て広々とした
美しい広場に囲まれています。印象的な中世時代の大聖堂がここにあります。１６世紀に建てられた階
段付きの切妻やタワーを持つ荘厳な主教宮殿があり、その隣にはオールド・タウン牢獄があります。但
し牢獄はいまやお洒落なブティックやギャラリーに改装されています。 
グレンモーレンジ・ウィスキー蒸留所に差し掛かると、大麦モルトの香りが鼻をくすぐるでしょう。そ
こから古代から歴史と赤色の砂岩造りの建物が魅力的なロイヤル・バロウ・オブ・タインの町に向かい
ます。背の低い果樹園が広がり、過去にはこの一帯に住んでいたといわれるピクト人の遺跡が点在する
農村地帯を抜けると、風吹きすさぶイースター・ロスの海岸線が見えてきます。ここではバリントアや
シャンドウィックという漁村を見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーの観光はすべて車窓からのみで、くつろぎながらの

眺望をお楽しみいただけます。道中スツルイ・ヒルとロイヤル・ドーノッホの２個所で車から
降りての撮影タイムをもうけています。 
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自由気ままのネス湖観光  
LEISURELY LOCH NESS 
ツアー番号：IN1003 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
風光明媚なクロマーティ・ファースの沿岸にそって車を走らせ、ドラムナドロヒトへ向かう道中、ボー
リーという可愛らしい町で小休止します。高台から見る眼下には、スコットランドの淡水湖としては最
高の深度を誇る有名なネス湖が広がっています。ここではネス湖の眺望を十分にお楽しみください。望
遠鏡があれば、もしかしたら中々姿を見せてくれないネッシーの勇姿を目撃できるかもしれません。 
その後は美しい景色を楽しみながらネス湖の周囲をドライブします。お写真ストップでは湖の最も美し
い角度で撮影することができます。その後は湖の東側に向かいパノラマの様な景観をお楽しみいただき
ます。 
港までの帰路では、丘の上に町を見下ろす様に建っているお城が印象的な、歴史に彩られた町インバネ
スを通過します。 
 
ご案内：このツアーの観光はバスで行います。このツアーには徒歩による観光がほとんど含まれません

が、バスの乗り降りができる必要があります。途中お写真ストップを設ける予定ですが、その
日の天候状況によります。 

 
 
ダンロビン城観光 
GRAND DUNROBIN CASTLE  
ツアー番号：IN1004 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 

インバーゴードンからのドライブではスコットランドの田園地方の素晴らしさを存分に味わっていた
だきます。ドーノッホ・ファースを渡り、ゴルスピーという漁村を抜けます。近くの小高い丘の上には
サザーランド公爵の記念碑が建っています。但しこの記念碑は住民たちの論争の元で、公爵こそスコッ
トランド開墾事業を開始した際に大勢の住民を強制的に立ち退かせた張本人として見なされているか
らです。 
その後かなり長く続く樹木に縁取られた美しい道路を走ってゆくと、突然目の前に、おとぎ話にある様
な可愛らしい小塔を沢山つけたダンロビン城が見えてきます。それぞれ豪華な家具や絵画、タペストリ
ー、美術品で飾られた部屋が１８９もあるこの印象的な城は、広々とした公園の中で、海を見下ろす絶
好の場所に建てられています。城内見学では、寝室、子供部屋、書斎、居間のそれぞれを見て回る他、
当時の家財道具、儀式用の礼服、制服、武器、現在でも使用可能な１９世紀に作られた消防車などが展
示され、往時のサザーランド公爵、伯爵の生活ぶりがしのばれます。 
 
ガイド付ツアーの後は１時間の自由時間がもうけており、じっくりと城内を見て回ったり絶好の位置に
しつらえられた美しい庭園を散策したりと思い思いにお過ごしいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ダンロビン城観光は徒歩で２時間の見学時間が設けられ

ています。城内では数個所階段の上り下りや凸凹をした地表が含まれます。平底の履きなれた
ウォーキング靴をお勧めします。 

 
 
グレンモーレンジ・ウイスキー＆ロイヤル・ドーノッホ観光  
GLENMORANGIE WHISKY& ROYAL DORNOCH 
ツアー番号：IN1005 
ツアー料金：大人＄７１～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間４５分 

 

インバーゴードンから北へ短時間のドライブでロイヤル・バロウ・オブ・タインの町に到着します。ウ
ィスキー色の砂岩造りの家が立ち並ぶタインの町はグレンモーレンジ蒸留所で有名になった所です。
“グレンモーレンジ”とはゲール語で“静寂の渓谷”という意味で蒸留所を取り巻く穏やかで風光明媚
な光景を見ればその名前がぴったりに思えるでしょう。ガイドの案内で世界中で販売されている高評価
を得ているモルト・ウィスキーで有名な蒸留所の内部を見学します。その後の自由観光では、古くから
伝わるウィスキーの製造技術の実演をご覧いただき、ウィスキーの試飲をお楽しみください。 
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蒸留所の見学を終えた後は、低い土手橋を通ってドーノッホ・ファース橋を渡りロイヤル・ドーノッホ
に向かいます。１２世紀に建てられた歴史ある町はスコットランドハイランド景勝地域に指定されてい
ます。静かな場所、景観と気候は何世紀も数多くの観光客を惹きつけてきました。印象深い中世の教会
や荘厳に聳える 16 世紀の大司教宮殿(現在ではホテル)、裁判所や古い牢獄など含む素晴らしい建物に
魅了したり、穏やかな通り沿いに並ぶ砂岩のコテージやタウンハウスを見ながら散歩をしたり、魅惑的
なギャラリーやお店を覗いたりする時間を設けます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。蒸留所内は起伏があり、開いた鉄格子や、約５５段の階

段があります。ロイヤル・ドーノッホでは約４５分の見学時間がもうけられています。 
 
 
ジョージ王朝の町クロマーティ＆ブラック島観光 
GEORGIAN CROMARTY & THE BLACK ISLE 
ツアー番号：IN1006 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
クロマーティ・ファースからブラック島に向かいますが、実際はここは島では無く半島でスコットラン
ド東海岸の宝石と讃えられる美しさを誇っています。保存状態が素晴らしい１８世紀につくられたクロ
マーティの町には数多くの史跡が残っています。１７世紀に建てられたイースト教会内の変わった信徒
席に驚かされ、建築様式が素晴らしい旧裁判所や世界中から集められたアンティークが並ぶ由緒ある骨
董店、居酒屋やカフェなどどこを見ても魅力が一杯です。短時間のガイド付ツアーの後は、思い思いに
町の中を散策する時間をもうけていますので、地元の卓越した地理学者で作家だったヒュー・ミラーの
生誕地である藁葺き屋根が珍しいヒュー・ミラー・コッテージの見学などをお楽しみ頂けます。 
その後数々の地方伝承の舞台となった伝説の峡谷フェアリー・グレンを抜け、肥沃な農村地帯、ドラマ
チックな田園地帯、広大な森を通り過ぎ、ピクト族のキリスト教伝道の中心地だったローズマーキーの
村を越えると、フォートローズの村が見えてきます。この静かでエレガントな村には１３世紀初頭に建
てられたフォートローズ大聖堂の遺跡があり、素晴らしい撮影スポットとなっています。 
更に道を進めるとケルト人の巡礼地だったクローティー・ウェルが見えます。この井戸の上に覆いかぶ
さる様に伸びている木の枝には、幸運と健康を祈るまじないである色とりどりの敷物がかかっています。 
港に戻る帰路の途中では、イギリスで最も良く野生のバンドウイルカが見られるというノース・ケソッ
クで小休止します。ここからは遠くのインバネスと印象的なケソック・ブリッジを見る事が出来ます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。クロマーティの見学時間は約１時間です。 
 
 
インバネス自由観光 
INVERNESS ON YOUR OWN 
ツアー番号：IN1007 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄２７～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間半 
 
ハイランド・シティのインバネスの短いオリエンテーション・ツアーでこれからの観光のプランを立て
た後は、インバネスの自由観光に出発です。首都の名に反してインバネスは都市というより町に近く、
中心街はコンパクトにまとまっている為、短時間で目的の場所に行くことができます。 
 
樹木に縁取られたネス川に沿って散歩するもよし、壮大なインバネス城を観光するもよし、美術館を訪
ねたり、有名チェーン・ストアや地元の工芸品店が並ぶ商店街でショッピングを楽しんだりと思い思い
の時間をお過ごし下さい。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーにはガイド説明と入場料が含まれません。 

港からインバネスまでの所要時間は交通状況にもよりますが片道約４５分です。参加者には観
光ガイドマップをお渡しします。バスの運転手から帰りのバスの出発時間と集合場所の説明を
ありますので、お間違えのない様にご注意ください。 
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インバネスとコーダー城 
INVARNESS & CAWDOR CASTLE 
ツアー番号：IN1008 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３６～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間 
 
インバーゴードンから南へ美しいクロマーティ・ファース沿いをドライブし、歴史都市インバネスに向
かいます。インバネスに到着後、史跡などを巡る簡単な車窓観光を楽しんだ後、各自自由時間となりま
す。魅力ある町の散策やスナックやお飲物など購入するのもよいでしょう。 
インバネスでの自由時間を楽しんだ後、さらに内陸に向かい伝統的中世の城で居城でもあるコーダー城
に進みます。1372年まで歴史が溯るコーダー城はコーダー家が 6世紀の間城主として今日まで居城して
います。シェイクスピアの作品マクベスにも興味深い繋がりがあります。城内外にはロマンチックな家
具などが展示されており、愛らしい庭園など散策する時間があります。各庭園には種類豊富な花々や植
物が植えられており、細心の注意を払い育てられています。 
コーダー城訪問後、インバーゴードンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには色々な地形を歩くことが含まれ、階段や

坂道、階段、狭い螺旋階段などが含まれます。平底で滑りにくい靴の着用をお勧めします。
城の案内は入り口にてガイドが説明します。城内では説明がありませんが、城の係員が皆様
の質問などにお答えします。 

 
 
ロジ―フォールズとシルバーブリッジフォレストの散歩 
ROGIE FALLS & SILVERBRIDGE FOREST WALK 
ツアー番号：IN1009 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
絵葉書のように美しいクロマーティ・ファース沿いを北に進み、ロジーフォールズに向います。ロギー
はノルウェー語で飛び散らすという意味で、ごつごつとした岩場に真っ逆さまに流れ落ちる豪快な滝を
適切に表現しています。ガイドウォークではブラックウォーター川の上に架かる吊り橋を渡りながら景
色をお楽しみください。 
車移動で僅かな距離にあるシルバーブリッジフォレストはブラックウォーター川の周りに広がる森林
帯です。到着後、ガイドに従い流れを下り、地元の植物相をご覧ください。この地域には針葉樹、カバ
ノキ、ナナカマドなどを含む種類豊富の原産や国際的な木々が見られます。そしてアメリカアカリス、
鹿、サーモンなどを含むいろいろな野生動物が見られます。中間地点では石橋より川の景色を魅了頂き、
上流に歩いて戻ります。 
インバーゴードンへ戻る途中、可愛らしいかつてスパの町であったストラスペファーに少し立ち寄りま
す。 
 
ご案内：このツアーはゆったりとした速さで約 2時間凸凹をした地表を歩くことが含まれ、濡れている

時は滑りやすくなります。平底の滑りにくい靴やブーツをお勧めします。ロジーフォールズ
には 4 つのセクションに分かれており、各セクションには２０～３０段の階段があります。
シルバーブリッジフォレストで野生生物が見られる保証はありません。ボトル入りお水をご
持参ください。 

 
 
リブ・ライド・アドベンチャー 
RIB RIDE ADVENTURES 
ツアー番号：IN1010 
ツアー料金：大人＄１１４～ 子供＄１１０～（９～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
埠頭より歩いて 15 分の所にあるウエストハーバーに移動し、複合型ゴムボートに乗船します。ボート
に乗船し、水面を走る興奮体験を準備します。通年頻繁に見かけるネズミイルカが生息するクロマーテ
ィ村の沿岸へ向け、東に滑らせます。北海の広大な入り江マレー湾が広がり、豊かな野生生物が見られ
る機会があります。バンドウイルカを探してみましょう。ミンククジラ、ゴンドウクジラなどもここで
よく見かけます。沿岸に広がる丘陵や断崖は数多くの海鳥を惹きつけ、猟鳥や渉禽類の保護に重要な役
割を果たしています。 
途中、愛らしい風景にも魅了し、第一次、第二次世界大戦の砲台など史跡などが見られます。 
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ご案内：複合型ゴムボートは激しく揺れる事から、怪我をしている方には向きません。妊娠中の方や 9

歳以下のお子様は参加いただけません。救命胴衣と防水服が提供されますが、温かい服装でご
参加ください。野生生物が見られる保証はありません。船による行程は気象状況により異なり
ます。 

 
 
ネス湖クルーズ 
CRUISE LOCH NESS 
ツアー番号：IN1011 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
インバーゴードンを出発し、南西へ美しいクロマーティ・ファース沿いをドライブし、英国最大の淡水
湖ネス湖に向かいます。もっとも有名な伝説の生物ネス湖に住む怪獣ネッシーを含み、湖底よりさっと
姿を現す不気味な生き物の目撃話などがあります。 
到着後、愛らしい景色を眺め、お土産物など購入する機会があり、そして遊覧船に乗船します。有名な
ネス湖クルーズでは船内放送にて見どころなどの自動説明が入ります。この地域の地質や歴史、ネッシ
ーのおとぎ話など発見しましょう。クルーズ中怪獣が現れるか目を凝らしましょう。 
帰路はインバネスを車窓より見学し、インバーゴードンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ネス湖へのドライブは片道 1時間から 1時間半です。バ

スの駐車場から遊覧船の乗場まで約 80 メートル歩きます。24 段の階段があるかなりの斜面を
歩き、遊覧船になる際階段があります。平底の歩きなれた滑りにくい靴の着用をお勧めします。
遊覧船による観光は 1時間程です。遊覧船内ではお飲物など購入することが出来るので、英国
ポンドをご持参ください。 

 
 
グレンモーレンジ・ウイスキーの味 
A TASTE OF GLENMORANGIE WHISKY 
ツアー番号：IN1012 
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄N/A 
所 要時間：約３時間４５分 

 

“グレンモーレンジ”とはゲール語で“静寂の渓谷”という意味で蒸留所を取り巻く穏やかで風光明媚
なドーノッホ・ファースの光景を見ればその名前がぴったりに思えるでしょう。150 年以上もこの有名
な補遺スキーは全世界に販売されており、伝統と醸造の芸術は世代を超え受け継がれてきました。 
ガイドの案内で、生産エリアでは主要ウイスキーのグレンモーレンジ・オリジナルや醸造工程の各段階
について習います。そして特別にグレンモーレンジブランドの象徴でもあるシグネット・エンブレムか
らその名前が付けられたシグネットルームを訪れます。試飲の専門家から試飲技術を習い、グレンモー
レンジ・オリジナルととても珍しいウイスキーの一つグレンモーレンジ・シグネットを試飲頂います。
ザ・シグネットは世界でも良質の大樽で熟成され、ユニークで珍しい要素が合わせられています。味わ
いが豊かに重り、その味は変わっており、うっとりさせられます。 
ツアーの最後はビジターセンターにて散策する機会がありますので、樽詰めや麦芽製造の伝統技法やウ
イスキーに与える木の影響などを発見しましょう。各種ウイスキーや美しい工芸品など販売するショッ
プの訪問もお選び頂けます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには定員が限られているので、お早目にお申

し込みください。このツアーには約 1 時間 45 分の徒歩と立ち見での観光が含まれます。蒸留
所内は起伏があり、開いた鉄格子や、約５５段の階段があります。平底の履きなれた靴をお勧
めします。英国ポンドをご持参ください。このツアーは子供には向きません。ウイスキーの試
飲は 18歳以上に限ります。 
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カークウォール 

KIRKWALL 

 
オークニー島考古学見学  
ORKENY’S ARCHAELOGICAL WONDERS  
ツアー番号：KOI005 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間１５分 
 
豊かな農地帯や丘陵地や荒野地帯、壮大な断崖の縁取りを通りぬけ、儀式に用いられた巨石のサークル、
リング・オブ・ブロッガーとスタンディング・ストーン・オブ・ステネスの見学しスカラ・ブラエに到
着します。 
スカラ・ブラエはオークニーの中でも最も興奮する最古のモニュメントの一つで、５０００年前に作ら
れた新石器時代の村で、きれいに保存されており新しくできたビジターセンターでは詳しく説明されて
います。付近には可愛らしい三日月形の砂浜のスカイル湾があり、石器時代の居住地は完全に砂の下に
何千年も埋もれていましたが、１８５０年に起こった荒れ狂う嵐で突如出現しました。興味深い遺物が
発見され、道具、ビーズ、陶器やクジラのひげで出来たものなども出土しました。村を見渡すと、大昔
どのような暮らしであったのか容易に想像ができ、家の中をのぞくと、古代先祖の暮らしが分かるでし
ょう。 
スカラ・ブラエでの厳しい暮らしとオークニーの素晴らしいマナーハウスとは正反対でしょう。スカイ
ルハウスはスカラ・ブラエの隣にあります。１６２０年に権力ある司教により古代の埋葬地の上に建て
られたもので、現在では広々とした手入れの行き届いた庭園に囲まれ、海とスカイル湖の中間にある美
しい人里離れた場所にあります。 
カークウォールに戻る途中、世界でも知名度の高い歴史あるスカパ・フロウ湾を通過します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。バス駐車場からスカラ・ブラエ間、スカイルハウスから

駐車場へは各５００メートル歩き、比較的歩きやすい通路ですが、時々悪天候にされされま
す。 

 
 
サガ、遺物とウイスキー  
SAGAS, RELICS & WHISKY 
ツアー番号：KOI006 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄N/A 
所要時間：約３時間半 
 
1798年に創立したハイランドパーク蒸留所はウイスキー製造では世界最北端に位置しています。蒸留所
内を見学し、数々の紹介や伝統的なウイスキー試飲をお楽しみください。 
次に第一次、第二次世界大戦中に海軍基地がおかれていた世界でも有名な海域スカパ・フロウへのドラ
イブでは車内ではその激動の戦争時の話をお聞きください。チャーチルバリアー・コーズウェイ橋は幾
つかの島々を結んでいますが、元々は海軍基地へのアクセスを制限するために建てられたセメントブロ
ックでしたが、かつてはフェリーで結ばれていた島々を現在では舗装され、道路で結ばれています。最
初のチャーチル・バリアーを横断しラム・ホルム島に向かい、美しく手で描かれたイタリアン礼拝堂を
短時間訪問します。第二次世界大戦中、イタリア人捕虜により建てられた礼拝堂はイタリアの兵士達の
繋がりで保存と補修が行われています。 
カークウォールに戻り、素晴らしい 12 世紀の赤い砂岩で建てられた通称「北の光」聖マグナス教会が
そびえるこの可愛らしい町で自由時間をお楽しみください。この教会は北スコットランドに残る素晴ら
しい中世建築です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ハイランド醸造所での入場に年齢制限が設けられている

為、18 歳以上の方がご参加いただけます。このツアーは醸造所の 6月から 8月の夏季休業に
影響される場合があります。この時期はウイスキー製造は休みとなります。結果、醸造所内
部の一部入場は制限され、ウイスキー製造を見ることが出来ません。ハイランドパーク内に
は段差や石畳の中庭があります。 
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バルフォー城への特別招待 
A SPECIAL INVITATION TO BALFOUR CASTLE 
ツアー番号：KOI008 
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄４０～（３～１２） 
所要時間：約４時間４５分 
 
シャピンジーフェリーに乗船しカークウォール湾を横断し、シャピンジー島に向かいます。ベルフォア
城はシャピンジー島の南西コーナーの突き出た所に建てられ、160 年以上もカークウォール湾を見下ろ
してきました。 
島に到着後、ガイドと合流しゆったりとした速度でベルフォア村を通りベルフォア城に歩いて移動しま
す。お城に到着し、カークウォール湾を見渡すことのできる応接間や大食堂などの主要な部屋を見学し
てまわります。そして各賞を受賞したスコットランド人シェフ ジャン・バプティスト・バディにより
準備されたアフタヌーンディーをご賞味ください。素晴らしいケーキやクッキーなど紅茶やコーヒーで
お楽しみください。最後に愛らしい庭園を散策したのちフェリーでカークウォールに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバス、フェリーと徒歩で行います。このツアーには現地係員が引率し、ガイドと

はシャピンジーで合流します。船の停泊場所にもよりますが、フェリー乗り場までバスによ
る 5 分の移動又は徒歩で 100 メートルを移動します。フェリーには徒歩で乗り込み、所要時
間は片道 25 分程です。室内席へは 11段の階段があり、外の席へはさらに 11段上ります。フ
ェリーはキュナード社の貸切ではなく、座席が確保できるか保証できません。いくつか舗装
のない場所が含まれますが、比較的平坦な個所を約 3 時間徒歩で観光します。平底のウォー
キングシューズを着用ください。城内の観光は貸切となりますが、時々城に滞在している訪
問客もいます。 

  
 
オークニーの味覚 
ORKENY’S LOCAL DELICACIES  
ツアー番号：KOI009 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄N/A 
所要時間：約２時間半 
 
オークニーの澄んだ空気、きれいな海や肥沃な土地からはとても高い品質の食糧が何世紀も作られてき
ており、地産の食糧の発見は世界でも有名となりました。 
地元のレストランのホストが港でお出迎えをし、バスでカークウォールの中心へ短い移動をします。レ
ストランに到着後、プライベートなダイニングルームにて数々の地産の食品を味見していただきます。
素晴らしいバノックパンとオークニーの農家チーズ添え、よだれがでそうなオークニーのニシンとオー
クニーオートケーキ添え、新鮮な取れたての蟹の爪、オークニー牛ステーキのクラップショット添え(タ
ーニップとポテトの裏ごし)をお楽しみください。甘いものがお好きな方には自家製オークニーファッ
ジチーズケーキとオークニーアイスクリームをご用意しています。オークニーで作られるエールビール
やシングルモルトのウイスキーの試飲もできます。 
味見をしている間はアコーディオンの生演奏やホストによるお料理の興味深い話を聞くことができま
す。味見を終えたらバスで再び船にもどります。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。徒歩による観光はほとんど含まれませんが、バスの乗り降りが

できる必要があります。レストランへは５段の階段とトイレへは５段の階段があります。こ
のツアーはレストランのホストにより行われ、カークウォールへの往復の移動の際、引率さ
れます。このツアーはお子様には向きません。人数に限りがあるのでお早めにお申し込みく
ださい。 

 
 
南島景観ドライブ  
SCENIC SOUTH ISLES  
ツアー番号：KOI010 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄３１～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間１５分 
 
 
歴史あるスカパ・フロウの沿岸を移動する車中では、第一次、第二次世界大戦の際ここが世界でも良く
知られた海域であった興味深い事実を習います。チャーチル・バリアーと呼ばれる一連のコーズウェイ
は南の島々とを結んでおり、元々はセメントのブロックで建てられ、第二次世界大戦中英国海軍基地を
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守る為に作られたものです。 
小さな島のラム・ホルムに立ち寄り、美しい手書きの壁画があるイタリア礼拝堂を訪問します。キャン
プ６０の奇跡と知られるこの美しい建物はイタリア人の捕虜により第二次世界中に建てられたもので
す。イタリアの兵士との歴史的関わりにより保存と修繕が行われています。 
サウス・ロナルドセー島に向かい、波静かな湾の奥にある可愛らしい海辺の村セント・マーガレットホ
ープに到着します。僅かな時間ここに立ち寄り、工房の見学や村の散策を楽しんだ後、カークウォール
に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。徒歩はお客様各自にお任せします。殆ど平らで舗装されていま

す。 
 
 
オークニー島景観ドライブ  
ORKNEY PANORAMA  
ツアー番号：KOI011 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間１５分 
 
イーヴィー行政区の素晴らしい海岸線をドライブします。眼前にはエインハローサウンドからロウセー
島が広がりや北海と大西洋が合流するミステリアスなエインハロー島の両側の激しい潮流など素晴ら
しい風景に魅了します。バーゼイ・モア野鳥保護区に隣接するバーゼイ湾の砂浜に立ち寄り、野鳥保護
区としても知られ、間違いなくオークニー諸島で一番海鳥が集まる断崖として知られるマークウィック
ヘッドの断崖を遠くにご覧ください。 
内陸に進み、１９９９年ユネスコの世界遺産に指定されたオークニーの新石器時代の中心であった場所
に向かいます。素晴らしい儀式に用いられたストーンサークル リング・オブ・ブロッガーを通過し、
英国で初期に作れたストーンサークルの一つで堂々と聳えるストーン・オブ・ステネスに立ち寄ります。 
歴史あるスカパ・フロウの沿岸を移動する車中では、第一次、第二次世界大戦の際ここが世界でも良く
知られた海域であった興味深い事実についてガイドが説明します。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。徒歩による観光はあまりありませんが、草の生えた平らな地表

や岩の断崖をお写真撮影の際歩きますが、歩くか歩かないかはお客様にお任せします。 
 
 
イェスナビーの断崖とリング・オブ・ブロッガー  
YESNABY CLIFFS & RING OF BRODGAR  
ツアー番号：KOI012 
ツアー料金：大人＄４９～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間半 
 
牧草地帯が広がるオークニー本島の西側へ景観ドライブを楽しみながら素晴らしい砂岩のイェスナビ
ー断崖に向かいます。大西洋に面した荒々しい海岸線やその周りを取り囲む息をのむような景色をご覧
ください。 
引き続き新石器時代オークニーの中心に向かいます。1999年にユネスコの世界遺産に登録され、儀式の
為に作られたストーンサークルでリング・オブ・ブロッガーとして知られています。ネス・オブ・ブロ
ッガーはハリー湖とステネスの中間にあり、英国諸島の中でも 3 番目に大きなストーンサークルです。
4500年以上前は 60以上の石が建てられていたと信じられていますが、現在では 27個だけ残されていま
す。 
帰路のドライブでは 5000 年以上前まで歴史が溯る英国でも初期に作られたストーンサークル ステネ
スの立石群を通過します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには波打つ草の上を 45 分程歩くことが含ま

れます。平底の歩きやすい靴をお勧めします。 
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ストーノウェー 

STORNOWAY 

 
ハリスへの景観ドライブ観光 
BREATHTAKING HARRIS 
ツアー番号：STW001 
ツアー料金：大人＄５７～  子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間４５分 
 
この景観ドライブでは地元の草木で染色したスコットランド産バージンウールを手織りで作られた布
から作られたハリスツイードで有名な可愛らしいハリス村へ向かいます。 
変化の多い景観を魅了しながら、フィヨルドのような細長い入り江のエイリーソート湖とシーフォース
湖を通り山道を通ると、荒々しい田舎の風景やアウター諸島で一番高い標高 800メートルの荘厳なクリ
スハム山の素晴らしい眺望が楽しめます。その大昔、氷と海の強い力により削り研磨され、荒涼とした
波食崖、大きなカーブを描く海岸やヒースが生える斜面が作られました。ここで発見された岩は世界最
古のものと言われています。 
古い第一次世界大戦より前に捕鯨基地であったバナンフイネダーや色鮮やかで月面のような岩の地形
に点在する小さな湖を通過し、ターベルト湖を見渡す趣のある漁村ターベルトに立ち寄り自由時間を設
けます。 
ターベルトを離れ、広大なラスケンタイア湾沿いを通り、ゴルガボストビーチに向かいます。ここで自
由時間を設けますので、湾全体を覆う真っ白の砂浜やターコイズ色の海を背景に砂丘が広がる景色に魅
了されましょう。北には山々が連なり、美しい無人島の島タランセイがあり、ＢＢＣテレビシリーズの
キャスタウェイ２０００が収録されました。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。ターベルトでは約 45分間、ホルガボスト海岸では約 30分自由

時間を設けます。徒歩による観光はお客様にお任せします。バスに乗り降りができる必要があ
ります。 

 
 
ルイスとアーノルブラックハウス 
LEWIS & ARNOL BALCKHOUSE  
ツアー番号：STW002 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間１５分 
 
ルイス島はゲール文化の中心地で長い伝統と遺物が残され、小規模農業や漁業や織物業のような伝統が
人々の生活に深く浸透しています。 
西海岸をドライブし、ドラマチックな有史以前の遺跡カラニッシュ立石群があるカラニッシュ村に向か
います。英国ではストーンヘンジの次に重要な遺跡と言われています。ガイドの案内で紀元前１５００
年まで歴史が溯る遺跡を観光します。石が円形に配置され、その中央に十字の形に石が置かれています。
月と星が一列に並び季節サイクルを現しており、初期石器時代の農民が頼りにしていました。 
次に北へ放置されたブラックハウスがあるアーノルに向かいます。牛舎、納屋や家が組み合わされた古
代の長屋で、貧しい人々は家畜と一緒に生活をしていました。修復されたブラックハウスを使用した博
物館を見学します。当時に時間を戻し、この厚壁に萱葺き屋根の家で質素な家具とピートで起こした火
が灯された生活がどのようなものだったか想像してみましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーには凸凹の遊歩道、軒の低い入口や芝生地などが含

まれます。徒歩は各自の裁量にお任せします。バスへ乗り降りができる必要があります。 
 
 
ボスタッド鉄器時代の居住地 
BOSTADH IRON AGE SETTLEMENT 
ツアー番号：STW003 
ツアー料金：大人＄５５～  子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
本当と狭い橋で結ばれたグレート・ベルネラ島に向かいます。この岩の多い島には小さな湖や点在し、
幾つかの小さなロブスター漁で生計を立てている小村があり、女王の前報道官が所有しています。 
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住む人のいないボスタの村近くに到着し、鉄器時代の村が黄金の砂が広がる綺麗な浜辺にポツリと置か
れています。この居住地は台風級の強風が吹いた 1990 年代の初めに発見されました。古代の居住地は
現在は完全に修復され、アイロン・エイジ・ハウスとして紹介されています。内部に入ると温かい暗が
りや本物のピートが燃える鋭い匂いを感じ、現地ガイドがここに生活をしていた古代人の生活を説明を
聴き入りましょう。隣接する墓地を探索したり、紺碧の大西洋の海が前に広がる白砂の幅広い海岸を散
歩したりする機会があるでしょう。 
帰路は美しい景観や北に見えるカルロウェイの円塔の眺めをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには草の遊歩道と砂の上を歩くことが含まれ

ます。居住地では約 1時間滞在します。ボスタッドでは小さなグループに分けて家の中を見学
します。 

 
 
ルーズ城周辺を歩く 
WALK THE SURROUNDS OF LEWS CASTLE 
ツアー番号：STW004 
ツアー料金：大人＄４５～  子供＄２４～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間半 
 
船よりウォーキングツアーが始まります。海沿いを通り海岸線に続く遊歩道を歩きます。敷地は元々ロ
ーズ城の公式庭園の一部として、狩猟用ロッジの上に建てられてものです。 
引き続き海岸線の遊歩道を歩き、湾の愛らしい景色を眺め内部に入ります。遊歩道は緩やかな坂道とな
り、城の敷地の一番高い所にあるガロウズの丘に続きます。かつてここには町の絞首台が置かれていま
した。ストーノウェーの素晴らしい全景がご覧いただけます。 
そして荘厳なお城に近づきます。かつてはジェームズ・マセソン卿が所有していましたが、リーバブラ
ザーズ社の創業者であるリーバヒューム卿に売却されました。第二次世界大戦中は海軍病院として、
1950年代は大学として使用されていた興味深い歴史があります。 
城より丘を下り、海岸線に戻り船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは徒歩で行います。このツアーは徒歩による観光が約 3 時間から 3 時間半含まれ、

ゆったりとしたペースで緩やかな斜面を含む色々な地表を歩きます。歩行距離は約 7.2キロで
す。平底の履きなれた滑りに靴をお勧めします。お城は外側からの見学で、内部見学は含まれ
ていません。その日の天候に合わせた服装でご参加ください。ボトルのお水をご持参ください。 

 
 
ルイスとブラックハウス 
LEWIS & BLACKHOUSE VILLAGE 
ツアー番号：STW005 
ツアー料金：大人＄５７～  子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
ルイス島は伝統的なゲール文化を保持し、息をのむような景色が広がる海岸線があります。 
カラニッシュにある躍動的な有史以前の立石群は紀元前１５００年からその歴史が溯ります。遺跡は英
国でストーンヘンジの次に重要と位置付けられています。ガイドツアーでは石の配置の重要性や月と星
との関係を習います。 
引き続き周囲広がる風景を楽しみながら大西洋に面する道路を通り、美しい人里離れた海岸の居住地ゲ
ーラナンのブラックハウス村に到着します。この修復された村は海岸沿いに建てられた典型的なブラッ
クハウスで時間が昔に戻るようです。地元のガイドが村や島の歴史を説明し、手織りの実演をご覧いた
だけます。リソースセンターでは更に興味を深めたり、村の遊歩道を散歩したりする機会があります。 
ここより島の内陸を通りイーリー沼地を横断し、ストーノウェーに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには凸凹の地面、階段を含む約１時間半の徒

歩観光が含まれます。平底の履きなれた靴をお勧めします。 
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ルイス島北部観光 
LEWIS FAR NORTH DISCOVERY 
ツアー番号：STW006 
ツアー料金：大人＄５６～  子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間半 
 
ストーノウェーを出発し、ルイス島の北部にあるネス行政区と可愛らしい小さな港ポート・ネスに向か
います。このコミュニティーはゲール語を使用し、国中でもゲール語を話す人の割合が高い所です。長
年ネスは数多くの船乗りのふるさとで、地元の芸術家の作品にも賞賛されています。自由時間には港付
近の散策やハーバービューギャラリーで芸術作品を眺めたりそれぞれお楽しみください。 
ネスより少し移動し、Ｔの字型のユニークな聖モルア教会を訪れます。いつ建てられたかは不明ですが、
歴史家によると 1100 年から 1500 年の間に建てられたと言われています。小さな教会を散策し、歴史や
かつてここが癒しを求める巡礼地であった事を再発見してみましょう。 
次に僅かな移動で驚く所に建てられたルイス灯台に向かいます。1862年にスティーブンソン兄弟により
建てられた灯台はスコットランドで多く見られる灯台とは異なり赤煉瓦でつくられたものです。灯台の
外観を写真に収めたり、海の愛らしい眺めを堪能ください。この地域は英国内でも強風が吹くことで知
られ、ギネス記録の本にも記載されています。 
ゆったりと車窓より愛らしいルイスの風景を楽しみながらストーノウェーに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには岩場やゴツゴツした地面を歩くことが含

まれます。平底の履きなれたウォーキングシューズをお勧めします。 
 
 
ヘブリデン・リブ・アドベンチャー 
HEBRIDEAN RIB ADVENTURE 
ツアー番号：STW007 
ツアー料金：大人＄１６２～ 子供＄１４９～（５～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
ストーノウェーを出発し景観を楽しみながらルイス島を横断し、島の荒々しい大西洋側にあるウイグに
向かいます。ここから複合型ゴムボートに乗船しスリルあふれるヘブリディーズ諸島の海岸沿岸を走り
ます。 
リーフ村を通過し小さなロアグ湖に到着します。もしかしたらカワウソやオオワシが見られるかもしれ
ません。引き続きシアラム島やパベイ・モアに向かい、速度を緩め海中洞窟を眺めます。パベイ島の北
端辺りでは自然にできたアーチのゲオダ・ナ・スガルバが見られ、息をのむようなパベイラグーンに入
ると白砂の海岸と紺碧の海に囲まれています。 
行程中、アシカやウバザメ、イルカや色々な海鳥などの野生動物に目を凝らしましょう。ミアバイグ港
に戻ると一杯のウイスキーや温かい飲み物が用意されています。 
複合ゴムボートの旅の後はゆったりと寛ぎながらストーノウェーに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと複合型ゴムボードで行います。ウイグへの移動は約１時間で、車中のガイ

ド説明はありませんが、現地ガイドがグループを引率します。複合型ゴムボートは激しく揺れ
る事から、怪我をしている方には向きません。体重１２７キロ以上の方はご参加いただけませ
ん。妊娠中の方や５歳以下のお子様は参加いただけません。救命胴衣と防水服が提供されます
が、温かい服装でご参加ください。野生生物が見られる保証はありません。ボートの中にはバ
ックを置くスペースはありません。船による行程は気象状況により異なります。 

 
 
ヘブリディーズ諸島の味とストーノウェーブラックプディング 
HEBRIDEAN TASTES & STORNOWAY BALCK PUDDING  
ツアー番号：STW008 
ツアー料金：大人＄１２９～ 子供＄N/A 
所要時間：約３時間４５分 
 
ストーノウェーを出発し、素晴らしい風景を車窓より楽しみながらルイス島を横断し、最北地域に向か
います。ボルブ・カントリーハウスホテルに到着後、著名なシェフで地元テレビのパーソナリティーで
もあるアラン・マックフィッチによる料理実演に参加します。アランが彼の知識と技術を紹介し、地産
の材料とスノーノウェーブラックプディング用いて、彼が創り出したお料理スタイルの数々をご覧くだ
さい。そして美味しい材料が入った数々のお料理を味見していただきます。 
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次にストーノウェーに戻る道中、さらに愛らしい風景を堪能いただけます。ツアーの最後に地元ではチ
ャーリー・バーリーズと愛されている家族経営のチャールズ・マクラウド肉屋に立ち寄ります。ストー
ノウェーブラックプディングはこの店で 70 年以上も作られており、ガイドが家族経営の歴史など面白
い話を説明し、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーは参加人数に限りがある為、お早目にお申し込みく

ださい。このツアーはお子様には向きません。このツアーには徒歩による観光がほとんど含ま
れませんが、バスの乗り降りができる必要があります。肉屋では 30 分程立って見学していた
だきます。椅子の用意はありません。平底の履きなれた靴をお勧めします。 

 
 
 
グリーノック 
GREENOCK 
               
 
グラスゴー・ハイライト・ツアー 
HIGHLIGHTS OF GLASGOW 
ツアー番号：GBG001 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 

 
グラスゴーには世界的に有名な博物館やギャラリーが随所にあり、特に現代美術で有名な所です。歴史
的には造船業で有名で、市内の見所を周りながらゆっくりとドライブしていく車窓からも造船に関係し
た場所を数多く見る事ができる他、様々な興味深い歴史を知ることができます。 
知識豊富なガイドがグラスゴーの要人たちの銅像が並ぶジョージ広場など車内から説明します。 
グラスゴーで最古の建物、プロヴァンド領主館の前を通り、壮大なグラスゴー大聖堂に向かいます。背
景の丘に共同墓地がシルエットになって浮かび上がる、堂々たるゴシック建築の大聖堂で撮影タイムを
お楽しみください。 
市内の中央公園を抜けた後、グラスゴー大学で再び車を止めての撮影タイムとなります。由緒ある歴史
を持つこの大学は建物の美しさと共に、精緻な細工がほどこされた鉄の門や装飾的な紋章で有名な所で
す。 
その後はケルビングローブ芸術ギャラリー博物館で美術と時代と自然界を通しての人類の発展の歴史
をたどっていただきます。この博物館は３年の年月と約３６億円の巨費をかけて改修され、三階に別れ
て 8,000 以上の作品が展示されています。ギャラリーではレンブラント、ティツィアーノ、ダリの傑作
を代表とする名画を見る事ができる他、ユニークな展示としての恐ろしい武器や素晴らしい甲冑類、本
物のミイラをはじめとする古代エジプトの遺物の展示も見所のひとつです。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ケルビングローブ芸術ギャラリー博物館では１時間半の

自由見学時間をお取りしますので各自のペースに合わせて歩き回ることが可能です。車椅子で
の入館も可能です。 

 
 
スコットランド湖水地方パノラマ・ツアー 
PANORAMIC SCOTTISH LOCHS 
ツアー番号：GBG002 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３１～（３～１２歳） 
所要時間 ：約４時間半 
 
港から出て東方向に道をとり、アースキン・ブリッジを渡ってクライド川の反対側に出るとスコットラ
ンド最大の淡水湖ロッホ・ローモンドが見えてきます。ロッホ・ローモンドはスコットランドの自然美
の代名詞ともなっている湖で高く聳える山脈と美しいブルーの水面の対比がユニークな美しさを描き
出しています。 
道中、絵の様な村ルスで停車。伝説によればルスの名前はフランスの国花ゆり＝フルール・ド・リスか
らとられたといわれ、１４世紀にフランスの高級将校と結婚した地元の娘にまつわる悲しい物語が残っ
ています。その娘はフランスで命を落としたのですが、遺体はこの村に戻され、ロッホ・ローモンドの
傍らに埋められました。そこでフランス人の夫が亡き妻の墓の周りに自国の国花であるゆりの花を植え、
それ以来この地にゆりの花が咲き誇る様になったということです。しかし現在のルスの繁栄はこの村の
大地主で近くのロスデュー城に住んでいたコルクホウン家の力に預かることが大きかったといわれて
います。しばしの間湖のまわりの散策や、地元のパブで気分一新の時間をお楽しみください。 
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ロッホ・ローモンドに沿って北へと車を進めると“感謝を持って休息を楽しみなさい”という表示のあ
る展望所に到着します。ここは素晴らしい山岳風景の撮影スポットです。その後はロッホ・フィン、ロ
ッホ・エック、ホーリー・ロッホなど次々と現れる美しい湖の周りを通って、カー・フェリーの乗場で
あるハンターズ・キーに到着します。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。ルス村では４５分の自由行動時間があります。体調や気分に合

わせて自由に徒歩での散策をお楽しみください。 
 
 
グラスゴー歴史遺産探訪ツアー 
GLASGOW HERITAGE TRAIL 
ツアー番号：GBG005 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間１５分 
 
かの昔蒸気船造船の世界では、“クライド”で建造されたといえば最高水準の船舶のお墨付きを得たと
同様でした。このツアーは一時世界を制覇していたクライド造船の面影をたどり、かつての栄華をしの
びます。 
タイタン・クレーンは、かつてクライド・バンクのジョン・ブラウン造船所に聳えていた大型船舶搭載
用クレーンで、スコットランドで唯一の見学可能なクレーンです。巨大な１５０トンの片持ちはりクレ
ーンの狭い操舵室の内部を見学し、クイーン・メリーやクイーン・エリザベス２の進水式の模様の説明
を受けます。 
クレーンの回旋臀（ジブ）の上という絶好の高所からグラスゴーの市街を見下ろし、かつての定期船が
どの様にして眼下に見える狭い道路や、居住区に覆いかぶさる様になる位まで、空高く聳える高層ビル
のような大型船になっていったか想像してください。 
その後クライド川の岸壁上に建てられグラスゴーの新たな名所となった交通博物館であるリバーサイ
ド博物館を訪ねます。市の新たなランドマークとなったこの建物は有名な建築家ザハ・ハディドによっ
て設計され、かつて別の場所にあったグラスゴー交通博物館の新たな落ち着き場所となりました。ここ
には３，０００以上の展示品がありグラスゴーの主要産業であった海洋事業の歴史をあますことなく伝
えています。また様々なお店がならぶ道路が新設され１８９０年代から１９８０年代に製造されたヴィ
ンテージ・カーの展示も見所のひとつです。 
道中、滔々と流れるクライド川や、アースキン橋に立ちより、クライド峡谷から現在再建工事が行われ
ている旧造船所までの思わず畏敬の念を覚えるような景観をお楽しみいただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。タイタン・クレーンの最上部まではエレベーターで登る

ことが出来ます。このツアーは高所恐怖症の方にはお勧めできません。リバーサイド博物館で
は約１時間の見学時間をもうけてあります。 

 
 
グレンゴイン蒸留所とロッホ・ローモンド湖畔ツアー 
GLENGOYNE DISTILLERY & LOCH LOMOND SHORES 
ツアー番号：GBG006 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 

 
グレンゴイン蒸留所はその場所自体が、流れ落ちる滝のある穏やかな峡谷に抱かれているという絶好の
地にあり、素朴なビジター・センターが併設されています。ウィスキー製造の歴史をビデオで鑑賞しな
がら、世界の頂点に立つ最高級プレミアム・モルトの“ちょっと一口”のぬくもりをお楽しみください。 
ガイド付ツアーで蒸留所の中を歩き、ウィスキーの製造過程をじっくりと学びます。大麦が運び込まれ
る様子を観察し、ウィスキーが製造される仕込み槽近くでは、あのなじみ深い鋭い香りをご堪能くださ
い。丈の高い蒸留器がずらりと並ぶ壮観な様子を見学し、ウィスキーを成熟させる為の酒樽が保管され
る倉庫を見て見学ツアーは終了しますが、ツアー終了後はショップでお土産を購入することができます。 
ロッホ・ローモンドへの道中は息を呑む程の美しい景観が続きます。ロッホ・ローモンドの湖畔で車を
止めて、質の良い商品を取り揃えた売店でお買い物をする他、湖畔からベン・ローモンドやハイランド
断層への素晴らしい景観を楽しむことも可能です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには約１時間半徒歩での観光が含まれます。

蒸留所では３０段の階段の上り下りがあります。安全上の理由から中央蒸留所での撮影は禁じ
られています。 
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由緒ある古城スターリング城観光 
HISTORIC STIRLING CASTLE 
ツアー番号：GBG007 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
クライド川を渡る所からツアーが開始され、古代からの町ダンバートンを通リ、“ミニチュア・ハイラ
ンド”と称される絵の様な美しさの田園地方へと入ってゆきます。途中、ロッホ・ローモンド近くを過
ぎ、趣のある古村のドリマン、ブチルヴィー、アンプリアーを抜けてスターリング城に到着します。 
スターリング城はスコットランドの古城の中で最大のものといわれ、緩やかに流れるフォース川の頭上
の切り立った断崖の露岩に建ち、周囲の田園地帯を睥睨する様に聳え立っています。この城はスコット
ランド独立の象徴的存在で、長く苦しい圧制に耐えた国民のプライドの源となったものです。その苦難
の歴史は、スコットランドの歴史上の重要人物であるウィリアム・ウォーレス、ロバート・ザ・ブルー
ス、スコットランドの女王メアリーと密接に結びついたものでした。忠実に再建されたグレート・ホー
ルは中世時代数々の晩餐の舞台になった所でした。その他にもチャペル・ロイヤル、ルネッサンス宮殿、
１６世紀から１８世紀に作られた大砲要塞が見所です。ハイランダー連隊博物館では、ニューオーリン
ズのイギリス軍侵攻を初めとする世界各地で転戦してきたアーガイル・サザーランド連隊の勇者たちの
歴史を偲ぶことができます。お城の周囲の遊歩道からハイランドとローランドの見事な眺望をお楽しみ
ください。港への帰路では活気あふれるグラスゴーの市街を通過します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。スターリング城では約１時間半の見学時間があります。

城の周りの地面は舗装された舗道と石畳みの舗道に分かれており、城内には傾斜のきつい通路
や階段があります。 

 
 
グラスゴー自由散策 
GLASGOW ON YOUR OWN 
ツアー番号：GBG008 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間半 
 
グラスゴーはヨーロッパでも活気のある人気の国際都市です。素晴らしいビクトリア風建築を背景に建
築の粋な都市として生まれ変わりました。スコットランドが誇る建築家チャールズ・レニー・マッキン
トッシュの建築様式はスコットランドの大都市中を魅力ある建物で溢れさせています。グラスゴーには
世界の有名な芸術品の収集や数多くの博物館があり、英国でショッピング天国としてしられています。 
ゆったりと寛ぎながらグラスゴーの中心に向かいます。約４時間３０分の自由時間がありますので、ご
自分のペースで多文化都市グラスゴーをお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。グラスゴーへは交通状態にもよりますが、片道４５分程です。

グラスゴーのバス昇降地はノース・ハノーバー・通り(North Hanover Street)です。このツア
ーにはガイド説明、昼食や入場料は含まれません。バスを降りる前にどこがバス集合場所と集
合時間をご確認ください。遅刻した場合バスは待てません。 

 
 
アードキングラスハウスと牡蠣の殻開けマスタークラス 
ARDKINGLAS HOUSE & OYSTER SHUCKING MASTERCLASS 
ツアー番号：GBG010 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄N/A 
所 要時間：約５時間 

 
アードキングラス・エステートはロッホ・フィンの湖畔の素晴らしい場所に建てられています。ジョニ
ー・ノーブル氏がエステートを経営している時代、ロッホ・フィン・オイスターズのビジネスが始まり、
なかなかの繁栄を見せています。 
エステートハウス内を特別ガイドツアーで見学し、この屋敷の歴史や由来など興味深い話を聞くことが
出来ます。1907年にこの家を管理することになった家族の背景や現在もこの館との関わり合いが分かる
でしょう。この屋敷は建築家ロバート・ロリマール卿の傑作と考えられています。 
次にロッホ・フィン・オイスターズのスタッフに合流し、牡蠣の殻をむくマスタークラスに参加します。
牡蠣の殻を開ける詳しい手順をよくご覧いただいた後、牡蠣の味見を楽しみます。紅茶やコーヒーと味
わいの深いショートブレッドビスケットもご賞味ください。色々な経験の後は庭園の散策や可愛らしい
景色を堪能することが出来ます。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーの参加人数が限られるため、お早目にお申し

込みください。16 歳以上の方がお申込みいただけます。ロッホ・フィン・オイスターズは必要
欧州特許分類書類を所有していますが、特に妊娠中の方は、低又は免疫不全があり、子供や高
齢者が牡蠣を生で食べる場合、生牡蠣には病原性微生物が含まれ、病気を発症させる場合があ
る事をご承知おきください。このツアーは徒歩と立ち見の観光が約 1時間含まれます。平底の
履きなれた靴をお勧めします。 

 
 
 
ベルファスト 
BELFAST  
 

 
ベルファストパノラマ観光 
BELFAST PANORAMA 
ツアー番号：BFS001 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間  
 
グランドオペラハウス、アルバートメモリアル、クイーンズ大学、植物園などを含むベルファストの名
所を見て回り、フレンドリーなガイドが現地の生活についてお話します。 
荘厳なルネッサンス様式のベルファスト市庁舎を通過し、1912年に沈没したタイタニック号を追悼して
建てられた大理石製のタイタニック・メモリアルが見られます。 
喧騒の都市から少し離れると、北アイルランド国会議事堂であるストーモントを通過し、北アイルラン
ドが抱えた問題について習い、ケーブ・ヒル・カントリーパークからベルファスト城が眺められます。
ベルファスト城は最も傑出した由緒正しい建物です。美しい庭園があり、カントリーパークと隣接して
います。眼下に広がるベルファスト入り江の素晴らしい景色をご堪能ください。 
ケーブ・ヒルはベルファストの社会史や文化や人々の生活に深く浸透してきました。ユナイテッド・ア
イリッシュメンが 1795 年の暴動を計画した岩場、マック・アーツ・フォートと共に、この丘は最も有
名なランドマークです。 
プロテスタント・シャンキル通りとカソリック・フォールズ通りに政治的な壁があり、一風変わった文
化経験ができます。旧クラムリンロード裁判所、クラムリン牢獄とピースレーンをご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。観光はすべて車窓から行われ、途中お写真ストップを設けます。

バスに乗り降りができる必要があります。 
 
 
ベルファスト徒歩観光 
BELFAST CITY WALKING TOUR 
ツアー番号：BFS003 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間半  
 
ベルファストのチャーミングな通りを歩くと３００年の歴史が飛び込んできます。都市の貧しい由来と
１６６０年代に企画された道路が残る建築の宝庫をご堪能ください。町一番歴史あるクイーンズ広場を
出発し、税関やアルバート時計台を通りラガン川に辿り着きます。ここからはハーランド・アンド・ウ
ォルフ造船所のクレーンが見えてきます。悲劇のタイタニック号が建造された物語などお聞きください。
ハイストリート、ポッティンジャー・エントリー、アンストリート、コーンマーケット、キャッスルレ
ーン、キャッスルアーケード、ドネガル・プレイスを歩きながら、ガイドが歴史や由来などを説明しま
す。ベルファストが発展したビクトリア時代のシンボルの市庁舎は見事な建物で、敷地内にはタイタニ
ック・メモリアルがあります。 
ベルファストのパブは何世紀もの間、社会生活において無くてはならないものでした。パブの一つに立
ち寄り、地元の雰囲気に溶け込み紅茶やコーヒーとスコーンをお楽しみください。 
帰りのドライブでは有名なカソリックフォール通りとプロテスタント・シャンキル通りを通過します。
ベルファストの問題を抱えた過去を物語る壁画でお写真タイムを設けます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには階段を含む約１時間３０分の徒歩観光が

含まれます。平底の履きなれた靴をお勧めします。 
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ジャイアンツ・コーズウェイ観光 
A VISIT TO GIANT’S CAUSEWAY 
ツアー番号：BFS004 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄４６～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間  
 
バリメナやブッシュミルズなど内陸を通過し、躍動的なノースアントリム海岸を通り、ユネスコ世界遺
産に登録されたジャイアンツ・コーズウェイに向かいます。 
この変わったコーズウェイの奇石群は何百万年の間、激しく荒れ狂う大西洋の嵐に対する天然要塞のよ
うに構え、ギザギザと尖った均整のとれた石柱群には興味や興奮を覚えます。 
ミステリアスな石柱群に魅了し、オルガン、巨人のブーツ、ラクダのこぶや煙突など呼ばれる構造物を
ご覧ください。 
思い出に残る観光の後は人気観光名所で素晴らしい崖の上に建てられたダンルース城でお写真撮影に
立ち寄り、時間が許せば深さ 24 メートルの岩場に架けられたカリック・ア・レーデ吊り橋でお写真ス
トプを設けます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。コーズウェイでの時間を最大限有効に使う為にバス駐車

場からコーズウェイ間を運航する無料シャトルバスを利用します。シャトルバスの所要時間は
5分間です。ジャイアンツ・コーズウェイの立地の理由により、数が強く寒く感じられるので、
ジャンパーや軽めのジャケットをご持参ください。 

 
 
タイタニックの足跡 
THE TITANIC TRAIL 
ツアー番号：BFS007 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間１５分  
 
タイタニック号が設計、建造そして浸水したクイーンズアイランドでのタイタニックの建造者の足跡を
たどります。 
ガイドの案内で徒歩にてタイタニック地区、旧ハーランド・アンド・ウォルフの本部、タイタニック号
の造船台やタイタニックのドック、ポンプ室を見学します。タイタニック用ドックとポンプ室の建造は
造船に絶対必要な部分で、今でもほとんど変わらず残されています。ドックや造船に携わった労働者達
の深い理解を得て、鉄のないこの都市でどのようにこの素晴らしい船が造船されたかを発見します。当
時に戻り、蒸気で動くポンプの現場や音、匂いを想像し、仕事を始めたまず第一週目の実習生の物語を
インタラクティブな視聴覚の展示でご覧ください。ドックの全長に沿って進むと、タイタニックの大き
さと規模が分かり、浮扉は１００年以上の歴史があり、いまだ完全な状態で残されています。 
お飲物がポンプハウスカフェ＆ビジターセンターで用意されており、ゆったりと寛ぎながらタイタニッ
クの歴史に思いを馳せましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーはタイタニック・ベルファストの入場は含ま

れておりません。クイーンズアイランドの再開発の為、一部予告無に立ち入れない場合があり、
タイタニック地区の再建によるものです。ほぼ平地の徒歩観光です。 

 
 
風光明媚な海岸線と峡谷 
PICTURESQUE COAST & SCENIC GLENS 
ツアー番号：BFS008 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半  
 
グレナリフ森林公園は世界でも有名なアントリム峡谷の真中にあり、100 年も多くの人々がこの地域を
訪れています。グレナリフは峡谷の女王と言われ、9 つからなるアントリム峡谷の中で最も美しいと多
くの人に考えられています。公園は旧パークモア森林も含まれ、エリア面積は 11㎢でその内 9㎢が木々
で覆われています。その他の地域は複数の小さな湖、リクリエーションエリアやランドスケープや保護
の目的で空き地から構成されています。公園は小さな美しい二つの川、インバーとグレナリフが流れ、
素晴らしい滝があり、穏やかな滝壺、早い水流が急な岩場の間を流れ落ちます。 
公園を各自で散策する時間を設けます。そして有名なグレナリフティーハウスにて紅茶やコーヒーと共
に自家製のスコーンをお召し上がりください。 
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帰路は海岸道路を通り、躍動的な岬や風光明媚な湾を楽しみながらドライブします。快晴の日にはスコ
ットランドのキンタイア岬まで見渡すことができます。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。公園内は悪天候の後は滑りやすいので、しっかりした靴でご参

加ください。徒歩観光は各自の裁量にお任せします。グレナリフ森林公園では約 1時間散策い
ただけます。 

 
 
ベルファスト・ハイライトとタイタニック・エキスペリエンス 
BELFAST HIGHLIGHTS & TITANIC EXPERIENCE 
ツアー番号：BFS010 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄５３～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間  
 
グランドオペラハウス、アルバートメモリアル、クイーンズ大学、植物園や素晴らしい建築物などを含
む北アイルランド最大の都市ベルファストの主な名所を車窓から見学します。知識豊富なガイドが敷地
内にタイタニック・メモリアルがある荘厳なルネッサンス様式のベルファスト市庁舎などを通り、ベル
ファストの豊かで変化にとんだ歴史を説明します。プロテスタント・シャンキル通りとカソリック・フ
ォールズ通りにある政治メッセージが書かれた壁でお写真タイムを設けます。ここはベルファストの痛
ましい激動の過去を思い出させます。 
このツアーのハイライトは最新技術を駆使した施設タイタニック・ベルファストの訪問で、象徴的な船
体の形をした建物でタイタニック号が建造された場所の隣にあります。この興味深いタイタニック・エ
キスプリエンスはタイタニックの悲劇から 100周年を記念して建てられ、特殊効果や室内乗物、実寸大
の再現や革新的インタラクティブ技術を用い、新鮮で洞察に満ちたタイタニックの物語が体験いただけ
ます。2 時間の時間を設けますので、９つある大きなギャラリー内は音声ガイドを聞きながらタイタニ
ックの物語を発見しましょう。タイタニックの悲劇の最後の激動ドラマの前を語った乗客、乗務員や英
雄の物語に耳を傾けましょう。最後にユニークなオーシャン・エクスプロレーション・センターの北大
西洋のフロアではタイタニックが静かに眠る位置をご覧いただけます。船に戻る前に時間があればタイ
タニックが浸水した造船台を眺めたり、レストランの一つで寛いだり、大きなギフトショップでお買い
物したりすることもできます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。タイタニック・ベルファスト館内は音声ガイドを用いて

各自館内を見学します。館内は 6階建てとなり、エレベーターがあります。約 2時間の見学時
間があります。 

 
 
ベルファストとクラムリンロード牢獄 
BELFAST & CRUMLIN ROAD GAOL 
ツアー番号：BFS011 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間  
 
ベルファストをドライブし、町の長い激動の歴史を感じましょう。色とりどりの商業施設から目覚まし
い工業発展、市民の不安。 
グランドオペラハウス、アルバートメモリアル、クイーンズ大学などの名所を通ります。ドネガル広場
に堂々と構える印象的なベルファスト市庁舎でお写真ストップを設けます。市庁舎の敷地には大理石で
できた女神セインの像が置かれており、ＲＭＳタイタニック号の被害者を追悼しています。 
そして政治的壁画が描かれているプロテスタント・シャンキル通りとカソリック・フォールズ通りに向
かいます。短時間立ち寄りますので痛切な芸術作品をご覧ください。このツアーの主な目的はビクトリ
ア式クラムリンロード刑務所の見学で、今では完全に修復されましたが、気味の悪い過去が残されてい
ます。ガイドが１９９６年に閉鎖され、刑務所 150年の歴史が閉ざされた歴史背景や建築的に重要な刑
務所について説明します。クラムリン牢獄での生活やＣウイング、死刑宣告された男性牢や処刑場など
を見学します。そして悪名高い地下トンネルに向かいます。この地下トンネルはかつて裁判所に続いて
おり、同じ通路を囚人たちが歩かされました。ツアーの最後は小さなお店と博物館に立ち寄る機会があ
り、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには階段を含む約１時間の徒歩観光です。平

底の履きなれた靴でご参加ください。地下トンネルに入ります。 
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ベルファストの味覚ツアー 
BELFAST FOOD TOUR 
ツアー番号：BFS013 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄N/A 
所 要時間：約４時間  
 
『食いしん坊』と一緒に食欲そそるベルファストのチャーミングな通りを歩き始めます。お腹を空かせ
て出発です。現地の食べ物事情の秘密が明かされます。 
歴史と文化に浸り、どこで食べて飲んだらいいのを知っている食べ物好きの地元民が通う有名地域で美
味しい食べ物を楽しみます。この徒歩観光の後には昼食は必要ありません。試食は頻繁で太っ腹です。 
途中地元の生産者に会い、北アイルランドのスペシャリティーについて習い、伝統の味のポテトブレッ
ドやギネスブレッド、アイルランド風マッシュポテトと忘れてならないベルファストビールなど含む 20
以上の異なる食物や飲物を試食します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには階段を含む約１時間３０分の徒歩観光が

含まれます。平底の履きなれた靴をお勧めします。 
 
 
 
リバプール 
LIVERPOOL           
 

 
気ままなリバプール観光 
LEISURELY LIVERPOOL 
ツアー番号：LIV001 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間半  
 
リバプールの市内をドライブして目につくのが印象的な建物群で、市の名前の元となった架空の鳥、リ
バーバードがタワーの天辺に鎮座するロイヤル・リバー・ビルがその代表的なもの。その後旧市街に向
かい市庁舎、数多いビートルズの出演で有名なキャバーン・クラブのあるキャヴァーン・クォーターを
見学、その近くのウォーカー美術館やセント・ジョージ・ホールも見所のひとつです。 
円形屋根の超モダン建築で有名なメトロポリタン大聖堂で車を止めてその威容を鑑賞します。この教会
はリバプール随一の名物建築で、釘を打ったランタン型のタワーと、25,000枚というステンドグラスが
印象的なものです。 
その後チャイナタウンを抜け、リバプールで２番目に重要な宗教建築物、英国国教会に向かいます。赤
色砂石のゴシック建築であるこの教会はイギリス最大の英国国教会として有名です。 
ビートルズの歌と同名のペニー・レーンで車を止めて写真撮影タイムの後は市の中心に戻り、人気の高
いリバー・フロントに沿って幾つかある公園の中を通り、造船所地域を改造したアルバート・ドックに
向かいます。1846 年に新世界へのゲートウェイとして開かれたこのアルバート・ドックは英国の保護対
象建造物群のグレードＩに指定された建物が一番集まっている場所としても有名になりました。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーはほとんどが車窓からの観光となります。お手洗い

は大聖堂内にあります。 
 
 
ザ・ビートルズの足跡をたずねて  
IN THE STEPS OF THE BEATLES  
ツアー番号：LIV002 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間１５分 
 
リバプールはザ・ビートルズが出現する前からも国際的に有名な港町でしたが、世界的に音楽シーンが
活発だった６０年代彼らがザ・キャバーンから飛び出してきて、リバプールはザ・ビートルズ発祥の地
として有名になり、かの“Fab Four＝最高の４人組”とそのサウンドに熱狂するファン達のメッカとな
りました。 
まずは車窓からそれぞれのメンバーの生家、以前に住んだ家、学校を見て周り、彼らの音楽を聴きなが
ら歌詞でもおなじみの場所、ペニー・レーン、ストロベリー・フィールズを訪ねます。それぞれの場所
での写真撮影のかたわら、ガイドがザ・ビートルズにまつわる様々な逸話を披露してくれます。 
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“Fab Four”の幼年時代から解散までを年代別にたどったビートルズ記念館、ザ・ビートルズ・ストー
リーの見学も見所です。ここには１８台のオーディオ機材から、ハンブルグでのビートルズ公演や、1961
年にキャバーン・クラブに登場した時のライブ風景など、どの展示を見ても、世界的にスターダムに登
りつめ社会現象にまでなったザ・ビートルズが過した様々な場所や時代を偲ぶことができます。 
その後マシュー・ストリートに向かい短時間徒歩でザ・キャバーン・クラブを訪ね、内部を見学します。
ジャズ・クラブとして 1957 年にオープンしたこのクラブは無名時代のザ・ビートルズが１９６１年２
月に初めて演奏した場所として有名で、その後約 300回近いライブ演奏をここでおこないました。最後
の演奏は 1963年の８月でその時点で既に彼らは世界的な大スターとなっていました。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。ザ・ビートルズ・ストーリーで約１時間の見学時間があります。

車椅子での見学も可能です。マシュー・ストリートでは２０分の自由散策時間があります。 
 
 
色彩豊かなポート・サンライト村観光 
PICTURESQUE PORT SUNLIGHT  
ツアー番号：LIV003 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間半 
 
ポート・サンライトはイギリスの初期都市計画の中で最も素晴らしい形で残された村といっても過言で
はないでしょう。この村は１９世紀の後期に博愛主義者のウィリアム・ハスケス・リーバ（後のリーバ
ハルム子爵）が、今日ではユニリーバの名前で世界的企業となったリーバ兄弟商会の石鹼工場の労働者
達の住宅として建設しました。リーバは美術や建築に造詣が深く、現在保護地区になっている多くの地
域で彼が残した様々な史跡を見る事ができます。 
美しく手入れが施された約５３ヘクタールに広がる公園の様な敷地に広がるこのユニークな村のゆっ
たりとしたドライブをお楽しみください。数軒の大型主要建造物の周りには９００軒の建築が並び、そ
のすべてが英国の保護対象建造物群のグレード II に達しているものです。リーバはこの村の建築の為
に３０名の建築士を雇い目の覚める様に美しく穏やかな公園を背景に、それぞれ独特なデザインが混じ
りあった見事な光景を生み出す結果となりました。 
村をざっとドライブして回った後はポート・サンライト博物館を見学します。博物館では様々な時代ご
との展示によって興味深い村の歴史を知る事ができます。ここにはポート・サンライト村全体の縮尺モ
デルも展示されています。 
博物館見学の後は斬新な建造物で有名なレディ・リーバ・アート・ギャラリーを訪ねます。館内はリー
バの絵画と装飾美術の貴重なコレクションの宝庫で、世界的にも高い評価を受けているものです。油絵
のほかにも中国骨董のコレクション、タペストリー、彫刻、家具、ウェッジウッド、その他の骨董類の
展示も見所です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ポート・サンライドの道中にはマージー川のトンネル通

過が含まれます。 
 
 
チェスター観光 
CHARMING CHESTER  
ツアー番号：LIV006 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄３６～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間半 
 
チェスターは街路を歩いても、建物を見ても、空気さえも遥か遠い昔に戻された様な感覚を覚える町で
す。英国でも際立って古い史跡に溢れるこの小さな町は、英国２０００年以上の歴史が詰るおびただし
い遺産を畏敬の念をもって守りぬいてきました。 
町全体を見渡すパノラマ観光を楽しんだ後は、ビッグ・ベンに次ぐ撮影スポットとして世界的にも有名
なヴィクトリア朝時代の華麗なイースト・ゲート時計台とチェスター大聖堂を訪ねます。その後は約２
時間３０分それぞれ自由にチェスターの町の散策を楽しんでいただきます。町を取り巻く城壁の上に登
って歩けば、高台からの絶景を楽しむことができます。歴史的な塔や堂々たるアーチ型の門などが点在
している町の中心地の俯瞰眺望と同時に、反対方向には遠く見えるウェールズ地方の山々の荘厳な光景
も味わうことが出来ます。 
チェスターで全ての旅行者を惹きつけ、見逃せない名所は２階に木造の回廊が巡らされたショッピン
グ・アーケードで、建物の基礎は１３世紀に建てられたといわれている所です。特に英国では代表的な
黒と白のコントラストが特徴の建造物が数多く見られ、中世的雰囲気が味わえます。 
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ご案内：このツアーはバスで行います。各自自由に観光をお楽しみいただくために昼食は含まれていま
せん。観光には英国通貨（英ポンド）をご持参ください。大聖堂観光は自由選択です。チェス
ターまでの距離は片道約１時間１５分です。徒歩での観光は参加者それぞれの裁量におまかせ
します。 

 
 
北ウェールズとコンウィ城観光 
NORTH WALES & CONWY CASTLE  
ツアー番号：LIV008 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４６～（３～１２歳） 
所 要時間：約８時間４５分 

 
北ウェールズ特有のヒースの花が咲き乱れる丘や奥深く隠れた川の流れる渓谷という自然美を堪能で
きるツアー。この一帯は長く荒らされることがなかった土地で、数々の伝説や文化史跡に満ちた隠れた
名所となっています。 
城壁都市のコンウィの城門入り口に聳えたっているのがエドワード一世時代に建造された強固な城砦
であるコンウィ城です。強い印象を与える大きな８基の主要塔とそれを繋ぐ岩壁は一度も損なわれるこ
となく中世のままの姿を保っています。最高の保存状態で残された２１の小塔と３箇所の城門に囲まれ
た城は当時ヨーロッパの中で環状に建てた城の中で最も完璧なものといわれています。コンウィが中世
建築の傑作の地であり、ウェールズで最も色彩豊かな村という定評が頷ける所です。 
コンウィの村を十分に楽しんだ後は、穏やかな川沿いの、草を食む羊たちがのどかに遊ぶ牧場脇を通り、
有名な古く狭い太鼓橋を渡ってウェールズ地方で典型的なマーケットが開かれる町ランウストに向か
います。 
海抜１５メートルしかない地盤の上に立つベトゥスイ・コイドの村は、周囲を平均高度３００メートル
もある丘陵地帯で完全に囲まれた小さな盆地の村です。コンウィ川のみならず西から流れる３本の支流
の水の青さで、村を取り巻く田園地方の美しさが更に引き立ち、典型的なアルプス地方の清冽な印象を
かもしだしています。ここでは２時間の自由時間をもうけていますので、風光明媚な自然景観を心行く
まで堪能したり、お土産屋さんで買い物を楽しんだり、地元のレストランで昼食を味わったりと思い思
いにお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。各自自由に観光をお楽しみいただくために昼食は含まれていま

せん。英国通貨（英ポンド）のご持参をお忘れなく。 
 
 
マンチェスター自由行動 
MANCHESTER ON YOUR OWN  
ツアー番号：LIV015 
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約７時間半 
 
リバプールより片道 1 時間 15 分のドライブで、見どころやすべきこと豊富な主要都市マンチェスター
に到着します。 
マンチェスターには数多くの博物館や素晴らしい建築物、アートギャラリーが豊富にあり、数時間のお
買い物にも最適な場所です。ザ・キーズは素晴らしいウォーターフロントにある複合商業施設で、ザ・
ローリーと帝国戦争博物館ノースとがあります。ちょっとお買い物を楽しみたい方は 80 以上のお店が
あるアーンダーレショッピングセンターやお買い物やエンターテイメントのメッカで種類豊富なお店
やテーマバー、レストランが揃うトラッフォードセンターに行くのもよいでしょう。 
観光やお買い物など各自お好きな事をお選び頂け、ガイドはおりませんがそれぞれ自由に時間を過ごす
ことが出来るツアーです。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーはガイド説明がなく、入場料などふくまれておりま

せん。交通状況にもよりますが、マンチェスターまでは片道約 1 時間 30 分程です。地図が配
られます。約 4時間の自由時間を設けます。徒歩での観光は参加者それぞれの裁量におまかせ
します。船へ戻る出発時間と集合場所を必ずご確認ください。 
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英国国教会の鐘つき体験 
ANGLICAN CATHEDRAL BELL RINGING EXPERIENCE 
ツアー番号：LIV016 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供 N/A 
所 要時間：約４時間 
 
短いドライブで英国最大で素晴らしい建築様式を誇るリバプールの英国国教会に到着します。 
教会に到着すると、この教会を設計したジャイルズ・ギルバート卿に扮したガイドの出迎えを受けます。 
有名な赤の公衆電話ボックスはギルバート卿が設計したものです。素晴らしい建物周辺をご覧いただき、
高い天井をご覧いただくと天に昇って行くように感じられるでしょう。教会の塔へエレベーターで上が
り、鐘の部屋に入ります。この入場は特別に手配されたものです。教会の鐘演奏者と合流し、６つのベ
ルシュミレーターを含む教会の鐘鳴らし体験をお楽しみください。 
狭い階段たどり、鐘が設置されている上階に移動します。ガイドが鐘の設置や移動などの興味深い物語
をお話しします。さらに数段の階段を上に上ると教会で最も高い屋根に出ることが出来、素晴らしい景
色が楽しめます。地階に戻り教会初期に建てられた美しいレディー･チャペルをご覧ください。 
ツアーの最後はリバプールを車窓より見学し船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。参加人数には制限がある為、お早めにお申し込みくださ

い。このツアーには徒歩と立ち見の観光が約 2 時間含まれます。部分的に級で狭い階段が 159
段含まれます。このツアーは体力がある方がお申込みいただけ、妊娠中の方やお子様はお申込
みいただけません。平底の滑りにくい靴をお勧めします。 

 
 
 
 
セント・ピーターポート 
ST. PETER PORT 
               
 
リブ・ボート・アドベンチャー  
RIB RIDE ADVENTURE  
ツアー番号：GCI003 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄６０～（５～１２歳） 
所要時間：約１時間 
 
トルコ・ブルーの海をクルーズしながら野生動物の遭遇や、長い歴史を持つユニークなガーンジー島を
お楽しみください。 
岩棚の中で巣作りをしている驚く程の多種多用の海鳥たちや、ツノメドリ、カツオドリ、オオハシウミ
ガラス、海鵜などの群れが見られるかもしれません。特別仕様のゴムボートで崖や入江に接岸し、至近
距離で観察することができます。 
自然保護区として指定されたハーム島近くの岩礁では、時にアトランティック灰色アザラシが岩の上で
のんびり日向ぼっこをしている姿が見られます。また、運が良ければイルカや鯨を見ることができます。 
自然愛好家のガイド付で、野生観察とスリルの両方を味わえます。このツアーでは同時にガーンジー島
の素晴らしい海事の歴史を学ぶことができます。帰りはスピードを上げて戻りますので、ボートをしっ
かり掴みましょう。 
 
ご案内：このツアーは複合性ゴムボートで行います。水上運行中のバウンドが激しい為、怪我をしてい

る方、体調がすぐれない方にはお勧めできません。妊娠中の方の参加は禁止されています。全
員に救命胴衣と雨具が支給されますが、暖かい服装でご参加されることお勧めします。野生動
物が見られるかどうかは保証の限りではありません。ボートの運航ルートは天候により変わる
ことがあります。 
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沿岸地方と田園地方のドライブ  
COAST & COUNTRYSIDE DRIVE 
ツアー番号：GCI004 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３６～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
第二次世界大戦にまつわる史跡が残る島は、サイズこそ小さいものの絶大、美しい景色に彩らており、
初めて訪れる人には最適のツアーです。南側の起伏に富んだ崖、西側の神秘的な湾と砂浜、そして東側
の首都であるセント・ピーターポートとガーンジー島を望む、全ての見所を網羅しています。 
セント・ピーター・ポートの素晴らしい港とショッピング・センターに沿って車を走らせ、１１世紀に
建立された町教会や１２世紀建立のコルネット城の前を通ります。ガーンジー島の静かな田園地方に立
つユニークで魅力的なミニチュア型のリトル・チャペルは外観の珍しさと同時にユニークな歴史も持っ
ています。わずか６ｍＸ５ｍの小さな礼拝堂は貝殻や小石、色とりどりの磁器の欠片で装飾が施され、
小さなアルコーブには一度に３人しか入る事ができないのです。 
西海岸へと向かう道中では、高台の見晴らし場所となるプレインモント・クリフで車を止め、美しい海
岸線を眺めながらの写真撮影タイムとなります。第二次世界大戦中は沿岸の防衛基地となったこの場所
で潮風を味わいながら、魅力的なガーンジー島の絶景見ながら特別な時間をお過ごしください。 
途中、ケーキ付きの紅茶やコーヒーで小休止し、お土産などのショッピングタイムを設けております。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ドライバーがガイドを兼任します。リトル・チャペルへ

は舗装された平坦な道路を歩きますが、入り口に数段の階段があります。 
 
 
サーク島観光 
ISLE OF SARK 
ツアー番号：GCI006 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間４５分 
 
ガーンジー島からフェリーでわずか４０分で、途中ハーム島、ジェソー島、ブレッシュ島などの小島の
間を縫いながらサーク島に到着します。そこからはトラクターに牽引された“トースト・ラック”とい
う車両に乗り、島一番の急勾配の丘を登って村の中心まで行きます。観光案内地図と地元のガイドの案
内を頼りにしながら、自由行動でこの素晴らしい島を思う存分探訪してみましょう。 
多くの旅人にとってのサーク島の魅力は、自分の足で隠れた見所を発見したり、息を呑む様に美しい景
観を楽しんだり、岩陰にひっそりと広がる入り江でのんびりと時を過したりする事です。より行動派で
あれば“占領下と史跡博物館”を訪ねたり、カラー・チョコレート工場でチョコレート作りを見学した
り、島の南にありビック・サーク島とリトル・サーク島を結ぶ有名な断崖絶壁の道ラ・クーピーなど見
物な場所が沢山隠されております。 
村のメインストリートに沿って興味深い珍しい店が沢山並んでいる他、飲み物や軽食を買える場所が数
多くあります。ツアー終了後は再び“トースト・ラック”に乗るか、又は歩いて丘を下り船付き場から
フェリーに乗ってガーンジー島に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは船とトラクター、徒歩で行います。島には本村を走る“トースト・ラック”の他

に交通手段はありません。島全体の自由観光には約５時間設けております。徒歩での島巡りも、
のんびりお過ごしいただいたり、各自思い思いの時間を過ごしていただきます。ツアーには博
物館などの入場料金は含まれていません。ヒールのない歩きやすい靴と、日焼け止め、地元の
通貨（英ポンド）、カメラをお忘れなく。 

 
 
ドイツ軍占領時代のガーンジー島の歴史探訪  
THE GERMAN OCCUPATION OF GUERNSEY 
ツアー番号：GCI008 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
第二次世界大戦中、ドイツ軍に占領されガーンジー島は、占領統治の記憶を数多く留めています。 
ドイツ軍は拠点を頑丈なものにするために、断崖の上に要塞や見張り塔など建設し、現在でもはっきり
とみることができます。 
ドイツ軍占領博物館は空調設備のついたトンネル内にあり、もともとドイツ軍がＵボートの燃料保管庫
として建てられたものです。テーマ別に分かれたそれぞれの展示室があります。 
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それぞれの展示には詳しい説明がつけられており、非常に心をゆさぶられる博物館をご体験いただくで
しょう。 
地下に設けられた野戦病院も当時の遺物ですが、そこは何といってもチャンネル諸島でドイツ軍が残し
た最大の遺物があることで有名です。網の目の様に掘られた地下トンネルは全体で約 7,000平方メート
ルに及んでいます。野戦病院内にはトンネルの中には二本の主要な通廊があり、病室、手術室、レント
ゲン室が造られていました。当時の備品はほとんど残っていませんが、それでもベッドや調理用具、暖
房施設などがあり、寒いじめじめした場所にいると一体どんな目的でそこが造られたのか沈思黙考せざ
るをえません。 
その後のプレイモントでは、崖の上からガーンジー島西海岸の素晴らしい景色を楽しむことができ、巨
大な砲台を見る事ができます。道中紅茶やコーヒーとケーキなどで休憩し、至近距離でドイツ軍の防衛
施設を観察する機会もあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。博物館内には階段があります。野戦病院の床は平坦です

が、湿気があり、薄暗い照明しかありません。病院訪問の際は暖かい上着をご持参ください。
このツアーでは運転手がガイドを兼任します。 

 
 
コーネット城でのＶＩＰ待遇歓迎会  
VIP RECEPTION AT CASTLE CORNET 
ツアー番号：GCI018 
ツアー料金：大人＄９４～ 子供＄９４～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
埠頭を後にしてマリーナから徒歩でゆっくりと華麗なコーネット城まで散策します。コーネット城はガ
ーンジー島の古代港湾要塞で、１９世紀に防波堤と架橋が出来るまで孤立した小島の上にありました。
お城は海を見下ろし遠くハーム島まで望める絶景の位置を誇っています。 
ガイド付で城内に残る中世からの遺構や庭園をたどり、周囲の美しい光景に目を見張りながら、興味深
い歴史を学びます。お城の最上階へ上れば、更に素晴らしい港や、灯台や町全体の眺望が開けてきます。
正午になると、正午の号砲発射の時間となります。この号砲は昔軍隊の守備隊が、兵舎に残る兵士立ち
に戻る時間を伝えたという１９世紀の慣習に習い、毎日正午に発射されます。歴史的イベントを見物し
た後はお城の居室に招かれ、スパークリング・ワインとカナッペ付きの歓迎会がはじまります。 
ツアー終了後は、そのまま埠頭に戻るか、セント・ピーターポートの可愛いらしい舗道をそぞろ歩き、
ショッピングをするか、お城に残って更に見学を続け、城内に３つある史跡博物館を訪ねるかのいずれ
かを選択することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。コーネット城の見学ツアーは約１時間です。見学場所へ

は約３０段の階段の登り下りがあり、お城の最上階までは６０段の階段があります。最上階見
学はオプションです。お城へは平らな歩道を約２０分徒歩で移動します。 

 
 
徒歩で回る町とコルネット城      
A WALK TO TOWN & CASTLE CORNET 
ツアー番号：GCI022 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間１５分 
 
英国本土から 112km,フランス最北端から 48km に位置するこの群島をご紹介する絶好の機会です。快適
なウォーキングではこの美しい島に秘められた歴史を肌で感じていただけるでしょう。埠頭でガイドと
合流し、ロウアー・ポレットへ向け徒歩を進め、免税の島のため大勢の買物客で賑わっているハイスト
リートを通ります。途中、この可愛らしい町の開発がわかります。 
徒歩観光のハイライトはコルネット城訪問で、ガーンジーで人気の観光名所となっています。 
１３世紀中頃まで歴史が遡ります。お城や城内にある博物館と庭園を自由に散策する機会があります。
城内の喫茶室で紅茶かコーヒーと共に美味しいガーンジーケーキをご賞味ください。そして徒歩にて埠
頭に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは徒歩で行います。デコボコとして斜面を含む多様な地面を約２時間３０分から３

時間歩きます。コルネット城には約３０段の階段があります。平底の履きなれた滑りにくい靴
をご着用ください。 
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自転車で周るガーンジー島 
GUERNSEY BY BIKE 
ツアー番号：GCI025 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄７２～（８～１２歳） 
所要時間：約３時間半 
 
ミニバスで短時間移動をし、西海岸にあるパレル湾に向かいます。身長にあった自転車を選び安全講習
を受けます。ヘルメットを装着し一般道にペダルをこぎ始めます。 
魔女や妖精などの物語が多く残るカティオロックを含むガーンジー島の可愛らしい田舎道をサイクリ
ングします。自転車をこぎ進めると古代のお墓やシングルバンクスやコリン・ベスト自然保護区などを
通り抜けます。風光明媚な海岸線のロッククェーンやチャーミングなポーテレット港を通ります。 
内陸に入り自転車優先道路「リュエット・トランキル」を通り戻ります。こられの狭い道路は馬や自転
車が自動車より優先されるもので、牧草地に溢れる野生の花々や趣のあるコテージに風が吹き抜けます。
パレルに戻りミニバスでセントピーターズポートに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと自転車で行います。8 歳未満のお子様はご参加いただけません。自転

車の区間は約 2時間です。体力があり自転車の経験がある方がご参加ください。殆ど平らな地
面ですが一部斜面もあります。その日の天候に合わせた自転車に向いた服装でご参加ください。
日焼け止めなどご持参ください。平底の滑りにくい靴を又はスニーカーをお勧めします。お飲
物は含まれていないので、各自ボトル入り水などご持参ください。 

 
 
ガーンジー島の宝石 
GEMS OF GUERNESY 
ツアー番号：GCI026 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
バスにてまずは、ガーンジー島のかわいらしいリトル・チャペルへご案内します。１９１４年に建てら
れたこのチャペルは、二人の兄弟による努力の結晶で芸術作品そのものです。フランスのルルドの洞窟
のミニチュアバージョンでもあり、貝殻や小石、色とりどりの磁器の欠片で装飾が施された美しいチャ
ペルです。続いて、伝統的な金、銀、プラチナジュエリーを作っている小さな工房を訪れます。宝石職
人達は前世紀から王室御用達のものとして目を見張るような豪華な宝石をデザインし、念入りに作るよ
う依頼されてきました。訪問の最後にはショールームを見たり、免税価格でお買い物をしていただくお
時間もございます。次にキャサリン・ベストデザイン工房に訪れます。ここでスパークリングのロゼワ
インを飲みながらショールームに展示されている素晴らしい宝飾品をご覧ください。展示されている素
晴らしい作品のすべてはキャサリン・ベストと彼女の才能豊かなチームによって作られたものです。キ
ャサリン又は彼女のチームの一人が愛から創作されマスター工芸家としての長年の経験によって生み
出された作品の興味深い話を説明致します。 
 
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーでは徒歩による観光がほとんど含まれませんが、バ

ス駐車場からリトル・チャペル、又はキャサリン・ベストへの短距離を徒歩で移動していただ
く必要があります。金細工工房では僅かな斜面とリトル・チャペル内部を見学する際は石畳と
数段の階段の上り下りをして頂く必要があります。バスの乗り降りができる必要があります。
バスドライバーがガイドを兼任します。 

 
 
ヴィンテージバスで周るガーンジー島 
INSIGHT INTO GUERNSEY BY VINTAGE COACH 
ツアー番号：GCI027 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 

 
ソーマレズ・パークにある民俗衣装博物館で島の歴史を肌で感じ、人気のあるリトル・チャペルを訪れ
た後は美味しい伝統的なガーンジーアフタヌーンティーをジャーボーグホテルで頂きます。 
ナショナルトラスト民族衣装博物館は島で一番大きなソーマレズ公園にあります。ここで島民の過去
250 年の歴史を習います。ご自分のペースでこの小さな島の日常生活を紹介する展示物をご覧ください。 
次に島の西側をドライブし、ガーンジーで最も人気のある観光名所のリトル・チャペルを見学します。
芸術作品で無償の奉仕活動で建築されたこのチャペルは 1914 年の建物で、おそらく世界で一番小さな
礼拝堂として知られています。 
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ツアーの最後は愛らしい絵のような場所に建つジャーボーグホテルを訪れます。ホテルでガーンジーク
ラブサンドイッチ、伝統的ガーンジーガッシュケーキ、スコーンのジャムとガーンジークリーム添え、
コーヒー又は紅茶をいただきます。 
 
ご案内：このツアーはヴィンテージバスと徒歩で行います。ドライバーがガイド案内をします。このツ

アーには約 1 時間 45 分ゆったりとした速度で歩き、凸凹で、緩やかな傾斜や階段など色々な
地表が含まれます。平底で履きなれた靴をお勧めします。使用される乗り物は年代物のバスと
なります。もし年代物のバスが運行できない場合は通常のバスで運行されます。 

 
 
町の徒歩観光と伝統的なガーンジーアフタヌーンティー 
TOWN WALK & TRADITIONAL GUERNSEY AFTERNOON TEA 
ツアー番号：GCI028 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間４５分 

 
ガイドの案内で魅惑的なセントピーターズポートの中心に向かい、活気のある通りや狭い路地を歩きな
がら、町の歴史を発見しましょう。絵のような海沿いの遊歩道と共にヨーロッパでも可愛らしい港町の
一つと考えられています。港からは８００年以上も町を守るように聳える１３世紀に建てられたコロネ
ット城が見えます。その昔は駐屯地や兵器庫や牢獄として使用されていました。次にビクトリア時代に
最初に作られた可愛らしいキャンディー庭園に向かいます。この公園には１８５６年から１８７０年の
間、ガーンジー島に滞在していた有名なフランス人小説家ビクトル・ユーゴーの銅像が建てられていま
す。この時期に多くの作品が執筆され完成し発行されましたが、その中でも一番有名な作品が１８６２
年に発行されたレ・ミゼラブルです。 
キャンディー庭園から徒歩で愛らしい５つ星のオールド・ガーバメント・ハウスホテルに向かい、伝統
的なガーンジーアフタヌーンティーを頂きます。フィンガーサンドイッチの数々や新鮮な焼きたてのス
コーンとガーンジークロッテットクリーム、お好みの紅茶をご賞味ください。アフタヌーンティーの後
はセントピーターズポートに歩き、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは徒歩で行います。このツアーは寄港日の４日前に締め切られます。それ以降の申

し込みは空き状況によります。このツアーは一度予約を入れると取り消しと返金は出来ません。
このツアーには徒歩による観光が約１時間半から２時間含まれ、でこぼことした地面と緩やか
な斜面など色々な地表が含まれます。平底の履きなれたウォーキングをお勧めします。参加人
数が限られるため、お早目にお申込みください。 

 
 
ガーンジー 金銀細工と庭園  
GUERNSEY GOLDSMITH & GARDENS 
ツアー番号：GCI029 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
セント・ピーターズポートから内陸へ田舎の景観を楽しみながらドライブは進み、ブルーズ・ラッセル
金細工工房に向かいます。ここには小さなお店と工房があり見学する機会があります。家族経営の工房
は 100年以上も王族や国家元首などから宝飾品のデザインと制作を依頼されてきました。工房は愛らし
い庭園に囲まれており、時間があれば庭園散策もできるでしょう。 
さらにプレインモント・ポイントからコボへ島の西海岸をドライブしセントピーターズポートに戻り、
キャンディーガーデンズを訪問します。チャーミングで各賞を受賞したこの庭園は特筆した場所にあり、
小さなビクトリア風公園の良い見本のようです。公園の上部と下部を散策し、このひっそりとした場所
に植えられた世界の植物をご覧ください。 
最後に訪れるのはセントピーターズポートの中心にある個人所有のグランジェ・コートです。公式と非
公式のエリア、色々な低木、ペレニアルボーダーや素晴らしいヨーロッパブナなどを含む高くそびえる
木々をご覧ください。エレガントな石造りのオレンジ温室、可愛らしいローズガーデンや印象的なビク
トリア式サボテン温室などがあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには 1時間半程ゆっくりと徒歩で観光し、 
 凸凹とした地面や砂利、緩やかな坂道や階段など色々な地表が含まれます。平底の履きなれた

ウォーキングシューズをお勧めします。英国ポンドをご持参ください。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  

 
ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 

 
ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに参加す

るお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加するに

は独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショア

エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は注意

を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求め

ます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ

加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、

お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあ

たり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる

側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意

深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、キュナ

ード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況でもエク

スカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責任を負

いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュ

ナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購

入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。キュナー

ド社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損害に対し、責任を

負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さい。 
 
ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日や時間、

残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済みのツアー代金は変更されませ

ん。事前予約されたショアエクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約されたショ

アエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込まれ

たショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなります。ツアー代金は大

人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーシ

ョン内容又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までの

お子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを

購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情

報が変更になる場合があります。ツアー内容に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の

未成年者は大人と同伴が必要です。 
 
出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発時間は最

後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や特定のショアエク

スカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内に記載されている箇所や訪問順序

は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエクスカー

ションの種類は船や寄港日により異なります。 
 
ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。ツアー

は先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーにアクセスし、キャ

ンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取消が発生した場合は電子

メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤ

ージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パー

ソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちを

している場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点か

ら出発時間や料金などが変更になっている場合がありますので時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。クルー

ズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させてい

だきます。 
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取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ

ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された

取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内の記載をご確認下さい。 
 
 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よりも前の

取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額返金いたします。

ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカード又はデビットカードへ

全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内

のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 
 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオフィスに

ご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら返金できません。

全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエクスカーションは催行され

ません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する

権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申

し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りの

オンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝いが出

来ます。ご希望の場合は、寄港の48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエクスカーションと異

なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後の予約の取消は取消料

が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関の水

準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバスを手配致

します。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用されます。バスによってはス

テップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで使用される飛行機の座席は特別

にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合

流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電

話の電源を消してください。 
 
ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電子メー

ルでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアーの手配などの

助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バスのステップに乗るこ

とは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下

さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経

験や実践的情報が入ったツアー内容をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車

椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手

伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありま

せん。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。

船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常

用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーか

どうかご確認ください。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェブサイ

ト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出来る限り事前

に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写された詳細や道具などは

特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

 

※ショアエクスカーション規定と条件は 2016 年 1 月 20 日時点の情報です。 

各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。 

 



 
                            
                                   

 

 

 

 

 

クイーン・エリザベス 

カナリア諸島セレブレーション 16 日間 

ショアーエクスカーション案内 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

 ・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

    その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

 ・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

 

 



 

 

 
 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・エリザベス 

カナリア諸島セレブレーション １６日間 

ショアーエクスカーション案内 
 
 

 
 

 
               

 
 

  
ランザローテ島 
LANZAROTE 
 

 

「火の山」                               
MOUNTAIN OF FIRE                                          
ツアー番号：LAN001 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
「火の山」は２８０年以上昔の火山爆発によって造り出されました。暗く、黄土色と紫色の火山灰の積
もる不毛な土地の続く忘れがたい景色の中をバスにて通り抜け、月面を想像させる景色を目の当たりに
することになるでしょう。カメラのご用意をお忘れなく。ガイドが地殻の下に隠れている猛烈な熱の強
さ証明する幾つかの実験を試みます。火山が死火山ではなく休火山である事をお分かり頂ける事でしょ
う。半円形の石壁によって保護されたワイナリーのブドウ畑が点在しています。それは農業というより
芸術作品の様に見えます。ワインショップ（ボデガ）に立ち寄りますので地元ワインをお試しください。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。「火の山」の上は風が強い場合もあるので、羽織るものか

ジャケットをご持参ください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間がかかる
場合もあります。つま先の隠れる、歩きやすいウォーキングシューズをお勧めします。このツ
アーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の地面は所々坂になっています。 

                                             
 

北部探検                                             
DISCOVER THE NORTH                                                           
ツアー番号：LAN007 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
ドライブで島の北部を訪ね、美しい景色の中古代の都市テギーゼを訪れます。 
テギーセは土地の人たちにとってはのんびりと休暇を楽しめる場所です。訪問者にとっても昔に戻った
気分で歴史や、伝統的な建築物や、習慣を面白く味わうことができます。 
美しい風景、透明に澄んだ水、“千本の椰子”渓谷の圧倒的な眺めが特徴のこの地域の首都、ハリアで
休憩します。展望台ミラドール・デ・ギナーテでは素晴らしい眺望が楽しめます。天気の良い日には、
ラ・グラシオーサ島を望むことができます。芸術家セサール・マンリケはかつては地表にある水穴であ
ったものを、感動的な火山の洞窟、神秘的な地下の水庭園、ハメオス･デル･アグアへと変貌させてしま
いました。地下の湖を見渡す屋根のない洞窟を螺旋階段で降りましょう。透明な水の中に目が退化した
白い蟹が生息しているのを見つけることができます。戻る曲がりくねった路を通って地上にでるとそこ
には輝く透き通った青色のプールがあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、沢山の急な階段とでこぼこした砂利道があります。洞

窟内見学のために、はき心地の良い、滑りにくい靴をお勧めします。念の為上に羽織るもの
かジャケットをご持参ください。 
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プエルト・デル・カルメンへの送迎                               
TRANSFER TO PUERO DEL CARMEN                                          
ツアー番号：LAN002 
ツアー料金：大人＄３３～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
ランザローテ島南端の最も長い歴史を誇るリゾート地プエルト・デル・カルメンまでの送迎のみご案内
です。到着後は自由気ままにビーチリゾートを楽しんだり、バーやカフェ、レストランでリラックッス
したひと時をお楽しみください。ショッピングが目的のお客様は衣服、靴、電気製品、お土産物などバ
ラエティーに富んだお店が立ち並びます。思い思いの時をお過ごしいただいた後は決められた場所と時
間にエスコートが皆さまをお迎えし、船までお送りいたします。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行います。リゾート内を歩く時間は参加者それぞれの裁量におまかせい

たします。このツアーには観光ガイドはつきませんので、昼食や飲み物代、観光場所の入場料
などは含まれていません。現地通貨のご持参をお勧めします。送迎は英語を話すエスコートが
お世話をいたします。日光浴用のビーチ・マットやビーチ・パラソルが必要な場合はそれぞれ
５ユーロ位でレンタルする事が出来ます。お帰りの待ち合わせ場所と時間はくれぐれもお間違
えの無い様にお願いいたします。時間に遅れた方をお待ちする事は出来ませんのでご注意くだ
さい。このプエルト・デル・カルメンのビーチでは地元業者が各種ウォーター・スポーツを販
売しています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結んでいない事をご承知おきくだ
さい。 

                                             
 

ラクダ乗りと「火の山」                                     
CAMEL RIDE & FIRE MOUNTAIN                                                  
ツアー番号：LAN003 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
全ての年齢層の方にお楽しみいただけます。ひとこぶラクダで約３０分間月面の様な火山砂漠の、赤と
黒の火山岩の続く曲がりくねった道「火の山」まで進みます。 
地熱実験では地表下に隠れる恐ろしい熱の強さにご注目ください。 
ラゲリアのワイン地区で地元ワインを味わって頂くためにワインショップ（ボデガ）に立ち寄ります。 
試飲及びお買い物をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスとラクダによって行われます。火の山の上は風が強い場合もあるので、羽織

るものかジャケットをご持参ください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間
がかかる場合もあります。つま先の隠れる、そこの平らな歩きやすいウォーキングシューズを
お勧めします。このツアーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の表面は所々坂
道になっています。ワインの試飲は１８歳以上に限られます。 

                                             

マンリケの魔法（少人数グループでのツアー）     
THE MAGIC OF MANRIQUE – SMALL GROUP TOUR                          
ツアー番号：LAN004 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
セサール・マンリケは疑いなくカナリア諸島で最も重要な芸術家といえるでしょう。画家、建築家、彫
刻家として知られ、彼はまた芯からの環境保護論者でもあり、近代建築物の兆候をすべて嫌っていまし
た。北へ向かい、ハメオ・デル・アグアの洞窟を見学します。火山活動の結果出来上がった洞窟とセサ
ール・エンリケの建築の才能が合体したものです。小さい目の退化した蟹を探しましょう。ここの海水
にのみ生息する世界的にも珍しい蟹です。サン・バルトロメ近くで、もう一つのセサール・マンリケの
創作物、カンペシーノの記念碑を見学します。農民の記念碑として、ランザローテで何世紀にも渡り農
場作業に従事する男女に敬意を表し制作されたものです。 
セサール・マンリケの家を訪問します。そこには彼の真の才能の縮図が示されています。セサール・マ
ンリケの家は火山活動によって造られた火山岩に半分覆われ、見事な白と漆黒に塗りつくされています。
マンリケの死後、家は彼の個人的なコレクションを展示したアートギャラリーとし公開されています。 
火山岩の景色が広がる様子を大きな窓からご覧ください。深呼吸しましょう。溶岩があなたに向かって
流れてくる様に見えます。家の建てられた 18 世紀の溶岩の流れを確認しましょう。階下には１７００
年代の火山爆発の際の火山活動で造られた“溶岩泡の部屋”があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行います。階段や、でこぼこ道を 2時間程、徒歩にて廻ります。 

セサール・マンリケの家は屋根が低くできていますのでご注意ください。 
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隠れたランザローテ                    
HIDDEN LANZAROTE                                                         
ツアー番号：LAN019 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
北に向かって走行する途中で、かつての首都で歴史的にも建築学的にも重要な場所と認定されたテギー
セを訪問します。ハリア展望台からは北端に連なる主要な島とそれを取り囲む島々の息を呑む様な眺望
を楽しむことができます。次に向かうのがオルゾラという村に抱かれる様な場所にあるアロエ・ヴェラ
農場です。アロエ・ヴェラは温暖地区の典型的な植物で、ランザローテ島においては特によく育つ植物
です。この植物は、多目的に使用され、ビタミン、鉄分、プロテインのような貴重な栄養素を含んでい
ます。また、傷からの感染を防ぐとともに、スキンケアーの貴重な成分もあり、経口薬にもなります。
農場訪問の途中ではアロエ・ジュースやアロエ酒をお試しになる機会があります。 
マンリケのサボテン庭園にはランザローテ、アメリカ、マダガスカルで発見された１００種類以上の１
５００本を越えるサボテンがあります。庭園そのものは、古代ローマ時代の円形劇場のような、見事な
石造りの囲いとなっていて、珍しい植物の素晴らしい背景となっています。この地域では、１００年以
上にわたってコチニール甲虫が養殖されています。甲虫はサボテンに生息し、その幼虫からは貴重な赤
色の有機着色剤コチニールが抽出され、以前はカンパリのような飲物の着色に使用されていました。 
思い思いに庭園の散策を楽しんだ後は、園内のカフェでお飲み物をとりながらリラックスしたひととき
をお過ごしいただきます。その後はバスで港への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーでは約１時間半、石畳みやでこぼこ歩道、砂利道などを徒歩で移動する行程が含ま

れます。歩き易い靴をお勧めいたします。 

 
 

 
 

 
               

 
 

  
ラ・パルマ 
LA PALMA 
 

 

絹、景観と砂糖邸宅                    
SILK, SCENERY & SUGAR ESTATE                                                         
ツアー番号：LPA028 
ツアー料金：大人＄７９～  お子様はご参加いただけません 
所 要時間：約４時間半 
 
バスに乗りリラックスして景観ドライブをお楽しみください。山間部を走りワイナリーとバナナ農園を
抜けエル・パソの村へ向かいます。短時間の徒歩にてシルク博物館を訪れ５００年続く伝統的な絹織物
を見学します。ここはヨーロッパで唯一古い手法が保存されている場所です。美しいく作られた衣類に
感動する事でしょう。また、この島出身の有名靴デザイナー マノロ・ブラニクは地元の絹を使った絶
妙な靴を創り出しました。そして続いては美しく保存された１７世紀の砂糖邸宅、ホテル・ハシェンダ・
デ・アバホです。野菜農園と植物園に囲まれ、邸宅には多くの絵画コレクション、家具や陶磁器が展示
されています。なかでも最大のコレクションを誇るのは絨毯の展示です。ガイドの案内の元、幾つかの
部屋を見学し、その後大西洋を眺めながらお茶とお菓子をお楽しみいただきます。 
サンタ・クルスの町に戻る前に途中、ラ・グロリエタ広場で休憩を取り、地元の作家ルイス・モレラに
よる素晴らしいモザイク画を写真に収めます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。約１時間、階段を含む平らな舗装路を歩きます。 
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火山ハイキング                    
VOLCANO HIKE                                                         
ツアー番号：LPA029 
ツアー料金：大人＄７１～  お子様はご参加いただけません 
所 要時間：約５時間 
 
バスに乗りリラックスして魅力的な景観のドライブをお楽しみいただきながら島の最南端へ向かいま
す。あふれる緑の景色が黒と黄土色火山岩層へと移り変わります。 
ハイキングはカナリア諸島の中で２番目の大きさを誇るワイナセラーを持つロス・カナリオスいう小さ
な村から始まります。ガイドと共に３０００年の歴史を持つサン・アントニオ火山の噴火口へと歩き進
みます。灰に包まれた道をカナリア諸島の中では一番最近に出来たテンギアという雄大な赤い山に向か
い登ります。いくつかの場所ではマグマの温かさと岩の間を通してでてくる匂いを感じる事でしょう。
肥沃な火山層によって育ったブドウから年間約１００万リットルのワインが作り出されています。峰の
頂上からは南部と西部海岸の壮大な景色が広がります。 
火山岩の流れに沿ってラ・パルマ最南端の塩田群とフェンカリエンテ灯台へと降りて行きます。小さな
湾のクリスタルに光る透明な水に浸かり気分をリフレシュしてください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。体力に自信のある方のみご参加ください。ハイ

キング時間は約３時間です。起伏の激しい、デコボコ道や坂道に時間と努力を要するでしょう。
ハイキング用の登山靴と重ね着をお勧めします。帽子、日焼け止め、飲料水をご持参ください。
１３歳以下のお子様はご参加いただけません。海に入るのは泳ぎに自信のある方のみとし、下
に水着を着用しタオルを持参してご参加ください。ビーチに着替え施設はございません。 

                                             
 

ラ・パルマゆっくり観光                                    
LEISURELY LA PALMA                                        
ツアー番号：LPA018 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
バスに乗り景観ドライブを楽しみながら、島の西方向、アリダネ渓谷の上部地域へと向かいます。この
地域は島の最高地点であり、又魅力的なエル・パソの町の中心です。到着後、小休止をして町の周りを
楽しみましょう。エル・パソを離れ短時間のドライブでラ・グロリエタ広場へ。マンリケ王の弟子であ
ったこともある地元の作家ルイス・モレラによる作品を見る事ができます。ランザローテで見る事の出
来るマンリケのデザインを思い起す独特でカラフルなモザイク画の床を眺め、写真に収めます。 
その後、ラ・パルマの南端へと向かい、フェンカリエンテの地元レストランでお茶、コーヒー又はソフ
トドリンクを頂きながら休憩を取った後、港へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアー中ほとんど歩くことはありませんが、バスの

乗り降りに階段があります。ドライブ中はヘヤピンカーブが幾つかあり、めまい症の方にはお
勧めできません。 

                                             

 

トローリー列車と徒歩で廻るサンタ・クルス                                    
SANTA CRUZ TROLLEY TRAIN & WALK                                        
ツアー番号：LPA010 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間１５分 
 
トローリー列車に乗り町の景観ツアーへ。サンタ・クルス・デ・ラ・パルマの主要通りアヴェニーダ・ 
マリティマを走行します。ヘッドセットを使ったガイドの興味ある案内で雑踏と活気のあるこの小さな 
首都の姿があらわれます。コロンブスのサンタ・マリア号の複製バルコ・デ・ラ・ベルヘンが置かれて 
いる場所から市内の徒歩ツアーが始まります。アラメダ広場やサン・フランシスコ広場、プラセータ・ 
ボレロなどの広場や通りを歩きます。ルネッサンス式の魅力的な２階建ての市庁舎、１７世紀の教会イ 
グレシア・デル・サルバド―ルを眺め賞賛しましょう。 
サンタ・クルスの中心地では伝統的なタパス・バーを訪れ地元のタパス料理とワイン、ビール、ソフト 
ドリンクで休憩をします。 
 
ご案内：このツアーはトローリー列車と徒歩にて行われます。ツアー中ガイドの案内の元、徒歩にて石

畳とデコボコ道を約１時間半歩きます。楽な服装で、底が平らなウォーキングシューズをお履
きください。 
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バギーに乗ってパルマを冒険                                    
LA PALMA BUGGY ADVENTURE                                        
ツアー番号：LPA017 
ツアー料金：大人＄２１３～   お子様はご参加いただけません 
所 要時間：約２時間半 
 
バキーが待っているエル・リャニトの村迄景観ドライブを楽しみます。簡単な安全と走行についてのオ
リエンテーション説明を受けた後、ヘルメットを被り、自分で運転するバギーに乗車します。  
メインロードを通り、マゾへと出発します。上部山道に着くとオフロード経験が始まります。先導バギ
ーに従って走り、ブレナ・アルタとブレナ・バハ地方の岩の多い、起伏の激しい地域や、クンブレ・ヌ
エボの地質学的地域を縦走します。豊かな植物や豊富な種類の花々の間を抜けて走るスリルをお楽しみ
ください。アリダネ渓谷を横切る際には素晴らしい景観をお楽しみになると同時にラ・パルマを取り囲
む周囲の美しさを堪能することになるでしょう。バギー体験の後は、ミニバスで埠頭へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバス、バギー、徒歩によって行われます。定員数が限られているため早めの

ご予約をお勧めします。このツアーはバギー１台単位でのお申込みとなり人数は２名でお互い
に譲りあい運転を行ってください。運転者の最低年齢は１８歳で、有効な運転免許書の提示が
必要です。同乗者の最低年齢は８歳です。ヘルメットが用意されていますので必ず着用してく
ださい。重量制限があり、最大９８・２５キロとなります。怪我をしていたり、デコボコ路の
走行が身体に影響するような状態の方にはお勧めできません。参加者はフルサイズのズボンを
着用してください。着ている物が汚れたり、破れたりすることもあります。履きやすい、底の
平らな靴をお勧めします。足の先が見えるような靴の着用はお控ください。日焼け止め、サン
グラス及び飲料ボトルをご持参ください。走行中はトイレがありません。バギーの引き渡し場
所にのみトイレが設置されています。 

                                             

 

ラ・パルマの中心                                        

THE HEART OF LA PALMA                                           
ツアー番号：LPA002 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２８～ （３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
バスに乗りリラックスする中、短時間のドライブでサンツアリオ・ベルヘン・デ・ラス・ニエヴェスへ。
小さな漆喰の教会には最も聖なる島の守護聖人「雪の聖母マリア」の像があります。 
壮観な景色を眺めながら山道を走行し、ラ・カルデラ・デ・タブリエンテに到着。国立公園に指定され
ており、噴火口の幅は８キロで、その縁は島の北から南まで広がる山の尾根にまで広がっています。火
口は実際の火山の噴火によってできたものではなく、噴火によって起きた侵食によってできました。火
事に強い特殊なカナリア松が森林を形成しています。このあと、休憩を取り、地元の軽食でリラックス
します。帰途にミラドール・デ・ラ・コンセプシオン展望台で短時間停車します。海岸線に沿って島の
北方まで見渡せる息をのむような景色をカメラにお収めください。 
 
ご案内：ツアーはバスと徒歩にて行われます。荒れたデコボコ道を約４５分歩きます。適切な靴を履き、

高度が上るにつれて風が冷たく、強くなりますので（季節にもよります）、セーターなどの暖
かい服をご持参ください。このツアーはめまい症の方には適しません。国立公園の石や植物の
持ち出しは禁じられています。公園内は禁煙です。またトイレ施設はありません。 
非常に気温が高いく強風の場合には安全の為国立公園の入場に制限を加えることがあります。
この場合には公園を一望できる、タザコルテ村訪問に変更となります。 

                                             
 

火山とワイン  
VOLCANOES & WINE  
ツアー番号: LPA005 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～ （３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
葡萄園、松の木々や小さな村を過ぎ、流れる溶岩の小川を通り、火山が圧倒する南部の奥地へと走行し
ます。有名なワイン製造地域フェンカリエンテに到着、サン・アントニオ火山を訪れます。ここでクレ
ーターの縁を歩いたり、ビジターセンターの周辺をご散策ください。典型的なワイン店を訪れ、地元産
の赤と白のワインを試飲します。試飲したワインを購入することもできます。 
短期間のドライブでマソのエル・モリーノ陶器センターへ。古い風車の中にあるベナオリータの人たち
の独特な陶器は現在でも大事に複製されています。大切なお土産をお買い求めになれる土産品店もあり
ます。 
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ご案内：火山の近くの道はデコボコや砂利道で狭く、また、坂道もあります。道には手すりや仕切りが

ありませんのでガイドの指示に従い、路の端側には近付かないでください。エル・モリーノ陶
器工房には急な坂と階段があります。暖かい服装をしてウォーキングシューズをお履きくださ
い。このツアーはめまい症の方には適していません。火山周辺での歩行はご随意です。 

 
 

 
 

 
               

 
 

  
グラン・カナリア島 
GLAND CANARIA 
 

 

グランド・カナリア ハイライトツアー                                       

HILIGHTS OF GRNAD CANARIA                                         
ツアー番号：LPS029 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
バスにゆったりと座り、グランド・カナリアの必見観光地、バンダマ・センターへ。展望台から北東部
の海岸と西部の山脈を眺めます。 
続いては洗い出した白壁の家々と地元特有のバルコニーが可愛らしい村テロールへ。ガイドと共に 
「聖母パイン」を祭る大聖堂へ。羊飼いたちが聖母マリアの幻影をみてからグランド・カナリアで最も 
重要な教会の１つとなっています。 
テロールの村にてアルーカスに向かう前に自由時間を取りますので地元の手工芸品店などを覗いて気 
ままにお過ごしください。 
鮮やかな白い家々と堂々たる小塔の教会がある歴史的な町アルーカスは傑作建築の町です。 
マルキーズ庭園を訪れなくしてこの町に来た意味はありません。カナリアとトロピカルな植物で埋め尽 
くされたロマンチックな庭を歩き、島の特産であるバナナリキュールを試します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。曲がりくねった道をドライブしますので、めま

い症の方には適しません。テロールとアルーカスは石畳でデコボコしています。道路は砂利道
と舗装路があります。歩きやすい靴にてご参加ください。日曜日のテロールは混雑が予想され
ツアー時間が長引く場合があります。マルケサス庭園入り口付近には２２段の階段がありまた
内部にも幾つかの階段があります。地面は砂利道と舗装路があります。テロールの大聖堂は予
告なしに閉じている事があります。教会内では肩や膝を覆った適切な服装をしてください。歩
きやすい靴にてご参加ください。 

     
 

潜水艇で海底探索                      
SUBMARINE DIVE                                       
ツアー番号：LPS016 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
ラス・パルマスからバスで南に向かい、べニスの妹と呼ばれるプエルト・モーガンで約１時間の自由時
間があります。モダンなリゾートなのですが、人々はオールドファッションな地中海の雰囲気を求めて
この町にやって来ます。プエルト・モーガンは島の最も西に位置し、最も素敵なリゾートとも言われて
いますので、専用の潜水艇に乗る前に賑やかなマリーナの雰囲気をお楽しみください。 
潜水艇内は空調設備が整い、二人に一台のＴＶモニターが設置されています。座り心地の良い座席が用
意され、各自の席に海底を観察する為の舷窓が付いています。この特殊な海底探索経験はどなたにもお
勧めのツアーです。 
 
ご案内：ツアーはバスと黄色い潜水艇で行われます。潜水艇の中にはトイレはありません。潜水艇への

乗り降りには梯子を使います。潜水時間は約３５～４５分です。名所観光の順序が変更になる
ことがあることをご了承ください。バスを下車して潜水艇まで約２０分歩きます。 
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マスパロマス・ビーチへの送迎                
MASPALOMAS BEACH TRANSFER                                                         
ツアー番号：LPS006 
ツアー料金：大人＄３４～ 子供＄１６～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 
 
グランド・カナリアの最南端に広がるマスパロマスの砂丘はサハラ砂漠のミミチュア版を見るようです。
見渡す限り広がる砂丘は建築物を建てることは許可されておらず保護地域とされています。島で一番の
砂丘を背景にするマスパロマスの黄金のビーチでお過ごしください。オアシスのようなヤシの木、ラグ
ーン、砂丘の組み合わせ、そして海でスイミング、完璧のリラックス場所を作り出しています。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行い、ツアーには観光ガイドはつきません。昼食や飲み物代、施設への

入場料は含まれていません。現地通貨のご持参をお勧めします。マスパロマスまでは片道約 1
時間です。お客様は水着を着用し、タオル、日焼け止めを各自ご持参ください。現地には着替
え室のご用意もありますが有料となります。また必ずしも営業しているとは限りません。サン
ベット、ビーチ・パラソルも有料にて貸し出しています。ピークシーズン中は大変な人気の為、
混雑が予想され、サンベット、ビーチ・パラソルの貸し出しは保障できかねます。地元業者が
各種ウォーター・スポーツを販売しています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結
んでいない事をご承知おきください。日曜、祭日はお土産店のみの営業となります。 

                                             
 

グラン・カナリアのんびり観光                      
LEISURELY GRAN CANARIA                                        
ツアー番号：LPS007 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
ラス・パルマスの港を出発して、主要なリゾート地、プラヤ・デル・イングレスまで南に向かって景観
ドライブを楽しみます。途中、小休止をして素晴らしいマスプロマス砂丘や周囲の海岸の景観をお楽し
み頂きます。その後、活気に満ちた近代的なプエルト・リコのリゾートを一望する展望台へと向かいま
す。このリゾートには、沢山の休暇用アパートが海から続く険しい崖の上に建てられています。この景
観を楽しむために、写真撮影のための小休止があります。 
このツアーの仕上げには、最小で最も美しい南のリゾート、プエルト・モーガンを訪れます。ここで約
１時間の自由時間を取り、小さいけれど静かで、フレンドリーなリゾートをお楽しみ頂きます。港の周
りを散策したり、お土産店で買い物をしたり、又は小さなカフェで寛ぎながら行き交う人々を眺めたり
した後、船へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーをバスにて行われます。たっぷりお楽しみ頂くために、幾らかの歩行が必要となり

ます。バスの乗り降りには階段があります。金曜日にはプエルト・モーガンで市が開かれます。
そのため、バスの駐車が制限され、通常よりは町の中心までの歩行距離が長くなります。買物
にはユーロが必要です。ドライブは曲がりくねった車道を走行しますのでめまい症の方には適
しません。途中、トイレ休憩はありません。必要な場合はプエルト・モーガンでカフェやレス
トランの施設をご利用ください。 

 

トレイル・ハイキング＆ワイン                                       

WALKING TRAILS & WINE                                        
ツアー番号：LPS030 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄７２～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
バスに乗りゆったりと景色のよいドライブをお楽しみください。カルデーラ・デ・バンドーマに向かう
途中いくつかのワイン工場を通過します。知識豊富なガイドと共に、クレーターの中心に向かい松の木、
オレンジ、イチジクの木の生い茂るトレイルを歩きます。ユーカリの香り嗅ぎながら、放棄された農家
や、段々畑の輪郭などこの地区ならではユニークな光景を目にするでしょう。 
17 世紀 に、世界の中で唯一クレーターの中に住むとされたオランダの起業家によってここにブドウの

木 
が植えられました。軽食でお腹を満たした後、バンドーマの頂上まで登り素晴らしい北部と東部沿岸の 
景色を眺めます。ハイキング終了後はワイナリーに向かいワインのティスティングが待っています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。デコボコな砂利道と階段を含む道を約１時間半

歩きます。平らで歩きやすいウォーキングシューズと重ね着できるものをご用意ください。 
飲料水と日焼け止めもお勧めします。ツアーは天候状況に左右され、急にツアー取り消しにな
る場合もあります。 
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パドルボード                                                  
PADDLE BOARDING                  
ツアー番号：LPS032 
ツアー料金：大人＄５５～  お子様はご参加いただけません 
所 要時間：約４時間 
 
船から徒歩にて短時間、ガイドと共にラス・カンテラスのビーチへ。サーフボードに乗り２時間のパド
ルボードのレッスンを受けます。パドルボードの上に立つことはサーフィンをするより簡単です。 
健康的で仲間と一緒にできるスポーツです。全くの初心者であれ若干の経験者であれこのレッスンは基
本またはパドル技術を更に上達させるものです。海から戻ったら自由時間です。日焼けをするもよし、
もしくはプロムナードにある数多いカフェの１つで人間ウォチングをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。船からビーチまでは片道約１５分です。ツアー最後にビー

チに残る方はご自身にて船にお戻りください。参加のお客様は体調が良好で、泳ぎが得意な必
要があります。参加者は１６歳以上に限ります。 

                                             

 

四輪駆動車でのアドベンチャー                                                  
４Ｘ４ ADVENTURE                   
ツアー番号：LPS031 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６５～（６～１２歳） 
所 要時間：約７時間半 
 
屋根なしの４輪駆動車に乗り可愛らしい漁村、アルグイネグイまで南岸を縦走します。内陸部に入る前
にトロピカルフルーツの生い茂る緑深い渓谷を抜けます。見逃してはならない景色はラスニーナス・ダ
ムの自然が創り出す美しい景色です。ドライブを続け、松林と山村へ、千本ヤシの谷と呼ばれる地へと
たどり着きます。ラクダ公園にてカナリア地元の昼食をお楽しみいただきます。昼食後はラクダに乗る
機会も用意しています。リフレッシュして、ラス・パルマスに戻る前に立ち寄る最後の写真スポットは
有名なマスパトマス砂漠です。国立公園であり太陽礼拝者に人気の場所です。 
 
ご案内：このツアーは四輪駆動車と徒歩にて行われます。ルートはオフロードと通常道路の両方が入り

ます。妊娠している方や６歳未満のお子様はご参加いただけません。お体の具合の良くない方
やけがをしている方はデコボコ道を走りますのでお勧めしません。また、めまい症の方にも向
かないツアーです。ジープに乗る際には高いステップがあり、８人乗りで内側に向かったベン
チタイプのシートです。屋根や扉がないオープンタイプとなります。 

 

 

島内探検ツアー                                         

ISLAND DISCOVERY                                        
ツアー番号：LPS027 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所 要時間：約８時間 
 
ツアーは主都のラス・パルマスから始まり、市内の旧植民地域ヴェグエタを通ってコロンブス博物館へ。
興味深い博物館見学のあと丘陵に向かって走行し、バンダマ噴火口へ。ここからは天候が良ければ壮大
な景観を一巡することができ、スペイン最古のゴルフコースも見えます。 
続いて、カーサ・デ・ビーノへ向かい、ご希望のお客様はお飲み物を購入したり、小さな博物館を訪れ
たりもできます。昼食を楽しむ前に、グラン・カナリア島の最高地点１８００ｍの村テジェダで素晴ら
しい景色を眺めます。その後、エル・レフジオ・レストランで昼食をお楽しみいただきます。 
昼食の後は海岸へと下山です。帰途、テロール村で島の守護聖人「聖母パイン」のある大聖堂に寄り 
ます。ここから、堂々とした黒い大聖堂のあるアルーカスの“バナナタウン”へ。ツアー観光の締めく 
くりは世界中の熱帯や亜熱帯地方の花や植物や木がある熱帯のパラダイス「公爵夫人の庭園」見物です。 
この終日ツアーで島の名所を観光する傍ら、地域の文化も把握することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。ほぼ平坦な道を約４５分歩きます。日曜日のテ

ロールは混雑が予想されツアー時間が長引く場合があります。マルケサス庭園入り口付近には
２２段の階段がありまた内部にも幾つかの階段があります。テロールは砂利道と舗装路があり
ます。歩きやすい靴にてご参加ください。 
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２ヵ所停車の自由散策ツアー                     
TWO STOP ON YOUR OWN                                       
ツアー番号：LPS023 
ツアー料金：大人＄３８～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 
 
人気のリゾート地区マスパルモスはどこまでも続く砂丘の本場として有名です。到着後は思い思いにお
過ごしください。海で泳いだり、ショピングをしたり、もしくは町を散策してみてください。 
その後、プエルト・モーガンへ向かいます。グラン・カナリアで最も小さく、最も南に位置するリゾー
トです。滞在中はお店を覗いてショッピング、港近くを散策もしくはビーチに行かれて泳ぐこともでき
ます。それぞれのリゾートには、沢山のカフェがあります。ご希望であれば、飲物や昼食を各自お楽し
みください。両方を訪れた後は決められた時間に決められた場所にご集合の上バスに再乗車となります。 
 
ご案内：ツアーはバスにて行われます。ガイドは同行しません。昼食や飲み物代、施設への入場料は含

まれていません。集合時間、場所を必ず控えておいてください。お時間を過ぎてお戻りのお客
様を待つことはできませんのでご注意ください。乗車時間は片道約 1 時間で、2 つのリゾート
の滞在時間はそれぞれ約 2時間です。プエルト・モーガンへのドライブは曲がりくねった道路
の走行が含まれますので、めまい症の方には適しません。 

    どれだけ歩くはお客様の判断です。バスの乗降には数段の階段があります。日曜。祭日は商店
は閉店となります。プエルト・モーガンでは金曜日には市が開かれます。そのためバスの駐車
が制限されますので、通常よりは町の中心までの歩行が長くなります。買物にはユーロをご利
用ください。水泳をご希望の方は、水着、タオル及び日焼け止めをご持参ください。水泳の前
の飲酒はお控下さい。地元業者が各種ウォーター・スポーツの販売を行っています。これらの
業者とキュナード社とは一切提携を結んでいない事をご承知おきください。 

 
 

 
 

 
               

 
 

  
テネリフェ  
TENERIFE 
 

 

北部パノラマ観光                                 
NORTHERN PANORAMA                  
ツアー番号：TCI003 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～ （３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
漁村アンドレスを経てアナガの山へと走行します。途中でドラセナ（リュウケツジュ）などカナリーの 
素晴らしい植物群や手入れの行き届いた段々畑などを車窓よりご覧ください。エル・バイラデロ展望台 
で見事な景色の写真撮影をどうぞ。 
タガナナ村で、白い家々の光景と青い空ときらめく海の水平線の彼方に荒涼とした火山を眺望します。 
ご希望の方はガイドと一緒に坂道を歩き「雪の聖母」が祀られている簡素な教会をご見学ください（日
曜日を除く）タガナナのレストランで地元のワインとチーズをお楽しみいただきます。 

ピコ・デル・イングレス展望台で小休止、島の北と南の心に残る印象的な美しい景色をご覧いただきま
す（天候によります） 
 
ご案内：タガナナで数段の階段と石畳の路を歩く以外は車内からの観光で、歩行はご希望の方に限られ

ます。急カーブのある道路を走行しますので、めまい症のある方には不向きです 
 
                                            
 

プエルト･デ･ラ･クルスとオロタヴァ渓谷                          
PUERTO DE LA CRUZ AND OROTAVA VALLEY                                                              
ツアー番号：TCI032 
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２６ （３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
バスに乗りリラックスしてラ・ラグーナの大学町、島の初めての首都でもあったタコロンテの町を走り 
抜けます。沿岸部の道路を走りフンボルト展望台へと向かいます。写真撮影の小休止をしますのでバナ 
ナ農園の続く美しい緑の景観をお楽しみください。ラ・オロタヴァではガイドの案内の元、細い道を散 
策しましょう。この魅力的な小さな町の雰囲気を楽しみ満喫し、過ぎ去った時代の素晴らしい文化に敬 
意を払いましょう。17世紀の伝統的なスペイン住宅ロスブランコネスの家を訪れ、もっとも良い出来 
とされる手造りの木製のバルコニーをご覧ください。 
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賑やかな休暇の町プエルト・デ・ラ・クルスに向かいちょっと違った時間をお楽しみいただきましょう。 
木々が並ぶ大通り、大きな近代的なホテル、多くのお店、過っては静かな漁村であったこの地も今で 
はこの島の北部最大の観光の中心地としてにぎわっています。自由時間をお取しますので、ショッピン 
グ、遊歩道の散策もしくは冷たいお飲み物を味わいながら行きすぎる人々を眺めましょう。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。徒歩にて約 1時間歩き、途中いくつかの坂道や階段 
があります。歩き易く滑りにくい靴をお勧めします。 

                                             
 

テイデ国立公園                                

MOUNT TEIDE NATIONAL PARK                  

ツアー番号：TCI035 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２６～ （３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
風光明媚なアグイレ渓谷に位置する旧植民地の首都ラ・ラグーナへのドライブからツアーは始まります。
ラ・ラグーナから山間部にルートをとり、エスペランサの松林と小高い丘を抜けテイデ国立公園へ向か
います。公園内部に入る前にエル・ポルティーロ・レストランにて小休止を取りますのでお飲み物で休
憩をお取りください。１９５４年に国立公園に認定されたカニャダス・デル・テイデ国立公園は１９０
９年以降休止状態にある周囲約４８キロメートルの巨大な噴火口含む公園です。噴火口から聳え立つの
が３７１８メートルのテイデ山です。スペイン領土内の最高峰です。堂々とした山頂と良く西部劇映画
のセットの様と言われる火口周囲の乾燥した景色を目に収めてください。 
帰路の前にロクエ・デ・ガルシアで自由時間をお取します。船に戻る途中、息を飲むような景色を眺 
め、写真に収めるための小休止を数回お取りいたします。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。テイデ国立公園までは片道約１時間半のドライブで

す。ツアー中海抜約２１００メートルの山道を登ります。暖かい服装ご準備ください。国立公
園内では石や植物を持ち去る事は禁止されています。テイデ山のケーブルカー乗車はツアーに
含まれません。徒歩にて平らな砂利道と舗装路を歩きます、履きやすい底の平らなウォーキン
グシューズをお勧めします。 

                                             
 

ママス＆パパス                       
MAMAS AND TAPAS                                                       
ツアー番号：TCI033 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄９９ （３～１２歳） 
所 要時間：約６時間 
 
小さな１６世紀の町エル・サウサルを訪れカナリア諸島の人々の文化と生活スタイルに浸かりましょう。 
途中ミラドール・ガラノナで小休止します。海岸沿いの美しい景色を写真に収めるためカメラをご準備
ください。エル・サウサル中心部に到着後、ガイドと共に町を散策しスペイン以前の時代にできたこの
町のハイライトを発見しましょう。１６世紀の植民地風建物、エル・サウサルの侯爵の家でお茶とビス
ケットをご用意しています。付近にあるゴフィオ製粉所で古い伝統的な粉ひき方法を見学し、製粉所自
家製のワインと地元の味覚をお試しください。 
昼食は地元のお母さんが皆様をご自宅にご招待します。カナリア諸島特産の白チーズの前菜、秘密の調
理方法で料理したタラ、そして有名なカナリア諸島のジャガイモ料理パパス・アルガダスなど自家製の
料理をお楽しみください。歓待を受けた後はお別れをしておいしい食事と特別な思い出を胸にサンタ・
クルスへ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーには階段と坂道を含む道を約１時間の徒歩に

て歩きます。教会に入る際は膝と肩を隠した謹みある服装にてご参加ください。 
 

                                             
 

テイデ山ケーブルカー                                             

MOUNT TEIDE CABLE CAR                                                   

ツアー番号：TCI036 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄５９～ （３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 

テイデ山はカニャダス・デル・テイデ国立公園に位置しスペイン領土内最高峰の山です。山頂やその周
辺の感動的な景色をご覧ください。ケーブルカーにて頂上に登り、国立公園を海抜３５５０メートルの
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位置からとらえてください。サンタ・クルスを出てエスペランサの松林を向け国立公園へ向かいます。
ケーブルカー乗り場は海抜２１００メートルに位置しています。ケーブルカーに乗る前に小休止を取り
ますので景色をお楽しみください。ケーブルカーは第２駅で下車します。展望台から息を飲むような壮
大な景色を堪能してください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。山頂部は気温が低いこともありますので暖かい服装

ご準備ください。１０月から４月にかけて頂上部は凍るような寒さになる事もあります。 
ツアー中海抜約２１００メートルの山道を登り、ケーブルカーでは海抜３５５０メートルまで
登ります。心臓疾患または過去に心臓手術を受けた方、妊婦、ぜんそくを含む呼吸器官に問題
のある方、１歳以下のお子様にはこのツアーはお勧めいたしません。履きなれた底の平らなウ
ォーキングシューズをお勧めします。 
このツアーは天候状況により予期せず中止となる場合があります。ケーブルカー乗り場は人気
の為に列ができている場合があります。 

 
                                             
 

渓谷の庭園                                            
GARDENS OF THE VALLEY                                                       
ツアー番号：TCI019 
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２８～ （３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
プエルト・デ・ラ・クルスに向けてモーターウェイを走行して最初のハイライトは巧みに設計された植
物庭園です。１７８８年にスペインのカルロス３世の命令を受けて作られた植物園の目的は新世界を征
服した探険隊が持ち帰った植物や樹木、草花などがスペインの土壌に馴染むような場所を設けることで
した。庭園の植物の多くは元の生育地から採取した原種で、中央にある大木は南米のイチジク。巨大な
枝と根が奇妙なツリーハウスのようです。リスコ・ベロ庭園は独特な庭園スタイルで植物庭園とは対照
的な所です。庭好きの方には魅力的な滝や、地域の花の色彩豊かなテラスをお楽しみいただけることで
しょう。最後に、前者に勝るとも劣らぬシティオ・リットレのラン園を訪れます。この園にはアガサ・
クリスティ、アレクサンダー・フォン・フンボルト、ミリアンヌ・ノースなどが訪れていて、プエルト・
デ・ラ・クルスの歴史の一部を担っています。注目すべきはカナリア諸島最大のラン蒐集、プエルト・
デ・ラ・クルスで最古のリュウケツジュ、そして盆栽の展示です。ラン園で地元のワインが振舞われま
す。土産品のショッピング時間も少しあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。殆ど平坦で舗装された路を約４５分歩きますが、ラ

ン園とリスコ・ベロには坂道があります。 
                                             
 

プエルト・デ・ラ・クルス自由観光                                           

PUERTO DE LA CRUZ ON YOUR OWN                                                    

ツアー番号：TCI011 
ツアー料金：大人＄３６～ 子供＄１７～ （３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
北にある魅力的な雰囲気で人気の高いプエルト・デラ・クルスまでドライブします。プレルト・デラ・
クルスで時間を過ごすことを選んでも、決して後悔することはありません。最初は、町の古い植民地時
代の面影が残る地域を探索しましょう。そこには、美しい建物と特色のあるカナリア様式のバルコニー
がそのまま残っている多くの家々があります。 日陰のある場所でコーヒーを飲みながら休息した後、
狭い曲がりくねった路地を探索しましょう。プエルト・デ・ラ・クルスには素晴らしい遊歩道があり、
ぶらぶら歩きや沢山あるお土産屋を覗いたりすることが出来ます。町のはずれにある植物園を探索する
事もできます ここでは５大陸から集められた植物や樹木を見ることが出来ます。  
プエルト・デラ・クルスには沢山の魅力的な場所があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ガイドは同行いたしません。又昼食も飲物も含まれ

ていません。現地通貨をご持参ください。プエルト・デ・ラ・クルスへの送迎には片道３０～
４０分を要します。バスの中で観光地図を配布します。帰りのバスの集合場所と時間はお間違
えの無い様にお願いいたします。遅れた方のためにバスを押さえお待ちすることはできません。 
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ロロ・パーク                                 
LORO PARQUE                  
ツアー番号：TCI007 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３０～ （３～１２歳） 
所 要時間：約７時間 
 
年齢に関係なくロロ・パークには興味をそそられるでしょう。世界で最も数多くのオオムに出会え、そ
してもっと多くのものにも出会えるでしょう。特徴ある鳴き声のアシカは人気の的です。世界でも有名
なオオムのショーではオウムやインコが生まれながらの才能と技能を披露します。そして世界最大のペ
ンギン水族館では南極気候を再現し涼むこともできるパーク内最大の人気スポットとなっています。ア
ンダーウォーターワールドでは海の底にいるようなぞっとした気分も味わえます。シャチやイルカのシ
ョーもお見逃しなく。これらはこのパークのハイライトの一部に過ぎません。 
ツアーに昼食は含まれていません。園内には各種レストランやスナック販売店が備わっています。 
 
ご案内：このツアーにガイドは付いていません。パークへの移動と入場料のみが含まれています。歩き

やすいウォーキングシューズと日焼け止めをお勧めします。パーク内の催し物はスケジュール
が決まっていますので開始時刻をご確認なさることをお勧めします。 

 
 

 
 

 
               

 
 

  
マデイラ 
MADEIRA 
 

 

ハイスピードボート RIB で鯨とイルカ・ウォッチング  
DISCOVER WHALE ＆ DOLPHIN WATCHING BY RIB  
ツアー番号：FNC031 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄６５～（８～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
マデイラ諸島をとり巻く大西洋は海洋生物のスポットです。20種類以上の生物（クジラ、イルカ等）が
観測されています。バスにて短時間の走行でフンシャルの海へ。簡単な説明を受け、ハイスピードボー
トＲＩＢに乗船しスリルある海のアドベンチャーに出発です。海洋生物専門家がマデイラの海にやって
来る海洋生物に関し皆様のご質問にお答えします。目を凝らしてコビレゴンドウクジラ、バンドウイル
カ、大西洋斑点イルカ、真イルカ探しに専念しましょう。そのアクロバット的な動きに驚かされること
でしょう。運が良ければマデイラの海を時々訪れるハナゴンドウ、アカボウクジラ、シャチを見るチャ
ンスがあるかもしれません。見逃すことのできない経験です。 
 
 
ご案内：このツアーはバスとハイスピードボートＲＩＢで行われます。8 歳未満のお子様と腰、首に問

題のある方、妊婦のお客様はご参加されませんように。クジラとイルカの観測は確約するもの
ではありません。ＲＩＢボートには室内部分はありません。ライフジャケントが提供されます
ので必ず着用してください。走行中は揺れがあったり、速度が速い場合があります。 
ゴム底靴の着用をお勧めします。悪天候の場合、ツアーは取りやめになる事があります。 
ツアーお申込み前に、表紙に記載されている重要なご案内を必ずご一読ください。 

                                             
 

マデイラのトゥクシで廻るエコツアー                                       
ECO CITY TOUR, TUKXI MADEIRA 
ツアー番号：FNC039 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄６５～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間 
 
イタリア発祥のトゥクシは１９５０年代に流行った『甘い生活』でのライフスタイルの３輪車の現代版
小さいカートです。今ではこの車はヨーロッパのほか他の地にも広がり、この移動手段は、真なる甘い
生活を再度作り出しています―良い生活、多くの楽しみ、きままさをです。 
ガイドの案内の元ゆったりと腰掛けハーバーフロントまでの素晴らしい景観、一方に海をそしてもう一
方に広がる緑に点在する家々の景色をご覧ください。 
旧市内に到着し美しく改修された家や地元レストランが立ち並ぶ細い道を走ります。市の商業的中心地
区にある忙しく車幅の広い道路、アベニダ・アリガとの違いを感じてください。道路端では伝統的なカ
ラフルな衣服をまとった美しい女性を探してください。この島のシンボルである有名な「パラダイスの
鳥」を売っています、町の中心にはムニチピオ公園が広がり市庁舎も位置しています。 
大きな車では見つけ出せない町の秘密の場所を見つけ出し、ソコロの展望台ではそびえ立つ崖やサンタ
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カタリーナ公園を眺め、その下に素晴らしい港の景色が広がります。観光の後は自由時間をお取りして
いますので、フンシャルを満喫してください。 
 
ご案内：このツアーはトゥクシ１台ごとの販売です。大人１名のチケットを予約した場合、３名様迄乗

車可能です。 
                                             
 

ケーブルカーとトボガン滑降                                     
CABLE CAR & TOBOGGAN                                                           
ツアー番号：FNC011 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３５～（４～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
以前は、アプト式小型歯車の鉄道で乗客をフンシャルから丘陵まで乗せ、海岸までの帰途にはトボガン
を使用しました。鉄道は１９３９年に廃止されましたが、オーストリアの企業が数多くの豪奢な家屋と
庭園で知られるモンテまでの交通機関としてケーブルカーを建設しました。フンシャルの駅は旧市内に
在り、フンシャルからモンテまでの所要時間は１５分です（ケーブルカーの乗り降りはスキーリフトと
同じしくみで、乗車時でも速度が少し落ちるだけで停止はしません）。 
昔ながらの柳で編んだ籠ソリに乗ってスリル満点のトボガン滑降を１０分間お楽しみください。運転係
員がトボガンと一緒に走り、押したり、舵を取ったり、ゴム底付きの長靴でブレーキを掛けたりします。 
その後はバスで花に覆われた展望台のピコ・ドス・バルセロスまで走行し、島の東部の素晴らしい景色
を鑑賞します。 
フンシャルに戻り、山小屋風ワイン醸造所に寄ります。辛口のセルシアルから甘いマルムジーに到るま
で様々な種類のマデイラワインをお試しください。 
 
ご案内： ツアーはバス、ケーブルカー、トボガンで行われます。3歳以下のお子様はトボガン乗車の制

限によりこのツアーには参加できません。トボガンは観光客の人気の的ですので、行列が予
想されます。運動に向いた服装と靴をお履きください。 
トボガンに乗車後は運転係員の指示に従ってください。トボガンは３人乗り（大人２人と子
供１人）です。 

                                             
 

のんびり廻るマデイラの風景                                          
LEISURELY SCENES OF MADEIRA                                           
ツアー番号：FNC042 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
贅沢な景観を楽しむツアーは起伏の多い西海岸へのドライブで始まり、途中、ウインストン・チャーチ
ル卿が絵に画いた美しい漁村、カマラ・デ・ロボスを通ります。ユーカリの森を抜け、カボ・ジラオに
到着します。見事な展望台で、世界で 2番目に高い海岸からそそり立つ絶壁をご覧いただけます。ここ
からは山の斜面を切り崩し台地にした様子も眺めることができます。 
ピコ・ドス・バルセロスでこの島の本来の美しさがわかります。フンシャルを遠くに望み、緑の丘陵に
散らばる周辺の村の景色をご覧ください。フンシャルの素晴らしい景色と南部沿岸を楽しんだ後は曲が
りくねった道をエイラ・ド・セラードに向かいます。短い登り坂でピコ・デ・セラード展望台に着き写
真撮影の小休憩を取ります。マデイラ島の最高峰や１６世紀にサンタクラーラの修道女が海賊の攻撃に
から逃れる為に住んだとされる人里離れた村キュラ・デス・フレーラスを眼下に見る事ができます。 
エイラ・ド・セラードの代表的なホテルの１つで休憩を取り、リラックスして自家製ケーキと共にお茶、
コーヒーまたはマデイラワインをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。展望台にはでこぼこ道や階段がありますが景色はバスの中

からでもご覧いただけます。ドライブの途中、急坂野のヘアピンカーブがありますのでめまい
を持病に持つ方には影響が出る恐れがあります。 
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ファーマーズマーケットと植物園                                       

FARMER’S MARKET AND BOTANICAL GARDENS 

ツアー番号：FNC041 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２３～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
フンシャルのもっとも美しく歴史的な見どころの景観の中をドライブします。途中、忙しい街中を抜け、
自治広場、市庁舎、サンロレンツィオ城、サンタカタリーナ公園を眺めながら写真撮影の為にカラフル
な街並みを一望できる展望台に向かい走ります。地元の人々の生活の中心であるラブラドレス市場、フ
ァーマーズマーケットでガイドの案内の元エキゾティックな香りを追うと、小店にトロピカルフルーツ、
野菜、香り豊かな花が売られています。いくつかの地元の産物を試食しましょう。釣れたてのお魚もチ
ェックしましょう、季節により新鮮なマグロや黒太刀魚を見る事もあります。カメラをお持ちになる事
をお忘れなく、販売員の着ている色鮮やかな伝統の衣装や壁のタイルがこの地域を描き出しています。 
次は美しい植物園の時間です。以前はリード家の個人的な住居でした。園内には世界各地から集められ

た豊富な植物や花が植えられ、小道に沿って風そよぐテラス、ハーブ園、温室を廻り多くの希少植物や

地元の植物を見る事ができます。植物園を出る前にフンシャルを見下ろす素晴らし景色を満喫する時間

を取る事をお忘れなく。 

 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。植物園ではガイドの元園内を歩くか、自由行動にす

るかをお選びいただきます。植物にはポルトガル語とラテン語の名札がついています。ツアー
中は階段と坂があります。植物園の滞在時間は約 1時間です。 

                                             
 

ジープで冒険                                                  

JEEP ADVENTURE                   

ツアー番号：FNC024 
ツアー料金：大人＄８８～ お子様はご参加いただけません 
所要時間：約４時間 
 
美しい景色を眺めながら小川を越え、渓谷に沿って曲がりくねった山道を走行。島固有の植物ラウリシ
ルヴァを観察する良い機会です。オフロードを走行する冒険のスリルを味わい、島の壮麗な景色を眺め
ながらガイドの興味深い説明に耳を傾けてください。ツアーの途中、軽い飲み物で休憩を取ります。 
 

ご案内：走行の行程は現地の状況によって決めます。このツアーはバウンドの多い山道を走行しますの
で、怪我をしていたり健康上に問題のある方にはお勧めできません。妊娠中の方や１３才以下
のお子様は参加できません。各ジープはシートベルト付きですので、ベルト着用を必ずお願い
します。楽な服装でご参加ください。また、山の上は涼しいこともありますのでセーターか暖
かいジャケットをご持参ください。 

                                             
 

レイズ･パレスでお茶を楽しむ                                       
TEA AT REID’S 
ツアー番号：FNC002 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間半 
 
レイズ・ホテルへ向かう途中ピコ・ドス・バルセロス展望台に立ち寄りフンシャルの素晴らしい景色を
お楽しみいただきます。前世紀に建てられたレイズ・パレスはマデイラの歴史の中で重要な位置を占め
ています。フンシャルの郊外の湾を見下ろす断崖の岬の上に広がる４万平米の緑豊かな亜熱帯庭園の中
に建てられたホテルで、庭園には垂れ下がった葡萄の葉や蔓がジェラニュームやハイビスカス、サルビ
アと競い合って咲き茂っています。お茶の前にホテルの庭園を散歩して寛ぎ、独特の雰囲気をお楽しみ
いただきます。メニューには紅茶とスコーン、ケーキが含まれます。 
 
ご案内：ツアーはバスと徒歩にて行われます。展望台の地面は平坦な石畳み敷きになっています。ホテ

ル庭園の通路は凸凹で約２０段の階段があります。レイズ・ホテルでは厳しいドレスコ・コー
ドがありジーンズ、Ｔシャツ、ショーツ、運動靴、及びサンダル姿では参加できません。平ら
なウォーキングシューズをお勧めします。お茶はダイニングルームの個室でサービスされます。 
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サン・ビンセントの洞窟群 
THE CAVES SAO VINCENT                    
ツアー番号：FNC037 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
バスにてマデイラの南西沿岸部へ景観ドライブ。緑深い渓谷内の人里離れた可愛らしいセラ・デ・アク
アの村に到着する前に、地元の伝統的なバーに立ち寄り、ハチミツとラムから作られている「ポンチャ」
という地元のお酒をお楽しみください。続いてサン・ビンセントの洞窟と火山センターを訪れ地球の内
部を探索します。洞窟群は 40 万年以上前の火山爆発の際形成された溶岩泡から形成されています。ケ
ーキ型の溶岩や、不安定な形の火山鍾乳石を鑑賞しましょう。鍾乳洞の終点地点には火山センターがあ
り 5百万年近く前のマデイラの形成に関する３Ｄフィルムをご覧いただけます。 
フンシャルに戻る前に自由時間をお取りします。サン・ビンセントの息を飲むような美しい景色や自然
をご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。洞窟内は気温が低いことがありますのでジャケット

など羽織るものをお持ちになる事をお勧めします。デコボコ道や、濡れた道を歩くためにウォ
ーキングシューズなどをお履き下さい。洞窟内は滑りやすく注意が必要です。デコボコ道や石
畳の道を徒歩にて 1時間歩きます。 

 

 
 

 
               

 
 

  
カディス 
CADIZ 
 
 

セビリア自由散策 
SEVILLE ON YOUR OWN 
ツアー番号：CA1005  
ツアー料金：大人$６６～ 子供$５３～（３～１２歳） 
所要時間：約８時間 
 
セビリアの良い点は主要な名所のすべてが徒歩で回れる範囲の 1.6㌔内に纏まっていることです。その 
上、殆どの路面が平坦です。ジラルダ・タワーは方角を定めるのにとても役立ちます。市内で入り組ん 
だ迷路のような道で迷ったら 10 メートルの塔は最高の道標です。ゴシック建築の雄大な聖堂や、絵画 
のような狭い路や人目につかない所にある広場、花に覆われたパティオもご覧ください。沢山ある土産 
品店やレストラン、またはタパス・バーも訪れましょう。王宮やホスピル・デ・ロス・ヴェネラーブレ 
スを訪れるのも良い経験になるでしょう。ショッピングをお望みならカイエ・ラス・シエルペスとその 
近くのマーケット広場がお勧めです。 
 
ご案内：カディスーセビリア間は約１時間のドライブです。このツアーにガイドは付きません。また、

食事代、軽食代、入場料は含まれていません。スペインの通貨であるユーロを持参されること
をお勧めします。バスの中では英語を話すエスコートが添乗し、お帰りの集合場所が明確に記
された地図を貰います。アルカサール（王宮）は月曜日は休みです。紫外線防止策を施し、歩
き易い、底が平らな歩行用の履物をお勧めします。 

                                               

ベヘールとトラファルガー岬                                                   

VEJER & CAPE TRAFALGAR                   
ツアー番号：CA1024 
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄２７～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
シェラネバダ山脈と海との間に挟まれたベヘールはバルバテ川の険しい渓谷の上に位置しています。 
１０７８年に国立史跡に指定されています。白い家並みの続く可愛らしい町はアンダルシア地方がイス 
ラムの統治下にあった５世紀間の代表的な街並みの１つと言えます。ガイドの案内の元、石畳の道の町 
を見学、チャーミングな街角や隠れたパティオと素敵な家々を歩き見ます。間違いなくスペインで一番 
可愛らしい広場、エスパーニャ広場を通り、そこで自由時間もお取します。バスに乗り、リラックスし 
て郊外の風景を眺め、美しく、保護された松林のラ・ブレンナの自然公園を通り過ぎ進みます。灯台が 
荒涼とした土地の目印とり、ネルソン大帝が勝利し又、亡くなった場所でもあるトラファルガーの海戦 
の地、トラファルガー岬を眺めます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアー中約１時間半徒歩にて廻り、ベヘールでは坂

道が含まれます。ベヘールのお店は通常日曜日は閉店しています。 
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タビラの塔＆ウォーキング                                                   
TAVIRA WATCHTOWER & WALK                   
ツアー番号：CA1030 
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄３６～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
カディスの町は何百年に渡り新世界への玄関口として知られてきました。そしてそれはヨーロッパとア 
フリカの架け橋となってきました。１８世紀にはカディスはヨーロッパの重要な貿易中心地でした。こ 
の町と銀の輸入は何度となく海賊のターゲットとなり港は襲われ、荒らされた歴史も持ち合わせます。 
その為にタビラの塔を含む１６０にも及ぶ見張り台が沿岸と付近の海に入ってくる船を見張るために 
建てられたのです。ガイドの案内の元、サン・アントニオ広場に入り、エスパーニャ広場、ミーナ広場 
を抜けタビラの塔へと向かいます。途中有名な作曲家マヌエル・デ・ファリャの家を通ります。 
塔ではその上まで登り、レオナルド・ダ・ビンチにより発明された単純なピンホールカメラの原理を使 
い町のパノラマ景色を見る事が出来るカメラオブスキュラを見学します。 
フローレス広場で自由時間をお楽しみいただき、その後、町で有名なバロック様式の聖堂と市庁舎の外 
観を眺め、ポプロのオールド地区を抜け船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは全て徒歩にて行われます。タビラの塔には列ができている事もあります。快適な

ウォーキングシューズで参加されることをお勧めします。 
                                               
 

アンダルシアへのドライブ  
ANDALUSIA DRIVE  
ツアー番号：CA1013 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所要時間：約 4時間 
 
アンダルシアと言えば誰しもが白い家の立ち並ぶ村、美しい田舎の風景、農業と闘牛を思い浮かべるで 
しょう。山と海の間を走行し、カディス地方の中心地に位置するメディナ・シドニアを通り抜けます。 
走行中に車窓より歴史ある町メディナを背景に、名声のある雄牛の群を見る事ができます。 
「雄牛の道」と呼ばれる道を走行し、田舎へと向かう途中でガイドがオリーブ畑やぶどう園など、この 
地方の農業に関して説明をしてくれます。また、タルテシニアやカルタゴ時代にまで遡る興味深い闘牛 
の歴史についても話を聴きましょう。 
ヴェヘール・デ・ラ・フロンテラの村を過ぎ、見事な海岸のあるコニール・デ・ラ・フロンテラに到着。
ここでコーチを下車。お茶、またはコーヒーで一息付き、村を散策する自由時間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。コニールでは約１時間の自由時間があります。 
                                               
 

ヘレス自由散策 
JEREZ ON YOUR OWN                    
ツアー番号：CA1025 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２６～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
バスにゆったりと座りリラックスした中、牛牧場や美しい景色を眺めながらアンダルシア地方の中でも 
最も美しい町の１つ、ヘレス・デ・ラ・フロンテラへ向かいます。到着後、町を散策する約３時間半の 
自由時間をお取りいたします。ヘレスはシェリーの故郷とし世界中に知られています。予定の決まって 
いない方は地元のボデガ（ワイナリー）に入り、施設のツアーとシェリー酒の試飲をするのはいかがで 
しょう。パティオに美しい花が咲き乱れる中世からの旧市街の通りを抜け、素晴らしい建築物であるア 
ルカサール要塞やヘレスの大聖堂を散策しましょう。 
それも疲れると思う方は、美しいアレナル広場周辺に広がる数多いカフェやバー、レストランの１つ 
に腰掛けるのもいいでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ガイドは同行しませんが地元のエスコートが添乗し

ます。施設への入場料は含まれていません。全てご自身の考えの元、散策していただきます。 
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美しいカディスとフラメンコ 
PICTURESQUE CADIZ & FLAMENCO 
ツアー番号：CA1014 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄５６～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
美味しいタパスとフラメンコを見ないでアンダルシアを語ることはできません。 
まず、カディス周辺の景観ドライブを楽しみ、大聖堂と 18世紀の城壁を眺めます。 
本格的なフラメンコの舞台は地元の居酒屋タブラオまたはタベルナです。フラメンコは西洋とムーア両 
方からの影響を受けたスペインのジプシー音楽です。伝統的なトッカータの演奏、バレーのような踊り 
と美しくもの悲しいバラード、そして火のように熱いギターの演奏を寛いでお楽しみください。 
音楽とワインに酔いしれながらセラーノハム、チーズやスペイン風オムレツなどの地元スペインのタパ 
スを味わっていただきます。フラメンコダンスをご自分でも踊ってごらんになりませんか。 
 
ご案内：歩きやすい底の平らなウォーキングシューズをお勧めします。ツアー中、石畳を含む約２０分

間の歩行が含まれます。 
                                            
 

セビリアでの一日 
A DAY IN SEVILLE  
ツアー番号：CA1016 
ツアー料金：大人＄１３６～ 子供＄１０６～（３～１２歳） 
所要時間：約８時間 
 
巨大なセビリア大聖堂を訪れてアンダルシアの雰囲気を感じ取りましょう。マリア・ルイーザ庭園内を 
散策し、息をのむようなエスパ－ニャ広場をご称賛ください。 
セビリアに到着後、ラス・パルメラス通りを車窓から眺めながらアメリカ広場へと向かいます。 
セビリア大聖堂は元々モスクとして建造されました。最近の測定調査で大聖堂はセント・ポール寺院や 
ローマのサンピエトロ寺院よりも大きいことが判明しました。大きな祭壇にはキリストの生涯を描いた 
４５の彫刻が施され、コロンブスもここに埋葬されています。狭い路が迷路のように入り組む以前のユ 
ダヤ人の集落バリオ・デ・サンタ・クルスを訪れます。白い漆喰の建物は鍛鉄製の柵付きの窓で飾られ、 
素敵なタイル張りのパティオも付いています。 
セビリアの地元のレストランでワイン付きの昼食をお楽しみください。 
 
ご案内：カディスからセビリアまでのドライブ時間は片道約１時間半です。セビリアでは旧市内の石畳

の路も含めて約１時間半徒歩にて廻ります。歩き易く、底の平らなウォーキングシューズをお
勧めします。 

 

 
 

 
               

 
 

  
リスボン  
LISBON 
 
 

市電とバスで巡るリスボン 
LISBON BY TRAM & COACH 
ツアー番号：LIS012 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄６２～(３～１２歳)  
所 要時間：３時間 
 
旧市街を走る特別仕立ての市電（トラム）に乗り、リスボンの名所を巡る心に残るツアーです。 
リスボンで最も有名で代表的な交通機関である市電は見逃せません。車中でウェイターがポートワイン
や伝統的なペストリーを給仕するユニークな市電ツアーは大人気です。このツアーではリスボンの見所
を更に味わっていただく為、由緒ある市電から近代的なバスに乗り換えてパノラマ観光をお楽しみいた
だきます。有名な黒馬広場で市電に乗り、７つの丘を持つ大都市をのんびりと巡ります。国会議事堂、
大聖堂、サンタルシア展望台など、「旧市街」とテージョ川の数多くの名所をご覧ください。エストレ
ラ広場で伝統衣装をまとったウェイターに別れを告げ、バスでツアーの第２部をはじめます。印象的な
ゴシック･マヌエル様式のジェロニモス修道院の前では、ガイドがこの堂々たる建物の説明をします。
近くには同じく印象的で贅沢な装飾のベレンの塔やエンリケ航海王子とポルトガルの素晴らしい発見
の旅を記念した、発見のモニュメントがあります。 
 
ご案内：市電とバスによるツアーです。市電乗車の際には比較的高めの階段を上っていただくことにな

ります。 
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陸と川から見るリスボン 
LISBON BY LAND & RIVER 
ツアー番号：LIS005 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４９～(３～１２歳)  
所 要時間：３時間 
 
ゆったりとした川の遊覧クルーズと景観ドライブで、リスボンの名所を違った角度から楽しみます。 
陸と川面の両方を満喫できる完璧なセット・ツアー。市内の中心部を見た後、テージョ川のゆったりと
した遊覧クルーズをお楽しみください。軽食を楽しみながら名所の数々を眺めます。 
景観ツアーではポンバル公爵広場、自由通り、黒馬広場、市の中心となるロシオなど、リスボンの名所
を巡ります。地震による壊滅状態から復興したバイシャ地区を見て、エドワード７世公園の展望台から
の素晴らしい景色をご覧ください。川から眺めるリスボンの魅力をとらえるのにカメラは必携です。リ
ーバークルーズでは中世の街並みが残る地域、ゴールデンゲートブリッジを思い出させる見事な吊り橋
の下を通り、キリスト像を写真に収めましょう。ツアーのハイライトはべレン地区の川岸に沿っての遊
覧です。ここから古代、帆船が発見への大航海に出発しました。その史跡の数々は川から見ると特に素
晴らしく、発見のモニュメント、ユニークなベレンの塔、華麗なゴシック様式のジェロニモス修道院な
どがあります。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボート、徒歩によるツアーです。徒歩ではほとんど歩きません。ボートに

乗るには数段の階段があります。川の遊覧クルーズの時間は１時間半です。ツアーの行程は逆
になる場合があります。 

                                             

 

リスボンハイライトとエストリル海岸 
LISBON HIGHLIGHTS & COAST OF ESTORIL 
ツアー番号：LIS018 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 

テージョ川沿いをドライブし、狭い通りがある古いバイシャ地区に向かいます。両側に庭園とちょっと
変わった白と黒の石が敷かれた石畳などで有名な自由通りを含む名所を通ります。エドワード 7世公園
に立ち寄り、リスボンと街を取り囲む丘の景色をご覧いただきます。 
エストリルでは自由時間を設けますので、プロムナード沿いを散策したり、カジノの庭園を鑑賞したり、
ゆったりと地元のカフェでのんびりしたりお楽しみください。 
リスボンに戻り、有名なベレムの塔とゴシック様式のジェロニモス修道院をご覧ください。大航海時代
に活躍したポルトガル英雄に敬意を表して作られた発見のモニュメントで写真タイムを設けます。ここ
から吊り橋や川の対岸に建てられたキリスト像が見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。エストリルはほとんど石畳の道です。エストリルの海

岸のプロムナードへは徒歩にて約 200メートです。 
                                             
 

巡礼地ファティマへの旅（少人数グループでのツアー） 
A JOURNEY TO FATIMA –SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：LIS181 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄８６～（３～１２歳） 
所要時間：５時間半 
 
テージョ平原と闘牛の町ヴィラ･フランカを抜け、国際的に知られる巡礼の地ファティマへ向かいます。 
地元の民間伝承によると、近くの村に住む３人の羊飼いの子供がコヴァ･ダ･イリア(平和の谷)の小さな
樫の木の上に「光の聖母」が浮かんでいるのを見たといいます。そして、それは５ヶ月間同じ日に現れ
た後、今度は７万人以上の目撃者の前で空に奇跡を起こしたということです。今日では、世界中からた
くさんの人々が奇跡を求めてファティマを巡礼しています。古い聖堂では、３人の羊飼いの子供、ルカ
サントスと二人の従弟ジャシンタとフランシスコ・マルトが眠っている場所を見る事ができます。また、
聖母マリアが子供たちの前に現れたとされる場所に建てられた新しい大聖堂と三位一体教会を訪れる
機会を設けています。自由時間で各自昼食をとり、地元の店で土産物などをお買い求めください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスを利用し、徒歩にて行われます。ガイドは付かず、ファティマまでの道

中、バスの運転手が英語にて皆様のご質問等に対応します。ファティマまでのドライブは約１
時間１５分です。比較的平坦な道を３時間程歩きますがご自分のペースで調整していていただ
けます。昼食は含まれていません。古い大聖堂では修復工事が行われています。旧塔、絵画、
ステンドグラスの見学には制限がありますのでご了承ください。 
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魅力的なオビドス村 
CHARMING OBIDOS 
ツアー番号：LIS032 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
迷路のように通る古風な石畳の小道と明るい色で塗られた家々、咲き乱れる花が溢れ、オビドスはどこ
をとっても写真撮影に最適の場所です。実際にこのロマンテッィクなオビドスハは 1282 年、村全体が
デニス王と花嫁イザベルの婚礼の場として使われました。 
 
中世の城壁をくぐると、村の中心に１２世紀の城が堂々と聳え立ちます。旧要塞と王宮は最近ポルトガ
ルの七不思議の一つに選ばれました。徒歩でのツアーにて可愛らしい道を歩き、白壁のサンタマリア教
会を通ります。 
その後、自由時間を設けますのでオビドスを自由に散策ください。隠れた小道など、写真のモチーフに
は事欠きません。お土産探しには街のメインストリートのディレイタ通り（RUA DIREITA）が最適でし
ょう。種類豊富な工芸品や特産物、手染めのタイル‘アズレージョ’や地元で作られたリキュールなど
扱うお店が並びます。道路に面する小さなカフェに腰掛け、中世の雰囲気を楽しむのも素敵です。 
ポルトガルの田舎を車窓に、リスボンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。オビドスまでは車で約１時間１５分です。このツアー

は比較的平坦な石畳の道を２時間程歩きます。履きなれたウォーキングシューズをお勧めしま
す。 
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Shore Excursion Terms and Conditions 
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーション

に参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに

参加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしま

せん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのシ

ョアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを

求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエ

クスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全で

はないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂き

たく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一

読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな

る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/

不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は

お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任

を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さ

い。キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理

店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出

発日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変

更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約された

ショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一

度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなり

ます。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設

けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショア

エクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容

となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上

に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容書に追記

されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された

出発時間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や

特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記

載されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことが

あります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります 

 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めしま

す。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザ

ーにアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発

前に取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを

受け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完

了させてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予

約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせし

ます。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありま
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すのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込

みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）

よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに

全額返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレ

ジットカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエ

クスカーションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツア

ーオフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念な

がら返金できません。全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、シ

ョアエクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由

によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合は

クレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発

後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 

ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝

いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエ

クスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手

配後の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 

交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関

の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバ

スを手配致します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてくだ

さい。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れ

にならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導しま

す。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザー

に電子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベー

トツアーの手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗

り物）バスのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電

子メールにてプライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上

がることができる人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型

バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。

バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれ

るツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアー

がご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋

ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限が

ある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーはお申し込みいただけな

い場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 
情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為

ウェブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合

は出来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、

写された詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 

【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の           

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

    その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。

 

        ・ ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

       

           ・ 乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 
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【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・エリザベス 

カナリア諸島とマデイラ １２日間 

ショアーエクスカーション案内 
 

 

リスボン  
LISBON 
 

 
陸と川から見るリスボン 
LISBON BY LAND & RIVER 
ツアー番号：LIS005 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４９～(３～１２歳)  
所 要時間：３時間 
 
ゆったりとした川の遊覧クルーズと景観ドライブで、リスボンの名所を違った角度から楽しみます。 
陸と川面の両方を満喫できる完璧なセット・ツアー。市内の中心部を見た後、テージョ川のゆったりと
した遊覧クルーズをお楽しみください。軽食を楽しみながら名所の数々を眺めます。 
景観ツアーではポンバル公爵広場、自由通り、黒馬広場、市の中心となるロシオなど、リスボンの名所
を巡ります。地震による壊滅状態から復興したバイシャ地区を見て、エドワード７世公園の展望台から
の素晴らしい景色をご覧ください。 
川から眺めるリスボンの魅力をとらえるのにカメラは必携です。リーバークルーズでは中世の街並みが
残る地域、ゴールデンゲートブリッジを思い出させる見事な吊り橋の下を通り、キリスト像を写真に収
めましょう。ツアーのハイライトはべレン地区の川岸に沿っての遊覧です。ここから古代、帆船が発見
への大航海に出発しました。その史跡の数々は川から見ると特に素晴らしく、発見のモニュメント、ユ
ニークなベレンの塔、華麗なゴシック様式のジェロニモス修道院などがあります。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボート、徒歩によるツアーです。徒歩ではほとんど歩きません。ボートに

乗るには数段の階段があります。川の遊覧クルーズの時間は１時間半です。ツアーの行程は逆
になる場合があります。 

                                             
 

市電とバスで巡るリスボン 
LISBON BY TRAM & COACH 
ツアー番号：LIS012 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄６２～(３～１２歳)  
所 要時間：３時間 
 
旧市街を走る特別仕立ての市電（トラム）に乗り、リスボンの名所を巡る心に残るツアーです。 
リスボンで も有名で代表的な交通機関である市電は見逃せません。車中でウェイターがポートワイン
や伝統的なペストリーを給仕するユニークな市電ツアーは大人気です。このツアーではリスボンの見所
を更に味わっていただく為、由緒ある市電から近代的なバスに乗り換えてパノラマ観光をお楽しみいた
だきます。有名な黒馬広場で市電に乗り、７つの丘を持つ大都市をのんびりと巡ります。国会議事堂、
大聖堂、サンタルシア展望台など、「旧市街」とテージョ川の数多くの名所をご覧ください。エストレ
ラ広場で伝統衣装をまとったウェイターに別れを告げ、バスでツアーの第２部をはじめます。印象的な
ゴシック･マヌエル様式のジェロニモス修道院の前では、ガイドがこの堂々たる建物の説明をします。
近くには同じく印象的で贅沢な装飾のベレンの塔やエンリケ航海王子とポルトガルの素晴らしい発見
の旅を記念した、発見のモニュメントがあります。 
 
ご案内：市電とバスによるツアーです。市電乗車の際には比較的高めの階段を上っていただくことにな

ります。 
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リスボンハイライトとエストリル海岸 
LISBON HIGHLIGHTS & COAST OF ESTORIL 
ツアー番号：LIS018 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 

テージョ川沿いをドライブし、狭い通りがある古いバイシャ地区に向かいます。両側に庭園とちょっと
変わった白と黒の石が敷かれた石畳などで有名な自由通りを含む名所を通ります。エドワード 7世公園
に立ち寄り、リスボンと街を取り囲む丘の景色をご覧いただきます。 
エストリルでは自由時間を設けますので、プロムナード沿いを散策したり、カジノの庭園を鑑賞したり、
ゆったりと地元のカフェでのんびりしたりお楽しみください。 
リスボンに戻り、有名なベレムの塔とゴシック様式のジェロニモス修道院をご覧ください。大航海時代
に活躍したポルトガル英雄に敬意を表して作られた発見のモニュメントで写真タイムを設けます。ここ
から吊り橋や川の対岸に建てられたキリスト像が見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。エストリルはほとんど石畳の道です。エストリルの海

岸のプロムナードへは徒歩にて約 200 メートです。 
                                             
 

魅力的なオビドス村 
CHARMING OBIDOS 
ツアー番号：LIS032 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
迷路のように通る古風な石畳の小道と明るい色で塗られた家々、咲き乱れる花が溢れ、オビドスはどこ
をとっても写真撮影に 適の場所です。実際にこのロマンテッィクなオビドスハは 1282 年、村全体が
デニス王と花嫁イザベルの婚礼の場として使われました。 
中世の城壁をくぐると、村の中心に１２世紀の城が堂々と聳え立ちます。旧要塞と王宮は 近ポルトガ
ルの七不思議の一つに選ばれました。徒歩でのツアーにて可愛らしい道を歩き、白壁のサンタマリア教
会を通ります。その後、自由時間を設けますのでオビドスを自由に散策ください。隠れた小道など、写
真のモチーフには事欠きません。お土産探しには街のメインストリートのディレイタ通り（RUA DIREITA）
が 適でしょう。種類豊富な工芸品や特産物、手染めのタイル‘アズレージョ’や地元で作られたリキ
ュールなど扱うお店が並びます。道路に面する小さなカフェに腰掛け、中世の雰囲気を楽しむのも素敵
です。ポルトガルの田舎を車窓に、リスボンに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。オビドスまでは車で約１時間１５分です。このツアー

は比較的平坦な石畳の道を２時間程歩きます。履きなれた靴でご参加ください。 
                                           
 
巡礼地ファティマへの旅（少人数グループでのツアー） 
A JOURNEY TO FATIMA –SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：LIS181 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄８６～（３～１２歳） 
所要時間：５時間半 
 
テージョ平原と闘牛の町ヴィラ･フランカを抜け、国際的に知られる巡礼の地ファティマへ向かいます。 
地元の民間伝承によると、近くの村に住む３人の羊飼いの子供がコヴァ･ダ･イリア(平和の谷)の小さな
樫の木の上に「光の聖母」が浮かんでいるのを見たといいます。そして、それは５ヶ月間同じ日に現れ
た後、今度は７万人以上の目撃者の前で空に奇跡を起こしたということです。今日では、世界中からた
くさんの人々が奇跡を求めてファティマを巡礼しています。古い聖堂では、３人の羊飼いの子供、ルカ
サントスと二人の従弟ジャシンタとフランシスコ・マルトが眠っている場所を見る事ができます。また、
聖母マリアが子供たちの前に現れたとされる場所に建てられた新しい大聖堂と三位一体教会を訪れる
機会を設けています。自由時間で各自昼食をとり、地元の店で土産物などをお買い求めください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスを利用し、徒歩にて行われます。ガイドは付かず、ファティマまでの道

中、バスの運転手が英語にて皆様のご質問等に対応します。ファティマまでのドライブは約１
時間１５分です。比較的平坦な道を３時間程歩きますがご自分のペースで調整していていただ
けます。昼食は含まれていません。古い大聖堂では修復工事が行われています。旧塔、絵画、
ステンドグラスの見学には制限がありますのでご了承ください。 
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ランザローテ島 
LANZAROTE 
 

 

「火の山」                               
MOUNTAIN OF FIRE                                          
ツアー番号：LAN001 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
「火の山」は２８０年以上昔の火山爆発によって造り出されました。暗く、黄土色と紫色の火山灰の積
もる不毛な土地の続く忘れがたい景色の中をバスにて通り抜け、月面を想像させる景色を目の当たりに
することになるでしょう。カメラのご用意をお忘れなく。ガイドが地殻の下に隠れている猛烈な熱の強
さを証明する幾つかの実験を試みます。火山が死火山ではなく休火山である事をお分かり頂ける事でし
ょう。 
半円形の石壁によって保護されたワイナリーのブドウ畑が点在しています。それは農業というより芸術
作品の様に見えます。ワインショップ（ボデガ）に立ち寄りますので地元ワインをお試しください。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。「火の山」の上は風が強い場合もあるので、羽織るものか

ジャケットをご持参ください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間がかかる
場合もあります。 つま先の隠れる、歩きやすいウォーキングシューズをお勧めします。この
ツアーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の地面は所々坂になっています。 

                                             
 

プエルト・デル・カルメンへの送迎                               
TRANSFER TO PUERO DEL CARMEN                                          
ツアー番号：LAN002 
ツアー料金：大人＄３３～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
ランサローテ島南端の も長い歴史を誇るリゾート地プエルト・デル・カルメンまでの送迎のみご案内
です。到着後は自由気ままにビーチリゾートを楽しんだり、バーやカフェ、レストランでリラックッス
したひと時をお楽しみください。ショッピングが目的のお客様は衣服、靴、電気製品、お土産物などバ
ラエティーに富んだお店が立ち並びます。 
思い思いの時をお過ごしいただいた後は決められた場所と時間にエスコートが皆さまをお迎えし、船ま
でお送りいたします。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行います。リゾート内を歩く時間は参加者それぞれの裁量におまかせい

たします。このツアーには観光ガイドはつきませんので、昼食や飲み物代、観光場所の入場料
などは含まれていません。現地通貨のご持参をお勧めします。送迎は英語を話すエスコートが
お世話をいたします。日光浴用のビーチ・マットやビーチ・パラソルが必要な場合はそれぞれ
５ユーロ位でレンタルする事が出来ます。お帰りの待ち合わせ場所と時間はくれぐれもお間違
えの無い様にお願いいたします。時間に遅れた方をお待ちする事は出来ませんのでご注意くだ
さい。このプエルト・デル・カルメンのビーチでは地元業者が各種ウォーター・スポーツを販
売しています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結んでいない事をご承知おきくだ
さい。 
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ラクダ乗りと「火の山」                                     
CAMEL RIDE & FIRE MOUNTAIN                                                  
ツアー番号：LAN003 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
全ての年齢層の方にお楽しみいただけます。ひとこぶラクダで約３０分間月面の様な火山砂漠の、赤と
黒の火山岩の続く曲がりくねった道を「火の山「まで進みます。 
地熱実験では地表下に隠れる恐ろしい熱の強さにご注目ください。 
ラゲリアのワイン地区で地元ワインを味わって頂くためにワインショップ（ボデガ）に立ち寄ります。 
試飲及びお買い物をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスとラクダによって行われます。火の山の上は風が強い場合もあるので、羽織

るものかジャケットをご持参ください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間
がかかる場合もあります。 つま先の隠れる、そこの平らな歩きやすいウォーキングシューズ
をお勧めします。このツアーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の表面は所々
坂道になっています。ワインの試飲は１８歳以上に限られます。 

 
                                             
 

マンリケの魔法     
THE MAGIC OF MANRIQUE-SMALL GROUP TOUR                         
ツアー番号：LAN004 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
セサール・マンリケは疑いなくカナリー諸島で も重要な芸術家といえるでしょう。画家、建築家、彫
刻家として知られ、彼はまた芯からの環境保護論者でもあり、近代建築物の兆候をすべて嫌っていまし
た。北へ向かい、ハメオ・デル・アグアの洞窟を見学します。火山活動の結果出来上がった洞窟とセサ
ール・エンリケの建築の才能が合体したものです。小さい目の退化した蟹を探しましょう。ここの海水
にのみ生息する世界的にも珍しい蟹です。 
サン・バルトロメ近くで、もう一つのセサール・マンリケの創作物、カンペシーノの記念碑を見学しま
す。農民の記念碑として、ランザローテで何世紀にも渡り農場作業に従事する男女に敬意を表し制作さ
れたものです。 
セサール・マンリケの家を訪問します。そこには彼の真の才能の縮図が示されています。セサール・マ
ンリケの家は火山活動によって造られた火山岩に半分覆われ、見事な白と漆黒に塗りつくされています。
マンリケの死後、家は彼の個人的なコレクションを展示したアートギャラリーとし公開されています。 
火山岩の景色が広がる様子を大きな窓からご覧ください。深呼吸しましょう。溶岩があなたに向かって
流れてくる様に見えます。家の建てられた 18 世紀の溶岩の流れを確認しましょう。階下には１７００
年代の火山爆発の際の火山活動で造られた“溶岩泡の部屋”があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行います。階段や、でこぼこ道を 2 時間程、徒歩にて廻ります。 

セサール・マンリケの家は屋根が低くできていますのでご注意ください。 
 

                                             

 
北部探検                                             
DISCOVER THE NORTH                                                           
ツアー番号：LAN007 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
ドライブで島の北部を訪ね、美しい景色の中古代の都市テギーゼを訪れます。 
テギーセは土地の人たちにとってはのんびりと休暇を楽しめる場所です。訪問者にとっても昔に戻った
気分で歴史や、伝統的な建築物や、習慣を面白く味わうことができます。 
美しい風景、透明に澄んだ水、“千本の椰子”渓谷の圧倒的な眺めが特徴のこの地域の首都、ハリアで
休憩します。展望台ミラドール・デ・ギナーテでは素晴らしい眺望が楽しめます。天気の良い日には、
ラ・グラシオーサ島を望むことができます。 
芸術家セサール・マンリケはかっては地表にある水穴であったものを、感動的な火山の洞窟、神秘的な
地下の水庭園、ハメオス･デル･アグアへと変貌させてしまいました。地下の湖を見渡す屋根のない洞窟
を螺旋階段で降りましょう。透明な水の中に目が退化した白い蟹が生息しているのを見つけることがで
きます。戻る曲がりくねった路を通って地上にでるとそこには輝く透き通った青色のプールがあります。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、沢山の急な階段とでこぼこした砂利道があります。洞窟

内見学のために、はき心地の良い、滑りにくい靴をお勧めします。念の為上に羽織るものかジ
ャケットをご持参ください。 

 
                                             
 

隠れたランサローテ                    
HIDDEN LANZAROTE                                                         
ツアー番号：LAN019 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
北に向かって走行する途中で、かっての首都で歴史的にも建築学的にも重要な場所と認定されたテギー
セを訪問します。ハリア展望台からは北端に連なる主要な島とそれを取り囲む島々の息を呑む様な眺望
を楽しむことができます。 
次に向かうのがオルゾラという村に抱かれる様な場所にあるアロエ・ヴェラ農場です。アロエ・ヴェラ
は温暖地区の典型的な植物で、ランサローテ島においては特によく育つ植物です。 この植物は、多目
的に使用され、ヴィタミン、鉄分、プロテインのような貴重な物質を含んでいます。また、傷からの感
染を防ぐとともに、スキンケアーの貴重な成分もあり、経口薬にもなります。農場訪問の途中ではアロ
エ・ジュースやアロエ酒をお試しになる機会があります。 
マンリケのサボテン庭園にはランサローテ、アメリカ、マダガスカルで発見された１００種類以上の１
５００本を越えるサボテンがあります。庭園そのものは、古代ローマ時代の円形劇場のような、見事な
石造りの囲いとなっていて、珍しい植物の素晴らしい背景となっています。この地域では、１００年以
上にわたってコチニール甲虫が養殖されています。 甲虫はサボテンに生息し、その幼虫からは貴重な
赤色の有機着色剤コチニールが抽出され、以前はカンパリのような飲物の着色に使用されていました。 
思い思いに庭園の散策を楽しんだ後は園内のカフェでお飲み物をとりながらリラックスしたひととき
をお過ごしいただきます。その後はバスで港への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーでは約１時間半、石畳みやでこぼこ歩道、砂利道などを徒歩で移動する行程が含ま

れます。歩き易い靴をお勧めいたします。
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グラン・カナリア島 
GLAND CANARIA 
 

 
マスパロマス・ビーチへの送迎                
MASPALOMAS BEACH TRANSFER                                                         
ツアー番号：LPS006 
ツアー料金：大人＄３４～ 子供＄１６～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 
 
グラン・カナリアの 南端に広がるマスパロマスの砂丘はサハラ砂漠のミニチュア版を見るようです。
見渡す限り広がる砂丘は建築物を建てることは許可されておらず保護地域とされています。 
島で一番の砂丘を背景にするマスパロマスの黄金のビーチでお過ごしください。オアシスのようなヤシ
の木、ラグーン、砂丘の組み合わせ、そして海でスイミング、完璧のリラックス場所を作り出していま
す。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行い、ツアーには観光ガイドはつきません。昼食や飲み物代、施設への

入場料は含まれていません。現地通貨のご持参をお勧めします。マスパロマスまでは片道約 1
時間です。お客様は水着を着用し、タオル、日焼け止めを各自ご持参ください。現地には着替
え室のご用意もありますが有料となります。また必ずしも営業しているとは限りません。サン
ベット、ビーチ・パラソルも有料にて貸し出しています。ピークシーズン中は大変な人気の為、
混雑が予想され、サンベット、ビーチ・パラソルの貸し出しは保障できかねます。地元業者が
各種ウォーター・スポーツを販売しています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結
んでいない事をご承知おきください。 

    日曜、祭日はお土産店のみの営業となります。 
                                             
 

グラン・カナリアのんびり観光                      
LEISURELY GRAN CANARIA                                        
ツアー番号：LPS007 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
 
ラス・パルマスの港を出発して、主要なリゾート地、プラヤ・デル・イングレスまで南に向かって景観
ドライブを楽しみます。途中、小休止をして素晴らしいマスプロマス砂丘や周囲の海岸の景観をお楽し
み頂きます。  
その後、活気に満ちた近代的なプエルト・リコのリゾートを一望する展望台へと向かいます。このリゾ
ートには、沢山の休暇用アパートが海から続く険しい崖の上に建てられています。この景観を楽しむた
めに、写真撮影のための小休止があります。 
このツアーの仕上げには、 小で も美しい南のリゾート、プエルト・モーガンを訪れます。ここで約
１時間の自由時間を取り、小さいけれど静かで、フレンドリーなリゾートをお楽しみ頂きます。港の周
りを散策したり、お土産店で買い物をしたり、又は小さなカフェで寛ぎながら行き交う人々を眺めたり
した後、船へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーをバスにて行われます。たっぷりお楽しみ頂くために、幾らかの歩行が必要となり

ます。バスの乗り降りには階段があります。金曜日にはプエルト・モーガンで市が開かれます。
そのため、バスの駐車が制限され、通常よりは町の中心までの歩行距離が長くなります。買物
にはユーロが必要です。ドライブは曲がりくねった車道を走行しますのでめまい症の方には適
しません。途中、トイレ休憩はありません、必要な場合はプエルト・モーガンでカフェやレス
トランの施設をご利用ください。 

 

 
潜水艇で海底探索                      
SUBMARINE DIVE                                       
ツアー番号：LPS016 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
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ラス・パルマスからバスで南に向かい、ヴェニスの妹と呼ばれるプエルト・モーガンで約１時間の自由
時間があります。モダンなリゾートなのですが、人々はオールドファッションな地中海の雰囲気を求め
てこの町にやって来ます。プエルト・モーガンは島の も西に位置し、 も素敵なリゾートとも言われ
ていますので、専用の潜水艇に乗る前に賑やかなマリーナの雰囲気をお楽しみください。 
潜水艇内は空調設備が整い、二人に一台のＴＶモニターが設置されています。座り心地の良い座席が用
意され、各自の席に海底を観察する為の舷窓が付いています。この特殊な海底探索経験はどなたにもお
勧めのツアーです。 
 
ご案内：ツアーはバスと黄色い潜水艇で行われます。潜水艇の中にはトイレはありません。潜水艇への

乗り降りには梯子を使います。潜水時間は約３５～４５分です。名所観光の順序が変更になる
ことがあることをご了承ください。バスを下車して潜水艇まで約２０分歩きます。 

 
 

２ヵ所停車の自由散策ツアー                     
TWO TOP ON YOUR OWN                                       
ツアー番号：LPS023 
ツアー料金：大人＄３８～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 
 
人気のリゾート地区マスパルモスはどこまでも続く砂丘の本場として有名です。到着後は思い思いにお
過ごしください。海で泳いだり、ショピングをしたり、もしくは町を散策してみてください。 
その後、プエルト・モーガンへ向かいます。グラン・カナリアで も小さく、 も南に位置するリゾー
トです。滞在中はお店を覗いてショッピング、港近くを散策もしくはビーチに行かれて泳ぐこともでき
ます。 
それぞれのリゾートには、沢山のカフェがあります。ご希望であれば、飲物や昼食を各自お楽しみくだ
さい。 
両方を訪れた後は決められた時間に決められた場所にご集合の上バスに再乗車となります。 
 
ご案内：ツアーはバスにて行われます。ガイドは同行しません。昼食や飲み物代、施設への入場料は含

まれていません。集合時間、場所を必ず控えておいてください。お時間を過ぎてお戻りのお
客様を待つことはできませんのでご注意ください。乗車時間は片道約 1 時間で、2 つのリゾ
ートの滞在時間はそれぞれ約 2時間です。プエルト・モーガンへのドライブは曲がりくねっ
た道路の走行が含まれますので、めまい症の方には適しません。 
どれだけ歩くはお客様の判断です。バスの乗降には数段の階段があります。日曜。祭日は商
店は閉店となります。 プエルト・モーガンでは金曜日には市が開かれます。そのためバス
の駐車が制限されますので、通常よりは町の中心までの歩行が長くなります。買物にはユー
ロをご利用ください。水泳をご希望の方は、水着、タオル及び日焼け止めをご持参ください。
水泳の前の飲酒はお控下さい。地元業者が各種ウォーター・スポーツの販売を行っています。
これらの業者とキュナード社とは一切提携を結んでいない事をご承知おきください。 

 

 

島内探検ツアー（昼食付き）                                       
ISLAND DISCOVERY                                        
ツアー番号：LPS027 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所 要時間：約８時間 
 
ツアーは主都のラス・パルマスから始まり、市内の旧植民地域ヴェグエタを通ってコロンブス博物館へ。
興味深い博物館見学のあと丘陵に向かって走行し、バンダマ噴火口へ。ここからは天候が良ければ壮大
な景観を一巡することができ、スペイン 古のゴルフコースも見えます。 
続いて、カーサ・デ・ビーノへ向かい、ご希望のお客様はお飲み物を購入したり、小さな博物館を訪れ
たりもできます。昼食を楽しむ前に、グラン・カナリア島の 高地点１８００ｍの村テジェダで素晴ら
しい景色を眺めます。その後、エル・レフジオ・レストランで昼食をお楽しみいただきます。 
昼食の後は海岸へと下山です。帰途、テロール村で島の守護聖人「聖母パイン」のある大聖堂に寄り 
ます。ここから、堂々とした黒い大聖堂のあるアルーカスの“バナナタウン”へ。ツアー観光の締めく 
くりは世界中の熱帯や亜熱帯地方の花や植物や木がある熱帯のパラダイス「公爵夫人の庭園」見物です。 
この終日ツアーで島の名所を観光する傍ら、地域の文化も把握することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。ほぼ平坦な道を約４５分歩きます。日曜日のテ

ロールは混雑が予想されツアー時間が長引く場合があります。マルケサス庭園入り口付近には
２２段の階段がありまた内部にも幾つかの階段があります。テロールは砂利道と舗装路があり
ます。歩きやすい靴にてご参加ください。 
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グラン・カナリア ハイライトツアー                                       
HILIGHTS OF GRNAD CANARIA                                         
ツアー番号：LPS029 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
バスにゆったりと座り、グラン・カナリアの必見観光地、バンダマ・センターへ。展望台から北東部の
海岸と西部の山脈を眺めます。 
続いては洗い出した白壁の家々と地元特有のバルコニーが可愛らしい村テロールへ。ガイドと共に 
「聖母パイン」を祭る大聖堂へ。羊飼いたちが聖母マリアの幻影をみてからグラン・カナリアで も 
重要な教会の１つとなっています。 
テロールの村にてアルーカスに向かう前に自由時間を取りますので地元の手工芸品店などを覗いて気 
ままにお過ごしください。 
鮮やかな白い家々と堂々たる小塔の教会がある歴史的な町アルーカスは傑作建築の町です。 
マルキーズ庭園を訪れなくしてこの町に来た意味はありません。カナリアとトロピカルな植物で埋め尽 
くされたロマンチックな庭を歩き、島の特産であるバナナリキュールを試します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。曲がりくねった道をドライブしますので、めま

い症の方には適しません。テロールとアルーカスは石畳でデコボコしています。道路は砂利道
と舗装路があります。歩きやすい靴にてご参加ください。日曜日のテロールは混雑が予想され
ツアー時間が長引く場合があります。マルケサス庭園入り口付近には２２段の階段がありまた
内部にも幾つかの階段があります。地面は砂利道と舗装路があります。テロールの大聖堂は予
告なしに閉じている事があります。教会内では肩や膝を覆った適切な服装をしてください。歩
きやすい靴にてご参加ください。 

     

 

トレイル・ハイキング＆ワイン                                       
WALKING TRAILS & WINE                                        
ツアー番号：LPS030 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄７２～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
バスに乗りゆったりと景色のよいドライブをお楽しみください。カルデーラ・デ・バンドーマに向かう
途中いくつかのワイン工場を通過します。 
知識豊富なガイドと共に、クレーターの中心に向かい松の木、オレンジ、イチジクの木の生い茂るトレ 
イルを歩きます。ユーカリの香り嗅ぎながら、放棄された農家や、段々畑の輪郭などこの地区ならでは 
ユニークな光景を目にするでしょう。 
17 世紀に、世界の中で唯一クレーターの中に住むとされたオランダの起業家によってここにブドウの木 
が植えられました。軽食でお腹を満たした後、バンドーマの頂上まで登り素晴らしい北部と東部沿岸の 
景色を眺めます。 
ハイキング終了後はワイナリーに向かいワインのティスティングが待っています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。デコボコな砂利道と階段を含む道を約１時間半

歩きます。平らで歩きやすいウォーキングシューズと重ね着できるものをご用意ください。 
飲料水と日焼け止めもお勧めします。ツアーは天候状況に左右され、急にツアー取り消しにな
る場合もあります。 

 

 
四輪駆動車でのアドベンチャー                                                  
４Ｘ４ ADVENTURE                   
ツアー番号：LPS031 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６５～（６～１２歳） 
所 要時間：約７時間半 
 

屋根なしの４輪駆動車に乗り可愛らしい漁村、アルグイネグイまで南岸を縦走します。内陸部に入る前
にトロピカルフルーツの生い茂る緑深い渓谷を抜けます。見逃してはならない景色はラスニーナス・ダ
ムの自然が創り出す美しい景色です。 
ドライブを続け、松林と山村へ、千本ヤシの谷と呼ばれる地へとたどり着きます。ラクダ公園にてカナ
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リア地元の昼食をお楽しみいただきます。昼食後はラクダに乗る機会も用意しています。 
リフレッシュして、ラス・パルマスに戻る前に立ち寄る 後の写真スポットは有名なマスパトマス砂漠
です。国立公園であり太陽礼拝者に人気の場所です。 
 
ご案内：このツアーは四輪駆動車と徒歩にて行われます。ルートはオフロードと通常道路の両方が入り

ます。妊娠している方や６歳未満のお子様はご参加いただけません。お体の具合の良くない方
やけがをしている方はデコボコ道を走りますのでお勧めしません。また、めまい症の方にも向
かないツアーです。ジープに乗る際には高いステップがあり、８人乗りで内側に向かったベン
チタイプのシートです。屋根や扉がないオープンタイプとなります。 

 
 

パドルボード                                                  
PADDLE BOARDING                  
ツアー番号：LPS032 
ツアー料金：大人＄５５～  
所 要時間：約４時間 
 

船から徒歩にて短時間、ガイドと共にラス・カンテラスのビーチへ。サーフボードに乗り２時間のパド
ルボードのレッスンを受けます。パドルボードの上に立つことはサーフィンをするより簡単です。 
健康的で仲間と一緒にできるスポーツです。全くの初心者であれ若干の経験者であれこのレッスンは基
本またはパドル技術を更に上達させるものです。 
海から戻ったら自由時間です。日焼けをするもよし、もしくはプロムナードにある数多いカフェの１つ
で人間ウォチングをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。船からビーチまでは片道約１５分です。ツアー 後にビー

チに残る方はご自身にて船にお戻りください。参加のお客様は体調が整い、泳ぎが得意な必要
があります。参加者は１６歳以上に限ります。 
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マデイラ 
MADEIRA 
 

 
ケーブルカーとトボガン滑降                                     
CABLE CAR & TOBOGGAN                                                           
ツアー番号：FNC011 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３５～（４～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
以前は、アプト式小型歯車の鉄道で乗客をフンシャルから丘陵まで乗せ、海岸までの帰途にはトボガン
を使用しました。鉄道は１９３９年に廃止されましたが、オーストリアの企業が数多くの豪奢な家屋と
庭園で知られるモンテまでの交通機関としてケーブルカーを建設しました。フンシャルの駅は旧市内に
在り、フンシャルからモンテまでの所要時間は１５分です（ケーブルカーの乗り降りはスキーリフトと
同じしくみで、乗車時でも速度が少し落ちるだけで停止はしません）。 
昔ながらの柳で編んだ籠ソリに乗ってスリル満点のトボガン滑降を１０分間お楽しみください。運転係
員がトボガンと一緒に走り、押したり、舵を取ったり、ゴム底付きの長靴でブレーキを掛けたりします。 
その後はバスで花に覆われた展望台のピコ・ドス・バルセロスまで走行し、島の東部の素晴らしい景色
を鑑賞します。 
フンシャルに戻り、山小屋風ワイン醸造所に寄ります。辛口のセルシアルから甘いマルムジーに到るま
で様々な種類のマデイラワインをお試しください。 
 
ご案内： ツアーはバス、ケーブルカー、トボガンで行われます。3歳以下のお子様はトボガン乗車の制

限によりこのツアーには参加できません。トボガンは観光客の人気の的ですので、行列が予
想されます。運動に向いた服装と靴をお履きください。 
トボガンに乗車後は運転係員の指示に従ってください。トボガンは３人乗り（大人２人と子
供１人）です。 

                                             
 

ジープで冒険                                                  

JEEP ADVENTURE                   

ツアー番号：FNC024 
ツアー料金：大人＄８８～ 
所 要時間：約４時間 
 

美しい景色を眺めながら小川を越え、渓谷に沿って曲がりくねった山道を走行。島固有の植物ラウリシ
ルヴァを観察する良い機会です。 
オフロードを走行する冒険のスリルを味わい、島の壮麗な景色を眺めながらガイドの興味深い説明に耳
を傾けてください。ツアーの途中、軽い飲み物で休憩を取ります。 
 

ご案内：走行の行程は現地の状況によって決めます。このツアーはバウンドの多い山道を走行しますの
で、怪我をしていたり健康上に問題のある方にはお勧めできません。妊娠中の方や１３才以下
のお子様は参加できません。各ジープはシートベルト付きですので、ベルト着用を必ずお願い
します。楽な服装でご参加ください。また、山の上は涼しいこともありますのでセーターか暖
かいジャケットをご持参ください。 

 
                                             
 

ハイスピードボート RIB で鯨とイルカ・ウォッチング  
DISCOVER WHALE ＆ DOLPHIN WATCHING BY RIB  
ツアー番号：FNC031 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄６５～（８～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
マデイラ諸島をとり巻く大西洋は海洋生物のスポットです。20 種類以上の生物（クジラ、イルカ等）が
観測されています。 
バスにて短時間の走行でフンシャルの海へ。簡単な説明を受け、ハイスピードボートＲＩＢに乗船しス
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リルある海のアドベンチャーに出発です。海洋生物専門家がマデイラの海にやって来る海洋生物に関し
皆様のご質問にお答えします。 
目を凝らしてコビレゴンドウクジラ、バンドウイルカ、大西洋斑点イルカ、真イルカ探しに専念しまし
ょう。そのアクロバット的な動きに驚かされることでしょう。運が良ければマデイラの海を時々訪れる
ハナゴンドウ、アカボウクジラ、シャチを見るチャンスがあるかもしれません。 
見逃すことのできない経験です。 
 
ご案内：このツアーはバスとハイスピードボートＲＩＢで行われます。8 歳未満のお子様と腰、首に問

題のある方、妊婦のお客様はご参加されませんように。クジラとイルカの観測は確約するもの
ではありません。ＲＩＢボートには室内部分はありません。ライフジャケントが提供されます
ので必ず着用してください。走行中は揺れがあったり、速度が速い場合があります。 
ゴム底靴の着用をお勧めします。悪天候の場合、ツアーは取りやめになる事があります。 
ツアーお申込み前に、表紙に記載されている重要なご案内を必ずご一読ください。 
 

                                             
 

サン・ビンセントの洞窟群 

THE CAVES SAO VINCENT                    

ツアー番号：FNC037 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
バスにてマデイラの南西沿岸部へ景観ドライブ。緑深い渓谷内の人里離れた可愛らしいセラ・デ・アク

アの村に到着する前に、地元の伝統的なバーに立ち寄り、ハチミツとラムから作られている「ポンチャ」

という地元のお酒をお楽しみください。 
続いてサン・ビンセントの洞窟と火山センターを訪れ地球の内部を探索します。洞窟群は 40 万年以上
前の火山爆発の際形成された溶岩泡から形成されています。ケーキ型の溶岩や、不安定な形の火山鍾乳
石を鑑賞しましょう。鍾乳洞の終点地点には火山センターがあり 5百万年近く前のマデイラの形成に関
する３Ｄフィルムをご覧いただけます。 
フンシャルに戻る前に自由時間をお取りします。サン・ビンセントの息を飲むような美しい景色や自然
をご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩のツアーとなります。地下は寒くなることがございますので、軽いジ

ャケットをご持参いただくことをお勧めいたします。洞窟は滑りやすくなっているので十分に
お気をつけ下さい。約１時間凸凹の道を歩きます。 

                                             
 

マデイラのトゥクシで廻るエコツアー                                       
ECO CITY TOUR, TUKXI MADEIRA 
ツアー番号：FNC039 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄６５～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間 
 
イタリア発祥のトゥクシは１９５０年代に流行った『甘い生活』でのライフスタイルの３輪車の現代版
小さいカートです。今ではこの車はヨーロッパのほか他の地にも広がり、この移動手段は、真なる甘い
生活を再度作り出しています―良い生活、多くの楽しみ、きままさをです。 
ガイドの案内の元ゆったりと腰掛けハーバーフロントまでの素晴らしい景観、一方に海をそしてもう一
方に広がる緑に点在する家々の景色をご覧ください。 
旧市内に到着し美しく改修された家や地元レストランが立ち並ぶ細い道を走ります。市の商業的中心地
区にある忙しく車幅の広い道路、アベニダ・アリガとの違いを感じてください。道路端では伝統的なカ
ラフルな衣服をまとった美しい女性を探してください。この島のシンボルである有名な「パラダイスの
鳥」を売っています。町の中心にはムニチピオ公園が広がり市庁舎も位置しています。 
大きな車では見つけ出せない町の秘密の場所を見つけ出し、ソコロの展望台ではそびえ立つ崖やサンタ
カタリーナ公園を眺め、その下に素晴らしい港の景色が広がります。 
観光の後は自由時間をお取りしていますので、フンシャルを満喫してください。 
 
ご案内：このツアーはトゥクシ１台ごとの販売です。大人１名のチケットを予約した場合、３名様迄乗

車可能です。 
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ファーマーズマーケットと植物園                                       

FARMAER’S MARCKET AND BOAICAL GARDENS 

ツアー番号：FNC041 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２３～（３～１２歳） 
所 要時間：約 4 時間 
 
フンシャルのもっとも美しく歴史的な見どころの景観の中をドライブします。途中、忙しい街中を抜け、
自治広場、市庁舎、サンロレンツィオ城、サンタカタリーナ公園を眺めながら写真撮影の為にカラフル
な街並みを一望できる展望台に向かい走ります。 
地元の人々の生活の中心であるラブラドレス市場、ファーマーズマーケットでガイドの案内の元エキゾ
ティックな香りを追うと、小店にトロピカルフルーツ、野菜、香り豊かな花が売られています。いくつ
かの地元の産物を試食しましょう。釣れたてのお魚もチェックしましょう。季節により新鮮なマグロや
黒太刀魚を見る事もあります。カメラをお持ちになる事をお忘れなく。販売員の着ている色鮮やかな伝
統の衣装や壁のタイルがこの地域を描き出しています。 
次は美しい植物園の時間です。以前はリード家の個人的な住居でした。園内には世界各地から集められ

た豊富な植物や花が植えられ、小道に沿って風そよぐテラス、ハーブ園、温室を廻り多くの希少植物や

地元の植物を見る事ができます。植物園を出る前にフンシャルを見下ろす素晴らし景色を満喫する時間

を取る事をお忘れなく。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。植物園ではガイドの元園内を歩くか、自由行動にす

るかをお選びいただきます。植物にはポルトガル語とラテン語の名札がついています。ツアー
中は階段と坂があります。植物園の滞在時間は約 1 時間です。 

                                             
 
のんびり廻るマデイラの風景                                          
LEISURELY SCENES OF MADEIRA                                           
ツアー番号：FNC042 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
贅沢な景観を楽しむツアーは起伏の多い西海岸へのドライブで始まり、途中、ウインストン・チャーチ
ル卿が絵に画いた美しい漁村、カマラ・デ・ロボスを通ります。 
ユーカリの森を抜け、カボ・ジラオに到着します。見事な展望台で、世界で 2番目に高い海岸からそそ
り立つ絶壁をご覧いただけます。ここからは山の斜面を切り崩し台地にした様子も眺めることができま
す。 
ピコ・ドス・バルセロスでこの島の本来の美しさがわかります。フンシャルを遠くに望み、緑の丘陵に
散らばる周辺の村の景色をご覧ください。フンシャルの素晴らしい景色と南部沿岸を楽しんだ後は曲が
りくねった道をエイラ・ド・セラードに向かいます。短い登り坂でピコ・デ・セラード展望台に着き写
真撮影の小休憩を取ります。マデイラ島の 高峰や１６世紀にサンタクラーラの修道女が海賊の攻撃に
から逃れる為に住んだとされる人里離れた村キュラ・デス・フレーラスを眼下に見る事ができます。 
エイラ・ド・セラードの代表的なホテルの１つで休憩を取り、リラックスして自家製ケーキと共にお茶、
コーヒーまたはマデイラワインをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。展望台にはでこぼこ道や階段がありますが景色はバスの中
からでもご覧いただけます。ドライブの途中、急坂野のヘアピンカーブがありますのでめまいを持病に
持つ方には影響が出る恐れがあります。 
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ラ・コルーニャ 
LA CORUNA 
 

 

サンティアゴ・デ・コンポステラ 
SANTIAGO DE COMPOSTELA                                                          
ツアー番号：LCG003 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 
 
壮麗なサンティアゴ大聖堂は、９世紀にこの場所からキリスト 12 使徒の１人ヤコブの遺骨が発見され
たと信じられた事から、ヤコブの記念碑として建立されたものです。現在でも毎年世界中から５０万人
以上の巡礼者がこの大聖堂をめざしてやってきます。この巡礼はかっては、キリスト教信者にとってエ
ルサレム、ローマへの巡礼に続く３番目に重要な宗教的巡礼地でした。 
壮大な４ヵ所の広場が大聖堂をとり巻き、ガイドがそれぞれの広場の特徴を説明いたします。特に 
巡礼者がこの都市に到着しての 大の中心点の考えるのがオブラドイロ広場で必見の価値があります。 
１５世紀後期に建てられ巡礼者を受け入れるホステルであった伝統のあるパラドール・オ 
ステル・デ・ラス・レイエス・カトリコスではお飲み物がサービスされます。 
サンティアゴ・デ・コンポステラ到着までには、ガリシアの見所のひとつでもある典型的なガリシア田
園地方の美しい眺望をお楽しみいただきます。 
 

ご案内：このツアーはバスにて行われます。かなり長時間（約２時間）徒歩での移動時間が含まれます。
道路は凹凸や石畳みが多く大聖堂内部には多くの階段があります。バスを降りてから町のメイ
ンストリートまでは緩やかな坂道になっています。お飲み物をいただく場所には座席はご用意
していません。大聖堂内部ではガイドの案内はありません。内部では肩や膝を覆った適切な服
装をしてください。ミサが行われている間は聖堂内の見学や写真撮影が許されません。サンテ
ィアゴ・デ・コンポステラまでのドライブは片道約１時間１５分です。 

                                             
 

のんびり廻るラ・コルーニャ 
LEISURELY LA CORUNA 
ツアー番号：LCG004 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所 要時間：２時間１５分 
 
道中数々の観光名所を生き生きと説明するガイドの案内に耳を傾けながらラ・コルーニャの町に向かい 
ます。車の座席にゆったりともたれながら考古学博物館、サー・ジョン・ムーアのお墓があるサン・カ 
ルロス庭園を見学します。アヴェニーダ・デ・ラ・マリーナを通る時には繊細なガラス細工で飾られた 
珍しいバルコニーがある典型的な１９世紀ガリシア風建築の建物をご鑑賞いただきます。 
この町で も重要な記念碑的建造物でヨーロッパ 古の現役灯台であるヘラクルスの塔では写真撮影 
の時間をおとりします。オリジナルの灯台は紀元２世紀に建造されたもので１９世紀に入ってから現在 
の形に再建されました。 
その後はドムス＝人間科学博物館や、オルサン、リアソールといった素晴らしいビーチ、ミレニアム記 
念碑などを車窓から見学、市の中心街を抜けていきます。 
ツアーの途中に大西洋が一望できる地元レストランにて沢山の種類がある伝統的なスペインのタパス 
やワインなどを味わっていただく機会をもうけています。 
 

ご案内：このツアーはバスにて行われます。歩行は 低限に留めています。 
                                             
 

旧市街ウォーキング・ツアー 
WALKING IN THE OLD CITY 
ツアー番号：LCG005 
ツアー料金：大人＄３３～ 子供＄１６～（３～１２歳） 
所 要時間：１時間半 
 
埠頭から出発してのんびり歩きながらアヴェニーダ・モントートとパセオ・デ・ラ・ダダルセナに向か
います。その後サン・カルロス庭園に到着、ここに眠る英国の将軍でナポレオン戦争時代にラ・コリュ
ーナで戦死したサー・ジョン・ムーアに関する説明をガイドから受けます。その後この市で もロマン
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チックな場所と言われるサン・カルロス庭園にある彼のお墓の参拝をします。 
旧市街の散策ではラ・コリューナの守護神である“聖女ロサリオ”に捧げられた礼拝堂のあるサント・
ドミンゴ修道院を見学します。ラ・コリューナで も高い場所に建つのが１２世紀から１５世紀の間に
建てられたサンタ・マリア・デル・カンポ教会です。ここからはサンティアゴ教会やサンタ・バルバラ、
アズスカラーガ、マリア・ピタ広場などの素晴らしい眺望を楽しむことができます。 
その後マリア・ピタ広場でツアーは解散となりますが、ガイドが近くにあるショッピングの場所やカフ
ェの場所、船までの帰り方などをご案内いたします。 
 

ご案内：このツアーは徒歩での移動のみで、いくつかの階段、傾斜、デコボコ道や石畳みの道路を歩き
ます。 

                                             
 

サンティアゴ・デ・コンポステラ自由観光 

SANTIAGO DE COMPOSTELA ON YOUR OWN                                                          
ツアー番号：LCG006 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間 
 
サンティアゴ・デ・コンポステラに向かう車内では、ゆったりとバスの座席に身体を預けて、通り過ぎ 
る田園地方について地元のガイドが語る説明に耳を傾けてください。 
サンティアゴ・デ・コンポステラはスペインで も美しい都市のひとつです。古代からヨーロッパの巡 
礼の中心地として世界的に有名なこの場所には印象的なバロック調のファサードを持つロマネスク様 
式の大聖堂がありサンティアゴ・デ・コンポステラの生活の中心になっています。この都市には大聖堂 
の他にも歴史のある古い大學、ロマネスク様式のサンタ・マリア・デル・サール・カレジエイト教会、 
へルミレス宮殿など数え切れない見所があります。 
このツアーは終日参加者自身が自由に計画し、魅力的な都会を 大限に味わえる理想的なものです。３ 
時間の自由時間を思い思いに歩きまわれることができます。 
 
ご案内：埠頭からサンティアゴ・デ・コンポステラまでのバスの移動は片道約１時間１５分を要します。

バスの降車場所からガイドの案内の元、約１５分歩き大聖堂正面の中央広場＝オブラドイロ広
場までご案内します。ガイドから案内される決められた時間には再びオブライドイロ広場まで
集合していただき、そこからバスの駐車場まで歩いていただき、バスでラ・コルーニャまでの
帰路につきます。バスの中で市内観光用の地図をお渡しします。このツアーは送迎のみです。
観光場所の入場料やお飲み物代などは一切含まれていません。大聖堂の中では肩や膝を覆った
適切な服装をしてください。ミサが行われている間は聖堂内の見学や写真撮影が許されません。
お店のほとんどは日曜休業となっていますのでご注意ください。 

                                             
 

パソ・デ・オカ庭園 

PAZO DE OCA GARDENS                                                          
ツアー番号：LCG111 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２２～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 
 
バスで郊外へ向かい、１５世紀に建てられたガリシアスタイルのマナーハウス、パソ・デ・オカを訪れ
ます。素晴らしい庭園を持つことから“ガルシア地方のベルサイユ喩えられています。 
ガイドと共にのんびりと歩き、美しい石造りの噴水をご覧ください。人口コ湖とエキゾティックな木々
がこの素晴らしい場所に平和の静けさをもたらします。 
その後、短いドライブで聖ヤコブの墓を発見した人物とされるドン・アントニオ・ロペス・フェレリー
オ（１８３７年―１９１０年）の住居であったパソ・デ・ガレゴスへ。コーヒーまたは紅茶で気分をり
フレッシュしましょう。その後ワインヤードを訪れたり、木陰でリラックスしたりと気ままにお過ごし
ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアー中約１時間４５分徒歩にて廻ります。ところ
どころ歩きにくい道やお飲み物を出す休憩地までには階段があります。パソ・デ・オカまでのドライブ
時間は約植物園ではガイドの元園内を歩くか、自由行動にするかをお選びいただきます。植物にはポル
トガル語とラテン語の名札がついています。ツアー中は階段と坂があります。植物園の滞在時間は片道
約 1 時間です。パソ・デ・オカでは庭園の訪問のみとなります。マナーハウス内は訪れません。 
                                             
 
 
 

サンティアゴ・デ・コンポステラ（少人数グループでのツアー）   
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COMPLETE SANTIAGO DE COMPOSTELA –SMALL GROUP TOUR                                                    
ツアー番号：LCG117 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４９～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間半 
 
歴史あるサンティアゴ・デ・コンポステラの街は、世界遺産とロマネスクスタイルの壮麗な大聖堂があ 
るガルシア地方で も有名で輝かしい街です。 
大聖堂には聖ヤコブの墓を目指して何千人ものキリスト教信者が、聖ヤコブが巡礼したのと同じように 
ガルシア地方を横断し訪れます。 
少人数のグループに分かれてツアーは行われます。知識豊かなガイドの元大聖堂内部を訪れます。圧倒 
される内部の完璧なデザインと主祭壇、聖ヤコブ像をご覧いただきます。細い階段を降り地下祭室へ。 
聖ヤコブの遺骸葬られているとされるこの場所を訪れることもできるでしょう 
ガイドと共に大聖堂博物館へ移動、サンティアゴ・デ・コンポステラの長い歴史を知る、考古学上大変 
重要な展示物を見学します。 
街に到着した巡礼者の中心地であるオブラドイロ広場で写真撮影の休憩を取り、プラテリアス広場には 
馬の噴水があります。 
ツアーの 後は、１５世紀後期に建てられ巡礼者を受け入れるホステルであった伝統のあるパラドー 
ル・オステル・デ・ラス・レイエス・カトリコスでおいしいカナッペとワインをお楽しみいただきます。 
 
 

ご案内：このツアーはミニバスにて行われます。約２時間徒歩での移動時間が含まれます。道路は凹凸
や石畳みが多く大聖堂内部には多くの階段があります。大聖堂内ではヘッドセットを使用しま
す。バスを降りてから町のメインストリートまでは緩やかな坂道になっています。お飲み物を
いただく場所には座席はご用意していません。大聖堂内部ではガイドの案内はありません。内
部では肩や膝を覆った適切な服装をしてください。ミサが行われている間は聖堂内の見学や写
真撮影が許されません。サンティアゴ・デ・コンポステラまでのドライブは片道約１時間１５
分です。 
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Shore Excursion Terms and Conditions 
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーション

に参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに

参加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしま

せん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が 重要です。従ってキュナード社はすべてのシ

ョアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを

求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエ

クスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全で

はないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂き

たく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一

読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな

る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/

不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は

お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任

を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さ

い。キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理

店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出

発日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変

更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約された

ショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一

度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなり

ます。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは 低参加年齢が設

けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショア

エクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容

となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上

に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容書に追記

されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された

出発時間は 後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や

特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記

載されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことが

あります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります 

 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めしま

す。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザ

ーにアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発

前に取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを

受け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完

了させてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予

約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせし
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ます。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありま

すのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込

みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）

よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに

全額返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレ

ジットカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエ

クスカーションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツア

ーオフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念な

がら返金できません。全ショアエクスカーションには催行 低人数が設けられており、催行 低人数に達しない場合、シ

ョアエクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由

によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合は

クレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発

後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 

ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝

いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエ

クスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手

配後の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 

交通手段 

キュナード社は 良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関

の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り 良のバ

スを手配致します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてくだ

さい。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れ

にならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導しま

す。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザー

に電子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベー

トツアーの手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗

り物）バスのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電

子メールにてプライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上

がることができる人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型

バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。

バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれ

るツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアー

がご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋

ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限が

ある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーはお申し込みいただけな

い場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 
情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為

ウェブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合

は出来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、

写された詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

 ・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

    その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

 ・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

 

 



 

 

 
 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・ヴィクトリア 

カナリア諸島とマデイラ １５日間 

ショアーエクスカーション案内 
 

 
 

 
               

 
 

  
リスボン  
LISBON 
 

 
陸と川から見るリスボン 
LISBON BY LAND & RIVER 
ツアー番号：LIS005 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４９～(３～１２歳)  
所要時間：３時間 
 
ゆったりとした川の遊覧クルーズと景観ドライブで、リスボンの名所を違った角度から楽しみます。 
陸と川面の両方を満喫できる完璧なセット・ツアー。市内の中心部を見た後、テージョ川のゆったりと
した遊覧クルーズをお楽しみください。軽食を楽しみながら名所の数々を眺めます。 
景観ツアーではポンバル公爵広場、自由通り、黒馬広場、市の中心となるロシオなど、リスボンの名所
を巡ります。地震による壊滅状態から復興したバイシャ地区を見て、エドワード７世公園の展望台から
の素晴らしい景色をご覧ください。 
川から眺めるリスボンの魅力をとらえるのにカメラは必携です。リーバークルーズでは中世の街並みが
残る地域、ゴールデンゲートブリッジを思い出させる見事な吊り橋の下を通り、キリスト像を写真に収
めましょう。ツアーのハイライトはべレン地区の川岸に沿っての遊覧です。ここから古代、帆船が発見
への大航海に出発しました。その史跡の数々は川から見ると特に素晴らしく、発見のモニュメント、ユ
ニークなベレンの塔、華麗なゴシック様式のジェロニモス修道院などがあります。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボート、徒歩によるツアーです。徒歩ではほとんど歩きません。ボートに

乗るには数段の階段があります。川の遊覧クルーズの時間は１時間半です。ツアーの行程は逆
になる場合があります。 

                                             
 

市電とバスで巡るリスボン 
LISBON BY TRAM & COACH 
ツアー番号：LIS012 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄６２～(３～１２歳)  
所要時間：３時間 
 
旧市街を走る特別仕立ての市電（トラム）に乗り、リスボンの名所を巡る心に残るツアーです。 
リスボンで最も有名で代表的な交通機関である市電は見逃せません。車中でウェイターがポートワイン
や伝統的なペストリーを給仕するユニークな市電ツアーは大人気です。このツアーではリスボンの見所
を更に味わっていただく為、由緒ある市電から近代的なバスに乗り換えてパノラマ観光をお楽しみいた
だきます。有名な黒馬広場で市電に乗り、７つの丘を持つ大都市をのんびりと巡ります。国会議事堂、
大聖堂、サンタルシア展望台など、「旧市街」とテージョ川の数多くの名所をご覧ください。エストレ
ラ広場で伝統衣装をまとったウェイターに別れを告げ、バスでツアーの第２部をはじめます。印象的な
ゴシック･マヌエル様式のジェロニモス修道院の前では、ガイドがこの堂々たる建物の説明をします。
近くには同じく印象的で贅沢な装飾のベレンの塔やエンリケ航海王子とポルトガルの素晴らしい発見
の旅を記念した、発見のモニュメントがあります。 
 
ご案内：市電とバスによるツアーです。市電乗車の際には比較的高めの階段を上っていただくことにな

ります。 
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リスボンハイライトとエストリル海岸 
LISBON HIGHLIGHTS & COAST OF ESTORIL 
ツアー番号：LIS018 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 

テージョ川沿いをドライブし、狭い通りがある古いバイシャ地区に向かいます。両側に庭園とちょっと
変わった白と黒の石が敷かれた石畳などで有名な自由通りを含む名所を通ります。エドワード 7世公園
に立ち寄り、リスボンと街を取り囲む丘の景色をご覧いただきます。 
エストリルでは自由時間を設けますので、プロムナード沿いを散策したり、カジノの庭園を鑑賞したり、
ゆったりと地元のカフェでのんびりしたりお楽しみください。 
リスボンに戻り、有名なベレムの塔とゴシック様式のジェロニモス修道院をご覧ください。大航海時代
に活躍したポルトガル英雄に敬意を表して作られた発見のモニュメントで写真タイムを設けます。ここ
から吊り橋や川の対岸に建てられたキリスト像が見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。エストリルはほとんど石畳の道です。エストリルの海

岸のプロムナードへは徒歩にて約 200メートです。 
                                             
 
巡礼地ファティマへの旅（少人数グループでのツアー） 
A JOURNEY TO FATIMA –SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：LIS181 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄８６～（３～１２歳） 
所要時間：５時間半 
 
テージョ平原と闘牛の町ヴィラ･フランカを抜け、国際的に知られる巡礼の地ファティマへ向かいます。 
地元の民間伝承によると、近くの村に住む３人の羊飼いの子供がコヴァ･ダ･イリア(平和の谷)の小さな
樫の木の上に「光の聖母」が浮かんでいるのを見たといいます。そして、それは５ヶ月間同じ日に現れ
た後、今度は７万人以上の目撃者の前で空に奇跡を起こしたということです。今日では、世界中からた
くさんの人々が奇跡を求めてファティマを巡礼しています。古い聖堂では、３人の羊飼いの子供、ルカ
サントスと二人の従弟ジャシンタとフランシスコ・マルトが眠っている場所を見る事ができます。また、
聖母マリアが子供たちの前に現れたとされる場所に建てられた新しい大聖堂と三位一体教会を訪れる
機会を設けています。自由時間で各自昼食をとり、地元の店で土産物などをお買い求めください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスを利用し、徒歩にて行われます。ガイドは付かず、ファティマまでの道

中、バスの運転手が英語にて皆様のご質問等に対応します。ファティマまでのドライブは約１
時間１５分です。比較的平坦な道を３時間程歩きますがご自分のペースで調整していていただ
けます。昼食は含まれていません。古い大聖堂では修復工事が行われています。旧塔、絵画、
ステンドグラスの見学には制限がありますのでご了承ください。 

 

 
 

 
               

 
 

  
ランザローテ島 
LANZAROTE 
 

 

「火の山」                               
MOUNTAIN OF FIRE                                          
ツアー番号：LAN001 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
「火の山」は２８０年以上昔の火山爆発によって造り出されました。暗く、黄土色と紫色の火山灰の積
もる不毛な土地の続く忘れがたい景色の中をバスにて通り抜け、月面を想像させる景色を目の当たりに
することになるでしょう。カメラのご用意をお忘れなく。ガイドが地殻の下に隠れている猛烈な熱の強
さを証明する幾つかの実験を試みます。火山が死火山ではなく休火山である事をお分かり頂ける事でし
ょう。 
半円形の石壁によって保護されたワイナリーのブドウ畑が点在しています。それは農業というより芸術
作品の様に見えます。ワインショップ（ボデガ）に立ち寄りますので地元ワインをお試しください。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。「火の山」の上は風が強い場合もあるので、羽織るものか
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ジャケットをご持参ください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間がかかる
場合もあります。 つま先の隠れる、歩きやすいウォーキングシューズをお勧めします。この
ツアーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の地面は所々坂になっています。 

                                             
 

プエルト・デル・カルメンへの送迎                               
TRANSFER TO PUERO DEL CARMEN                                          
ツアー番号：LAN002 
ツアー料金：大人＄３３～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
ランサローテ島南端の最も長い歴史を誇るリゾート地プエルト・デル・カルメンまでの送迎のみご案内
です。到着後は自由気ままにビーチリゾートを楽しんだり、バーやカフェ、レストランでリラックッス
したひと時をお楽しみください。ショッピングが目的のお客様は衣服、靴、電気製品、お土産物などバ
ラエティーに富んだお店が立ち並びます。 
思い思いの時をお過ごしいただいた後は決められた場所と時間にエスコートが皆さまをお迎えし、船ま
でお送りいたします。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行います。リゾート内を歩く時間は参加者それぞれの裁量におまかせい

たします。このツアーには観光ガイドはつきませんので、昼食や飲み物代、観光場所の入場料
などは含まれていません。現地通貨のご持参をお勧めします。送迎は英語を話すエスコートが
お世話をいたします。日光浴用のビーチ・マットやビーチ・パラソルが必要な場合はそれぞれ
５ユーロ位でレンタルする事が出来ます。お帰りの待ち合わせ場所と時間はくれぐれもお間違
えの無い様にお願いいたします。時間に遅れた方をお待ちする事は出来ませんのでご注意くだ
さい。このプエルト・デル・カルメンのビーチでは地元業者が各種ウォーター・スポーツを販
売しています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結んでいない事をご承知おきくだ
さい。 

                                             
 

ラクダ乗りと「火の山」                                     
CAMEL RIDE & FIRE MOUNTAIN                                                  
ツアー番号：LAN003 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
全ての年齢層の方にお楽しみいただけます。ひとこぶラクダで約３０分間月面の様な火山砂漠の、赤と
黒の火山岩の続く曲がりくねった道を「火の山「まで進みます。 
地熱実験では地表下に隠れる恐ろしい熱の強さにご注目ください。 
ラゲリアのワイン地区で地元ワインを味わって頂くためにワインショップ（ボデガ）に立ち寄ります。 
試飲及びお買い物をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスとラクダによって行われます。火の山の上は風が強い場合もあるので、羽織

るものかジャケットをご持参ください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間
がかかる場合もあります。 つま先の隠れる、そこの平らな歩きやすいウォーキングシューズ
をお勧めします。このツアーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の表面は所々
坂道になっています。ワインの試飲は１８歳以上に限られます。 

 
                                             
 

マンリケの魔法（少人数グループでのツアー）     
THE MAGIC OF MANRIQUE-SMALL GROUP TOUR                         
ツアー番号：LAN004 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
セサール・マンリケは疑いなくカナリー諸島で最も重要な芸術家といえるでしょう。画家、建築家、彫
刻家として知られ、彼はまた芯からの環境保護論者でもあり、近代建築物の兆候をすべて嫌っていまし
た。北へ向かい、ハメオ・デル・アグアの洞窟を見学します。火山活動の結果出来上がった洞窟とセサ
ール・エンリケの建築の才能が合体したものです。小さい目の退化した蟹を探しましょう。ここの海水
にのみ生息する世界的にも珍しい蟹です。 
サン・バルトロメ近くで、もう一つのセサール・マンリケの創作物、カンペシーノの記念碑を見学しま
す。農民の記念碑として、ランザローテで何世紀にも渡り農場作業に従事する男女に敬意を表し制作さ
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れたものです。 
セサール・マンリケの家を訪問します。そこには彼の真の才能の縮図が示されています。セサール・マ
ンリケの家は火山活動によって造られた火山岩に半分覆われ、見事な白と漆黒に塗りつくされています。
マンリケの死後、家は彼の個人的なコレクションを展示したアートギャラリーとし公開されています。 
火山岩の景色が広がる様子を大きな窓からご覧ください。深呼吸しましょう。溶岩があなたに向かって
流れてくる様に見えます。家の建てられた 18 世紀の溶岩の流れを確認しましょう。階下には１７００
年代の火山爆発の際の火山活動で造られた“溶岩泡の部屋”があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行います。階段や、でこぼこ道を 2時間程、徒歩にて廻ります。 

セサール・マンリケの家は屋根が低くできていますのでご注意ください。 
 

                                             
 
北部探検                                             
DISCOVER THE NORTH                                                           
ツアー番号：LAN007 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
ドライブで島の北部を訪ね、美しい景色の中古代の都市テギーゼを訪れます。 
テギーセは土地の人たちにとってはのんびりと休暇を楽しめる場所です。訪問者にとっても昔に戻った
気分で歴史や、伝統的な建築物や、習慣を面白く味わうことができます。 
美しい風景、透明に澄んだ水、“千本の椰子”渓谷の圧倒的な眺めが特徴のこの地域の首都、ハリアで
休憩します。展望台ミラドール・デ・ギナーテでは素晴らしい眺望が楽しめます。天気の良い日には、
ラ・グラシオーサ島を望むことができます。 
芸術家セサール・マンリケはかっては地表にある水穴であったものを、感動的な火山の洞窟、神秘的な
地下の水庭園、ハメオス･デル･アグアへと変貌させてしまいました。地下の湖を見渡す屋根のない洞窟
を螺旋階段で降りましょう。透明な水の中に目が退化した白い蟹が生息しているのを見つけることがで
きます。戻る曲がりくねった路を通って地上にでるとそこには輝く透き通った青色のプールがあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、沢山の急な階段とでこぼこした砂利道があります。洞窟

内見学のために、はき心地の良い、滑りにくい靴をお勧めします。念の為上に羽織るものかジ
ャケットをご持参ください。 

 
                                             
 

隠れたランザローテ                    
HIDDEN LANZAROTE                                                         
ツアー番号：LAN019 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
北に向かって走行する途中で、かっての首都で歴史的にも建築学的にも重要な場所と認定されたテギー
セを訪問します。ハリア展望台からは北端に連なる主要な島とそれを取り囲む島々の息を呑む様な眺望
を楽しむことができます。 
次に向かうのがオルゾラという村に抱かれる様な場所にあるアロエ・ヴェラ農場です。アロエ・ヴェラ
は温暖地区の典型的な植物で、ランサローテ島においては特によく育つ植物です。 この植物は、多目
的に使用され、ヴィタミン、鉄分、プロテインのような貴重な物質を含んでいます。また、傷からの感
染を防ぐとともに、スキンケアーの貴重な成分もあり、経口薬にもなります。農場訪問の途中ではアロ
エ・ジュースやアロエ酒をお試しになる機会があります。 
マンリケのサボテン庭園にはランサローテ、アメリカ、マダガスカルで発見された１００種類以上の１
５００本を越えるサボテンがあります。庭園そのものは、古代ローマ時代の円形劇場のような、見事な
石造りの囲いとなっていて、珍しい植物の素晴らしい背景となっています。この地域では、１００年以
上にわたってコチニール甲虫が養殖されています。 甲虫はサボテンに生息し、その幼虫からは貴重な
赤色の有機着色剤コチニールが抽出され、以前はカンパリのような飲物の着色に使用されていました。 
思い思いに庭園の散策を楽しんだ後は園内のカフェでお飲み物をとりながらリラックスしたひととき
をお過ごしいただきます。その後はバスで港への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーでは約１時間半、石畳みやでこぼこ歩道、砂利道などを徒歩で移動する行程が含ま

れます。歩き易い靴をお勧めいたします。 
 
                                             



 
 

5 

 
 

 
               

 
 

  
グラン・カナリア島 
GLAND CANARIA 
 

 
マスパロマス・ビーチへの送迎                
MASPALOMAS BEACH TRANSFER                                                         
ツアー番号：LPS006 
ツアー料金：大人＄３４～ 子供＄１６～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 
 
グラン・カナリアの最南端に広がるマスパロマスの砂丘はサハラ砂漠のミニチュア版を見るようです。
見渡す限り広がる砂丘は建築物を建てることは許可されておらず保護地域とされています。 
島で一番の砂丘を背景にするマスパロマスの黄金のビーチでお過ごしください。オアシスのようなヤシ
の木、ラグーン、砂丘の組み合わせ、そして海でスイミング、完璧のリラックス場所を作り出していま
す。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行い、ツアーには観光ガイドはつきません。昼食や飲み物代、施設への

入場料は含まれていません。現地通貨のご持参をお勧めします。マスパロマスまでは片道約 1
時間です。お客様は水着を着用し、タオル、日焼け止めを各自ご持参ください。現地には着替
え室のご用意もありますが有料となります。また必ずしも営業しているとは限りません。サン
ベット、ビーチ・パラソルも有料にて貸し出しています。ピークシーズン中は大変な人気の為、
混雑が予想され、サンベット、ビーチ・パラソルの貸し出しは保障できかねます。地元業者が
各種ウォーター・スポーツを販売しています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結
んでいない事をご承知おきください。 

    日曜、祭日はお土産店のみの営業となります。 
                                             
 

グラン・カナリアのんびり観光                      
LEISURELY GRAN CANARIA                                        
ツアー番号：LPS007 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
 
ラス・パルマスの港を出発して、主要なリゾート地、プラヤ・デル・イングレスまで南に向かって景観
ドライブを楽しみます。途中、小休止をして素晴らしいマスプロマス砂丘や周囲の海岸の景観をお楽し
み頂きます。  
その後、活気に満ちた近代的なプエルト・リコのリゾートを一望する展望台へと向かいます。このリゾ
ートには、沢山の休暇用アパートが海から続く険しい崖の上に建てられています。この景観を楽しむた
めに、写真撮影のための小休止があります。 
このツアーの仕上げには、最小で最も美しい南のリゾート、プエルト・モーガンを訪れます。ここで約
１時間の自由時間を取り、小さいけれど静かで、フレンドリーなリゾートをお楽しみ頂きます。港の周
りを散策したり、お土産店で買い物をしたり、又は小さなカフェで寛ぎながら行き交う人々を眺めたり
した後、船へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーをバスにて行われます。たっぷりお楽しみ頂くために、幾らかの歩行が必要となり

ます。バスの乗り降りには階段があります。金曜日にはプエルト・モーガンで市が開かれます。
そのため、バスの駐車が制限され、通常よりは町の中心までの歩行距離が長くなります。買物
にはユーロが必要です。ドライブは曲がりくねった車道を走行しますのでめまい症の方には適
しません。途中、トイレ休憩はありません、必要な場合はプエルト・モーガンでカフェやレス
トランの施設をご利用ください。 

 

 
潜水艇で海底探索                      
SUBMARINE DIVE                                       
ツアー番号：LPS016 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
ラス・パルマスからバスで南に向かい、ヴェニスの妹と呼ばれるプエルト・モーガンで約１時間の自由
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時間があります。モダンなリゾートなのですが、人々はオールドファッションな地中海の雰囲気を求め
てこの町にやって来ます。プエルト・モーガンは島の最も西に位置し、最も素敵なリゾートとも言われ
ていますので、専用の潜水艇に乗る前に賑やかなマリーナの雰囲気をお楽しみください。 
潜水艇内は空調設備が整い、二人に一台のＴＶモニターが設置されています。座り心地の良い座席が用
意され、各自の席に海底を観察する為の舷窓が付いています。この特殊な海底探索経験はどなたにもお
勧めのツアーです。 
 
ご案内：ツアーはバスと黄色い潜水艇で行われます。潜水艇の中にはトイレはありません。潜水艇への

乗り降りには梯子を使います。潜水時間は約３５～４５分です。名所観光の順序が変更になる
ことがあることをご了承ください。バスを下車して潜水艇まで約２０分歩きます。 

 
 

２ヵ所停車の自由散策ツアー                     
TWO TOP ON YOUR OWN                                       
ツアー番号：LPS023 
ツアー料金：大人＄３８～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 
 
人気のリゾート地区マスパルモスはどこまでも続く砂丘の本場として有名です。到着後は思い思いにお
過ごしください。海で泳いだり、ショピングをしたり、もしくは町を散策してみてください。 
その後、プエルト・モーガンへ向かいます。グラン・カナリアで最も小さく、最も南に位置するリゾー
トです。滞在中はお店を覗いてショッピング、港近くを散策もしくはビーチに行かれて泳ぐこともでき
ます。 
それぞれのリゾートには、沢山のカフェがあります。ご希望であれば、飲物や昼食を各自お楽しみくだ
さい。 
両方を訪れた後は決められた時間に決められた場所にご集合の上バスに再乗車となります。 
 
ご案内：ツアーはバスにて行われます。ガイドは同行しません。昼食や飲み物代、施設への入場料は含

まれていません。集合時間、場所を必ず控えておいてください。お時間を過ぎてお戻りのお
客様を待つことはできませんのでご注意ください。乗車時間は片道約 1 時間で、2 つのリゾ
ートの滞在時間はそれぞれ約 2時間です。プエルト・モーガンへのドライブは曲がりくねっ
た道路の走行が含まれますので、めまい症の方には適しません。 
どれだけ歩くはお客様の判断です。バスの乗降には数段の階段があります。日曜。祭日は商
店は閉店となります。 プエルト・モーガンでは金曜日には市が開かれます。そのためバス
の駐車が制限されますので、通常よりは町の中心までの歩行が長くなります。買物にはユー
ロをご利用ください。水泳をご希望の方は、水着、タオル及び日焼け止めをご持参ください。
水泳の前の飲酒はお控下さい。地元業者が各種ウォーター・スポーツの販売を行っています。
これらの業者とキュナード社とは一切提携を結んでいない事をご承知おきください。 

 

 

島内探検ツアー（昼食付き）                                       
ISLAND DISCOVERY                                        
ツアー番号：LPS027 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所 要時間：約８時間 
 
ツアーは主都のラス・パルマスから始まり、市内の旧植民地域ヴェグエタを通ってコロンブス博物館へ。
興味深い博物館見学のあと丘陵に向かって走行し、バンダマ噴火口へ。ここからは天候が良ければ壮大
な景観を一巡することができ、スペイン最古のゴルフコースも見えます。 
続いて、カーサ・デ・ビーノへ向かい、ご希望のお客様はお飲み物を購入したり、小さな博物館を訪れ
たりもできます。昼食を楽しむ前に、グラン・カナリア島の最高地点１８００ｍの村テジェダで素晴ら
しい景色を眺めます。その後、エル・レフジオ・レストランで昼食をお楽しみいただきます。 
昼食の後は海岸へと下山です。帰途、テロール村で島の守護聖人「聖母パイン」のある大聖堂に寄り 
ます。ここから、堂々とした黒い大聖堂のあるアルーカスの“バナナタウン”へ。ツアー観光の締めく 
くりは世界中の熱帯や亜熱帯地方の花や植物や木がある熱帯のパラダイス「公爵夫人の庭園」見物です。 
この終日ツアーで島の名所を観光する傍ら、地域の文化も把握することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。ほぼ平坦な道を約４５分歩きます。日曜日のテ

ロールは混雑が予想されツアー時間が長引く場合があります。マルケサス庭園入り口付近には
２２段の階段がありまた内部にも幾つかの階段があります。テロールは砂利道と舗装路があり
ます。歩きやすい靴にてご参加ください。 
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グラン・カナリア ハイライトツアー                                       
HIGHLIGHTS OF GRNAD CANARIA                                         
ツアー番号：LPS029 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
バスにゆったりと座り、グラン・カナリアの必見観光地、バンダマ・センターへ。展望台から北東部の
海岸と西部の山脈を眺めます。 
続いては洗い出した白壁の家々と地元特有のバルコニーが可愛らしい村テロールへ。ガイドと共に 
「聖母パイン」を祭る大聖堂へ。羊飼いたちが聖母マリアの幻影をみてからグラン・カナリアで最も 
重要な教会の１つとなっています。 
テロールの村にてアルーカスに向かう前に自由時間を取りますので地元の手工芸品店などを覗いて気 
ままにお過ごしください。 
鮮やかな白い家々と堂々たる小塔の教会がある歴史的な町アルーカスは傑作建築の町です。 
マルキーズ庭園を訪れなくしてこの町に来た意味はありません。カナリアとトロピカルな植物で埋め尽 
くされたロマンチックな庭を歩き、島の特産であるバナナリキュールを試します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。曲がりくねった道をドライブしますので、めま

い症の方には適しません。テロールとアルーカスは石畳でデコボコしています。道路は砂利道
と舗装路があります。歩きやすい靴にてご参加ください。日曜日のテロールは混雑が予想され
ツアー時間が長引く場合があります。マルケサス庭園入り口付近には２２段の階段がありまた
内部にも幾つかの階段があります。地面は砂利道と舗装路があります。テロールの大聖堂は予
告なしに閉じている事があります。教会内では肩や膝を覆った適切な服装をしてください。歩
きやすい靴にてご参加ください。 

     

 
トレイル・ハイキング＆ワイン                                       
WALKING TRAILS & WINE                                        
ツアー番号：LPS030 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄７２～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
バスに乗りゆったりと景色のよいドライブをお楽しみください。カルデーラ・デ・バンドーマに向かう
途中いくつかのワイン工場を通過します。 
知識豊富なガイドと共に、クレーターの中心に向かい松の木、オレンジ、イチジクの木の生い茂るトレ 
イルを歩きます。ユーカリの香り嗅ぎながら、放棄された農家や、段々畑の 輪郭 などこの地区ならで
は 

ユニークな光景を目にするでしょう。 
17 世紀 に、世界の中で唯一クレーターの中に住むとされたオランダの起業家によってここにブドウの

木 
が植えられました。軽食でお腹を満たした後、バンドーマの頂上まで登り素晴らしい北部と東部沿岸の 
景色を眺めます。 
ハイキング終了後はワイナリーに向かいワインのティスティングが待っています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。デコボコな砂利道と階段を含む道を約１時間半

歩きます。平らで歩きやすいウォーキングシューズと重ね着できるものをご用意ください。 
飲料水と日焼け止めもお勧めします。ツアーは天候状況に左右され、急にツアー取り消しにな
る場合もあります。 

 

 
四輪駆動車でのアドベンチャー                                                  
４Ｘ４ ADVENTURE                   
ツアー番号：LPS031 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６５～（６～１２歳） 
所 要時間：約７時間半 
 
屋根なしの４輪駆動車に乗り可愛らしい漁村、アルグイネグイまで南岸を縦走します。内陸部に入る前
にトロピカルフルーツの生い茂る緑深い渓谷を抜けます。見逃してはならない景色はラスニーナス・ダ
ムの自然が創り出す美しい景色です。 
ドライブを続け、松林と山村へ、千本ヤシの谷と呼ばれる地へとたどり着きます。ラクダ公園にてカナ
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リア地元の昼食をお楽しみいただきます。昼食後はラクダに乗る機会も用意しています。 
リフレッシュして、ラス・パルマスに戻る前に立ち寄る最後の写真スポットは有名なマスパトマス砂漠
です。国立公園であり太陽礼拝者に人気の場所です。 
 
ご案内：このツアーは四輪駆動車と徒歩にて行われます。ルートはオフロードと通常道路の両方が入り

ます。妊娠している方や６歳未満のお子様はご参加いただけません。お体の具合の良くない方
やけがをしている方はデコボコ道を走りますのでお勧めしません。また、めまい症の方にも向
かないツアーです。ジープに乗る際には高いステップがあり、８人乗りで内側に向かったベン
チタイプのシートです。屋根や扉がないオープンタイプとなります。 

 
 

パドルボード                                                  
PADDLE BOARDING                  
ツアー番号：LPS032 
ツアー料金：大人＄５５～  
所 要時間：約４時間 
 
船から徒歩にて短時間、ガイドと共にラス・カンテラスのビーチへ。サーフボードに乗り２時間のパド
ルボードのレッスンを受けます。パドルボードの上に立つことはサーフィンをするより簡単です。 
健康的で仲間と一緒にできるスポーツです。全くの初心者であれ若干の経験者であれこのレッスンは基
本またはパドル技術を更に上達させるものです。 
海から戻ったら自由時間です。日焼けをするもよし、もしくはプロムナードにある数多いカフェの１つ
で人間ウォチングをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。船からビーチまでは片道約１５分です。ツアー最後にビー

チに残る方はご自身にて船にお戻りください。参加のお客様は体調が整い、泳ぎが得意な必要
があります。参加者は１６歳以上に限ります。 

 

 
 

 
               

 
 

  
テネリフェ島  
TENERIFE 
 

 

北部パノラマ観光                                 
NORTHERN PANORAMA                  
ツアー番号：TCI003 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～ （３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
漁村アンドレスを経てアナガの山へと走行します。途中でドラセナ（リュウケツジュ）などカナリーの 
素晴らしい植物群や手入れの行き届いた段々畑などを車窓よりご覧ください。エル・バイラデロ展望台 
で見事な景色の写真撮影をどうぞ。 
タガナナ村で、白い家々の光景と青い空ときらめく海の水平線の彼方に荒涼とした火山を眺望します。 
ご希望の方はガイドと一緒に坂道を歩き「雪の聖母」が祀られている簡素な教会をご見学ください（日
曜日を除く）タガナナのレストランで地元のワインとチーズをお楽しみいただきます。 

ピコ・デル・イングレス展望台で小休止、島の北と南の心に残る印象的な美しい景色をご覧いただきま
す（天候によります） 
 
ご案内：タガナナで数段の階段と石畳の路を歩く以外は車内からの観光で、歩行はご希望の方に限られ

ます。急カーブのある道路を走行しますので、めまい症のある方には不向きです 
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プエルト･デ･ラ･クルスとオロタヴァ渓谷                          
PUERTO DE LA CRUZ AND OROTAVA VALLEY                                                              
ツアー番号：TCI032 
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２６ （３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
バスに乗りリラックスしてラ・ラグーナの大学町、島の初めての首都でもあったタコロンテの町を走り 
抜けます。沿岸部の道路を走りフンボルト展望台へと向かいます。写真撮影の小休止をしますのでバナ 
ナ農園の続く美しい緑の景観をお楽しみください。ラ・オロタヴァではガイドの案内の元、細い道を散 
策しましょう。この魅力的な小さな町の雰囲気を楽しみ満喫し、過ぎ去った時代の素晴らしい文化に敬 
意を払いましょう。17世紀の伝統的なスペイン住宅ロスブランコネスの家を訪れ、もっとも良い出来 
とされる手造りの木製のバルコニーをご覧ください。 
賑やかな休暇の町プエルト・デ・ラ・クルスに向かいちょっと違った時間をお楽しみいただきましょう。 
木々が並ぶ大通り、大きな近代的なホテル、多くのお店、過っては静かな漁村であったこの地も今で 
はこの島の北部最大の観光の中心地としてにぎわっています。自由時間をお取しますので、ショッピン 
グ、遊歩道の散策もしくは冷たいお飲み物を味わいながら行きすぎる人々を眺めましょう。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。徒歩にて約 1時間歩き、途中いくつかの坂道や階段 
があります。歩き易く滑りにくい靴をお勧めします。 

                                             
 

テイデ国立公園                                

MOUNT TEIDE NATIONAL PARK                  

ツアー番号：TCI035 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２６～ （３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
風光明媚なアグイレ渓谷に位置する旧植民地の首都ラ・ラグーナへのドライブからツアーは始まります。
ラ・ラグーナから山間部にルートをとり、エスペランサの松林と小高い丘を抜けテイデ国立公園へ向か
います。公園内部に入る前にエル・ポルティーロ・レストランにて小休止を取りますのでお飲み物で休
憩をお取りください。１９５４年に国立公園に認定されたカニャダス・デル・テイデ国立公園は１９０
９年以降休止状態にある周囲約４８キロメートルの巨大な噴火口含む公園です。噴火口から聳え立つの
が３７１８メートルのテイデ山です。スペイン領土内の最高峰です。堂々とした山頂と良く西部劇映画
のセットの様と言われる火口周囲の乾燥した景色を目に収めてください。 
帰路の前にロクエ・デ・ガルシアで自由時間をお取します。船に戻る途中、息を飲むような景色を眺 
め、写真に収めるための小休止を数回お取りいたします。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。テイデ国立公園までは片道約１時間半のドライブで

す。ツアー中海抜約２１００メートルの山道を登ります。暖かい服装ご準備ください。国立公
園内では石や植物を持ち去る事は禁止されています。テイデ山のケーブルカー乗車はツアーに
含まれません。徒歩にて平らな砂利道と舗装路を歩きます、履きやすい底の平らなウォーキン
グシューズをお勧めします。 

                                             
 

ママス＆パパス                       
MAMAS AND TAPAS                                                       
ツアー番号：TCI033 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄９９ （３～１２歳） 
所 要時間：約６時間 
 
小さな１６世紀の町エル・サウサルを訪れカナリア諸島の人々の文化と生活スタイルに浸かりましょう。 
途中ミラドール・ガラノナで小休止します。海岸沿いの美しい景色を写真に収めるためカメラをご準備
ください。エル・サウサル中心部に到着後、ガイドと共に町を散策しスペイン以前の時代にできたこの
町のハイライトを発見しましょう。１６世紀の植民地風建物、エル・サウサルの侯爵の家でお茶とビス
ケットをご用意しています。付近にあるゴフィオ製粉所で古い伝統的な粉ひき方法を見学し、製粉所自
家製のワインと地元の味覚をお試しください。 
昼食は地元のお母さんが皆様をご自宅にご招待します。カナリア諸島特産の白チーズの前菜、秘密の調
理方法で料理したタラ、そして有名なカナリア諸島のジャガイモ料理パパス・アルガダスなど自家製の
料理をお楽しみください。歓待を受けた後はお別れをしておいしい食事と特別な思い出を胸にサンタ・
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クルスへ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーには階段と坂道を含む道を約１時間の徒歩に

て歩きます。教会に入る際は膝と肩を隠した謹みある服装にてご参加ください。 
 

                                             
 

テイデ山ケーブルカー                                             

MOUNT TEIDE CABLE CAR                                                   

ツアー番号：TCI036 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄５９～ （３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 

テイデ山はカニャダス・デル・テイデ国立公園に位置しスペイン領土内最高峰の山です。山頂やその周
辺の感動的な景色をご覧ください。ケーブルカーにて頂上に登り、国立公園を海抜３５５０メートルの
位置からとらえてください。サンタ・クルスを出てエスペランサの松林を向け国立公園へ向かいます。
ケーブルカー乗り場は海抜２１００メートルに位置しています。ケーブルカーに乗る前に小休止を取り
ますので景色をお楽しみください。ケーブルカーは第２駅で下車します。展望台から息を飲むような壮
大な景色を堪能してください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。山頂部は気温が低いこともありますので暖かい服装

ご準備ください。１０月から４月にかけて頂上部は凍るような寒さになる事もあります。 
ツアー中海抜約２１００メートルの山道を登り、ケーブルカーでは海抜３５５０メートルまで
登ります。心臓疾患または過去に心臓手術を受けた方、妊婦、ぜんそくを含む呼吸器官に問題
のある方、１歳以下のお子様にはこのツアーはお勧めいたしません。履きなれた底の平らなウ
ォーキングシューズをお勧めします。 
このツアーは天候状況により予期せず中止となる場合があります。ケーブルカー乗り場は人気
の為に列ができている場合があります。 

 
                                             
 

渓谷の庭園                                            
GARDENS OF THE VALLEY                                                       
ツアー番号：TCI019 
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２８～ （３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
プエルト・デ・ラ・クルスに向けてモーターウェイを走行して最初のハイライトは巧みに設計された植
物庭園です。１７８８年にスペインのカルロス３世の命令を受けて作られた植物園の目的は新世界を征
服した探険隊が持ち帰った植物や樹木、草花などがスペインの土壌に馴染むような場所を設けることで
した。庭園の植物の多くは元の生育地から採取した原種で、中央にある大木は南米のイチジク。巨大な
枝と根が奇妙なツリーハウスのようです。リスコ・ベロ庭園は独特な庭園スタイルで植物庭園とは対照
的な所です。庭好きの方には魅力的な滝や、地域の花の色彩豊かなテラスをお楽しみいただけることで
しょう。最後に、前者に勝るとも劣らぬシティオ・リットレのラン園を訪れます。この園にはアガサ・
クリスティ、アレクサンダー・フォン・フンボルト、ミリアンヌ・ノースなどが訪れていて、プエルト・
デ・ラ・クルスの歴史の一部を担っています。注目すべきはカナリア諸島最大のラン蒐集、プエルト・
デ・ラ・クルスで最古のリュウケツジュ、そして盆栽の展示です。ラン園で地元のワインが振舞われま
す。土産品のショッピング時間も少しあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。殆ど平坦で舗装された路を約４５分歩きますが、ラ

ン園とリスコ・ベロには坂道があります。 
                                             
 

プエルト・デ・ラ・クルス自由観光                                           

PUERTO DE LA CRUZ ON YOUR OWN                                                    

ツアー番号：TCI011 
ツアー料金：大人＄３６～ 子供＄１７～ （３～１２歳） 
所 要時間：約４時間半 
 
北にある魅力的な雰囲気で人気の高いプエルト・デラ・クルスまでドライブします。プレルト・デラ・
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クルスで時間を過ごすことを選んでも、決して後悔することはありません。最初は、町の古い植民地時
代の面影が残る地域を探索しましょう。そこには、美しい建物と特色のあるカナリア様式のバルコニー
がそのまま残っている多くの家々があります。 日陰のある場所でコーヒーを飲みながら休息した後、
狭い曲がりくねった路地を探索しましょう。プエルト・デ・ラ・クルスには素晴らしい遊歩道があり、
ぶらぶら歩きや沢山あるお土産屋を覗いたりすることが出来ます。町のはずれにある植物園を探索する
事もできます ここでは５大陸から集められた植物や樹木を見ることが出来ます。  
プエルト・デラ・クルスには沢山の魅力的な場所があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ガイドは同行いたしません。又昼食も飲物も含まれ

ていません。現地通貨をご持参ください。プエルト・デ・ラ・クルスへの送迎には片道３０～
４０分を要します。バスの中で観光地図を配布します。帰りのバスの集合場所と時間はお間違
えの無い様にお願いいたします。遅れた方のためにバスを押さえお待ちすることはできません。 

                                             
 

ロロ・パーク                                 
LORO PARQUE                  
ツアー番号：TCI007 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３０～ （３～１２歳） 
所 要時間：約７時間 
 
年齢に関係なくロロ・パークには興味をそそられるでしょう。世界で最も数多くのオオムに出会え、そ
してもっと多くのものにも出会えるでしょう。特徴ある鳴き声のアシカは人気の的です。世界でも有名
なオオムのショーではオウムやインコが生まれながらの才能と技能を披露します。そして世界最大のペ
ンギン水族館では南極気候を再現し涼むこともできるパーク内最大の人気スポットとなっています。ア
ンダーウォーターワールドでは海の底にいるようなぞっとした気分も味わえます。シャチやイルカのシ
ョーもお見逃しなく。これらはこのパークのハイライトの一部に過ぎません。 
ツアーに昼食は含まれていません。園内には各種レストランやスナック販売店が備わっています。 
 
ご案内：このツアーにガイドは付いていません。パークへの移動と入場料のみが含まれています。歩き

やすいウォーキングシューズと日焼け止めをお勧めします。パーク内の催し物はスケジュール
が決まっていますので開始時刻をご確認なさることをお勧めします。 

 
 

 
 

 
               

 
 

  
ラ・パルマ島 
LA PALMA 
 

 

ラ・パルマゆっくり観光                                    
LEISURELY LA PALMA                                        
ツアー番号：LPA018 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
バスに乗り景観ドライブを楽しみながら、島の西方向、アリダネ渓谷の上部地域へと向かいます。この
地域は島の最高地点であり、又魅力的なエル・パソの町の中心です。到着後、小休止をして町の周りを
楽しみましょう。エル・パソを離れ短時間のドライブでラ・グロリエタ広場へ。マンリケ王の弟子であ
ったこともある地元の作家ルイス・モレラによる作品を見る事ができます。ランザローテで見る事の出
来るマンリケのデザインを思い起す独特でカラフルなモザイク画の床を眺め、写真に収めます。 
その後、ラ・パルマの南端へと向かい、フェンカリエンテの地元レストランでお茶、コーヒー又はソフ
トドリンクを頂きながら休憩を取った後、港へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアー中ほとんど歩くことはありませんが、バスの

乗り降りに階段があります。ドライブ中はヘヤピンカーブが幾つかあり、めまい症の方にはお
勧めできません。 
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トローリー列車と徒歩で廻るサンタ・クルス                                    
SANTA CRUZ TROLLEY TRAIN & WALK                                        
ツアー番号：LPA010 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間１５分 
 
トローリー列車に乗り町の景観ツアーへ。サンタ・クルス・デ・ラ・パルマの主要通りアヴェニーダ・ 
マリティマを走行します。ヘッドセットを使ったガイドの興味ある案内で雑踏と活気のあるこの小さな 
首都の姿があらわれます。コロンブスのサンタ・マリア号の複製バルコ・デ・ラ・ベルヘンが置かれて 
いる場所から市内の徒歩ツアーが始まります。アラメダ広場やサン・フランシスコ広場、プラセータ・ 
ボレロなどの広場や通りを歩きます。ルネッサンス式の魅力的な２階建ての市庁舎、１７世紀の教会イ 
グレシア・デル・サルバド―ルを眺め賞賛しましょう。サンタ・クルスの中心地では伝統的なタパス・ 
バーを訪れ地元のタパス料理とワイン、ビール、ソフトドリンクで休憩をします。 
 
ご案内：このツアーはトローリー列車と徒歩にて行われます。ツアー中ガイドの案内の元、徒歩にて石

畳とデコボコ道を約１時間半歩きます。楽な服装で、底が平らなウォーキングシューズをお履
きください。 

                                             

バギーに乗ってパルマを冒険                                    
LA PALMA BUGGY ADVENTURE                                        
ツアー番号：LPA017 
ツアー料金：大人＄２１３～   お子様はご参加いただけません 
所 要時間：約２時間半 
 
バキーが待っているエル・リャニトの村迄景観ドライブを楽しみます。簡単な安全と走行についてのオ
リエンテーション説明を受けた後、ヘルメットを被り、自分で運転するバギーに乗車します。  
メインロードを通り、マゾへと出発します。上部山道に着くとオフロード経験が始まります。先導バギ
ーに従って走り、ブレナ・アルタとブレナ・バハ地方の岩の多い、起伏の激しい地域や、クンブレ・ヌ
エボの地質学的地域を縦走します。豊かな植物や豊富な種類の花々の間を抜けて走るスリルをお楽しみ
ください。アリダネ渓谷を横切る際には素晴らしい景観をお楽しみになると同時にラ・パルマを取り囲
む周囲の美しさを堪能することになるでしょう。バギー体験の後は、ミニバスで埠頭へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバス、バギー、徒歩によって行われます。定員数が限られているため早めの

ご予約をお勧めします。このツアーはバギー１台単位でのお申込みとなり人数は２名でお互い
に譲りあい運転を行ってください。運転者の最低年齢は１８歳で、有効な運転免許書の提示が
必要です。同乗者の最低年齢は８歳です。ヘルメットが用意されていますので必ず着用してく
ださい。重量制限があり、最大９８・２５キロとなります。怪我をしていたり、デコボコ路の
走行が身体に影響するような状態の方にはお勧めできません。参加者はフルサイズのズボンを
着用してください。着ている物が汚れたり、破れたりすることもあります。履きやすい、底の
平らな靴をお勧めします。足の先が見えるような靴の着用はお控ください。日焼け止め、サン
グラス及び飲料ボトルをご持参ください。走行中はトイレがありません。バギーの引き渡し場
所にのみトイレが設置されています。 

                                             

火山とワイン  
VOLCANOES & WINE  
ツアー番号: LPA005 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～ （３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
葡萄園、松の木々や小さな村を過ぎ、流れる溶岩の小川を通り、火山が圧倒する南部の奥地へと走行し
ます。有名なワイン製造地域フェンカリエンテに到着、サン・アントニオ火山を訪れます。ここでクレ
ーターの縁を歩いたり、ビジターセンターの周辺をご散策ください。典型的なワイン店を訪れ、地元産
の赤と白のワインを試飲します。試飲したワインを購入することもできます。 
短期間のドライブでマソのエル・モリーノ陶器センターへ。古い風車の中にあるベナオリータの人たち
の独特な陶器は現在でも大事に複製されています。大切なお土産をお買い求めになれる土産品店もあり
ます。 
 
ご案内：火山の近くの道はデコボコや砂利道で狭く、また、坂道もあります。道には手すりや仕切りが

ありませんのでガイドの指示に従い、路の端側には近付かないでください。エル・モリーノ陶
器工房には急な坂と階段があります。暖かい服装をしてウォーキングシューズをお履きくださ
い。このツアーはめまい症の方には適していません。火山周辺での歩行はご随意です。 
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マデイラ島 
MADEIRA 
 

 
ケーブルカーとトボガン滑降                                     
CABLE CAR & TOBOGGAN                                                           
ツアー番号：FNC011 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３５～（４～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
以前は、アプト式小型歯車の鉄道で乗客をフンシャルから丘陵まで乗せ、海岸までの帰途にはトボガン
を使用しました。鉄道は１９３９年に廃止されましたが、オーストリアの企業が数多くの豪奢な家屋と
庭園で知られるモンテまでの交通機関としてケーブルカーを建設しました。フンシャルの駅は旧市内に
在り、フンシャルからモンテまでの所要時間は１５分です（ケーブルカーの乗り降りはスキーリフトと
同じしくみで、乗車時でも速度が少し落ちるだけで停止はしません）。 
昔ながらの柳で編んだ籠ソリに乗ってスリル満点のトボガン滑降を１０分間お楽しみください。運転係
員がトボガンと一緒に走り、押したり、舵を取ったり、ゴム底付きの長靴でブレーキを掛けたりします。 
その後はバスで花に覆われた展望台のピコ・ドス・バルセロスまで走行し、島の東部の素晴らしい景色
を鑑賞します。 
フンシャルに戻り、山小屋風ワイン醸造所に寄ります。辛口のセルシアルから甘いマルムジーに到るま
で様々な種類のマデイラワインをお試しください。 
 
ご案内： ツアーはバス、ケーブルカー、トボガンで行われます。3歳以下のお子様はトボガン乗車の制

限によりこのツアーには参加できません。トボガンは観光客の人気の的ですので、行列が予
想されます。運動に向いた服装と靴をお履きください。 
トボガンに乗車後は運転係員の指示に従ってください。トボガンは３人乗り（大人２人と子
供１人）です。 

                                             
 

ジープで冒険                                                  

JEEP ADVENTURE                   

ツアー番号：FNC024 
ツアー料金：大人＄８８～ 
所 要時間：約４時間 
 
美しい景色を眺めながら小川を越え、渓谷に沿って曲がりくねった山道を走行。島固有の植物ラウリシ
ルヴァを観察する良い機会です。 
オフロードを走行する冒険のスリルを味わい、島の壮麗な景色を眺めながらガイドの興味深い説明に耳
を傾けてください。ツアーの途中、軽い飲み物で休憩を取ります。 

 
ご案内：走行の行程は現地の状況によって決めます。このツアーはバウンドの多い山道を走行しますの

で、怪我をしていたり健康上に問題のある方にはお勧めできません。妊娠中の方や１３才以下
のお子様は参加できません。各ジープはシートベルト付きですので、ベルト着用を必ずお願い
します。楽な服装でご参加ください。また、山の上は涼しいこともありますのでセーターか暖
かいジャケットをご持参ください。 

 
                                             
 

ハイスピードボート RIB で鯨とイルカ・ウォッチング  
DISCOVER WHALES ＆ DOLPHINS WATCHING BY RIB  
ツアー番号：FNC031 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄６５～（８～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
マデイラ諸島をとり巻く大西洋は海洋生物のスポットです。20種類以上の生物（クジラ、イルカ等）が
観測されています。 
バスにて短時間の走行でフンシャルの海へ。簡単な説明を受け、ハイスピードボートＲＩＢに乗船しス
リルある海のアドベンチャーに出発です。海洋生物専門家がマデイラの海にやって来る海洋生物に関し
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皆様のご質問にお答えします。 
目を凝らしてコビレゴンドウクジラ、バンドウイルカ、大西洋斑点イルカ、真イルカ探しに専念しまし
ょう。そのアクロバット的な動きに驚かされることでしょう。運が良ければマデイラの海を時々訪れる
ハナゴンドウ、アカボウクジラ、シャチを見るチャンスがあるかもしれません。 
見逃すことのできない経験です。 
 
ご案内：このツアーはバスとハイスピードボートＲＩＢで行われます。8 歳未満のお子様と腰、首に問

題のある方、妊婦のお客様はご参加されませんように。クジラとイルカの観測は確約するもの
ではありません。ＲＩＢボートには室内部分はありません。ライフジャケントが提供されます
ので必ず着用してください。走行中は揺れがあったり、速度が速い場合があります。 
ゴム底靴の着用をお勧めします。悪天候の場合、ツアーは取りやめになる事があります。 
ツアーお申込み前に、表紙に記載されている重要なご案内を必ずご一読ください。 
 

                                             
 

サン・ビンセントの洞窟群 

THE CAVES SAO VINCENT                    

ツアー番号：FNC037 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
バスにてマデイラの南西沿岸部へ景観ドライブ。緑深い渓谷内の人里離れた可愛らしいセラ・デ・アク

アの村に到着する前に、地元の伝統的なバーに立ち寄り、ハチミツとラムから作られている「ポンチャ」

という地元のお酒をお楽しみください。 
続いてサン・ビンセントの洞窟と火山センターを訪れ地球の内部を探索します。洞窟群は 40 万年以上
前の火山爆発の際形成された溶岩泡から形成されています。ケーキ型の溶岩や、不安定な形の火山鍾乳
石を鑑賞しましょう。鍾乳洞の終点地点には火山センターがあり 5百万年近く前のマデイラの形成に関
する３Ｄフィルムをご覧いただけます。 
フンシャルに戻る前に自由時間をお取りします。サン・ビンセントの息を飲むような美しい景色や自然
をご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩のツアーとなります。地下は寒くなることがございますので、軽いジ

ャケットをご持参いただくことをお勧めいたします。洞窟は滑りやすくなっているので十分に
お気をつけ下さい。約１時間凸凹の道を歩きます。 

                                             
 

マデイラのトゥクシで廻るエコツアー                                       
ECO CITY TOUR, TUKXI MADEIRA 
ツアー番号：FNC039 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄６５～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間 
 
イタリア発祥のトゥクシは１９５０年代に流行った『甘い生活』でのライフスタイルの３輪車の現代版
小さいカートです。今ではこの車はヨーロッパのほか他の地にも広がり、この移動手段は、真なる甘い
生活を再度作り出しています―良い生活、多くの楽しみ、きままさをです。 
ガイドの案内の元ゆったりと腰掛けハーバーフロントまでの素晴らしい景観、一方に海をそしてもう一
方に広がる緑に点在する家々の景色をご覧ください。 
旧市内に到着し美しく改修された家や地元レストランが立ち並ぶ細い道を走ります。市の商業的中心地
区にある忙しく車幅の広い道路、アベニダ・アリガとの違いを感じてください。道路端では伝統的なカ
ラフルな衣服をまとった美しい女性を探してください。この島のシンボルである有名な「パラダイスの
鳥」を売っています。町の中心にはムニチピオ公園が広がり市庁舎も位置しています。 
大きな車では見つけ出せない町の秘密の場所を見つけ出し、ソコロの展望台ではそびえ立つ崖やサンタ
カタリーナ公園を眺め、その下に素晴らしい港の景色が広がります。 
観光の後は自由時間をお取りしていますので、フンシャルを満喫してください。 
 
ご案内：このツアーはトゥクシ１台ごとの販売です。大人１名のチケットを予約した場合、３名様迄乗

車可能です。 
                                             
 

 



 
 

15 

ファーマーズマーケットと植物園                                       

FARMAER’S MARCKET AND BOTANICAL GARDENS 

ツアー番号：FNC041 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２３～（３～１２歳） 
所 要時間：約 4時間 
 
フンシャルのもっとも美しく歴史的な見どころの景観の中をドライブします。途中、忙しい街中を抜け、
自治広場、市庁舎、サンロレンツィオ城、サンタカタリーナ公園を眺めながら写真撮影の為にカラフル
な街並みを一望できる展望台に向かい走ります。 
地元の人々の生活の中心であるラブラドレス市場、ファーマーズマーケットでガイドの案内の元エキゾ
ティックな香りを追うと、小店にトロピカルフルーツ、野菜、香り豊かな花が売られています。いくつ
かの地元の産物を試食しましょう。釣れたてのお魚もチェックしましょう。季節により新鮮なマグロや
黒太刀魚を見る事もあります。カメラをお持ちになる事をお忘れなく。販売員の着ている色鮮やかな伝
統の衣装や壁のタイルがこの地域を描き出しています。 
次は美しい植物園の時間です。以前はリード家の個人的な住居でした。園内には世界各地から集められ

た豊富な植物や花が植えられ、小道に沿って風そよぐテラス、ハーブ園、温室を廻り多くの希少植物や

地元の植物を見る事ができます。植物園を出る前にフンシャルを見下ろす素晴らし景色を満喫する時間

を取る事をお忘れなく。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。植物園ではガイドの元園内を歩くか、自由行動にす

るかをお選びいただきます。植物にはポルトガル語とラテン語の名札がついています。ツアー
中は階段と坂があります。植物園の滞在時間は約 1 時間です。 

                                             
 
のんびり廻るマデイラの風景                                          
LEISURELY SCENES OF MADEIRA                                           
ツアー番号：FNC042 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
贅沢な景観を楽しむツアーは起伏の多い西海岸へのドライブで始まり、途中、ウインストン・チャーチ
ル卿が絵に画いた美しい漁村、カマラ・デ・ロボスを通ります。 
ユーカリの森を抜け、カボ・ジラオに到着します。見事な展望台で、世界で 2番目に高い海岸からそそ
り立つ絶壁をご覧いただけます。ここからは山の斜面を切り崩し台地にした様子も眺めることができま
す。 
ピコ・ドス・バルセロスでこの島の本来の美しさがわかります。フンシャルを遠くに望み、緑の丘陵に
散らばる周辺の村の景色をご覧ください。フンシャルの素晴らしい景色と南部沿岸を楽しんだ後は曲が
りくねった道をエイラ・ド・セラードに向かいます。短い登り坂でピコ・デ・セラード展望台に着き写
真撮影の小休憩を取ります。マデイラ島の最高峰や１６世紀にサンタクラーラの修道女が海賊の攻撃に
から逃れる為に住んだとされる人里離れた村キュラ・デス・フレーラスを眼下に見る事ができます。 
エイラ・ド・セラードの代表的なホテルの１つで休憩を取り、リラックスして自家製ケーキと共にお茶、
コーヒーまたはマデイラワインをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。展望台にはでこぼこ道や階段がありますが景色はバスの中
からでもご覧いただけます。ドライブの途中、急坂野のヘアピンカーブがありますのでめまいを持病に
持つ方には影響が出る恐れがあります。 
                                           
 

レイズ･パレスでお茶を楽しむ                                       
TEA AT REID’S 
ツアー番号：FNC002 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間半 
 
レイズ・ホテルへ向かう途中ピコ・ドス・バルセロス展望台に立ち寄りフンシャルの素晴らしい景色を
お楽しみいただきます。前世紀に建てられたレイズ・パレスはマデイラの歴史の中で重要な位置を占め
ています。フンシャルの郊外の湾を見下ろす断崖の岬の上に広がる４万平米の緑豊かな亜熱帯庭園の中
に建てられたホテルで、庭園には垂れ下がった葡萄の葉や蔓がジェラニュームやハイビスカス、サルビ
アと競い合って咲き茂っています。お茶の前にホテルの庭園を散歩して寛ぎ、独特の雰囲気をお楽しみ
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いただきます。メニューには紅茶とスコーン、ケーキが含まれます。 
 
ご案内：ツアーはバスと徒歩にて行われます。展望台の地面は平坦な石畳み敷きになっています。ホテ

ル庭園の通路は凸凹で約２０段の階段があります。レイズ・ホテルでは厳しいドレスコ・コー
ドがありジーンズ、Ｔシャツ、ショーツ、運動靴、及びサンダル姿では参加できません。平ら
なウォーキングシューズをお勧めします。お茶はダイニングルームの個室でサービスされます。 

 
 

 
 

 
               

 
 

  
ラ・コルーニャ 
LA CORUNA 
 

 

ガラスの街観光 
THE CRYSTAL CITY                                                          
ツアー番号：LCG002 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄１９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
ガイドと一緒に徒歩にて可愛らしい礎石と優雅な建物に囲まれるアズカラガ広場を回ります。その他、
町の見所は数多くの野外カフェやレストランが建ち並ぶ大きなマリア・ピタ広場に面する美しい市庁舎
です。マリーナ大通りに並ぶ建物にはガラス窓で覆われたバルコニーが備えられています。これらは強
風を避けるためにつけられたものです。穏やかなサン・カルロス庭園を訪れサー・ジョン・モールのお
墓をご覧ください。古代の石造りのサン・アントン城内には考古学博物館があります。この博物館には
ケルトの宝飾品、ローマ時代の壺、皮製のバイキング船、典型的な１８世紀の台所、家具や宗教遺物が
展示されています。ヨーロッパ最古の灯台で今でも使用されているヘラクレスの塔はローマ時代に建て
られたもので１８世紀に再建されたものです。絶景をカメラに収めましょう。ツアーの最後は街と大西
洋の素晴らしい景色が楽しめる地元のレストランで素晴らスペイン伝統のタパス料理とグラスのワイ
ンをお楽しみください。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、階段や緩やかな坂道、凸凹の石畳道がある約２時間の徒
歩観光が含まれます。 

                                             
 

サンティアゴ・デ・コンポステラ 
SANTIAGO DE COMPOSTELA                                                          
ツアー番号：LCG003 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 
 
壮麗なサンティアゴ大聖堂は、９世紀にこの場所からキリスト 12使徒の１人ヤコブの遺骨が発見され
たと信じられた事から、ヤコブの記念碑として建立されたものです。現在でも毎年世界中から５０万人
以上の巡礼者がこの大聖堂をめざしてやってきます。この巡礼はかっては、キリスト教信者にとってエ
ルサレム、ローマへの巡礼に続く３番目に重要な宗教的巡礼地でした。 
壮大な４ヵ所の広場が大聖堂をとり巻き、ガイドがそれぞれの広場の特徴を説明いたします。特に 
巡礼者がこの都市に到着しての最大の中心点の考えるのがオブラドイロ広場で必見の価値があります。 
１５世紀後期に建てられ巡礼者を受け入れるホステルであった伝統のあるパラドール・オ 
ステル・デ・ラス・レイエス・カトリコスではお飲み物がサービスされます。 
サンティアゴ・デ・コンポステラ到着までには、ガリシアの見所のひとつでもある典型的なガリシア田
園地方の美しい眺望をお楽しみいただきます。 
 

ご案内：このツアーはバスにて行われます。かなり長時間（約２時間）徒歩での移動時間が含まれます。
道路は凹凸や石畳みが多く大聖堂内部には多くの階段があります。バスを降りてから町のメイ
ンストリートまでは緩やかな坂道になっています。お飲み物をいただく場所には座席はご用意
していません。大聖堂内部ではガイドの案内はありません。内部では肩や膝を覆った適切な服
装をしてください。ミサが行われている間は聖堂内の見学や写真撮影が許されません。サンテ
ィアゴ・デ・コンポステラまでのドライブは片道約１時間１５分です。 
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のんびり廻るラ・コルーニャ 
LEISURELY LA CORUNA 
ツアー番号：LCG004 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所 要時間：２時間１５分 
 
道中数々の観光名所を生き生きと説明するガイドの案内に耳を傾けながらラ・コルーニャの町に向かい 
ます。車の座席にゆったりともたれながら考古学博物館、サー・ジョン・ムーアのお墓があるサン・カ 
ルロス庭園を見学します。アヴェニーダ・デ・ラ・マリーナを通る時には繊細なガラス細工で飾られた 
珍しいバルコニーがある典型的な１９世紀ガリシア風建築の建物をご鑑賞いただきます。 
この町で最も重要な記念碑的建造物でヨーロッパ最古の現役灯台であるヘラクルスの塔では写真撮影 
の時間をおとりします。オリジナルの灯台は紀元２世紀に建造されたもので１９世紀に入ってから現在 
の形に再建されました。 
その後はドムス＝人間科学博物館や、オルサン、リアソールといった素晴らしいビーチ、ミレニアム記 
念碑などを車窓から見学、市の中心街を抜けていきます。 
ツアーの途中に大西洋が一望できる地元レストランにて沢山の種類がある伝統的なスペインのタパス 
やワインなどを味わっていただく機会をもうけています。 
 

ご案内：このツアーはバスにて行われます。歩行は最低限に留めています。 
                                             
 

旧市街ウォーキング・ツアー 
WALKING IN THE OLD CITY 
ツアー番号：LCG005 
ツアー料金：大人＄３３～ 子供＄１６～（３～１２歳） 
所 要時間：１時間半 
 
埠頭から出発してのんびり歩きながらアヴェニーダ・モントートとパセオ・デ・ラ・ダダルセナに向か
います。その後サン・カルロス庭園に到着、ここに眠る英国の将軍でナポレオン戦争時代にラ・コリュ
ーナで戦死したサー・ジョン・ムーアに関する説明をガイドから受けます。その後この市で最もロマン
チックな場所と言われるサン・カルロス庭園にある彼のお墓の参拝をします。 
旧市街の散策ではラ・コリューナの守護神である“聖女ロサリオ”に捧げられた礼拝堂のあるサント・
ドミンゴ修道院を見学します。ラ・コリューナで最も高い場所に建つのが１２世紀から１５世紀の間に
建てられたサンタ・マリア・デル・カンポ教会です。ここからはサンティアゴ教会やサンタ・バルバラ、
アズスカラーガ、マリア・ピタ広場などの素晴らしい眺望を楽しむことができます。 
その後マリア・ピタ広場でツアーは解散となりますが、ガイドが近くにあるショッピングの場所やカフ
ェの場所、船までの帰り方などをご案内いたします。 
 

ご案内：このツアーは徒歩での移動のみで、いくつかの階段、傾斜、デコボコ道や石畳みの道路を歩き
ます。 

                                             
 

サンティアゴ・デ・コンポステラ自由観光 

SANTIAGO DE COMPOSTELA ON YOUR OWN                                                          
ツアー番号：LCG006 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間 
 
サンティアゴ・デ・コンポステラに向かう車内では、ゆったりとバスの座席に身体を預けて、通り過ぎ 
る田園地方について地元のガイドが語る説明に耳を傾けてください。 
サンティアゴ・デ・コンポステラはスペインで最も美しい都市のひとつです。古代からヨーロッパの巡 
礼の中心地として世界的に有名なこの場所には印象的なバロック調のファサードを持つロマネスク様 
式の大聖堂がありサンティアゴ・デ・コンポステラの生活の中心になっています。この都市には大聖堂 
の他にも歴史のある古い大學、ロマネスク様式のサンタ・マリア・デル・サール・カレジエイト教会、 
へルミレス宮殿など数え切れない見所があります。 
このツアーは終日参加者自身が自由に計画し、魅力的な都会を最大限に味わえる理想的なものです。３ 
時間の自由時間を思い思いに歩きまわれることができます。 
 
ご案内：埠頭からサンティアゴ・デ・コンポステラまでのバスの移動は片道約１時間１５分を要します。

バスの降車場所からガイドの案内の元、約１５分歩き大聖堂正面の中央広場＝オブラドイロ広
場までご案内します。ガイドから案内される決められた時間には再びオブライドイロ広場まで
集合していただき、そこからバスの駐車場まで歩いていただき、バスでラ・コルーニャまでの
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帰路につきます。バスの中で市内観光用の地図をお渡しします。このツアーは送迎のみです。
観光場所の入場料やお飲み物代などは一切含まれていません。大聖堂の中では肩や膝を覆った
適切な服装をしてください。ミサが行われている間は聖堂内の見学や写真撮影が許されません。
お店のほとんどは日曜休業となっていますのでご注意ください。 

                                             
 
サンティアゴ・デ・コンポステラの巡礼路の体験 
DISCOVER THE WAY OF ST JAMES 
ツアー番号：LCG110 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２７～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間半 
 
景観ドライブを楽しみながら小さなカルサダ村に向かいます。ここからサンティアゴ･デ・コンポステ
ラの巡礼路を歩きます。巡礼路は千年以上も昔からあらゆる信条や背景を持った巡礼者により作られた
もので、中世の時代においてはキリスト教の重要な巡礼路の一つでした。知識溢れるガイドの案内で草
原や農園を通り、帆立貝のシンボルと黄色に書かれた矢印を辿りながら巡礼路を進みます。途中、聖ヤ
コブが埋葬されたと信じられているサンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂を目指し追い越していく巡
礼中の仲間から「ブエン・カミーノ（よき道を）」と掛け声をかけられるでしょう。巡礼路の一部を歩
いた後はバスに戻り、サンチャゴへ向かいます。大聖堂に到着後、重要な巡礼の旅を終えた巡礼者の感
極まる経験をご想像ください。街で約２時間の自由時間を設けますので、荘厳な大聖堂の見学や昼食の
購入などお楽しみください。そしてバスで戻り船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。カルサダ村へは約１時間１５分の移動です。巡礼路を

約１時間３０分歩きます。凸凹道や坂道が含まれます。雨天の場合、道は滑りやすく、ぬかる
んだ地表を歩くことになるので履きなれた靴を着用ください。 

                                             
 

パソ・デ・オカ庭園 

PAZO DE OCA GARDENS                                                          
ツアー番号：LCG111 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２２～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 
 
バスで郊外へ向かい、１５世紀に建てられたガリシアスタイルのマナーハウス、パソ・デ・オカを訪れ
ます。素晴らしい庭園を持つことから“ガルシア地方のベルサイユ喩えられています。 
ガイドと共にのんびりと歩き、美しい石造りの噴水をご覧ください。人口コ湖とエキゾティックな木々
がこの素晴らしい場所に平和の静けさをもたらします。 
その後、短いドライブで聖ヤコブの墓を発見した人物とされるドン・アントニオ・ロペス・フェレリー
オ（１８３７年―１９１０年）の住居であったパソ・デ・ガレゴスへ。コーヒーまたは紅茶で気分をり
フレッシュしましょう。その後ワインヤードを訪れたり、木陰でリラックスしたりと気ままにお過ごし
ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアー中約１時間４５分徒歩にて廻ります。ところ
どころ歩きにくい道やお飲み物を出す休憩地までには階段があります。パソ・デ・オカまでのドライブ
時間は約植物園ではガイドの元園内を歩くか、自由行動にするかをお選びいただきます。植物にはポル
トガル語とラテン語の名札がついています。ツアー中は階段と坂があります。植物園の滞在時間は片道
約 1 時間です。パソ・デ・オカでは庭園の訪問のみとなります。マナーハウス内は訪れません。 
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Shore Excursion Terms and Conditions 
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーション

に参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに

参加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしま

せん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのシ

ョアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを

求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエ

クスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全で

はないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂き

たく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一

読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな

る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/

不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は

お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任

を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さ

い。キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理

店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出

発日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変

更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約された

ショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一

度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなり

ます。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設

けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショア

エクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容

となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上

に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容書に追記

されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された

出発時間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や

特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記

載されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことが

あります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります 

 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めしま

す。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザ

ーにアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発

前に取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを

受け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完

了させてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予

約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせし
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ます。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありま

すのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込

みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）

よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに

全額返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレ

ジットカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエ

クスカーションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツア

ーオフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念な

がら返金できません。全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、シ

ョアエクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由

によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合は

クレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発

後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 

ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝

いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエ

クスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手

配後の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 

交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関

の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバ

スを手配致します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてくだ

さい。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れ

にならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導しま

す。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザー

に電子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベー

トツアーの手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗

り物）バスのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電

子メールにてプライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上

がることができる人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型

バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。

バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれ

るツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアー

がご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋

ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限が

ある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーはお申し込みいただけな

い場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 
情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為

ウェブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合

は出来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、

写された詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 

【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

    その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。

 

         .ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

          ・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

 



 

 

 

 

 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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紅葉のカナダ、ニューイングランド 15 日間 

ショアーエクスカーション案内 
 

 

 
バーハーバー 
BAR HARBOR 
 

 
アカディア国立公園とキャディラック・マウンテン 
ACADIA NATIONAL PARK & CADILLAC MOUNTAIN 
ツアー番号：BHB001 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間半 
 
アカディア国立公園へのドライブでは、ジョーダンポンド・ハウス、サンダー・ホール、オッター・ク
リフなどの景勝地を楽しみながらキャディラック・マウンテンまで約４３キロにおよぶパーク・ルー
プ・ロードを走り抜けます。 
標高４６６メートルのキャディラック・マウンテンの頂上は北米東部海岸の 高地点です。眺望地点よ
り天気が良ければマウント・デザート・アイランドやアカディア国立公園の素晴らしい眺望が楽しめま
す。国立公園内にも山々や島々もあり大西洋の大海原と目が覚める様な自然の眺望が楽しめます。公園
内には小さなギフトショップもありお土産品のショッピングもお楽しみいただけます。 
ツアー中には古風で趣のあるバーハーバーの町も見られ、米国有数の著名人達が建てた可愛らしいビク
トリア風大邸宅が見られます。現在はその殆どが古風な趣の朝食付きのホテルになっています。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。霧や悪天候の場合キャディラック・マウンテンには立

ち寄りません。その場合代わりにビジターセンターか他の場所に立ち寄ります。キャディラッ
ク・マウンテンは強風の場合があるので暖かい服装でご参加ください。一部平らではないとこ
ろがありますが、バスに残ることもできます。天候状況によっては眺望が楽しめない場合があ
ります。ツアーの見学順序は変わる場合があります。 

 

 
アカディア国立公園とザ・ルッキング・グラス 
ACADIA NATIONAL PARK & THE LOOKING GLASS 
ツアー番号：BHB002 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
アカディア国立公園にある約４３キロにおよぶパーク・ループ・ロードの途中、ジョーダン・ポンド・
ハウスやオッター・クリフ、サンダー・ホールなどの見どころを通過します。この広大に広がる自然美
を車内からゆっくりとくつろぎながらお楽しみください。オーシャンドライブを走行中はゴツゴツした
岩場の多い印象的なアカディアの沿岸地帯を見ることが出来ます。 
バーハーバーにある「ザ・ルッキング・グラス」はフレンチマン・ベイの素晴らしい眺めを楽しめるこ
とで有名なレストランです。この素晴らしいレストランはフェアビューにあり、１９世紀末から２０世
紀の初めに活躍した有名な推理小説家メアリ・ロバーツ・ラインハートの大邸宅です。ここで小休憩。
メイン州で特産ブルーベリーパイを紅茶やコーヒーと一緒にお楽しみください。 
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ご案内：このツアーはバスでの観光となります。駐車が可能であれば国立公園内で撮影ストップを設け
ます。天候状態により眺望いただけない場合があります。訪問順序が変わる場合があります。 

 

 
アカディア国立公園とロブスターベイク（昼食付き） 
ACADIA NATIONAL PARK & LOBSTER BAKE 
ツアー番号：BHB004 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄６３～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 

 
アカディア国立公園へのドライブではハルズ・コーヴからキャディラック・マウンテンまで約４３キロ
におよぶパーク・ループ・ロードの道中で有名な景観地を楽しむことができます。途中ジョーダン・ポ
ンド・ハウスやオッター・クリフ、サンダー・ホールを通ります。オーシャンドライブを走行中はゴツ
ゴツした岩場の多い印象的なアカディアの沿岸地帯を見ることが出来ます。 
その後、バーハーバーでは素晴らしい昼食のセッティングとして、“メイン州名物”ロブスター・ベイ
クが待っています。新鮮なクラムチャウダーとメイン・ムール貝蒸しから始まり、バターを添えた約５
６０グラムのグリルド・ロブスターのポテト、トウモロコシ添えがサービスされます。デザートにはメ
イン産の新鮮なブルーベリーパイとコーヒーか紅茶をご賞味ください。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。駐車が可能であれば国立公園内で撮影ストップを設け

ます。昼食時は追加料金でお飲物など注文いただけますので、現地通貨をご持参ください。天
候状態により眺望いただけない場合があります。 

 

 
アカディア国立公園遊歩道ハイキング 
NATIONAL PARK TRAIL 
ツアー番号：BHB006 
ツアー料金：大人＄５１～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
アカディア国立公園は山と島と海から織りなす素晴らしい自然の眺望が楽しめます。遊歩道ハイキング
は眺めのよいパーク・ループを出発しに、アカーデイア国立公園の３．２キロの遊歩道でのハイキング
が始まります。ナチュラリストのガイドは、公園内の生態系や地質、植物学や土地の伝説や伝承などを
説明します。 
海岸線やキャディラック・マウンテンの山頂から続く田舎の風景の絶景をカメラに収めましょう。 
帰路のドライブではかつて米国有数の著名人達が建てたビクトリア風大邸宅を通り、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバスと徒歩での観光となります。霧や天候状況によりキャディラッ

ク・マウンテンに立ち寄らない場合があります。その場合はビジターセンターか他の場所に立
ち寄ります。天候条件にもよりますが、ハイキングは２．４～３．２キロの整備された道に沿
って穏やかなペースで進みますが、一部平らでない箇所もあります。歩きやすい靴を履いて、
重ね着をして、耐水/耐風のジャケットを持参してください。 

 

 
景観ドライブとスクーナー船クルーズ 
STUNNING SCENES & SCHOONER SAIL 
ツアー番号：BHB008 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５５～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間半 
 
アカディア国立公園の素晴らしい海岸線や山々、森林の景観ドライブをお楽しみください。前世紀の変
わり目にアメリカの大富豪によって建てられたチャーミングなビクトリア風大邸宅が並ぶ古風で趣の
あるバーハーバーの街並みを通ります。 
キャディラック・マウンテンの山頂で短時間写真撮影の休憩を取った後、海に戻り全長４６メートルの
スクーナー船“マーガレット・トッド号”に乗船してフレンチマン・ベイをゆったりとクルーズします。
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船長の巧みな操縦でポルクピン諸島をクルーズし、堂々と聳えるキャディラック・マウンテンを背景に
バーハーバーの街並みやアカディア国立公園のパノラマを洋上から楽しみます。船長が興味深い地形や
このあたりでよく目撃されるネズミイルカ、アザラシ、ミサゴや白頭鷲などの野生動物などについて説
明します。 
 
ご案内：このツアーはバスと大型帆船（スクーナー）での観光となります。クルーズ時間は約 1時間半

で、風や天気の状況で変わります。天候によっては船長による案内が省略されるか又はパーク
レンジャーのナレーションに変わります。大型帆船は風の状態によりモーターを使用して運行
されます。大型帆船の乗る際、機敏な行動が求められます。霧や天候状況によりキャディラッ
ク・マウンテンに立ち寄らない場合があります。訪問順序が変わる場合もあり、雨や晴天でも
運行しますので、重ね着をし、レインジャケットをご持参ください。双眼鏡をお忘れなく。 

 

 
馬車観光とキャディラック・マウンテン 
CARRIAGE RIDE & CADILLAC MAUNTAIN 
ツアー番号：BHB009 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
北米東海岸の 高峰約４６６メートルのキャディラック・マウンテンの頂上までの山を体験します。頂
上の見晴台からはマウント・デザート・アイランドやアカディア国立公園の目の覚める様な絶景をお楽
しみいただけます。 
島伝統の素晴らしい移動方法で世紀転換期の習慣を蘇らせましょう。ロックフェラーによって造成され
た馬車用の道路を１時間、２頭建ての馬車（屋根はありません）に乗ってお楽しみいただけます。現在
でもこの道路ではエンジン付きの車両の運行は許可されていません。暖かい服装で、この得難い体験を
記録する為カメラをお忘れなく。 
ツアー中には米国有数の著名人達がこぞって建てた印象的なビクトリア風大邸宅が見られます。現在は
その殆どが古風な趣の朝食付きのホテルになっています。 
 
ご案内：このツアーはバスと馬車と徒歩での観光となります。悪天候の場合馬車観光は中止になります。

１台の馬車には１５名まで乗車可能です。霧や悪天候の場合キャディラック・マウンテンには
立ち寄りません。その場合代わりにビジターセンターか別の場所に立ち寄ります。馬車には屋
根が無くキャディラック・マウンテンは強風の場合があるので暖かい服装で、セーターかジャ
ケットもご持参ください。一部平らではないところがありますが、バスに残ることもできます。
天候状況によっては眺望が楽しめない場合があります。ツアーの見学順序は逆になる場合があ
ります。 

 

 
バーハーバー・グランドツアー（昼食付き） 
GRAND TOUR OF BAR HARBOR 
ツアー番号：BHB010 
ツアー料金：大人＄１１３～ 子供＄６８～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間 
 
絵の様に美しいバーハーバーを抜けハルズ・コーヴからキャディラック・マウンテンまで約４３キロに
およぶパーク・ループ・ロードのドライブで有名な景観地を楽しむことができます。途中ジョーダン・
ポンド・ハウスやオッター・クリフ、サンダー・ホールを通ります。アカディア国立公園の大部分がロ
ックフェラー家の寄付によるもので、公園の曲がりくねった道を進むとロックフェラー家所有４頭建て
馬車用の洗練された通行路や、手彫りの石橋などを見ることができます。標高約４６６メートルのキャ
ディラック・マウンテンの頂上に向かう途中、ジョーダン・ポンド・ハウスで小休止をとり、展望台で
ペノブスコット山脈やバブルズ・ヒルズの景観を楽しみます。 
山の新鮮な空気を味わった後、フレンチマンズ湾を眼下に見ながらメイン州特選ロブスターベイクと呼
ばれる伝統的昼食をご賞味ください。６００グラムのグリルド・ロブスターのバター添えを焼きたてパ
ン、コールスローサラダ、ポテト、トウモロコシと共にお楽しみください。デザートは自家製ブルーベ
リーパイです。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。霧や悪天候の場合キャディラック・マ
ウンテンには立ち寄りません。その場合代わりにビジターセンターか少し時間を取ってジョー
ダン・ポンド・ハウスに行きます。キャディラック・マウンテンは強風の場合があるので暖か
い服装でご参加ください。一部平らではないところがありますが、バスに残ることもできます。
天候状況によっては眺望が楽しめない場合があります。見学順序は逆になる場合があります。
ヒールの無い頑丈なウォーキングシューズをご着用ください。レストランでの昼食はセルフサ
ービス式です。ロブスターの代わりにステーキを注文いただけます。 

 

 
過去の栄華をたどるウォーキングツアー 
GILDED AGE WALKING TOUR 
ツアー番号：BHB011 
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄２４～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間半 
 
街中心よりガイドと共に散策し、古き良き時代の雰囲気を味わいましょう。多くの画家や詩人、作家達
が島の美しさを絶賛し、アスター家、フォード家、ヴァンダービルド家などアメリカのエリート達が、
時に「コテージ」と呼ばれるエレガントな大邸宅を建てました。 
美しい沿岸通りに面した散策路の片側は息を呑む絶景のフレンチメン・ベイ、その反対側にはエレガン
トな夏の大邸宅が並びます。ビレッジ・グリーンには時計塔や野外音楽台があり、真夏の夕べには多く
の町民がここに集まって音楽の鑑賞を楽しみ、しばしばフォークソングの“グッドナイト・レディース”
の合唱で締めくくられました。 
草花が茂るダウンタウンを通り、1947 年の大火から免れたビクトリア風大邸宅を通ります。大富豪が互
いに競い合い開いた数々の贅沢なパーティーやライフスタイルなど懐かしい黄金時代の逸話をお楽し
みください。 

 
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。殆どが平らで舗装された道路を歩きます。ヒールの無
い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。 
 

 
フレンチベイ カヤック体験 
SEA KAYAKING IN FRENCHMAN BAY 
ツアー番号：BHB012 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所 要時間：約３時間 
 
二人乗りカヤックを漕いで岩場が多く雄大なポーキュパイン島とフレンチベイをクルーズします。パド
ルを操って賑やかなバーハーバーの港から離れ、美しい海岸線と広々とした大海原へと漕ぎ出してゆき
ます。 
ガイド同行でマウントデザート島の息を呑む様な絶景を味わいながら、ゴマフアザラシやネズミイルカ、
白頭鷲、ミサゴ、黒ウミガラスなど多数の鳥類などの生態をお楽しみいただけます。水上からこの得難
い体験を記録する為のカメラ用の防水バッグが手渡されます。 
 

ご案内：このツアーはカヤックでの観光となります。お子様は参加できません。野生生物が必ず見られ

るという保証はありません。 
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アカディア国立公園サイクリングツアー 
CYCLING TOUR OF ACADIA NATIONAL PARK 
ツアー番号：BHB013 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所 要時間：約２時間半 
 
氷河によって削られた山々、小石の敷き詰められた海岸や緑あふれる渓谷などアカディア国立公園には
様々な魅力があふれています。その自然美にロックフェラー家やバンダーヴィット家、アストール家な
ど裕福な一家が 1880 年代後半から夏の豪華な別荘をこぞって建てました。公園の中心部を通る７２キ
ロの馬車道や17つの花崗岩で出来た石橋はジョン・Ｄ・ロックフェラージュニアにより1913年から1940
年の間に作られました。ロックフェラーは一般車両の通行を禁止し、現在でもエンジン付き車両の通行
が禁止されているので馬車道をマウンテンバイクで走る事は理想的な観光手段と言えるでしょう。 
プロのガイドより 24 段変速のマウンテンバイクとヘルメットを借ります。マウント・デザ－ト・アイ
ランドの興味深い歴史や言い伝えをプロのガイドから聞きながら景観をお楽しみください。穏やかな起
伏の地形を楽しくバイクで進むことができるようにガイドは心地よいペースを保ちます。約 2時間半の
ツアー中、景観のよいところで休止して撮影タイムを設けます。道中アルカディアの野生の鹿やリス、
キツネ、ヤマアラシやウサギなどとの出会いもご期待下さい。白頭鷲やハヤブサが頭上を旋回していた
り、メイン州鳥のコガラの群れが松の木陰から素早く飛び立つ様子など驚きで一杯です。息をのむよう
な景色を楽しみながら水晶の様に透明な湖や太陽もさえぎる青々とした森林をサイクリングします。 
 
ご案内：このツアーはバスとマウンテンバイクでの観光となります。飲料水のボトルをご持参ください。

お子様は参加いただけません。トレイルは固めた砂利道でサイクリングに適しています。 

 

 
アカディア国立公園－小グループ用オプション 
ACADIA NATIONAL PARK SMALL GROUP OPTION 
ツアー番号：BHB015 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所 要時間：約２時間半 
 
バスの背にもたれてくつろぎながらバーハーバーを出発し周囲の景観を楽しみながらアカディア国立
公園に向かいます。比類の無い自然美に満ちたこの公園は様々な眺望を見せてくれます。 
公園到着後はアカディア公園のループ・ロードで雄大な景色が続くオーシャンドライブ区域に沿って進
みサンダーホールを目指します。ある特定の潮流の条件下で大西洋の大波がうねり花崗岩の岩に打ち付
ける音が雷鳴の様な轟音を立てる為この名前がついたのです。 
その後３３メートルの高さに聳えるオッター・クリフを見学し、緑濃い松林と落葉樹が茂る森林を通り
抜けます。続いて北米東海岸で 高峰のキャディラック・マウンテンの頂上まで登り息を呑む様な絶景
をお楽しみいただきます。バーハーバーまでの帰路にも更に美しい景観が楽しめます。 
 
ご案内：このツアーはミニバスでの観光となります。座席が限られていますのでお早目のご予約をお勧

めします。ミニバスの定員は１４名です。このツアーはお子様には適していません。ツアーを
大限にお楽しみ頂くため数か所で歩いていただく事もあります。 

 

 
バーハーバー隠れた魅力探訪－小グループ用オプション 
HIDDEN BAR HARBOR SMALL GROUP OPTION 
ツアー番号：BHB016 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所 要時間：約５時間 
 
バスの背にもたれてくつろいで周囲の景観を楽しみながらアカディア国立公園に向かいます。この公園
は東海岸で も人気のある観光名所で、その純粋な自然美と息を呑む雄大な景観を楽しむ為に世界中か
ら旅行客が押し寄せる事で有名です。 
ドライブ中には、特定の潮流の条件下で大西洋の大波がうねり花崗岩の岩に打ち付ける音が雷鳴の様な
轟音を立てるサンダーホールで撮影タイムを取る為小休止します。その後ループ・ロードを通り対照的
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な眺望が楽しめるマウント・デザート島を目指します。ノース・イースト・ハーバーで小休止した後、
数百万個の花崗岩の流れ石や岩で自然に形成された堤防のシーウォールを見学します。 
その後北米で も評判が高く数多くの写真が撮られた燈台のバス・ハーバー・ヘッドライトの外観をお
楽しみいただきます。ツアーの 後にはしばしばマウント・デザート島の宝石と讃えられるサウスウエ
スト・ハーバーまでのドライブとなります。この沿岸の宝石は街路樹に縁どられた道路やロブスター漁
の漁船やヨットが満杯の湾を自慢にしていて、古き良き時代の趣のあるダウンタウンには数々のお店や
カフェや画廊が並んでいます。埠頭に戻る前には短時間散策をお楽しみいただく自由時間があります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。座席が限られていますのでお早目のご予約

をお勧めします。ミニバスの定員は通常１４－１８名です。このツアーはお子様には適してい
ません。ツアー中約２時間起伏のある荒地を含む様々な歩いていただきます。バス・ハーバー・
ヘッドライトには２０段の木の階段と不規則な石の階段があります。ヒールの無い滑り止め付
の靴が必須です。お飲み物やスナックは含まれていませんが、ノース・イースト・ハーバーや
サウスウエスト・ハーバーでお買い求めになれますので米ドルをご持参ください。 

 

 

 
セント・ジョン 
ST.JOHN, NB 
 

 
セント・ジョン・ハイライト観光 
SAINT JOHN HIGHLIGHTS 
ツアー番号：YSJ001 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２６～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間半 
 
景観を楽しみながらのドライブでセントジョンの際立った名所や歴史的建物を車窓より見学し、ガイド
が語るセントジョンを東海岸で重要な小都市に押し上げた魅力的な人々や出来事に耳を傾けます。 
街の西側でバスを止め、港を眺めることのできる古い要塞のカールトン・マルテロタワーを訪れます。
この塔は 1812 年の戦時中にアメリカからの攻撃を見張るために作られたもので、19 世紀の初頭にはこ
のような塔がカナダ中に１６棟も作られ、ここは現存する塔の一つです。 
フォールスビュー公園の有名なリバーシング（逆流）滝も見逃せない名所です。ファンディ湾で１日に
２回発生する高潮が川の水が引くより早く立ち上がって川の水と激突する為大渦巻となり逆流を起こ
すのです。 
その後アービングマンション、ロックウッドパーク、墓地、歴史あるトリニティー・ロイヤルなど車窓
よりご覧ください。徒歩でジャーメインストリートにある 1876 年より続く地産の野菜、果物、魚や肉
などが販売されるオールドシティーマーケットを訪れます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。オールド・シティーマーケットでは 約２０分

散策します。カールトン・マルテロタワーに入る時や滝の展望台へ行く際、数段の階段があり
ます。はっきりとした渦潮を見られる保証はありません。実用的な平底のウォーキングシュー
ズの着用をお勧めします。 

 

 
セント・マーティンズとファンディ湾（昼食付き） 
ST MARTINS & THE BAY OF FUNDY 
ツアー番号：YSJ005 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間 
 
ファンディ湾の入り江にたたずむセント・マーティンズは絵葉書のように美しい漁村で、セント・ジョ
ンより車で 1時間の所にあります。ニュー・ブランズウィックの生活を少しのぞいてみましょう。 
セント・ジョン市街を抜け、田園地方の景観を楽しみながらセント・マーティンズに向かいます。途中
リバーシング・フォールズで車を止め、ユニークな光景を楽しみます。ファンディ湾で１日に２回発生
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する高潮が川の水が引くより早く立ち上がって川の水と激突する為大渦巻となり逆流を起こすのです。 
その後激突した潮流でえぐられたセント・マーチンズの海の洞窟と岩石で覆われたビーチを見学します。
洞窟は干潮時に入ることができますが、海岸から見ることもできます。海岸にあるレストランにて伝統
的シーフードチャウダーをご賞味ください。この地域は写真家や画家に人気があり、灯台やロブスター
の捕獲網や漁船などが魅力的な光景を作り上げています。 
セント・ジョンに戻り、1876 年より続く地産の野菜、果物、魚や肉などが販売されるオールドシティー
マーケットを訪れます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。5～10 段の階段を含む平らな道を約 270 メート

ル歩く必要があります。海洞窟への訪問はお客様にお任せします。平底の歩きやすい靴の着用
をお勧めします。ファンディ湾の潮の干満は自然現象の為、はっきりとした渦潮が見られると
は限りません。 

 

 
ファンディ湾 写真撮影ツアー 
FUNDY COASTAL PHOTOGRAPHY TOUR 
ツアー番号：YSJ007 
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄４７～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間１５分 
 
このツアーではファンディ湾に沿ってまだ誰も訪れた事の無い隠れた名所を探訪します。 
ファンディ湾の海岸、毎日の漁で忙しい埠頭、美しい滝など、ニュー・ブランズウィックの象徴するイ
メージを写真に焼き付けましょう。海岸線を巡るアドベンチャーでは世界的に有名なリバーシング・フ
ォールズでも写真タイムがあります。広大なファンディ湾がセント・ジョン川の流れの向きを一日２回
変え逆流を起こすことで有名です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。約１時間段差がある路面や異なる地面を歩きま

す。フォールスビュー・パークの下の展望台へは約２０段の階段を降ります。ファンディ湾の
干満は自然現象の為、はっきりとした渦潮を見られるとは限りません。ご自分のカメラをご持
参ください 

                                               
 
トロリーで周るセント・ジョンとリバーシング・フォールズ 
ST JOHN & REVERSING FALLS BY TROLLEY 
ツアー番号：YSJ008 
ツアー料金：大人＄４８～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間１５分 
 
セント・ジョンの全見どころを 1世紀の歴史あるストリートカーに似せたトロリーに乗りドライバーガ
イドのコメント楽しみながら周ります。 
セント・ジョンの魅力を発見し、街の歴史を作り上げた人物たちや事件について学びましょう。リバー
シング・フォールズは強烈なファンディ湾の高潮が、セント・ジョン川の流れに逆らって流れます。ど
のような渦潮でもこのユニークな現象には驚かされます。 
フォート・ハウ展望台からは美しいファンディ湾やセント・ジョン港とＱＶII 号が眺められます。400
年の歴史あるカナダ 古の合併都市を発見し、過去と現在が素晴らしく溶け込む雰囲気を感じましょう。 
 
ご案内：このツアーはトロリーバスで行います。トロリーへは 3段のステップがあります。フォールス

ビュー・パークの下の展望台へは 20 段の階段を降ります。ファンディ湾の潮の干満は自然現
象なので、はっきりとした渦潮が見られるとは限りません。トロリーのスペースが限られてい
るため、車椅子を乗せることはできません。 

 

 
ホープウェル・ロックス渦潮見物（昼食付き） 
HOPEWELL ROCKS TIDAL DISCOVERY 
ツアー番号：YSJ009 
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ツアー料金：大人＄１２４～ 子供＄７９～（３～１２歳） 
所 要時間：約７時間 
 
セント・ジョンの全見どころを 1世紀の歴史あるストリートカーに似せたトロリーに乗りドライバーガ
イドのコメントを楽しみながら周ります。 
セント・ジョンの魅力を発見し、街の歴史を作り上げた人物たちや事件について学びましょう。リバー
シング・フォールズは強烈なファンディ湾の高潮が、セント・ジョン川の流れに逆らって流れます。ど
のような渦潮でもこのユニークな現象には驚かされます。 
フォート・ハウ展望台からは美しいファンディ湾やセント・ジョン港とＱＭII 号が眺められます。400
年の歴史あるカナダ 古の合併都市を発見し、過去と現在が素晴らしく溶け込む雰囲気を感じましょう。 
 
ご案内：このツアーはトロリーバスで行います。トロリーへは 3段のステップがあります。フォールス

ビュー・パークの下の展望台へは 20 段の階段を降ります。（自由選択）ファンディ湾の潮の干
満は自然現象なので、はっきりとした渦潮が見られるとは限りません。トロリーのスペースが
限られているため、車椅子を乗せることはできません。 

 

 
2 階建てバス ピンクビックバスでの観光 
BIG PINK BUS TOUR 
ツアー番号：YSJ013 
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間 
 
2 本分のツアーを 1 本のツアー代金で楽しめます。乳がん撲滅活動をサポートしているピンク色のロン
ドンダブルデッカーバスに乗り込みます。1路線又は両路線を楽しめます。 
案内付き乗り降り自由のホップオン・ホップオフバスで 2 路線を終日乗車できます。1 路線は人気ある
アトラクションや史跡を回ります。ハイライトは 18 世紀英国軍が作った要塞のフォート・ハウ、1877
年の大火から免れた建物の一つのロイヤリストハウス、セント・ジョンの豊かな遺産が展示されている
ニュー・ブランズウィック博物館などが含まれます。 
もう１つの路線はフォールスビュー公園行きで、リバーシング・フォールズの不思議な風景が見られま
す。セント・ジョン川の流れがファンディ湾の海と激しくぶつかり合う息をのむような光景が作り出さ
れます。 
買い物好きにも高級店からバーゲン店、手作り品など各種ブティックでのショッピングが楽しめます。
シャーロットストリートにあるマーケットには名物料理や素晴らしい工芸品などがあります。又はキン
グススクエアーパークでのんびりすることもできます。 
 
ご案内：このツアーは２階建てバスでの観光となります。各観光地での入場料は含まれていませんので、

各自でお支払いください。ダブルデッカーバスは 15 分から 30 分間隔で終日運行されます。こ
のツアーはキュナード専用車ではありません。ツアー収益金の一部は乳がん撲滅基金に直接寄
付されます。 

 

 
セント・ジョンとファンディ湾人気トップ１０観光 
SAINT JOHN & FUNDY’S TOP 10 SIGHTS 
ツアー番号：YSJ014 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄５２～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間半 
 
バスの背にもたれて寛ぎながら素晴らしいビクトリア様式の建物が並ぶ歴史地区をドライブし、町の歴
史や遺産の説明や景観をお楽しみください。フォート・ハウからのパノラマやカールトン・マルテロ塔
を写真に納めましょう。有名なリバーシング・フォールズで下車し、世界でも高潮なことで有名で、１
日に２回セント・ジョン川に流れ込む際に逆流し渦巻きを作る様子を見学します。 
インタラクティブでダイナミックなニュー・ブランズウィック博物館ではニュー・ブランズウィックの
全てが展示されています。街中心に向かい、アービングマンション、ロックウッドパーク、歴史あるト
リニティー・ロイヤルを通ります。オールドシティーマーケット辺りで１時間ほど自由に散策する時間
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を設けます。 
街を離れ、ファンディ湾の海辺にある絵の様に美しい漁村のセント・マーティンズに向かいます。ファ
ンディ湾は世界でも１６メートルに立ち上がる高潮で有名で、新自然の７不思議を選ぶキャンペーンの
終選考に選ばれています。有名な海食洞や海岸、それらは海の干満で作られた洞窟と岩の海岸を訪れ

ます。海食洞は干潮時に入ることができますが、海岸から見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。フォールスビュー公園の下の展望台へは約２０ 

の階段を降ります。ファンディ湾の干満は自然現象の為、はっきりとした渦潮を見られるとは
限りません。このツアーには比較的平らな道を約２時間の徒歩による観光が含まれています。
平底の歩きやすいウォーキングシューズの着用をお勧めします。 

                                               
 
セント・ジョン リバークルーズ 
SAINT JOHN RIVER CRUISE 
ツアー番号：YSJ015 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間半 
 
現地ガイドと共に町の観光名所を見学しましょう。セント・ジョンのカラフルな歴史ある山の手のドラ
イブの途中ではフォート・ハウからの息をのむような景色などを収める為のカメラの準備をお忘れなく。
広大なセント・ジョン川の水がファンディ湾の強烈な高潮と合流して渦潮が生まれ、有名なリバーシン
グ・フォールズの景勝を作り出しています。 
かつて広大なミシシッピ川を航行していたリバーボートのボイジャー2 号に乗船します。この船は今は
セント・ジョンを第 2の故郷としています。 
クルーズ中ガイドから当時の原住民入植者の生活や木材伐採行の様子の説明があり、かつてセント・ジ
ョン川を高速道路の様に使ってスティームボート（蒸気船）が往来していた当時の逸話など説明します。
この地域に生息する色彩豊かな野生生物などを見る機会があるかもしれません。 
 
ご案内：このツアーはバスとリバーボートで行います。フォールスビュー公園へは平らな道を約 45 メ

ートル歩いて移動します。ファンディ湾の潮の干満は自然現象の為、はっきりとした渦潮を見
られるとは限りません。 

 

 

 
ハリファックス 
HALIFAX 
 

 
ハリファックス市内観光 
CITY OF HALIFAX 
ツアー番号：YHZ001 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
にぎやかなハリファックス商業地区の中に静かにたたずむパブリック・ガーデンは敷地面積 17 エーカ
ーで色々な花々、鴨の浮かぶ池、水がはじける噴水やビクトリア風遊歩道があります。 
ハリファックスシタデルはカナダで も訪問者数が多い国定史跡で、港と街全景が見渡せる天然の丘陵
にあります。復元された兵舎や弾薬庫、通路の散策や要塞の歴史を紹介するビジュアルショーをご覧く
ださい。 
ショッピング街のスプリング・ガーデン・ロードに向かう途中、州議事堂、オールド・タウン・クロッ
クや 18 世紀の初めに私拿捕船から積み下ろされた略奪品などが保管されていた石造りの倉庫街であっ
たヒストリック・プロパティーズなどが見えます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。シタデルには起伏のある路面をかなりの距離歩

き見晴台までは数段の階段があります。各下車箇所ではバスに残ることが出来ます。徒歩観光
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の時間は約４５分です。 
                                                 
 
ペギーズ・コーブへの海岸ドライブ 
COASTAL DRIVE TO PEGGYS COVE 
ツアー番号：YHZ002 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
灯台がある海岸ルートを通り絵のように美しい漁村を通り抜け、ペギーズ・コーブへの景観ドライブを
楽しみます。 
到着後、キルトを着たガイドと共に低地の入江への徒歩ツアーをオプションで選ぶことが出来ます。岩
石の集合体の上に立っている有名な灯台や、フィンランド出身で地元在住の芸術家ウイリアム・デ・ガ
ースがハリファックスの人々の生活ぶりを巨大な花崗岩に刻み付けた作品を見ることが出来るのでカ
メラのご準備をお忘れなく。 
色鮮やかな羽目板のついたコテージや魚小屋を通って港の周辺を散策したり、お土産や手工芸品や芸術
品などを覗いたり、それぞれ自由時間をお楽しみください。ハリファックスに戻り、短時間市内をドラ
イブして船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。大西洋独特の霧に備え雨具をご持参ください。

ペギーズ・コーブは舗装されていません。ペギーズ・コーブへは細い曲がりくねった道路のド
ライブとなり、ペギーズ・コーブ周辺の岩場は滑りやすくなっています。歩き易いヒールの無
いウォーキングシューズをお勧めします。 

 

 
ハリファックス徒歩観光 
WALKING TOUR OF HALIFAX 
ツアー番号：YHZ003 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２４～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間半 
 
埠頭からキルトを着用したガイドとバスに合流しハリファックス市の中心まで短時間ドライブします
が、ハリファックスのダウンタウンを散策するのは徒歩が一番理想的です。 
敷地面積１７エーカーの美しいパブリックガーデンにはビクトリア風遊歩道や花壇、水あふれる噴水な
どがあり、ゆったりとしたペースで散策します。1866 年に造園され北米でも 古のビクトリア風ガーデ
ンです。スプリング・ガーデン・ロードにはブティック、カフェ、エレガントなジョージア風やビクト
リア風のアーチが並び、街に歴史的魅力を添えています。愛らしいグランド・アーケード広場を散策し、
カナダで 古の英国国教会をご覧ください。シタデルの丘に立つ完璧な美しさのタウン・クロックが見
下ろしている州議事堂と市庁舎にまつわる歴史を学びましょう。 
徒歩観光の終わりにウォーターフロントにあるお店や文化遺産のヒストリック・プロパティにて自由時
間があります。 
徒歩観光終了後は、街に残り自由に散策することもできますし、ガイドと共に歩いて船に戻ることもで
きます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。しっかりしたウォーキングシューズをお勧めし

ます。市内への移動はダブルデッカーバスかバスが使用されます。 

 

 
ピンクバス／乗り降り自由ツアー 
BIG PINK BUS-HOP ON HOP OFF 
ツアー番号：YHZ007 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間半 
 
乳がん撲滅運動に協賛しているピンク色のロンドンダブルデッカーバスに乗車してハリファックスの
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名所観光が出来るツアーです。 
ガイド付きツアーには２つのパノラマ観光路線があります。“市内一周オレンジコース”は往復６０分
で全長１７キロを走り、“ウォーターフロントグリーンルート”は往復３０分で歴史的ウォーターフロ
ント地区を全長３キロ走ります。 
お好きな様に乗ったり下ったりできる為自分に向いた路線を選んで市の名所観光を楽しむことが出来
ます。 
 
ご案内：このツアーは二階建てバスでの観光となります。観光名所の入場料は含まれていませんので、

各自お支払いください。ツアーは終日港から 15－30 分間隔で出発しますが、交通状態により
ます。バスに再度乗る時には毎回チケット／パスを係員に提示ください。このバスはキュナー
ドの専用車ではありません。収益の一部は乳がん撲滅基金に寄付されます。日にちによっては
ピンク色の車体のダブルデッカーではないデッカーバスが使われます。 

 

 
ルーネンバーグ観光（昼食付き） 
LURE OF LUNENBURG 
ツアー番号：YHZ009 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄８０～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間半 
 
現在は活気ある漁港として知られるルーネンバーグはかつて世界でも忙しい造船所の一つとして知ら
れ、世界的に有名なレース用スクーナー船ブルーノーズ号がここで誕生しました。独特な建物と素晴ら
しい風景美は海事遺産に色を添えます。 
ガイドと共に徒歩でウォーターフロントを散策します。趣のある絵の様に美しい町の歴史を習いましょ
う。昼食は地元のレストランでお楽しみいただき、昼食後はご自由に町を散策することが出来ます。 
ルーネンバーグを後にしてリゾートタウンであるマホーン湾を短時間訪問します。街路樹に縁どられた
路上を各自ご自由に散策してからハリファックスに戻ります。 
 
ご案内：ルーネンバーグでの移動は片道約１時間半となります。徒歩観光は約３０分でルーネンバーグ

での自由時間は約１時間１５分です。マホーン湾での自由時間は約３０分です。ヒールの無い
歩き易い靴をお勧めします。お買い物用に現地通貨（カナダドル）をご持参ください。 

 

 
リムジンで周るペギーズ・コーブ 
PEGGY’S COVE BY LIMOUSINE 
ツアー番号：YHZ011 
ツアー料金：大人＄１５９～ 子供＄１４９～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間半 
 
ドライバー兼ガイドに迎えられリムジンに乗車しペギーズ・コーブへのドライブが始まります。ガイド
は低地の入江にご案内し、この地域や灯台の歴史について説明します。生きたロブスターに触れる機会
があるかもしれません。フィンランド出身で地元在住の芸術家ウイリアム・デ・ガースは巨大な花崗岩
に現地の生活や人々をモチーフにした美しい彫刻を施しました。氷河期の 後に形成された素晴らしい
岩層を写真に収めましょう。再びリムジンに乗車し、アカディア・メープルに立ち寄り、 高品質のノ
バスコシア産メープルシロップについて説明を受けた後、ハリファックスシタデルで撮影タイムを設け
ます。 
 
ご案内：リムジンは専用車ではなく、1 台に 6 人まで同乗します。ガイドと共に低地入り江に行くのは

お客様次第です。大西洋特有の霧に備え、雨具のご持参をお勧めします。ペギーズ・コーブに
は舗道がありません。ペギーズ・コーブへは細い曲がりくねった道をドライブし、ペギーズ・
コーブ周辺の岩場は滑りやすくなっています。歩き易いヒールなしの靴をお勧めします。 
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キュナードとタイタニック 
CUNARD & TITANIC 
ツアー番号：YHZ012 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３１～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
キュナードラインの船でクルーズをしていながら、サミュエル・キュナードとハリファックとの関係を
知らなければ旅は完結しません。サミュエル・キュナードはノバスコシアのハリファックスに大工で材
木商人の息子として生まれ、19 世紀の海運王になりました。 
彼の造船所は世界で 初に素晴らしい客船の造船と運行を手掛け世界中の海の航行を可能にしました。
サミュエルはハリファックスのフェリーシステムに影響を受け、大西洋を横断出来る蒸気船の運航から
旅客運送業を開始したのです。このツアーではタイタニックの悲劇後の人道的な救難活動と回復作業に
も重点を当てます。有名な大西洋海洋博物館を訪れ、魅力は溢れるキュナードとタイタニックの展示物
をご覧いただきます。 
その後サミュエル・キュナードが幼少期にすごした家が建っていた場所や洗礼を受けたカナダ 古のプ
ロテスタント教会を通ります。 
後にタイタニック沈没の犠牲者の大部分の方が埋葬されたフェアビューローン墓地を弔問し、タイタ

ニック沈没の犠牲者の中で唯一ハリファックス出身であったジョージ・ライトの美しい家を通過します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩きやすいヒールのないウォーキングシューズ

をお勧めします。 

 

 
自転車で周るハリファックス 
HALIFAX BY BIKE 
ツアー番号：YHZ017 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄５１～（６～１２歳） 
所 要時間：約２時間半 
 
自転車が大好き方や自転車の経験があまりない方でも、ハリファックスの自然や建築美を堪能するのに
は理想的なツアーです。 
オリエンテーション後、ガイドに従いチャーミングで歴史ある南端地区に向かいます。ここではタイタ
ニックに乗船していた百万長者のジョージ・ライトの家とポイント・プレゼント・パークを見ます。両
側に街路樹が並ぶ道路を縫うように走り抜け、街中に入り船に戻ります。 
 
ご案内：６歳未満のお子様はご参加いただけません。サイクリング道路では音が立たない舗装道路、わ

ずか傾斜のある坂道と砂利道や踏み荒らされた道路などが含まれます。走行距離は約９．６キ
ロとなります。週末や祝日の場合は公園入園の制限があるため、行程が変わる場合があります。
参加者は身長１２４センチ以上が必要で、安全ヘルメットが配られ着用が義務付けられていま
す。ツアー出発前にガイドによる安全と機材の説明オリエンテーションを受けます。このツア
ーは体力に自信のあるお客様にお勧めです。 

 

 
灯台観光とロブスター料理とメープル（昼食付き） 
LIGHTHOUSES, LOBSTER AND MAPLE 
ツアー番号：YHZ020 
ツアー料金：大人＄１３１～ 子供＄１０４～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間半 
 
バスの背にもたれてくつろぎながらハリファックスの観光名所を巡るツアーで、歴史的ウォーターフロ
ントやファイナンシャル地区などドライブし、途中灯台ルートを通り過ぎ、世界でも海の風景で有名な
ペギーズ・コーブを訪れます。海に打ち付ける波と荒い花崗岩の海岸線を持つ小さな漁村の光景をカメ
ラに収めましょう。絵の様に美しい漁村は海賊や酒類密輸入者や難破船などの物語にしばしば登場して
おり、もちろん素晴らしい夕日も有名です。ペギーズ・コーブは世界でも写真に頻繁に登場する灯台で
す。自由に散策し、お土産を見つけたり、ガイドと一緒にローアーコーブへの徒歩ツアーをお楽しみく
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ださい。その後ノバスコシアの真の味覚、ロブスター料理のフルコースの昼食をお楽しみください。昼
食後そしてアカディア・メープルで短時間停車します。この特別販売所ではおいしいカナダ産メープル
シロップを生産しており、売店も併設していますのでメープルシロップ関連商品を購入することができ
ます。ツアーの 後にハリファックス市内をドライブして船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ペギーズ・コーブは舗装されていません。燈台

ドライブでは、舗装された狭い路面、部分的に丘になっている場所などを通ります。ペニーコ
ーブの岩場は滑りやすくなっています。ロブスター料理以外をご希望の方は事前にツアーマネ
ージャーにご依頼ください。ツアー訪問順序が変わる場合があります。 

 

 
ハリファックスとハーバーダックツアー 
HALIFAX & HARBOUR DUCK TOUR 
ツアー番号：YHZ023 
ツアー料金：大人＄４８～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所 要時間：約 1 時間 
 
水陸両用艇ダックは第二次世界大戦中、軍の船から陸への交通手段としてつくられました。現在ではそ
のほとんどが都会で使われており、陸と海の両方から観光名所を周るユニークな乗り物となっています。 
ハリファックスもそうした都会のひとつです。 
ダックに乗りハリファックスの街を走った後世界で２番目に大きい天然港にしぶきをあげて進水し、ハ
リファックスのウォーターフロントをクルーズし造船所や高層現代建築をご覧いただけます。再び陸に
戻り、ハリファックスの見どころを通り船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは水陸両用艇ダックで行われます。このツアーには徒歩が含まれませんが、ダック

乗車の為に 12 段の階段を上がる必要があります。バウンドが激しい場所がある事をご承知お
きください。小型船警告によりハーバークルーズの部分が中止になる場合があります。ダック
はオープンエアーで部分的に覆われていますが、悪天候や寒くなる場合もあるので軽いジャケ
ットをご持参ください。訪問順序は逆になる場合があります。 

 

 
大型帆船でのセイリング 
TALL SHIP SAILAWAY 
ツアー番号：YHZ024 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間 
 
大型帆船シルバ号はハリファックのウォーターフロントに停泊しています。僅かな距離を徒歩で移動し、
クラシックな大型帆船に乗船し、ハリファックスの素晴らしい眺めを甲板から眺めましょう。 
歴史ある海辺の街は数マイル離れた島のジョージズ島と灯台に守られています。船長と乗務員がロープ
を引いたり、帆を貼るなど航行中、海洋動物に目を凝らしましょう。船内ではカナダ特産メープルタル
トやノバスコシア特産ブルーベリータルトをソフトドリンクやコーヒー、紅茶でご賞味ください。 
ゆったりと寛ぎながらバイオリン演奏と共にタップダンスのパフォーマンスをお楽しみいただき、クル
ーズ中に見られる名所の説明に耳をかたむけてみましょう。 
セイリングの一番のハイライトは大西洋カナダの伝説的で も有名なおもてなしを肌で感じるでしょ
う。 
 
ご案内：このツアーは帆船で行われます。帆船へは徒歩で１０分から１５分平らで舗装された道路と木

製遊歩道の移動が含まれます。大型帆船でのセイリングは約１時間半です。タラップにはわず
かな傾きがあり、船内に入るとラウンジやその他の施設への出入りに数段の階段があります。
帆をあげての航行は天候に左右され必要な場合はエンジンが使われます。オープンデッキには
悪天候の場合に備えた天蓋があります。海上に出ると冷たく感じるので、軽めのジャケットを
ご持参ください。 
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アナポリス・ヴァレー・ワイン試飲とウルフヴィル観光 
ANNAPOLIS VALLEY WINE & WOLFVILLE 
ツアー番号：YHZ025 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間半 
 
バスの背にもたれてリラックスしながらのハリファックス市街を抜けてのドライブで、道中美しい周囲
景色を楽しみながらアナポリス・ヴァレーに向かいます。 
泥土の堤と高潮で有名なファンディ湾が見られる見晴し場所で撮影タイムを取り、その後受賞歴のある
ワイナリー、グラン・プレを目指します。ガイド同行で何百列も葡萄の木がならぶ葡萄畑がある美しく
手入れされた敷地内を見て回ります。どの様にしてノヴァスコシア 高品質のワインが出来るのかの秘
密を学ぶ間、１口２口味見をするチャンスもあります。 
その後造船の町で、一度カナダで一番住みたい町の投票で選ばれたウルフヴィルに向かいます。楽しさ
が溢れた町のセンターには様々な種類のお店やアル・フレスコ・カフェが並びどこか国際都市の雰囲気
をかもしだしています。ここでの自由時間で思い思いの時をお過ごしください。お店を見て回ったりス
ナックやお飲物を買うのがお勧めです。またウルフヴィル・ハーバー・パークまで足を延ばしてファン
デイ湾の泥土の堤を更に近い場所で見学するのもいいでしょう。 
ハリファクスまでの帰路ではこの町の周囲の美しさをより深く味わうことが出来ます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ワインの試飲は１９歳以上の方にのみ許されま

す。年齢を証明する ID の提示を求める場合もあります。ツアー中階段を含む場所によって異
なる路面を約１時間歩きます。ウルフヴィルでの徒歩観光は各自の裁量にまかせます。ヒール
の無い歩き易い靴をお勧めします。お買い物には地元通貨（カナダドル）をお持ちください。 
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ケベック   
QUEBEC 
 

 
ケベック・ハイライト観光 
HIGHLIGHTS OF QUEBEC CITY  
ツアー番号：YQB001 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間半 
 
市内観光で、遊歩道のテラス・デュフランやセントローレンス湾を見下ろす崖の上に広がる 1012 ㎢の
敷地にある美しい戦場公園、ラベル大学キャンパス、美しく保存された１７世紀から１８世紀の典型的
な石造りの建物に囲まれたロワイヤル広場などを見て周ります。またケベックのシャンゼリゼと称され
るグランダレ通りも抜けていきます。 
セント・ローレンス川を見晴らせるキャップ・ディアマンで絶景をお楽しみいただいた後、２２１メー
トルの高さからケベック市街の３６０°の眺望を楽しめるキャピタル展望台を訪れます。エレベーター
で３１階まで上り、目の前に広がるパノラマ光景をお楽しみください。 
その後 UNESCO の世界遺産に認定されているシタデル要塞の中を歩きます。この要塞の一部はケベック
の旧市街を囲む城砦ともなっています。 
ツアー終了後時間が許せば、各自自由に市内観光を続けたり、お好きな時間に船に戻ることができます。 
 
ご案内：このツアーには石畳みの道路や凹凸のある道路をきつくない程度に徒歩で観光する行程が含ま

れます。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。キャピタル展望台には３基のエレベーター
がありそれぞれ定員が１０名なので時間がかかります。観光地の訪問順序は変わる場合があり
ます。 

 

 
サンタン・ド・ボープレとモンモランシー滝観光  
ST ANNE DE BEAUPRE & MONTMORENCY FALLS 
ツアー番号：YQB002 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
ガイド同行でサンタンヌ・ド・ボープレ寺院へのドライブをゆっくりとくつろいでお楽しみください。
寺院のネオローマン様式の聖堂は、殖民地時代の船乗りが大嵐に見舞われた時聖母マリアに必死に祈り
を捧げて死をまぬがれたという場所に建てられたものです。到着後は自由時間になりますので、寺院の
周りを散策したり２００枚あるステンドグラスの窓を鑑賞したりと思い思いにお過ごしください。１８
９１年に建てられたスカラ・サンタではキリストがポンティウス・ピラト総督の命によって十字架に掛
けられる前に登ったという聖なる階段のレプリカが見られます。 
モンモランシー侯爵、アンリ二世によって名づけられたモンモランシー滝はナイヤガラの滝の１．５倍
の高さがあり、轟音を立てて落下する落差８３メートルの雄大な瀑布の景観が楽しめます。滝はモンモ
ランシー川の河口にありオルレアン島の真正面に位置しています。 
その後銅版打ち出し技法の第一人者であるアルベール・ジレの作品を展示したアルベール・ジレ銅版美
術館を見学します。ジレの作品はサンタン・ド・ボープレ聖堂でも見る事ができます。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。きつくない程度に徒歩で観光したり階段を上 
り下りする行程が含まれます。混雑を避ける為に、ツアーはモンモランシー滝の上から始め 
る場合と下から始める場合があります。 
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ケベック旧市街徒歩観光 
OLD QUEBEC WALKING TOUR 
ツアー番号：YQB003 
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄２７～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間半 
 
セントローレンス川を見下ろす高台にたたずむシャトー・フロントナックはケベックで一番有名な観光
名所です。第 2次世界大戦中戦略を練るためルーズベルトとチャーチル、マッケンジー・キングが滞在
したことのある城壁に取り囲まれた古都の有名なランドマークの一つです。水辺より６０メートルの高
さにあるデュフラン・テラスはサミュエル・シャンプランによって 1620 年に作られた要塞の一部で、
セントローレンス川や遠くのローレンシャン山脈の絶景が楽しめます。歴史ある広場ロワイヤル広場は
典型的な石造りの建物に囲まれており、かつて裕福な商人が居住していました。ロワイヤル広場は北米
のフランス文化の発祥地で、北米 古のフランス人居住地区の一つです。建設を繰り返し、広場は下町
の中心に残り、北米 古のカソリック教会も現存します。ロウアータウンからアッパータウンへは短い
時間のケーブルカーで移動し、シャトー・フロントナックに到着します。ケーブルカーは 1879 年から
動き始め、火災の為 1946 年に改修されました。1998 年に現在技術が付けくわえられ、このタイプでは
北米唯一のケーブルカーとなっています。 
 
ご案内：このツアーは徒歩とケーブルカーで行われます。このツアーでは約 2時間半の徒歩が含まれま

すが、短い距離で上り坂は少なめです。雨に備え、傘やレインジャケットをお持ちください。
歩きやすい靴を着用ください。 

 

 
ケベックの田舎風景 
COUNTRYSIDE OF QUEBEC 
ツアー番号：YQB004 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄４８～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
光り輝くボーポール湖はエメラルドグリーンの森林に囲まれ、ローレンシャン山系の美しさに溶けこん
だ忘れられない場所です。山系の麓にひっそりと佇み、秋になると色とりどりの木葉が印象的な光景を
作り出します。橋を渡り、ケベックの田舎で絵葉書のような伝統の村々があるオルレアン島への景観ド
ライブをお楽しみください。350 年前のフランス人の入植から形成されたこの場所には野外博物館や６
００棟以上の昔ながらの建物があります。シュガーシャックに立ち寄り、メープル製品について習い、
甘いメープルタフィーを試食します。モンモランシーの滝は落差８３メートル、この地方では一番の高
さで、ナイアガラの滝より 1.5 倍の落差があります。途中紅茶やコーヒーやお菓子が出されます。 

 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。滝の上の地上地点までの約 10 分の徒歩が含ま

れます。 

 

 
終日ケベック観光（昼食付き） 
COMPLETE QUEBEC 
ツアー番号：YQB005 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄７５～（３～１２歳） 
所 要時間：約７時間半 
 
デュフラン・テラスよりセントローレンス川とその周りの素晴らしい景色をお楽しみください。ガイド
による簡単な街の説明後、ケベックのランドマーク的名所のシャトーホテルのシャトー・フロントナッ
ク周辺で短時間の自由時間をお楽しみください。 
ロウアータウンに移動します。ロワイヤル広場は典型的 17 世紀と 18 世紀の石造りの建物に囲まれた美
しい復元された広場で、シャンプランが 初に入植をした場所です。橋を渡りオルレアン島に向かい、
目の覚める様な景色と趣のある田舎の村々を楽しみます。昼食は現地レストランにてお取りいただきま
す。サンタンヌ・ド・ボープレに到着後は、可愛らしい敷地と大聖堂、聖階段と記念礼拝堂など、自由
に散策をお楽しみください。モンモランシーの滝は高さ 83 メートルの断崖から雷が落ちるような爆音
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を立てながら滝が流れ落ちる様子は大自然の驚異を見せつけられます。モンモランシーとセントローレ
ンス川が合流する息をのむような光景をお楽しみください。 
続くディアマン岬のパノラマ展望台からは戦場公園とセントローレンス川の眺めをお写真に収めまし
ょう。 
 
ご案内：滝の上までは約 10 分の徒歩が含まれます。混雑を防ぐため、このツアーは滝を上部または下

部からの訪問となります。 

 

 
モンモランシー滝への自転車アドベンチャー 
BICYCLE ADVENTURE TO MONTEMORENCY FALLS 
ツアー番号：YQB006 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄６２～（１０～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
埠頭でガイドの出迎えを受け、徒歩にて近くのバイクセンターに移動し自転車を選択します。適正な自
転車を受け取り、注意事項の説明を受けた後、約２４キロの自転車ツアーが始まります。 
ヨットハーバーや大穀物倉庫、美しい庭園がある史跡ドメイン・メゼレを通り、サンシャルル河に架か
る橋を抜けます。十分に水分を補給後、セントローレンス川沿いをサイクリングを続けます。 
モンモランシーの滝に到着後、自転車を小休憩し、空中ゴンドラで頂上に向かいます。息をのむような
眺望がお楽しみいただけます。モンモランシー川の水が８３メートルの断崖から流れ落ちセントローレ
ンス川に合流する自然の力強さをご覧ください。熱狂的な自転車ファンに 適の半日ツアーです。 
 
ご案内：このツアーは体力がある人向けです。実質自転車に乗っている時間は約 2時間半です。10 歳以

上のお子様がご参加いただけます。このツアーにお申し込みの前にこのパンフレットのシンボ
ルマークの記載されているアクティブツアーに関する案内書をご一読ください。 

 

 
徒歩で巡るケベック旧市街観光と乗馬での観光 
OLD QUEBEC WALKING ＆ HORSE CARRIAGE 
ツアー番号：YQB007 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄４７～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
愛らしい城壁で囲まれたケベックのロウアータウンは１８世紀の魅力と歴史がそのまま残され、なかで
もロワイヤル広場は時代の雰囲気が味わえる所です。ガイドがサミュエル・シャンプランがケベックに
初の居住地を設けた逸話などを語ってくれます。ロワイヤル広場を回った所には歩行者天国のプチ・

シャンプランがあります。ここの狭い石畳の道沿いには趣のあるブティックやお店、カフェなどが並び
ます。ロウアータウンからアッパータウンへはケーブルカーで向かいます。素晴らしい展望デッキのあ
るデュフラン・テラスからセントローレンス川とその後ろのパノラマ光景が楽しめます。 
知事の公園でエレガントな観光馬車に乗り込み、歴史ある通りやケベック要塞、街を見下ろす第二次帝
政様式の堂々とした州議事堂を通ります。グランダレ通り、別名ケベックのシャンゼリゼ通りにはお店、
カフェとブティックが並びます。戦場公園に入り、セントルイス門を通りシャトー・フラントナックで
馬車をおります。 
 
ご案内：このツアーは一頭建て馬車、ケーブルカーと徒歩で行われます。このツアーには約２時間半距

離的には短い石畳の舗道や僅かな上り坂などの徒歩観光が含まれます。歩きやすい靴をお勧め
します。馬車での観光は約４０分です。雨に備え傘やジャケットをご持参ください。 

 

 
シュガーシャックの夜（夕食付き） 
AN EVENIG AT THE SUGAR SHACK 
ツアー番号：YQB008 
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄６７～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間半 
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ケベックで宿泊するのなら伝統的なログ・キャビンスタイルのレストラン、シュガーシャックでの有色
を楽しまなければ完璧とは言えません。到着後スタッフの歓迎を受けユニークなメイプル博物館の中を
案内していただきながら楓の樹液がどの様にして美味しいメイプル・シロップに変わるかを学びます。 
フレンチ・カナディアンのフォークミュージックの演奏や歌やダンスをお楽しみください。伝統的なケ
ベックの家庭料理がビュッフェスタイルで並べられていますのでお好きなだけお取り下さい。数えきれ
ないハイライトが味わえる夕べで絶対欠かせないのが雪の山の上に熱したメープルシロップを垂らし
たケベック伝統のデザートです。 
 
ご案内：レストランの雰囲気は家庭的で温かいもので、服装はカジュアルなもので大丈夫です。夕食に

は紅茶、コーヒー、アルコール飲料 2杯が含まれます。追加の飲み物のご注文用にカナダドル
をご持参ください。 

 

 
ケベック旧市街とシャトー・フロントナック 
OLD QUEBEC WALK AND CHATEAU FRONTENAC 
ツアー番号：YQB010 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄４７～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
歴史に満ちたケベックを十分に味わうには徒歩で周るのが一番です。北米唯一の壁に囲まれた旧市街で、
1985 年に UNESCO 世界遺産に登録されました。 
水辺より 60 メートルの高さにあるデュフラン・テラスはサミュエル・シャンプランによって 1620 年に
作られた要塞の一部で、セントローレンス川や対岸にある街レヴィ、オルレアン島やローレンシャン山
系が見渡せます。何度も再建を繰り返したロワイヤル広場はロウアータウンの中心にあり、裕福な商人
の屋敷がありました。ロワイヤル広場よりプチ・チャンプランの可愛らしい歩行者天国が続きます。狭
い石畳の道には家々、ブティック、特産品を扱う店やオープンカフェが並びます。 
ロウアータウンより短時間ケーブルカーに乗ってシャトー・フロントナックに向かいます。セントロー
レンス川の見下ろす丘の上に佇むお城のようなホテルはケベックで一番有名な観光名所です。第二次世
界大戦中、ルーズベルトやチャーチル、マッケーンジー・キングは戦争の戦略をここで練りました。ホ
テル内レストランの素敵な雰囲気の中で紅茶やコーヒーをお楽しみください。 
ツアーの終わりに時間があれば、街に残り各自船に戻ることができます。 
 
ご案内：このツアーは徒歩とケーブルカーでの観光となります。2 時間半の徒歩観光が含まれます。シ

ャトー・フラントナックホテル内のガイド案内は許されていません。このツアーにはレストラ
ンでの休憩のみが含まれます。 

 

 
ケベックパノラマ観光 
QUEBEC PANORAMA 
ツアー番号：YQB011 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄４９～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間４５分 
 
バスに乗り、復元された典型的な 17 世紀から 18 世紀の美しいロワイヤル広場を通ります。素晴らしい
景色を楽しめるディアマン岬で撮影タイムを設けます。 
次のパノラマ観光では息をのむ景色のモンモランシーの滝に向かいます。滝の下側からの迫力ある自然
の力をカメラに収めましょう。 
船に戻る前に地元の伝統的レストランシュガーシャックに立ち寄ります。メープル製品の製造工程を習
い、甘いメープルタフィーをご試食ください。紅茶やコーヒー、お菓子などお召し上がりただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。徒歩による観光はほとんど含まれませんが、バスに乗

り降りができる必要があります。シュガーシャックの代わりに別の場所に立ち寄る場合があり
ます。 
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モントリオール終日観光 
MONTREAL IN A DAY 
ツアー番号：YQB012 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄７９～（３～１２歳） 
所 要時間：約１３時間１５分 
 
モントリオールまで 3時間のドライブではバスの背にもたれてリラックスしてお過ごしください。途中
小休憩があります。 
モントリオールに到着後は１９７６年のモントリオール5輪の場所に向かい撮影タイムと同時に足を延
ばして周囲の光景を楽しんでいただきます。その後のパノラマドライブではゴールデン・スクエア・マ
イルとマギル大学の周囲を巡りモン・ロワイヤル山の絶景を眺めながら短時間の撮影タイムとなります。
モントリオールの旧市街の中心地でバスを降り、ご自由に魅力的な界隈を散策していただいたり、お買
い物やお食事で時間を過ごしていただきます。 
その後地元ガイドと合流して徒歩で、世界中の観光客が訪れる壮大なゴシック様再現様式のノートル・
ダム大聖堂へ向かいます。大聖堂の見学ツアーでは華麗な内部の装飾を見て周りながらこの建物にまつ
わる魅力的な逸話が語られます。 
見学終了後は再びバスに乗りモントリオール・アンダーグラウンド・シティ別名インドア・シティへの
ドライブとなります。広大な地下エリア又はインドア・エリアには、それぞれ全てが隣り合わせに繋が
っているアパート群やホテル、ショッピングモール、銀行、博物館が建ち並んでいます。地下には又モ
ントリオールで 7路線運行しているメトロの駅があります。ガイド同行でこのエリアの 1角を散策して
位置感覚を学んだ後は、それぞれ各自ご自由に珍しい体験をお楽しみ下さい。 
モントリオール市内観光終了後はバスに乗ってケベックに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。2 時間半の徒歩観光が含まれます。ノートルダ

ム大聖堂でミサなどの行事が行われる場合予告なく入場禁止となる事があります。その場合は
聖ジョセフ礼拝堂の訪問となります。このツアーでは約１時間半の徒歩観光がありますが、歩
く時間は各自の裁量にまかされます。場所によって起伏があったり石畳みの舗道を歩きますの
でヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。モントリオールでの自由時間をゆっくりと楽しん
でいただくため昼食は含まれていませんが、帰りのドライブでは軽目のランチボックスがつい
ています。お買い物用にカナダドルをご持参ください。 

 

 

 
シドニー(ノバスコシア州) 
SYDNEY（NOVASCOTIA） 
 

 
グラハム・ベル博物館見学 
ALEXANDER BELL MUSEUM 
ツアー番号：YQY002 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄５４～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
スコットランドを思わせる緑がうねる丘を抜けて景観を楽しみながらのドライブでボウラーデリー島
とランドマーク・シール・アイランド・ブリッジを越えてゆきます。 
アレキサンダー・グラハム・ベル博物館に到着後は各自自由に博物館を見学しベル博士の業績や当時の
器材、視聴覚プログラム、博士の系譜の写真パネル展示などを見ていただきます。どの様にして水と空
気が博士の想像力を刺激したか、音を光に載せて送るというアイデアがどの様に産まれたか、その他旋
盤を動力とする録音機の発明、人が運ぶ凧、スピード記録を樹立した水中翼船の発明など数々の発明の
偉業を学ぶことが出来ます。屋上庭園からはベルが暮らしていた３７部屋の大邸宅”べイン・ブラー“（ギ
リシャ語で美しい山の意味）を見る事が出来ます。 
帰路のドライブでは再び周囲の素晴らしい景色を楽しんでいただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。博物館までの移動時間は片道約１時間になりま

す。博物館の見学時間は２時間を予定しています。 
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伝統の島の真髄探訪 
HEAT OF THE ISLAND 
ツアー番号：YQY004 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４８～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間半 
 
景観を楽しみながらのドライブでケープ・ブレトン界隈にあるブラ・ド・オー湖の中心部を抜けて行き
ます。ブラ・ド・オー湖はカナダで も大きな塩水湖のひとつで 1166 ㎢もの面積があります。 
その後ケープ・ブレトンの中央部に位置するイオナ半島から、ノバスコシアにゲール人が入植していた
史実を証明する為、人々の生活ぶりがそのまま博物館と文化センターになっているハイランド村に向か
います。過ぎ去った昔に思いを寄せながらブラ・ド・オー湖を見下ろす丘の上に広がる４３エーカーの
村の中を散策してみましょう。村の中にはゲール人入植当時のままの数軒の建物や、製粉所と鍛冶場と
お店と教会がそれぞれひとつづつ並んでいます。全てが１７００年代の終わりから１８００年代の終わ
りまでこの場所に住んでいたゲール人のコミュニティを再現したものです。 
村の中をぶらぶら歩きながら、時代衣装を身に着けたガイドの案内で手織物やキルト、ラグ作りなどを
見せて貰います。ノバスコシャにかつて存在していた豊かなスコットランド・ゲール文化の歴史と人懐
っこく物知りなスタッフから２，３のゲール語を学びます。ケープ・ブレトン界隈では北米で現在でも
ゲール語が話されている唯一の場所で、彼らの祖先がスコットランドのハイランドから渡ってきたこと
を物語るものです。Thigibn air chelidh(ゲール語＝また来てくださいね！) 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりハイランド村では約１時間半の自由時間があります。

村は丘の上にあり道路は荒れ地で起伏があります。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。 

 

 
ケープ・ブレトン鉱山博物館見学 
CAPE BRETON MINE EXPERIENCE 
ツアー番号：YQY005 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄５８～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
ケープ・ブレトン島の西に向かった時点で冒険の旅は始まっています。大西洋の沿岸に位置するグレー
ス湾には 盛時では世界 大だった炭鉱が存在していたのです。ケープ・ブレトンの炭鉱業はフランス
軍がルイブ―ル要塞を建設する必要に迫られた為に２５０年前に始まりました。 
鉱山博物館を取り巻く絵の様な１５エーカーの敷地を訪れた時には、野生のバラが咲き乱れ丈の高い草
木が生い茂るモダンな美術館の建物の下に本格的な探鉱が眠っているとは想像もつかないでしょう。短
い案内の後、ヘルメットとレインコートが手渡され、それを身に着けて地下まで下りてゆきます。退職
した元炭鉱夫たちが２０分の炭鉱ツアーに付き添ってくれます。当時の驚くべき生活ぶりと、１日にわ
ずか８０セントの賃金で石炭を掘った経験はどんなものだったかという話に耳を傾けましょう。地上に
戻った後は各自自由に博物館を見学し、炭鉱夫たちの挑戦や苦難の人生に思いを寄せましょう。 
ツアーの途中には紅茶やレモネードルと共に伝統的なオートミールケーキがサービスされます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーは閉所恐怖症の方にはお勧めできま

せん。徒歩観光では荒れ地で起伏のある地面を歩きます。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めし
ます。 

 

 
ルイブール要塞観光 
THE FORTRESS OF LOUISBOURG 
ツアー番号：YQY006 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄６９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
手つかずの自然が残るケープ・ブレトン島を通り抜けて南に向い、ノヴァスコシャで船が航行出来る
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長の川ミラ川を渡ります。 
ルイブール要塞は２５０年前の古い町と北米 大の歴史遺跡を忠実に再現した野外博物館です。実際の
要塞は１７２０年から４０年の間に建設され北米に建てられた要塞の中で も規模が大きく、 も費用
かかったもので、当時の新世界に於いてはフランスの主要交易所であり軍事補強の地点となっていまし
た。到着後、短時間ガイド同行で要塞の紹介ツアーが行われます。その後は各自ご自由に見学していた
だけます。体験をより有意義にする為に３か所の講習所があり時代に忘れ去られてきたこの場所を探訪
する多くの機会が与えられます。それぞれ歴史上の人物の衣装をつけた博物館のスタッフが訪問者を昔
の旅に誘い、１８世紀の町で暮す苦労などを物語ってくれます。国王の要塞という格式を備えた堂々た
る要塞を見学しながら、見知らぬ土地で勇気を試されたフランス軍人たちの感動的な物語を聞くことが
出来ます。その後はホットチョコレートの“当時のままの作り方”の目にもとまらぬ手先の器用さで仕
上げるデモンストレーションを心行くまでご堪能ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには約１時間ガイド同行の徒歩ツア

ーがあり見学は立ち見になります。自由時間は約１時間半でその間歩く距離は各自の裁量にお
任せします。起伏のある路面や砂利道、僅かに傾斜のある場所など様々な路上を歩きます。ヒ
ールの無い歩き易い靴をお勧めします。 

 

 
シドニー旧市街ウォーキング 
OLD SYDNEY WALKING TOUR 
ツアー番号：YQY007 
ツアー料金：大人３９～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間 
 
時代衣装をつけたガイド同行でゆっくりペースでシドニーの歴史的観光名所の数か所を巡ります。エス
ペラネードの散策ではシドニーの名士を紹介したり事件を伝える為の数えきれない程のモニュメント
や記念碑を見ることが出来ます。 
初の見学場所は１８２８年に建てられた聖パトリック教会です。ゴシック再現様式の石造りの建物は

ノバスコシャ州東部では 古のローマ・カトリック教会です。現在教会は博物館に改装されていてシド
ニー入植初期からの遺物や美術品のコレクションが見られます。次の訪問場所はシドニーに残存する
古の木造の建物の中の１軒でカラフルな外観のヨスト・ハウスです。この家の地下には１８世紀当時の
ままに保存されたキッチンがあり調理用ストーブや蜂の巣状に分割されている焼き物用のオーブンな
どがあります。 
そのすぐ近くにあるのがシドニー 古の家コシット・ハウスです。この家も完璧に改修保存され１８世
紀の家具や道具が並べられ１７８５年に建てられた当時と全く変わっていない様な感覚を覚えます。こ
こでは紅茶と共に伝統的なオートミールケーキを味わって頂きます。 
 
ご案内：このツアーは全て徒歩での観光となります。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。 
 

 
シドニー気まま観光 
LEISURELY SYDNEY  
ツアー番号：YQY009 
ツアー料金：大人５５～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間 
 
バスの背にもたれてゆっくり景色を楽しみながらのドライブでシドニーの由緒あるビルの数々を通り
過ぎてゆきます。元は軍の駐屯地だったビクトリア公園を見てからダウンタウンに向かい、ウェントワ
ース公園で短い撮影タイムを取ります。 
その後ホイットニーピア歴史博物館に向かいます。鉄工所の周りに建てられ、以前はユダヤ人の礼拝堂
として使用されていたこの博物館はシドニーに入植して住み着きシドニーを故郷とした５５の異なっ
たエスニック・グループの伝統と文化を讃える為に改装されたものです。伝統的なオートミールケーキ
を紅茶と共に楽しみ、当時の写真や新聞の切り抜き、美術遺品などを見て歩きながら、ここシドニーに
広まっていた多種多様の豊かな文化に思いを寄せてみましょう。 
埠頭に戻るドライブでは途中メルティング・ポット（人種のるつぼ）博物館を訪れ短い撮影タイムを取
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ります。またメンベルトゥ・コミュニティを通り、現在北米に住むアボリジニの理想的な暮らしぶりを
垣間見ることも出来ます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。３０分位の徒歩観光も予定しています。バスの乗り降

りに支障のない方に限ります。 
 

 
カボット・トレイルとバデック観光 
CABOT TRAIL VIEWS & BADDECK  
ツアー番号：YQY010 
ツアー料金：大人５９～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
目の覚める様な眺望、曲がりくねった道路、手つかずの自然、これがケープ・プレトンの真髄であり魂
の故郷なのです。 
有名なカボット・トレイルの丘の一部に沿って１時間のドライブでは緑したたる渓谷や目の覚める様な
眺望をお楽しみいただけます。美しいセントローレンス湾とセントアン湾が見られる見晴し場所２か所
では小休止しての撮影タイムがあります。 
その後有名な発明家のグラハム・ベルの夏の別荘があった魅力溢れる観光地のバデックを訪ねます。こ
こではガイド同行で、ブラス・ド・オ湖の水が優しく岸部を打つ湖畔のボードウォークを散策します。
ベルの邸宅を見物する時には運が良ければ上空高く飛びまわる白頭鷲の姿をみかけるかもしれません。 
その後約１時間は自由時間となり、各自ご自由に町の中を散策していただきます。趣のあるお店でお土
産を買ったりするのもお勧めです。帰路は同じ道路を通りカボ・トレイルの丘をもう一度お楽しみいた
だけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。カボ・トレイルは車窓よりのみの見学となりま

す。徒歩観光では約１時間半起伏があったり僅かに傾斜していたりと様々に異なる路面を歩き
ます。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。 

 

 
カボット・トレイル観光（昼食付き） 
THE CABOT TRAIL  
ツアー番号：YQY011 
ツアー料金：大人９９～ 子供＄９６～（３～１２歳） 
所 要時間：約７時間半 
 
東沿岸ルートではグラハム・ベルがこよなく愛した眺望が見られます。『私は世界中を旅してきた。カ
ナディアン・ロッキーもアメリカン・ロッキーも見て来たし、アンデス山もアルプスもスコットランド
のハイランドも見て来た。しかし美しさという点ではケープ・ブレトンに勝る場所は無いだろう』 
バスの背にもたれてリラックスし次々と変わる景色を楽しみながらセント・アン・ルック・オフに向か
います。ドライブ中ガイドが語る、この島を発見した探検家のジョン・カボットにちなんで名づけられ
たカボット・トレイルにまつわる長く興味深い歴史に関しての説明に耳を傾けましょう。セント・アン・
ルックオフに到着後は撮影タイムとなり、足を延ばしていただきながら周囲の絶景もお楽しみいただけ
ます。 
次に向かうのはケルテック・ロッジでここで美味しい昼食をいただきます。沿岸の理想的な場所にある
ケルテックからは周囲の素晴らしい景色とケープ・スモーキー山の目の覚める様な絶景を見ることが出
来ます。 
その後インゴニッシュ・ビーチで休止して撮影タイムを取り、それからは行きと同じルートを通ってシ
ドニーまでのドライブとなります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーではカボット・トレイルの東側の１

部を抜けるのみのドライブとなります。殆どがバスの車窓からの観光で撮影タイム時だけ短時
間バスを降りる事が出来ます。曲がりくねった道路を含みますので、車酔いに注意し、必要な
予防措置をお取りください。徒歩の部分は希望者のみ可能ですがレストランへは約５０段の階

段を上る事になります。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。 
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ボストン 
BOSTON 
 

 
歴史の街ボストン、ケンブリッジ観光                                                   
HISTORIC BOSTON & CAMBRIDGE  
ツアー番号：BOS001 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
チャールズ川で分断されてはいるものの、ボストンとケンブリッジは切り離す事が出来ない都市で、ど
ちらも活気溢れる賑やかな大都会です。ツアーはこのチャールズ川を渡りケンブリッジに向かい、趣の
ある学生街を散策しながら全米 古の大学であるハーヴァード大学の構内のハーヴァード・ヤードに到
着します。 
１７２３年に建造されたオールドノース教会は現存するボストン 古の教会であり英国から運ばれた
シャンデリアや背の高い箱型の信徒席で有名です。この教会こそ１７７５年４月１８日に建国の英雄ポ
ール・リビアが赤い軍服の英国兵が接近していることを知らせるために２基のランタンを掲げる様にと
命じた場所なのです。見学の後はオールドノース教会ギフト・ショップでお土産物のショッピングをお
楽しみいただけます。 
ドライバー兼ガイドの楽しい説明を聞きながら新設の州議事堂、トリニティ教会、ボストン公立図書館、
パブリックガーデン、ボストン・コモン、ビーコン・ヒルを見て周ります。続いて“フリーダム・トレ
イル［自由への足跡］”に沿って進みキング礼拝堂、ボストン茶会事件の発祥地オールドサウス集会場、
オールドコーナー・ブックストアなどを巡ります。 後にクインシー・マーケットやファニュエルホー
ル・マーケットプレイスで短時間自由散策をお楽しみいただいた後埠頭に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは交通渋滞を避ける為にトンネルを通る場合があります。ハーバード・ヤードま 

では大体１区画の距離を歩くことになります。そこからオールドノース教会までは更に約１ 
５０メートルの距離を歩きます。交通事情などにより観光の順序は逆になる場合があります。 
クインシー・マーケットでの自由時間は約４５分を予定しています。 

                                                 
 
ボストン、レキシントン、コンコード名所観光 （昼食付）                        
BEST OF BOSTON, LEXINGTON & CONCORD  
ツアー番号：BOS004 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄７６（３～１２歳） 
所 要時間：約７時間半 
 
１７７５年英国軍はレキシントンからコンコードに通じる街道を進軍し、途中で独立軍と遭遇して血み
どろの戦いが行われた為、この街道はバトル・ロード（戦闘の道）と名付けられる事になりました。し
かし現在のレキシントンはクラシックな雰囲気が漂うニューイングランドの可愛らしい町として人気
を集める様になっています。 
レキシントン・グリーンはポール・リビアが馬を走らせて英国軍の到着を民兵に知らせた場所で、オー
ルドノース・ブリッジは４００人の民兵が英国軍と対面し、先に発砲した事から独立戦争が勃発するき
っかけになった場所です。オールドノース教会の内部には他の教会には無い珍しい背の高い箱型の信徒
席が見られます。その目的は囲いで寒い冬の隙間風を防ぐと共に、信徒たちが共同で利用する足元暖房
装置の周りに身を寄せて集まれる様にしたからでした。 
昼食は現在まで途切れる事無く営業を続けているアメリカ 古のレストランであり、往時の雰囲気その
ままのユニオン・オイスター・ハウスでいただきます。 
帰路はケンブリッジからハーヴァード大学構内に向かうルートを通り、アメリカ 古であり も権威の
ある大学として有名なハーヴァード大学の数々の神聖な講堂を抜けての散策をお楽しみいただきます。
道中同行のガイドが、ラルフ・ウォルドー・エマーソン、ナサニエル・ホーソーン、ルイーズ・メアリ
ー・オルコットなど世界的に有名な作家たちの田舎の別荘がある場所を教えてくれるでしょう。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩行に自信の無い方は、下車観光の間もバス 
内にとどまっていただく事が可能です。平坦な舗装道路を約２時間半歩くことになります。 

                                               
 
ボストン・パノラマ観光                                                      
PANORAMIC BOSTON  
ツアー番号：BOS006 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
埠頭からはボストンで も魅力的な観光スポットといわれるコープリー広場に向かいます。広場の周囲
はボストンの印象的な建物、優美なロマネスク建築のトリニティ教会、イタリア・ルネッサンス様式の
外観で知られるボストン公共図書館などが建ちならんでいます。 
ニューベリー通りに沿って進むとエレガントなヴィクトリア様式の邸宅群が見えてきます。これらの建
物の多くは今日おしゃれなレストランやブティックに改装されています。ボストン・コモンを越えて旧
市街の中心地へ向かう道中では、パブリックガーデンの美しい花壇や、１世紀の歴史を持つスワン・ボ
ートなどの眺めをお楽しみいただけます。 
ビーコン・ヒルの頂上にはマサチューセッツ州議事堂の金色に耀くドームが聳えています。この建物の
礎石は１７９５年にサミュエル・アダムスとポール・リビアによって置かれたものです。“フリーダム・
トレイル”に沿っての道中には１７７６年７月１８日に独立宣言がなされた場所で、ボストン大虐殺の
場所でもある旧州議事堂が見られます。その後有名なクインシー・マーケットやファニュエルホール・
マーケットプレイスの前も通ります。 
現在は観光客や地元の人々で賑わうファニュエル・ホールは、かってはボストン独立戦争の志士たちの
集会所として有名な場所でした。ツアーの 後はファニュエルホール・マーケットプレースでの解散と
なりますので、午前出発のツアー参加者は後に残って気ままに買い物や観光を続けることもできますし、
個人で船に戻るのも自由です。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。このツアーは交通渋滞を避ける為にトンネルを通る場 

合があります。また交通事情によって必ずしも全ての撮影スポットで停車する事ができない場 
合もあります事をご了承ください。クインシー・マーケットとファニュエルホール・マーケッ 
トプレースでの自由時間は約１時間を予定しています。 

                                                
 
陸と海からのボストン観光                                                     
BOSTON BY LAND & SEA 
ツアー番号：BOS007 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
ボストンの賑やかなウォーター・フロントを過ぎると４５分のハーバー・クルーズの出航地であるロン
グ埠頭が見えてきます。ベテランの船長が歴史のあるウォーターフロントの間を縫って正確に船を航行
させてゆくと同時に、同行のガイドがボストンの空や港を背景に聳える数多くの史跡をひとつひとつ案
内してくれます。またチャールスタウン海軍基地にある戦艦“オールド・アイアンサイド”（コンステ
ィチューション号）が母港に停泊している様子を至近距離で見学することが出来ます。その背景には激
戦地だったバンカーヒル・モニュメントも見えてきます。 
その後はバスに乗り換えて、ボストンで も魅力的な観光スポットといわれるコープリー広場に向かい
ます。広場の周囲はトリニティ教会やボストン公共図書館といった素晴らしいデザインの建造物に取り
囲まれています。更にバック・ベイ地区の高級住宅街を抜け、おしゃれなブティックやトレンディなカ
フェを過ぎてパブリックガーデンに向かいます。ボストンの中心にありボストンコモンを見下ろす地域
には、ボストンで もエレガントで裕福な上流階級の人々が暮らす場所として有名なビーコン・ヒルが
あります。 
観光ドライブの道中では、１９７８年に完成したマサチューセッツ州議事堂の黄金のドームを見る事が
できます。 
 
ご案内：このツアーはバスとエンジン付き観光船での観光となります。ハーバークルーズはキュナード
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の貸切りではなく一般市民や他の観光客との混載になります。ツアーの観光順序は部分部分で
変わる場合があります。徒歩の時間は非常に少ないのですが、クルーズ船の乗下船時やバスの
乗降時に数段の階段を上り下りする必要があります。 

                                               
 
セイレムの歴史探訪と魔女博物館見学                                            
SALEM & WITCH MUSEUM 
ツアー番号：BOS009 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間３０分 
 
１９世紀半ばのセイレムはアメリカ東部の工業や小売業の中心地として進化を遂げていたのですが、１
９１４年に大火災が発生し町のほとんどが焼き尽くされて焼け出されて家を失った家族は数千を超え
ました。今日のセイレムは色彩豊かな沿岸都市として発展し、アメリカでも も多くの史跡や博物館、
ショッピングエリアが密集している都市のひとつとして観光客の人気を集めています。勿論セイレムの
名前が世界的に有名になったのは魔女裁判で、それに関する数々の史跡を町中に見ることができます。 
時を１６９２年に戻すと、迷信深かったセイレムの村はヒステリックな魔女狩りの熱に浮かされていま
した。若い女性が病気になると、無知な村人たちはそれを魔術にかかったと信じたのです。魔女博物館
は、ステージを備えた劇場形式で、証拠もなく魔女と断定した犠牲者を処刑したりといった暗黒時代の
魔女裁判のてんまつを、登場人物に扮した男女の俳優の声や、真にせまった語りで説明してくれます。 
セイレムのダービー埠頭はアメリカ独立後の中国貿易で有名だった所で、当時はセイレム造船のヤンキ
ー・クリッパー（高速艇）が地球を半周して航海し広東や南シナ海を舞台に大活躍を続けたものでした。
その頃のセイレムはアメリカ全州の中で も裕福な都市だったのです。ツアーの後は自由行動となりま
すのでウォーターフロントに沿って建つ由緒ある建物を見物したり、埠頭に建ち並ぶユニークなお店で
買い物を楽しんだりと思い思いに時間を過ごしていただくことができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩行に自信の無い方は、下車観光の間もバス 

内にとどまっていただく事が可能です。魔女博物館では約４０分徒歩での見物が含まれ、立 
ち見となる場合があります。 

                                                
 
水陸両用バス ダックで巡るボストン観光 
BOSTON SIGHTS BY AMPHIBIOUS DUCK 
ツアー番号：BOS011 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間４５分 
 
ダックに乗りこみボストンのバックベイ地区を見物、パリジャンに影響を受けたおしゃれな大通りや、
ヴィクトリア様式の煉瓦や砂石造りの豪華な邸宅などを見て回ります。ニューベリー通りに並ぶのは高
級ブティックや個性的なギャラリー、トレンディなカフェです。パブリックガーデンには１世紀の歴史
を持つスワンボートがあり、ＴＶの人気コメディ“チアーズ”の舞台となった有名なブル＆フィンチ・
パブも通りますのでカメラをお忘れなく。 
ボストンの中心部でボストンコモンを見晴らす場所には高級住宅街のビーコンヒルがあります。ボスト
ン旧市街に入ると、古き良き時代の雰囲気が蘇ってきます。耀く黄金のドームで有名なマサチューセッ
ツ州議事堂は１７９５年にサミュエル・アダムスとポール・リビアが礎石を置いた場所です。オールド
サウス集会所ではボストン茶会事件前夜、独立の志士たちの決起集会が行われていました。 
 
その後バスの運転手はダックの船長に変身し、バスは水しぶきをあげてチャールズ川に分けいって行き
ます。水の流れに沿ってクルーズをしてゆくとボストンとケンブリッジを結ぶクレイギー・ドローブリ
ッジ（はね橋）やロングフェロー・ブリッジを見物することができます。 
川から陸地に戻り次第、車窓からのパノラマ観光を続けながら船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーには殆ど歩く時間はありません。但し水陸両用バス ダックでは１０段の階段の 

乗り降りがあります。ダックには車椅子を載せるスペースがありません。見学順序は交通事
情などにより逆になる場合があります。 
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ケネディー博物館とボストンハイライト 
KENNEDY MUSEUM & BOSTON HIGHLIGHTS 
ツアー番号：BOS014 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
聳えたつ白いコンクリートとガラスで建てられたジョン・F・ケネディー博物館は海を見渡すボストン
の南にあります。深みのある象徴的な建物です。 
ケネディー博物館では部分的に JFK の声で語られる短編フィルムが劇場で上映され、過去のテレビ足跡
や華やかな家族ホーム映像が用いられ、キャメロット伝説と呼ばれるケネディー家の背景や家族、政治
功績を紹介します。映像鑑賞後、館内を自由に散策いただけます。膨大な映像による展示がされ、復元
された大統領執務室に立てば、ケネディー大統領の全国民への公民権についての歴史的名演説の影に隠
されたドラマや宇宙計画の進取の精神を学ぶことが出来るでしょう。 
ボストン景観ドライブでは驚異の建築物であるトリニティー教会やボストン公立図書館があるコプラ
ー・スクエアーを通ります。街の中心にある都会のオアシスであるボストンコモンを見渡すエレガント
で裕福な人種が暮らす高級住宅街ビーコン・ヒルを通ります。黄金のドームがあるマサチューセッツ州
議事堂やクインシーマーケット、ファニエルホール、ボストン茶会事件が愛国の志士により企てられた
オールドサウス集会所など、フリーダムトレイルに点在する名所を通ります。市内の景観ドライブを楽
しんだ後、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。市内観光では交通状態により見られる名所が異なる事 

があります。このツアーにはＪＦＫ博物館で約１時間半、徒歩や立ち見による観光が含まれま
す。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。 

 

 
トロリーでボストン観光 
BOSTON BY TROLLEY  
ツアー番号：BOS019 
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間半 
 
港を後にしてオールド・タウン・トロリーバスに乗りこみボストンを観光します。バスのドライバー兼
ガイドがボストンの歴史から生活などいろいろな逸話やユーモア、史実などを織り交ぜ説明してくれま
す。 
途中、有名なボストン茶会事件が起こり、時としてアメリカの独立に火をつけたといわれる場所を通り
ます。市内を通り旧議事堂、ボストンコモン、トリニティー教会、有名なチアーズバー、フェンウェイ
パーク野球場を通ります。そして歴史あるノースエンドにあるオールド・ノース教会やポール・リベラ
の家、ハーバー渡りチャールスタウンに向かい、美しいバンカー・ヒル・モニュメントや戦艦 USS コン
スティチューションを通ります。 
ツアーの 後にクインシーマーケットで下車し、自由行動をすることができます。クインシーマーケッ
トで自由行動を選ばれる方には船に戻る無料の送迎バスが用意されています。 
 
ご案内：このツアーはトロリーバスでの観光となります。徒歩による観光は含まれませんがトロリーバ

スの乗り降りに支障の無い方に限ります。このツアーの途中に階段はありません。 

 

 
乗り降り自由トロリーバスでボストン観光 
BOSTON BY TROLLEY HOP ON HOP OFF 
ツアー番号：BOS024 
ツアー料金：大人＄４４～ 子供＄２２～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間 
 
専用のオールドタウントロリーでボストンの特別ルートで名所を回ります。自分の好きな場所で時間を
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かけることができる乗り降り自由トロリーバスです。 
フレンドリーな車掌が街の概要を説明し、ボストンで人気のある名所のある７か所またはそれ以上を自
由に乗り降りできます。この専用トロリーバスは各停留場所に 20 分毎に出発します。 
クルーズターミナルよりオールドタウントロリーに乗車し、 初の停留場であるボストン茶会事件現場
で、素晴らしい博物館があります。そして別名ボストンのリトルイタリーのノースエンド、USS コンス
ティチューション号、バンカー・ヒル・モニュメント、チェアーズ・バー、ボストンパブリックガーデ
ンとビーコン・ヒルに訪れます。アメリカンフットボールファンにもおなじみ、有名な球団ボストン・
レッドソックスのホームグランドのフェンウェイパークも含まれます。お買い物好きにはプルデンシャ
ルセンターかスカイウォークに行くのもお勧めです。 
後にクインシーマーケットとファニエルホールマーケットプレイスに停車します。ここから再びトロ

リーに乗りクルーズターミナルに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはトロリーと徒歩での観光となります。各観光名所を十分に楽しむにはウォーキン

グが必須です。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。このツアーには入場料が含まれませ
ん。このツアーの所要時間はお客様により異なります。トロリーの時刻表と船への 終トロリ
ーバスの時間を必ずご確認ください。各アトラクション特にフェンウェイパークは予告なく閉

まることがあります。 

 
自由への道「フリーダム・トレイル」徒歩ツアー 
WALK THE FREEDOM TRAIL 
ツアー番号：BOS025 
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
英国軍の襲撃を 初に伝えたポール・リビアの像がポール・リビア・モ－ルにあり、その後にオールド・
ノース教会が建っています。馬に乗ったリビアの像はボストンＮｏ．１の撮影スポットです。 
その後はボストンの も古い区域であるノース・エンドに向かいます。狭い曲がりくねった道はもとも
と家畜の牛が通った道でした。ノース・スクウェア 19 番地にはボストンに現存する 古の建物のリビ
アの生家があります。 
「自由のゆりかご」と呼ばれるランドマークのファニエルホールがあり、サミュエル・アダムスからジ
ョン・F・ケネディー大統領に至る 2 世紀の政治家の演説が行われました。このホールの背後にクイン
シーマーケットがあります。 
このウォーキングツアーはボストンをより深く知る事が出来る理想的なものです。ガイドの臨場感あふ
れる説明を聞きながらフリーダム・トレイルを辿り愛国者の足跡を忍びます。ツアーではオールドサウ
ス集会所、新議事堂、グラナリー墓地、オールドコーナー書店、キングスチャペルなど見学します。こ
のツアーはクインシーマーケットで終了した後自由時間となりますので各自それぞれに観光を続けた
後で埠頭に戻る事も可能になります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。参加者は乗合でクィンシー・マーケット・トラ

ンスファーを利用してウォーキングツアーの出発点で集合することも可能です。約３．２キロ
というかなりの距離を歩く上立ち見観光も含まれます。歩き易いウォーキングシューズをお勧
めします。クインシーマーケットでの自由時間は約 1時間です。 

 
アメリカ大統領史探訪 
AMERICAN PRESIDENTS 
ツアー番号：BOS028 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
ジョン・F・ケネディー博物館はボストンの南に位置し深見のある精神的で象徴的な建物が印象的です。
聳えたつ純白のコンクリートビルの中には膨大な量のオーディオビジュアル資料が展示され、有名な大
統領の政治家としての人生と個人的な生活が語られています。到着後、劇場で上映される部分的に JFK
本 2 人の声の語りが入る短編フィルムをリラックスしながら鑑賞します。過去のテレビ足跡や華やかな
家族ホーム映像が用いられ、キャメロット伝説と呼ばれるケネディー家の背景や家族、政治功績を紹介
します。映像鑑賞後、館内を自由に散策いただけます。 
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”オールドハウス“と知られるピースフィールドはアダムス国定歴史公園にあります。１７３１年に建
てられたこの屋敷は数世代にも渡って第二代大統領と第六代大統領を輩出したアダムス一家が住んで
いた場所です。到着後はビジターセンターでビデオでの説明を鑑賞し、その後国立公園レンジャーの案
内で、隣接する図書館などを含むこの屋敷の貴重な展示物を見せていただきます。彼らの生涯を新たに
学び、二人の偉大な人物が成し遂げた偉業に心を寄せましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。訪問可能な場所が限られている為親や目の予約

をお勧めします。ピースフィールドで記念行事が行われる場合は直前に見学がキャンセルにな
る場合があります。ツアー中は階段を含む様々に異なる路面を歩くことになります。ヒールの

無い歩き易い靴をお勧めします。ケネディ博物館までのドライブは約１時間４５分となります 

 
市内観光とボストン茶会事件博物館 
CITY DRIVE & BOSTON TEA PARTY MUSEUM 
ツアー番号：BOS029 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄５５～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間半 
 
埠頭からはボストンで も魅力的な観光スポットといわれるコープリー広場に向かいます。広場の周囲
はボストンの印象的な建物、優美なロマネスク建築のトリニティ教会、イタリア・ルネッサンス様式の
外観で知られるボストン公共図書館などが建ちならんでいます。 
ニューベリー通りに沿ってパブリック・ガーデンを越えて旧市街の中心部へ入ってゆきます。フリーダ
ムトレイルに沿ってのドライブでは金色のドームが輝く州議事堂が見られその後ボストン茶会事件博
物館に到着します。この博物館では事件の背後にある様々な出来事を学び、１７７３年１２月１６日に
起こった歴史的な事件に思いを寄せてみましょう。 
時代衣装を身に着けたガイドがユニークでマルチメディアを駆使した博物館の中を案内してくれます。
事件を再現した展示や、当時の帆船のレプリカがあり、ここでは事件に習って船から茶袋を海中に投げ
いれる体験も味わう事が出来ます。ツアーの 後には博物館のティールームで紅茶と美味しいお菓子を
味わっていただいた後港まで戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。訪問可能な場所が限られている為、お早目の予

約をお勧めします。博物館のツアーでは約１時間歩き、立ち見見学となります。ヒールの無い
歩き易い靴をお勧めします。ケネディ博物館までのドライブは約１時間４５分となります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

 
ニューポート 
NEWPORT  
 

 
ニューポートの景観 
SCENES OF NEWPORT 
ツアー番号：NPT001 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄３１～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間３０分 
 
ニューポートの豊かな歴史と美しい海岸の風景を楽しむのに 適なツアーです。植民地時代の重要な史
跡とクリストファー・ワレンの設計が土台と言われるトリニティー教会やアメリカでも歴史深いレッド
ウッド図書館など含む有名なランドマークを通ります。ジャクリーヌ・ブーヴェとジョン・Ｆ・ケネデ
ィー上院議員が結婚式を挙げたゴシック様式のセント・メリー教会も通ります。 
岩だらけの壮大な海岸線で有名な１０マイルオーシャンドライブをドライブするのでカメラの準備を
お忘れなく。ニューポート観光は億万長者が夏の別荘を建てたベルビュー・アベニューを見なければ終
わりません。ニューポート保存協会により修復保存されたアスター家、ヴァンダービルト家、モーガン
家など宮殿のような別荘を通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。車窓からのみの見学となり、下車観光は含まれません。

オーシャンドライブやベルビュー・アベニューでは交通渋滞が激しくツアー所要時間が長くな
る場合があり交通がスムースであればツアーの所要時間が短くなります。 

 

 
ニューポートの豪邸拝見 
GRAND MANSIONS OF NEWPORT 
ツアー番号：NPT002 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間４５分 
 
ニューポートの市街を通るドライブでは、１７００年代の修復された邸宅や歴史ある建物、コロニアル
ニューポートを通りますのでカメラをお忘れなく。 
このエリアでも も豪華な大邸宅を訪問する素晴らしい機会です。その日の状況によりますが、エリム
ス邸かローズクリフ邸のどちらかを訪問します。両邸とも当時のニューポート社交界の豪奢なライフス
タイルを紹介するいい見本です。どこまでも続く芝生や手入れの行き届いた庭園、青空に遮る物もない
水平線は荘厳な豪邸の舞台背景のようです。ガイドによる華麗に輝いていた時代にまつわる逸話や興味
深い伝え話をお楽しみください。 
世界でも有名な１０マイル（16km）の海岸ドライブとベルビュー・アベニュー、すばらしい宮殿のよう
なコテージ、ニューポートの素晴らしい南部の風景のドライブをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ニューポートの豪邸見学は人気が高く、入場に

行列ができる場合があります。ツアー訪問順序は逆になる場合があります。豪邸内の写真撮影
は禁止されていますが、外観は写真撮影ができます。豪邸内では数段の階段の上り下りがあり
ます。内部の説明はガイド又はオーディオテープが行い、場合によっては各自で内部を観光し
ていただきます。 

 

 
ニューポート、ヴァンダービルト邸訪問 
THE VANDERBILT’S NEWPORT 
ツアー番号：NPT003 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４８～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間４５分 
 
有名なベルビュー・アベニュー沿いをドライブし、古き良き昔の豪奢なライフスタイルを見学します。 
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マーブルハウスはアメリカで も贅沢な私有地のひとつです。１８９２年にウイリアム・Ｋ・ヴァンダ
ービルトが建てたマーブルハウス邸は、白亜の大理石をふんだんに使った４万６千㎡もの広さの豪邸で、
ヴァンダービルトの「芸術の殿堂」でもあります。一般公開されている部屋を見学し、敷地を歩いて大
西洋を望む崖の上にある中国風のティーハウスを訪れます。 
コーネリウス・ヴァンダービルト２世のために設計されたブレーカーズ邸はニューポートで も素晴ら
しい別荘の一つと言われ、まるでイタリアルネッサンス時代の宮殿のようです。その中でも豪華で素晴
らしいのがグランドホールです。印象的な音楽室は 初フランスで石材や大理石を芸術的に切り出して
建設され、ニューポートで再組立てされました。一階の大きなガラスのドアを開けるとクリフと大西洋
の全景が一望できます。 

 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ニューポートの豪邸見学は人気が高く、入場に

列ができる場合があります。訪問順序が逆になる場合があります。別荘の内部の写真撮影は禁
止されていますが、外観は写真撮影が可能です。別荘内は階段があります。内部観光にはオー
ディオガイドが使われます。 

 

 
植民地風ニューポート・ウォーキング 
COLONIAL NEWPORT WALKING TOUR 
ツアー番号：NPT005 
ツアー料金：大人＄４４～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間半 
 
ゆったりしたペースでニューポートの中心にある歴史史跡地区を歩きます。趣のある日陰の多い街路を、
歩きながら、同行ガイドが長い間忘れられていた地域が植民地風に修復されたことで、 も有名な観光
名所となり米国植民時代復元運動のモデルとなった逸話を語ってくれるでしょう。途中現在では博物館
であるブリックマーケット、オールド・コロニー・ハウス、ホワイトホース・タバーンやクエーカー集
会所などを通ります。またトリニティー教会と墓地、アメリカ 古のシナゴークのトーロ・シナゴーク、
ジョージ・ワシントンやトーマス・ジェファーソンやその他の人々が訪れた箇所を通ります。 
ツアー中、ニューポートの建物にパイナップルの彫刻が掘り込まれているのに気づくでしょう。何故パ
イナップルがニューイングランド地方のおもてなしのシンボルとなったのかのいきさつをガイドから
お聞きください。 
 
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。道中ゆっくりベースで約１時間半歩きますが、場所に

よっては起伏のある地面を歩きます。歩きやすいウォーキングシューズをお勧めします。ツア
ー終了後は街に残ってご自由に観光の上各自で船に戻ることも可能です。 

                                               
 
クリフウォークとブレーカーズ邸訪問 
CLIFF WALK & THE BREAKERS 
ツアー番号：NPT006 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
１９７５年に全米リクリエーショントレイルに指定されたクリフウォークトレイルの散歩をお楽しみ
ください。ニューイングランド地方の荒々しい岩場の多い海岸線とニューポートでも豪華な別荘など、
このトレイルはニューポートでも人気スポットです。アメリカの黄金期のことや、ニューポートをアメ
リカ有数の富豪の夏の別荘地にした立役者たちについてガイドが説明します。 
ザ・ブレーカーズ邸はコーネリウス・ヴァンダービルト２世のためにアメリカ人建築家のリチャード・
モリス・ハントが設計したものです。このイタリアルネッサンス風の宮殿は完成に３年弱を要し今でも
ニューポートの別荘の中で も壮大なものの一つです。印象的なグランドホールと音楽室は美しく彫刻
が施された石と大理石で作られ、天井の高さは 15 メートルあり、ニューポートのマンションの中で
大の部屋です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。クリフウォークは 1時間ほどゆったりとしたペ

ースで歩きます。一部起伏や傾斜のある場所があります。クリフウォークの開始地点と終了地
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点に 40 段の階段があり途中にも 20 段の階段があります。ヒールの無い歩き易いウォーキング
シューズをお勧めします。ニューポートの豪邸訪問は人気が高く、入場に行列ができる場合が
あります。豪邸内の写真撮影は禁止されていますが、外観は写真撮影ができます。豪邸無いマ

ンション内には 30 段の階段があります。訪問順序が逆になる場合があります。 

 
陸と海からのニューポート観光 
NEWPORT LAND & SEA 
ツアー番号：NPT009 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄５２～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間４５分 
 
ツアーはまず 10 マイルオーシャンドライブ沿いから始まり、ニューポートの岩場の多い南部海岸線の
素晴らしい景色や過去から現在まで裕福な人々の持ち物の素晴らしい夏の別荘が見られるベルビュ
ー・アベニューを通ります。コロニアル地区にはトリニティー教会、国際テニスの殿堂、レッドウッド
図書館などを通ります。１９５３年にジャクリーヌ・ブーヴェとジョン・Ｆ・ケネディー上院議員が結
婚式を挙げたゴシック様式のセント・メリー教会などを通ります。 
そして美しく修復されたヨットM/Vガンセット号に乗船し大富豪ヴァンダービルトになった気分を味わ
いましょう。ゆったりとした１時間４５分のニューポート湾クルーズではニューポートの歴史と何故こ
の都市が“アメリカ・ヨットセイリングの首都”と言われているのかを学びましょう。絵葉書のように
穏やかな海と港のセイリング中、ガイドが主な見どころを説明します。 
陸と海からニューポートでの素晴らしい体験を味わっていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスとエンジン付きヨットと徒歩での観光となります。海の天候は変わりやすい

ので洋服は重ね着をしてご参加ください。訪問順序がかわる場合があります。 

 

 
ローズ島灯台とハーバークルーズ 
ROSE ISLAND LIGHTHOUSE & HARBOUR CRUISE 
ツアー番号：NPT010 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄４７～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間半 
 
このツアーは完璧に修復された灯台と２００年の歴史ある重要な野生動物保護地であるハミルトン砦
から始まります。１８７０年に建てられたローズ島の灯台は、アメリカの海洋建築の古典的遺跡として
１９９３年に１９世紀後半当時のままに復元修復されました。 
戦略的位置にある為、ローズ島は南北戦争以来、重要な軍事拠点でした。現在では数多く飛来する渡り
鳥の避難地区です。この生きた博物館は自給自足の灯台守の生活や家族について紹介します。灯台訪問
後、船に乗船して桟橋に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは晴雨に関係なく催行されます。ローズ島は天候に晒されているので滑りにくく、

歩きやすい靴ウインドブレーカーかレインジャケットをご用意ください。約１時間のゆっくり
した徒歩の観光が含まれます。 

 

 
ラフポイントのドリス・デューク邸訪問 
DORIS DUKE’S MANSION AT ROUGH POINT 
ツアー番号：NPT011 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間 
 
大西洋を眺める高台に聳えるラフポイントエステートはニューポートの華麗な黄金時代の記憶をよく
留めています。 
デューク大学の名づけ親で電気とたばこ産業で財を築いたジェームズ・デユークは、１９２２年にフレ
デリック・W・ヴァンダービルトにより建てられたら広大な英国風マナーハウスのラフポイントを購入
しました。１９２５年に亡くなった後、彼の唯一の子供であったドリスが膨大な遺産を相続しました。
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ドリスは慈善事業家で知られましたが、質の高い生活を好みと風変りなことでも有名でした。ドリスは
美術収集家でもあり、生涯を通じて美術収集に魂を注ぎました。自宅にはルノワール、ヴァン・ダイク、
ジョシュア・レイノルズなどの芸術作品や、明朝時代の工芸まで芸術作品で埋め尽くされています。1993
年に亡くなると、ニューポートの歴史的建造物保存促を促進する目的で生前に自身で設立したニューポ
ート復興財団にエステートと全財産を遺贈しました。現在のこのエステートはドリスが亡くなった後も
全く変わらずに残されています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ガイド付きマナーハウス内の観光は約 1時間半

です。椅子がなく立ち見観光となります。 

 

 
トロリーで行くニューポート・ワイン探訪 
WINES OF NEWPORT BY TROLLEY 
ツアー番号：NPT012 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所 要時間：約３時間半 
 
ニューポートはニューイングランドのワイン生産の中心地であり、優秀ワインとして数々の受賞歴を持
つワイナリーの本場です。 
トロリーバスに乗ってニューポートを離れ、グリーンベイル・ワイナリーのあうポーツマスに向かいま
す。グリーンベイルはパーカー・ファミリー４世代が経営するワイナリーで、果物やワインが育つ理想
的な地理環境やワイン造りの伝統、広大な葡萄畑の忠実な保存などのお陰で優秀ワイン賞を何度も受け
ている所です。葡萄畑のツアーの後、厩舎を改造したテイスティング・ルームで数種のワインの試飲を
お楽しみいただきます。 
その後再びトロリーに乗りミッドルタウン地区に向かいニューポート・ワイナリーを訪問します。ここ
もまた家族経営のワイナリーで、ポールとジョン・ヌーンズさんは元々一家が持っていた６０エーカー
の農場を不動産デベロッパーに売却するよりもワイナリーに改造することを選んだのでした。葡萄畑の
ツアーをお楽しみいただいた後、テイスティング。ルームで数々の香り高いワインを試飲していただき
ます。ツアーの終了後はトロリーに乗って帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはトロリーバスと徒歩での観光となります。お子様は参加できません。ワインの試

飲は２１歳以上に限ります。年齢確認用のＩＤが必要になる場合があります。訪問順序は逆に
なる場合があります。ツアー中荒地や起伏のある地面を歩いたり立ち見見学したりの時間が含
みます。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。 

 
                                            
 
スクーナー帆船クルーズ 
SCHOONER SAIL 
ツアー番号：NPT013 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄５２～（３～１２歳） 
所 要時間：約２時間 
 
ニューポートは全米ヨットセイリングの首都と称される程世界的にも有名なセイリング大会が開かれ
る都市としても知られてきました。ゆったりベースのセーリングで理想的な沿岸クルーズの魅力を発見
していただきます。 
埠頭でガイドと合流しボウエン埠頭まで歩いて、感銘を受ける全長２４メートのスクーナー帆船アディ
ロンダック二世号に乗船します。マホガニー材の船べりの周りやチーク材のデッキでのんびりリラック
スし乗組員たちが帆を上げるのを見守った後セイリングに出発します。 
ニューポート港を出航し、アダムス砦を通りナラガンセット湾の東向きの海流に乗りキャッスル・イン
まで到達したら、船の向きを変えて戻りのセイリングになります。途中では以前ジョン・Ｆ・ケネディ
の夏のホワイトハウスであったマースミス農場などの興味深い名所を巡ります。船長と乗組員はこの界
隈にまつわる愉快な話や歴史的事件を語って参加者を楽しませてくれます。希望者には船長が厳しい目
で見守る中で船の舵も取らせてくれるチャンスがあります。 
セイリング中、一杯のミモザ（シャンパンとオレンジジュースのカクテル）かワイン又はビールのグラ
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スがサービスされます。 
 
ご案内：このツアーは徒歩とスクーナーでの観光となります。ボウエン埠頭までは比較的平坦な道路を

約１５分歩いていただきます。ヒールの無い滑り止め付の靴が必須です。スクーナーの乗下時
には機敏な動きが必要となります。天候が変わりやすいので適切な服装でご参加ください。ス
クーナーのセイリングは約１時間半です。船内にはお手洗いもあります。アディロンダック二
世号が他のスクーナーに変わる場合があります。手漕ぎツアーではありませんが、希望者には
ご自分で舵を握るチャンスもありますのでぜひ挑戦をしてみて下さい。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  

 
ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 

 
ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーション

に参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに

参加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしま

せん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が 重要です。従ってキュナード社はすべてのシ

ョアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを

求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエ

クスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全で

はないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂き

たく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一

読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな

る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/

不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は

お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任

を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さ

い。キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理

店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出

発日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変

更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約された

ショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一

度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなり

ます。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは 低参加年齢が設

けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショア

エクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容

となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上

に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容書に追記

されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された

出発時間は 後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や

特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記

載されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことが

あります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります 

 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めしま

す。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザ

ーにアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発

前に取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを

受け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完

了させてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予

約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせし
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ます。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありま

すのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込

みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）

よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに

全額返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレ

ジットカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエ

クスカーションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツア

ーオフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念な

がら返金できません。全ショアエクスカーションには催行 低人数が設けられており、催行 低人数に達しない場合、シ

ョアエクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由

によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合は

クレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発

後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 

ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝

いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエ

クスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手

配後の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 

交通手段 

キュナード社は 良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関

の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り 良のバ

スを手配致します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてくだ

さい。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れ

にならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導しま

す。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザー

に電子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベー

トツアーの手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗

り物）バスのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電

子メールにてプライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上

がることができる人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型

バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。

バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれ

るツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアー

がご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋

ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限が

ある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーはお申し込みいただけな

い場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 
情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為

ウェブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合

は出来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、

写された詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

 



 
                            

                               

 
 
 
 
 

クイーン・エリザベス 
   

ショートクルーズ 
ショアーエクスカーション案内 

 
 
 
 

  

目 次            日本語版  

  (ページ)    

ご案内  

 

アムステルダム   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

ゼーブルージュ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

ショアーエクスカーションの規定と条件 ・・・・・・・・・・・・・・・ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

 ・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

    その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

 ・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

 

 



[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 

 

 
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・エリザベス 

ショートクルーズ ６日間 

ショアーエクスカーション案内 

 

アムステルダム 

AMSTERDAM               
 

運河クルーズ                                        

CANAL CRUISE                                           

ツアー番号：AMS016 
ツアー料金：大人＄３９～   子供＄１６～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約 1時間半 
 
 
アムステルダムの歴史は水を抜きにしては語れません。７０もの島々からなるアムステルダムは全長９
６．５kmに及ぶ運河と１０００本の橋を持つ国際都市としての姿を誇っています。古くは１３世紀から
夥しい数の小船がこのアムステルダムの港から怒涛渦巻くゾイデル海ヘ漕ぎ出していったのです。 
ガラスの天井を持つ観光船に乗りこみ、アムステルダムの運河を巡ります。船からは代表的な観光名所、
海事博物館、市庁舎、アンネ・フランクの家などを通り過ぎます。ゆったりと寛いで、狭い水路を滑る
様に移動する観光船の中からアムステルダム名物である運河を縁取る破風付の細い家並みなどをご鑑
賞ください。 
 
ご案内：このツアーは観光船と徒歩での観光となりますが歩く部分はほとんどありません。ただし観光

船の船着き場には約１０段の階段があり、更に船の入り口には３段の急な階段があります。 
 

 

アンネ・フランクの家とアムステルダム観光                                  

ANNE FRANK & AMSTERDAM                             

ツアー番号：AMS005 
ツアー料金：大人＄７０～  子供＄２８～（３～１２歳） 
所要時刻 ：約３時間 
 
 
 
船から短時間の距離にあるウェスターカーク（西教会）とアンネ・フランクの小さな彫像のある街角に
到着。そこからは徒歩でアンネ・フランクの家に向かいます。この家はユダヤ人少女、アンネ・フラン
クが家族と一緒にナチから隠れて生活をしている間にかの有名な日記を書きあげた場所です。 
アンネは生涯の最後の２年間、正にこの家に隠れ住み、その後はドイツに送り込まれて強制収容所で命
を落としたのでした。館内ではガイド説明は禁じられているため、中に入る前にガイドより全体的な説
明をいたします。 
その後は風光明媚なアムステルダムの中心街を車で巡ります。見所はダム広場にあるバロック様式の王
宮（女王がこの地を訪問した際の宿泊場所です）や、５５０年の歴史があり数々の戴冠式が行われ、多
数のオランダの歴史的有名人の霊廟があるニューウィーケルク教会（新教会）、１６１８年中世の城壁
の上に建造され、硬貨の製造場所だったムント塔、１６世紀建造の涙の塔などがあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。アンネ・フランクの家は非常に古い建物で、様々

な所に傾斜の急な階段があります。アンネ館の中での写真撮影は禁じられています。 
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アムステルダム探訪                            

A TASTE OF AMSTERDAM                                        

ツアー番号：AMS008 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
 

アムステルダム市街を巡り、ダム広場の王宮などの名所を車窓からお楽しみいただきます。バロック様 
式の王宮は女王がこの地を訪問した際の宿泊場所となっています。その後もニューウィーケルク教会 
（新教会）やムント塔を車窓から見学します。１６１８年に中世の城砦の上に建造されたムント塔では 
硬貨が製造されていました。道中ではアムステルダム中央駅や１５世紀建造の涙の塔なども車窓から眺 
めます。 
その後はゆったりとバスの座席にもたれながら、アムステルダム北部の低地地帯に向かう車窓から湖や
風車を含む風光明媚な景観をお楽しみください。地平線に広がる素晴らしい風景は、世界中の美術館で
見られる有名なオランダ絵画を思い起こさせるでしょう。 
“べームステルポルダー”（べームスター干拓地）はオランダを代表する干拓地で、UNESCO の世界遺産
に選ばれた場所です。ここで有名なオランダ水車の前での写真撮影をお楽しみいただいた後は地元のチ
ーズ工場へ向かいます。チーズ工場では、豊富な種類のオランダ・チーズを試食したり、グルメ製品の
ショッピングなど、短時間の自由時間を設けてあります。 
船に戻る前には、紅茶、コーヒー、ケーキでの軽食休憩があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ほとんどの観光はバスの車窓からのみで、歩く

時間は少々です。バスドライブの行程は順序が逆になることもあります。 
 

 

夜の景観クルーズ                      

EVENING SCENIC CRUISE                          

ツアー番号：AMS006 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所 要時間：約１時間半 
 
ゆったりと寛いで、新しい視点からアムステルダムとその景色をご観賞いただける素晴らしい機会です。
居心地の良い運河ボートの中でワインをすすり、オランダのチーズとビスケットを味わいながら照明さ
れた運河や橋をご覧頂けます。通常の交通手段では進入不可能な中世の一角も航行します。 
いつもとは異なった角度から数多くの木と壮大な建物に囲まれた有名な三日月形をしたヘーレン運河、
ケイザー運河、プリンセン運河の各運河の素晴らしい夜景が楽しめます。 
 
プリンセン運河に沿って航行し、有名なアンネ・フランクの家の前を通過します。アンネはドイツに送
り込まれるまでの最後の２年間をこの家で過ごし、かの有名な日記を書いたのです。 
 
ご案内：このツアーは運河ボートで行われます。ボートの乗降口には３，４段の急な階段があります。 
 

 

夜のウォーキングツアーとティップル                      

EVENING WALKING TOUR & TIPPLE                          

ツアー番号：AMS024 
ツアー料金：大人＄７０～  子供―このツアーは、お子様はご参加いただけません 
所 要時間：約２時間半 

 
バスにて近距離の街の中心へ向かいます。そこからガイドの案内の元、何時もとは違ったツアーに出か
けましょう。名所を廻るのは喉が渇くものです。ツアー途中で街でも一番のバーに立ち寄り美味しいお
飲み物を１杯、２杯お試しください。ツアーではこの魅惑的な街の狭い小道を散策し、旧証券取引所、
王宮やダム広場、アムステルダム最古で何世紀もの間重要な教会であった飾り窓地区の中心にある旧教
会を通り、最後にネオルネッサンス様式の中央駅に到着します。 
ツアー終了後はガイドと共に徒歩にて船に戻ります。ご希望であれば町に留まることもできます。その
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場合はご自身にて船にお戻りいただきます。 
 
ご案内：このツアーは１８歳以上の方対象です。ビール２杯が含まれます。このツアーは石畳で一部起

伏のある箇所を徒歩で約１時間４５分回ります 
 

 

国立美術館見学                           

RIJKSMUSEUM                                         

ツアー番号：AMS023 
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
世界で最も大きく最も興味深い美術館のひとつであるアムステルダム国立美術館の見学をお楽しみく
ださい。１８００年に設立されたこの美術館は２００３年に一旦閉鎖され、美術館の歴史始まって以来
の全面的改装と展示作品の見直しが行われました。この改装には 10年の年月が要され、２０１３年の
４月に再び公開される運びとなりました。見学者たちはこの美術館で世界に比類のない歴史や美術を目
の当たりにすることができるのです。 
知識豊富なガイドによる１時間のガイドツアーの後、ご自身で１時間ほど自由に鑑賞いただけます。館
内には 80 以上の展示室があり、レンブラント、フランス・ハルスやフェルメールの傑作を含むオラン
ダ絵画や美術をご鑑賞ください。 
 
美術館内のギフトショップでは美術書をはじめ様々なお土産品を取り揃えていますのでショッピング 
もお楽しみいただけます。 
 
ご案内：ガイド１名に対し最大２５名のお客様１グループとなります。 
 

 

市内観光と運河クルーズ                        

CITY & CANAL CRUISE                                           

ツアー番号：AMS001 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
 
約 100キロ以上にも及ぶ水路があるアムステルダムにはヴェニスよりも多くの運河と橋があり、水際の
景色を満喫するには運河クルーズが最適です。ガラス張りの天井がついた遊覧船に乗って、かの昔にア
ムステルダムで栄華を誇った裕福なオランダ商人たちの屋敷や、色とりどりのハウスボート、アンネ・
フランクの家、その他沢山の興味深い名所を巡る運河クルーズをお楽しみください。 
 
市内の代表的な目印のダム広場やバロック式建築の王宮などのパノラマの様な光景をバスの車窓に見
ながら１，５００年頃に建設された後期ゴシック建築様式を擁する壮大なニューウィーケルク教会へ。
国王の即位式はこの教会で執り行われます。特に興味深いのは市の数多くの素晴らしい塔や尖塔の中で
最も有名で素敵な１６世紀の涙の塔です。今日では現代技術にとって代わって久しくなりますが、オラ
ンダの過去の象徴である風車の写真撮影を機会もあります。 
 
ツアーの途中では 1時間の自由行動の時間を設けてありますので、気ままに市内のそぞろ歩きやショッ
ピングをお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバス、遊覧船と徒歩での観光となります。見学の順序は変更されることがありま

す。遊覧船内のトイレの設備は限られています。船着き場には約１０段の階段があり、更に船
内の入り口には３段の急な階段があります。 
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アールスメール花市場の競売                                        

AALSMEER FLOWER AUCTION                                          

ツアー番号：AMS021 
ツアー料金：大人＄６７～   子供＄２３～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
 
早起きは三文の徳と言いますが、このツアーでは美しい鉢物や花の競売を見学します。アムステルダム
からバスにてゆったりと寛ぎ、景色を楽しみながら約百万平米の競り市場アールスメールへと向かいま
す。活気にあふれ、毎日 19,000,000本の花と、2,000,000の鉢物が世界中に向け売買されています。競
り市場の上にある見学場所から世界中 10 か国以上の国からの何千もの花々が展示され処理されていく
様を俯瞰で眺めます。花にあまり興味のない方でもその、事業と運営規模の大きさ、最新鋭の技術を目
の当たりにする良い経験となる事でしょう。フォークリフトを回転させ動かし、多くの花々を空輸し再
配分して陸路、空路、海路で送り出すのです。 
カラフルで創造的な花々を写真に収めるためカメラをお持ちになる事をお忘れなく。またその驚くばか
りの花の香りもお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。お客様に競売の様子を見学いただくためツアー

の出発時間は午前６時１５分です。定員は４０名様のみです。お早目のお申し込みをお勧めし
ます。 

 

 

風車とエダム観光                    

WINDMILLS & EDAM                                           

ツアー番号：AMS002 
ツアー料金：大人＄５６～   子供＄２０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
 
アムステルダム市内から北へ向かい、由緒ある鄙びた村ザーンセスカンスを訪れ、オランダ一有名な野
外博物館を見学。その後、外皮が赤いエダム・チーズで有名なエダムの村を訪ねます。 
 
村に向かう道中には牧場が広がり、所どころで農家や、のんびりと草を食む動物たちを見ることが出来
ます。ザーンセスカンスは有名な風車が建ち並ぶ昔ながらのオランダ風景をそのまま切り取った様な野
外博物館で、実際は１８世紀のザーン・コミュニティを完全に再現したものです。興趣に溢れた村の道
路を歩いてゆけば、様々な職人たちがかの昔のオランダ交易時代と同じ様な仕事に励んでいる姿を覗き
見る事が出来、往時のオランダを偲ぶ事が出来ます。ここザーンセスカンスには一時６００塔もの風車
があったといわれていますが、現在当時からのものはほんの一握りしか残っていません。風車見物の他
にもクロッグ（木靴）作りなどのオランダ伝統工芸を見物、また、オープンカフェでくつろぎながらの
んびりと時をお過ごしいただく事も出来ます。 
 
その後、オランダを代表する村のひとつエダムに向かい石畳が敷かれた道を散策します。ユニークな鐘
楼や、縦横に村を巡る美しい運河、都心につながっている跳ね橋などの観光名所も見所のひとつです。
途中地元のチーズ工場に立ち寄り、試食やお買い物をお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では所々に石畳みのある舗道をゆっく

りペースで約１時間半歩いていただきます。舗道周辺の景色の美しさも見応えがあり、海抜よ
り低い箇所もあります。 
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ゴッホ美術館                          

Van Gogh Museum 

ツアー番号：AMS022  
ツアー料金：大人＄８８～  子供＄３７～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
 
仲間のような小さなグループで有名なゴッホ美術館に向かいます。アムステルダム観光に欠かせないこ
の博物館は毎年１５０万人のお客様を迎えています。特別ガイドの案内で約１時間ヴァン・ゴッホのも
っとも有名な作品の数点を鑑賞します。そしてその後、自由に１時間鑑賞いただけます。一年を通し、
博物館では数多くの展示会やイベントが行われています。船内のショーエクスカーションチームが今回
の訪問中に開催されている内容についてお調べすることもできます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１ガイドにつき最大２０名となります。ヴァン・

ゴッホ美術館内の写真撮影は禁止されています。 
 
 

ゼーブルージュ 

ZEEBRUGGE 
 

中世のゲント                                                 

MEDIEVAL GHENT                                                       

ツアー番号：ZE1002 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間 ：約５時間 
 
風光明媚なフラマンの田園地方を眺めながらハイウェイを走行します。ゲントでは古都でのウォーキン
グツアーとなり、家屋の正面が切妻風で鋭角的な三角屋根を持つ独特なスタイルの興味深いギルドハウ
スなどを見て回ります。 
フラマン地方のゲントは１６世紀頃にはパリに次ぐ勢力のあった都市で、中世とルネッサンス芸術の重
要な中心地でした。市の中心地を歩くと過去は現代にも引き続き存在していることが分かります。古い
川の港が見下ろせるセント・マイケル橋へと歩き、セント・ニコラス教会、ベルフリー塔、聖バーフ大
聖堂の３つの塔を眺めましょう。 
聖バーフ大聖堂を訪問し、この聖堂のハイライトであるファン・アイク兄弟作の絵画「神秘の仔羊」を
鑑賞します。木彫細工の施された木製の説教壇にも注目してください。 
自由時間にはゲント市内をご自由に散策して、ベルギーの美味しいチョコレートや手製のレース、手工
芸品などのお土産をお求めになれます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。聖バーフ大聖堂への舗道は石畳みで、小さな階

段もあります。大聖堂見学の際には適切な服装を心掛けください。２０１２年より５年計画で
「仔羊神」の祭壇パネルの修復が行われていますので、修復が行われている期間、一部のパネ
ルは複製に置き換えられています。 

 

 

イーペル、イン・フランダース・フィールズ博物館見学                                            

YPRES – IN FLANDERS FIELDS                                                        

ツアー番号：ZE1007 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５０～（３～１２歳） 

所要時間：約６時間半 
 
大戦で常時爆撃に晒されたイーペルは瓦礫と化してしまいましたが、今日では以前の栄華のままに復興
した姿を見せています。ここでは戦争にまつわる数多くの胸が痛む悲痛な思い出のある場所や、記念碑
などを目のあたりにする事になります。 
イーペルにはドイツ軍と連合軍が勝敗の付かぬ戦いを繰り広げた戦場が沢山あります。そうした戦闘で
命を落とした兵士を祭るタインコット墓地で哀悼の祈りを捧げましょう。 
メニンゲイトは第一次大戦に於いて英国軍が当地で戦った証とする重要な英国の記念碑です。壁面には
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行方不明になった５４，８９６人の兵士の名前が刻まれています。 
イン・フランダース・フィールズ博物館は典型的な戦争博物館とは異なっています。ここには司令官た
ちや戦略に関しての展示はなく、一般の市民や兵士、看護士、亡命者や子供達の記録が展示されている
のです。また、イン・フランダース・フィールズ博物館では退役軍人たちによる悲惨な戦争体験を後世
の若い世代に伝えてゆこうとする努力を続けています。また近代的なテクノロジーを駆使しているこの
博物館はヨーロッパで最も優れた博物館と称されています。 
その後、３度に渡るイーペル戦線の戦いで命を落とした数千人の兵士を祭るセントジョージ・メモリア
ル教会に短時間立ち寄ります。 
続くイーペルでの自由時間ではショッピングや、趣のあるカフェやレストランでリラックスしながらの
昼食をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。できるだけ各自自由にお楽しみいただける様に

昼食は含まれていません。ウォーキングの時間は約１時間半で、博物館内、メニンゲイト、墓
地には階段があります。 

 

 

ブルージュ自由散策                                                   

BRUGES ON YOUR OWN                                                    

ツアー番号：ZE1006 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間 
 
景観を楽しみながらブルージュの中心地へ向かい、ご自身で思い思いに美しい中世の古都を満喫してい
ただきます。 
ブルージュの歴史的な中心街は２０００年１１月にユネスコの世界遺産に加えられました。現在の市の
境界線は中世の市の境界線の場所と一致する所に位置し、都市空間の取り方や街並み等中世のブルージ
ュの典型的な造りは現在でもそのまま保存されています。 
賑やかな広場や清々しい公園、静かで親しみの持てる石畳の舗道などをゆっくりと時間をかけてご散策
ください。また豪壮な貴族の邸宅と同時に質素な私設救貧院などを訪れる事もお忘れなく。 
ブルージュでは４７個の鐘で構成された１３世紀建立の鐘楼付き要塞も有名です。市は現在でもそれぞ
れの鐘の音色を組み合わせて定期的に音楽を奏でる鐘つき人を正規に雇っています。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩での散策となります。市の中心地からバス駐車場までは石畳

の舗道を２０～３０分歩いていただきます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないこ
とをご了承ください。このツアーにはガイドは同行しません。また食事、飲み物、各施設への
入場料は料金に含まれません。 

 

 

美しい村々とチョコレートショップ訪問                                   

SCENIC VILLAGES & CHOCOLATES                                                        

ツアー番号：ZE1180 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
風光明媚なフラマンの田園地方を抜け、今でも典型的なフラマンの歴史が色濃く残された興趣豊かなダ
ムの村を訪問します。到着後はご自由に村内の散策を楽しんだり、カフェに立ち寄ってリラックスした
時間を過ごし、ベルギー名物の各種ビールの試飲等をお楽しみください。ダムは本の町としても有名で、
数多くの本屋が建ち並び定期的にブック・フェアも開催されています。 
ダム村訪問の後は歴史的なブルージュ市の郊外までドライブし、道中、有名な風車や市を取り巻く印象
的な城壁などを車窓から見学します。このツアー参加者にとってのハイライト、ブルージュ最大のチョ
コレートショップの 1つであるローズ・チョコレート・ワールドを訪問します。 
その後はブルージュの南に向かい、のどかな村であるロッペンを訪問します。ここでの見どころ何とい
って驚異的な左右対称の外観を誇るロッペン城です。その独特の建築様式と内装は現在までも建造当時
のままに保存されています。１８５６年、未来の城主となるチャールズ・フォン・カレオン男爵とその
妻、サヴィナ・ド・グルシー・セラインシャン侯爵夫人が、英国の建築家のエドワード・ウェルビー・
ピュージンを雇い入れて、ロッペン城の設計を依頼したのです。エドワード・ピュージンの父親オーガ
スタス・ウェルビー・ノースモア・ピュージンは英国国会議事堂の建築にたずさわった建築家でした。
ピュージンの設計は後に地元建築家のジャン・べソンに受け継がれ、べソンは城により強いフラマン風
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の特徴をつけ加えました。ロッペン城は第一次世界大戦の終結時の重要な政治史の舞台となりベルギー
の歴史に大きな役割を果たした城でもあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりますが徒歩での移動は最小限に留めてあります。ロ

ッペン城の敷地は凹凸があり、石畳みになっています。城の入口には約６段の階段がありま
す。    

 

 

ブルージュ半日自由散策                                                 

BRUGES AT YOUR OWN PACE                                                    

ツアー番号：ZE1005 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
 
景観を楽しみながらブルージュの中心地へ向かい、各自思い思いのペースで中世の美しい古都を半日満
喫していただきます。 
石畳の舗道のそぞろ歩きや、中世フラマン様式の建築物の見て歩きを楽しんだり、静かな水路にそって
の運河クルーズを楽しんだりと思い思いの時をお過ごしください。勿論ショッピングで掘り出し物を探
したり、数多くあるカフェやレストランでくつろぎながら道行く人々を眺めたりと、それぞれの楽しみ
が味わえます。 
ベルギーは美味しいチョコレートの産地としても有名なので、数多くあるチョコレートショップに並ぶ
ありとあらゆる種類の中からお土産に相応しい品々を選ぶこともできます。 
自由観光終了後は、決められた時間に待ち合わせ場所に集合し、ゼーブルージュへと戻ります。 
このツアーにガイドは同行せず、お飲物や観光場所の入場料は含まれていません。バス内で各自に地図
を配布いたします。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩での散策となります。市の中心地からバス駐車場までは石畳

の舗道を２０～３０分歩いていただきます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないこ
とをご了承ください。 

 

 

ゲント自由散策                                                 

GHENT ON YOUR OWN                                                       

ツアー番号：ZE1183 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所要時間 ：約５時間 
 
フラマン地方のゲントは１６世紀頃にはパリに次ぐ勢力のあった都市で、中世とルネッサンス芸術の重
要な中心地でした。 
ハイウェイを走る１時間のドライブ中に、ガイドからナショナル・ジオグラフィック誌が世界で最も生
粋の歴史が生き残っている都市と認定したゲント市の地図を受け取ります。 
ゲントに到着した後、ガイドが市の中心地にご案内します、過去が現代でもそのまま存在していること
を実感する事でしょう。古い川の港と、有名な聖ニコラス教会タワー・鐘楼タワー・聖バーフ大聖堂タ
ワーの“３タワー揃い踏み”が見られる聖ミヒエル橋を散策します。 
ガイドと共に聖ヴァボ広場に到着した後は、自由散策となりますのでそのままの歴史が残った都市を心
ゆくまでご堪能ください。 
個人経営のチョコレート店やパン屋やデリ、おしゃれなブティックが並ぶ古い道を散策したり、教会、
宮殿や大聖堂といった中世の建築美を探訪したり、狭い中世の路地を歩きまわったりとご自由にこの都
市の魅力を味わっていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩での散策となります。市の中心地からバス駐車場までは石畳

の舗道を２０～３０分歩いていただきます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないこ
とをご了承ください。このツアーはガイドによる案内ありません。また食事、飲み物、各施設
への入場料は料金に含まれません。 
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ブルージュ終日観光                                                 

BRUGES IN A DAY                                                       

ツアー番号：ZE1008 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所要時間 ：約７時間 
 
 
運河へと続く石畳みの舗道や数世紀にさかのぼる由緒ある建造物が並ぶ中世の古都ブルージュで新た
な見どころを発見しましょう。ガイド同行で昔の商人のギルドハウスが並ぶマルクト広場、鐘楼、市庁
舎、聖母教会、聖血礼拝堂などを見て回ります。 
さらにこのロマンチックな歴史の町の思い出を深く刻む快適な運河ショートクルーズをお楽しみいた
だきます。 
ブルージュには多くのお土産物ショップが並び、美味しそうなベルギーチョコレート、精緻な織り込み
模様のタペストリー、世界的に有名なレースと、数限りないお土産物への誘惑にあらがう事が不可能な
程です。 
午後の残りの時間は自由時間となりご自由にこの魅力的な街を散策していただきます。 
 
ご案内：このツアーはバス、運河遊覧船と徒歩での観光となります。ツアー内の活動時間はほどほどで、

遊覧クルーズの乗降時に数段の階段があります。徒歩観光では約２時間、階段や石畳みの舗道
を歩いていただきます。 

 

 

ブルージュ探訪                                                 

A TASTE OF BRUGES                                                       

ツアー番号：ZE1001 

ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄４９～（３～１２歳） 

所要時間 ：約４時間４５分 
 
風光明媚なフラマンの田園地方を車窓に眺めながらブルージュへ向かいます。歴史的な町に到着すると
たちまち華麗な中世風の雰囲気に包まれます。石畳みの舗道がくねくねと曲がりながら続き、何世紀も
経た由緒ある建物が中央運河の周りに建ち並んでいます。ガイド同行で昔の商人のギルドハウスが並ぶ
マルクト広場、鐘楼、市庁舎、ゴシック様式の聖血礼拝堂を廻ります。(外観のみ) 
このツアーのハイライトはリラックスしたボートによる運河クルーズです。静謐な水面を航行してロマ
ンチックな歴史の町を船上からお楽しみいただきます。 
その後は各自ご自由に沢山のお店が並ぶブルージュでのショッピングをお楽しみいただきます。有名な
ベルギーチョコレート、精緻な織り込み模様のあるタペストリー、勿論更に世界的に有名なレースなど、
数限りの無いお土産物への誘惑にあらがう事が不可能な程です。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河遊覧船と徒歩での観光となります。ツアー内の活動時間はほどほどで、

運河クルーズ船の乗降船時に数段の階段があります。徒歩観光では約２時間、階段や石畳みの
舗道を歩いていただきます。 
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Shore Excursion Terms and Conditions 
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーション

に参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに

参加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしま

せん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのシ

ョアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを

求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエ

クスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全で

はないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂き

たく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一

読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな

る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/

不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は

お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任

を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さ

い。キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理

店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出

発日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変

更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約された

ショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一

度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなり

ます。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設

けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショア

エクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容

となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上

に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容書に追記

されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された

出発時間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や

特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記

載されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことが

あります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります 

 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めしま

す。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザ

ーにアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発

前に取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを

受け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完

了させてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予

約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせし
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ます。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありま

すのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込

みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）

よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに

全額返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレ

ジットカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエ

クスカーションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツア

ーオフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念な

がら返金できません。全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、シ

ョアエクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由

によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合は

クレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発

後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 

ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝

いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエ

クスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手

配後の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 

交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関

の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバ

スを手配致します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてくだ

さい。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れ

にならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導しま

す。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザー

に電子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベー

トツアーの手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗

り物）バスのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電

子メールにてプライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上

がることができる人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型

バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。

バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれ

るツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアー

がご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋

ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限が

ある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーはお申し込みいただけな

い場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 
情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為

ウェブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合

は出来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、

写された詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

 ・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

    その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

 ・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

 

 



[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 

 

 
 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
 
 
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 
【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 
【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・ヴィクトリア 

ショートクルーズ ６日間 

ショアーエクスカーション案内 

 

アムステルダム 

AMSTERDAM               
 

運河クルーズ                                        

CANAL CRUISE                                           

ツアー番号：AMS016 
ツアー料金：大人＄３９～   子供＄１６～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約 1時間半 
 
 
アムステルダムの歴史は水を抜きにしては語れません。７０もの島々からなるアムステルダムは全長９
６．５kmに及ぶ運河と１０００本の橋を持つ国際都市としての姿を誇っています。古くは１３世紀から
夥しい数の小船がこのアムステルダムの港から怒涛渦巻くゾイデル海ヘ漕ぎ出していったのです。 
ガラスの天井を持つ観光船に乗りこみ、アムステルダムの運河を巡ります。船からは代表的な観光名所、
海事博物館、市庁舎、アンネ・フランクの家などを通り過ぎます。ゆったりと寛いで、狭い水路を滑る
様に移動する観光船の中からアムステルダム名物である運河を縁取る破風付の細い家並みなどをご鑑
賞ください。 
 
ご案内：このツアーは観光船と徒歩での観光となりますが歩く部分はほとんどありません。ただし観光

船の船着き場には約１０段の階段があり、更に船の入り口には３段の急な階段があります。 
 

 

アンネ・フランクの家とアムステルダム観光                                  

ANNE FRANK & AMSTERDAM                             

ツアー番号：AMS005 
ツアー料金：大人＄７０～  子供＄２８～（３～１２歳） 
所要時刻 ：約３時間 
 
 
 
船から短時間の距離にあるウェスターカーク（西教会）とアンネ・フランクの小さな彫像のある街角に
到着。そこからは徒歩でアンネ・フランクの家に向かいます。この家はユダヤ人少女、アンネ・フラン
クが家族と一緒にナチから隠れて生活をしている間にかの有名な日記を書きあげた場所です。 
アンネは生涯の最後の２年間、正にこの家に隠れ住み、その後はドイツに送り込まれて強制収容所で命
を落としたのでした。館内ではガイド説明は禁じられているため、中に入る前にガイドより全体的な説
明をいたします。 
その後は風光明媚なアムステルダムの中心街を車で巡ります。見所はダム広場にあるバロック様式の王
宮（女王がこの地を訪問した際の宿泊場所です）や、５５０年の歴史があり数々の戴冠式が行われ、多
数のオランダの歴史的有名人の霊廟があるニューウィーケルク教会（新教会）、１６１８年中世の城壁
の上に建造され、硬貨の製造場所だったムント塔、１６世紀建造の涙の塔などがあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。アンネ・フランクの家は非常に古い建物で、様々

な所に傾斜の急な階段があります。アンネ館の中での写真撮影は禁じられています。 
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ハイネケン工場博物館見学                           

‘HAINEKEN’ EXPERIENCE                                         

ツアー番号：AMS019 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２８～ 
所 要時間：約３時間半 
 
 
ゆったりとバスの座席にもたれてくつろぎながら、国際都市アムステルダム市街を巡り、様々な名所を
含むパノラマの様な光景をお楽しみいただきます。ダム広場では王宮のそばを通ります。 
この王宮は女王がこの地を訪問した際の宿泊場所となっています。その後もニューウィーケルク（新教
会）や 15 世紀建立の教会、数多くの有名オランダ人が眠る墓地、ミント・タワーやアムステルダム中
央駅などを回った後、ハイネケン旧醸造所に向かいます。 
ハイネケン旧醸造所は１８６４年に設立され 100年以上も高品質のプレミアムビールを生産してきまし
た。1988 にはこの工場は閉鎖されハイネケンは新たな場所で醸造が開始されましたが、後に旧工場の全
面的な改装が行われ 2008 年には‘ハイネケン・エクスペリエンス’というビール博物館に生まれ変わ
りました。 
4階に分かれた博物館には 18種類のアトラクションが設けられ、ハイネケン社の歴史やハイネケン一族
の紹介に加えて、世界で最も有名なビールに関しての様々な知識を学ぶことができます。 
醸造所に関する幅広い知識を学んだ後は、2 種類のビールの試飲をお楽しみいただきます。バスに戻る
前にはショップでお土産品などを見て回る自由時間が設けられています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ハイネケン旧醸造所の見学は約 1 時間半でガ

イドは同行しませんのでご自分のペースで見学を楽しんでいただけます。 
                                         
                      

                                          

アムステルダム探訪                            

A TASTE OF AMSTERDAM                                        

ツアー番号：AMS008 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
 

アムステルダム市街を巡り、ダム広場の王宮などの名所を車窓からお楽しみいただきます。バロック様 
式の王宮は女王がこの地を訪問した際の宿泊場所となっています。その後もニューウィーケルク教会 
（新教会）やムント塔を車窓から見学します。１６１８年に中世の城砦の上に建造されたムント塔では 
硬貨が製造されていました。道中ではアムステルダム中央駅や１５世紀建造の涙の塔なども車窓から眺 
めます。 
その後はゆったりとバスの座席にもたれながら、アムステルダム北部の低地地帯に向かう車窓から湖や
風車を含む風光明媚な景観をお楽しみください。地平線に広がる素晴らしい風景は、世界中の美術館で
見られる有名なオランダ絵画を思い起こさせるでしょう。 
“べームステルポルダー”（べームスター干拓地）はオランダを代表する干拓地で、UNESCO の世界遺産
に選ばれた場所です。ここで有名なオランダ水車の前での写真撮影をお楽しみいただいた後は地元のチ
ーズ工場へ向かいます。チーズ工場では、豊富な種類のオランダ・チーズを試食したり、グルメ製品の
ショッピングなど、短時間の自由時間を設けてあります。 
船に戻る前には、紅茶、コーヒー、ケーキでの軽食休憩があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ほとんどの観光はバスの車窓からのみで、歩く

時間は少々です。バスドライブの行程は順序が逆になることもあります。 
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国立美術館見学                           

RIJKSMUSEUM                                         

ツアー番号：AMS023 
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
世界で最も大きく最も興味深い美術館のひとつであるアムステルダム国立美術館の見学をお楽しみく
ださい。１８００年に設立されたこの美術館は２００３年に一旦閉鎖され、美術館の歴史始まって以来
の全面的改装と展示作品の見直しが行われました。この改装には 10年の年月が要され、２０１３年の
４月に再び公開される運びとなりました。見学者たちはこの美術館で世界に比類のない歴史や美術を目
の当たりにすることができるのです。 
知識豊富なガイドによる１時間のガイドツアーの後、ご自身で１時間ほど自由に鑑賞いただけます。館
内には 80 以上の展示室があり、レンブラント、フランス・ハルスやフェルメールの傑作を含むオラン
ダ絵画や美術をご鑑賞ください。 
 
美術館内のギフトショップでは美術書をはじめ様々なお土産品を取り揃えていますのでショッピング 
もお楽しみいただけます。 
 
ご案内：ガイド１名に対し最大２５名のお客様１グループとなります。 
 

 

市内観光と運河クルーズ                        

CITY & CANAL CRUISE                                           

ツアー番号：AMS001 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
 
約 100キロ以上にも及ぶ水路があるアムステルダムにはヴェニスよりも多くの運河と橋があり、水際の
景色を満喫するには運河クルーズが最適です。ガラス張りの天井がついた遊覧船に乗って、かの昔にア
ムステルダムで栄華を誇った裕福なオランダ商人たちの屋敷や、色とりどりのハウスボート、アンネ・
フランクの家、その他沢山の興味深い名所を巡る運河クルーズをお楽しみください。 
 
市内の代表的な目印のダム広場やバロック式建築の王宮などのパノラマの様な光景をバスの車窓に見
ながら１，５００年頃に建設された後期ゴシック建築様式を擁する壮大なニューウィーケルク教会へ。
国王の即位式はこの教会で執り行われます。特に興味深いのは市の数多くの素晴らしい塔や尖塔の中で
最も有名で素敵な１６世紀の涙の塔です。今日では現代技術にとって代わって久しくなりますが、オラ
ンダの過去の象徴である風車の写真撮影を機会もあります。 
 
ツアーの途中では 1時間の自由行動の時間を設けてありますので、気ままに市内のそぞろ歩きやショッ
ピングをお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバス、遊覧船と徒歩での観光となります。見学の順序は変更されることがありま

す。遊覧船内のトイレの設備は限られています。船着き場には約１０段の階段があり、更に船
内の入り口には３段の急な階段があります。 
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風車とエダム観光                    

WINDMILLS & EDAM                                           

ツアー番号：AMS002 
ツアー料金：大人＄５６～   子供＄２０～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
 
アムステルダム市内から北へ向かい、由緒ある鄙びた村ザーンセスカンスを訪れ、オランダ一有名な野
外博物館を見学。その後、外皮が赤いエダム・チーズで有名なエダムの村を訪ねます。 
 
村に向かう道中には牧場が広がり、所どころで農家や、のんびりと草を食む動物たちを見ることが出来
ます。ザーンセスカンスは有名な風車が建ち並ぶ昔ながらのオランダ風景をそのまま切り取った様な野
外博物館で、実際は１８世紀のザーン・コミュニティを完全に再現したものです。興趣に溢れた村の道
路を歩いてゆけば、様々な職人たちがかの昔のオランダ交易時代と同じ様な仕事に励んでいる姿を覗き
見る事が出来、往時のオランダを偲ぶ事が出来ます。ここザーンセスカンスには一時６００塔もの風車
があったといわれていますが、現在当時からのものはほんの一握りしか残っていません。風車見物の他
にもクロッグ（木靴）作りなどのオランダ伝統工芸を見物、また、オープンカフェでくつろぎながらの
んびりと時をお過ごしいただく事も出来ます。 
 
その後、オランダを代表する村のひとつエダムに向かい石畳が敷かれた道を散策します。ユニークな鐘
楼や、縦横に村を巡る美しい運河、都心につながっている跳ね橋などの観光名所も見所のひとつです。
途中地元のチーズ工場に立ち寄り、試食やお買い物をお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では所々に石畳みのある舗道をゆっく

りペースで約１時間半歩いていただきます。舗道周辺の景色の美しさも見応えがあり、海抜よ
り低い箇所もあります。 

 

 

ゴッホ美術館                          

Van Gogh Museum 

ツアー番号：AMS022  
ツアー料金：大人＄８８～  子供＄３７～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
 
仲間のような小さなグループで有名なゴッホ美術館に向かいます。アムステルダム観光に欠かせないこ
の博物館は毎年１５０万人のお客様を迎えています。特別ガイドの案内で約１時間ヴァン・ゴッホのも
っとも有名な作品の数点を鑑賞します。そしてその後、自由に１時間鑑賞いただけます。一年を通し、
博物館では数多くの展示会やイベントが行われています。船内のショーエクスカーションチームが今回
の訪問中に開催されている内容についてお調べすることもできます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１ガイドにつき最大２０名となります。ヴァン・

ゴッホ美術館内の写真撮影は禁止されています。 
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ゼーブルージュ 

ZEEBRUGGE 
 

中世のゲント                                                 

MEDIEVAL GHENT                                                       

ツアー番号：ZE1002 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間 ：約５時間 
 
風光明媚なフラマンの田園地方を眺めながらハイウェイを走行します。ゲントでは古都でのウォーキン
グツアーとなり、家屋の正面が切妻風で鋭角的な三角屋根を持つ独特なスタイルの興味深いギルドハウ
スなどを見て回ります。 
フラマン地方のゲントは１６世紀頃にはパリに次ぐ勢力のあった都市で、中世とルネッサンス芸術の重
要な中心地でした。市の中心地を歩くと過去は現代にも引き続き存在していることが分かります。古い
川の港が見下ろせるセント・マイケル橋へと歩き、セント・ニコラス教会、ベルフリー塔、聖バーフ大
聖堂の３つの塔を眺めましょう。 
聖バーフ大聖堂を訪問し、この聖堂のハイライトであるファン・アイク兄弟作の絵画「神秘の仔羊」を
鑑賞します。木彫細工の施された木製の説教壇にも注目してください。 
自由時間にはゲント市内をご自由に散策して、ベルギーの美味しいチョコレートや手製のレース、手工
芸品などのお土産をお求めになれます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。聖バーフ大聖堂への舗道は石畳みで、小さな階

段もあります。大聖堂見学の際には適切な服装を心掛けください。２０１２年より５年計画で
「仔羊神」の祭壇パネルの修復が行われていますので、修復が行われている期間、一部のパネ
ルは複製に置き換えられています。 

 

 

イーペル、イン・フランダース・フィールズ博物館見学                                            

YPRES – IN FLANDERS FIELDS                                                        

ツアー番号：ZE1007 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５０～（３～１２歳） 

所要時間：約６時間半 
 
大戦で常時爆撃に晒されたイーペルは瓦礫と化してしまいましたが、今日では以前の栄華のままに復興
した姿を見せています。ここでは戦争にまつわる数多くの胸が痛む悲痛な思い出のある場所や、記念碑
などを目のあたりにする事になります。 
イーペルにはドイツ軍と連合軍が勝敗の付かぬ戦いを繰り広げた戦場が沢山あります。そうした戦闘で
命を落とした兵士を祭るタインコット墓地で哀悼の祈りを捧げましょう。 
メニンゲイトは第一次大戦に於いて英国軍が当地で戦った証とする重要な英国の記念碑です。壁面には
行方不明になった５４，８９６人の兵士の名前が刻まれています。 
イン・フランダース・フィールズ博物館は典型的な戦争博物館とは異なっています。ここには司令官た
ちや戦略に関しての展示はなく、一般の市民や兵士、看護士、亡命者や子供達の記録が展示されている
のです。また、イン・フランダース・フィールズ博物館では退役軍人たちによる悲惨な戦争体験を後世
の若い世代に伝えてゆこうとする努力を続けています。また近代的なテクノロジーを駆使しているこの
博物館はヨーロッパで最も優れた博物館と称されています。 
その後、３度に渡るイーペル戦線の戦いで命を落とした数千人の兵士を祭るセントジョージ・メモリア
ル教会に短時間立ち寄ります。 
続くイーペルでの自由時間ではショッピングや、趣のあるカフェやレストランでリラックスしながらの
昼食をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。できるだけ各自自由にお楽しみいただける様に

昼食は含まれていません。ウォーキングの時間は約１時間半で、博物館内、メニンゲイト、墓
地には階段があります。 
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ブルージュ自由散策                                                   

BRUGES ON YOUR OWN                                                    

ツアー番号：ZE1006 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間 
 
景観を楽しみながらブルージュの中心地へ向かい、ご自身で思い思いに美しい中世の古都を満喫してい
ただきます。 
ブルージュの歴史的な中心街は２０００年１１月にユネスコの世界遺産に加えられました。現在の市の
境界線は中世の市の境界線の場所と一致する所に位置し、都市空間の取り方や街並み等中世のブルージ
ュの典型的な造りは現在でもそのまま保存されています。 
賑やかな広場や清々しい公園、静かで親しみの持てる石畳の舗道などをゆっくりと時間をかけてご散策
ください。また豪壮な貴族の邸宅と同時に質素な私設救貧院などを訪れる事もお忘れなく。 
ブルージュでは４７個の鐘で構成された１３世紀建立の鐘楼付き要塞も有名です。市は現在でもそれぞ
れの鐘の音色を組み合わせて定期的に音楽を奏でる鐘つき人を正規に雇っています。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩での散策となります。市の中心地からバス駐車場までは石畳

の舗道を２０～３０分歩いていただきます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないこ
とをご了承ください。このツアーにはガイドは同行しません。また食事、飲み物、各施設への
入場料は料金に含まれません。 

 

 

ブルージュの見どころ                                                   

BRUGES HIGHLIGHTS                                                    

ツアー番号：ZE1176 
ツアー料金：大人＄７１～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 

 
風光明媚なフラマンの田園地方を車窓に眺めながらブルージュへ向かいます。歴史的な町に到着すると
たちまち華麗な中世風の雰囲気に包まれます。石畳みの舗道がくねくねと曲がりながら続き、何世紀も
経た由緒ある建物が中央運河の周りに建ち並んでいます。ガイド同行で昔の商人のギルドハウスが並ぶ
マルクト広場、鐘楼、市庁舎、ゴシック様式の聖血礼拝堂を廻ります。(外観のみ) 
その後は各自ご自由に沢山のお店が並ぶブルージュでのショッピングをお楽しみいただきます。有名な
ベルギーチョコレート、精緻な織り込み模様のあるタペストリー、勿論更に世界的に有名なレースなど、
数限りの無いお土産物への誘惑にあらがう事が不可能な程です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアー内の活動時間はほどほどで、徒歩観光で

は約２時間、階段や石畳みの舗道を歩いていただきます。 

 

美しい村々とチョコレートショップ訪問                                   

SCENIC VILLAGES & CHOCOLATES                                                        

ツアー番号：ZE1180 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
風光明媚なフラマンの田園地方を抜け、今でも典型的なフラマンの歴史が色濃く残された興趣豊かなダ
ムの村を訪問します。到着後はご自由に村内の散策を楽しんだり、カフェに立ち寄ってリラックスした
時間を過ごし、ベルギー名物の各種ビールの試飲等をお楽しみください。ダムは本の町としても有名で、
数多くの本屋が建ち並び定期的にブック・フェアも開催されています。 
ダム村訪問の後は歴史的なブルージュ市の郊外までドライブし、道中、有名な風車や市を取り巻く印象
的な城壁などを車窓から見学します。このツアー参加者にとってのハイライト、ブルージュ最大のチョ
コレートショップの 1つであるローズ・チョコレート・ワールドを訪問します。 
その後はブルージュの南に向かい、のどかな村であるロッペンを訪問します。ここでの見どころ何とい
って驚異的な左右対称の外観を誇るロッペン城です。その独特の建築様式と内装は現在までも建造当時
のままに保存されています。１８５６年、未来の城主となるチャールズ・フォン・カレオン男爵とその
妻、サヴィナ・ド・グルシー・セラインシャン侯爵夫人が、英国の建築家のエドワード・ウェルビー・
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ピュージンを雇い入れて、ロッペン城の設計を依頼したのです。エドワード・ピュージンの父親オーガ
スタス・ウェルビー・ノースモア・ピュージンは英国国会議事堂の建築にたずさわった建築家でした。
ピュージンの設計は後に地元建築家のジャン・べソンに受け継がれ、べソンは城により強いフラマン風
の特徴をつけ加えました。ロッペン城は第一次世界大戦の終結時の重要な政治史の舞台となりベルギー
の歴史に大きな役割を果たした城でもあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりますが徒歩での移動は最小限に留めてあります。ロ

ッペン城の敷地は凹凸があり、石畳みになっています。城の入口には約６段の階段がありま
す。    

 

 

ブルージュ半日自由散策                                                 

BRUGES AT YOUR OWN PACE                                                    

ツアー番号：ZE1005 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
 
景観を楽しみながらブルージュの中心地へ向かい、各自思い思いのペースで中世の美しい古都を半日満
喫していただきます。 
石畳の舗道のそぞろ歩きや、中世フラマン様式の建築物の見て歩きを楽しんだり、静かな水路にそって
の運河クルーズを楽しんだりと思い思いの時をお過ごしください。勿論ショッピングで掘り出し物を探
したり、数多くあるカフェやレストランでくつろぎながら道行く人々を眺めたりと、それぞれの楽しみ
が味わえます。 
ベルギーは美味しいチョコレートの産地としても有名なので、数多くあるチョコレートショップに並ぶ
ありとあらゆる種類の中からお土産に相応しい品々を選ぶこともできます。 
自由観光終了後は、決められた時間に待ち合わせ場所に集合し、ゼーブルージュへと戻ります。 
このツアーにガイドは同行せず、お飲物や観光場所の入場料は含まれていません。バス内で各自に地図
を配布いたします。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩での散策となります。市の中心地からバス駐車場までは石畳

の舗道を２０～３０分歩いていただきます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないこ
とをご了承ください。 

 

 

ゲント自由散策                                                 

GHENT ON YOUR OWN                                                       

ツアー番号：ZE1183 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所要時間 ：約５時間 
 
フラマン地方のゲントは１６世紀頃にはパリに次ぐ勢力のあった都市で、中世とルネッサンス芸術の重
要な中心地でした。 
ハイウェイを走る１時間のドライブ中に、ガイドからナショナル・ジオグラフィック誌が世界で最も生
粋の歴史が生き残っている都市と認定したゲント市の地図を受け取ります。 
ゲントに到着した後、ガイドが市の中心地にご案内します、過去が現代でもそのまま存在していること
を実感する事でしょう。古い川の港と、有名な聖ニコラス教会タワー・鐘楼タワー・聖バーフ大聖堂タ
ワーの“３タワー揃い踏み”が見られる聖ミヒエル橋を散策します。 
ガイドと共に聖ヴァボ広場に到着した後は、自由散策となりますのでそのままの歴史が残った都市を心
ゆくまでご堪能ください。 
個人経営のチョコレート店やパン屋やデリ、おしゃれなブティックが並ぶ古い道を散策したり、教会、
宮殿や大聖堂といった中世の建築美を探訪したり、狭い中世の路地を歩きまわったりとご自由にこの都
市の魅力を味わっていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩での散策となります。市の中心地からバス駐車場までは石畳

の舗道を２０～３０分歩いていただきます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないこ
とをご了承ください。このツアーはガイドによる案内ありません。また食事、飲み物、各施設
への入場料は料金に含まれません。 
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Shore Excursion Terms and Conditions 
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーション

に参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに

参加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしま

せん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのシ

ョアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを

求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエ

クスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全で

はないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂き

たく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一

読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな

る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/

不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は

お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任

を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さ

い。キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理

店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出

発日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変

更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約された

ショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一

度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなり

ます。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設

けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショア

エクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容

となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上

に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容書に追記

されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された

出発時間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や

特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記

載されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことが

あります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります 

 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めしま

す。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザ

ーにアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発

前に取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを

受け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完

了させてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予

約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせし
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ます。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありま

すのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込

みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）

よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに

全額返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレ

ジットカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエ

クスカーションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツア

ーオフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念な

がら返金できません。全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、シ

ョアエクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由

によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合は

クレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発

後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 

ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝

いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエ

クスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手

配後の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 

交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関

の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバ

スを手配致します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてくだ

さい。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れ

にならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導しま

す。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザー

に電子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベー

トツアーの手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗

り物）バスのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電

子メールにてプライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上

がることができる人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型

バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。

バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれ

るツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアー

がご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋

ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限が

ある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーはお申し込みいただけな

い場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 
情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為

ウェブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合

は出来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、

写された詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        

 

 

 

 

 

 
【健脚度：低】 

観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り 

下りを伴います。 
 
【健脚度：中】 

上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り 

下りを伴います。 
 

【健脚度：高】 

さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。 
  
【ショッピング】 

 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 
 

【食事付き】 

ツアーに食事が含まれています。 
 

【休憩付き】 

ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

    日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

 ・ ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

    その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

 ・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 

 

 



 

 

 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 

【重要なご案内-ビーチ/ウォーターに関連して-】 

水が含まれるいかなるツアーにお申し込みの方は、特に注意してご参加く
ださい。水泳の前のアルコール飲料や満腹になるほどのお食事はお避け下
さい。浮きジャケットが与えられたら、必ず着用ください。海は予想出来
ないことが起こることをご留意ください。監視人はいないことが多く、水
に入るのが安全かどうか知らせる旗などがない場合もあります。また、海
辺のアクティビティーは監視されておらず、監視人がいない場合もあり、
ツアー中に含まれる海岸又は海での安全はご自身でお守りください。海に
入る際は海底や水中の状況が驚かされる場合もあり、海岸や海底が安全か
視察していないので、特に気を付けてください。水際にいる際は必ずお子
様を監視してください。海辺や水、海中が含まれる全てのアクティビティ
ーはご自身の責任となります。水中では水着、タオル、日焼け止め、平底
の靴を着用する必要があります。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。

お客様の責任で適切な保険にご加入ください。 
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ショアエクスカーション案内 

 

クイーン･ヴィクトリア 

ワールドクルーズ 

シドニー ～ シドニー 

 

 
 

 
               

 
 

  
ホバート  
HOBART 
 

 

ホバート・ハイライトツアー 
HOBART HIGHLIGHTS 
ツアー番号：HBA001 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄５０～(３～１２歳) 
所要時間：３時間３０分 
 
オーストラリアで 2 番目の古さを誇る王立タスマニアン植物園を訪れ、１９世紀の木々やタスマ
ニア原産種が集められている園内を散策し自然を満喫してください。ロスニー･ヒル展望台までド
ライブし、市と港を一望し、その後ネルソン山へ向かい、頂上から市やタスマニア南東部の海岸
線をご覧ただきます。ホバートの中心といえるブティックやレストランが集まる倉庫地区サラマ
ンカ･プレイス、１９世紀の邸宅や趣あるコテージが残るバッテリー･ポイント、タスマニア最古
のビール醸造所を通って船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にておこなわれます。途中徒歩にてデコボコ道や坂、植物園内

では階段が含まれます。歩きやすい平底の靴をお勧めします。 
    
 
ボノロングと歴史的なリッチモンド    
BONORONG & HISTORIC RICHMOND 
ツアー番号：HBA005 
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄５５～(３～１２歳) 
所要時間：４時間 
 
港から景観ドライブを楽しみ、ボノロング野生動物公園へ。ここではウォンバット、コアラ、タ
スマニアン･デビルなどを見学 1 時間 30 分程度滞在します。知識豊富なパークレンジャーがこの
ユニークな動物について説明します。その後、１２０年間前の面影を今に残す、オーストラリア
で最も重要な歴史的な町リッチモンドへ。約４５分間の自由時間をお取りしますのでジョージ王
朝様式の建物、ギャラリー、クラフト･ショップ、カフェ、レストランなどを散策してから、船に
戻ります。ツアーの間に「オージー」スタイルのピクニックランチをご用意します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。平坦でない道いくらかを歩き、ボノロング野

生動物公園ではでこぼこ道を歩きます。リッチモンドでは各自の裁量でお歩きください。
歩きやすい平底の靴でご参加ください。 

    
 
タスマニア終日観光                              
BEST OF TASMANIA 
ツアー番号：HBA003 
ツアー料金：大人＄１３０ 子供＄１２０～(３～１２歳) 
所要時間：８時間 
 
バスに乗り郊外の風景を楽しみながらリッチモンド、サーモン･ポンズ鱒養殖場、マウント･フィ
ールド国立公園、ボノロング野生動物公園などのタスマニアの見どころを廻ります。 
石畳の敷かれた歴史の町リッチモンドへ。ジョージ王朝様式の建物を見て３０分の自由時間を取
ります。 
その後、風光明媚な場所にあるサーモン･ポンズ鱒養殖場へ。ここには魚に餌を与える施設と鱒釣
りに関する博物館があります。素晴らしい景色の中新鮮なサーモンのランチをお楽しみいただき
ます。景観ドライブを続け、マウント･フィールド国立公園に到着。シダの生息地、滝、また世界
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で最も高い木が生息している事でも知られています。４５分間の自由時間をお取します。歩道を
１５分程度歩いて写真撮影に最適なラッセル滝へ行ってみましょう。その後、野生動物を保護す
るボノロング野生動物公園を訪れます。ここでは怪我をしたり、親のいない動物を育てて野生に
戻しています。１時間１５分の自由時間をお取しますのでタスマニアン･デビル、カンガルー、コ
アラなどをご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。途中平坦でない道やマウント･フィールド国立

公園ではデコボコした滑りやすい箇所があります。ご自身の判断にてお歩きください。
昼食はサーモンをご用意していますが、サーモンがお嫌いな方にはチキンをご用意いた
します。底の平らな歩きやすい靴でご参加ください。 

    
 
伝統的なバーベキューとエアーウォーク                     
CLASSIC TAZ & AIRWALK ADVENTURE  
ツアー番号：HBA002 
ツアー料金：大人＄１２０ 子供１０５～(３～１２歳) 
所 要時間：８時間 
 
アップル博物館へ行き、なぜタスマニアはかつて「リンゴの島」と呼ばれていたかを知り、１９
０９年製の古いリンゴの皮むき器で皮をむいたリンゴやリンゴサイダーを試食しましょう。その
後、ヒューオン渓谷の材木業について学びます。フォレスト･アンド･ヘリテージ･センターを訪問
し、年代物の製材機具の展示を見たり、タスマニアの木製工芸品をお求めください。森林の中を
ドライブして、タヒューン･エアーウォークへ。ここでは木の梢に作られた遊歩道を歩きます。ツ
アーの最後は、ヒューオン渓谷の高級ワイナリーのひとつを訪問し、ワインの試飲をお楽しみく
ださい。ツアーの間に伝統的な「タズィー」バーベキューの昼食をご用意しています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。途中平坦でない道いくらかを歩き、エアーウ

ォークでは１００段のコンクリート製の階段があります。階段は緩やかで途中座って休
める場所もあります。歩きやすく滑りにくい平底の靴を履き、防水ジャケットをお持ち
ください。天候により森林のトレイルが閉鎖され、予告無しに行程が変更になる場合が
あります。 

    

 
ポート･アーサーを訪ねて                                                
PORT ARTHUR 
ツアー番号：HBA004 
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄９０～(３～１２歳) 
所 要時間：８時間 
 
田園風景のドライブを楽しみながらタスマニア半島に位置するポート・アーサーへ。 
ポート･アーサーはオーストラリアでも最も文化的遺産として価値のある土地です。１８３３年か
ら１８５３年の間、この地は英国で重い罪を犯した犯罪者の流刑地のひとつであり、英国から１
万人以上の罪人が送られました。現在では野外博物館として１１の施設が残り世界遺産に登録さ
れています。到着後、知識豊富なパーク･レンジャーの説明を聞きながら、史跡を４０分ほど歩い
て見学します。囚人が建てた教会、模範的な刑務所、病院、刑務官舎などをご覧ください。 
その後、造船所のハーバークルーズでポイントピュアボーイズ刑務所、墓地を見ます。造船上は
ポート・アーサーの歴史的な場所として当時の様子を呼び戻しているかのようです。造船所の中
には８４フィートの船の彫刻があり、囚人たちが建造した船の大きさを再現しています。港に戻
る前に軽いランチと休憩時間をご用意しています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ポート・アーサーまでは約１時間４５分のド

ライブです。途中デコボコした石畳の道や草地を歩き、階段があります。歩きやすい底
の平らな靴でご参加ください。また、史跡では狭い入口を通ります。 
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カンガルー島 
KANGAROO ISLAND 
 
 
 
カンガルー島ベストツアー                                         
BEST OF KANGROO ISLAND 
ツアー番号：KGI001 
ツアー料金：大人＄1９５～ 子供＄１８０～ (３～１２歳) 
所 要時間：９時間 
 
カンダルー島の必見の見学地、シールベイ保護公園、ビーボンベイ、フリンダーズチェイス国立
公園を訪問し、自然の野生動物を探しましょう。シールベイはオーストラリア・アシカの生息地
です。ガイドツアーで自然環境の砂地、ビーチ、海にいるこの面白い生き物を観察しましょう。
海の中で遊ぶアシカや日を浴びて寝ころぶアシカを写真に収めるべくカメラのご準備をお忘れな
く。ビーボンベイはオーストラリアでも人気の高いビーチの１つです。クリスタルウォーター輝
く人里離れた自然のままのビーチです。長い砂浜が続き、可愛らしい桟橋と美しい岬が続きます。
この美しい湾を写真に収めるために短時間滞在します。その後は新鮮なザリガニ料理で有名なマ
ロンカフェに向かいます。グラス１杯のワイン又はビール、ソフトドリンクと共に美味しい２コ
ースのランチを島一番のカフェでお楽しみください。 
ランチ後はフリンダーズチェイス国立公園へ。園内は保護地区で園内には美しい景色と自然によ
り作り出されたリマーカブルロックスとアドミラルズアーチが印象的な景色を創り出しています。 
リマーカブルロックスは海水に洗われた作用でできた岩です。いまにも倒れそうな姿で海を見下
ろすようにたたずみます。遊歩道を歩くとその先には、５億年以上に渡る自然の浸食力が岩を削
り出したアドミラルアーチの姿を見る事ができます。アドミラルズアーチは火山岩が自然の力に
より削り出されできた門です。ここに続く遊歩道からは海岸線と付近に生息するニュージーラン
ドファー・アザラシを見る事ができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。アドミラルズアーチは階段を降りたところに

ありますのでご希望の方のみご覧ください。シールベイ・ビーチでは１０段の階段があ
ります。シールベイの遊歩道は約７２０メートルです。運転手がガイドを兼任します。 

                                                                     
 
カンガルー島景観ドライブ                                        
LEISURELY KANGAROO ISLAND  
ツアー番号：KGI002 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄７０～ (３～１２歳) 
所 要時間：４時間３０分 
 
カンダルー島の南部を廻りキングスコート、ペニングトンベイ、ケープ・ウィロビー保護公園の
景観を楽しみます。キングスコートはカンガルー島最大の町でネピーンベイの岬に位置していま
す。３０分間の自由時間をお取りいたしますのでビーチを散策したり地元のペリカンに会ったり、
またはショッピング、カフェでコーヒタイムなど思い思いにお過ごしください。キングスコート
に近い所にリーブスポイントがあります。ここは南部オーストラリアに公式に初めてヨーロッパ
人がたどり着いた地とされています。その歴史な重要性からリーブスポイントはオーストラリア
の遺産リストに登録されています。 
ペニングトンベイはサーフィンで有名なとても美しい湾です。展望台からは美しい沿岸の景色を
眺めることができます。 
ケープ・ウィロビー保護公園には南オーストラリアで初めての灯台が残ります。灯台は船の難破
を防ぐために作られたものですが現在でも幾つかの難破船が沿岸部に残ります。港に戻る前に写
真撮影の為に停まります。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。ほとんどの観光地はバスから眺めます。リーブスポ

イント、ペニングトンベイ、ケープ・ウィロビーでは写真さ杖に為各５分ずつ停車いた
します。キングスコートでの自由時間中の徒歩はお客様の過ごし方次第です。 

                                                                     
 
４ＷＤで廻る自然の不思議                                 
NATURAL WONDERS OF KI BY 4WD 
ツアー番号：KGI005 
ツアー料金：大人＄３１０～ 子供＄２９０～ (３～１２歳) 
所 要時間：９時間 
 
カンガルー島のあふれる自然の美しさと地元に生息する野生動物を満喫しましょう。４WDサファ 
リで島の代表的なシールベイ保護公園、コアラスウォーク、フリンダーズチェイス国立公園を訪
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れます。シールベイは保護地区でオーストラリア・アシカの生息地です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ガイドツアーで自然環境の砂地、ビーチ、海にいるこの面白い生き物を観察しましょう。海の中
で遊ぶアシカや日を浴びて寝ころぶアシカを写真に収めるためカメラのご準備をお忘れなく。 
コアラウォークは灌木の茂みに続く小道を進みユーカリの森林で葉を食べたり枝の上で眠るかわ
いいコアラを探しましょう。森林の中で一杯のワインとグルメスタイルのピクニックランチをお
楽しみいただきます。ランチの後、フリンダーズチェイス国立公園を訪れます。園内は保護地区
で美しい景色と自然により作り出されたリマーカブルロックスとアドミラルズアーチが印象的な
景色をご覧いただきます。リマーカブルロックスは海水に洗われた作用でできたいまにも倒れそ
うな姿の岩で海を見下ろすようにたたずみます。遊歩道を歩くとその先には、５億年以上に渡る
自然の浸食力が岩を削り出したアドミラルアーチの姿を見る事ができます。アドミラルズアーチ
は火山岩が自然の力により削り出されできた門です。ここに続く遊歩道からは海岸線と付近に生
息するニュージーランドファー・アザラシを見る事ができます。 
 
ご案内： このツアーは４ＷＤトラックと徒歩にて行われます。トラックは２２席です。首や背中、

また心臓疾患の方、康状態のよくない方や妊娠している方。７歳以下のお子様には向い
ていません。シールベイ・ビーチでは１０段の階段があります。シールベイの遊歩道は
約７２０メートルです。運転手がガイドを兼任します。７日を切った取消に対しては１
００％の取消料がかかりますのでご注意ください。 

 
                                                                     
 
カンガルー島 カントリーショー                      
NATURAL WONDERS OF KI BY 4WD 
ツアー番号：KGI004 
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄８５～ (３～１２歳) 
所 要時間：４時間 
 
テンダー乗り場から徒歩にて短時間、カンガルー島のカントリーショーが上演されるペンネショ
ー・オーバルへ向かいます。ここでは地元の農園や動物から作り出される食とエンターティメン
トの両方が提供されます。調理実演と試食で地元の農場の製品を試し、また、それがどうやって
作られるかを知る事が出来るでしょう。農主のロブによる高い技術の羊の刈込ショー、興奮する
羊のレース、シープドックの実演などを含む様々なショーとこの島の羊毛と農産業の歴史の展示
をお楽しみいただきます。ラプター・ドメイン（猛禽類のリハビリセンター）では感動的且つ多
くの知識を得る経験をします。ここでの体験は猛禽類たちを間近で見られる希少で大変珍しい機
会となるでしょう。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
空腹を感じたらクラブハウスに向かいご自由にブッフェランチをお取りください。地元の新鮮な
製品や、温かい肉料理、サラダなどをご用意しています。地元の美味しいワイン、ビール、サイ
ダーも無料で含まれています。このツアーは真の田舎の生活と島で一番の食事を１つの場所でと
れる申し分ないツアーです。 
 
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。ご自身にてテンダー乗り場から約４５０ｍのペンネ

ショー・オーバル迄徒歩にてお越しいただきます。途中はコンクリートの道で緩やかな斜
頸があります。催し物は１１時から３時迄で行われますがご希望のお時間にお越しいただ
き、滞在時間もご自身のご希望でお決めいただき手結構です。 

    施設内には４段の階段がありますがほとんどは芝生におおわれています。 
ガイド無のツアーになります。ランチと決まったお飲み物はツアー代金に含まれています。
お土産、猛禽類とのお写真代、追加のお飲み物代は有料となりますので現地通貨オースト
ラリアドル（ＡＵ＄）をご用意ください。 

 
                                                                     
 
ＲＩＢボートでのオーシャンサファリ                       
OCEAN SAFARI BY RIB 
ツアー番号：KGI006 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄７０～ (７～１２歳) 
所 要時間：１時間３０分 
 
クリスマスコーブにてＲＩＢに乗船。現地の自然の中、野生動物を求めてサファリツアーに出発
します。ドルフィンコーブやキャトルフィッシュ・ベイ、カンガルーヘッド、スナッパーポイン
トなどを含む壮大な沿岸の景色を地元の歴史、野生動物、地理的情報を聞きながら航行します。 
知識豊かなキャプテンが野生動物の生息しているベストポイントを熟知していますのでボトルノ
ーズ・ドルフィンに遇えるチャンスもあるでしょう。また岩に寝そべるニュージーランドファー・
アザラシとオーストラリア・アシカを目撃しにも行きましょう。 
野生動物は海の中だけに限られているわけではありません。頭上を見あげ海鳥や特に貴重なマイ
ティー・シー・イーグル、オスプレー・イーグル、ウェッジテール・イーグルを見つけるべく目
を凝らしましょう。 



 5 

 
ご案内： このツアーはＲＩＢボートにて行われます。ＲＩＢは１２名乗りです。野生動物を見ら

れるチャンスは高いですが自然環境の中にいる動物たちを確実に見られるという保証は
ありません。ライフジャケットをご用意していますので必ず着用してください。軽い上
着、ペットボトル飲料水、日焼け止めクリームをご持参ください。歩きやすいつま先の
覆われた靴でご参加ください。ツアー途中ペニングトンベイにて写真撮影用のストップ
時間をお取します。ＲＩＢの乗船は首や背中、また心臓疾患の方、康状態のよくない方
や妊娠している方、７歳以下のお子様には向いていません。  

                                                                     
 
シールベイ発見ツアー                      
SEAL BAY DISCOVERY 
ツアー番号：KGI003 
 
ツアー料金：大人＄９８～ 子供＄９２～ (３～１２歳) 
所 要時間：４時間 
 
シールベイは何千年に渡りオーストラリア・アシカの生息地です、しかしながら１９７０年代に
突然増加した訪問者を理由に南オーストラリア政府はこのエリアを自然保護区にすることを決め
ました。この地帯の繊細なエコシステムを保護する目的からです。シールベイ自然保護区は世界
でも最も珍しいとされる自然を基本とした経験を提供している場所です。 
シールベイは周りを囲う物はなにもありません。その代りに皆様を生息地の中心にお連れするこ
とができます。経験豊かなガイドがこの絶滅危惧種であるアシカのエサ取り、泳ぎ、休息、子供
とのつながり方、なわばりの守り方を説明します。 
この動物に関して学習した後は石灰岩でできた崖と砂堆に続く眺めの良い遊歩道を散策する時間
をお取しています。そこではアシカのコロニーを見る事もできます。磯波に戯れ、また浜辺に寝
そべるアシカの写真をカメラに収めるべくご準備ください。とても貴重な野生動物と遭遇する経
験になるでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。防水ジャケット、日焼け止め、歩きやすい靴

をお勧めします。ツアー代金の一部は現在も引き続き行われている研究と維持の為に使
われます。シールベイ・ビーチに降りる際Ⅰ約１０段の階段があります。シールベイの
遊歩道は約７２０メートルです。運転手がガイドを兼任します。ツアー途中ペニングト
ンベイにて写真撮影用のストップ時間をお取します。 

 
 

 
 

 
               

 
 

  
メルボルン  
MELBOURNE 
 
 
 
メルボルンビール愛飲家の為のツアー     
MELBOURNE BEER LOVERS TOUR 
ツアー番号：MEL017 
ツアー料金：大人＄１４９～  
所 要時間：４時間 
 
オーストラリア人はビールを愛することにプライドを懸けています。何世紀にも渡り数えきれな
い時間をビールを楽しむことに捧げてきました。そのビールに対する愛情の結果、数多くのビー
ル醸造所と美味しいビールを作り上げることにつながりました。 
ベイサイドブラックロックのトゥルーサウス醸造所を訪れ、ガイドの案内の元、ビールマイスタ
ーに会いその製品を楽しみます。ティスティングは５種類の違ったビールを選びます。マイスタ
ーからそれぞれのビールの特徴や作り方、使用成分、ビールの始まりなど様々な興味深い話を伺
います。 
その後、コスモポリタンな町セントキルダに向かい地元のタプハウス（ビール愛飲家達の天国）
を訪れ。ここで出されている様々なビールの話を聞きます。リラックッスして１０種類までのビ
ールを試飲します。天気が良ければデッキで日光浴もお楽しみいただけます。このツアーはビー
ル作りの話を聞きながらリラックスし美味しいビールを楽しむツアーです。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。参加者は１８歳以上の方に限ります。 
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野生のカンガルーとコアラ 
KANGAROOS & KOALAS IN THE WILD 
ツアー番号：MEL016 
ツアー料金：大人＄１３０～ 子供＄８０～(３～１２歳) 
所 要時間：５時間 
 
船を出発しバスに乗りウエストゲート橋を通り、メルボルンとポートフォリップ湾の美しい景色
を眺めながら町を離れ進みセレンディップ野生動物保護区に向かいます。 
２５、０００㎡以上の野外専用地に広がるこの聖地は、ユーヤング牧場の反対側の牧草地と火山
からなる湿地帯に広がります。経験豊かなナチュラリストの案内の元、野生のカンガルー、エミ
ュー、数多くの野鳥と共にサバンナの牧草地帯や水路の広がる草地を進みます。途中コーヒー、
または紅茶で休憩します。 
セレンディップ野生動物保護から短時間のドライブでユーヤン国立公園へ。ゴムの木が生い茂る
中を抜け、ユーカリの林に生息するコアラを探し求めます。野生コアラの習性やこのカリスマ的
な有袋性動物の研究が行われている地を訪れます。短時間の散策でガイドがオーストラリアの草
原に生息する野生動物の習性などの説明をいたします。 
 
ご案内： このツアーはバスと徒歩にて行われます。途中８００メートルほどの歩行が含まれます。

野生動物の観察は１００パーセント保証できるものではありません。動物に触ったり、
抱えたりすることはできません。また禁煙です。 

 
    
 
メルボルン・ハイライトツアー 
MELBOURNE HIGHLIGHTS  
ツアー番号：MEL009 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄４８（３～１２歳） 
所 要時間：４時間３０分 
 
メルボルン市内の中心部に向かい、フィッツロイ･ガーデンへ。１８６０年に植えられた壮大な庭
は英国国旗の形に配置されています。ガイドツアーで庭園を巡り、木々の間にひっそりとたたず
むキャプテン･クックの小屋を訪ねます。続いて市の中心部へ向かい、旧財務省、州議事堂、ウィ
ンザー･ホテル、プリンセス劇場、またコリンズ･ストリートに建ち並ぶ素晴らしいゴシック様式
の建物など、華麗な建造物の多くをご覧ください。メルボルンで最も衝撃的で目立つ場所のひと
つ、戦争慰霊館で写真撮影のために停車します。続いて、メルボルンで最も新しい名所、ユーレ
カ･スカイデッキ８８へ行き、別の視点から市内を眺めましょう。壮大な９２階建てのタワーは、
現在、世界で最も高い共同住宅となっています。スカイデッキでは床から天井まであるガラス窓
から、３６０度のパノラマの眺望が広がります。 
 
ご案内：慰霊館までは約５０段の階段がありますが、訪問は任意です。ガイドツアーはゆったり

としたペースで１時間ほど歩きます。ペットボトル入りの水をお持ちになり、平底の歩
きやすい靴でご参加ください。 

 
    
 
アーケードと裏通り 
ARCADES & ALLEYWAYS 
ツアー番号：MEL011 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄５０（３～１２歳） 
所要時間：４時間 
 
知識豊富なガイドの案内でメルボルン市内を徒歩で巡ります。ビーコン･コーヴまで短い距離を歩
き、ここからトラムに乗って、市の中心地にある連邦広場へ向かいます。中心街の魅力的な裏通
りや華やかなアーケードを歩きながら、知識豊富なガイドが地元の案内や歴史を語り、生き生き
としたメルボルンを見せてくれます。隠れた建築の傑作が明らかになり、息をのむようなゴシッ
ク建築の銀行や華麗な旧証券取引所など、本当の名所をご覧いただけます。見事に再開発された
歴史ある中央郵便局に感嘆し、市内で最も古いアーケードであるロイヤル･アーケードに魅了され
ることでしょう。地元のカフェに立ち寄り、紅茶またはコーヒーとケーキでくつろいだ後、徒歩
観光を続けます。素晴らしい市庁舎とシティ･スクエアを過ぎて、セント･ポール英国国教会大聖
堂の美しい石灰岩と砂岩建築をご覧ください。その後、トラムで埠頭に戻ります。 
 
ご案内：このツアーでは合計２時間３０分ほど歩きます。ほとんどが舗装道路で、石畳の裏通り

を若干歩きます。ペットボトル入りの水をお持ちになり、爪先の閉じた歩きやすい靴で
ご参加ください。 
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メルボルン景観ドライブ 
LEISURELY MELBOURNE 
ツアー番号：MEL001 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２９～ (３～１２歳) 
所 要時間：３時間３０分 
 
ゆったりしたとツアーで優美さと旧世界の魅力で知られるこの大都市の見どころをご案内します。 
メルボルン港を出発し、エスプラネード通り沿いにセントキルダやエルウッドなどメルボルンの
湾岸のビーチを車窓に走ります。市内の中心部に向い、アルバートパークと王立植物園が見えて
きます。戦争慰霊館で写真撮影のために停車します。その後、スポーツ地区、歴史的な市の中心
部、メルボルン大学、テラス付き住宅で有名なカールトン地区などを見ながらさらにドライブを
続けます。古いものだけでなく、クラウン･カジノや会議場など、メルボルンの現代的な一面も見
ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。戦争慰霊館での写真撮影を除き、すべての観

光は快適なバスの車窓からのご案内となります。慰霊館の周辺は平坦な舗装道です。慰
霊館までは約５０段の階段がありますが、訪問は任意です。 

    
 
パッフィング･ビリーとインコ  
PUFFING BILLY & PARROTS 
ツアー番号：MEL004 
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄５１～ （３～１２歳） 
所 要時間：４時間３０分 
 
メルボルンを囲む丘を登り、郊外の田園住宅地を抜けてダンデノン山脈へ。ここからはオースト
ラリアで最も美しい田園地帯の景色が楽しめます。ベルグレイブ駅から「パッフィング･ビリー」
に乗車します。百年前の狭軌式蒸気機関車は、現在も昔のままの山の線路を走っています。ヴィ
ンテージ蒸気機関車の短い旅で、メンジーズ･クリークを囲む緑豊かな森を抜け、シャーブルック
の森の入口へ。ふたたびバスに乗り、シャーブルックの森に入ります。ここでは世界で最も高い
広葉樹が見られます。オーストラリアにはワライカワセミ、スズドリ、コトドリなど、豊かな種
類の鳥たちが住んでいます。クリムソン･ナナクサインコとキング･パロットはこの森で最も印象
深く色鮮やかな鳥です。森林をドライブ中、写真撮影のために停車します。また、鳥たちに直接
餌を与えたい方のために、鳥の餌をご用意します。 
 
ご案内：このツアーはバスと蒸気機関車にて行われます。バスの駐車場からベルグレイブ駅まで

は下り坂を５分ほど歩き、列車の乗車には３段の階段があります。列車の乗車時間は約
３０分です。車椅子の方にはスロープをご用意いたします（事前にお申し付けください）。
野生動物が見られる保証はありません。火災の発生しやすい時期には蒸気機関の替わり
にディーゼル・エンジンを利用する場合もあります。 

    
 
ダンデノン丘陵と景観ドライブ             
DANDENONG SCENIC DRIVE 
ツアー番号：MEL012 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３４～ （３～１２歳） 
所 要時間：４時間３０分 
 
バスに乗って、世界屈指の高さを誇る広葉樹が生い茂るシャーブルックの森へ向かいます。この
森はクサインコ、ワライカワセミ、スズドリ、コトドリといった珍しいオーストラリアの鳥たち
が生息しています。中でも印象的でカラフルなのがアカクサインコとキンショウジョウです。鳥
の餌をお渡ししますので、いたずら好きで好奇心の旺盛な鳥たちに手から餌を与えてみてくださ
い。森を後に、海抜約６００ｍのダンデノン山展望台へ行き、緑に生い茂る森とダンデノン丘陵
の素晴らしい景色を写真に収めましょう。最後に、この地域の小さな村を訪れます。この魅力的
な村は、宝飾品、ガラス工芸、陶器、革製品、木工彫刻などの工芸品で知られています。自由時
間で通りの散策や買い物をお楽しみください。また、昔懐かしい菓子店を訪れてみてはいかがで
しょう。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。村で４０分ほど滞在しますが、各自のペースで歩き

ください。 
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 Shore Excursion Terms and Conditions  

 
ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 

 
ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに

参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参

加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしませ

ん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべての

ショアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守すること

を求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショア

エクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、

いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共

にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報

と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、

キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな

る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不

作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は

お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を

負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。

キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代

理店にお尋ね下さい。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日

や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済みのツアー代金

は変更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカードに請求されます。ご

乗船後に予約されたショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋

に届けられます。一度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８

時間前までとなります。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最

低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーション

ではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いて

いる内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を

膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容書

に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発

時間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や

特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記載

されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあ

ります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。

ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーに

アクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取

消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け

取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させ

てください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り

消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 

取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありますので
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時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上が

り、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よ

りも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額

返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカ

ード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーショ

ンの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオ

フィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら

返金できません。全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエ

クスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由による

ツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジッ

トカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念

又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝

いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエク

スカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後

の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機

関の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良

のバスを手配致します。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用され

ます。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで

使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為に

も、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への

配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電

子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアー

の手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バ

スのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにて

プライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができ

る人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型バスには小さ

な折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手

は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーが

ありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適

したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。

タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限がある方はテンダー

ボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーかどうかご確認ください。車椅子補助は、要

望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェ

ブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出

来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写され

た詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 
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