ローマ（イタリア）
HIGHLIGHTS OF ROME (For In-transit Guests)
ローマハイライト(連続乗船のお客様のためのツアー) 8.5 時間
ローマのハイライトをめぐるツアーです。コロッセオ、ヴェネチア広場、フォロ・ロマーノ、チルコ・マ
ッシモ、サンタンジェロ城、サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂、ヴェネト通り、ヴィラ・ボルゲーゼを
通って、サン・ピエトロ広場を観光します。

Post Cruise & Hotel Transfer : Highlights of Rome
クルーズ後のツアー＆ホテルへの移動：ローマのハイライト

4.5 時間

旅行の最後を思い出深く飾る半日ツアーです。ローマへ移動し、観光やショッピングをお楽しみい
ただけます。
チビタベッキアからセントラル・ローマへ車で移動し、サンピエトロ広場でご自由にお過ごしください。
その後、ベルニーニ・ブリストル・ホテルまたはエデン・ホテルへ向かいます。どちらのホテルから
も、タクシーでそのほかの観光地へアクセスできます。
チビタベッキアからローマでの移動中、コロシアム、ベネチア広場、フォロ・ロマーノ、チルコ・マッシ
モ、サンタンジェロ城、ヴィア・ヴェネトなどを車窓からご覧いただけます。サンピエトロ広場へ到着
後、約 45 分の自由観光をお楽しみください。指定の時間にお集まりいただき、再びバスに乗って、
ベルニーニ・ブリストル・ホテルまたはエデン・ホテルへと向かいます。サンピエトロ広場では、時間
通りに出発できるよう、指定のお時間にはお戻りいただきますようお願いいたします。

TASTING ANCIENT ROME & ST.PETER’S BASILICA
古きイタリアの味とサンピエトロ大聖堂を巡るツアー
古きイタリアの味と、壮観な歴史を堪能する半日のツアーです。エトラスカンの田舎を抜け、丘の
上の小さな町、トゥスカーニアに向かいます。中世の壁や塔に囲まれた街を散策します。オリーブ
やジャム、数々の野菜を生産している農家に立ち寄ります。様々な種類のオリーブをトマト、チー
ズ、サラミそして地元のワインとともにお召し上がりいただきます。

ANCIENT ROME AND ITS UNDERGROUND PANORAMIC ROMA
古代ローマと地下ローマのパノラマ
ローマ・カトリック教徒の中心地を訪ね、バチカン市国を巡るツアーです。聖クレメント教会の中に
は地下 3 階に及び数々のローマ帝国時代からの調度品が並びます。古代ローマ時代に８万人を
収容可能であった壮大なコロッセオを見学。古代ローマ時代の政治・経済の中心であったフォロ・
ロマーノの遺跡も訪れます。バチカン市国ではサンピエトロ広場及びサンピエトロ大聖堂を見学し、
ラファエロ、ミケランジェロの残した芸術を鑑賞します。

EASY ROME PANORAM

ローマのパノラマ

(列車送迎は含みません)

永遠の都へローマの遺跡、ハイライトを訪れる壮大なツアーです。チヴィタベッキアから列車で９０
分かけローマへ入ります。市内では古代の遺産コロッセオ、ベネチア広場、フォロ・ロマーノ、サン
タ・マリア・マッジョーレ教会、ボルゲーゼ家などのハイライト名所を観光します。サン・ピエトロ広場
では自由時間を４５分ほどお取りしています。ゆっくりとご覧いただけます。

ANGELS & DEMON ADVENTURE 「天使と悪魔」の冒険の旅
｢永遠の都｣ローマの重要な遺跡を通して異教徒たちのシンボルや古代の秘密を探訪する１日の
ツアーです。 ザ・ローマ・エクスプレスに乗り美しい車窓の景色と共に旅は始まります。ダン・ブラ
ウンの小説｢天使と悪魔｣で有名なサンタ・マリア・デル・ポポロ教会、サンタ・マリア・デッラ・ヴィッ
トーリア教会を訪れます。クリスチャン・サイエンス教の祭壇があります。バチカン市国ではサンピ
エトロ広場及びサンピエトロ大聖堂を見学し、ラファエロ、ミケランジェロの残した芸術を鑑賞しま
す。

ベニス（イタリア）
DOGE’S PALACE & ST MARK’S BASILICA ドゥカーレ宮殿とサン・マル
コ聖堂

4 時間

半日のツアー。ドゥカーレ宮、サン・マルコ広場と寺院、ガラス細工のショールームを訪れます。ゴ
シック建築の傑作ドゥカーレ宮“パラッツォ・ドゥカーレ”を観光します。サン・マルコ広場を訪れます。
地元のガラス細工ショールームでは、古くから伝わる製法と美しい芸術作品を作るための秘密に
ついて学びます。本物のヴェネチアンガラス細工品をお買い求めいただけます。

DOGE’S PALACE AFTER HOURS 閉館後のドゥカーレ宮殿訪問 3-3.5 時
間
閉館後のドゥカーレ宮殿を見学し、サンマルコ広場のエレガントなカフェを訪れるユニークなツアー
です。サンマルコまでのジュデッカ運河をクルーズ いたします。 到着後、ガイドと共にかつての
総督の公邸であったドゥカーレ宮殿を見学します。豪華なインテリアをご鑑賞いただきます。サン
マルコ広場の豪華な伝統あるカフェで、スパークリング・ワインなどを召し上がりながら、その雰囲
気をお楽しみ下さい。

EVENING GONDOLA SERENADE FOR TWO GUESTS
ゴンドラの夕べ

(2 人乗り、プライベートゴンドラ)2 時間

夕暮れ時、ベニスの魅惑的な運河でのゴンドラクルーズでロマンティックなひと時をお過ごしくださ
い。プロセッコ・ワインとビスケット、手書きの装飾の素晴らしいゴンドラに乗船頂きます。水辺のバ
ルコニー付きの家々を眺め、レナーデを聞きながら３０-４０分のクルーズをお楽しみいただきま
す。

HIDDEN VENICE

秘密のベニス 4 時間

秘蔵の古い建造物を巡るユニークなツアーです。サンタ・マルゲリータ広場、サン・ロッコ広場にあ
る教会、大信者会を外から観光します。サンタ・マリア・グロリオーザ・デイ・フラーリ教会のゴシッ
ク様式の建物は内部を見学し、ベッリーニとティツィアーノの作品をご覧いただきます。サン・ポー
ロ広場、サン・トマ広場、18 世紀の劇作家カルロ・ゴルドーニの生家を通り、リアルト橋へと進みま
す。サン・ジョヴァンニ・エ・パオロ広場、サン・マルコ広場やスキアヴォーニ通りのあるギリシャ正
教徒地区の細い路地を散策します。

MURANO & BURANO ISLANDS ムラーノ島＆ブラーノ島 4.5 時間
美しいムラーノ、ブラーノの両島を訪ね、何世紀も続く吹きガラスとレース編みの伝統をご覧いた
だくツアーです。 ムラーノのガラス製品はその繊細さと芸術性で知られています。ブラーノ島は、
16 世紀、最高級のレースを作ることでヨーロッパ中に知られていた島で、現在も地元の女性たち
によってレース編みの伝統が受け継がれています。

VENETIAN ARTISTRY

ベニスの芸術

4 時間

著名なベニスの芸術家のアトリエを訪ねるツアーです。工房の家族によってプライベートに用意さ
れたブッフェ昼食を頂きます。。工場でイタリアン・シルクの生産過程や 18 世紀の織機のコレクショ
ンをご覧いただきます。ムラーノにてベニスで最も歴史ある産業であるガラス作りの工房を訪ねま
す。ここではティファニーやカルティエといった有名デザイナーのガラス製品がつくられています。

COOKING WITH THE COUNTESS 伯爵夫人との料理教室
伝統的なベネチア料理の秘密を伯爵夫人から、夫人のキッチンを教室にして習うツアーです。思
い出に残る豪華なセッティングのテーブルで、ランチをお楽しみください。宮殿の鑑賞もしていただ
きます。

CONTEMPORARY ART AND GONDOLAS

閉館後のドゥカーレ宮殿訪

問
優雅なゴンドラ乗船、プンタ・デラ・ドガーナ美術館を鑑賞します。かつては邸宅であったとされるこ
の美術館は、世界を代表するアートコレクターのフランソワ・ピノー氏の運営する財団が開館した
古いベニスらしい建物です。２００点余りの現代アートをご鑑賞下さい。その後、ベネチアの運河を
ゴンドラに乗って優雅な時間をお過ごしください。

CORTINA & THE DOLMITES BY HELICOPTER (VCE-G) ドロミテ山塊
遊覧飛行

6 時間

料金：$2,899.00
空港より専用ヘリコプターにて出発し、ドロミテ山塊を始め、北イタリアの雄大な眺めをお楽しみい
ただきます。北に向かい、眼下にはトレヴィーゾ、第一次大戦時の要衝となったピアーヴェ川を越
えて、ロンガノーネ村を通過します。ドロミテ山塊に近づくにつれて、地上の景色がより一層美しく
見えることでしょう。コルチナにて着陸し、ジープにて、貴族や著名人が滞在するヴィラが点在する

地域を抜け、1956 年の冬季オリンピック開催地コルチナの中心部へ。町の散策後、昼食をお召し
上がりいただきます。再び空港からベニスへヘリコプターで戻ります。

バルセロナ（スペイン）
BEST OF VALENCIA バレンシア市内観光 4.5 時間
芸術科学都市を訪れます。ムービープラネタリウムやフェリペ皇太子科学博物館などがあり、毎
年さまざまな催し物が開催されています。町の中心部であったレイナ広場へ向かいます。大聖堂、
ミゲレテの塔、世界遺産に登録されているラ・ロンハ(ゴシック建築の交易所)、中央市場など歴史
的な地区を散策します。ヨーロッパ最大規模の水族館へご案内いたします。

VALENCIA BY BIKE

バレンシア･サイクリングツアー

3.5 時間

自転車でバレンシアの街を巡るツアーです。歴史的な橋を渡ってトゥリア公園を走り旧市街へ向
かいます。大聖堂、大学、ドス・アグアス侯爵宮殿などをガイドの案内で巡ります。

SAGUNTO & VALL L D´Uixo サグントと ラ・バル・ドゥイクソ
多くの著者によって、その歴史的な重要性について書かれることの多い古い歴史ある街、サグン
ト。ローマ帝国時代の城、劇場など歴史遺産をご覧いただけます。ラ・バル・ドゥイクソへの途中に
ランチを召し上がっていただきます。小ボートに乗って数か所洞窟を訪れます。ドラマティックな光
の様子、水の滴る音をお楽しみください。

ドブロブニク（クロアチア）
BEST OF VALENCIA バレンシア市内観光 4.5 時間
芸術科学都市を訪れます。ムービープラネタリウムやフェリペ皇太子科学博物館などがあり、毎
年さまざまな催し物が開催されています。町の中心部であったレイナ広場へ向かいます。大聖堂、
ミゲレテの塔、世界遺産に登録されているラ・ロンハ(ゴシック建築の交易所)、中央市場など歴史
的な地区を散策します。ヨーロッパ最大規模の水族館へご案内いたします。

VALENCIA BY BIKE

バレンシア･サイクリングツアー

3.5 時間

自転車でバレンシアの街を巡るツアーです。歴史的な橋を渡ってトゥリア公園を走り旧市街へ向
かいます。大聖堂、大学、ドス・アグアス侯爵宮殿などをガイドの案内で巡ります。

SAGUNTO & VALL L D´Uixo サグントと ラ・バル・ドゥイクソ
多くの著者によって、その歴史的な重要性について書かれることの多い古い歴史ある街、サグン
ト。ローマ帝国時代の城、劇場など歴史遺産をご覧いただけます。ラ・バル・ドゥイクソへの途中に
ランチを召し上がっていただきます。小ボートに乗って数か所洞窟を訪れます。ドラマティックな光
の様子、水の滴る音をお楽しみください。
ます。

ミコノス（ギリシャ）
The Sacred Island of Delos 聖地デロス島 4 時間
聖なる島の古代の美とデロス遺跡を訪れる半日ツアーです。
本船を出発してフェリーの港へ向かい、フェリーに乗ること約４５分、小さな無人の島デロス島に到
着します。到着後、徒歩で島をめぐります。デロス島はおよそ 4 平方キロメートルしかない島です
が、かつてとても重要な宗教的、文化的、商業的な中心地でした。今日、この島には多くの遺跡が
残されており、壊れた円柱、裕福な人々の家々を飾ったモザイク画、競技場や劇場跡などをご覧
いただけます。5 体の大理石製のライオン像も残されています。
その他興味深い見所は広範囲に渡っており、アゴラやさまざまな町の宝物、アポロン神殿、劇場
跡、聖地キュントス山などがあります。観光後、再びフェリーに乗って約 45 分でミコノスへ戻ります。
そこから直接シャトルバスで本船へ戻りますが、町に残って散策し、各自本船にお戻りになっても
けっこうです。

Mykonos Panorama ミコノスパノラマツアー 3.5 時間
ミコノスの優美な美しさと趣きを堪能する半日観光ツアーです。
【アギオス・イオアニスのビーチ】
港を出発し、約 30 分南へバスを走らせ、アギオス・イオアニスのビーチへ向かいます。途中、遠方
に見えるデロス島やミコノスで最も美しく洗練されたビーチの一つ、オルノスビーチを通ります。ア
ギオス・イオアニスでの記念撮影スポットに停車後、カラファティスとアジア・アナのビーチを抜け、
島の中心部にある歴史あるアノ・メラ地区を訪れます。
【アノ・メラ地区と修道院】
次に、1542 年修道士によって建てられ、聖マリアを祀ったパナギア・ツルリアニ修道院をガイドとと
もに訪れます。修道院では素晴らしい島の独自の建築、中庭の装飾された大理石の泉、フィレン
ツェから取り寄せた彫刻を施した木製のついたてが見られます。ここから穏やかな小さな村へ向
かい、ギリシャの前菜やギリシャのお酒、ウゾもお楽しみいただいた後、ミコノスへ戻ります。
【ミコノス】
ミコノス島は真っ白な家並み、赤や青のドームの白い教会、風車、美しい海岸線や澄み切った海
で世界的に有名です。15 世紀から続く、伝統的なパン屋さんをガイドとともに歩いて訪れます。ツ
アー後、シャトルバスで桟橋へ戻りますが、時間がある場合は町に残って散策し、各自本船へお
戻りいただくこともできます。

Elia Beach Break エリアビーチ 4 時間
地中海の太陽をお楽しみいただく、半日ビーチツアーです。
ミコノス有数のビーチで、リラックスしたひとときをお過ごしください。エリアビーチはミコノス島で最
もゴージャスなビーチのひとつで、最も長い砂浜が広がっています。ビーチバーやレストランもあり、
ウォータースキー、パラセイリング、ウィンドサーフィンのレンタルもあります。港から程近いこのビ
ーチでの午後のひとときをお楽しみください。英語ガイドが移動の間ご一緒し、港へ戻る時間など

をご連絡します。サンベッドやパラソルの日陰でおくつろぎください。４名様毎にシェアするギリシャ
方式で、伝統的なギリシャサラダや、ザジキ、タラモサラダ、ガーリックバターとパセリで調理され
たマッシュルーム、白ワインソースで調理されたムール貝などの軽食や飲み物も提供されます。

Mykonos Walking Tour ミコノス島徒歩観光 2.5 時間
ミコノス島はギリシャの島々の中でも、おそらく最も有名な島です。今日では有名人が集う夜の町
とビーチで知られています。ミコノスはギリシャの歴史のさまざまな侵略の後、ギリシャ独立戦争の
際、重要な影響を与えました。その後、ミコノス島はしばらくの間落ち着いていましたが、映画撮影
の美しいロケーションとして再び“発見”されたことで、俳優や芸術家、有名人たちが訪れるように
なりました。ミコノスの町に到着後、この独特な町の生活や真の歴史に触れるウォーキングツアー
が始まります。
細い白塗りの道を歩くと、町が入り組んでいることが分かります。これは海賊からの攻撃を防ぐた
めです。有名な運河の町ベニスに造りが似ているところから、ミコノス島は「リトル•ベニス」と呼ば
れます。島のトレードマークとなっている風車は最高の撮影スポットです。自由時間をお楽しみい
ただいた後、本船へ戻ります。

Cruise & Swim in Mykonos ミコノス・クルージング＆海水浴 4 時間
ミコノス島の周辺をクルージングして、ミコノスの素晴らしいビーチや海岸線の美しさを楽しむツア
ーです。
港からミコノスの街へ移動し、伝統的な木製の帆船に乗り込み（利用できない場合はモーター式
の船となります）、有名なビーチを巡ります。クルーズの途中で島のビーチで泳ぐこともできます。
帰りの船内で伝統的なギリシャの軽食とアルコール類を無料でお楽しみいただけます。

Jeep Safari ジープサファリ 4 時間
ミコノス島の秘密の場所、ジープでしか行くことができない所を探検する半日ツアーです。
【Choulakia ビーチと灯台】
港を出てＣｈｏｕｌａｋｉａビーチ沿いをドライブし、灯台へ向かいます。写真撮影の後は Marathi 地域
を通りアノ・メラ村へ。
【アノ・メラと城の遺跡】
アノ・メラに到着と、ベニス風の城の遺跡、パレオカストロを観光します。次に、アノ・メラ村の田園
風景をご覧ください。休憩の後、カロ・リヴァディを通って青々とした Chalara へ。その後、写真休憩
を取りつつ、ミコノスの港へ戻ります。

SHOPPING IN MYKONOS

ミコノスでショッピング

2 時間

港からバスで出発し、ミコノスの市内を車窓から観光しながらおみやげ店やブランドショップ、靴屋、
アートギャラリー、宝石ショップなどが並ぶ通りへと向かいます。伝統的なオリーブのお店、蜂蜜の
お店、宝石のお店や洋服のお店にご案内します。
ご注意
ここでご覧いただける情報は過去のシルバーシー・クルーズで企画されたオプショナルツアーの一例です。

ツアーの有無、内容は変わる可能性があります。今後のクルーズでのオプショナルツアーの詳細は乗船 120
日前に発表されます。

