
※ ここにご紹介するツアーは、人気のあるコースを抜粋しております。一部、専門的な技術が必要なコース、

    体力がかなり要されるコースなどは記載しておりませんので、詳細は船内の英語のご案内をご参照ください。

※ ご予約は船内のショア・エクスカーションデスクで承ります。お支払はシーパスカードに加算されます。

※ ご予約後、参加チケットが各キャビンに配られます。同じコースでも複数の出発時間がある場合がございますので、

　　必ずご確認ください。集合場所、出発時間などはチケットをご確認ください。

※ お申し込み後のお取消は１００％の取消料が必要ですので、ご注意下さい。

※ コースの内容により、体力を要するものがございます。体調を考慮してお選びください。

※ 最少催行人数に満たない場合や天候不順など安全の為、ツアーが変更または中止される場合もございます。

※ お申し込みは先着順です。満席のためご希望のコースにご参加いただけない場合がございます。お早めにお申し込みください

※ カッコ内の料金は子ども料金です。１２歳以下に適用になります。特に表示がない場合は、大人と同額です。

※ 諸条件により訪問場所の順番や訪問場所に変更がある場合があります。

※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。

※ 出航日によりツアーラインナップおよびツアー内容の一部が変更になることがございます。お申し込み時に必ずご確認ください。※ 出航日によりツアーラインナップおよびツアー内容の一部が変更になることがございます。お申し込み時に必ずご確認ください。※ 出航日によりツアーラインナップおよびツアー内容の一部が変更になることがございます。お申し込み時に必ずご確認ください。※ 出航日によりツアーラインナップおよびツアー内容の一部が変更になることがございます。お申し込み時に必ずご確認ください。

※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。

　　　最新のコース内容（英語）、料金はホームページ　www.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.com    のShore Excursionsでご確認いただけます。

　　　またお客様ご自身で事前予約も可能です。（英語の案内のみ、出航の5日前まで受付可能、クレジットカード払いのみ）

寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

コスメルコスメルコスメルコスメル トゥルムのマヤ遺跡観光　CZ02トゥルムのマヤ遺跡観光　CZ02トゥルムのマヤ遺跡観光　CZ02トゥルムのマヤ遺跡観光　CZ02 ② 6時間半 $104.00 ($79.00)

（メキシコ）（メキシコ）（メキシコ）（メキシコ） Tulum Mayan Ruins Express

コスメルからフェリーに乗って、約45分でメキシコ本土のプラヤデルカル

メンへ。バスに乗り換え、トゥルム遺跡に向かいます。カリブ海に面して

建つ偉大なマヤ文明の遺跡をガイドの案内で観光します。海を見下ろす

ように建つ神殿、エル・カスティーヨからの眺望をお楽しみください。観光

後、コスメル市街まで戻り、ここで解散となります。ショッピングなどをお

楽しみいただいた後、各自にてタクシーなどで船までお戻りください。

※遺跡～駐車場間は、片道10分ほど歩いていただきます。動きやすい

服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け

止め、タオル、飲料水をご用意ください。船酔いしやすい方は、酔い止め

などをご用意ください。遺跡内のフラッシュ撮影、三脚の使用、プロ仕様

のビデオの使用は禁止されています。遺跡内にホーム・ビデオカメラを

持ち込む方は、$8～$10徴収されます（現金のみ）。港～遺跡間の所要

時間は、片道約1時間です。セキュリティの都合上、バッグ類は遺跡内に

持ち込めないため、車内で預かります。

乗馬アドベンチャーツアー（参加条件：9歳以上65歳以下、乗馬アドベンチャーツアー（参加条件：9歳以上65歳以下、乗馬アドベンチャーツアー（参加条件：9歳以上65歳以下、乗馬アドベンチャーツアー（参加条件：9歳以上65歳以下、

身長77cm以上182cm以下、体重37kg以上104kg以下）　CZ06身長77cm以上182cm以下、体重37kg以上104kg以下）　CZ06身長77cm以上182cm以下、体重37kg以上104kg以下）　CZ06身長77cm以上182cm以下、体重37kg以上104kg以下）　CZ06

③ 4時間 $99.00 ($69.00)

The Mayan Frontier by Horseback & Ecolounge Beach Break

港を出発し、ブエナビスタ牧場へ。説明を受けた後、雨林の中の乗馬ツ

アーに出発します。乗馬中、ガイドによるマヤ文明の解説を聞きながら、

マヤ遺跡や洞窟のそばを通ります。乗馬終了後、エコラウンジ・ビーチ

へ。海水浴をしたり、のんびりくつろいだり、自由にお楽しみください。

※衣服の下に水着を着用の上、長ズボン、つま先が覆われた歩きやす

い靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止め、虫よけ、タ

オル、着替えをご用意ください。乗馬中は、ヘルメットを着用していただき

ます。妊娠中の方は参加できません。特有のリスクが伴います。体調、

病歴を考慮の上、ご参加ください。

カタマラン・クルーズ、シュノーケリングとビーチ　CZ13カタマラン・クルーズ、シュノーケリングとビーチ　CZ13カタマラン・クルーズ、シュノーケリングとビーチ　CZ13カタマラン・クルーズ、シュノーケリングとビーチ　CZ13 ③ 4時間 $74.00 ($49.00)

Fury Catamaran Snorkel & Beach Break

最新鋭のカタマラン船でシュノーケリング・ポイントへ。コスメルの有名な

リーフをご堪能ください。その後、「フューリー」のプライベート・ビーチへ。

海水浴や日光浴、カヤッキングなどでお楽しみください。また、トランポリ

ンやウォーター・スライダーなどのアクティビティがある「アクア・パーク」

もお楽しみいただけます。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、虫よけ、タオルをご用意ください。船酔いしやすい方

は、酔い止めなどをご用意ください。シュノーケリング・遊泳には、特有の

リスクが伴います。体調、病歴を考慮の上、ご参加ください。

チャンカナブ・マリンパーク：ドルフィン・スイムとマナティチャンカナブ・マリンパーク：ドルフィン・スイムとマナティチャンカナブ・マリンパーク：ドルフィン・スイムとマナティチャンカナブ・マリンパーク：ドルフィン・スイムとマナティ

（参加条件：5歳以上、身長107cm以上）　CZ14（参加条件：5歳以上、身長107cm以上）　CZ14（参加条件：5歳以上、身長107cm以上）　CZ14（参加条件：5歳以上、身長107cm以上）　CZ14

③ 3時間半 $149.00 ($114.00)

Dolphin Royal Swim and Manatee Interaction at Chankanaab

チャンカナブ・マリンパークを訪れ、イルカ、マナティとの触れ合いを体験

します。最初に、イルカとキスしたり、背びれにつかまって泳いだり、イル

カに押されて水上を飛んだり、約40分、イルカとの触れ合いをお楽しみく

ださい。その後、マナティの生態について説明を聞きながら、水中のプ

ラットフォームでマナティとの触れ合いを約10分、お楽しみください。最後

に、自由時間をとりますので、アシカ・ショーの鑑賞、ビーチでの遊泳、

シュノーケリング、ダイビングなど、マリンパーク内で思い思いにお過ごし

ください。

※衣服の下に水着を着用の上、滑りにくい靴でご参加ください。また、帽

子、サングラス、日焼け止め、タオル、着替えをご用意ください。11歳以

下のお子様は、保護者と共にご参加ください。妊娠中の方は、ご参加い

ただけません。水中はカメラ使用禁止です。シュノーケリング・遊泳に

は、特有のリスクが伴います。体調、病歴を考慮の上、ご参加ください。

西カリブ海クルーズ 7泊8日(フォート・ローダデール発着）西カリブ海クルーズ 7泊8日(フォート・ローダデール発着）西カリブ海クルーズ 7泊8日(フォート・ローダデール発着）西カリブ海クルーズ 7泊8日(フォート・ローダデール発着）

　　　　

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナル

オアシス・オブ・ザ・シーズ／アリュール・オブ・ザ・シーズオアシス・オブ・ザ・シーズ／アリュール・オブ・ザ・シーズオアシス・オブ・ザ・シーズ／アリュール・オブ・ザ・シーズオアシス・オブ・ザ・シーズ／アリュール・オブ・ザ・シーズ



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

コスメルコスメルコスメルコスメル アトランティス・サブマリン（参加条件：4歳以上、身長92cm以上） CZ19アトランティス・サブマリン（参加条件：4歳以上、身長92cm以上） CZ19アトランティス・サブマリン（参加条件：4歳以上、身長92cm以上） CZ19アトランティス・サブマリン（参加条件：4歳以上、身長92cm以上） CZ19 ① 2時間 $99.00 ($99.00)

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき） Atlantis Submarine

エアコン完備の潜水艦に乗って、メキシコの海中世界への旅をお楽しみ

ください。乗船後、艇は水深30mまでゆっくりと潜ります。専門家の説明

を聞きながらバリア・リーフ（堡礁）の中を、サメ、カメ、熱帯魚などのカラ

フルな海洋生物が泳ぐ様子を船内からガラス越しにご覧ください。さまざ

まな魚やサンゴの住みかとなっているカリブ海最大級の沈没船もご覧い

ただきます。

※乗下船時に、7段のハシゴの昇降が必要です。衣服の下に水着を着

用の上、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼

け止めをご用意ください。車椅子をご使用の方、歩行に困難を伴う方は

ご参加いただけません。

シカレー海洋公園　CZ81シカレー海洋公園　CZ81シカレー海洋公園　CZ81シカレー海洋公園　CZ81 ③ 8時間 $104.00 ($79.00)

Xcaret Natural Adventure Park

フェリーで約45分、プラヤデルカルメンに渡ります。上陸後、バスでシカ

レー海洋公園へ。ガイドから施設の説明を受けた後、カリブの海でひと

泳ぎしたり、植物園を散策したり、野鳥園を観察したり、マヤ遺跡の展示

を見たり、自由にお過ごしください。園内には、たくさんのレストランがあ

りますので、各自にて昼食をおとりください。

※衣服の下に水着を着用の上、歩きやすい靴でご参加ください。また、

帽子、サングラス、日焼け止め、タオル、着替えをご用意ください。悪天

候時は船が揺れることがあります。シュノーケリング・遊泳には、特有の

リスクが伴います。体調、病歴を考慮の上、ご参加ください。特定日は、

ツアーの所要時間が7時間に短縮されます。

リーフ・エクスプローラー・セミ・サブマリン　CZ85リーフ・エクスプローラー・セミ・サブマリン　CZ85リーフ・エクスプローラー・セミ・サブマリン　CZ85リーフ・エクスプローラー・セミ・サブマリン　CZ85 ① 1時間半 $49.00 ($34.00)

Reef Explorer Semi-Sub

快適なセミ・サブマリン（半潜水船）「オーシャン・ビュー・エクスプロー

ラー」号の中から、水深約1.2mの美しいカリブの海中世界をご覧いただ

きます。船は、世界第二の規模を誇るバリア・リーフ（堡礁）、パラダイス・

リーフの上をクルーズします。約1時間15分、船上からコスメルの美しい

海岸線を見たり、船内から色彩豊富なマリン・ライフを観賞したり、ご自

由にお楽しみください。

※乗下船時に、急な階段があります。歩きやすい靴でご参加ください。ま

た、帽子、サングラス、日焼け止めをご用意ください。

コスメルハイライトとショッピング　CZB7コスメルハイライトとショッピング　CZB7コスメルハイライトとショッピング　CZB7コスメルハイライトとショッピング　CZB7 ② 4時間半 $59.00 ($49.00)

Cozumel Highlights and Shopping

最初に、有名な建物、遺跡、モニュメントの精巧なミニチュアが集まる、

ディスカバー・メキシコ・パークを見学します。次に、マヤン・カカオ・カン

パニーを訪れ、チョコレートの歴史、製造工程を学んだ後、チョコの試食

を楽しみます。続いて、マヤ遺跡のエル・セドラルを訪れ、マヤ文明につ

いて学びます。次に、テキーラ工場を見学します。見学後は、テキーラの

試飲をお楽しみください。途中、エル・ミラドールの美しい景色をご覧いた

だきます。最後は、コスメル市街に戻りますので、ショッピングをお楽しみ

ください。

※動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サング

ラス、日焼け止め、虫よけ、タオル、飲料水をご用意ください。

トゥルムのマヤ遺跡とビーチ・ブレイク（昼食付）　CZH5トゥルムのマヤ遺跡とビーチ・ブレイク（昼食付）　CZH5トゥルムのマヤ遺跡とビーチ・ブレイク（昼食付）　CZH5トゥルムのマヤ遺跡とビーチ・ブレイク（昼食付）　CZH5 ② 8時間 $119.00 ($109.00)

Tulum Ruins and Beach Break

コスメルからフェリーに乗って、約45分でプラヤデルカルメンへ。バスに

乗り換え、トゥルム遺跡に向います。カリブ海に面して建つ偉大なマヤ文

明の遺跡をガイドの案内で観光します。最後は、海を見下ろすように建

つ神殿、エル・カスティーヨからの眺望をお楽しみください。その後、プラ

イベート・ビーチでビュッフェの昼食をとります。その後、自由時間をとり

ますので、遊泳、日光浴などでお楽しみください。

※遺跡～駐車場間は、片道10分ほど歩いていただきます。衣服の下に

水着を着用の上、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、虫よけ、タオル、飲料水をご用意ください。船酔いしや

すい方は、酔い止めなどをご用意ください。遺跡内のフラッシュ撮影、三

脚の使用、プロ仕様のビデオの使用は禁止されています。遺跡内に

ホーム・ビデオカメラを持ち込む方は、$8～$10徴収されます（現金の

み）。港～遺跡間の所要時間は、片道約1時間です。セキュリティの都合

上、バッグ類は遺跡内に持ち込めないため、車内で預かります。

マヤ遺跡チチェン・イッツァ観光（昼食付）　CZK8マヤ遺跡チチェン・イッツァ観光（昼食付）　CZK8マヤ遺跡チチェン・イッツァ観光（昼食付）　CZK8マヤ遺跡チチェン・イッツァ観光（昼食付）　CZK8 ② 8時間 $129.00 ($114.00)

Chichen Itza Mayan Ruins

世界遺産にも登録されているマヤ文明の遺跡、チチェン・イッツァを訪れ

ます。コスメルからフェリーに乗って、約45分でプラヤデルカルメンへ。バ

スに乗り換え、遺跡を目指します。チチェン・イッツァ遺跡に到着後、約1

時間半かけて、遺跡内の見どころを巡ります。マヤの最高神、ククルカン

を祀る高さ24メートルのピラミッド、聖なる泉「セノーテ」、天文台、球戯場

などをご覧ください。ランチ・ボックスの昼食が付いています。

※動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サング

ラス、日焼け止め、虫よけ、飲料水をご用意ください。船酔いしやすい方

は、酔い止めなどをご用意ください。遺跡内にビデオカメラを持ち込む方

は、$8～$10徴収されます（現金のみ）。港～遺跡間の移動の往復所要

時間は、約6時間です。



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

コスメルコスメルコスメルコスメル 驚嘆の地下水脈探検（参加条件：4歳以上、体重113kg以下）　CZ1K驚嘆の地下水脈探検（参加条件：4歳以上、体重113kg以下）　CZ1K驚嘆の地下水脈探検（参加条件：4歳以上、体重113kg以下）　CZ1K驚嘆の地下水脈探検（参加条件：4歳以上、体重113kg以下）　CZ1K ② 7時間 $109.00 ($109.00)

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき） Amazing Secret River and Cavern

マヤの神秘的なセノーテ（地下水脈）、ショッピングとビーチ　CZ1Xマヤの神秘的なセノーテ（地下水脈）、ショッピングとビーチ　CZ1Xマヤの神秘的なセノーテ（地下水脈）、ショッピングとビーチ　CZ1Xマヤの神秘的なセノーテ（地下水脈）、ショッピングとビーチ　CZ1X ① 6時間半 $84.00 ($74.00)

Underground Mayan River Cenote & Famous 5th Street Shopping and Beach

マヤン・カカオと島内観光　CZ2Oマヤン・カカオと島内観光　CZ2Oマヤン・カカオと島内観光　CZ2Oマヤン・カカオと島内観光　CZ2O ① 2時間15分 $49.00 ($39.00)

Mayan Cacao and Island Sightseeing

スキューバ・ダイビング（参加条件：12歳以上）　CZ36スキューバ・ダイビング（参加条件：12歳以上）　CZ36スキューバ・ダイビング（参加条件：12歳以上）　CZ36スキューバ・ダイビング（参加条件：12歳以上）　CZ36 ③ 2時間半 $119.00 ($119.00)

Discover Scuba Diving

プラヤ・ミア・グランド・ビーチ＆ウォーター・パークプラヤ・ミア・グランド・ビーチ＆ウォーター・パークプラヤ・ミア・グランド・ビーチ＆ウォーター・パークプラヤ・ミア・グランド・ビーチ＆ウォーター・パーク

（参加条件：体重：113kg以下、身長182cm以下）　CZ4B（参加条件：体重：113kg以下、身長182cm以下）　CZ4B（参加条件：体重：113kg以下、身長182cm以下）　CZ4B（参加条件：体重：113kg以下、身長182cm以下）　CZ4B

① 5時間 $39.00 ($39.00)

Beach Break at Playa Mia with Transfer

プラヤ・ミア・ビーチの休日（昼食付）　CZ68プラヤ・ミア・ビーチの休日（昼食付）　CZ68プラヤ・ミア・ビーチの休日（昼食付）　CZ68プラヤ・ミア・ビーチの休日（昼食付）　CZ68 ② 5時間 $89.00 ($69.00)

Deluxe Beach Break at Playa Mia Water Park

クリア・カヤックとビーチ・シュノーケリング（参加条件：8歳以上）　CZB2クリア・カヤックとビーチ・シュノーケリング（参加条件：8歳以上）　CZB2クリア・カヤックとビーチ・シュノーケリング（参加条件：8歳以上）　CZB2クリア・カヤックとビーチ・シュノーケリング（参加条件：8歳以上）　CZB2 ③ 3時間半 $69.00 ($49.00)

Clear Kayak and Beach Snorkel Combo

ディスカバー・メキシコ・パーク　CZE1ディスカバー・メキシコ・パーク　CZE1ディスカバー・メキシコ・パーク　CZE1ディスカバー・メキシコ・パーク　CZE1 ① 2時間 $26.00 ($19.00)

Papantla Flyer Experience at Discover Mexico

コスメル・カントリークラブでゴルフ　CZG2コスメル・カントリークラブでゴルフ　CZG2コスメル・カントリークラブでゴルフ　CZG2コスメル・カントリークラブでゴルフ　CZG2 ② 5時間 $189.00 ($189.00)

Cozumel Country Club Golf

コスメル・ボトム・フィッシング（参加条件：8歳以上）　CZG4コスメル・ボトム・フィッシング（参加条件：8歳以上）　CZG4コスメル・ボトム・フィッシング（参加条件：8歳以上）　CZG4コスメル・ボトム・フィッシング（参加条件：8歳以上）　CZG4 ② 3時間半 $89.00 ($79.00)

Cozumel Bottom Fishing

サルサ音楽、サルサ・ソースとマルガリータ（参加条件：5歳以上）サルサ音楽、サルサ・ソースとマルガリータ（参加条件：5歳以上）サルサ音楽、サルサ・ソースとマルガリータ（参加条件：5歳以上）サルサ音楽、サルサ・ソースとマルガリータ（参加条件：5歳以上）

CZM3CZM3CZM3CZM3

② 4時間半 $99.00 ($84.00)

Salsa, Salsa and Margaritas

マヤの伝統紹介と島内観光　CZN9マヤの伝統紹介と島内観光　CZN9マヤの伝統紹介と島内観光　CZN9マヤの伝統紹介と島内観光　CZN9 ① 3時間 $59.00 ($59.00)

Living History - Mayan Traditions and Island Tour

ディスカバー・メキシコ・パークでホセ・クエルボ テキーラ・セミナーディスカバー・メキシコ・パークでホセ・クエルボ テキーラ・セミナーディスカバー・メキシコ・パークでホセ・クエルボ テキーラ・セミナーディスカバー・メキシコ・パークでホセ・クエルボ テキーラ・セミナー

（参加条件：18歳以上）　CZO5（参加条件：18歳以上）　CZO5（参加条件：18歳以上）　CZO5（参加条件：18歳以上）　CZO5

① 3時間 $69.00 ($69.00)

Tequila Experience by Jose Cuervo®

マヤ遺跡、島内ドライブとビーチ　CZT5マヤ遺跡、島内ドライブとビーチ　CZT5マヤ遺跡、島内ドライブとビーチ　CZT5マヤ遺跡、島内ドライブとビーチ　CZT5 ② 4時間15分 $79.00 ($54.00)

Mayan Ruins, Island Tour and Beach

マヤ遺跡と島内観光　CZT6マヤ遺跡と島内観光　CZT6マヤ遺跡と島内観光　CZT6マヤ遺跡と島内観光　CZT6 ② 3時間半 $59.00 ($54.00)

Cozumel Mayan Ruins and Island Overview

ファルマスファルマスファルマスファルマス ダンズリバーの滝のぼり（参加条件：6歳以上）　FY1Aダンズリバーの滝のぼり（参加条件：6歳以上）　FY1Aダンズリバーの滝のぼり（参加条件：6歳以上）　FY1Aダンズリバーの滝のぼり（参加条件：6歳以上）　FY1A ② 5時間半 $59.00 ($54.00)

（ジャマイカ）（ジャマイカ）（ジャマイカ）（ジャマイカ） Dunn's River Transfer

有名なダンズリバーの滝のぼりを楽しみます。ブルーマウンテンからカリ

ブ海への水流が作る全長約180mの段々状の滝は、オーチョリオス近く

に位置しています。熱帯の楽園のような環境の中、自然が形作った階段

を参加者同士で手をつなぎながら登ります。最後は、自然のプールでの

泳ぎをお楽しみください。船に戻る途中、お買物のために土産物店に立

ち寄ります。

※衣服の下に水着を着用の上、ウォーターシューズ、またはゴム底のス

トラップ付サンダルかスニーカーでご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、虫よけ、飲料水、タオル、着替えをご用意ください。妊

娠中の方、首痛・腰痛をお持ちの方、歩行に困難を伴う方は、ご参加い

ただけません。ダンズリバーの滝は滑りやすくなっています。滑ったり、

転倒したりする恐れがありますので十分ご注意ください。また、滝は、混

雑のため、入場までお待ちいただく場合があり、時間の都合上、頂上ま

で登れない場合がありますので、予めご了承ください。港～オーチョリオ

ス間の所要時間は、バスで約1時間です。

バンブー・ビーチ・クラブ＆ダンズリバーの滝バンブー・ビーチ・クラブ＆ダンズリバーの滝バンブー・ビーチ・クラブ＆ダンズリバーの滝バンブー・ビーチ・クラブ＆ダンズリバーの滝

（昼食付、参加条件：6歳以上）　FY1B（昼食付、参加条件：6歳以上）　FY1B（昼食付、参加条件：6歳以上）　FY1B（昼食付、参加条件：6歳以上）　FY1B

② 7時間 $114.00 ($94.00)

Bamboo Beach Club & Falls VIP Package

まずは、オーチョリオスの近くにある全長約180mの段々状の滝、ダンズ

リバーの滝を訪れます。滝登りに挑戦することもできます。その後、バン

ブー・ビーチ・クラブを訪れます。美しい海岸の風景を眺めながら、快適

なビーチ・チェアでリラックスした滞在をお楽しみください。また、魚のグリ

ルやジャーク・チキンなどのコース料理の昼食、カクテル、ビール、ラム

などのドリンクをレゲエ音楽の演奏と共にお楽しみください。船に戻る途

中、お買物のために土産物店に立ち寄ります。

※衣服の下に水着を着用の上、ウォーターシューズ、またはゴム底のス

トラップ付サンダルかスニーカーでご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、タオル、着替えをご用意ください。妊娠中の方、首痛・

腰痛をお持ちの方は、ご参加いただけません。ダンズリバーの滝は滑り

やすくなっています。滑ったり、転倒したりする恐れがありますので十分

ご注意ください。また、滝は、混雑のため、入場までお待ちいただく場合

がありますので、予めご了承ください。港～オーチョリオス間の所要時間

は、バスで約1時間です。観光順序が変わる場合があります。バンブー・

ビーチは車椅子では入場できません。お酒は法定年齢以上の方にのみ

提供されます。

ジャマイカ北部観光とバンブー・ビーチ　FY1Dジャマイカ北部観光とバンブー・ビーチ　FY1Dジャマイカ北部観光とバンブー・ビーチ　FY1Dジャマイカ北部観光とバンブー・ビーチ　FY1D ① 5時間半 $39.00 ($39.00)

Island Tour & Bamboo Beach Break

まずは、1494年にコロンブスが初上陸した際に停泊したセント・アンズ・

ベイ周辺を訪れます。コロンブスの像、1534年に建てられた教会をご覧

いただきます。続いて、ハイ・ビュー展望ポイントに立ち寄った後、緑豊

かな小渓谷道路、ファーン・ガリーを走り抜けます。お買物のために土産

物店に立ち寄った後、バンブー・ビーチ・クラブを訪れます。ウェルカム・

ドリンクを飲んだ後、レゲエ音楽の演奏を背景に、美しい海岸の風景を

眺めながら、快適なビーチ・チェアでリラックスした滞在をお楽しみくださ

い。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、タオル、着替え、ウォーターシューズをご用意ください。

バンブー・ビーチは車椅子では入場できません。お酒は法定年齢以上

の方にのみ提供されます。



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ファルマスファルマスファルマスファルマス ドルフィン・コーブ＆ダンズリバーの滝（昼食付）　FY23ドルフィン・コーブ＆ダンズリバーの滝（昼食付）　FY23ドルフィン・コーブ＆ダンズリバーの滝（昼食付）　FY23ドルフィン・コーブ＆ダンズリバーの滝（昼食付）　FY23 ① 6時間 $99.00 ($99.00)

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき） Dolphin Cove & Dunns River Falls

まずは、オーチョリオスの近くに位置する全長約180mの段々状の滝、ダ

ンズリバーの滝を訪れます。滝登りに挑戦することもできます。その後、

ドルフィン・コーブ・パークを訪れます。サメ、エイ、イルカ、ヘビ、イグア

ナ、熱帯地方の鳥類をご覧いただけます。園内のギフトショップでのお買

物もお楽しみください。ジャマイカ料理のビュッフェの昼食が含まれてい

ます。

※衣服の下に水着を着用の上、ウォーターシューズ、またはゴム底のス

トラップ付サンダルかスニーカーでご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、タオルをご用意ください。妊娠中の方、首痛・腰痛をお

持ちの方は、ご参加いただけません。ダンズリバーの滝は滑りやすく

なっています。滑ったり、転倒したりする恐れがありますので十分ご注意

ください。また、滝は、混雑のため、入場までお待ちいただく場合があり

ますので、予めご了承ください。港～オーチョリオス間の所要時間は、バ

スで約1時間です。

ロイヤル・エクストリーム・チャレンジロイヤル・エクストリーム・チャレンジロイヤル・エクストリーム・チャレンジロイヤル・エクストリーム・チャレンジ

（昼食付、参加条件：8歳以上、体重113kg以下）　FY2A（昼食付、参加条件：8歳以上、体重113kg以下）　FY2A（昼食付、参加条件：8歳以上、体重113kg以下）　FY2A（昼食付、参加条件：8歳以上、体重113kg以下）　FY2A

② 5時間 $164.00 ($164.00)

Royal Extreme Challenge

まずは、グッド・ホープ・プランテーションを訪れます。18世紀に、この一

帯にあった大農園の領主が住んでいた邸宅跡があります。プランテー

ションのことを学べる謎解きゲームにご参加ください。次に、ロイヤル・エ

クストリーム・チャレンジを訪れます。ジップライン、宝石掘り、カヤック、

宝探し、魚釣りなど、数々のアトラクションをお楽しみください。昼食は、

ジャマイカ料理をご用意しています。

※衣服の下に水着を着用の上、タンクトップまたはTシャツ、ヒザが隠れ

るズボン、つま先が覆われた靴でご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、虫よけ、タオル、着替えをご用意ください。妊娠中の

方、首痛・腰痛をお持ちの方、車椅子の方は、ご参加いただけません。

農園観光＆ダンズリバーの滝（昼食付、参加条件：5歳以上）　FY38農園観光＆ダンズリバーの滝（昼食付、参加条件：5歳以上）　FY38農園観光＆ダンズリバーの滝（昼食付、参加条件：5歳以上）　FY38農園観光＆ダンズリバーの滝（昼食付、参加条件：5歳以上）　FY38 ② 7時間 $129.00 ($99.00)

Grand Jamaica and Dunns River Falls

まずは、18世紀からのプランテーション、ブリマー・ホール農園を訪れま

す。トラクター・バスに乗って、農園内を見学した後、新鮮なココナッツと

サトウキビを試食します。昼食は、ショー・パークのビーチサイドに位置

する眺めの良いレストランで召し上がっていただきます。その後、オー

チョリオスの近くにある全長約180mの段々状の滝、ダンズリバーの滝を

訪れます。滝登りに挑戦することもできます。

※衣服の下に水着を着用の上、ウォーターシューズ、または滑りにくい

靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止め、タオル、着替

えをご用意ください。妊娠中の方、首痛・腰痛をお持ちの方は、ご参加い

ただけません。ダンズリバーの滝は滑りやすくなっています。滑ったり、

転倒したりする恐れがありますので十分ご注意ください。また、滝は、混

雑のため、入場までお待ちいただく場合がありますので、予めご了承くだ

さい。

ベスト・オブ・ジャマイカ（昼食付、参加条件：5歳以上）　FY56ベスト・オブ・ジャマイカ（昼食付、参加条件：5歳以上）　FY56ベスト・オブ・ジャマイカ（昼食付、参加条件：5歳以上）　FY56ベスト・オブ・ジャマイカ（昼食付、参加条件：5歳以上）　FY56 ② 7時間 $119.00 ($89.00)

Best of Jamaica

ジャマイカのビーチとビュッフェ・ランチ、海岸線クルーズ、ダンズリバー

の滝と、最高のアトラクションを組み合わせました。ファルマスを出発し、

まずは活気ある街、オーチョリオスへ。続いて、ショー・パークのビーチ

で、ジャマイカ料理のビュッフェの昼食を召し上がっていただきます。次

に、オーチョリオスの海岸沿いにクルーズを楽しんだ後、ダンズリバーの

滝を訪れます。滝登りに挑戦することもできます。

※衣服の下に水着を着用の上、ウォーターシューズ、またはゴム底のス

トラップ付サンダルかスニーカーでご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、タオル、着替えをご用意ください。妊娠中の方、首痛・

腰痛をお持ちの方は、ご参加いただけません。ダンズリバーの滝は滑り

やすくなっています。滑ったり、転倒したりする恐れがありますので十分

ご注意ください。また、滝は、混雑のため、入場までお待ちいただく場合

がありますので、予めご了承ください。

オーチョリオスとモンテゴ・ベイ（参加条件：5歳以上）　FY59オーチョリオスとモンテゴ・ベイ（参加条件：5歳以上）　FY59オーチョリオスとモンテゴ・ベイ（参加条件：5歳以上）　FY59オーチョリオスとモンテゴ・ベイ（参加条件：5歳以上）　FY59 ② 7時間 $129.00 ($104.00)

Ocho Rios & Montego Bay Combination

まずは、オーチョリオスにある全長約180m、段々状のダンズリバーの滝

へ。滝登りに挑戦することもできます。その後、モンテゴ・ベイのドクター・

ケイブ・ビーチを訪れます。自由時間をとりますので、遊泳、散策、食事、

店舗が並ぶヒップ・ストリップでのお買物などをお楽しみください。

※衣服の下に水着を着用の上、ウォーターシューズ、またはゴム底のス

トラップ付サンダルかスニーカーでご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、タオルをご用意ください。妊娠中の方、首痛・腰痛をお

持ちの方は、ご参加いただけません。ダンズリバーの滝は滑りやすく

なっています。滑ったり、転倒したりする恐れがありますので十分ご注意

ください。また、滝は、混雑のため、入場までお待ちいただく場合があり

ますので、予めご了承ください。港～オーチョリオス間の所要時間は、バ

スで約1時間です。オーチョリオス～モンテゴ・ベイ間の所要時間は、バ

スで約1時間半です。



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ファルマスファルマスファルマスファルマス バンブー・ビーチ・クラブ　FY1Cバンブー・ビーチ・クラブ　FY1Cバンブー・ビーチ・クラブ　FY1Cバンブー・ビーチ・クラブ　FY1C ① 5時間半 $79.00 ($69.00)

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき） Bamboo Beach Club VIP Package

マンゴーズ・ビーチ・クラブの休日マンゴーズ・ビーチ・クラブの休日マンゴーズ・ビーチ・クラブの休日マンゴーズ・ビーチ・クラブの休日

（参加条件：16歳以上、99歳以下）　FY1G（参加条件：16歳以上、99歳以下）　FY1G（参加条件：16歳以上、99歳以下）　FY1G（参加条件：16歳以上、99歳以下）　FY1G

① 4時間半 $129.00 -

Mangos Beach Club Getaway - Adults Only

リバー・チューブとブルー・ホールリバー・チューブとブルー・ホールリバー・チューブとブルー・ホールリバー・チューブとブルー・ホール

（昼食付、参加条件：6歳以上、体重117kg以下）　FY2C（昼食付、参加条件：6歳以上、体重117kg以下）　FY2C（昼食付、参加条件：6歳以上、体重117kg以下）　FY2C（昼食付、参加条件：6歳以上、体重117kg以下）　FY2C

② 7時間 $134.00 ($104.00)

River Tubing & Blue Hole with Lunch

リバー・チューブとダンズリバーの滝リバー・チューブとダンズリバーの滝リバー・チューブとダンズリバーの滝リバー・チューブとダンズリバーの滝

（昼食付、参加条件：5歳以上、体重113kg以下）　FY44（昼食付、参加条件：5歳以上、体重113kg以下）　FY44（昼食付、参加条件：5歳以上、体重113kg以下）　FY44（昼食付、参加条件：5歳以上、体重113kg以下）　FY44

② 5時間半 $109.00 ($109.00)

Inner Tubing & Dunns River Falls

リバー・チューブ、クルーズとダンズリバーの滝（参加条件：5歳以上）リバー・チューブ、クルーズとダンズリバーの滝（参加条件：5歳以上）リバー・チューブ、クルーズとダンズリバーの滝（参加条件：5歳以上）リバー・チューブ、クルーズとダンズリバーの滝（参加条件：5歳以上）

　FY78　FY78　FY78　FY78

② 7時間 $129.00 ($129.00)

Inner Tubing and Cruise to Dunns River Falls

ラフティング・アドベンチャーラフティング・アドベンチャーラフティング・アドベンチャーラフティング・アドベンチャー

（参加条件：5歳以上65歳以下、体重113kg以下）　FY96（参加条件：5歳以上65歳以下、体重113kg以下）　FY96（参加条件：5歳以上65歳以下、体重113kg以下）　FY96（参加条件：5歳以上65歳以下、体重113kg以下）　FY96

③ 4時間 $89.00 ($89.00)

Rio Bueno River Rafting Adventure

ドルフィン・コーブ　FYY4ドルフィン・コーブ　FYY4ドルフィン・コーブ　FYY4ドルフィン・コーブ　FYY4 ① 4時間 $54.00 ($49.00)

A Day at Dolphin Cove

ドルフィン・コーブ・スイム　FYY5ドルフィン・コーブ・スイム　FYY5ドルフィン・コーブ・スイム　FYY5ドルフィン・コーブ・スイム　FYY5 ② 4時間 $109.00 ($99.00)

Dolphin Cove Swim

ドルフィン・コーブ・エンカウンター　FYY6ドルフィン・コーブ・エンカウンター　FYY6ドルフィン・コーブ・エンカウンター　FYY6ドルフィン・コーブ・エンカウンター　FYY6 ① 4時間 $79.00 ($59.00)

Dolphin Cove Aquatic Encounter

カヤック・アドベンチャー　FYY8カヤック・アドベンチャー　FYY8カヤック・アドベンチャー　FYY8カヤック・アドベンチャー　FYY8 ③ 3時間15分 $74.00 ($34.00)

Rios Kayak Adventure

ラバディラバディラバディラバディ アミーガ島のビーチ滞在　QLE7アミーガ島のビーチ滞在　QLE7アミーガ島のビーチ滞在　QLE7アミーガ島のビーチ滞在　QLE7 ① 3時間 $69.00 ($69.00)

（ハイチ）（ハイチ）（ハイチ）（ハイチ） Amiga Island Experience

素晴らしい白砂のビーチがあるアミーガ島までは、船ですぐです。ラム・

パンチまたはフルーツ・パンチのウェルカム・ドリンクを召し上がった後、

日光浴や遊泳を楽しんだり、バーで寛いだり、思い思いにお過ごしくださ

い。ビーチのすぐそばにはサンゴ礁があり、遠方には、ハイチ北岸の素

晴らしいパノラマ風景が広がります。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止めをご用意ください。船酔いしやすい方は、酔い止めなどを

ご用意ください。ビーチは、車椅子ではアクセスできません。お酒は法定

年齢以上の方にのみ提供されます。

新大陸発見セーリング　QLE8新大陸発見セーリング　QLE8新大陸発見セーリング　QLE8新大陸発見セーリング　QLE8 ① 3時間 $179.00 ($179.00)

New World Sailing Experience

全長約19mの豪華セーリング・ヨットに乗って、カリブ海をクルーズしま

す。船は、500年以上前にコロンブスがとった航路に沿って、多様なサン

ゴや熱帯魚が住むターコイズ・ブルーの海を進みます。サンタ・マリア号

に乗ったコロンブスが、新世界発見にいたった航海についての説明を聞

きながら、美しい島々、活気ある港町、歴史を感じさせるフランス領の港

などの眺めをお楽しみください。途中、美しいハイチ沿岸部が見えるポイ

ントで停泊しますので、海水浴をお楽しみください。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、タオル、着替え、リーフシューズをご用意ください。船酔

いしやすい方の参加は、お勧めできません。

アラワク・アクアパーク（参加条件：4歳以上、身長122cm以上）　ZL01アラワク・アクアパーク（参加条件：4歳以上、身長122cm以上）　ZL01アラワク・アクアパーク（参加条件：4歳以上、身長122cm以上）　ZL01アラワク・アクアパーク（参加条件：4歳以上、身長122cm以上）　ZL01 ② 1時間 $19.75 ($19.75)

Arawak Aqua Park

アラワク・アクアパークで、海上に設けられたトランポリンやウォーター・

スライダー、巨大フロートなどでお楽しみください。子供も大人もお楽しみ

いただけます。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、タオルをご用意ください。救命胴衣を常時着用していた

だきます。身長122cm未満のお子様は、保護者と共にご参加ください。

シュノーケリング・遊泳には、特有のリスクが伴います。体調、病歴を考

慮の上、ご参加ください。

フローティング・ビーチマット貸し出し（参加条件：4歳以上）　ZL02フローティング・ビーチマット貸し出し（参加条件：4歳以上）　ZL02フローティング・ビーチマット貸し出し（参加条件：4歳以上）　ZL02フローティング・ビーチマット貸し出し（参加条件：4歳以上）　ZL02 ① 各自 $15.75 ($15.75)

Floating Beach Mat

快適なビーチマットの上で、波に揺られながら、また、ラバディの砂浜で

日光浴をお楽しみください。

※衣服の下に水着を着用の上、歩きやすい靴でご参加ください。また、

帽子、サングラス、日焼け止め、虫よけ、タオル、着替えをご用意くださ

い。

ウェーブ・ジェットツアー（ドライバー）（参加条件：16歳以上）　ZL03ウェーブ・ジェットツアー（ドライバー）（参加条件：16歳以上）　ZL03ウェーブ・ジェットツアー（ドライバー）（参加条件：16歳以上）　ZL03ウェーブ・ジェットツアー（ドライバー）（参加条件：16歳以上）　ZL03 ② 1時間 $99.75 ($99.75)

Labadee Wave Jet Tour - Driver

インストラクターの説明を受けた後、ラバディ沿岸を50分間、ジェットス

キーに乗って楽しみます。16歳以上で運転免許をお持ちの方なら、経験

がなくても運転できます。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、日焼け止め、タオ

ルをご用意ください。料金は運転者1名分です。2人乗りをご希望の場

合、乗客は別途参加申込みが必要です。ドライバーの他に、乗客1名ま

で乗れます。特有のリスクが伴います。体調、病歴を考慮の上、ご参加く

ださい。

パラセイリング（参加条件：12歳以上）　ZL04パラセイリング（参加条件：12歳以上）　ZL04パラセイリング（参加条件：12歳以上）　ZL04パラセイリング（参加条件：12歳以上）　ZL04 ② 1時間 $85.75 ($85.75)

Parasail

高さ120mの上空からラバディ全体を見下ろす景色は、想像を超える美し

さです。鳥になった気分が味わえます。タンデム（2人乗り）となります（体

重制限：170kg以下）。乗船時間が45分～1時間、滞空時間が約5分で

す。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止め、タオルをご用意ください。



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ラバディラバディラバディラバディ カヤック・アドベンチャー（参加条件：8歳以上）　ZL05カヤック・アドベンチャー（参加条件：8歳以上）　ZL05カヤック・アドベンチャー（参加条件：8歳以上）　ZL05カヤック・アドベンチャー（参加条件：8歳以上）　ZL05 ② 1時間半 $39.75 ($33.75)

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき） Kayak Adventure

ガイドの案内で、ラバディの美しい湾内のカヤッキングをお楽しみくださ

い。ハイチの文化と歴史を学びながら、沿岸の美しい景色の中をパドリ

ングします。

※衣服の下に水着を着用の上、ウォーターシューズでご参加ください。

また、帽子、サングラス、日焼け止め、タオルをご用意ください。ご参加

は泳げることが条件です。救命胴衣を常時着用していただきます。

RIBボート沿岸ツアー（参加条件：10歳以上）　ZL09RIBボート沿岸ツアー（参加条件：10歳以上）　ZL09RIBボート沿岸ツアー（参加条件：10歳以上）　ZL09RIBボート沿岸ツアー（参加条件：10歳以上）　ZL09 ② 45分 $49.75 ($39.75)

Adrenaline Coastal Tour

特注のRIB（硬式ゴムボート）に乗って、ラバディの港を出発し、スリリン

グなボート・ツアーにご案内します。風光明媚な海岸線を持つイスパ

ニョーラ島に沿って海上を走ります。アミーガ島、ハイチの村々、1492年

にコロンブスが初上陸した湾などを船上からご覧ください。

※歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止め

をご用意ください。

ラバディの歴史ウォーキング・ツアー　ZL16ラバディの歴史ウォーキング・ツアー　ZL16ラバディの歴史ウォーキング・ツアー　ZL16ラバディの歴史ウォーキング・ツアー　ZL16 ② 1時間 $23.75 ($13.75)

Labadee Historic Walking Tour

ラバディの歴史と文化を学びながら島を徒歩で観光します。島に影響を

与えた歴史的な出来事について、ハイチの歴史学者が説明します。コロ

ンブスが見た景色をはじめ、ネリ・タワー跡や竜の息吹が聞こえるドラゴ

ンズ・ロックなどをご覧ください。

※歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止め

をご用意ください。

ドラゴンズ・ブレス・フライト・ラインドラゴンズ・ブレス・フライト・ラインドラゴンズ・ブレス・フライト・ラインドラゴンズ・ブレス・フライト・ライン

（参加条件：身長122cm以上、体重35kg以上124kg以下）　ZL26（参加条件：身長122cm以上、体重35kg以上124kg以下）　ZL26（参加条件：身長122cm以上、体重35kg以上124kg以下）　ZL26（参加条件：身長122cm以上、体重35kg以上124kg以下）　ZL26

③ 1時間15分 $95.75 ($95.75)

Dragon’s Breath Flight Line

約150mの高さから海を目指して、全長約800mのフライト・ラインを、時速

60～80kmで滑り降ります。息をのむような美しい景色をお楽しみくださ

い。最初に説明を受けた後、まずは短めのフライト・ライン、「リトル・ドラ

ゴン」で練習します。その後、小高い丘の上にある滑降ポイントにお連れ

します。

※歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止

め、虫よけをご用意ください。気象条件により、体重制限が変更される場

合があります。

スピードボート＆シュノーケリング（参加条件：10歳以上）　ZL29スピードボート＆シュノーケリング（参加条件：10歳以上）　ZL29スピードボート＆シュノーケリング（参加条件：10歳以上）　ZL29スピードボート＆シュノーケリング（参加条件：10歳以上）　ZL29 ③ 1時間半 $69.75 ($59.75)

Labadee Speedboat and Snorkel

時速80kmまでスピードを出せる全長90m、450馬力のRIB（硬式ゴムボー

ト）でリーフを訪れ、シュノーケリングを楽しみます。途中、ハイチの

村々、コロンブスが初上陸した湾をご覧いただきます。

※衣服の下に水着を着用の上、歩きやすい靴でご参加ください。また、

帽子、サングラス、日焼け止め、タオル、着替え、リーフシューズをご用

意ください。シュノーケリング・遊泳には、特有のリスクが伴います。体

調、病歴を考慮の上、ご参加ください。船酔いしやすい方は、酔い止め

などをご用意ください。

ドラゴンズ・テール・コースター（1回券）（参加条件：12歳以上）　ZL38ドラゴンズ・テール・コースター（1回券）（参加条件：12歳以上）　ZL38ドラゴンズ・テール・コースター（1回券）（参加条件：12歳以上）　ZL38ドラゴンズ・テール・コースター（1回券）（参加条件：12歳以上）　ZL38 ② 30分 $25.75 ($25.75)

Dragon’s Tail Coaster – Single Ride

スリリングなアルパイン・コースターに乗って、カーブや水しぶきの中を、

時速約50kmで斜面を滑り降ります。滑降時間は、3～5分です。カートは

2人まで乗ることができ、カート同乗者は無料で参加できます。5歳～11

歳のお子様は、保護者と2人乗りで参加できます。

※動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サング

ラス、日焼け止めをご用意ください。

ウェーブ・ジェットツアー（パッセンジャー）（参加条件：10歳以上）　ZL06ウェーブ・ジェットツアー（パッセンジャー）（参加条件：10歳以上）　ZL06ウェーブ・ジェットツアー（パッセンジャー）（参加条件：10歳以上）　ZL06ウェーブ・ジェットツアー（パッセンジャー）（参加条件：10歳以上）　ZL06 ② 1時間 $29.75 ($29.75)

Labadee Wave Jet Tour - Passenger

ドラゴンズ・スプラッシュ・ウォータースライドドラゴンズ・スプラッシュ・ウォータースライドドラゴンズ・スプラッシュ・ウォータースライドドラゴンズ・スプラッシュ・ウォータースライド

（参加条件：7歳以上、身長122cm以上）　ZL35（参加条件：7歳以上、身長122cm以上）　ZL35（参加条件：7歳以上、身長122cm以上）　ZL35（参加条件：7歳以上、身長122cm以上）　ZL35

② 各自 $23.75 ($23.75)

Dragon's Splash Waterslide

ドラゴンズ・テイル・コ-スター（1日券）（参加条件：12歳以上）　ZL37ドラゴンズ・テイル・コ-スター（1日券）（参加条件：12歳以上）　ZL37ドラゴンズ・テイル・コ-スター（1日券）（参加条件：12歳以上）　ZL37ドラゴンズ・テイル・コ-スター（1日券）（参加条件：12歳以上）　ZL37 ③ 各自 $35.75 ($35.75)

Dragon's Tail Coaster - All Day Access

アクアパークとドラゴンズ・テール・コースター（1回券）アクアパークとドラゴンズ・テール・コースター（1回券）アクアパークとドラゴンズ・テール・コースター（1回券）アクアパークとドラゴンズ・テール・コースター（1回券）

（参加条件：5歳以上、体重163kg以下）　ZL49（参加条件：5歳以上、体重163kg以下）　ZL49（参加条件：5歳以上、体重163kg以下）　ZL49（参加条件：5歳以上、体重163kg以下）　ZL49

② 1時間半 $35.75 ($35.75)

Arawak Aqua Park and Dragon’s Tail Coaster Single Ride Combo

ビーチベッド貸し出し　ZLZ9ビーチベッド貸し出し　ZLZ9ビーチベッド貸し出し　ZLZ9ビーチベッド貸し出し　ZLZ9 ① 各自 $195.00 ($195.00)

Full-Day Beach Bed Rental

体力レベル

①  … 平坦な道や少し段差のある道を歩きます。

 ②　… 階段が数段あり、一部凸凹な道を歩きます。身体を動かしますので、体力のある方におすすめです。

 ③  … 階段や勾配のある道を広範囲にわたって歩いたり、登ったりします。激しい運動がありますので

体力に自信のある方におすすめします。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

株式会社ミキ・ツーリスト

2016/2/26 H.M.



※ ここにご紹介するツアーは、人気のあるコースを抜粋しております。一部、専門的な技術が必要なコース、

    体力がかなり要されるコースなどは記載しておりませんので、詳細は船内の英語のご案内をご参照ください。

※ ご予約は船内のショア・エクスカーションデスクで承ります。お支払はシーパスカードに加算されます。

※ ご予約後、参加チケットが各キャビンに配られます。同じコースでも複数の出発時間がある場合がございますので、

　　必ずご確認ください。集合場所、出発時間などはチケットをご確認ください。

※ お申し込み後のお取消は１００％の取消料が必要ですので、ご注意下さい。

※ コースの内容により、体力を要するものがございます。体調を考慮してお選びください。

※ 最少催行人数に満たない場合や天候不順など安全の為、ツアーが変更または中止される場合もございます。

※ お申し込みは先着順です。満席のためご希望のコースにご参加いただけない場合がございます。お早めにお申し込みください

※ カッコ内の料金は子ども料金です。１２歳以下に適用になります。特に表示がない場合は、大人と同額です。

※ 諸条件により訪問場所の順番や訪問場所に変更がある場合があります。

※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。

※ 出航日によりツアーラインナップおよびツアー内容の一部が変更になることがございます。お申し込み時に必ずご確認ください。※ 出航日によりツアーラインナップおよびツアー内容の一部が変更になることがございます。お申し込み時に必ずご確認ください。※ 出航日によりツアーラインナップおよびツアー内容の一部が変更になることがございます。お申し込み時に必ずご確認ください。※ 出航日によりツアーラインナップおよびツアー内容の一部が変更になることがございます。お申し込み時に必ずご確認ください。

※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。

　　　最新のコース内容（英語）、料金はホームページ　www.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.com    のShore Excursionsでご確認いただけます。

　　　またお客様ご自身で事前予約も可能です。（英語の案内のみ、出航の5日前まで受付可能、クレジットカード払いのみ）

寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ナッソーナッソーナッソーナッソー アトランティス・リゾート　NS03アトランティス・リゾート　NS03アトランティス・リゾート　NS03アトランティス・リゾート　NS03 ③ 2時間半 $66.00 ($56.00)

（バハマ）（バハマ）（バハマ）（バハマ） Atlantis – Discover Atlantis Tour

パラダイス・アイランドにある「アトランティス・リゾート」は、ウォーターパー

ク、海水を引いたラグーン、宿泊施設などを備えたファミリー向け巨大リ

ゾート施設です。最初にリゾート内で自由時間を過ごしていただいた後、

遺跡発掘現場のレプリカ「ザ・ディグ」、サメやバラクーダが泳ぐ「プレデ

ター・ラグーン」をご覧いただきます。

※歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止めを

ご用意ください。

グラス・ボトム・ボートツアー　NS11グラス・ボトム・ボートツアー　NS11グラス・ボトム・ボートツアー　NS11グラス・ボトム・ボートツアー　NS11 ① 1時間半 $34.00 ($24.00)

Glass Bottom Boat Tour

グラス・ボトム・ボートに乗って、ナッソーの湾内をクルーズします。サンゴ

礁の上で、船底のガラス窓を通して、ナッソーの輝く水中世界をのぞきま

す。港への帰路は、ラム酒またはフルーツパンチを飲みながら潮風をお

楽しみください。

※歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止めを

ご用意ください。お酒は法定年齢以上の方にのみ提供されます。

ナッソー＆パラダイス・アイランド　NS48ナッソー＆パラダイス・アイランド　NS48ナッソー＆パラダイス・アイランド　NS48ナッソー＆パラダイス・アイランド　NS48 ② 2時間 $45.00 ($45.00)

Paradise Island & Sightseeing Tour

初めてナッソーを訪れる方に最適な、ナッソーのハイライト・ツアーです。

ヴィクトリア女王の時代に作られた65段の珊瑚岩でできた「女王の階

段」、ナッソーのショッピングエリア、ベイ・ストリート、1793年に建造された

フィンキャッスル要塞、シャーロット要塞（外観のみ）などを巡ります。ま

た、パラダイス・アイランドの「アトランティス・リゾート」が見えるポイント

に、写真撮影のために立ち寄ります。

※動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サング

ラス、日焼け止めをご用意ください。

レインボー・リーフ・シュノーケリング（参加条件：6歳以上）　NS52レインボー・リーフ・シュノーケリング（参加条件：6歳以上）　NS52レインボー・リーフ・シュノーケリング（参加条件：6歳以上）　NS52レインボー・リーフ・シュノーケリング（参加条件：6歳以上）　NS52 ③ 2時間半 $35.00 ($35.00)

Rainbow Reef Snorkel Tour featuring National Geographic Snorkeler

約45分かけて、船でアソール島のシー・ガーデンへ。ダイビング・スタッフ

の案内でシュノーケリングをお楽しみください。レインボー・リーフの美しい

サンゴや熱帯魚をご覧いただけます。シュノーケリング後は、ナッソーの

有名なストロー・マーケットでお買物時間をとります。

※衣服の下に水着を着用の上、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽

子、サングラス、日焼け止め、リーフシューズ、タオル、着替えをご用意く

ださい。シュノーケリング・遊泳には、特有のリスクが伴います。体調、病

歴を考慮の上、ご参加ください。

ブルーラグーン島でイルカと触れ合う　NS63ブルーラグーン島でイルカと触れ合う　NS63ブルーラグーン島でイルカと触れ合う　NS63ブルーラグーン島でイルカと触れ合う　NS63 ② 4時間 $159.00 ($159.00)

Blue Lagoon Island Dolphin Encounter

イルカとの出会いを夢見ていた方におすすめです。ここは、ユニバーサ

ル・スタジオ製作の1996年の映画「フリッパー」のイルカのすみかでもあり

ます。カタマラン船に乗り、イルカのいるブルーラグーン島までご案内しま

す。一旦上陸し、ガイドよりイルカの生態などについて説明を聞きます。そ

の後、いよいよイルカとのご対面です。イルカとの交流をお楽しみくださ

い。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、帽子、サングラス、

日焼け止め、タオルをご用意ください。4歳～12歳のお子様は、保護者と

一緒にご参加ください。安全確保のため、カメラ、携帯電話、その他電子

機器は持ち込めません。ロッカーをご利用ください。

東カリブ海クルーズ 7泊8日(フォート・ローダデール発着）東カリブ海クルーズ 7泊8日(フォート・ローダデール発着）東カリブ海クルーズ 7泊8日(フォート・ローダデール発着）東カリブ海クルーズ 7泊8日(フォート・ローダデール発着）

　　　　

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナル

オアシス・オブ・ザ・シーズ／アリュール・オブ・ザ・シーズオアシス・オブ・ザ・シーズ／アリュール・オブ・ザ・シーズオアシス・オブ・ザ・シーズ／アリュール・オブ・ザ・シーズオアシス・オブ・ザ・シーズ／アリュール・オブ・ザ・シーズ



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ナッソーナッソーナッソーナッソー アトランティス・アクアベンチャー　NS88アトランティス・アクアベンチャー　NS88アトランティス・アクアベンチャー　NS88アトランティス・アクアベンチャー　NS88 ② 5時間 $189.00 ($189.00)

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき） Atlantis Aquaventure

ナッソーの美しい豪華リゾート「アトランティス・アクアベンチャー」で、楽し

い1日を自由にお過ごしください。巨大ウォーター・パーク「アクアベン

チャー」は、広大な敷地にウォーター・スライダーや流れるプールなど20も

のスイミング・エリアがあり、さまざまなアトラクションを楽しめます。（一部

アトラクションは、優先入場が可能です。）また、ビーチでのんびり過ごし

たり、地下トンネル状の水族館で熱帯魚を観賞したり、カジノで遊んだり、

ショッピングを楽しんだり、思い思いに休日をお楽しみください。

※衣服の下に水着を着用の上、歩きやすい靴またはウォーターシューズ

でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止め、着替えをご用意

ください。ラウンジ・チェア、タオル、ライフ・ジャケットは貸し出します。リ

ゾート内の清算は、クレジットカードのみとなります。ウォーター・スライ

ダーは、身長122cm以上の方がご利用いただけます。妊娠中の方、首

痛・腰痛をお持ちの方の参加はお勧めできません。

カタマラン船クルーズとシーワールド・エクスプローラー　NSL6カタマラン船クルーズとシーワールド・エクスプローラー　NSL6カタマラン船クルーズとシーワールド・エクスプローラー　NSL6カタマラン船クルーズとシーワールド・エクスプローラー　NSL6 ② 1時間半 $59.00 ($29.00)

SeaWorld Explorer

まずは、バハマの歴史の説明を聞きながら、快適なカタマラン船でナッ

ソー湾内をクルーズします。パラダイス島やブルーラグーン島沿いをのん

びりと航行します。その後、セミ・サブマリン（半潜水船）「シーワールド・エ

クスプローラー」に乗船し、水深1.5mの海中散策に出かけます。サンゴ礁

や熱帯魚とともに、ダイバーが魚に餌付けをする様子を快適な艦内から、

ガラス越しにご覧いただきます。

※歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止めを

ご用意ください。船酔いしやすい方は、酔い止めなどをお持ちください。

スキューバ・ダイビング（機材付）スキューバ・ダイビング（機材付）スキューバ・ダイビング（機材付）スキューバ・ダイビング（機材付）

（参加条件：12歳以上70歳以下、体重136kg以下）　NS35（参加条件：12歳以上70歳以下、体重136kg以下）　NS35（参加条件：12歳以上70歳以下、体重136kg以下）　NS35（参加条件：12歳以上70歳以下、体重136kg以下）　NS35

③ 5時間 $185.00 ($185.00)

Nassau Certified Scuba 2 Tank with Equipment

アトランティス・リゾートとドルフィン・ケイ：浅い水深でイルカと触れ合うアトランティス・リゾートとドルフィン・ケイ：浅い水深でイルカと触れ合うアトランティス・リゾートとドルフィン・ケイ：浅い水深でイルカと触れ合うアトランティス・リゾートとドルフィン・ケイ：浅い水深でイルカと触れ合う

（参加条件：85歳以下）　NS56（参加条件：85歳以下）　NS56（参加条件：85歳以下）　NS56（参加条件：85歳以下）　NS56

② 4時間 $219.00 ($219.00)

Atlantis Dolphin Shallow Water Interaction

アトランティス・リゾートとドルフィン・ケイアトランティス・リゾートとドルフィン・ケイアトランティス・リゾートとドルフィン・ケイアトランティス・リゾートとドルフィン・ケイ

（参加条件：6歳以上85歳以下）　NS71（参加条件：6歳以上85歳以下）　NS71（参加条件：6歳以上85歳以下）　NS71（参加条件：6歳以上85歳以下）　NS71

② 4時間 $299.00 ($299.00)

Atlantis Dolphin Deep Water Interaction and Beach Day

アトランティス・リゾート、ドルフィン・ケイとアクアベンチャーアトランティス・リゾート、ドルフィン・ケイとアクアベンチャーアトランティス・リゾート、ドルフィン・ケイとアクアベンチャーアトランティス・リゾート、ドルフィン・ケイとアクアベンチャー

（参加条件：身長122cm以上）　NS72（参加条件：身長122cm以上）　NS72（参加条件：身長122cm以上）　NS72（参加条件：身長122cm以上）　NS72

② 5時間 $299.00 ($299.00)

Atlantis Shallow Water Dolphin and Aquaventure

ブルーラグーン島でアシカと触れ合うブルーラグーン島でアシカと触れ合うブルーラグーン島でアシカと触れ合うブルーラグーン島でアシカと触れ合う

（参加条件：8歳以上、身長122cm以上）　NS73（参加条件：8歳以上、身長122cm以上）　NS73（参加条件：8歳以上、身長122cm以上）　NS73（参加条件：8歳以上、身長122cm以上）　NS73

② 4時間 $155.00 ($155.00)

Blue Lagoon Island Sea Lion Encounter

ブルーラグーン島 ドルフィン・スイム（参加条件：6歳以上）　NS74ブルーラグーン島 ドルフィン・スイム（参加条件：6歳以上）　NS74ブルーラグーン島 ドルフィン・スイム（参加条件：6歳以上）　NS74ブルーラグーン島 ドルフィン・スイム（参加条件：6歳以上）　NS74 ② 4時間 $279.00 ($279.00)

Blue Lagoon Island Dolphin Swim

アトランティス・リゾート ビーチの休日　NS89アトランティス・リゾート ビーチの休日　NS89アトランティス・リゾート ビーチの休日　NS89アトランティス・リゾート ビーチの休日　NS89 ② 5時間 $97.00 ($73.00)

Atlantis Beach Day

バルモラル島 ビーチ・ブレイク　NSJ8バルモラル島 ビーチ・ブレイク　NSJ8バルモラル島 ビーチ・ブレイク　NSJ8バルモラル島 ビーチ・ブレイク　NSJ8 ① 4時間半 $69.00 ($49.00)

Balmoral Island Beach Break

バルモラル島 ドルフィン・エンカウンター＆ビーチ・ブレイク　NSJ9バルモラル島 ドルフィン・エンカウンター＆ビーチ・ブレイク　NSJ9バルモラル島 ドルフィン・エンカウンター＆ビーチ・ブレイク　NSJ9バルモラル島 ドルフィン・エンカウンター＆ビーチ・ブレイク　NSJ9 ② 4時間半 $159.00 ($159.00)

Balmoral Island Dolphin Encounter and Beach Break

バルモラル島 ドルフィン・スイム＆ビーチ・ブレイク　NSK1バルモラル島 ドルフィン・スイム＆ビーチ・ブレイク　NSK1バルモラル島 ドルフィン・スイム＆ビーチ・ブレイク　NSK1バルモラル島 ドルフィン・スイム＆ビーチ・ブレイク　NSK1 ② 4時間半 $199.00 ($199.00)

Balmoral Island Dolphin Swim and Beach Break

ナッソーとパラダイス・アイランド　NSL4ナッソーとパラダイス・アイランド　NSL4ナッソーとパラダイス・アイランド　NSL4ナッソーとパラダイス・アイランド　NSL4 ① 3時間 $49.00 ($39.00)

Charm and Beauty of Nassau and Paradise Island

ナッソー 海と陸のツアー　NSL5ナッソー 海と陸のツアー　NSL5ナッソー 海と陸のツアー　NSL5ナッソー 海と陸のツアー　NSL5 ② 3時間 $79.00 ($49.00)

Discover Nassau Land and Sea

シャーロットアマリーシャーロットアマリーシャーロットアマリーシャーロットアマリー コーラル・ワールド・オーシャン・パーク　ST59コーラル・ワールド・オーシャン・パーク　ST59コーラル・ワールド・オーシャン・パーク　ST59コーラル・ワールド・オーシャン・パーク　ST59 ① 3時間半 $64.00 ($54.00)

（セント・トーマス島）（セント・トーマス島）（セント・トーマス島）（セント・トーマス島） Coral Land and Coral Sea

（米領ヴァージン諸島）（米領ヴァージン諸島）（米領ヴァージン諸島）（米領ヴァージン諸島）

コーラル・ワールド・オーシャン・パークを訪れます。まずは、セミ・サブマリ

ン（半潜水船）に乗船し、水深2.4mの海中世界をガラス越しにご覧くださ

い。サンゴの間を熱帯魚が泳ぐ様子やダイバーが魚に餌付けするところ

をご覧いただきます。その後、約1時間半かけて、21の巨大な水槽がある

園内を見学します。サメ、エイ、カメをはじめ、カリブの海洋生物との出会

いをお楽しみください。観光終了後、船に戻る途中、希望者はお買物のた

めにシャーロットアマリー市街で下車することもできます。

※衣服の下に水着を着用の上、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽

子、サングラス、日焼け止め、タオルをご用意ください。観光終了後に、

シャーロットアマリー市街で下車する場合は、ご自身の責任・費用で船ま

でお戻りください。

BOSS海中アドベンチャーBOSS海中アドベンチャーBOSS海中アドベンチャーBOSS海中アドベンチャー

（参加条件：10歳以上、身長122cm以上、体重158kg以下）　STB8（参加条件：10歳以上、身長122cm以上、体重158kg以下）　STB8（参加条件：10歳以上、身長122cm以上、体重158kg以下）　STB8（参加条件：10歳以上、身長122cm以上、体重158kg以下）　STB8

③ 3時間半 $129.00 ($129.00)

BOSS Underwater Adventure

海中スクーターのBOSSは、ダイビングの経験がなくても乗ることができま

す。視界が広い特殊なヘルメットをかぶって乗るので、水中でも通常のよ

うに息ができ、サンゴ礁や熱帯魚など、カラフルな水中世界を存分に楽し

めます。BOSSの乗車待ちの間は、シュノーケリングをお楽しみください。

乗車ポイントまでは、シャワー、トイレが完備された船でクルージングを楽

しみます。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、帽子、サングラス、

日焼け止め、タオル、ラッシュガードまたはTシャツをご用意ください。シュ

ノーケリング・遊泳には、特有のリスクが伴います。体調、病歴を考慮の

上、ご参加ください。



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

シャーロットアマリーシャーロットアマリーシャーロットアマリーシャーロットアマリー 美しいセント・トーマス島とビーチ　STH4美しいセント・トーマス島とビーチ　STH4美しいセント・トーマス島とビーチ　STH4美しいセント・トーマス島とビーチ　STH4 ① 4時間半 $52.00 ($44.00)

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき） A Lovely Island and Beach Tour

セント・トーマス島内をドライブしながら、美しい景観の数々をご覧いただ

きます。元はプランテーションだったセント・ピーター・グレート・ハウスで

は、植物園と諸島の素晴らしい眺めを楽しんでいただきます。ナショナル・

ジオグラフィックにより、世界の美しいビーチトップ10に選ばれたこともある

メイゲンズ・ビーチでは、約2時間過ごします。遊泳や休息、浜辺の散策な

どでお楽しみください。観光終了後、船に戻る途中、希望者はお買物のた

めにシャーロットアマリー市街で下車することもできます。

※衣服の下に水着を着用の上、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽

子、サングラス、日焼け止め、タオルをご用意ください。観光終了後に、

シャーロットアマリー市街で下車する場合は、ご自身の責任・費用で船ま

でお戻りください。

ジェットボート・アドベンチャージェットボート・アドベンチャージェットボート・アドベンチャージェットボート・アドベンチャー

（参加条件：体重136kg以下、身長107cm以上）　STI1（参加条件：体重136kg以下、身長107cm以上）　STI1（参加条件：体重136kg以下、身長107cm以上）　STI1（参加条件：体重136kg以下、身長107cm以上）　STI1

② 1時間 $59.00 ($49.00)

Screamin' Eagle Jet Boat Adventure

650馬力のターボチャージャー・エンジンを搭載したジェットボートに乗っ

て、高速運転中の180度スピン、フィッシュテイル、パワーブレーキストップ

など、スリル満点のライドをお楽しみください。途中、セント・トーマス島の

見どころも紹介します。

※衣服の下に水着を着用の上、濡れてもよい服装、防水サンダルでご参

加ください。また、帽子・サングラス（ストラップ付）、日焼け止め、タオルを

ご用意ください。妊娠中の方、首痛・腰痛をお持ちの方は参加できませ

ん。

トルトーラ島 ドルフィン・スイム（参加条件：8歳以上）　STI5トルトーラ島 ドルフィン・スイム（参加条件：8歳以上）　STI5トルトーラ島 ドルフィン・スイム（参加条件：8歳以上）　STI5トルトーラ島 ドルフィン・スイム（参加条件：8歳以上）　STI5 ② 6時間半 $179.00 ($179.00)

Tortola Dolphin Swim Adventure

イギリス領ヴァージン諸島のトルトーラ島で、遊び好きなイルカと触れ合う

体験をします。まずは、トルトーラ島まで、約1時間の船旅をお楽しみくださ

い。到着後、水中プラットフォームでイルカと出会います。その後、さらに

水深の深い場所に移動し、イルカのお腹に乗ったり、イルカに押されたり

して、一緒に泳ぎます。イルカの生態や習慣を学びながら、約40分間、水

中でイルカとの触れ合いをお楽しみください。トルトーラ島を後にし、

シャーロットアマリーのヨット・ヘブン・グランドのマリーナに帰着後、解散と

なります。マリーナからクルーズ船までは、徒歩で約10分です。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、帽子、サングラス、

日焼け止め、着替えをご用意ください。パスポートをお持ちください。行き

帰りに入国審査があります。妊娠中の方はご参加いただけません。12歳

以下のお子様は、保護者と一緒にご参加ください。

スカイライドで行くパラダイス・ポイント　STP9スカイライドで行くパラダイス・ポイント　STP9スカイライドで行くパラダイス・ポイント　STP9スカイライドで行くパラダイス・ポイント　STP9 ② 各自 $21.00 ($10.50)

Skyride to Paradise Point

シャーロットアマリー市街を見下ろせる高台、パラダイス・ポイントを訪れ

ます。ゴンドラ「スカイライド」に乗って、素晴らしい景色を眺めながら標高

約2100mのフラッグ・ヒルへ。パラダイス・ポイント展望台から、シャーロッ

トアマリーの街並み、クルーズ船が停泊する港、その先に広がる海原の

パノラマをご覧ください。自由時間をとりますので、お買物、バード・ショー

鑑賞、食事など、思い思いにお楽しみください。

※歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止めを

ご用意ください。乗り物酔いをしやすい方は、酔い止めなどをお持ちくださ

い。

セント・トーマス島の魅力発見　STU4セント・トーマス島の魅力発見　STU4セント・トーマス島の魅力発見　STU4セント・トーマス島の魅力発見　STU4 ② 4時間 $59.00 ($39.00)

Discover St. Thomas

雄大な景観、素晴らしいビーチ、豊かな歴史、免税ショッピングなど、セン

ト・トーマス島の魅力をすべて楽しめるツアーです。まずは、風光明美なス

カイライン・ドライブを走ります。途中、メイゲンズ・ビーチと英領ヴァージニ

ア諸島が望める展望ポイントに立ち寄ります。続いて、ナショナル・ジオグ

ラフィックにより、世界の美しいビーチトップ10のひとつに選ばれたことも

あるメイゲンズ・ビーチの滞在をお楽しみください。遊泳、日光浴、休息な

ど、思い思いにお過ごしください。次に、悪名高い海賊が使用した17世紀

の塔がある黒ひげ城を訪れます。高さ約120mの塔からは、天候が許せ

ばプエルトリコまで望めます。近くに建つ館や庭園も併せてご覧ください。

最後は、シャーロットアマリーの市街で解散となります。ショッピングや散

策を楽しんだ後、各自にて船までのお戻りください。

※徒歩観光ルートには、階段が含まれます。衣服の下に水着を着用の

上、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止

め、タオルをご用意ください。車椅子・歩行器をご使用の方、歩行に困難

を伴う方はご参加いただけません。観光後は、タクシー（乗車料金は4ドル

程度）など、ご自身の責任・費用で船までお戻りください。

スヌーバ・ダイビング（参加条件：8歳以上）　ST07スヌーバ・ダイビング（参加条件：8歳以上）　ST07スヌーバ・ダイビング（参加条件：8歳以上）　ST07スヌーバ・ダイビング（参加条件：8歳以上）　ST07 ③ 3時間 $79.00 ($79.00)

St. Thomas Snuba

スキューバ・ダイビング（機材付）（参加条件：12歳以上）　ST68スキューバ・ダイビング（機材付）（参加条件：12歳以上）　ST68スキューバ・ダイビング（機材付）（参加条件：12歳以上）　ST68スキューバ・ダイビング（機材付）（参加条件：12歳以上）　ST68 ③ 4時間 $129.00 ($129.00)

Certified Scuba Dive with Equipment

アシカと一緒に泳ぐ（参加条件：8歳以上、体重23kg以上）　STL1アシカと一緒に泳ぐ（参加条件：8歳以上、体重23kg以上）　STL1アシカと一緒に泳ぐ（参加条件：8歳以上、体重23kg以上）　STL1アシカと一緒に泳ぐ（参加条件：8歳以上、体重23kg以上）　STL1 ② 3時間半 $139.00 ($129.00)

Sea Lion Swim

トルトーラ島 ドルフィン・エンカウンター（参加条件：3歳以上）　STM5トルトーラ島 ドルフィン・エンカウンター（参加条件：3歳以上）　STM5トルトーラ島 ドルフィン・エンカウンター（参加条件：3歳以上）　STM5トルトーラ島 ドルフィン・エンカウンター（参加条件：3歳以上）　STM5 ② 6時間半 $139.00 ($119.00)

Tortola Dolphin Encounter

ジップライン・アドベンチャーとトルトーラ島ドライブジップライン・アドベンチャーとトルトーラ島ドライブジップライン・アドベンチャーとトルトーラ島ドライブジップライン・アドベンチャーとトルトーラ島ドライブ

（参加条件：5歳以上、体重122kg以下）　STQ9（参加条件：5歳以上、体重122kg以下）　STQ9（参加条件：5歳以上、体重122kg以下）　STQ9（参加条件：5歳以上、体重122kg以下）　STQ9

② 6時間 $209.00 ($199.00)

Canopy Zipline Adventure to Tortola and Island Drive



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

フィリップスバーグフィリップスバーグフィリップスバーグフィリップスバーグ セント・マーチン島観光　SM04セント・マーチン島観光　SM04セント・マーチン島観光　SM04セント・マーチン島観光　SM04 ② 2時間半 $29.00 ($19.00)

（セント・マーチン）（セント・マーチン）（セント・マーチン）（セント・マーチン） St. Maarten Island Tour

セント・マーチンのフランス領とオランダ領の両方を訪れます。建物や街

の雰囲気で、それぞれの国の違いが感じられるでしょう。フィリップスバー

グ（オランダ領の首都）を出発し、美しいビーチ、旧フランス側首都のオル

レアン、漁村のグランド・ケースなど、島内の見どころをご覧いただきま

す。現在のフランス領の首都、マリゴでは、約45分の自由時間をとります

ので、ブランド品などの免税ショッピングや街の散策をお楽しみください。

船に戻る途中、希望者はショッピングのためにフィリップスバーグ市街で

下車することもできます。この場合、ご自身の費用・責任で船までお戻りく

ださい。

※動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サング

ラス、日焼け止めをご用意ください。観光順序が変わる場合があります。

マリゴのお店の多くは日曜・祝日が休業となります。

シーワールド・エクスプローラー乗船　SM14シーワールド・エクスプローラー乗船　SM14シーワールド・エクスプローラー乗船　SM14シーワールド・エクスプローラー乗船　SM14 ① 2時間半 $49.00 ($34.00)

Seaworld Explorer

フィリップスバーグを出発し、湾岸の漁村、グランド・ケースへ。ここでセミ・

サブマリン（半潜水船）「シーワールド・エクスプローラー」に乗船し、約1時

間、水深1.5mの海中散策に出かけます。サンゴ礁や熱帯魚とともに、ダイ

バーが魚に餌付けをする様子を快適な艦内から、窓越しにご覧いただき

ます。

※動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サング

ラス、日焼け止めをご用意ください。

マリゴ観光とビーチの休日　SM46マリゴ観光とビーチの休日　SM46マリゴ観光とビーチの休日　SM46マリゴ観光とビーチの休日　SM46 ① 5時間 $75.00 ($65.00)

Sightsee Marigot & Beach Getaway

まずは、フィリップスバーグ（オランダ領の首都）でショッピングのための自

由時間をとった後、セント・マーチンのフランス領首都、マリゴに向かいま

す。途中、コール・ベイ・ヒルから素晴らしい湾とラグーンの眺めをお楽し

みください。マリゴでは、約2時間の自由時間をとりますので、お買物や街

の散策をお楽しみください。次に、のどかな村々を経由して、カリブ海なら

ではのビーチを目指します。浜辺のビーチ・チェアでのんびりくつろぎなが

ら、カリブの休日をお楽しみください。

※衣服の下に水着を着用の上、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽

子、サングラス、日焼け止め、タオルをご用意ください。マリゴのお店の多

くは日曜・祝日が休業となります。

アメリカズカップ・セーリング・レガッタアメリカズカップ・セーリング・レガッタアメリカズカップ・セーリング・レガッタアメリカズカップ・セーリング・レガッタ　SM56　SM56　SM56　SM56 ② 2時間半 $98.00 ($98.00)

America’s Cup Sailing Regatta

アメリカズカップで使用されたヨット（または同クラスのもの）で、ミニ・レー

スをご体験いただきます。12m級ヨットに乗って、ヨットレースならではのス

リルをお楽しみください。希望者は、キャプテンと乗組員の指導の下に、

操船に参加することもできます。レース終了後は、共に戦ったクルーやラ

イバル・チームとラム・パンチを飲みながら、勝者を祝うパーティをお楽し

みください。

※天候に合った服装、濡れてもよい靴でご参加ください。また、帽子、サン

グラス、日焼け止めをご用意ください。参加者のセーリング経験は問いま

せんが、ご自身の体力を考慮の上、ご参加ください。

マウンテンバイク・アドベンチャーマウンテンバイク・アドベンチャーマウンテンバイク・アドベンチャーマウンテンバイク・アドベンチャー

（参加条件：12歳以上、身長148cm以上）　SM57（参加条件：12歳以上、身長148cm以上）　SM57（参加条件：12歳以上、身長148cm以上）　SM57（参加条件：12歳以上、身長148cm以上）　SM57

③ 3時間半 $89.00 ($89.00)

St. Maarten Mountain Bike Adventure

セント・マーチンの海岸沿いのオフロードをガイドの案内で走る、経験者向

けのツアーです。安全に関する説明を聞いた後、ヘルメットを装着して、サ

イクリングに出発します。オフロードを急峻な丘上まで登ると、素晴らしい

マリゴの街の景色が眼下に広がります。その後、爽快なダウンヒル・コー

スを走ります。サイクリングの後は、美しいフライアーズ・ベイで海水浴を

楽しみます。

※天候に合った服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、水着、タオ

ル、帽子、サングラス、日焼け止めをご用意ください。妊娠中の方、首痛・

腰痛をお持ちの方は参加できません。

アフタヌーン・ビーチ･ブレイク　SM58アフタヌーン・ビーチ･ブレイク　SM58アフタヌーン・ビーチ･ブレイク　SM58アフタヌーン・ビーチ･ブレイク　SM58 ① 3時間 $45.00 ($25.00)

Afternoon Beach Break

セント・マーチンのフランス領側に位置するオリエント・ビーチを訪れます。

施設に関する説明の後、専用のビーチ・チェアにご案内します。ラム酒ま

たはフルーツ・パンチを楽しみながら、白砂のビーチで、約2時間の自由

時間をお過ごしください。

※衣服の下に水着を着用の上、ご参加ください。また、帽子、サングラス、

日焼け止め、タオルをご用意ください。

カタマラン船セーリングとシュノーケリング・アドベンチャーカタマラン船セーリングとシュノーケリング・アドベンチャーカタマラン船セーリングとシュノーケリング・アドベンチャーカタマラン船セーリングとシュノーケリング・アドベンチャー

（参加条件：6歳以上）　SM62（参加条件：6歳以上）　SM62（参加条件：6歳以上）　SM62（参加条件：6歳以上）　SM62

③ 2時間半 $69.00 ($55.00)

Catamaran Sail & Snorkel Adventure

カタマラン船クルーズと、セント・マーチン島を囲む青い海でのシュノーケ

リングや遊泳をお楽しみください。海中に生息する熱帯魚をはじめ、さま

ざまな海洋生物に感嘆させられることでしょう。シュノーケリングの後は、

リラックスした雰囲気の中、ラム酒やフルーツ・ドリンクを飲みながら、美し

い海岸線の眺めを港までお楽しみください。

※水着、歩きやすい靴でご参加ください。また、日焼け止め、タオルをご

用意ください。シュノーケリング・遊泳には、特有のリスクが伴います。体

調、病歴を考慮の上、ご参加ください。

海と陸からの観光　SM94海と陸からの観光　SM94海と陸からの観光　SM94海と陸からの観光　SM94 ① 3時間半 $59.00 ($39.00)

Sea and See Tour

まずは、湾岸の漁村、グランド・ケースでセミ・サブマリン（半潜水船）

「シーワールド・エクスプローラー」に乗船し、約45分、水深1.5mの海中世

界をガラス越しにご覧ください。湾内のサンゴや熱帯魚、ダイバーが魚の

餌付けをする様子をお楽しみください。その後、フランス領の首都マリゴ

へ。ブランド・ショップや屋外マーケット、カフェなどが並ぶ魅力的な港町の

散策をお楽しみください。

※動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サング

ラス、日焼け止めをご用意ください。マリゴのお店の多くは日曜・祝日が休

業となります。



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

フィリップスバーグフィリップスバーグフィリップスバーグフィリップスバーグ

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき）

よくばり島内ツアー：クルーズと島内観光よくばり島内ツアー：クルーズと島内観光よくばり島内ツアー：クルーズと島内観光よくばり島内ツアー：クルーズと島内観光

（参加条件：要介助者は体重113kg以下）　SMD2（参加条件：要介助者は体重113kg以下）　SMD2（参加条件：要介助者は体重113kg以下）　SMD2（参加条件：要介助者は体重113kg以下）　SMD2

① 4時間 $64.00 ($39.00)

An Ultimate Island Tour: Explorer Cruise and Island Tour

フィリップスバーグ（オランダ領の首都）を出発し、美しいビーチ、魅力的な

村々、島のランドマークなどをご覧いただきながら、フランス領の首都、マ

リゴへ。マリゴでは、自由時間をとりますので、免税ショッピングや街の散

策をお楽しみください。その後、二層船に乗って、音楽とパフォーマンスを

楽しみながら、ラグーン・クルーズをお楽しみください。

※天候に合った服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サン

グラス、日焼け止めをご用意ください。マリゴのお店の多くは日曜・祝日が

休業となります。

ハイライト観光（参加条件：6歳以上）　SMD3ハイライト観光（参加条件：6歳以上）　SMD3ハイライト観光（参加条件：6歳以上）　SMD3ハイライト観光（参加条件：6歳以上）　SMD3 ① 4時間半 $95.00 ($65.00)

Magical Highlights Sightseeing Tour

まずは、グレート・ベイ・ハーバーからシンプソンズ・ベイ・ビーチまで、美し

い海岸線を眺めながら、カタマラン船で約1時間のクルーズを楽しみま

す。その後、バスでセント・マーチンのフランス領首都、マリゴへ。約1時間

の自由時間をとります。免税のブティックやカフェ、マーケットなどを覗いた

り、散策したりしてお楽しみください。船に戻る途中、グランド・ケース、オリ

エント・ベイ、フレンチ・クォーターを通り過ぎます。希望者はショッピングの

ためにフィリップスバーグ市街で下車することもできます。この場合、ご自

身の費用・責任で船までお戻りください。

※動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サング

ラス、日焼け止めをご用意ください。マリゴのお店の多くは日曜・祝日が休

業となります。

セント・マーチン空港とシュノーケリング・クルーズ　SMN8セント・マーチン空港とシュノーケリング・クルーズ　SMN8セント・マーチン空港とシュノーケリング・クルーズ　SMN8セント・マーチン空港とシュノーケリング・クルーズ　SMN8 ③ 3時間半 $69.00 ($49.00)

St Maarten Airport Adventure and Snorkel Cruise

ビーチのすぐそばを飛行機が離発着することで有名なプリンセス・ジュリ

アナ国際空港と美しい沿岸部を眺めながら、クルーズを楽しみます。ボー

トに乗船すると、ウェルカム・ドリンクがふるまわれます。船上から、マホ・

ビーチの上空20mほどを航空機が離着陸するスリル満点の光景をご覧く

ださい。クルーズ中は、日光浴、シュノーケリング、遊泳、DJの音楽に合

わせてのダンスなど、ご自由にお楽しみください。

※衣服の下に水着を着用の上、滑りにくい靴でご参加ください。また、帽

子、サングラス、日焼け止め、タオル、着替えをご用意ください。シュノー

ケリング・遊泳には、特有のリスクが伴います。体調、病歴を考慮の上、

ご参加ください。シュノーケル用具は貸し出します。船酔いしやすい方は、

酔い止めなどをお持ちください。ビーチの滞在はありません。

セント・マーチン島 ビーチの休日　SM06セント・マーチン島 ビーチの休日　SM06セント・マーチン島 ビーチの休日　SM06セント・マーチン島 ビーチの休日　SM06 ① 4時間半 $64.00 ($49.00)

A St. Maarten Beach Rendezvouz

ゴールデン・イーグル・セイリングゴールデン・イーグル・セイリングゴールデン・イーグル・セイリングゴールデン・イーグル・セイリング

（参加条件：4歳以上、体重113kg以下）　SM08（参加条件：4歳以上、体重113kg以下）　SM08（参加条件：4歳以上、体重113kg以下）　SM08（参加条件：4歳以上、体重113kg以下）　SM08

③ 4時間 $85.00 ($49.00)

A Golden Eagle Sailaway

体験ダイビング（参加条件：12歳以上、体重158kg以下）　SM16体験ダイビング（参加条件：12歳以上、体重158kg以下）　SM16体験ダイビング（参加条件：12歳以上、体重158kg以下）　SM16体験ダイビング（参加条件：12歳以上、体重158kg以下）　SM16 ③ 3時間 $119.00 ($119.00)

Discover Scuba Diving

ライノライダー・モーターボート・アドベンチャーライノライダー・モーターボート・アドベンチャーライノライダー・モーターボート・アドベンチャーライノライダー・モーターボート・アドベンチャー

（参加条件：10歳以上、体重113kg以下）　SM17（参加条件：10歳以上、体重113kg以下）　SM17（参加条件：10歳以上、体重113kg以下）　SM17（参加条件：10歳以上、体重113kg以下）　SM17

③ 3時間 $99.00 ($99.00)

St. Maarten Rhino Rider Adventure

セント・マーチン島ドライブとビーチセント・マーチン島ドライブとビーチセント・マーチン島ドライブとビーチセント・マーチン島ドライブとビーチ

（昼食付、参加条件：6歳以上）　SM25（昼食付、参加条件：6歳以上）　SM25（昼食付、参加条件：6歳以上）　SM25（昼食付、参加条件：6歳以上）　SM25

① 6時間 $84.00 ($84.00)

St. Maarten Sensation and Beach Break with Lunch

スキューバ・ダイビング（機材付）スキューバ・ダイビング（機材付）スキューバ・ダイビング（機材付）スキューバ・ダイビング（機材付）

（参加条件：12歳以上、体重158kg以下）　SM65（参加条件：12歳以上、体重158kg以下）　SM65（参加条件：12歳以上、体重158kg以下）　SM65（参加条件：12歳以上、体重158kg以下）　SM65

③ 4時間半 $159.00 ($159.00)

Certified Scuba Dive with Equipment

ティキ・ハット シュノーケリング（参加条件：5歳以上）　SM72ティキ・ハット シュノーケリング（参加条件：5歳以上）　SM72ティキ・ハット シュノーケリング（参加条件：5歳以上）　SM72ティキ・ハット シュノーケリング（参加条件：5歳以上）　SM72 ③ 3時間 $74.00 ($54.00)

Tiki Hut Relax & Snorkel

ロッテリーファーム・ツリートップ・アドベンチャーロッテリーファーム・ツリートップ・アドベンチャーロッテリーファーム・ツリートップ・アドベンチャーロッテリーファーム・ツリートップ・アドベンチャー

（参加条件：身長137cm以上、体重113kg以下）　SM88（参加条件：身長137cm以上、体重113kg以下）　SM88（参加条件：身長137cm以上、体重113kg以下）　SM88（参加条件：身長137cm以上、体重113kg以下）　SM88

③ 3時間45分 $99.00 ($84.00)

Loterie Farm Treetop Adventure Tour

シートレック（参加条件：8歳以上）　SMA1シートレック（参加条件：8歳以上）　SMA1シートレック（参加条件：8歳以上）　SMA1シートレック（参加条件：8歳以上）　SMA1 ③ 2時間半 $109.00 ($109.00)

Sea Trek St. Maarten

マウンテントップ・ダウンヒル・トレッキング（参加条件：6歳以上）　SMB8マウンテントップ・ダウンヒル・トレッキング（参加条件：6歳以上）　SMB8マウンテントップ・ダウンヒル・トレッキング（参加条件：6歳以上）　SMB8マウンテントップ・ダウンヒル・トレッキング（参加条件：6歳以上）　SMB8 ③ 4時間 $69.00 ($69.00)

Mountain Top Downhill Trek

4WD セントマーチン・サファリとビーチ・エスケープ4WD セントマーチン・サファリとビーチ・エスケープ4WD セントマーチン・サファリとビーチ・エスケープ4WD セントマーチン・サファリとビーチ・エスケープ

（参加条件：6歳以上）　SMB9（参加条件：6歳以上）　SMB9（参加条件：6歳以上）　SMB9（参加条件：6歳以上）　SMB9

② 6時間半 $99.00 ($99.00)

4X4 St. Maarten and Beach Escape

アングイラ ドルフィン・エンカウンター＆ビーチ（参加条件：3歳以上）アングイラ ドルフィン・エンカウンター＆ビーチ（参加条件：3歳以上）アングイラ ドルフィン・エンカウンター＆ビーチ（参加条件：3歳以上）アングイラ ドルフィン・エンカウンター＆ビーチ（参加条件：3歳以上）

SMI2SMI2SMI2SMI2

② 6時間 $149.00 ($129.00)

Anguilla Dolphin Encounter and Beach

アングイラ ドルフィン・スイム＆ビーチアングイラ ドルフィン・スイム＆ビーチアングイラ ドルフィン・スイム＆ビーチアングイラ ドルフィン・スイム＆ビーチ

（参加条件：8歳以上、身長122cm以上）　SMI3（参加条件：8歳以上、身長122cm以上）　SMI3（参加条件：8歳以上、身長122cm以上）　SMI3（参加条件：8歳以上、身長122cm以上）　SMI3

② 6時間 $189.00 ($149.00)

Anguilla Dolphin Swim and Beach

セント・バーツ自由観光　SMK7セント・バーツ自由観光　SMK7セント・バーツ自由観光　SMK7セント・バーツ自由観光　SMK7 ① 6時間15分 $109.00 ($89.00)

St. Bart's On Your Own

体力レベル

①  … 平坦な道や少し段差のある道を歩きます。

 ②　… 階段が数段あり、一部凸凹な道を歩きます。身体を動かしますので、体力のある方におすすめです。

 ③  … 階段や勾配のある道を広範囲にわたって歩いたり、登ったりします。激しい運動がありますので

体力に自信のある方におすすめします。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

株式会社ミキ・ツーリスト

2016/2/26 H.M.



※ ここにご紹介するツアーは、人気のあるコースを抜粋しております。一部、専門的な技術が必要なコース、

    体力がかなり要されるコースなどは記載しておりませんので、詳細は船内の英語のご案内をご参照ください。

※ ご予約は船内のショア・エクスカーションデスクで承ります。お支払はシーパスカードに加算されます。

※ ご予約後、参加チケットが各キャビンに配られます。同じコースでも複数の出発時間がある場合がございますので、

　　必ずご確認ください。集合場所、出発時間などはチケットをご確認ください。

※ お申し込み後のお取消は１００％の取消料が必要ですので、ご注意下さい。

※ コースの内容により、体力を要するものがございます。体調を考慮してお選びください。

※ 最少催行人数に満たない場合や天候不順など安全の為、ツアーが変更または中止される場合もございます。

※ お申し込みは先着順です。満席のためご希望のコースにご参加いただけない場合がございます。お早めにお申し込みください。

※ カッコ内の料金は子ども料金です。１２歳以下に適用になります。特に表示がない場合は、大人と同額です。

※ 諸条件により訪問場所の順番や訪問場所に変更がある場合があります。

※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。

※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。

　　　最新のコース内容（英語）、料金はホームページ　www.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.com    のShore Excursionsでご確認いただけます。

　　　またお客様ご自身で事前予約も可能です。（英語の案内のみ、出航の5日前まで受付可能、クレジットカード払いのみ）

寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

カサブカサブカサブカサブ 中東のフィヨルド ダウ船クルーズ　H801中東のフィヨルド ダウ船クルーズ　H801中東のフィヨルド ダウ船クルーズ　H801中東のフィヨルド ダウ船クルーズ　H801 ① 4時間 $69.75 ($39.75)

（オマ－ン）（オマ－ン）（オマ－ン）（オマ－ン） Dhow Cruise to Omani Fjords

オマーンの伝統的な細長いダウ船に乗って、「アラビアのノルウェー」

と形容される、ムサンダム地方最長のフィヨルドの中をクルーズしま

す。ターコイズ色の穏やかな海と石灰岩の白い断崖が美しいコントラ

ストを見せる中、テレグラフ島までのクルーズをお楽しみください。途

中、船と共に泳ぐイルカに遭遇するかもしれません。島では、遊泳を

楽しんだり、切り立った岩山の風景をのんびりと楽しんだり、思い思

いにお過ごしください。

※水着を着用の上、動きやすい服装でご参加ください。また、帽子、

サングラス、日焼け止め、タオルをご用意ください。妊婦、首痛・腰痛

をお持ちの方はご参加できません。また、歩行に困難を伴う方の参

加はお勧めできません。船酔いしやすい方は、酔い止めなどをご用

意ください。悪天候により、ツアーが中止となる場合があります。

ジュベル・ハリム サファリ・ツアー　H802ジュベル・ハリム サファリ・ツアー　H802ジュベル・ハリム サファリ・ツアー　H802ジュベル・ハリム サファリ・ツアー　H802 ③ 4時間 $89.75 ($49.75)

Safari to Jebel Harim

カサブとムサンダム半島観光　H803カサブとムサンダム半島観光　H803カサブとムサンダム半島観光　H803カサブとムサンダム半島観光　H803 ① 4時間 $49.75 ($29.75)

Khasab and Surroundings

マスカットマスカットマスカットマスカット 神秘の街マスカット　MC01神秘の街マスカット　MC01神秘の街マスカット　MC01神秘の街マスカット　MC01 ① 4時間半 $49.75 ($25.75)

（オマ－ン）（オマ－ン）（オマ－ン）（オマ－ン） Mystical Muscat

国の政治、経済、商業の中心地である首都マスカットをご案内しま

す。まずは、国内最大のモスクで、スルタン（君主）・カブースにより建

てられたグランド・モスクを見学します。その後、色彩豊かなマトラ・

スーク（市場）へ。アラビアの香水やスパイスをはじめ、有名なハン

ジャル（短剣）、伝統的な銀製の宝飾品などが売られています。次

に、オマーンの歴史・文化遺産を保管するアル・ズバイル邸博物館を

訪れます。武器、宝石、衣服、家具、写真、絵画などの展示をご覧く

ださい。最後に、マスカットの美しい沿岸道路を通り、オールド・マス

カット地区へ。スルタン・カブースの公邸であるアラム宮殿をご覧いた

だきます（外観のみ）。

※全体で1.6kmほど歩きます。徒歩観光ルートには、段差が含まれま

す。肌の露出が少ない服装でご参加ください。靴下を必ずお履きくだ

さい。着脱し易い靴をお勧めします。また、帽子、サングラス、日焼け

止めをご用意ください。モスク見学時は、女性は頭部を含め全身を衣

服で覆ってください（露出は顔と手のみ）。男性は長ズボンを履いてく

ださい（短パン不可、半袖シャツは可）。モスク内では履物を脱いでい

ただきます（サンダル、裸足は不可）。入れ墨がある場合は、見えな

いように覆ってください。モスク内への飲食物の持ち込み、モスク内

での喫煙は厳禁です。アル・ズバイル邸博物館は撮影禁止です。政

府関係者の訪問、休日の儀式、礼拝などによりモスク内部の見学が

できない場合があります。この場合、ガイドが外部で案内します。

ナハル・フォートとリゾート地区（昼食付）　MC05ナハル・フォートとリゾート地区（昼食付）　MC05ナハル・フォートとリゾート地区（昼食付）　MC05ナハル・フォートとリゾート地区（昼食付）　MC05 ② 6時間半 $89.75 ($49.75)

Nouvelle Nakhi Fort and Resort 

オマーンのバティナ海沿岸の自然と歴史的な見どころを巡ります。岩

山の上に建てられたナハル・フォート（城塞）へ向かいます。中世の雰

囲気を今に伝える城塞からは、周りを取り囲むオアシスを一望するこ

とができます。その後、雄大な山々とオアシスの緑に囲まれたナハル

温泉に立ち寄ります。アル・ナーダ・リゾート＆スパでビュッフェの昼

食後、Barkha村のフィッシュ・マーケット（魚市場）を見学します。収穫

で賑わうビーチやオマーン人が食材・衣服を調達するスーク（市場）

での散策をお楽しみください。

※全体で1.6kmほど歩きます。徒歩観光ルートには、階段、段差、砂

道が含まれます。イスラム教を尊重する服装でご参加ください（肩・ひ

ざが露出した服装は不可）。また、帽子、サングラス、日焼け止めを

ご用意ください。

ドバイ・アラビア半島クルーズ7泊8日(ドバイ発着）ドバイ・アラビア半島クルーズ7泊8日(ドバイ発着）ドバイ・アラビア半島クルーズ7泊8日(ドバイ発着）ドバイ・アラビア半島クルーズ7泊8日(ドバイ発着）

2016年 2月1日 出航2016年 2月1日 出航2016年 2月1日 出航2016年 2月1日 出航

　　　　

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナル

スプレンダー・オブ・ザ・シーズ　スプレンダー・オブ・ザ・シーズ　スプレンダー・オブ・ザ・シーズ　スプレンダー・オブ・ザ・シーズ　



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

マスカットマスカットマスカットマスカット マスカット ウォーキング・ツアー　MC18マスカット ウォーキング・ツアー　MC18マスカット ウォーキング・ツアー　MC18マスカット ウォーキング・ツアー　MC18 ① 3時間半 $55.75 ($55.75)

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき） Walking Tour of Muscat

マスカットの歴史、生活、文化を知ることができるツアーです。まず

は、マスカット市の歴史を学べるバイト・アル・バランダ博物館の見学

から徒歩観光は始まります。見学後、地元の人々で賑わうウォーター

フロントの遊歩道を散策します。ここでは、マトラ港に浮かぶ伝統的な

木製のダウ船も見られます。次に、青い尖塔とドームが特徴のアル・

ラワティヤ・モスク前を通り、迷路のような通りにさまざまな品物が並

ぶマトラ・スーク（市場）へ。スークでは約30分の自由時間をとります。

※肌の露出が少ない服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽

子、サングラス、日焼け止めをご用意ください。バイト・アル・バランダ

博物館は撮影禁止です。

ダウ船クルーズ　MC06ダウ船クルーズ　MC06ダウ船クルーズ　MC06ダウ船クルーズ　MC06 ② 2時間半 $69.75 ($49.75)

Dhow Cruise

博物館ツアー　MC14博物館ツアー　MC14博物館ツアー　MC14博物館ツアー　MC14 ① 4時間半 $65.75 ($35.75)

Cultural Museum Tour

いるかウォッチング　MC15いるかウォッチング　MC15いるかウォッチング　MC15いるかウォッチング　MC15 ② 3時間 $99.75 ($49.75)

Dolphin Watching

マスカット パノラマ・ナイトツアー（夕食付）　MC21マスカット パノラマ・ナイトツアー（夕食付）　MC21マスカット パノラマ・ナイトツアー（夕食付）　MC21マスカット パノラマ・ナイトツアー（夕食付）　MC21 ① 3時間45分 $82.75 ($49.75)

Panoramic Muscat by Night with Dinner

ハイ・ティーとマスカット半日観光　MC36ハイ・ティーとマスカット半日観光　MC36ハイ・ティーとマスカット半日観光　MC36ハイ・ティーとマスカット半日観光　MC36 ① 3時間半 $99.75 ($99.75)

Afternoon Tour with High Tea

シャングリラ・ホテルで過ごすビーチの休日（昼食付）　MC48シャングリラ・ホテルで過ごすビーチの休日（昼食付）　MC48シャングリラ・ホテルで過ごすビーチの休日（昼食付）　MC48シャングリラ・ホテルで過ごすビーチの休日（昼食付）　MC48 ① 5時間 $119.75 ($69.75)

Beach Break with Lunch at Shangri-La Hotel

「ホップオン・ホップオフ」乗降自由バス マスカット市内観光　MC55「ホップオン・ホップオフ」乗降自由バス マスカット市内観光　MC55「ホップオン・ホップオフ」乗降自由バス マスカット市内観光　MC55「ホップオン・ホップオフ」乗降自由バス マスカット市内観光　MC55 ① 各自自由 $57.00 ($29.00)

Big Bus Sightseeing Tour - Hop On / Hop Off

アブダビアブダビアブダビアブダビ アブダビ市内観光　UD01アブダビ市内観光　UD01アブダビ市内観光　UD01アブダビ市内観光　UD01 ② 4時間 $45.00 ($25.00)

（アラブ首長国連邦）（アラブ首長国連邦）（アラブ首長国連邦）（アラブ首長国連邦） Abu Dhabi City Tour & Grand Mosque

アラブ首長国連邦（UAE）の首都、アブダビの宗教・文化遺産をご案

内します。活気ある漁港や近代的な街並みを車窓から眺めながら、

市の中心地へと向かい、まずは、グランド・モスクとして知られる世界

最大級のシェイク・ザーイド・モスクを訪れます。モスクの名称は、

UAEの初代大統領、ザーイド・ビン・スルターン・アール・ナヒヤーンか

らとっています。大規模なモスクは、4万人の礼拝者を収容でき、メイ

ンの祈祷室には9,000人が入れます。また、モスク内には、世界最大

の絨毯、世界最大のシャンデリアもあります。次に訪れるヘリテージ・

ビレッジでは、石油発見以前のアラブ系遊牧民の生活を窺うことがで

きる展示を見学します。

※全体で3.2kmほど歩きます。徒歩観光ルートには、段差、砂利道が

含まれます。着脱しやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラ

ス、日焼け止めをご用意ください。イスラム教を尊重する服装でご参

加ください（肩・ひざが露出した服装は不可）。モスク内では、女性は

頭部を含め全身を衣服で覆ってください（露出は顔と手のみ）。男性

も全身を衣服で覆ってください。サンダルなど、足を露出させる靴は

ご遠慮ください。モスク内では、特定の規則を順守していただきます

ので予めご了承ください。

アル・アイン終日観光（昼食付）　UD02アル・アイン終日観光（昼食付）　UD02アル・アイン終日観光（昼食付）　UD02アル・アイン終日観光（昼食付）　UD02 ① 8時間15分 $109.00 ($89.00)

Full Day Al Ain Tour

アブダビ東部に位置する豊かなオアシスの町、アル・アインは、かつ

てはアラブ首長国連邦～オマーン間を通行する隊商が必ず立ち寄る

場所でした。周辺からは、新石器時代から人々が定住していたことを

示す石墳墓、井戸、住居などの遺跡が見つかっており、アル・アイン

の遺跡群として世界遺産に登録されています。ヒリ・ガーデンズで

は、青銅器時代（紀元前2500～2000年）の集落跡、3000年前の「ファ

ラジ」と呼ばれる地下水を利用した灌漑システム跡を見学します。ア

ル・アイン博物館では、民族学・考古学の展示をご覧いただきます。

ラクダが毎日取り引きされるラクダ市を見学します。昼食は、ホテル

でビュッフェ・ランチを召し上がっていただきます。

※歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け

止めをご用意ください。

砂漠ツアー（参加条件：4歳以上）　UD03砂漠ツアー（参加条件：4歳以上）　UD03砂漠ツアー（参加条件：4歳以上）　UD03砂漠ツアー（参加条件：4歳以上）　UD03 ② 6時間45分 $119.00 ($119.00)

Day in the Desert

エミレーツ・パレスツアー（お茶付）　UD05エミレーツ・パレスツアー（お茶付）　UD05エミレーツ・パレスツアー（お茶付）　UD05エミレーツ・パレスツアー（お茶付）　UD05 ① 3時間半 $129.00 ($129.00)

Orientation with High Tea at Emirates Palace

ヤス・マリーナ・サーキット観光　UD09ヤス・マリーナ・サーキット観光　UD09ヤス・マリーナ・サーキット観光　UD09ヤス・マリーナ・サーキット観光　UD09 ① 3時間 $89.00 ($65.00)

Yas Marina Circuit - Venue Tour

フェラーリ・ワールド・アブダビ　UD13フェラーリ・ワールド・アブダビ　UD13フェラーリ・ワールド・アブダビ　UD13フェラーリ・ワールド・アブダビ　UD13 ② 5時間15分 $119.00 ($89.00)

Ferrari World Abu Dhabi

「ホップオン・ホップオフ」乗降自由バス アブダビ市内観光　UD14「ホップオン・ホップオフ」乗降自由バス アブダビ市内観光　UD14「ホップオン・ホップオフ」乗降自由バス アブダビ市内観光　UD14「ホップオン・ホップオフ」乗降自由バス アブダビ市内観光　UD14 ① 各自自由 $60.00 ($27.00)

Hop On, Hop Off Abu Dhabi City Tour

アブダビ パノラマ市内観光　UD28アブダビ パノラマ市内観光　UD28アブダビ パノラマ市内観光　UD28アブダビ パノラマ市内観光　UD28 ① 3時間 $35.00 ($35.00)

Panoramic City Drive

体力レベル

 ①  … 平坦な道や少し段差のある道を歩きます。

 ②　… 階段が数段あり、一部凸凹な道を歩きます。身体を動かしますので、体力のある方におすすめです。

 ③  … 階段や勾配のある道を広範囲にわたって歩いたり、登ったりします。激しい運動がありますので

体力に自信のある方におすすめします。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

株式会社ミキ・ツーリスト

2015/12/17 H.M.



※ ここにご紹介するツアーは、人気のあるコースを抜粋しております。一部、専門的な技術が必要なコース、

    体力がかなり要されるコースなどは記載しておりませんので、詳細は船内の英語のご案内をご参照ください。

※ ご予約は船内のショア・エクスカーションデスクで承ります。お支払はシーパスカードに加算されます。

※ ご予約後、参加チケットが各キャビンに配られます。同じコースでも複数の出発時間がある場合がございますので、

　　必ずご確認ください。集合場所、出発時間などはチケットをご確認ください。

※ お申し込み後のお取消は１００％の取消料が必要ですので、ご注意下さい。

※ コースの内容により、体力を要するものがございます。体調を考慮してお選びください。

※ 最少催行人数に満たない場合や天候不順など安全の為、ツアーが変更または中止される場合もございます。

※ お申し込みは先着順です。満席のためご希望のコースにご参加いただけない場合がございます。お早めにお申し込みください。

※ カッコ内の料金は子ども料金です。１２歳以下に適用になります。特に表示がない場合は、大人と同額です。

※ 諸条件により訪問場所の順番や訪問場所に変更がある場合があります。

※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。

※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。

　　　最新のコース内容（英語）、料金はホームページ　www.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.com    のShore Excursionsでご確認いただけます。

　　　またお客様ご自身で事前予約も可能です。（英語の案内のみ、出航の5日前まで受付可能、クレジットカード払いのみ）

寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ポートクランポートクランポートクランポートクラン クアラルンプール自由観光（送迎プラン）　KC39クアラルンプール自由観光（送迎プラン）　KC39クアラルンプール自由観光（送迎プラン）　KC39クアラルンプール自由観光（送迎プラン）　KC39 ② 7時間 $39.75 $29.75

（クアラルンプール）（クアラルンプール）（クアラルンプール）（クアラルンプール） Kuala Lumpur On Your Own

（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア）
さまざまな楽しみ方を提供する注目の都市、クアラルンプールの自由観光プラン

です。マレーシアの首都、クアラルンプールまではバスで1時間ほどの道のりで

す。ブキッ・ビンタン地区のパビリオン・ショッピングモールが下車ポイントです。近

くには、地元料理をはじめ、さまざまな外国料理の飲食店が並ぶ人気の通り、ビ

ンタン・ウォークがあり、有名なペトロナス・ツインタワー（高さ452ｍ）も徒歩で10分

くらいです。

※自由行動のため、徒歩観光に要する距離、観光ルートは個人の裁量となりま

す。歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止めをご用

意ください。

らくらくクアラルンプール観光　KC40らくらくクアラルンプール観光　KC40らくらくクアラルンプール観光　KC40らくらくクアラルンプール観光　KC40 ② 7時間 $59.75 $39.75

Kuala Lumpur Light and Easy

車窓の眺めを楽しみながら、約1時間半のドライブでクアラルンプールに到着しま

す。最初にマレーシア国家記念碑を訪れます。巨大な兵士のブロンズ像は、1950

年代の独立戦争で犠牲となった勇敢な兵士たちを悼むために造られました。次

に、独立広場で写真撮影のために停車します。建国記念日のパレードや新年の

カウントダウンなどのイベントはここで行われます。広場周辺には、スルタン・アブ

ドゥル・サマド・ビル（旧連邦事務局ビル）が建ちます。その後、ペトロナス・ツイン

タワー（高さ452ｍ）を望むポイントで写真撮影のために停車をした後、隣接する

ショッピングセンター、スリアKLCCで約2時間15分の自由時間をとります。

※全体で2kmほど歩きます。徒歩観光ルートには、階段、段差が含まれます。歩

きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止めをご用意くださ

い。混雑状況により、観光順序が変わる場合があります。

バツー洞窟とクアラルンプール市内観光（昼食付）　KC41バツー洞窟とクアラルンプール市内観光（昼食付）　KC41バツー洞窟とクアラルンプール市内観光（昼食付）　KC41バツー洞窟とクアラルンプール市内観光（昼食付）　KC41 ③ 7時間半 $95.75 $65.75

Batu Caves and City Experience

クアラルンプールとその近郊の見どころ、バツー洞窟を訪れます。バツー洞窟は、

3つの大きな鍾乳洞と無数の小さな鍾乳洞があり、ヒンズー教の聖地として神々

が祀られています。中心となる洞窟は、272段の階段を上ったところにあります。

Royal Selangor Visitor Centerを訪れ、ピューター（白目）製品の製造工程を見学

します。マレーシアのピューターは、優れた品質・デザインで有名です。独立広場

に写真撮影のために停車します。建国記念日のパレードなどのイベントはここで

行われます。広場周辺には、セントメアリー教会、スルタン・アブドゥル・サマド・ビ

ル（旧連邦事務局ビル）などが建ちます。昼食をとった後、通信塔としては世界で

4番目に高いKLタワー（高さ421m）の展望台に上ります。360°の眺望をお楽しみく

ださい。ペトロナス・ツインタワーが望めるポイントで写真撮影のために停車しま

す。

※全体で3.4kmほど歩きます。徒歩観光ルートには、272段の階段、段差が含まれ

ます。歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止めをご

用意ください。ツアーの性質上、歩行に困難を伴う方の参加はお勧めできませ

ん。混雑状況により、観光順序が変わる場合があります。

クアラルンプールでショッピング　KC23クアラルンプールでショッピング　KC23クアラルンプールでショッピング　KC23クアラルンプールでショッピング　KC23 ① 7時間 $55.75 $39.75

Kuala Lumpur Shopping

マカン＆ショッピング　KC27マカン＆ショッピング　KC27マカン＆ショッピング　KC27マカン＆ショッピング　KC27 ① 7時間 $35.75 $23.75

Makan - Makan and Shopping

ミッドバレー・メガモール（送迎プラン）　KC28ミッドバレー・メガモール（送迎プラン）　KC28ミッドバレー・メガモール（送迎プラン）　KC28ミッドバレー・メガモール（送迎プラン）　KC28 ① 7時間 $35.75 $23.75

A Day at Mid Valley Megamall

マレーシア文化遺産　KC42マレーシア文化遺産　KC42マレーシア文化遺産　KC42マレーシア文化遺産　KC42 ② 5時間 $45.75 $35.75

Malaysia Heritage

サンウェイ・ピラミッド・ショッピングモール（送迎プラン）　KC45サンウェイ・ピラミッド・ショッピングモール（送迎プラン）　KC45サンウェイ・ピラミッド・ショッピングモール（送迎プラン）　KC45サンウェイ・ピラミッド・ショッピングモール（送迎プラン）　KC45 ① 7時間 $35.75 $25.75

A Day at Sunway

2015-2016  シンガポール発着 アジアクルーズ2015-2016  シンガポール発着 アジアクルーズ2015-2016  シンガポール発着 アジアクルーズ2015-2016  シンガポール発着 アジアクルーズ

　　　　

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナル

マリナー・オブ・ザ・シーズ　マリナー・オブ・ザ・シーズ　マリナー・オブ・ザ・シーズ　マリナー・オブ・ザ・シーズ　



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ペナン島ペナン島ペナン島ペナン島 世界遺産の街 ジョージタウンとショッピング　PN17世界遺産の街 ジョージタウンとショッピング　PN17世界遺産の街 ジョージタウンとショッピング　PN17世界遺産の街 ジョージタウンとショッピング　PN17 ① 4時間 $39.75 $29.75

（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア） Heritage Tour with Local Product Shopping

イギリス植民地時代の建築物と、多様な文化が融合した独特の建物群の街並み

を残す歴史ある街、ジョージタウンの見どころを巡ります。世界で4番目に大きい

涅槃物（寝釈迦像）があるタイ仏教寺院を訪れます。裕福なプラナカン（中華系移

民）の邸宅、ペナン・プラナカン・マンションでは、プラナカン文化の資料や調度な

どの展示について詳しく案内します。ペナン島一豪華な中国寺院、クー・コンシ

は、中国南部から渡ってきたクー氏が建てた霊廟です。屋根や外壁にあしらわれ

た重厚で緻密な彫刻は必見です。最後に、マレーシアの美しい名産品を買える店

に立ち寄ります。

※徒歩観光ルートには階段、石畳通路が含まれます。歩きやすい靴でご参加くだ

さい。また、帽子、サングラス、日焼け止めをご用意ください。ツアーの性質上、歩

行に困難を伴う方の参加はお勧めできません。混雑状況により、観光順序が変

更となる場合があります。

ペナン島の魅力を味わう　PN35ペナン島の魅力を味わう　PN35ペナン島の魅力を味わう　PN35ペナン島の魅力を味わう　PN35 ① 5時間 $29.75 $25.75

Taste of Penang

屋台グルメで知られるペナン島の屋台街体験とスパイス製品のお買物を楽しむツ

アーです。まずは、ショップ、カフェが併設された近代的なフードコート、ニュー

ワールドパークの屋台街を訪れます。中国、インド、マレー、タイなどの多様な食

文化が混ざり合った、食欲を刺激するペナンならではの食文化を体験いただきま

す。バクテー（豚肉のハーブ煮）、カレーヌードル、点心などの試食をお楽しみくだ

さい。続いて、クローブ、ナツメグ、シナモンやサンバルと呼ばれる辛味調味料な

ど、スパイスの買物をお楽しみください。

※歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止めをご用意

ください。ツアー代金に食事代は含まれません。

トライショーで巡るジョージタウン　PN01トライショーで巡るジョージタウン　PN01トライショーで巡るジョージタウン　PN01トライショーで巡るジョージタウン　PN01 ① 3時間半 $69.75 $59.75

Georgetown by Trishaw

ペナン島内観光　PN04ペナン島内観光　PN04ペナン島内観光　PN04ペナン島内観光　PN04 ② 5時間 $35.75 $29.75

Penang Round Island Tour

ジョージタウン ウォーキングツアージョージタウン ウォーキングツアージョージタウン ウォーキングツアージョージタウン ウォーキングツアー

（参加条件：13歳以上55歳以下、身長198cm以下）　PN58（参加条件：13歳以上55歳以下、身長198cm以下）　PN58（参加条件：13歳以上55歳以下、身長198cm以下）　PN58（参加条件：13歳以上55歳以下、身長198cm以下）　PN58

② 3時間45分 $65.75 $55.75

Color of Georgetown - Walking Tour

ランカウイランカウイランカウイランカウイ ランカウイ島ハイライト観光　GL02ランカウイ島ハイライト観光　GL02ランカウイ島ハイライト観光　GL02ランカウイ島ハイライト観光　GL02 ② 4時間半 $59.75 $35.75

（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア）（マレーシア） Langkawi Highlights

最初にランカウイ島のエコ・ツアー訪問場所のひとつ、ラマン・パディを訪れます。

この米の博物館は、マレーシア最古の産業である稲作の歴史を豊富な展示物と

共に紹介しています。次に、水族館「アンダーウォーター・ワールド」を訪れます。

5,000種を超える海洋生物が100以上の水槽内で飼育されています。その後、水

牛がいる美しい水田風景、ランカウイ島ならではの趣ある村々を車窓から眺めな

がら、美しいヨットが停泊するハーバー・パークへ向かいます。最後に、幅広いマ

レーシア工芸品が揃うショップを訪れます。

※徒歩観光ルートには階段、起伏のある道が含まれます。歩きやすい靴でご参

加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止めをご用意ください。ツアーの性質

上、歩行に困難を伴う方の参加はお勧めできません。混雑状況により、観光順序

が変更となる場合があります。

洞窟とマングローブ湿地　GL04洞窟とマングローブ湿地　GL04洞窟とマングローブ湿地　GL04洞窟とマングローブ湿地　GL04 ② 4時間 $79.00 $55.00

Cave and Mangrove Swamp

一般のバスツアーとは異なるユニークな体験ができるツアーです。ボートに乗り

込み、マングローブ林の中をクルーズします。ネットで区分けされた海中で飼われ

ている、いろいろな魚を見学できる養魚場を訪れます。ワシが急降下して正確に

餌を捕る様子を間近で観察します。数百のコウモリが住む、石筍や鍾乳石が素晴

らしい洞窟を訪れます。

※徒歩観光ルートには、階段、段差、滑りやすい道が含まれます。ウォーキング・

シューズまたはハイキング・シューズでご参加ください。また、タオル、懐中電灯、

双眼鏡、帽子、サングラス、虫よけ、日焼け止めをご用意ください。ツアーの性質

上、歩行に困難を伴う方の参加はお勧めできません。混雑状況により、観光順序

が変更となる場合があります。

ランカウイ島の見どころ観光　GL01ランカウイ島の見どころ観光　GL01ランカウイ島の見どころ観光　GL01ランカウイ島の見どころ観光　GL01 ② 4時間 $43.75 $25.75

Island Overview

アイランド・ホッピングツアー　GL03アイランド・ホッピングツアー　GL03アイランド・ホッピングツアー　GL03アイランド・ホッピングツアー　GL03 ② 4時間 $75.75 $75.75

Island Hopping

ランカウイ島 免税ショッピング　GL06ランカウイ島 免税ショッピング　GL06ランカウイ島 免税ショッピング　GL06ランカウイ島 免税ショッピング　GL06 ① 4時間 $35.75 $25.75

Langkawi Duty Free Shopping



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

プーケット島プーケット島プーケット島プーケット島 象乗りアドベンチャー　PK02象乗りアドベンチャー　PK02象乗りアドベンチャー　PK02象乗りアドベンチャー　PK02 ② 4時間半 $59.75 $39.75

（タイ）（タイ）（タイ）（タイ） Elephant Adventure

エアコン完備のバスで象キャンプまで移動します。子象のショーとサルのココナツ

獲りのショーを楽しんだ後に、象乗りを体験します。その後、カシューナッツ工場を

訪れ、生産工程について学びます。カシューナッツは熱帯雨林地方が原産です。

1901年に前総督が、シャム（タイ王国の旧称）にカシューの種を持ち込んだのが

始まりと言われ、以来、タイ全土に栽培が広がりました。次に、プーケット最大で、

最も信仰を集める寺院、ワット・シャロンを訪れます。金箔で覆われた3体の高僧

像が有名です。最後に、船に戻る前に、地元の手工芸品のお買物のための時間

をとります。

※徒歩観光ルートには、20段程度の階段、段差が含まれます。歩きやすい靴、動

きやすい服装でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止めをご用意く

ださい。象に乗るため、女性は短パンやズボンでご参加ください。ツアーの性質

上、歩行に困難を伴う方の参加はお勧めできません。政府の規則により、象の頭

数が減らされています。象乗り体験は、10～15分程度となります。また、行列に並

んでいただく場合があります。象キャンプの混雑状況により、観光順序が変わる

場合があります。

パンガー湾観光（昼食付）　PK12パンガー湾観光（昼食付）　PK12パンガー湾観光（昼食付）　PK12パンガー湾観光（昼食付）　PK12 ② 8時間半 $75.75 $59.75

Phang Nga Bay

美しいパンガー湾内のクルーズは、タイ南部観光で見逃せないアトラクションのひ

とつです。約1時間半のドライブでパンガー湾国立公園に到着後、モーターボート

に乗り換えます。他に類を見ないパンガー湾の景観は、筆舌に尽くしがたいもの

です。石灰岩がそびえ立つ独特の景観をお楽しみください。ジェームス・ボンド島

として知られるカオ・ピンガン島は、映画「007黄金銃を持つ男」のラストシーンが

撮影された場所です。写真撮影のために、島の近くまでボートで向かいます。そ

の後、水上生活者が住むパンイ島を訪れます。木製の通路でつながる高床式住

居が200軒以上も建っています。マングローブ林を眺めながら、タイ料理のビュッ

フェの昼食をとった後、ワット・スワンクーハを訪れます。洞窟内にある寺院には、

数多くの仏像が安置されています。時間に余裕があれば、カシューナッツ工場に

立ち寄ります。

※徒歩観光ルートには段差が含まれます。ツアーの性質上、お体の不自由な方

の参加はお勧めできません。動きやすい服装、かかとの低い歩きやすい靴でご

参加ください。また、防風・防水ジャンパーと日焼け止めをご用意ください。モー

ターボート乗船時に濡れる場合があります。潮の状況により、観光順序が変わる

場合があります。

プーケット パノラマ観光　PK01プーケット パノラマ観光　PK01プーケット パノラマ観光　PK01プーケット パノラマ観光　PK01 ① 4時間半 $29.75 $25.75

Panoramic Tour

洞窟カヌー冒険ツアー（昼食付、参加条件：6歳以上）　PK11洞窟カヌー冒険ツアー（昼食付、参加条件：6歳以上）　PK11洞窟カヌー冒険ツアー（昼食付、参加条件：6歳以上）　PK11洞窟カヌー冒険ツアー（昼食付、参加条件：6歳以上）　PK11 ② 8時間半 $149.00 $105.00

Sea Cave Canoe Adventure

プーケットのランドマーク　PK23プーケットのランドマーク　PK23プーケットのランドマーク　PK23プーケットのランドマーク　PK23 ② 5時間半 $49.75 $39.75

Phuket Landmarks

ショッピング・ツアー　PK26ショッピング・ツアー　PK26ショッピング・ツアー　PK26ショッピング・ツアー　PK26 ① 5時間 $23.75 $15.75

Shopping Tour

プーケット観光＆ショッピング　PK29プーケット観光＆ショッピング　PK29プーケット観光＆ショッピング　PK29プーケット観光＆ショッピング　PK29 ② 5時間半 $25.75 $19.75

Phuket Sightseeing and Shopping

プーケット ハイライト観光　PK32プーケット ハイライト観光　PK32プーケット ハイライト観光　PK32プーケット ハイライト観光　PK32 ① 4時間半 $35.75 $29.75

Phuket Highlights

体力レベル

 ①  … 平坦な道や少し段差のある道を歩きます。

 ②　… 階段が数段あり、一部凸凹な道を歩きます。身体を動かしますので、体力のある方におすすめです。

 ③  … 階段や勾配のある道を広範囲にわたって歩いたり、登ったりします。激しい運動がありますので

体力に自信のある方におすすめします。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

株式会社ミキ・ツーリスト

2015/9/29 H.M.



　　　　　　　　　　　　　ボイジャー・オブ・ザ・シーズ　10泊11日　シンガポール～東京クルーズ

★ご注意★　必ずお読みください

※ お申し込みされる前に、再度船内でツアー内容をご確認下さい。

※ ここにご紹介するツアーは、人気のあるコースを抜粋しております。一部、専門的な技術が必要なコースなどは

　　記載しておりませんので、詳細は船内の英語のご案内をご参照下さい。

※ ご予約は船内のショア・エクスカーションデスクで承ります。お支払はシーパスカードに加算されます。

※ ご予約後、参加チケットが各キャビンに配られます。同じコースでも複数の出発時間がある場合が

　　ございますので、必ずご確認ください。集合場所、出発時間などはチケットをご確認ください。

※ お申し込み後のお取消は１００％の取消料が必要ですので、ご注意下さい。

※ コースの内容により、体力を必要とするものがございます。体調を考慮してお選び下さい。歩行距離等の詳細は船内にてご確認下さい。

※ 最少催行人数に満たない場合や天候不順など安全の為、ツアーが変更または中止される場合もございます。

※ お申し込みは先着順です。満席のためご希望のコースにご参加いただけない場合がございます。お早めにお申し込みください。

※ カッコ内の料金は子ども料金です。１２歳以下に適用になります。大人と同額のものもございます。

※ 各ツアーのスケジュール、内容及び料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。

※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。

　　　最新のコース内容（英語）、料金はホームページ　www.royalcaribbean.com のShore Excursionsでご確認いただけます。
　　また、お客様ご自身で事前予約も可能です。（英語の案内のみ、出航の5日前まで受付可能、クレジットカード払い）

寄港地 ツアー名
体力

レベル
所要時間 料金 （子供）

香港 香港のナイトツアー　HQ53　（4/13のみ） ② 2時間 $29.00 ($29.00)
（中国） Hong Kong Night Tour 

香港 香港島ハイライト観光　HQ01 ① 5時間 $69.00 ($59.00)
（中国） Hong Kong Island Highlights Tour

まずは、香港の名所、標高550mにあるヴィクトリア・ピークを,ピークトラム（ケーブルカー）に乗って訪れま
す。展望台からは素晴らしい眺望をご覧いただけます。その後、レペルス湾を経由し、中国雑貨や衣料品、
革製品や様々な者が揃うスタンレー・マーケットを散策します。次に、水上生活者が多く住むアバディーンを
訪れます。　*徒歩観光ルートには階段が含まれます。

香港ハイライト観光（飲茶の昼食付き） HQ37 ① 8時間 $139.00 ($139.00)
Highlights of the City with Chinese Dim Sum Lunch

まずは、香港の名所、標高550mにあるヴィクトリア・ピークを,ピークトラム（ケーブルカー）に乗って訪れま
す。展望台からは素晴らしい眺望をご覧いただけます。その後、レペルス湾を経由し、中国雑貨や衣料品、
革製品や様々な者が揃うスタンレー・マーケットを訪れます。宝飾品の工房に立ち寄り、次に、水上生活者
が多く住むアバディーンを訪れ、サンパン船（平底船）の乗船を体験します。水上レストランで飲茶と中国茶
の昼食後、骨董品店が並ぶハリウッド・ロードにお連れします。

ダブルデッカーバスでの個人ツアー HQ51 ① $49.00 ($36.00)

Hop On, Hop Off Hong Kong City Tour 

ダブルデッカーバスでご自由に香港の街の散策をお楽しみください。

ランタウ島観光　HQ06 ② 7時間 $159.00 ($139.00)
Lantau Island & Ngong Ping 360 with Vegetarian Lunch at Po Lin Monastery 

新旧香港ウォーキングツアー　HQ09 ② 4時間45分 $49.00 ($39.00)
Walking Tour of Old & New Hong Kong 

高雄/Kaoshiung 高雄佛光山半日観光 -KU02 ② 4時間半 $79.00 ($69.00)
（台湾） Half Day Fokuangshan Tour 

台湾南部の仏教の聖地、佛光山を訪れます。山全体に寺院、御堂、庭園などがある複合施設で、敷地内に
は巨大な仏像が建ちます。佛光山は、1949年に台湾に渡り、布教活動を開始した星雲大師により、1967年
に創建開山されました。仏教の経典・儀式に関する展示により、広く世間の人々に仏教に親しんでもらうた
め、また中国の歴史や文化を保存するために、1983年に星雲大師により建てられました。仏像、仏絵、そし
て翡翠、石、木、銅、陶材などから彫り出された骨董的価値のある釈迦像、菩薩像、阿羅漢像などの素晴ら
しい所蔵品が集められています。    　*徒歩観光ルートには階段が含まれます

台南市内半日観光　KU03 ① 4時間半 $79.00 ($69.00)
Half Day Tainan Tour 

赤嵌楼を訪れます。元は、1653年に行政の中心としてオランダ人によって建てられたプロビンティア城で
す。現在の楼は、オランダ時代の遺物を所蔵する小さな博物館となっています。明代の軍人・政治家であっ
た鄭成功を祀る延平郡祠（王開山神社）を訪れます。鄭成功はオランダに占拠されていた台湾を奪還し、台
湾の発展に貢献しました。彼が亡くなった1662年に建てられた神社の敷地内には、多数の古代遺物を展示
する台湾文化博物館があります。1665年創建の台南孔子廟を訪れます。台湾各地の廟の内、最古のもの
と言われ、清朝末期に至るまで台湾の最高学府として多くの知識人を輩出した場所です。

高雄半日観光 KU09 ② 4時間半 $79.00 ($69.00)

Half Day Kaohsiung City Tour

まずは、高雄随一の観光エリア、蓮池潭風景區を訪れます。最初に、1976年に建てられた孔子廟を見学し
ます。孔子生誕の地である中国・山東省の曲阜にある孔廟をモデルに建てられました。次に、春秋閣を訪れ
ます。1951年に完成した2つの巨大な塔は、「戦の神」関羽（中国三国時代の武将）を祀っています。春閣と
秋閣の間には騎龍観音像が立っています。次に、鮮やかな装飾が施された啓明堂を訪れます。孔子をはじ
め、関羽、岳飛（南宋時代の武将）、鄭成功（明代の軍人）といった民族の英雄が祀られています。その後、
高雄で最も古い歴史を持つ地区、旗津での散策をお楽しみください。高雄最古の廟、旗后天后宮や台湾で2

番目に建造された清代の旗后灯台などがあります。通り沿いには小さな商店や露店が集まり、台湾伝統の
土産物や海産物が売られています。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル

人気コース(抜粋）　コース内容



寄港地 ツアー名
体力

レベル
所要時間 料金 （子供）

基隆/Keelung 台北終日観光　（昼食付き） TE07 ② 8時間 $119.00 ($119.00)
（台湾） Taipei Full Day Tour

基隆の港から台北市内へ向かいます。最初に台北101を訪れます。高さ509.2m、地上101階、地下5階か
らなり、名前はこれに由来する台北のシンボルとなっている超高層ビルです。次に訪れる中正紀念堂は、中
華民国の初代総統である蒋介石を顕彰し、1980年に竣工した台湾の三大観光名所の1つであり、中国の伝
統的な宮殿陵墓式が採用されてます。その後、グランドホテルでビュッフェランチをとり、中華民国建国や革
命時に戦没した英霊を祀るために建てられた、忠烈祠を訪れます。衛兵交代の儀式をご覧ください。最後に
世界的に貴重な中華の歴史的遺物を所蔵する、国立故宮博物院を見学します。翡翠、銅製品、陶磁器、漆
器、織物、装飾品など約70万点の美術品が所蔵されています。*約2.4kmの徒歩観光ルートには、階段、段
差が含まれます。都合により観光順序が変更になる場合があります。

野柳風景特定区半日観光 TE09 ② 4時間半 $69.00 ($69.00)
Half Day Yeliu Tour

基隆の港を出発し、まずは、碧砂漁港に立ち寄り、活気あるれる市場の様子をご覧いただきます。その後、
野柳風景特定区へ向かいます。ここは野柳岬の海岸で、波の浸食や風化によってできた奇岩が立ち並びま
す。女王頭、妖精の靴、ろうそく岩など、それぞれ名前がついている20以上の奇岩をご覧いただけます。 *

野柳風景特定区では約30分の徒歩観光をします（15段程度の階段、段差が含まれます）。

九份半日観光　TE10 ③ 4時間半 $82.00 ($72.00)

Half Day Chiufen Village Tour 

切り立った山々と入り組んだ岬や湾のコントラストが美しい、台湾北東部の海岸地区を訪れます。標高約
300mの山間にある村、九份を訪れます。海に面し、山々に囲まれた独特のロケーションと景観を持つ村は、
かつて金鉱採掘の中心地として栄えました。現在は、路地に料理店や土産物屋が並ぶ観光地です。 *九
份では約400段の階段を歩きます。場所により、狭くて長い階段があります。高台にある村から駐車場まで、
およそ800mを1時間ほどかけて下ります。

台北半日観光 TE08 ② 4時間半 $69.00 ($69.00)
Half Day Taipei Tour 

台北市内自由行動 TE38 ① 6時間 $39.00 ($39.00)
Taipei On Your Own

長崎 有田焼きの窯元見学と九州陶磁文化館 （昼食付き）　NG19 ② 7時間半 $129.00 ($99.00)
（日本） Birthplace of Porcelain

港を出発し、約90分のドライブで日本の磁気生産発祥の地、佐賀県有田町に到着します。その後、窯元へ
とご案内します（源右衛門窯または柿右衛門窯を見学）。有田焼は、有田町周辺で焼かれた磁器の総称
で、積み出しが伊万里港から行われたことから伊万里とも呼ばれます。硬く丈夫で透明感のある白い素地
に、藍・赤・黄・金などの色を使った華やかで繊細な絵付けが特徴です。400年の歴史によって培われた技
術や様式美は、今なお世界中の人々を魅了し続けています。 次に、有田焼の里ならではのテーマパーク、
有田ポーセリンパークを訪れます。昼食後、九州陶磁文化館を訪れます。陶磁器、図表、年表、写真などの
展示を通じて、九州地方の窯業の歴史を学ぶことができます。見学後、港へと戻ります。

長崎市内終日観光 （昼食付き）　NG31 ② 7時間 $139.00 ($99.00)
Nagasaki Full Day Tour

港を出発し、まずは、寛永6年（1629年）建立の唐寺、崇福寺を訪れます。福州地方の唐人たちの希望で唐
僧超然を招いて建立されました。第一峰門と大雄宝殿は国宝に指定されています。次に、西坂の丘にある、
豊臣秀吉のキリシタン弾圧により殉職した日本26聖人殉教地を訪れます。列聖100年祭を記念して、1962年
(昭和37)、高さ5.6m・幅17mの御影石の台座に、二十六聖人等身大のブロンズ像を配した記念碑が建立さ
れました。その後、稲佐山へ。ロープウェイに乗り360度のパノラマが広がる山頂展望台へと登ります。長崎
市街をはじめ天気の良い日は、雲仙、天草、五島列島まで眺めることができます。レストランで昼食後、長
崎歴史文化博物館を訪れます。鎖国時代から異文化の玄関として栄えた長崎の街の歴史や文化、オラン
ダとの貿易による海外交流の歴史などについて学べます。館内には、長崎奉行所を一部復元したスペース
もあります。見学後、出島、新地中華街、丸山町などを車窓に眺めながら港へと戻ります。

ハウステンボス終日観光 NG54 ② ７時間 $149.00 ($139.00)

Full Day in Huis Ten Bosch

港を出発し、約1時間30分のドライブで日本有数のテーマパーク、ハウステンボスに到着します。佐世保市
の東南、風光明媚な大村湾に面した広大な敷地を持つハウステンボスは、石畳やレンガのひとつひとつに
こだわる設計で、中世のオランダの街並を見事に再現しています。敷地内は、四季折々の美しい花々が咲
き誇り、重厚な街並みを巡る運河が安らぎと癒しを与えてくれます。場内にはレストラン、ショップ、アミュー
ズメント施設、ホテル、美術館、マリンレジャー施設などが揃います。「森の家」という意味の名が表す通り、
「自然との共生」をテーマに掲げた観光ビジネス都市で、自由にお楽しみください。

長崎原爆資料館と平和公園 NG32 ③ 3時間半 $69.00 ($52.00)
Nagasaki Historical Tour with Atomic Bom Museum & Peace Park

島原終日観光　（昼食付き） NG12 ② 7時間 $129.00 ($99.00)
Discover Shimabara full Day

西海橋と九十九島観光 (昼食付き）　NG55 ② 8時間半 $149.00 ($99.00)
Saikai Bridge & 99 islands

体力レベル

 ①  … 平坦な道や少し段差のある道を歩きます。

 ②　… 階段が数段あり、一部凸凹な道を歩きます。身体を動かしますので、体力のある方におすすめです。

 ③  … 階段や勾配のある道を広範囲にわたって歩いたり、登ったりします。激しい運動がありますので
体力に自信のある方におすすめします。

セレブリティクルーズ日本総代理店
株式会社ミキ・ツーリスト



※ ここにご紹介するツアーは、人気のあるコースを抜粋しております。一部、専門的な技術が必要なコース、

    体力がかなり要されるコースなどは記載しておりませんので、詳細は船内の英語のご案内をご参照ください。

※ ご予約は船内のショア・エクスカーションデスクで承ります。お支払はシーパスカードに加算されます。

※ ご予約後、参加チケットが各キャビンに配られます。同じコースでも複数の出発時間がある場合がございますので、

　　必ずご確認ください。集合場所、出発時間などはチケットをご確認ください。

※ お申し込み後のお取消は１００％の取消料が必要ですので、ご注意下さい。

※ コースの内容により、体力を要するものがございます。体調を考慮してお選びください。

※ 最少催行人数に満たさない場合や天候不順など安全の為、ツアーが変更または中止される場合もございます。

※ お申し込みは先着順です。満席のためご希望のコースにご参加いただけない場合がございます。お早めにお申し込みください

※ カッコ内の料金は子ども料金です。１２歳以下に適用になります。特に表示がない場合は、大人と同額です。

※ 諸条件により訪問場所の順番や訪問場所に変更がある場合があります。

※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。

※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。

　　　最新のコース内容（英語）、料金はホームページ　www.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.com    のShore Excursionsでご確認いただけます。

　　　またお客様ご自身で事前予約も可能です。（英語の案内のみ、出航の5日前まで受付可能、クレジットカード払いのみ）

寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

メルボルンメルボルンメルボルンメルボルン メルボルン市内パノラマ観光　ML50メルボルン市内パノラマ観光　ML50メルボルン市内パノラマ観光　ML50メルボルン市内パノラマ観光　ML50 ① 3時間半 $43.75 ($33.75)

（オーストラリア）（オーストラリア）（オーストラリア）（オーストラリア） Melbourne Panoramic

オーストラリアで最も住みやすい街といわれ、また国際色豊かなメルボルンの見どころをバ

スで巡ります。知識豊富なガイドの説明を聞きながら、超高層ビルが立ち並ぶビジネス街、

郊外のおしゃれな住宅街、州政府関連の歴史的価値の高い建造物、公園等を車窓からご

覧いただきます。その後、メルボルン随一の観光名所ともよばれる王立植物園を訪れま

す。バスを降り、園内を各自で自由に見学していただきます。全長27ｋｍの散策路が縦横

無尽に整備されており、約1万2000種、約5万株の植物が植えられています。

※王立植物園内はコンクリートの舗装された道の他、砂利道や芝生の道もありますので、

足元にご注意ください。歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止

め、サングラスをご持参ください。

メルボルンのパノラマと庭園めぐり　ML71メルボルンのパノラマと庭園めぐり　ML71メルボルンのパノラマと庭園めぐり　ML71メルボルンのパノラマと庭園めぐり　ML71 ① 4時間 $62.75 ($49.75)

Melbourne Skyline & Gardens

南半球で最高の高さを誇るユーレカ・スカイデッキを訪れます。285mの展望台からはメル

ボルン市街を一望でき、360度の眺望をお楽しみいただけます。カメラをお忘れなく。バスに

乗り、車窓から超高層ビルの立ち並ぶビジネス街、おしゃれな郊外の住宅街、州政府関連

の歴史的建造物、公園などを見学します。第1次世界大戦等の戦没者を祀る戦争記念館、

フィッツロイ・ガーデン、王立植物園を下車観光します。フィッツロイ・ガーデンは探検家キャ

プテン・クックの家があることでも知られており、また王立植物園は170年の歴史を誇る植物

園で、40万㎡の敷地内には1万2000種、約5万株の植物が植えられており、野鳥のさえずり

と季節折々の花々をお楽しみいただけます。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラスをご持

参ください。フィッツロイ・ガーデン及び王立植物園内はコンクリートの舗装された道の他、

砂利道や芝生の道もありますので、足元にご注意ください。

コロニアル・トラムカーとメルボルン　ハイライト観光　ML81コロニアル・トラムカーとメルボルン　ハイライト観光　ML81コロニアル・トラムカーとメルボルン　ハイライト観光　ML81コロニアル・トラムカーとメルボルン　ハイライト観光　ML81 ① 4時間 $169.75 ($169.75)

Colonial Tramcar & Highlights of Melbourne

1927年建造のコロニアル・トラムカー・レストランは世界でただ一つ、路面電車（トラム）で市

内を移動しながら食事を楽しめるレストランです。乗車して、次の見学場所のユーレカ・スカ

イデッキまで移動します。車窓からの眺めと建造時のクラシックな雰囲気をそのまま残して

いる内装をご覧いただきながら、モーニング・ティーとシャンパンをお楽しみください。ユーレ

カ・スカイデッキは南半球で最高の高さを誇り、地上92階の展望台からはメルボルンの街

はもとより、遠くポート・フィリップ湾やダンデノン山脈まで望むことができます。再びバスに

乗り、車窓からメルボルン市内を観光しながら埠頭へもどります。

※トラムカー内へは車いすのままご乗車はできません。また、トラムカー乗降の際は階段が

ありますので、足元にご注意ください。ツアー終了後、そのまま市内の散策をなさる方は、

ご自身で船までお戻りいただきます。

ダンデノン丘陵観光：野鳥観察とオーストラリアの工芸品　ML48ダンデノン丘陵観光：野鳥観察とオーストラリアの工芸品　ML48ダンデノン丘陵観光：野鳥観察とオーストラリアの工芸品　ML48ダンデノン丘陵観光：野鳥観察とオーストラリアの工芸品　ML48 ② 4時間 $45.75 ($35.75)

Dandenongs, Birds & Australian Crafts

ヒールズビル野生動物保護区　ML49ヒールズビル野生動物保護区　ML49ヒールズビル野生動物保護区　ML49ヒールズビル野生動物保護区　ML49 ② 5時間 $79.75 ($69.75)

Healesville Express

蒸気機関車パッフィング・ビリーと自然　ML51蒸気機関車パッフィング・ビリーと自然　ML51蒸気機関車パッフィング・ビリーと自然　ML51蒸気機関車パッフィング・ビリーと自然　ML51 ② 4時間 $69.75 ($59.75)

Countryside, Birds & Vintage Train

メルボルンメルボルンメルボルンメルボルン メルボルン市内観光とヤラ川クルーズ　ML52メルボルン市内観光とヤラ川クルーズ　ML52メルボルン市内観光とヤラ川クルーズ　ML52メルボルン市内観光とヤラ川クルーズ　ML52 ② 4時間 $75.75 ($65.75)

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナル

ボイジャー・オブ・ザ・シーズボイジャー・オブ・ザ・シーズボイジャー・オブ・ザ・シーズボイジャー・オブ・ザ・シーズ

タスマニアクルーズ 7泊8日(シドニー発着）タスマニアクルーズ 7泊8日(シドニー発着）タスマニアクルーズ 7泊8日(シドニー発着）タスマニアクルーズ 7泊8日(シドニー発着）

2015年11月28日 出航2015年11月28日 出航2015年11月28日 出航2015年11月28日 出航

　　　　



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

（オーストラリア）（オーストラリア）（オーストラリア）（オーストラリア） Melbourne City & River

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき） オーストラリアの野生動物　カンガルー＆コアラ　ML53オーストラリアの野生動物　カンガルー＆コアラ　ML53オーストラリアの野生動物　カンガルー＆コアラ　ML53オーストラリアの野生動物　カンガルー＆コアラ　ML53 ② 5時間 $135.75 ($135.75)

Kangaroos & Koalas

メルボルン ウォーキング・ツアー　ML56メルボルン ウォーキング・ツアー　ML56メルボルン ウォーキング・ツアー　ML56メルボルン ウォーキング・ツアー　ML56 ③ 4時間 $43.75 ($43.75)

Melbourne Walking Tour

グレート・オーシャン・ロード　12使徒観光　（昼食付）　ML83グレート・オーシャン・ロード　12使徒観光　（昼食付）　ML83グレート・オーシャン・ロード　12使徒観光　（昼食付）　ML83グレート・オーシャン・ロード　12使徒観光　（昼食付）　ML83 ② 9時間 $139.75 ($119.75)

The 12 Apostles Express

海岸のドライブ観光と海辺の町　ML84海岸のドライブ観光と海辺の町　ML84海岸のドライブ観光と海辺の町　ML84海岸のドライブ観光と海辺の町　ML84 ② 9時間 $139.75 ($119.75)

Coastal Sightseeing & Seaside Towns

ワラビーとワイン　（昼食付）（参加条件：18歳以上）　ML86ワラビーとワイン　（昼食付）（参加条件：18歳以上）　ML86ワラビーとワイン　（昼食付）（参加条件：18歳以上）　ML86ワラビーとワイン　（昼食付）（参加条件：18歳以上）　ML86 ② 6時間 $159.75 ($125.75)

Wallabies & Wine

ホバート（タスマニア）ホバート（タスマニア）ホバート（タスマニア）ホバート（タスマニア） ホバートハイライト観光　HB33ホバートハイライト観光　HB33ホバートハイライト観光　HB33ホバートハイライト観光　HB33 ① 3時間半 $49.75 ($39.75)

（オーストラリア）（オーストラリア）（オーストラリア）（オーストラリア） Hobart Highlights

ロイヤル・タスマン・ボタニックガーデンを訪れます。1818年にオープンした植物園で、面積

13.55ヘクタールと小規模ながら、タスマニア独特の植物が観賞でき、ハーブ園、バラ園、ス

イレンの池や日本庭園もあって、市民の憩いの場所になっています。ロスニーヒル展望台

に立ち寄り、ホバート市街とその周辺、ダーウェント川河口の眺望をお楽しみ頂き、続いて

ウェリントン山へ。ウェリントン山は標高1270ｍで、山頂からはタスマニア島南東岸の大パノ

ラマがご堪能いただけます。再びバスに乗り、車窓からかつての歴史ある倉庫群がお洒落

なブティックやカフェに生まれ変わったサラマンカ・プレイス、19世紀植民地時代の瀟洒な大

邸宅やコテージが立ち並ぶバッテリー・ポイントなどをご覧頂いて、埠頭に戻ります。

※約300mほど歩きます。歩行に支障のある方のご参加はおすすめできません。歩きやす

い靴、動きやすい服装でご参加ください。日焼け止め、帽子、サングラスをご持参ください。

混雑を避けるため、見学の順序が入れ替わる場合があります。

ホバート＆ポートアーサー観光と野生動物とのふれあい　HB36ホバート＆ポートアーサー観光と野生動物とのふれあい　HB36ホバート＆ポートアーサー観光と野生動物とのふれあい　HB36ホバート＆ポートアーサー観光と野生動物とのふれあい　HB36 ③ 8時間 $149.00 ($115.00)

Historic Hobart, Port Arthur & Wildlife

はじめにボノロング野生動物公園を訪れます。「ボノロング」とはアボリジニの言葉で「自然

の仲間」という意味ですが、ここは仲間からはぐれたり、傷ついたりした動物の保護施設

で、カンガルーやコアラ、ウォンバットをはじめタスマニアに棲息する野生動物を間近に観

察することができます。とりわけ、絶滅危惧種に指定されている世界最大の肉食有袋類の

タスマニアンデビルが観察できるのは大変貴重です。次に、監獄の町として有名なポート

アーサーを訪れます。1830年から77年まで使用され、当時約12000人が受刑していたと伝

えられています。入り江沿いに広がる敷地内に刑務所跡地があり、崩壊した建物と修復さ

れた建物が混在しています。病院、監獄、守衛所などをご覧いただきます。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。日焼け止め、帽子、サングラスをご持

参ください。ツアー中、芝生や舗装道路、階段など約2.4kmの徒歩見学を予定しておりま

す。歩行に支障のある方のご参加はお勧めできません。また、持病、既往症のある方はか

かりつけ医とご相談の上、お申し込みください。ポートアーサーまでの所要時間は片道約1

時間半です。ツアー料金に昼食代は含まれておりません。

流刑植民地ポートアーサー観光 HB37流刑植民地ポートアーサー観光 HB37流刑植民地ポートアーサー観光 HB37流刑植民地ポートアーサー観光 HB37 ③ 5時間 $99.00 ($75.00)

Port Arthur Express

ホバートから南東へ約100km、監獄の町として有名なポートアーサーを訪れます。世界史的

に重要な意義があるとして2010年に世界遺産に登録されました。ここの受刑地は1830年か

ら77年まで使用され、当時約12000人が受刑していたと伝えられています。入り江沿いに広

がる敷地内に刑務所跡地があり、崩壊した建物と修復された建物が混在しています。敷地

内を散策して、ヨーロッパの植民地としてのオーストラリアが辿らざるを得なかった暗い歴史

に思いを馳せましょう。受刑者によって建造された監獄、監視塔、教会等もご覧ください。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。日焼け止め、帽子、サングラスをご持

参ください。ツアー中、芝生や舗装道路、階段など約2.4kmの徒歩見学を予定しておりま

す。歩行に支障のある方のご参加はお勧めできません。当ツアーは体力に自信のある方

向けです。首、背中、ひざ、肩などに支障のある方、及び喘息、糖尿病、心臓病その他心臓

や呼吸器に持病のある方の参加はお勧めできません。お申し込みの際し、かかりつけ医と

ご相談ください。混雑回避のため、見学場所が前後する場合があります。ポートアーサーま

での所要時間は片道約1時間半です。



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ホバート（タスマニア）ホバート（タスマニア）ホバート（タスマニア）ホバート（タスマニア） 牡蠣とワイン HB42牡蠣とワイン HB42牡蠣とワイン HB42牡蠣とワイン HB42 ② 4時間 $89.75 ($69.75)

（オーストラリア）（オーストラリア）（オーストラリア）（オーストラリア） Oysters & Wine

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき）
タスマニアの豊かな自然にはぐくまれた牡蠣とワインをお楽しみ頂くツアーです。バリラ湾の

牡蠣養殖場を訪れます。収穫に至るまでの牡蠣の養殖過程をご覧いただいた後、試食の

お時間となります。続いて、バスで次の見学場所、メドウバンク・ワイナリーにお連れしま

す。到着まで、車窓からコール・リバー渓谷の美しい風景をお楽しみください。ワイナリー着

後、様々な種類のタスマニア・ワインを試飲していただきます。大自然の中で味わうワイン

は格別です。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。ツアー中、階段を含め約2.4kmの徒歩

見学を予定しております。牡蠣の養殖場では10段程度の階段があります。歩行に支障のあ

る方のご参加はお勧めできません。日焼け止め、帽子、サングラスをご持参ください。な

お、未成年の方はワインを試飲できません。

マス孵化場とマウント・フィールド国立公園　HB65マス孵化場とマウント・フィールド国立公園　HB65マス孵化場とマウント・フィールド国立公園　HB65マス孵化場とマウント・フィールド国立公園　HB65 ② 5時間 $99.75 ($79.75)

Tassie Trout & Mt. Field

ホバートからバスで一路マウント・フィールド国立公園へ。ユーカリの巨木と鬱蒼としたシダ

の森の中の遊歩道を、ラッセル・フォール滝まで歩きます。3段層の豪快な流れの滝を間近

にご覧ください。続いて、「サーモン・ポンド」と呼ばれる、創業150年の南半球で最も古い歴

史を誇るマスの孵化場を見学します。養殖中のマスをご覧いただいたあとは、併設のマス

釣りに関する博物館もご見学ください。リッチモンド市内を見学します。流刑地の名残をとど

める建造物がある一方、愛らしいショップやカフェが立ち並んでおり、散策が楽しい街です。

移動途中のバスの車窓からは、点在する集落や農場などタスマニアののどかな田園風景

をお楽しみください。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。日焼け止め、虫よけ、帽子、サングラ

スをご持参ください。

ホバート、リッチモンド観光とワイナリーツアー HB39ホバート、リッチモンド観光とワイナリーツアー HB39ホバート、リッチモンド観光とワイナリーツアー HB39ホバート、リッチモンド観光とワイナリーツアー HB39 ② 4時間 $79.75 ($69.75)

Historic Hobart, Countryside & Winery

リッチモンドとタスマニアンデビル　HB47リッチモンドとタスマニアンデビル　HB47リッチモンドとタスマニアンデビル　HB47リッチモンドとタスマニアンデビル　HB47 ② 4時間 $79.75 ($59.75)

Richmond and Tassie Devils

MONA博物館見学　HB66MONA博物館見学　HB66MONA博物館見学　HB66MONA博物館見学　HB66 ① 3時間 $79.75 ($59.75)

MONA Discovery

体力レベル

①  … 平坦な道や少し段差のある道を歩きます。

 ②　… 階段が数段あり、一部凸凹な道を歩きます。身体を動かしますので、体力のある方におすすめです。

 ③  … 階段や勾配のある道を広範囲にわたって歩いたり、登ったりします。激しい運動がありますので

体力に自信のある方におすすめします。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

株式会社ミキ・ツーリスト

2015/10/24 S.I.



※ ここにご紹介するツアーは、人気のあるコースを抜粋しております。一部、専門的な技術が必要なコース、
    体力がかなり要されるコースなどは記載しておりませんので、詳細は船内の英語のご案内をご参照ください。
※ ご予約は船内のショア・エクスカーションデスクで承ります。お支払はシーパスカードに加算されます。
※ ご予約後、参加チケットが各キャビンに配られます。同じコースでも複数の出発時間がある場合がございますので、
　　必ずご確認ください。集合場所、出発時間などはチケットをご確認ください。
※ お申し込み後のお取消は１００％の取消料が必要ですので、ご注意下さい。
※ コースの内容により、体力を要するものがございます。体調を考慮してお選びください。
※ 最少催行人数に満たない場合や天候不順など安全の為、ツアーが変更または中止される場合もございます。
※ お申し込みは先着順です。満席のためご希望のコースにご参加いただけない場合がございます。お早めにお申し込みください。
※ カッコ内の料金は子ども料金です。１２歳以下に適用になります。特に表示がない場合は、大人と同額です。
※ 諸条件により訪問場所の順番や訪問場所に変更がある場合があります。
※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。
※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。

　　　最新のコース内容（英語）、料金はホームページ　www.royalcaribbean.com のShore Excursionsでご確認いただけます。
　　　またお客様ご自身で事前予約も可能です。（英語の案内のみ、出航の5日前まで受付可能、クレジットカード払いのみ）

寄港地 ツアー名
体力

レベル
所要時間 料金 （子供）

ジュノー メンデンホール氷河とサーモン孵化場  JU01 ① 2時間半 $52.00 ($27.00)
(アラスカ） Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery

ドライバー・ガイドからジュノーのゴールドラッシュ時代の話を聞きながら、ジュノーの町
中を通って、サーモン孵化場へ。到着後、ガイドがサケの一生とサケの生産における孵
化場の役割を説明します。孵化場見学後、メンデンホール氷河へ向かいます。幅約
2.5kmを誇るメンデンホール氷河は、車両で行ける世界最大の氷河です。

パイロットがお勧めするグレイシャー探索（参加条件：体重113kg以下）  JU07 ① 2時間45分 $450.00 ($450.00)
"Pilot's Choice" Glacier Explorer

パイロット自らがガイドとして、ジュノーの大氷原や氷河のハイライトをご案内いたしま
す。おなじみのコースだけでなく、パイロットのおすすめスポットも訪れるため、貴重な体
験となるでしょう。ヘリコプターは2か所に着陸し、氷上を歩くこともできますので、より氷
河を身近に観光できます。コースは、天候や季節により、パイロットの判断で最適な場所
へご案内します。暖かい服装とサングラスをご用意ください。また、セキュリティーの関係
上、バッグはヘリコプターに持ち込めません。

ヘリコプターで行く氷河トレッキング（軽食付、参加条件：体重113kg以下、12歳以上）
JU09

③ 4時間15分 $429.00 ($429.00)

Helicopter Glacier Trek

めったに人間が立ち入らない氷河の上で約2時間のトレッキングを楽しみます。ヘリコプ
ターで移動し、ベテランガイドと共に山登りの装備を身につけて歩きます。用具の使い方
は説明します。上着を含め、山登り用の装備はすべて用意しますので、カメラだけお持ち
ください。このツアーは特にアクティブな内容で、3km以上歩きます。トレッキングの際の
リスクについては予めご了承の上お申し込みください。

メンデンホール氷河ラフティングツアー（軽食付、参加条件：体重19kg以上）　JU14 ① 3時間半 $143.00 ($99.00)
Mendenhall Glacier Float Trip

初心者も楽しめるラフティング遊びです。壮大な氷河が溶けてできたメンデンホール湖ま
ではバスで行きます。岸でポンチョ、ライフジャケットを着用します。最大12人乗りのボー
トにガイドと共に乗り込み、そびえたつ氷壁、豊かな自然、ワイルドライフを眺めながらの
急流下りをお楽しみください。終了後、軽食を召し上がっていただきます。替えの靴下を
お持ちください。ラフティングの際のリスクについては予めご了承の上お申し込みくださ
い。

ゴールドクリーク サーモン･ベイク（食事付）  JU25 ① 1時間半 $47.00 ($30.00)
Gold Creek Salmon Bake

川沿いの豊かな雨林の中、半透明のドーム内で、ライブミュージックの演奏を聞きなが
ら、アラスカ名物のサーモンをお召し上がりください。他にチキン、ベイクドビーンズ、ピラ
フ、ポテト、サラダに、デザートやお飲み物もご用意しております。食後には、たき火で焼
いたマシュマロもお試しください。また、サーモンクリークの滝までの散策、鉱山跡の見
学、砂金採りなどもお楽しみいただけます。お帰りはシャトルバスが定期的に運行してい
ますので、心ゆくまでお過ごしください。真のアラスカ料理とも言えるサーモン・ベイクは、
開拓者たちの歴史を感じさせてくれるでしょう。

タク自然観察ロッジと5つの氷河空の旅（食事付）　JU04 ① 3時間半 $319.00 ($275.00)
Taku Lodge Feast & 5 Glacier Seaplane
水上飛行機による5つの氷河遊覧  JU05 ① 1時間15分 $219.00 ($219.00)
5-Glacier Seaplane Exploration
ヘリコプターで行くメンデンホール氷河歩き（参加条件：体重113kg以下）　JU06 ① 2時間15分 $314.00 ($314.00)
Mendenhall Glacier by Helicopter & Guided Walk
水上飛行機で行くフライフィッシング（軽食付、参加条件：8歳以上）　JU12 ② 5時間半 $440.00 ($440.00)
Fly-Out Fly Fishing
シーカヤック体験ツアー（軽食付、参加条件：体重19kg以上113kg以下）　JU16 ③ 3時間半 $109.00 ($73.00)
Glacier View Sea Kayaking
ホエール・ウォッチングとサーモン・ベイク（昼食付）　JU18 ① 5時間 $175.00 ($119.00)
Whale Quest & Orca Point Lodge
砂金採り体験ツアー　JU22 ① 1時間半 $63.00 ($40.00)
Historic Gold Mining & Panning Adventure

　

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル
ラプソディ・オブ・ザ・シーズ　

アラスカクルーズ 7泊8日(シアトル発着）

2013年5月31日出航



寄港地 ツアー名
体力

レベル
所要時間 料金 （子供）

ジュノー ロバート山トラムウェイ  JU26 ① 各自自由 $31.00 ($15.50)
(つづき） Mount Roberts Tramway

サーモン・スポーツフィッシング（軽食付）　JU27 ① 5時間 $224.00 ($224.00)
Salmon Sportfishing Adventure
メンデンホール氷河とサーモン・ベイク（昼食付）　JU33 ① 3時間半 $84.00 ($57.00)
Mendenhall Glacier & Salmon Bake
ホエール・ウォッチング＆野生動物探索（軽食付）　JU39 ① 4時間 $145.00 ($84.00)
Whale Watching & Wildlife Quest
メンデンホール氷河とホエール・ウォッチング（軽食付）　JU40 ① 5時間15分 $170.00 ($99.00)
Mendenhall Glacier, Whale Watching & Wildlife Quest
ホエール・ウォッチング、サーモン・ベイクとメンデンホール氷河（昼食付）　JU42 ① 6時間15分 $207.00 ($134.00)
Whale Quest, Orca Point Lodge & Mendenhall Glacier

スキャグウェイ ホワイトパスとユーコン鉄道ツアー　SK01 ① 3時間15分 $120.00 ($60.00)
(アラスカ） White Pass Scenic Railway

ホワイトパス・ユーコン鉄道の観光なくしてアラスカは語れないでしょう。かつてクロンダイ
ク山のゴールドラッシュ時代に敷設された路線が113年後の今も使用されています。年
代物の列車に乗って、崖すれすれの鉄道をアラスカの大自然の中を通りぬけます。「花
嫁のベール」の滝や「死馬の谷 」など、険しい山々の中に美しい景色が次々と現れま
す。標高約870mのホワイトパス頂上に到着後、列車は逆戻りします。

サーモン・ベイクとゴールドラッシュ・トレイル・キャンプ（食事付）　SK05 ① 2時間 $60.00 ($40.00)
Liarsville Gold Rush Trail Camp & Salmon Bake

ホワイトパスのふもとに位置するライアーズヴィル・ゴールドラッシュ・トレイル・キャンプ
にて、本場のサーモンのグリルを屋外で心ゆくまでお召し上がりください。他に、チキン、
パスタ、豆料理、サラダ、コーヒーやレモネード、デザートなどを用意しております。食後
は、キャンプ内の滝やゴールドラッシュ時代の様子を伝える展示をご覧ください。また、
砂金採りにも挑戦していただけます。

ホワイトパス・ユーコン鉄道＆トレイルキャンプ・アドベンチャー（軽食付）  SK12 ① 4時間45分 $169.00 ($90.00)
White Pass Railway & Trail Camp Adventure 

このコンビネーションツアーでは、行きは標高約870mのホワイトパス頂上の先までホワ
イトパス・ユーコン鉄道で行き、帰りはクロンダイク・ハイウェイをバスにて戻ります。100
年以上前に敷設された鉄道を走る列車から見える峻険な渓谷などの景色はスリル満点
です。ホワイトパス頂上の向こう側、カナダ国内のフレイザーにて下車します。クロンダイ
ク・ハイウェイからはトーメンテッド峡谷、ピッチフォークの滝などをご覧いただきます。途
中、ライアーズヴィル・ゴールドラッシュ・トレイル・キャンプに寄り、歌やダンスをご覧いた
だきながら、ホットサイダーとクッキーを召し上がっていただきます。その後、砂金採りを
体験していただきます。船に戻る途中、希望者はスキャグウェイのダウンタウンにて下車
が可能です。カナダに入国するため、パスポート・ビザをお持ちください。観光順序が変
更となる場合があります。

ストリートカーで行くスキャグウェイ観光　SK14 ① 1時間半 $42.00 ($22.00)
Skagway Street Car City Tour

ゴールドラッシュ当時の服装をまとったガイドと共に黄色いビンテージ・バスに乗って市内
観光をお楽しみいただきます。1920年代のスキャグウェイの町の雰囲気に触れることが
出来るでしょう。ウォーターフロント地区、国立歴史公園地区、スキャグウェイの町と氷河
を見渡せる高台、ゴールドラッシュ・セメタリー、花園で有名な居住区などを訪れます。

クロンダイクの頂上ドライブ　SK17 ① 1時間半 $39.00 ($19.00)
To The Summit ! 

1898年に黄金を求める人々によって切り開かれたルートを、海抜0ｍからクロンダイク・
ハイウェイの頂点まで標高1000m以上をのぼります。「死馬の谷 」と呼ばれる崖すれす
れの道や、ホワイトパス・ユーコン鉄道、ピッチフォークの滝、ムーアブリッジ、氷河や山
の頂を眺めます。頂上のカナダ・アメリカ国境まで登った後、スキャグウェイに戻ります。
カナダに入国しますので、パスポート・ビザをお持ちください。

乗馬体験（軽食付、参加条件：身長148cm以上、体重113kg以下）　SK02 ③ 3時間半 $163.00 ($163.00)
Horseback Riding Adventure
ユーコン ジープ・アドベンチャー（軽食付、参加条件：5歳以上）　SK07 ② 5時間 $159.00 ($105.00)
Yukon Jeep Adventure
犬ぞり体験と氷河ヘリ観光（参加条件：体重113kg以下）　SK10 ① 2時間 $510.00 ($510.00)
Dog Sledding & Glacier Flightseeing by Helicopter

クロンダイク・サイクリングツアー
（参加条件：身長137cm以上、体重136kg以下、13歳以上）　SK20

③ 2時間半 $95.00 ($95.00)

Klondike Bicycle Tour
アラスカ リバー・アドベンチャー（昼食付）　SK21 ② 6時間半 $199.00 ($139.00)
Alaska Wilderness River Adventure

氷河と大自然サファリ（昼食付、参加条件：体重23kg以上158kg以下、7歳以上）
SK22

② 6時間半 $237.00 ($237.00)

Glacier Point Wilderness Safari
犬ぞりの村を訪ねて　SK36 ② 3時間15分 $132.00 ($132.00)
Musher's Camp &  Sled Dog Experience  
クロンダイク頂上とスキャグウェイ市内観光　SK43 ① 2時間半 $45.00 ($29.00)
Klondike Summit & Historic City Tour
ホワイトパス・ユーコン鉄道とスキャグウェイ市内観光　SK49 ① 4時間半 $150.00 ($81.00)
White Pass Railway & Historic City Highlights
ヘリコプターで行く氷河観光（参加条件：体重113kg以下）　SK50 ① 2時間 $330.00 ($330.00)
Glacier Discovery by Helicopter  
クロンダイク砂金採り体験　SK56 ① 2時間半 $49.00 ($40.00)
Klondike Gold Fields - Gold Dredge & Panning
クロンダイク頂上、ユーコン吊り橋と砂金採り体験　SK58 ① 4時間半 $103.00 ($60.00)
Klondike Summit, Yukon Suspension Bridge & Gold Secrets



寄港地 ツアー名
体力

レベル
所要時間 料金 （子供）

ビクトリア ブッチャート・ガーデンとバタフライ・ガーデン  VI01 ② 4時間 $94.00 ($59.00)
（カナダ） Butchart & Butterfly Gardens

ナレーション付きのバスでビクトリア市内とサーニッチ半島を走り、まずは世界的に有名
なブｯチャート・ガーデンを訪れます。55エーカーにもおよぶ広大な敷地内は、花々と珍し
い植物、遊歩道や泉などが素晴らしい景色を作っています。日本庭園、イタリア庭園、
ローズ・ガーデン、サンクン・ガーデンなどの見どころを約1時間45分自由にお楽しみくだ
さい。次に訪れるバタフライ・ガーデンでは、豊かな緑がある園内を蝶が自由に飛ぶ姿を
ご覧いただけます。

ホエール・ウォッチング  VI07 ① 3時間半 $109.00 ($85.00)
Whale Watching Tour

ビクトリア近辺の水域は野生生物の宝庫です。 ここではシャチ、ザトウクジラ、イルカ、ゾ
ウアザラシ、ワシをはじめ、さまざまな野生動物が生息しています。野生動物の生態に
詳しい専門家の説明を聞きながら、高速船で海上を移動します。デッキでシャッターチャ
ンスを待つのも良し、暖房のきいた屋内で快適に過ごすのも良し。高い確率で様々な動
物をご覧いただけますが、自然界に生息する野生動物のため、必ず見られる保証はあ
りませんので、予めご了承ください。

ビクトリア パノラマ観光とクレイダーロック城　　VI18 ② 2時間半 $49.00 ($27.00)
Scenic Victoria with Craigdarroch Castle

まずは、ブリティッシュ・コロンビア州都、ビクトリアの見どころを巡ります。埠頭から市の
中心部へ移動し、州議事堂、有名なフェアモント・エンプレス・ホテル、ロイヤル・ブリ
ティッシュ・コロンビア博物館などの建造物をご覧いただきます。大道芸人や果物商など
で賑わう活気に満ちたビクトリアの街をお楽しみください。続いて、クレイダーロック城へ
移動します。クレイダーロック城は、1887年から1889年にかけて実業家ロバート・ダンズ
ミュアが建てた、39部屋、6000平米の豪邸です。1900年代には、病院や大学としても利
用されていました。当時をしのぶことができる豪邸内の貴重なステンドグラスの装飾やア
ンティーク家具などは見応えがあります。約1時間の自由時間をお楽しみください。見学
終了後、「ガーデン・シティ」と呼ばれる所以でもある美しい庭園を持つ高級住宅街地区
を経由し、カナダ西部の美しい沿岸部と山々の景色を眺めながら船に戻ります。

※歩きやすい靴でご参加ください。クレイダーロック城は、全体で89段の階段がありま
す。

クレイダーロック城とブッチャート・ガーデン　VI33 ② 4時間15分 $123.00 ($83.00)
Craigdarroch Castle & Butchart Garden

まずは、世界的にも有名なブッチャート・ガーデンを訪れます。55エーカーにもおよぶ広
大な敷地内は、花々と珍しい植物、遊歩道や泉などが素晴らしい景色を作っています。
サンクン・ガーデン、日本庭園、イタリア庭園、ローズ・ガーデンなどの見どころをお楽し
みください。約1時間半の滞在を予定しています。次に、クレイダーロック城へ移動しま
す。クレイダーロック城は1887年から1889年にかけて実業家ロバート・ダンズミュアが建
てた、39部屋、6000平米の豪邸です。1900年台初頭には、病院や大学としても利用され
ていました。当時をしのぶことができる豪邸内の貴重なステンドグラスの装飾やアン
ティーク家具などは見応えがあります。お帰りの際にはチャイナタウン、州議事堂やエン
プレスホテルなどを車窓よりご覧いただけます。

※歩きやすい靴でご参加ください。クレイダーロック城は、全体で89段の階段がありま
す。

馬車に乗ってビクトリア観光（参加条件：体重158kg以下）　VI04 ① 1時間 $49.00 ($36.00)
Victoria By Horse Drawn Trolley
バスでの自由市内観光　VI30 ① 1時間 $39.00 ($19.00)
Victoria Hop-On Hop-Off
魅惑のブッチャート・ガーデン　VI31 ② 3時間半 $64.00 ($34.00)
Enchanting Butchart Gardens
ビクトリア市内観光　VI38 ① 2時間 $33.00 ($20.00)
Scenic Victoria City Tour 
ワイン＆スピリット テイスティングツアー（軽食付、参加条件：19歳以上）　VI40 ① 4時間15分 $125.00 ($125.00)
Great Fermentations! Wine & Distillery Tour
ジップライン（軽食付、参加条件：体重30kg以上122kg以下、5歳以上）　VI45 ③ 4時間半 $125.00 ($109.00)
Zipline Adventure Tour
ビクトリア湾クルーズと海洋生物（軽食付）　VI50 ① 2時間15分 $94.00 ($76.00)
Victoria Inner Harbor Cruise & Sealife Discovery

フェアモント・エンプレスホテルでのティータイムとブッチャート・ガーデン（昼食付）
VI52

② 4時間半 $167.00 ($89.00)

Empress Tea & Butchart Gardens
水陸両用車Hippoで巡るビクトリア　VI60 ① 1時間半 $47.00 ($29.00)
Victoria Amphibious Hippo Tour

体力レベル
 ①  … 平坦な道や少し段差のある道を歩きます。
 ②　… 階段が数段あり、一部凸凹な道を歩きます。身体を動かしますので、体力のある方におすすめです。
 ③  … 階段や勾配のある道を広範囲にわたって歩いたり、登ったりします。激しい運動がありますので

体力に自信のある方におすすめします。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル日本総代理店
株式会社ミキ・ツーリスト
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※ ここにご紹介するツアーは、人気のあるコースを抜粋しております。一部、専門的な技術が必要なコース、

    体力がかなり要されるコースなどは記載しておりませんので、詳細は船内の英語のご案内をご参照ください。

※ ご予約は船内のショア・エクスカーションデスクで承ります。お支払はシーパスカードに加算されます。

※ ご予約後、参加チケットが各キャビンに配られます。同じコースでも複数の出発時間がある場合がございますので、

　　必ずご確認ください。集合場所、出発時間などはチケットをご確認ください。

※ お申し込み後のお取消は１００％の取消料が必要ですので、ご注意下さい。

※ コースの内容により、体力を要するものがございます。体調を考慮してお選びください。

※ 最少催行人数に満たさない場合や天候不順など安全の為、ツアーが変更または中止される場合もございます。

※ お申し込みは先着順です。満席のためご希望のコースにご参加いただけない場合がございます。お早めにお申し込みください。

※ カッコ内の料金は子ども料金です。１２歳以下に適用になります。特に表示がない場合は、大人と同額です。

※ 諸条件により訪問場所の順番や訪問場所に変更がある場合があります。

※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。

※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。

　　　最新のコース内容（英語）、料金はホームページ　www.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.com    のShore Excursionsでご確認いただけます。

　　　またお客様ご自身で事前予約も可能です。（英語の案内のみ、出航の5日前まで受付可能、クレジットカード払いのみ）

重要事項ですので、必ずお読みください。重要事項ですので、必ずお読みください。重要事項ですので、必ずお読みください。重要事項ですので、必ずお読みください。

ダニーデン（ニュージーランド）ダニーデン（ニュージーランド）ダニーデン（ニュージーランド）ダニーデン（ニュージーランド）

※　日曜日、祝日にあたる日は、見学場所が一部入れ替わることがあります。最新情報は船内でご案内いたします。

寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ミルフォード・サウンドミルフォード・サウンドミルフォード・サウンドミルフォード・サウンド

クイーンズタウン1泊ツアー（ミルフォードサウンド～ダニーデン、食事付）クイーンズタウン1泊ツアー（ミルフォードサウンド～ダニーデン、食事付）クイーンズタウン1泊ツアー（ミルフォードサウンド～ダニーデン、食事付）クイーンズタウン1泊ツアー（ミルフォードサウンド～ダニーデン、食事付）

（二人部屋利用）　MS06（二人部屋利用）　MS06（二人部屋利用）　MS06（二人部屋利用）　MS06

② 1日+12時間 $599.00 ($599.00)

(ニュージーランド）(ニュージーランド）(ニュージーランド）(ニュージーランド） Queenstown Overnight - Milford Sound / Dunedin  (Double Occupancy)

<1日目>（ミルフォード・サウンド～クイーンズタウン）　ツアーは世界屈指の景勝地ミル

フォード・サウンドから始まります。ミルフォード・サウンドはニュージーランド最古の国立

公園のフィヨルドランド国立公園に属し、世界遺産登録地区の一部にもなっています。

川、湖、急峻な山々と渓谷とが織りなす壮観な風景をご堪能ください。湖畔のリゾート、

テ・アナウで休憩と昼食をお取りいただいたあと、一路クイーンズタウンへ。ホテルに

チェックインした後は夕食までショッピングや散策など各自自由にお過ごしください。夕

刻、クラシックな蒸気船に乗船し、ワカティプ湖クルーズをお楽しみいただきます。ウォル

ター・ピーク・ハイ・カントリー・ファームにて牧羊犬のパフォーマンスを鑑賞しながらの夕

食となります。終了後、再び蒸気船でホテル近くの船着き場に戻ります。

<2日目>（クイーンズタウン～ダニーデン）朝食後、かつて金の採掘場として賑わいを見

せたアロー川岸の町アロータウンを見学します。歴史的建造物、ギャラリー、ショップ等

が立ち並ぶチャーミングな街を散策すれば、まるで19世紀にタイムスリップしたかのよう

に感じられることでしょう。続いて、センテニアル・ミュージアムでマオリ文化と金の採掘、

ヨーロッパ人の入植に関する展示をご覧いただきます。　バンジージャンプ発祥の地、カ

ワラウ・サスペンション・ブリッジという吊り橋に写真撮影のために停車します。吊り橋の

あるカワラウ渓谷はホワイトウォーターラフティングで人気のスポットですが、「ロード・オ

ブ・ザ・リング」の映画のロケ地としても有名です。世界最南端のワイナリー、ギブストン・

バレー・ワイナリーに立ち寄ります。地下にある洞窟がワインセラーとなっていることでも

広く知られています。ここで産する「オタゴ・ワイン」の試飲をお楽しみください。ビクトリア

朝の町クライドで昼食をお召し上がりいただいた後、クルーズ船の待つダニーデンまでド

ライブ観光します。

※朝夕は日中との気温差が激しいので、セーターまたはジャケットをご持参下さい。

※つま先の覆われた歩きやすい靴でご参加ください。タンクトップ、短パン等肩やひざが

露出した服装は不可となっております。タオル、日焼け止め、虫よけ、帽子、サングラス

をご持参ください。健康に不安のある方、既往症のある方はツアー内容をご検討の上、

お申し込みください。歩行に支障のある方のご参加はお勧めできません。乗り物酔いを

しやすい方は酔い止めの薬をご持参ください。

クイーンズタウン1泊ツアー（ミルフォードサウンド～ダニーデン、食事付）クイーンズタウン1泊ツアー（ミルフォードサウンド～ダニーデン、食事付）クイーンズタウン1泊ツアー（ミルフォードサウンド～ダニーデン、食事付）クイーンズタウン1泊ツアー（ミルフォードサウンド～ダニーデン、食事付）

（一人部屋利用）　MS07（一人部屋利用）　MS07（一人部屋利用）　MS07（一人部屋利用）　MS07

② 1日+12時間 $725.75 ($725.75)

Queenstown Overnight - Dunedin / Milford Sound (Single Occupancy)

ツアーの内容は上記〈MS06MS06MS06MS06〉と同じです。ホテルのお部屋は一人部屋利用となります。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナル

エクスプローラー・オブ・ザ・シーズエクスプローラー・オブ・ザ・シーズエクスプローラー・オブ・ザ・シーズエクスプローラー・オブ・ザ・シーズ

ニュージーランド周遊クルーズ 11泊12日(シドニー発着）ニュージーランド周遊クルーズ 11泊12日(シドニー発着）ニュージーランド周遊クルーズ 11泊12日(シドニー発着）ニュージーランド周遊クルーズ 11泊12日(シドニー発着）

2016年3月6日 出航2016年3月6日 出航2016年3月6日 出航2016年3月6日 出航

　　　　



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ダニーデンダニーデンダニーデンダニーデン ダニーデン ハイライト観光　DD15ダニーデン ハイライト観光　DD15ダニーデン ハイライト観光　DD15ダニーデン ハイライト観光　DD15 ② 4時間半 $89.75 ($69.75)

（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド） Dunedin Highlights

ダニーデンで必見の歴史史跡と文化施設を見学します。オタゴ湾沿いにバスを走らせ、

車窓からビクトリア朝の美しい建築物の建ち並ぶ景色を楽しみながらダニーデン市内

へ。オタゴ博物館を訪ね、ガイドの案内でマオリと南太平洋の工芸品の展示をご覧いた

だきます。次に、20世紀初頭に建てられた広大で重厚なジャコビアン様式の屋敷、オル

ヴェストン邸を訪れます。35部屋を持つこの優雅な大邸宅は、東アジアから集められた

装飾品とガラス張りのガレージに展示されているクラシックカーが有名です。ダニーデン

植物園でバラ、ハーブや水生園などを観賞します。創立150年を誇るダニーデン必見の

観光施設です。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、虫よけ、サング

ラスをご持参ください。ツアー中、全体で0.6kmほど歩きます。オルベストン・ハウスには

25段程度の階段があります。ツアーの性質上、歩行に支障のある方の参加はご遠慮く

ださい。

ダニーデン市内観光とタイエリ峡谷観光列車（昼食付）　DD20ダニーデン市内観光とタイエリ峡谷観光列車（昼食付）　DD20ダニーデン市内観光とタイエリ峡谷観光列車（昼食付）　DD20ダニーデン市内観光とタイエリ峡谷観光列車（昼食付）　DD20 ② 7時間半 $245.00 ($195.00)

Dunedin City Tour and Taieri Gorge Train

ダニーデンで年代物の観光列車に乗り、車窓からニュージーランドで最も起伏の激しい

タイエリ峡谷までの豪快な景色をお楽しみいただきます。マオリの言葉で「天上の丘」を

意味するプケランギとよばれる丘陵地帯で写真撮影のための休憩時間をお取りします。

昼食は車内でお召し上がりいただきます。列車でダニーデン駅まで戻り、その後バスに

乗り換えて、「南半球のエジンバラ」と呼ばれるダニーデンの市内観光となります。マオリ

と南太平洋の工芸品の展示が充実しているオタゴ博物館、続いて、ダニーデン植物園を

見学します。市の商業地区の中心オクタゴン（八角形の広場）をご覧いただいて、ツアー

は終了です。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラスをご

持参ください。

8輪駆動車で観察するオタゴの野生生物　DD238輪駆動車で観察するオタゴの野生生物　DD238輪駆動車で観察するオタゴの野生生物　DD238輪駆動車で観察するオタゴの野生生物　DD23 ② 4時間 $145.75 ($99.75)

Otago's Wild Wonders (8X8)

スリル満点の8輪駆動の水陸両用車に乗って、約1時間のオタゴ半島のオフロード・アド

ベンチャーをお楽しみいただくツアーです。車窓から美しい港の風景をお楽しみいただき

ながら丘陵地帯を経て、タイアロア・ヘッド岬へと向かいます。岬周辺はヨーロッパ人の

入植以前は先住民マオリの防衛用の隠れ処でしたが、現在は野生生物の宝庫として広

く知られています。沖合の岩かげにニュージーランドオットセイを姿を探したり、キンメペ

ンギン、ウミウの繁殖コロニーを訪れるなど、野生動物の観察をお楽しみください。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラスをご

持参ください。ツアーの性質上、歩行に支障のある方の参加はご遠慮ください。

ダニーデン　パノラマ観光　DD60ダニーデン　パノラマ観光　DD60ダニーデン　パノラマ観光　DD60ダニーデン　パノラマ観光　DD60 ① 3時間半 $62.75 ($45.75)

Dunedin Panorama

ニュージーランド屈指の人気都市ダニーデンの見どころをコンパクトに見学するツアーで

す。ダニーデン鉄道駅を訪れます。黒色の玄武岩と白色の石灰岩とで建てられた重厚

で風格ある外観は街のランドマーク的存在で、幾度かの修復を経て、100年以上にわた

り美しさが保持されています。ホールの床に敷き詰められた英国王室御用達のロイヤ

ル・ダルトン製の磁器タイル75万枚もお見逃しなく。1863年創立のダニーデン植物園を

訪ねます。園内はバラ、ハーブや水生園などテーマごとに分かれております。散策をお

楽しみください。最大勾配35％で「世界一急な通り」として知られるボールドウィン通りを

見学します。ニュージーランドで最も古い歴史を持つオタゴ大学、ダニーデン裁判所、ダ

ニーデン最古の教会、商業地区、高級住宅街等もご覧いただきます。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラスをご

持参ください。

オタゴ湾ワイルドライフ・クルーズ　DD18オタゴ湾ワイルドライフ・クルーズ　DD18オタゴ湾ワイルドライフ・クルーズ　DD18オタゴ湾ワイルドライフ・クルーズ　DD18 ① 2時間半 $109.75 ($89.75)

Otago Harbor Wildlife Cruise

タイエリ峡谷観光列車ツアー　DD19タイエリ峡谷観光列車ツアー　DD19タイエリ峡谷観光列車ツアー　DD19タイエリ峡谷観光列車ツアー　DD19 ① 6時間 $215.00 ($165.00)

Excursion on Taieri Gorge Train

ラーナック城見学とタイエリ渓谷観光列車　（昼食付）　DD47ラーナック城見学とタイエリ渓谷観光列車　（昼食付）　DD47ラーナック城見学とタイエリ渓谷観光列車　（昼食付）　DD47ラーナック城見学とタイエリ渓谷観光列車　（昼食付）　DD47 ② 8時間半 $265.00 ($205.00)

Larnach Castle Experience and Taieri Gorge Train

オタゴ半島野生動物のコロニー　（昼食付）　DD48オタゴ半島野生動物のコロニー　（昼食付）　DD48オタゴ半島野生動物のコロニー　（昼食付）　DD48オタゴ半島野生動物のコロニー　（昼食付）　DD48 ② 8時間 $225.75 ($185.75)

Royal Otago Tour

ポート・チャーマーズのポート・チャーマーズのポート・チャーマーズのポート・チャーマーズのパブ巡り　（参加条件：18歳以上）　DD65パブ巡り　（参加条件：18歳以上）　DD65パブ巡り　（参加条件：18歳以上）　DD65パブ巡り　（参加条件：18歳以上）　DD65 ② 3時間半 $99.75 ($99.75)

Historic Pubs of Port Chalmers

ラーナック城、ビール醸造所見学とスコットランド文化体験　DD68ラーナック城、ビール醸造所見学とスコットランド文化体験　DD68ラーナック城、ビール醸造所見学とスコットランド文化体験　DD68ラーナック城、ビール醸造所見学とスコットランド文化体験　DD68 ② 6時間半 $199.00 ($165.00)

Scottish Experience, Castle & Brewery 

ダニーデンのパノラマ観光とオタゴペンギンの観察　DD69ダニーデンのパノラマ観光とオタゴペンギンの観察　DD69ダニーデンのパノラマ観光とオタゴペンギンの観察　DD69ダニーデンのパノラマ観光とオタゴペンギンの観察　DD69 ② 5時間半 $119.75 ($99.75)

Otago Penguin and Dunedin Panorama Experience

ダニーデンのパノラマ観光とスペイツのビール醸造所見学　DD70ダニーデンのパノラマ観光とスペイツのビール醸造所見学　DD70ダニーデンのパノラマ観光とスペイツのビール醸造所見学　DD70ダニーデンのパノラマ観光とスペイツのビール醸造所見学　DD70 ② 4時間 $69.75 ($55.75)

Speights Brewery and Dunedin Panorama Tour



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ウェリントンウェリントンウェリントンウェリントン 文化都市ウェリントンの観光　WL32文化都市ウェリントンの観光　WL32文化都市ウェリントンの観光　WL32文化都市ウェリントンの観光　WL32 ② 4時間 $79.75 ($59.75)

（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド） Cultural Wellington

ウェリントンの文化施設を見学するツアーです。ウェリントン生まれのニュージーランドを

代表する女流作家キャサリン・マンスフィールドの生家を訪ねます。10代後半まで暮らし

た家自体が記念館となっており、美しく修復され、19世紀の中流階級の生活を知る上で

も非常に重要です。家の様子は作品の中にも描かれています。ウォーターフロント地区

に建つ「テ・パパ」として知られる国立博物館を訪れます。自然環境、歴史、先住民マオ

リの文化、現代美術等幅広い分野の展示が充実しています。セント・ポール大聖堂を見

学します。1866年に石材で建立されましたが、後にニュージーランド原産の木材で建て

替えられ、今もゴシック建築の荘厳さで人々を魅了しています。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラスをご

持参ください。ツアーでの歩行距離は約1.6kmです。キャサリン・マンスフィールドの生家

には約25段の階段があります。歩行に支障のある方、既往症のある方はツアー内容を

ご検討の上、お申し込みください。

ウェリントンゆったり観光　WL37ウェリントンゆったり観光　WL37ウェリントンゆったり観光　WL37ウェリントンゆったり観光　WL37 ② 3時間半 $65.75 ($49.75)

Wellington At Ease

ニュージーランドの首都ウェリントンのダイナミックなパノラマ風景と美しい庭園の散策を

お楽しみいただくツアーです。港を出発し、ビクトリア山頂を訪れます。眼下には、ウェリ

ントン市内、港はもとより、タスマン海、太平洋の大パノラマをご覧いただけます。ウェリ

ントン植物園を見学します。市内を見下ろす高台にあって眺望も良く、広大な敷地内に

はテーマ庭園やオブジェがあって、訪れる人々を様々な観点から楽しませてくれます。

紅茶の用意もしておりますので、くつろいでお過ごしください。ウォーターフロント地区で

ウェリントン街と海の博物館を見学します。海洋関連、ウェリントンの歴史、先住民マオリ

に関する展示等をご覧いただきます。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、虫よけ、サング

ラスをご持参ください。ツアー中の歩行距離は約0.7kmです。

ジーランディア野生生物保護区とケーブルカー乗車　WL43ジーランディア野生生物保護区とケーブルカー乗車　WL43ジーランディア野生生物保護区とケーブルカー乗車　WL43ジーランディア野生生物保護区とケーブルカー乗車　WL43 ② 4時間 $99.75 ($69.75)

Zealandia Sanctuary & Cable Car Experience

市の中心部から車で約10分、ジーランディアはニュージーランド固有の野生生物の保護

を目的とした施設です。フェンスで囲まれた広大な敷地内に、鳥や昆虫、爬虫類をはじ

めとする希少種の野生動物が飼育されています。遊歩道が整備されていますので、専

門のスタッフの案内に従って園内を見学していただきます。次に、ケーブルカーを利用し

て、ウェリントン郊外のケルバーンの丘を登ります。頂上駅周辺には、ウェリントン植物

園をはじめ、ギャラリー、工芸品のショップ、ブティック、カフェ、レストラン等様々な施設

があり、観光客や地元の人々で賑わっています。街と港の眺望も抜群ですので、各自自

由に散策をお楽しみください。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラスをご

持参ください。ツアー中約1.2kmほど歩きます。一部、舗装されていない道や高低差のあ

る場所、15段程度の階段があります。ツアーの性質上、歩行に支障のある方の参加は

ご遠慮ください。

ウェリントン　グルメ徒歩観光（昼食付）　WL15ウェリントン　グルメ徒歩観光（昼食付）　WL15ウェリントン　グルメ徒歩観光（昼食付）　WL15ウェリントン　グルメ徒歩観光（昼食付）　WL15 ② 4時間半 $249.75 ($249.75)

Wellington Gourmet Walking

ウェリントン市内と郊外　（昼食付）　WL33ウェリントン市内と郊外　（昼食付）　WL33ウェリントン市内と郊外　（昼食付）　WL33ウェリントン市内と郊外　（昼食付）　WL33 ② 8時間 $145.75 ($99.75)

Wellington Town and Country

ウェリントン市内とシップレック海岸を周る　WL35ウェリントン市内とシップレック海岸を周る　WL35ウェリントン市内とシップレック海岸を周る　WL35ウェリントン市内とシップレック海岸を周る　WL35 ① 4時間45分 $79.75 ($59.75)

Wellington City and Shipwreck Coast

4WDで行くアザラシ見学ツアー　WL414WDで行くアザラシ見学ツアー　WL414WDで行くアザラシ見学ツアー　WL414WDで行くアザラシ見学ツアー　WL41 ② 3時間半 $152.75 ($112.75)

Seal Coast Safari 4WD Tour

ウェリントン　パノラマ観光　WL49ウェリントン　パノラマ観光　WL49ウェリントン　パノラマ観光　WL49ウェリントン　パノラマ観光　WL49 ① 3時間半 $55.75 ($55.75)

Wellington Panorama

「ロード・オブ・ザ・リング」の世界　-　ウェタ・ケーブとサウスコースト　WL50「ロード・オブ・ザ・リング」の世界　-　ウェタ・ケーブとサウスコースト　WL50「ロード・オブ・ザ・リング」の世界　-　ウェタ・ケーブとサウスコースト　WL50「ロード・オブ・ザ・リング」の世界　-　ウェタ・ケーブとサウスコースト　WL50 ② 3時間半 $115.75 ($115.75)

Lord of the Rings -Weta Cave and South Coast Tour

アザラシのコロニーと農場見学　WL54アザラシのコロニーと農場見学　WL54アザラシのコロニーと農場見学　WL54アザラシのコロニーと農場見学　WL54 ① 3時間 $139.75 ($119.75)

Wild Wellington Seal Colony and Farm Tour



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

タウランガタウランガタウランガタウランガ ロトルア観光とマオリ文化体験（昼食付）　TR09ロトルア観光とマオリ文化体験（昼食付）　TR09ロトルア観光とマオリ文化体験（昼食付）　TR09ロトルア観光とマオリ文化体験（昼食付）　TR09 ② 9時間 $269.75 ($219.75)

（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド） Rotorua Wonderland and Maori Experience

ロトルア周辺でニュージーランドの自然美と野生美、そして先住民のマオリ文化を体感し

ていただきます。車窓から美しい牧場と森の風景をご覧いただきながら、地熱地帯の温

泉の町ロトルアへ。原生林の中の清流や水場にニュージーランド固有の動植物が生息

する自然公園、レインボー・スプリングスを訪れます。ニュージーランド固有の鳥、キー

ウィの保護活動の様子を見学できる施設、キーウィ・エンカウンターを見学します。その

後、マオリ文化の体験施設「タマキ・マオリ・ビレッジ」を訪問します。マオリ語による挨拶

と歓迎の儀式「ポウヒリ」の後に、伝統的なマオリ料理「ハンギ」を召し上がっていただき

ます。マオリのダンスと歌も鑑賞していただきます。次の見学地テ・プイアの集落には工

芸学校がありますので、工芸家が彫刻する様子をご覧いただきます。敷地内にはファカ

レワレワ地熱谷があり、沸き立つ泥のプール、間欠泉、噴気孔など大自然のパワーを体

感してください。なかでも「ポフツ・ガイザー」の間欠泉は世界的にも有名です。

※全体で2.4kmほど歩きます。徒歩観光ルートには、段差、坂道、未舗装通路が含まれ

ます。動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。帽子、日焼け止めとサングラス

をご持参ください。

タウランガ　ハイライト観光とキーウィフルーツ農園　TR12タウランガ　ハイライト観光とキーウィフルーツ農園　TR12タウランガ　ハイライト観光とキーウィフルーツ農園　TR12タウランガ　ハイライト観光とキーウィフルーツ農園　TR12 ① 4時間 $94.75 ($74.75)

Tauranga Highlights and Kiwifruit Country

はじめに、キーウィフルーツのテーマパーク、キーウィ360に立ち寄ります。ここは実際に

収穫した果物を出荷している果樹園ですが、採れたてのキーウィを試食したり、収穫の

現場を見学したりして過ごします。続いて、エルムス・ミッション・ハウスへ。向かう途中

「テ・アワヌイ・カヌー」と呼ばれるマオリが実際に航海に使ったカヌーの復元をご覧いた

だきます。エルムス・ミッション・ハウスでは建物内部と隣接の庭園を見学します。1847年

建設のイギリス人伝道師の住居が当時の姿そのままに復元されています。1864年の

「ゲート・パ」の戦いではイギリス軍とマオリが激しく争い、マオリが完勝しました。戦いの

前夜、ここで食事をとったイギリス人将校ただひとりが生き残ったという逸話が残る建物

です。

※徒歩観光ルートには、階段が含まれます。動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加く

ださい。帽子、日焼け止め、サングラスをご持参ください。

ロトルア デラックス観光とポリネシアン・スパ　（昼食付）　TR68ロトルア デラックス観光とポリネシアン・スパ　（昼食付）　TR68ロトルア デラックス観光とポリネシアン・スパ　（昼食付）　TR68ロトルア デラックス観光とポリネシアン・スパ　（昼食付）　TR68 ① 8時間半 $299.00 ($299.00)

Deluxe Rotorua and Polynesian Spa Hot Pool

専用ドライバー付きのデラックスなミニバンで移動しながら、ロトルア観光、マオリ文化体

験、ポリネシアン・スパでのくつろぎのひととき、キーウィ360見学をお楽しみいただくツ

アーです。ロトルア市内観光の後、ファカワレワ渓谷のテ・プイアの集落を見学します。

先住民マオリの崇拝する神が現れたとして崇められている神聖な場所で、ガイドの案内

で間欠泉や泥のプール、鉱泉などを見学し、引き続き、格闘技、「ハカ」の民族舞踊、歌

りなどマオリのパフォーマンスをご覧いただきます。その後、ニュージーランド屈指のス

パ「ポリネシアン・スパ」にご案内いたします。ご入浴いただけるレイク・スパからはロトル

ア湖の美しい景色をご覧いただくことができます。水着とタオルはご持参ください。キー

ウィフルーツのテーマパーク、キーウィ360に立ち寄ります。ツアーには昼食が含まれて

おります。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、帽子、サングラ

スをご持参ください。スパご利用の方は水着とタオルをご持参ください。なお、ツアー代

金にはレイク・スパへの入場料が含まれております。施設内の他のプールご利用の際は

別途料金が必要になります。

ブルーバスでのティータイムとロトルア地熱地帯　TR45ブルーバスでのティータイムとロトルア地熱地帯　TR45ブルーバスでのティータイムとロトルア地熱地帯　TR45ブルーバスでのティータイムとロトルア地熱地帯　TR45 ② 6時間 $134.75 ($99.75)

Blue Baths Tea and Rotorua Thermal Outing

地熱地帯ロトルア観光（昼食付）　TR48地熱地帯ロトルア観光（昼食付）　TR48地熱地帯ロトルア観光（昼食付）　TR48地熱地帯ロトルア観光（昼食付）　TR48 ② 9時間 $249.75 ($199.75)

Intimate Rotorua and Thermal Experience

「ロード・オブ・ザ・リング」と「ホビット」の映画セットを訪ねて　TR53「ロード・オブ・ザ・リング」と「ホビット」の映画セットを訪ねて　TR53「ロード・オブ・ザ・リング」と「ホビット」の映画セットを訪ねて　TR53「ロード・オブ・ザ・リング」と「ホビット」の映画セットを訪ねて　TR53 ② 4時間半 $149.75 ($99.75)

Lord of the Rings -Hobbiton Movie Set

ジェットボートとヘルズゲート地熱地帯　TR55ジェットボートとヘルズゲート地熱地帯　TR55ジェットボートとヘルズゲート地熱地帯　TR55ジェットボートとヘルズゲート地熱地帯　TR55 ② 6時間 $199.75 ($169.75)

Thermal Lake Jetboat and Hells Gate Experience

ロトルア　マオリ文化村体験（昼食付）　TR64ロトルア　マオリ文化村体験（昼食付）　TR64ロトルア　マオリ文化村体験（昼食付）　TR64ロトルア　マオリ文化村体験（昼食付）　TR64 ② 5時間半 $179.75 ($139.75)

Rotorua Maori Village Encounter

ロトイティ湖の秘湯とカタマラン船クルーズ　TR65ロトイティ湖の秘湯とカタマラン船クルーズ　TR65ロトイティ湖の秘湯とカタマラン船クルーズ　TR65ロトイティ湖の秘湯とカタマラン船クルーズ　TR65 ② 5時間半 $145.75 ($109.75)

Lake Rotoiti Hot Springs and Sailing Encounter

マオリの遺産－ロトルア、テ・ワイロワア埋没村とタラウェラ湖　(昼食付）　TR67マオリの遺産－ロトルア、テ・ワイロワア埋没村とタラウェラ湖　(昼食付）　TR67マオリの遺産－ロトルア、テ・ワイロワア埋没村とタラウェラ湖　(昼食付）　TR67マオリの遺産－ロトルア、テ・ワイロワア埋没村とタラウェラ湖　(昼食付）　TR67 ② 9時間 $229.75 ($139.75)

A Maori Legacy

マウント・マウンガヌイ　ウォーキング・ツアー　TR69マウント・マウンガヌイ　ウォーキング・ツアー　TR69マウント・マウンガヌイ　ウォーキング・ツアー　TR69マウント・マウンガヌイ　ウォーキング・ツアー　TR69 ③ 4時間 $79.75 ($59.75)

Legend of Mauao Walking Tour



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

オークランドオークランドオークランドオークランド オークランド　ハイライト観光　AK20オークランド　ハイライト観光　AK20オークランド　ハイライト観光　AK20オークランド　ハイライト観光　AK20 ② 4時間45分 $159.75 ($129.75)

（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド） Auckland City & Harbour Highlights

オークランドは‘シティ・オブ・セイル（帆の街）’という愛称で知られる海の青と緑の美しい

街です。市内最古の公園オークランド・ドメインの敷地内にある施設を見学します。ウィン

ターガーデンは1920年に設立されて以来、市民の憩いの場として親しまれている植物園

で、ビクトリア調のガラス張りの温室内では四季を問わず様々な植物をお楽しみいただ

けます。ケリー・タールトン水族館の見学では南極探検に関する展示や南極ペンギン、

サメやエイ、タツノオトシゴなどをはじめ様々な海洋生物をご覧いただけます。国立海洋

博物館は移民、捕鯨、航海術、ポリネシア人の海洋術など、ニュージーランドと海の関わ

りの歴史を示す展示が充実しています。これらの見学の後、隣接する船着場に移動して

ヨットに乗船し、ウェストヘブンのクルーズをお楽しみいただきます。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラスをご

持参ください。木道、舗装されたコンクリートの道、芝生の上など約1.6kmを歩く予定で

す。ヨットの乗降には十分にお気をつけ下さい。

オークランド　パノラマ観光　AK21オークランド　パノラマ観光　AK21オークランド　パノラマ観光　AK21オークランド　パノラマ観光　AK21 ① 3時間 $59.75 ($49.75)

Auckland Panorama

バスで市内をドライブしながら、見どころを見学します。車窓からアオテア・スクエア、市

庁舎をご覧いただき、オークランド・ドメインの門をくぐって公園内に進んでいきます。市

内最古のこの公園には、四季の花を一年中楽しむことができるビクトリア調の温室やス

イレンの池などもあり、ゆったりとした気分で散策をお楽しみいただけます。続いて、

パーネル・ローズ・ガーデンを訪れます。見頃を迎えた様々な種類のバラをご観賞くださ

い。バスに戻り、ドライブ観光をお楽しみいただきます。車窓より、ワイテマタ・ハーバー

や火山島のランギトト島など、息を呑むような素晴らしい景色をご覧ください。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラスをご

持参ください。

ケリー・タールトンとスカイタワー　AK41ケリー・タールトンとスカイタワー　AK41ケリー・タールトンとスカイタワー　AK41ケリー・タールトンとスカイタワー　AK41 ② 4時間 $115.00 ($79.00)

Kelly Tarltons and Sky Tower

最初の見学場所はケリー・タールトンズ水族館です。南極ペンギンをはじめ、サメやエ

イ、タツノオトシゴなど様々な海洋生物を間近に観察できる展示の他、南極探検で知ら

れるキャプテン・スコットの小屋のレプリカの展示もあります。次に、オークランドのランド

マーク、スカイタワーを見学します。328mの高さを誇るスカイタワーは南半球では最も高

いタワーで、展望台からの360度の眺めは爽快です。最後にビクトリア・パーク・マーケッ

ト、ポンソンビーをバスの車窓からご覧いただきながら、船に戻ります。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラスをご

持参ください。

オークランドのワイナリーツアー （参加条件：18歳以上）　AK26オークランドのワイナリーツアー （参加条件：18歳以上）　AK26オークランドのワイナリーツアー （参加条件：18歳以上）　AK26オークランドのワイナリーツアー （参加条件：18歳以上）　AK26 ② 4時間半 $119.75 ($109.75)

Auckland Region Wine Tour

海洋博物館とハーバークルーズ　AK47海洋博物館とハーバークルーズ　AK47海洋博物館とハーバークルーズ　AK47海洋博物館とハーバークルーズ　AK47 ② 2時間45分 $65.75 ($45.75)

Ted Ashby Sailing Scow Tour

オークランド市内と郊外の観光（アフタヌーン・ティー付）　AK50オークランド市内と郊外の観光（アフタヌーン・ティー付）　AK50オークランド市内と郊外の観光（アフタヌーン・ティー付）　AK50オークランド市内と郊外の観光（アフタヌーン・ティー付）　AK50 ② 4時間半 $99.00 ($79.00)

Auckland Town & Country

オークランド・ジェット・ボートとデヴォンポート（送迎プラン）　AK55オークランド・ジェット・ボートとデヴォンポート（送迎プラン）　AK55オークランド・ジェット・ボートとデヴォンポート（送迎プラン）　AK55オークランド・ジェット・ボートとデヴォンポート（送迎プラン）　AK55 ② 2時間 $99.00 ($69.00)

Auckland Jet Boat and Devonport On Your Own

「ロード・オブ・ザ・リング」と「ホビット」の映画セットを訪ねて（昼食付）AK60「ロード・オブ・ザ・リング」と「ホビット」の映画セットを訪ねて（昼食付）AK60「ロード・オブ・ザ・リング」と「ホビット」の映画セットを訪ねて（昼食付）AK60「ロード・オブ・ザ・リング」と「ホビット」の映画セットを訪ねて（昼食付）AK60 ② 7時間半 $185.00 ($145.00)

Lord of the Rings -Hobbiton Movie Set Encounter

ランギトト島火山探訪　AK61ランギトト島火山探訪　AK61ランギトト島火山探訪　AK61ランギトト島火山探訪　AK61 ③ 4時間半 $95.00 ($75.00)

Rangitoto Volcanic Explorer

マオリ文化体験　AK66マオリ文化体験　AK66マオリ文化体験　AK66マオリ文化体験　AK66 ① 5時間 $169.00 ($139.00)

Authentic Maori Experience

ベイ・オブ・アイランズベイ・オブ・アイランズベイ・オブ・アイランズベイ・オブ・アイランズ ホキアンガ観光（昼食付）　BI01ホキアンガ観光（昼食付）　BI01ホキアンガ観光（昼食付）　BI01ホキアンガ観光（昼食付）　BI01 ② 7時間半 $179.00 ($139.00)

（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド） Historic Hokianga

ホキアンガの歴史、文化と自然美に触れるツアーです。はじめに、ホキアンガ湾とその

周辺のクルーズをお楽しみいただきます。案内役のマオリの話に耳を傾けましょう。続い

て、ワイポウア森林地区を訪れます。ナンヨウスギ科のカウリというニュージーランドを代

表する樹木の保護地区ですが、なかでも注目すべきは樹齢3000年とも言われる「タネ・

マフタ」と呼ばれる巨木です。カウリの緻密で真直ぐに伸びる性質は、優れた船の材料と

して重宝されていましたが、今では一切の伐採が禁止されています。ワイタンギ保護地

区にあるワイタンギ条約記念館を訪ねます。1840年、入植のイギリス人と先住民マオリ

との間で条約が結ばれた歴史的な場所です。アフタヌーン・ティーもご用意しています。

昼食はオポノニ・ホテルでお召し上がりいただく予定となっております。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、虫よけ、帽子、

サングラスをご持参ください。ツアー中、700ｍほど歩いていただきます。



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ベイ・オブ・アイランズベイ・オブ・アイランズベイ・オブ・アイランズベイ・オブ・アイランズ ワイタンギ条約記念館と開拓者の地を訪ねて　BI09ワイタンギ条約記念館と開拓者の地を訪ねて　BI09ワイタンギ条約記念館と開拓者の地を訪ねて　BI09ワイタンギ条約記念館と開拓者の地を訪ねて　BI09 ② 4時間 $79.00 ($62.00)

（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド）（ニュージーランド） Historic Treaty House & Pioneer Settlement

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき）

ニュージーランド史上重要な場所ワイタンギを徒歩でまわります。1840年にニュージーラ

ンドに入植していたイギリス人と先住民マオリとの間で条約が結ばれたのが、ここワイタ

ンギです。海沿いに緑地が広がるワイタンギ保護地区にあるワイタンギ条約記念館を訪

ね、ニュージーランドの成り立ちを学びます。続いてケリケリの町にある国内に現存する

最古のヨーロッパ風建築物のケンプ・ハウスと、ヨーロッパとの貿易の拠点として機能し

たストーン・ストアを見学します。いずれもマオリ文化圏にヨーロッパ文化が移入し始め

たことを示す史跡として重要です。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、虫よけ、帽子、

サングラスをご持参ください。各見学場所に到着するまで、若干の坂道があります。

土ボタル見学とカウリの森土ボタル見学とカウリの森土ボタル見学とカウリの森土ボタル見学とカウリの森　BI12　BI12　BI12　BI12 ③ 4時間 $85.00 ($65.00)

Glow Worm Caves & Kauri Forest

埠頭から一路プケティ・フォレストと呼ばれるカウリの森へと向かいます。カウリとはナン

ヨウスギ科の樹木で、ニュージーランドを代表する植物のひとつです。緻密で真直ぐに伸

びる性質は優れた船の材料として利用されましたが、今では一切の伐採が禁止され、国

をあげて保護されています。中には樹齢3000年以上を誇る巨木もあります。遊歩道が整

備されていますので、静かな森の散策をお楽しみください。続いて、土ボタルの生息地カ

ウィティ洞窟を訪れます。数千年の歳月をかけて生成された鍾乳石と石筍の洞窟内で、

土ボタルの青白い光がまるで星座のように浮かび上がります。土ボタルは繊細な生き物

ですので、洞窟内では静粛にお願いします。大きな音に反応して、発光を止める場合が

あります。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラス、虫

よけをご持参ください。また、洞窟内は気温が下がりますので、上着、セーター等の防寒

着の持参をお勧めします。洞窟内での写真撮影は禁止されております。プケティ・フォレ

ストは車いすの使用が可能ですが、ツアーの性質上歩行に支障のある方のご参加はご

遠慮ください。

歴史の街 ラッセル徒歩観光　BI14歴史の街 ラッセル徒歩観光　BI14歴史の街 ラッセル徒歩観光　BI14歴史の街 ラッセル徒歩観光　BI14 ③ 2時間 $45.00 ($35.00)

Walking Tour of Historic Russell

ラッセルは最古の入植の歴史を持つ街のひとつで、ニュージーランド最初の首都です。

かつて、イギリス王権とマオリとの間で激しい戦争が繰り広げられました。マオリとの戦

闘時の銃弾跡が残るニュージーランドに現存する最古のクライスト教会と、1941年に建

てられたエレガントなフランス様式の家ポンペリエ・ハウスにご案内します。クライスト教

会はイギリス人とマオリ双方の祈りの場でした。ポンペリエ・ハウスには、最初のマオリ

語の聖書が印刷された機械があります。印刷のデモンストレーションをご覧ください。続

いて、マオリと白人の抗争の伝説が残るフラッグスタッフ・ヒルの丘に登ります。眼下に

港とベイ・オブ・アイランズの島々が一望できるビューポイントとなっております。今日の

ニュージーランドの礎となった宣教師たちとマオリの逸話に耳を傾けましょう。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サングラスをご

持参ください。ツアー中、芝生や舗装道路など約1.6kmの徒歩見学を予定しております。

歩行に支障のある方のご参加はご遠慮ください。

ベイ・オブ・アイランズ セーリング（昼食付）　BI15ベイ・オブ・アイランズ セーリング（昼食付）　BI15ベイ・オブ・アイランズ セーリング（昼食付）　BI15ベイ・オブ・アイランズ セーリング（昼食付）　BI15 ② 7時間 $159.00 ($129.00)

R Tucker Thompson Tall Ship Sailing Experience

ホール・イン・ザ・ロックとウルプカプカ島 クルーズ　BI16ホール・イン・ザ・ロックとウルプカプカ島 クルーズ　BI16ホール・イン・ザ・ロックとウルプカプカ島 クルーズ　BI16ホール・イン・ザ・ロックとウルプカプカ島 クルーズ　BI16 ① 4時間 $175.75 ($175.75)

A Cruise to Zane Greys Hole in the Rock

マオリ式カヌーでワイタンギ川下り体験　BI17マオリ式カヌーでワイタンギ川下り体験　BI17マオリ式カヌーでワイタンギ川下り体験　BI17マオリ式カヌーでワイタンギ川下り体験　BI17 ② 3時間 $129.00 ($129.00)

Northland Maori Waka Encounter

ベイ・オブ・アイランズ　ランチ・クルーズ（昼食付）　BI19ベイ・オブ・アイランズ　ランチ・クルーズ（昼食付）　BI19ベイ・オブ・アイランズ　ランチ・クルーズ（昼食付）　BI19ベイ・オブ・アイランズ　ランチ・クルーズ（昼食付）　BI19 ① 2時間半 $89.00 ($79.00)

Bay of Islands Lunch Cruise

土ボタルの洞穴とテ・ワイマテ　BI20土ボタルの洞穴とテ・ワイマテ　BI20土ボタルの洞穴とテ・ワイマテ　BI20土ボタルの洞穴とテ・ワイマテ　BI20 ③ 4時間45分 $109.00 ($89.00)

Glow Worm Caves & Te Waimate

体力レベル

①  … 平坦な道や少し段差のある道を歩きます。

 ②　… 階段が数段あり、一部凸凹な道を歩きます。身体を動かしますので、体力のある方におすすめです。

 ③  … 階段や勾配のある道を広範囲にわたって歩いたり、登ったりします。激しい運動がありますので

体力に自信のある方におすすめします。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

株式会社ミキ・ツーリスト

2015/12/22 S.I.



※ ここにご紹介するツアーは、人気のあるコースを抜粋しております。一部、専門的な技術が必要なコース、

    体力がかなり要されるコースなどは記載しておりませんので、詳細は船内の英語のご案内をご参照ください。

※ ご予約は船内のショア・エクスカーションデスクで承ります。お支払はシーパスカードに加算されます。

※ ご予約後、参加チケットが各キャビンに配られます。同じコースでも複数の出発時間がある場合がございますので、

　　必ずご確認ください。集合場所、出発時間などはチケットをご確認ください。

※ お申し込み後のお取消は１００％の取消料が必要ですので、ご注意下さい。

※ コースの内容により、体力を要するものがございます。体調を考慮してお選びください。

※ 最少催行人数に満たない場合や天候不順など安全の為、ツアーが変更または中止される場合もございます。

※ お申し込みは先着順です。満席のためご希望のコースにご参加いただけない場合がございます。お早めにお申し込みください。

※ カッコ内の料金は子ども料金です。１２歳以下に適用になります。特に表示がない場合は、大人と同額です。

※ 諸条件により訪問場所の順番や訪問場所に変更がある場合があります。

※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。※ 各ツアーのスケジュールおよび料金は予告なく変更になることがございます。予めご了承下さい。

※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。※ 全てのコースは、英語ガイドがご案内致します。

　　　最新のコース内容（英語）、料金はホームページ　www.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.comwww.royalcaribbean.com    のShore Excursionsでご確認いただけます。

　　　またお客様ご自身で事前予約も可能です。（英語の案内のみ、出航の5日前まで受付可能、クレジットカード払いのみ）

寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

パインズ島パインズ島パインズ島パインズ島 パインズ島発見ツアー　II01パインズ島発見ツアー　II01パインズ島発見ツアー　II01パインズ島発見ツアー　II01 ① 2時間 $65.00 ($55.00)

（ニューカレドニア）（ニューカレドニア）（ニューカレドニア）（ニューカレドニア） Island Discovery

経験豊かな現地ガイドが、島の見どころをご案内します。まずは、行政の中心地

で、島唯一の村であるバオ村を訪れ、アサンプション教会と現地の人々の暮らし

ぶりをご覧いただきます。サン・モーリス湾ではキリスト教宣教師の上陸を記念

して建てられた宗教モニュメントを囲むように建つ、伝統的な木彫りの作品群を

見学します。フランス語で「ピローグ」と呼ばれるアウトリガー・カヌーで知られる

サン・ジョセフ湾を訪れます。島内産のマツ材の丸太を利用した伝統的な製法

のボートがビーチに停泊しています。ヤムイモのプランテーションをご覧いただ

きながら島の北部へ。オルタンスの洞窟を訪れます。熱帯林の庭園の奥に19世

紀半ばオルタンス女王が内戦の混乱を避けて隠れて過ごした大きな石灰岩の

洞窟があります。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サング

ラスをご持参ください。

パインズ島ツアー　II04パインズ島ツアー　II04パインズ島ツアー　II04パインズ島ツアー　II04 ① 1時間半 $35.75 ($25.75)

A Glimpse of our Island

バスに乗り、パインズ島の歴史的に重要かつ美しい見どころを見学する1時間

半のツアーです。にご案内します。車窓より白砂が美しいクト・ビーチをご覧いた

だきながら島唯一の村であるバオ村へ。村役場、郵便局、診療所などの施設の

前を通り過ぎて、村の中心に建つカトリックのアサンプション教会をご覧いただき

ます。サン・モーリス湾に移動し、宗教モニュメントを囲むように建つ伝統的な木

彫りの作品群を見学します。1848年のキリスト教宣教師の上陸を記念して建て

られたものです。

※歩きやすい靴、動きやすい服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、サング

ラスをご持参ください。

ル・メリディアン・リゾート滞在とランチ　II03ル・メリディアン・リゾート滞在とランチ　II03ル・メリディアン・リゾート滞在とランチ　II03ル・メリディアン・リゾート滞在とランチ　II03 ③ 5時間 $139.75 ($99.75)

Lunch at Le Meridien

タートル湾＆ブラッシュ島 ボート・アドベンチャー　II05タートル湾＆ブラッシュ島 ボート・アドベンチャー　II05タートル湾＆ブラッシュ島 ボート・アドベンチャー　II05タートル湾＆ブラッシュ島 ボート・アドベンチャー　II05 ② 2時間 $119.75 ($99.75)

Turtle Bay and Brush Island Boating Adventure

ミステリー・アイランドミステリー・アイランドミステリー・アイランドミステリー・アイランド グラスボトムボートツアー　J801グラスボトムボートツアー　J801グラスボトムボートツアー　J801グラスボトムボートツアー　J801 ① 1時間 $59.00 ($49.00)

（バヌアツ）（バヌアツ）（バヌアツ）（バヌアツ） Glass-Bottom Boat Tour

底がガラス張りになったボートに乗船し、周辺の水中世界を観察します。ボート

からは蒼い海原と白い砂浜が、ボートの底からは色とりどりのサンゴ礁と熱帯

魚、様々な海洋生物が泳ぎ回る様子がご覧いただけます。ボートは庇（ひさし）

で覆われていますので、直射日光による日焼けの心配もなく、海をわたる涼や

かな風を感じながらくつろいだひとときをお過ごしください。船内ではガイドが案

内放送を行いますので、耳を傾けてみましょう。

※帽子、サングラス、日焼け止め、飲料水をご用意ください。かかとの低い歩き

やすい履きものでご参加ください。乗り物酔いしやすい方は酔い止めの薬をご

持参ください。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナルロイヤル・カリビアン・インターナショナル

ボイジャー・オブ・ザ・シーズ　ボイジャー・オブ・ザ・シーズ　ボイジャー・オブ・ザ・シーズ　ボイジャー・オブ・ザ・シーズ　

オーストラリア・ニューカレドニアクルーズ　8泊9日(シドニー発着）オーストラリア・ニューカレドニアクルーズ　8泊9日(シドニー発着）オーストラリア・ニューカレドニアクルーズ　8泊9日(シドニー発着）オーストラリア・ニューカレドニアクルーズ　8泊9日(シドニー発着）

　　　　



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ミステリー・アイランドミステリー・アイランドミステリー・アイランドミステリー・アイランド アネイチュム島の集落訪問　J803アネイチュム島の集落訪問　J803アネイチュム島の集落訪問　J803アネイチュム島の集落訪問　J803 ② 2時間 $69.00 ($49.00)

（バヌアツ）（バヌアツ）（バヌアツ）（バヌアツ） Modern Village Tour

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき）

フェリーを利用して、ホストファミリーの待つバヌアツ最南端の島、アネイチュム

島へと移動します。島を守る戦士の出迎えの後、島の一般家庭を訪れ、今日ま

で継承されている独特な文化の側面に触れていただくツアーです。伝統的な結

婚の儀式やコミュニティにおける女性の役割についての話に耳を傾けます。キッ

チンでは伝統料理のデモンストレーションをご覧いただきます。その後、庭に出

て、薬となる植物についての説明を受けます。

※帽子、サングラス、日焼け止め、虫よけ、飲料水をご用意ください。かかとの

低い歩きやすい履きものでご参加ください。ツアーの性質上、歩行に困難を伴う

方の参加はお勧めできません。

グラスボトムカヤックとシュノ－ケリング（参加条件：8歳以上）　J802グラスボトムカヤックとシュノ－ケリング（参加条件：8歳以上）　J802グラスボトムカヤックとシュノ－ケリング（参加条件：8歳以上）　J802グラスボトムカヤックとシュノ－ケリング（参加条件：8歳以上）　J802 ③ 1時間半 $99.00 ($59.00)

Glass-Bottom Kayak and Snorkel

サンゴの海でシュノ－ケリング体験（参加条件：8歳以上）　J804サンゴの海でシュノ－ケリング体験（参加条件：8歳以上）　J804サンゴの海でシュノ－ケリング体験（参加条件：8歳以上）　J804サンゴの海でシュノ－ケリング体験（参加条件：8歳以上）　J804 ③ 1時間半 $79.00 ($49.00)

Reef Snorkeling Discovery

スタンドアップパドルボード（参加条件：12歳以上）　J805スタンドアップパドルボード（参加条件：12歳以上）　J805スタンドアップパドルボード（参加条件：12歳以上）　J805スタンドアップパドルボード（参加条件：12歳以上）　J805 ③ 1時間半 $99.00 ($69.00)

Stand Up Paddle Boarding in the Bay

ヌーメアヌーメアヌーメアヌーメア アメデ島滞在（昼食付）　NU07アメデ島滞在（昼食付）　NU07アメデ島滞在（昼食付）　NU07アメデ島滞在（昼食付）　NU07 ③ 7時間半 $179.00 ($105.00)

（ニューカレドニア）（ニューカレドニア）（ニューカレドニア）（ニューカレドニア） Amedee Island Day Trip

高速のボートに乗って約45分、ヌーメアから白亜の灯台が建つアメデ島へと向

かいます。ボートの底はガラス張りとなっておりますので、ボートクルーズをお楽

しみいただきながら、サンゴ礁やカメ、熱帯魚など様々な海洋生物もご覧いただ

けます。エメラルド・グリーンの海原と白い砂浜の風景と合わせてお楽しみくださ

い。ショーをご覧いただきながらの昼食となります。ワインと新鮮な南国ならでは

の食材を使ったビュッフェ形式のお食事をご用意しております。

※灯台は現在修復工事中で、内部へお入りいただくことができません。予めご

承知おきください。水着またはラッシュガード、タオル、帽子、サングラス、日焼け

止めをご用意ください。水着はあらかじめ着用しておくことをお勧めします。シュ

ノ－ケリングの道具は有料でレンタルできます。歩行に支障のある方のご参加

はお勧めできません。

動植物森林公園　NU18動植物森林公園　NU18動植物森林公園　NU18動植物森林公園　NU18 ② 2時間半 $62.75 ($52.75)

Forest Park & Bird Sanctuary

ガイドの案内で、ヌーメア動植物森林公園を見学します。1972年に創設されたこ

の公園は、海抜約400ｍの丘にあって、広さ85エーカー（約32万㎡）を誇り、

ニューカレドニアの生物多様性を身近に感じることができます。様々な動植物が

理想的な自然環境で保護されており、点在する湖や池は野鳥の格好の棲みか

となっています。ニューカレドニアの国鳥、カグーをお見逃しなく。ニューカレドニ

ア固有種として保護されているカグーは、飛べない鳥で、犬のような鳴き声を出

すことでも有名です。ドライブで、車窓からご覧いただけるヌーメア周辺のパノラ

マ風景も合せてお楽しみください。

※全体で2.4kmほど歩きます。徒歩観光ルートには、階段、段差、坂道が含まれ

ます。立ったまま、あるいは歩きながらの観光が中心となりますので、体力に自

信のない方、歩行に不安のある方のご参加はお勧めできません。動きやすい服

装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サングラス、日焼け止め、虫よ

けをご用意ください。

ヌーメア市内観光ヌーメア市内観光ヌーメア市内観光ヌーメア市内観光　NU20　NU20　NU20　NU20 ① 1時間 $33.75 ($33.75)

City Orientation Tour 

ニューカレドニアの首都ヌーメア市内の見どころをバスで巡ります。南国のゆっ

たりとした雰囲気とフランス風の洗練された街並みが魅力です。市民憩いの場、

ココティエ広場がある市の中心部から、コロニアル様式の家々が建つ旧市街へ

とバスを走らせます。車窓からの観光をお楽しみください。FOLの丘では、写真

撮影のために停車します。ヌーメア市街とモーゼル湾を背景に、19世紀建築の

セント・ジョゼフ大聖堂をご覧いただきます。かつては防衛の要所であったウェン

トロの丘から美しいラグーンや湾、ビーチをご覧いただきます。シトロン湾沿いに

ドライブします。ビーチ、ヨット・マリーナ、官公庁のビルやホテル、レストランなど

が立ち並ぶ賑やかな通りです。

※帽子、サングラス、日焼け止めをご用意ください。混雑を避けるため、観光順

序が変更となる場合があります。



寄港地 ツアー名

体力

レベル

所要時間 料金 （子供）

ヌーメアヌーメアヌーメアヌーメア ヌーメア市内観光＆アンスバータ・ビーチ　NU23ヌーメア市内観光＆アンスバータ・ビーチ　NU23ヌーメア市内観光＆アンスバータ・ビーチ　NU23ヌーメア市内観光＆アンスバータ・ビーチ　NU23 ① 3時間 $65.00 ($49.00)

（ニューカレドニア）（ニューカレドニア）（ニューカレドニア）（ニューカレドニア） Nomea Sights & Anse Vata Beach Stop

（つづき）（つづき）（つづき）（つづき）
ヌーメア市内の主要な見どころをバスで巡った後、アンスバータ・ビーチで自由

時間をお過ごしいただくツアーです。市民の憩いの場、ココティエ広場がある市

の中心部から、ヌーメアとアンスバータのある半島一帯をドライブしながら車窓

より美しい湾岸風景を見学します。かつて防衛の要所であったウェントロの丘

へ。ニューカレドニアの美しいラグーンや近隣の島々の風景をご覧ください。最

後は、エメラルド・グリーンの海が広がるアンスバータ・ビーチで約1時間半の自

由時間をお楽しみください。

※全体で800mほど歩きます。徒歩観光ルートには、段差が含まれます。水着を

着用の上、動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。また、帽子、サン

グラス、日焼け止め、タオルをご用意ください。アンスバータ・ビーチに更衣室は

ありません。

ヌーメア市内観光とワイン・テイスティング　NU04ヌーメア市内観光とワイン・テイスティング　NU04ヌーメア市内観光とワイン・テイスティング　NU04ヌーメア市内観光とワイン・テイスティング　NU04 ① 2時間半 $99.00 ($99.00)

Noumea City Sights with Cheese & Wine Tasting

ヌーメア市内観光と水族館　NU14ヌーメア市内観光と水族館　NU14ヌーメア市内観光と水族館　NU14ヌーメア市内観光と水族館　NU14 ② 2時間 $59.00 ($45.00)

Noumea City Sights & Aquarium

トロリーバスで巡るヌーメア　NU15トロリーバスで巡るヌーメア　NU15トロリーバスで巡るヌーメア　NU15トロリーバスで巡るヌーメア　NU15 ① 2時間 $65.75 ($35.75)

Discovery Tchou Tchou Train

ヌーメア市内観光、美しい湾と島内風景　NU25ヌーメア市内観光、美しい湾と島内風景　NU25ヌーメア市内観光、美しい湾と島内風景　NU25ヌーメア市内観光、美しい湾と島内風景　NU25 ② 3時間 $89.00 ($55.00)

Noumea City, Bays & Countryside

ヌーメア市内観光、水族館とビーチ　NU26ヌーメア市内観光、水族館とビーチ　NU26ヌーメア市内観光、水族館とビーチ　NU26ヌーメア市内観光、水族館とビーチ　NU26 ② 4時間 $89.75 ($79.75)

Noumea City Sights, Aquarium & Beach

ラグーン・シュノ－ケリング（参加条件：8歳以上70歳以下）　NU31ラグーン・シュノ－ケリング（参加条件：8歳以上70歳以下）　NU31ラグーン・シュノ－ケリング（参加条件：8歳以上70歳以下）　NU31ラグーン・シュノ－ケリング（参加条件：8歳以上70歳以下）　NU31 ② 3時間 $89.75 ($79.75)

Lagoon Snorkeling

セグウェイで植物園観光（参加条件：14歳以上）　NU32セグウェイで植物園観光（参加条件：14歳以上）　NU32セグウェイで植物園観光（参加条件：14歳以上）　NU32セグウェイで植物園観光（参加条件：14歳以上）　NU32 ② 2時間半 $129.75 ($129.75)

Segway at Botanical Gardens

ヌーメア湾セーリング　NU34ヌーメア湾セーリング　NU34ヌーメア湾セーリング　NU34ヌーメア湾セーリング　NU34 ③ 3時間 $109.75 ($109.75)

Sail the Bays of Noumea

ダンベア川周辺観光　NU43ダンベア川周辺観光　NU43ダンベア川周辺観光　NU43ダンベア川周辺観光　NU43 ② 2時間 $99.75 ($89.75)

Dumbea River Exploration

 ①  … 平坦な道や少し段差のある道を歩きます。

 ②　… 階段が数段あり、一部凸凹な道を歩きます。身体を動かしますので、体力のある方におすすめです。

 ③  … 階段や勾配のある道を広範囲にわたって歩いたり、登ったりします。激しい運動がありますので

体力に自信のある方におすすめします。

ロイヤル・カリビアン・インターナショナル　日本総代理店

株式会社ミキ・ツーリスト
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