2016 年夏季 MSC マニフィカ寄港地観光プログラム

バーリ（イタリア）

BAR01

バーリ市内観光 (約 4 時間)

南イタリア第 2 の都市、バーリの市内徒歩観光では、旧市街の歴史地区と中世の建築を楽しみ
ます。まずサンタクロースの由来となったバーリの守護聖人、聖ニコラを祭るサン・ニコラ教会
を訪れます。11 世紀終わりに建てられた教会は今、ほぼ千年紀を迎え、重要な宗教巡礼地とな
っています。その後、ノルマン城の外観を見学します。フリータイムの後、短時間で新市街を巡
り、港に戻ります。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
BAR02

アルベロベッロ (約 4 時間)

バスに 1 時間乗り、ユネスコ世界遺産のアルベロベッロへ。プーリア州の町アルベロベッロは
ちょうど長靴型のイタリアの「かかと」にあります。とんがり屋根「トゥルッリ」を載せた丸い
石造りの家々で知られており、1996 年にユネスコ世界遺産に登録されました。他に類を見ない
街をガイドの説明を聞きながら徒歩で巡り、トゥルッリ様式で建てられた世界でただひとつのサ
ン・アントニオ教会を訪ねます。トゥルッリの家の多くは屋根のてっぺんに「ピンナッコロ」と
呼ばれる白い帽子や球体を載せています。また、トゥルッリの全ての屋根にはマークが描かれて
います。おそらく幸運のシンボルでしょう。時間があれば、バスでバーリのパノラマツアーを楽
しみます。
＊歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
BAR04

マテーラの“サッシ” (約 4 時間)

バスに 1 時間乗り、奇妙で素晴らしい洞窟住居「サッシ」で知られるマテーラを訪れます。こ
こは世界で初めて、町ごとユネスコ世界遺産に登録された町です。サッシは新石器時代から
1952 年まで住居として利用されていました。独特な歴史を肌で感じることができるせいか、
この場所は何とも言えない神秘的なで雰囲気を醸し出しています。サッシのシンボルといえる洞
窟博物館または洞窟教会を訪ねます。マテーラは多くの映画のロケ地になり、近年ではメル・ギ
ブソン監督の『パッション』が撮影されました。

＊ガイドはマテーラでお客様をお待ちしております。バスの移動にガイドは同行しません。長時
間の徒歩観光が含まれるため、歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧めでき
ません。
BAR07

カステッラーナ洞窟とポリニャーノ・ア・マーレ （約 4 時間）

1 時間のドライブをお楽しみいただいた後、カスッテラーナ洞窟に到着。ガイドと合流し、幻想
的な地底の旅を始めます。この洞窟の存在は 18 世紀に既に知られていましたが、初めて人が
入ったのは 1938 年のことでした。地下 60 メートルの世界に広がる、先端が方解石結晶で覆
われたアラバスターの石筍や鍾乳石の息をのむような眺めに目を奪われます。次に訪れるのは、
岩の上にある美しい村ポリニャーノ・ア・マーレで、ここからは素晴らしい海の風景が望めます。
ガイドと一緒に、またはご自身で、花のアーチで飾られた白い道の散策や海を見渡す丘のテラス
での休憩をお楽しみください。
＊閉所恐怖症の方や歩行が困難なお客様にはお勧めできません。洞窟内は起伏が多く滑りやすい
道を歩きます。
BAR15

湾町トラーニとオリーブオイル・テイスティング（約 4 時間）

バーリの港からバスで海岸沿いを 1 時間ほど走ると、美しい港町トラーニに到着します。9 世
紀まで遡るトラーニの長く由緒ある歴史と名産のオリーブオイルを楽しむツアーです。まずは海
を見渡す場所に建つ、非常に直線的な 13 世紀の要塞ズヴェーヴォ城を見学します。素晴らしい
景観を自由にご堪能ください。その後 11~12 世紀に建てられたサン･ニコラ・ペッレグリーノ
教会へ向かいます。ロマネスク様式の貴重な建物で、見事なステンドグラス、12 世紀のモザイ
ク床、聖ニコラ専用の地下聖堂が残されています。海岸沿いの道を散策後、バスでオリーブオイ
ル工場へ。地元産オリーブオイルと典型的なプーリアの味を楽しみ、その後、港に戻ります。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。

カタコロン／オリンピア近郊(ギリシャ)

KAT01

オリンピアとショッピング (約 4 時間)

カタコロンの港をバスで出発し、ギリシャの田舎を通って内陸にあるオリンピアへ。古代オリン
ピックが開催されたオリンピア遺跡を見学します。19 世紀にドイツ人が発掘を開始すると、多
くの重要な遺跡が出土しました。オリンピアは神々の王ゼウスが建設したと伝えられています。

ゼウス神殿、体育館、競馬場、4 万人の観客を収容できた競技場を見学します。フリータイムは
ショッピングをお楽しみください。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
KAT03

ビーチ・トランスファー (約 3 時間)

アマリアーダのクルータ･ビーチでリラックスした数時間を過ごしてみませんか。カタコロンの
港から 30 分ほどのバス移動で、ビーチに到着です。美しい景色を楽しみながら、ギリシャの太
陽の下、泳いだり、浜辺でリラックスしたり、散策したりしてお過ごしください。ビーチで購入
できるものもありますが、日焼け止め、帽子、飲料水をお持ちになることをお勧めします。
＊6 月から 9 月末までの催行です。デッキチェアとパラソルの使用はドリンクや食事を注文し
た場合、無料となります。
KAT04

オリンピアと博物館 (約 4.5 時間)

カタコロンからバスですぐのところにあるオリンピア遺跡を訪れ、古代オリンピアの歴史をた
どります。オリンピアは古代オリンピックが開催された都市であり、現代では、1896 年から始
まった夏の近代オリンピックで聖火が灯される場所です。オリンピア遺跡は 1766 年に発見さ
れましたが、発掘作業が始まったのは 1829 年のことでした。1870 年以降はアテネのドイツ考
古学研究所が発掘を請け負うことになりました。ユネスコ世界遺産である遺跡では、ゼウス神
殿、体育館、競馬場、4 万人の観客を収容できた競技場を見学。続いてオリンピア考古学博物
館を訪れます。1982 年に開館した博物館には発掘作業で発見された貴重な出土品が展示され
ています。とりわけ素晴らしいのは、美しい彫刻やブロンズ製品、テラコッタやモザイクです。
館内にある書店と土産物店を訪れるのもいいでしょう。バスの車窓から風景を楽しみながら港
に戻ります。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。館内でのフラッシュ撮影は禁止です。
KAT05

古代ギリシャの醍醐味 (約 4 時間)

古代ギリシャを堪能するツアーです。まずカタコロンの港を出発し、内陸にあるオリンピア遺
跡に向かいます。19 世紀にドイツ人が発掘を行うと、多くの貴重な出土品が見つかりました。
ギリシャ神話では、オリンピアは神々の王ゼウスが建設したと言われています。ゼウス神殿、
体育館、競馬場、現代人から見ても巨大な 4 万人の観客を収容できた競技場を見学します。“オ
リンピック” 体験の締めくくりとして、オリンピアのレストランでギリシャの伝統的なショー
と軽食をお楽しみください。その後、港に戻ります。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。

KAT11

「マグナ・グラエキア」の土地とオリンピア (約 4 時間)

古代オリンピックが開催されたオリンピアを訪れ、遺跡を見学します。19 世紀にドイツの考古
学チームが発掘を行ったオリンピア遺跡からは、古代ギリシャ人の生活様式を垣間見ることが
できるでしょう。ギリシャ神話では、オリンピアは神々の王ゼウスが建設したと言われていま
す。ゼウス神殿、体育館、競馬場、4 万人の観客を収容できた競技場を見学後、「マグナ・グラ
エキア（偉大なるギリシャ）」の農園を訪れます。ここでは、エキストラ･ヴァージン･オリーブ
オイル、オリーブ、ワインなどが生産されています。ギリシャ音楽とダンスを楽しみながら、自
家製の軽食をご堪能ください。フリータイムでは敷地内を散策したり、自家製の商品を購入した
りして自由にお過ごしいただいた後、港に戻ります。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。

ミコノス（ギリシャ）
MYK04

デロス島観光 (約 3.5 時間)

このツアーでは、キクラデス諸島の中央に位置する「光の島」を訪れます。ボートに少し乗って、
歴史ある遺跡と、多くの神話があるデロス島での探検が始まります。ゼウスは美しい女神レトを
見そめ、そのうちにレトは妊娠しました。しかし、ゼウスの妻ヘラはこれに憤慨し、大地にレト
が出産する場所を与えないよう即座に禁止しました。全ての希望がなくなったかのように見えた
時、デロス島が海から浮き上がり、狩猟の神アルテミスと太陽の神アポロを出産する場所を提供
しました。古代ギリシャ人の間で巡礼の場所として人気で、デロス島は最も豊かな古代遺跡のあ
るうちのひとつになりました。この時代の遺跡の中に、アヴェニュー・オブ・ライオンズがあり
ます。これは、7 世紀当初、レトが出産する場所を守るよう列に並んだナクシャン－マーブル・
ライオンに由来しています。その後、ゼウスが山頂から子どもたちの誕生を見ていたと言われる
キュントス山まで上る特別な体験で、最後を飾ります。山頂から望めるうっとりするような眺め
には、上り坂を登る価値があるでしょう。多数ある記念碑のいくつかを散策して、締めくくりま
す。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。このツアーは MSC シンフォニアで
は催行しません。
MYK05

ミコノス島観光（約 4 時間）

「ギリシャのサントロペ」と呼ばれるミコノス島を巡り、さまざまな魅力を発見しましょう。バ
スでゆったりと移動するこのツアーは、まず街が見渡せる眺望地へのドライブから始まります。
撮影スポットで魅惑的なミコノスタウンとオールドポートの眺めを写真に収めたら、絵のように
美しいアギオス・イオアニスとカラファティスの村々、そして世界中から人の集まるオルノス・
ビーチを通って景勝に富んだ道を進みます。ミコノス島の中心部でバスを降り、島で二番目に大

きなアノ・メラ地区を訪れます。16 世紀に建立され、そして 1767 年に建て替えられた島の中心
に位置するパナギア・ツリヤニ修道院は、その回廊によってこの地区を訪れる旅行者を惹きつけ
ています。それからタベルナ（ギリシャ料理店）でギリシャ流のおもてなしを受けます。ウーゾ
酒のアニスの実の味わいやギリシャ式食前酒のハッカの香りでリラックスしながら、ミコノスで
の魔法のような一日をゆっくり振り返ってみて下さい。港の客船へと戻る帰路では美しい景観を
さらにお楽しみいただけます。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。このツアーは MSC シンフォニアで
は催行しません。

MYK06

ミコノス島徒歩探検ツアー（約 2 時間）

キクラデス諸島の一つミコノス島は、伝統的なギリシャ流のおもてなしと素晴らしいビーチをバ
ックにしたにぎやかなナイトライフ、白亜の家々と美しい景観の沿岸部で訪れる人を魅了し、
1950 年代から人気の休暇先となってきました。ゆったりとしたこのウォーキングツアーの中で、
誰も知らないような街角や、隠れ家スポット、風の吹き抜ける小路や坪庭（単に坪庭でよいと思
います）を巡れば、この街を魅力的にしているものが明らかになるでしょう。ミコノスタウンの
街のつくりは複雑に見えるかもしれませんが、実際にそうなのです。海賊からの侵攻を防ぐよう
に作られたこの街は、今日に至るまで外から来る者を戸惑わせます。この島の象徴は、小麦を挽
きパンをつくって生活していた今はなき時代をしのばせる、数多くの風車です。地面にどっしり
と構え、丸々としていて、叩きつける風に堂々と立ち向かうこの恰幅のいいランドマークは、写
真をとるのにぴったりです。そしてミコノス島探索は終わりに近づき、客船へと戻ります。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。客船が港に停泊する場合、参加者は
オールドポートまでシャトルバスで移動し、全ツアー時間はバス移動を含めて約 3 時間となり
ます。
MYK09

ジープとビーチ（約 4.5 時間）

楽しさ、冒険、ミコノス島の風景が組み合わさったこのツアーに参加して、この素敵な島をまっ
たく他とは違う方法で探索しましょう。四輪駆動ジープに乗って冒険を始めたら、まず古い灯台
まででこぼこ道を走っていきます。それからカロ・リヴァディビーチまで運転し、日焼けをした
り涼しくて透明なエーゲ海に飛び込むなどして 1 時間を過ごします。それから島内を巡りながら
島で二番目に大きいアノ・メラ地区を訪れます。16 世紀に建立され、そして 1767 年に建て替え
られた島の中心に位置するパナギア・ツリヤニ修道院は、その回廊によってこの地区を訪れる旅
行者を惹きつけています。修道院を見学した後はタベルナでギリシャ流のおもてなしを受けます。
ウーゾ酒のアニスの実の味わいやギリシャ式食前酒のハッカの香りでリラックスしながら、ミコ

ノスでの魔法のような一日をゆっくり振り返ってみて下さい。港に戻る途中に、アギオス・イオ
アニスに立ち寄ってデロス島を遠くから眺めます。
＊ツアーにドライバーはつきません。参加資格は 21 歳以上です。お客様ご自身でジープを運転
していただきます。国際運転免許証が必要です。ジープは最大 4 名まで乗車可能です（ドライ
バー含む）。このツアーは妊婦の方、歩行が困難な方、背中または首に問題のある方、車椅子の
方にはおすすめできません。マニュアル車のレンタルとなります。運転される方はマニュアル車
の運転経歴を持ち、斜面や舗装されていない道を運転できなければなりません。参加者はツアー
に参加する前に誓約書へ署名していただきます。ドライブ中の説明はありません。ツアーリーダ
ーまたはガイドが各観光スポットに立ち寄った際に説明を行います。ビーチではパラソル、サン
ベッド、マリンスポーツが別料金で利用可能です。このツアーに参加できるのは 6 月～9 月の
間に MSC マニフィカに乗船されるお客様で、参加予約は船上でのみ受け付けます。

ピレウス（アテネ近郊／ギリシャ）

PIR02

プラカ、アクロポリスと考古学博物館（約 6 時間）

アテネ近郊のピレウス港は、ギリシャの首都アテネと世界的に有名なアクロポリス観光の出発地
として最適です。アクロポリスはアッティカ盆地の標高 150 メートルの岩がちな丘の上にあり
ます。この世界遺産は古代の建築遺跡群と共に、アテネのシンボルであるパルテノン神殿を擁し
ます。紀元前 447 年から 432 年にかけて建築されたパルテノン神殿は女神アテナを祀っていま
したが、紀元 5 世紀には聖母マリアを祀る教会となり、ついにはイスラム寺院に改修されました。
15 世紀にはミナレットが加えられています。現在、パルテノン神殿は古代ギリシャの不変のシ
ンボルであり、民主主義が生まれた場所と広く認識されています。歴史ある都市の観光名所を快
適なバスで巡ります。古代ギリシャ美術の重要なコレクションを所蔵する国立考古学博物館を見
学する時間もあります。また、入念に修復されたアテネの旧市街、プラカ地区を訪れます。新古
典主義様式の建物、狭い路地、遺跡を見れば歴史への興味を掻き立てられることでしょう。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
このツアーは 11 月 10 日、及び 10 月 23 日に寄港する MSC オペラでは催行しません。
PIR03

コリントス運河のセーリング（約 5.5 時間）

港から 1 時間 30 分バスに乗り、ギリシャの田舎の風景を楽しみながらコリントス運河へ。ここ
でしばらく停車し、狭い水路を行き交う船を眺めます。ギリシャ本土とペロポネソス半島を分か
つコリントス運河は全長 6.4 キロ、幅はわずか 21.3 メートルです。海面と同じ高さに掘られて
いるため、水門を建設する必要がありませんでした。バスから小さなボートに乗り換え、運河を

セーリングします。水路の両側にそそり立つ地峡を見れば、運河の建設が非常に困難だったこと
がわかるでしょう。セーリング中に軽食をお楽しみください。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。11 月か
ら 3 月は催行しません。
PIR04

アテネとアクロポリス（約 5 時間）

歴史あるアテネの街の主要な広場や通りを観光するツアーです。アテネは西洋文明のゆりかごお
よび現代民主主義発祥の地というだけではなく、目を喜ばせてくれる美しいものの宝庫です。市
内を巡った後は、アテネの最も重要なランドマークを訪れます。標高 150 メートルの丘の上に
そびえるアクロポリスです。ギリシャの古代建築で最も有名なパルテノン神殿があります。女神
アテナを祀る巨大な神殿は、世界の文化遺産の中で最も素晴らしいものの一つです。土産物店で
しばらくショッピングを楽しんだ後、船に戻ります。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
PIR08

アテネのパノラマツアー（約 3.5 時間）

アクロポリスまでの階段を上れない方でも、このツアーでしたらギリシャの首都アテネの雰囲気
を味わうことができます。港でガイドと合流し、バスで主要な見どころを巡ります。ピレウス港
からアテネに向かう道中、ガイドの説明を聞きながらハドリアヌスの門、バイロン卿の像、ゼウ
ス神殿、シンタグマ（憲法）広場、無名戦士の墓といった新旧の名所を車窓から見学。また、国
立庭園、オリンピック競技場、アカデミー、大学、国立図書館を巡ります。遠くからアクロポリ
スの丘を眺めて写真撮影を楽しんだ後は、プラカ広場でのフリータイムです。
＊すべての施設は外観のみの見学となります。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれ
る同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可
能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカ
ーションデスクにご連絡ください。
PIR09

古代ギリシャへの旅(約 5.5 時間)

港でガイドと一緒にバスに乗り、歴史的に重要な都市アテネのメインストリートと広場を巡るツ
アーに出発します。アテネ市街に到着後、標高 150 メートルの丘にそびえる有名なアクロポリ
スを訪れます。アクロポリスは数千年にわたってアテネのシンボルであり続けており、ギリシャ
黄金期の傑作を見ることができます。アクロポリスの丘まで 150 段の階段を上ると、エレクテ
ィオン神殿、アテナ・ニケ神殿、ギリシャのシンボルであるパルテノン神殿が迎えてくれます。
アテネの守護神である女神アテナを祀るパルテノン神殿は、ギリシャ全土で最も大きく壮麗です。

歩行者専用区域を歩いて近年改装されたアクロポリス博物館へ。1 時間 30 分の見学時間を設け
ていますので、パルテノン神殿の彫像や大理石をたっぷりとご鑑賞いただけます。お土産を買う
時間もあります。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
PIR16

アテネとプラカの絶景（約 4 時間）

アテネを 2 つの異なる視点―アテネ周辺で最も高い場所であるリカビトスの丘と平地にある賑
やかな旧市街プラカ地区―から体験します。バスの車窓から主要な見どころを見学し、リカビト
スの丘へ。頂上 までのケーブルカーはスリルたっぷりです。頂上からはアテネと近郊を見渡せ
る 360 度の眺望が広がります。フリータイムは写真撮影や散策をどうぞ。続いてプラカ歴史地
区へ。車が入れないプラカ地区 は迷路のように入り組んだ路地や新古典主義様式の美しい建物、
そしてアクロポリスに近いことから、
「神々の地区」と呼ばれています。十分な時間があるので、
ご自身のペースで観光をお楽しみください。
＊バスが到着する場所によって、157-167 段の階段があるでこぼこした地帯を上ります。リカ
ビトスの丘に上るケーブルカー乗り場までは合計 10-15 分歩きます。歩行が困難なお客様や車
椅子をご利用の方にはお勧めできません。
PIR18

アクロポリス＆コリントス運河デラックスツアー（約 7 時間/昼食なし）

ギリシャで最も有名な 2 箇所の名所を訪れます。完璧に均整のとれたパルテノン神殿と絶景を
誇るコリントス運河です。ピレウスを出発すると間もなくアテネの北部に到着。プロピュライア
門を通って古代ギリシャを体現するモニュメント、アクロポリスの丘にそびえ立つパルテノン神
殿を訪れます。紀元前 432 年に完成したパルテノン神殿からはアテナ・ニケ神殿とエレクティ
オン神殿、そしてアテネの旧市街を望むことができます。続いて壮大なコリントス運河へ。ギリ
シャ本土とペロポネソス半島を分かつこの狭い運河は、堅固な岩を開削して造られました。多く
の障害を乗り越え、ようやく完成したのは 1893 年のことでした。イスミア村でボートに乗り、
運河を下ります。両側に垂直に切り立つ壁を見れば、畏敬の念を感じるに違いありません。陸地
に戻り、運河の上にかかる橋から写真撮影をお楽しみください。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
MSC オペラでは催行しません。

ドブロブニク（クロアチア）

DUB01

ドブロブニク市内観光 (約 3 時間)

世界遺産の街ドブロブニクの狭い小道や城壁を歩きながら、豊かな歴史に思いを馳せましょう。
聖母被昇天大聖堂は石造建築の傑作で、見事な祭壇画はヴェネツィア派の画家によるものです。
ドブロブニクはスラブ語で“樫の森”を意味する“ドゥブラカ”にちなんでいます。レクター
宮殿はナポリの建築家オノフリオによる後期ゴシック様式の建物で、政府の議席やドブロブニ
ク共和国総督の住まいがあります。オノフリオはドブロブニクで他にも大噴水と二つの噴水を
制作しました。最もすばらしい見どころであるフランシスコ会修道院の回廊と、その中にある
1317 年創業のヨーロッパ最古の薬局を見学、フリータイムでは古都の魅力を存分に味わって
ください。
＊旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらく待つ場合があります。
DUB02

コナブレとドブロブニクの伝統 (約 4.5 時間)

アドリア海と伝統的な村々の風景を車窓から眺めながら、ドブロブニク郊外のコナブレ渓谷に
向かい、コナブレ地方の民俗品コレクションが保存されているナヴァコヴィッチ一族の家を訪
ねます。自然の中を散策し、家畜を見たり木から直接果物をもいだりして自然と触れ合えます。
ゆったりとした 1 日を過ごせば、自然がもたらすシンプルな喜びが味わえます。次に地元の陽
気な音楽家と民族衣装を着た踊り手によるダルマチア地方の歌と踊りを鑑賞しながら、地元特
産のリキュールやワイン、燻製ハム、自家製のパンやチーズをお楽しみください。ドブロブニ
ク市内へ戻り、ガイド付きの簡単な徒歩ツアーで締めくくります。
＊旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらく待つ場合があります。車椅子の方は、必ずバスの
乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機が
ないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗
船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
DUB04

聖ヤコブビーチツアー （約 4.5 時間）

ドブロブニクで最も人気のビーチで過ごします。ドブロブニク旧市街に沿ってセーリングを楽
しみ、城壁を 45 分ほど散策するので、ドブロブニクの最も美しい場所を堪能できます。ボー
トで聖ヤコブビーチに到着した後はフリータイムです。日光浴や水泳をお楽しみください。パ
ラソルとデッキチェアのご利用、ウェルカムドリンクおよび追加の 1 ドリンクはツアー料金に
含まれています。

＊6 月から 9 月末までの催行です。ウォータースポーツはご希望に応じてご用意します。
ビーチにはバーやレストランもあります。
DUB05

ドブロブニク歴史散策 （約 3.5 時間）

かつて“ドゥブラカ”と呼ばれていたドブロブニクの歴史発見の旅は、古い城門に着いた瞬間か
ら始まります。1979 年にユネスコ世界遺産に登録された旧市街の壮麗な建築を見学します。城
壁の上を歩けば、旧市街とアドリア海に浮かぶロクルム島の息をのむような風景が広がります。
目抜き通りであるストラドゥン石畳を散策しながら、レクター宮殿、海洋博物館、16 世紀後半
に穀物倉庫だった建物を復元した民俗学博物館等の見どころを訪ねます。
＊旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらく待つ場合があります。
DUB06

エラフィテ諸島でのスポーツ（約 4.5 時間）

モーターボートに乗り、ドブロブニク旧市街の城壁沿いとラパド半島をクルーズします。海か
ら眺める旧市街の街並みを写真に収めてはいかがでしょうか。コロセップ島沖のモドゥラ・シ
ュピーリャ（青の洞窟）では、シュノーケリングをお楽しみください。次にコロセップ島の反対
側、ドンジェ・セロにある人気の砂浜ビーチへ。太陽の下、泳いだりリラックスしたり、また
はドンジェ・セロの美しい湾でゴムボートに乗るなどして思い思いにお過ごしください。ヴィ
ラ・ローズ・レストランで飲み物付きの軽い昼食をとった後、グルージュ港へ戻ります。
＊6 月から 9 月末までの催行です。7 歳以上のお子様から参加できます。お体の不自由なお客様
にはお勧めできません。シュノーケリング用具の貸し出しも含まれています。モーターボート
の所有者が船長、ガイド、およびシュノーケリングのインストラクターを務めます。説明は英
語で行われます。タオル、水着と水をお持ちいただくことをお勧めします。
DUB09

ドブロブニクと城壁（約 3.5 時間）

ユネスコの世界遺産であり、「アドリア海の真珠」と呼ばれるドブロブニクの美しい旧市街までバ
スで向かいます。歴史地区と港を囲む有名な城壁や塔、稜堡、砦を訪れます。敵の侵入を防ぐため
12 世紀に建設された城壁は、13 世紀と 14 世紀に修築されました。全長 1,940 メートルのヨーロ
ッパで最も美しく保存状態がよい城壁です。ガイドと一緒に旧市街のほかの見どころを訪れた後は、
フリータイムをお楽しみください。
＊歩行が困難なお客様、車椅子をご利用の方にはお勧めできません。履きなれた靴、帽子と日焼け
止めをご用意ください。旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらくお待ちいただくことがあります。
DUB11

クロアチアの田舎、ワイン・テイスティング、サイクリング（約 4.5 時間）

バスで港を出発後、ドブロブニクの旧市街を見渡す丘の上で写真撮影のために停車します。バス
に 1 時間乗り、ゴルニャ・ドブラブカに到着。クロアチアの田舎を自転車で探検します。コナ

ブレ地方の糸杉の木立、ぶどう園、オリーブの森、伝統的な村々を抜け、サプロの水車小屋で休
憩を取ります。乾燥いちじく、チーズ、ダルマチア地方の塩漬けハム、フレッシュジュース、コ
ーヒー、ケーキ、水車小屋で搾ったオリーブオイルをお楽しみください。お腹が満たされた後は
ブライコビッチに向かい、ワイン・テイスティングを行います。バスでドブロブニクに戻り、旧
市街を短時間見学します。
＊動きやすいズボン、半袖シャツ、運動靴、日焼け止め、水をご用意ください。ツアーの内容は
参加者や天候に合わせて変更となる場合があります。ご自身の体に合わせて調節できる自転車を
ご利用いただけます。自転車で通る道は整備されたなだらかな下り坂、上り坂です。
DUB16

ドブロブニク、セグウェイツアー（約 2.5 時間）

ユネスコの世界遺産であり、美しい城壁都市ドブロブニクをセグウェイで巡ります。環境にもや
さしく、楽しいセグウェイで太陽きらめく素晴らしい街を見学しましょう。まずはホテルでセグ
ウェイの安全な乗り方の説明を受けます。その後、リラックスして滑走しながら、街並みや公園、
港の景色を満喫しましょう。さらにガイドに従って、丘の上から城壁に囲まれた旧市街の素晴ら
しい景色を堪能します。旧市街に戻り、セグウェイを返却したら、フリータイムは徒歩で散策を
お楽しみください。シャトルバスで港に戻ります。
＊旧市街から港に戻る際の駐車場ではしばらくお待ちいただく場合があります。参加者は免責書
類に署名しなければなりません。15 歳未満のお子様は参加できません。妊娠中の方、体重が 45
キロ未満、118 キロ以上の方、及び身体の不自由な方はご参加いただけません。
DUB18

ドブロブニク・デラックスツアー：市内観光とケーブルカー（約 4 時間）

1979 年に世界遺産に登録された美しい城塞都市ドブロブニクの背にスルジ山がそびえます。こ
こから中世の城塞都市の素晴らしい眺めを堪能しましょう。ケーブルカーでの移動を楽しみなが
ら山頂へ。ドブロブニクの全景や海に浮かぶ島々、ツァヴタットの街が一望できます。晴れた日
には遠くにイタリアが見えます。山の上のバーで提供するドリンクを飲みながら、息をのむよう
な眺めをお楽しみください。ケーブルカーでスルジ山を下り、世界的に有名なドブロブニクの城
壁へ。全長約 2 キロの城壁や保存状態のよい城塞、塔、稜堡が街を守り、敵の侵入を防いでき
ました。旧市街の目抜き通りを起点に徒歩で観光します。フリータイムもありますので、特別な
街でご自由にお過ごしください。その後シャトルバスで港に戻ります。
＊強風の場合は安全のためケーブルカーの運行が見合わせになることがあります。夏季は軽装で
日焼け止めと帽子、水をお持ちになることをお勧めします。ケーブルカー乗り場および旧市街か
ら港に戻る際の駐車場ではしばらくお待ちいただく場合があります。

ヴェネツィア（イタリア）

VCE03

サン・マルコ広場へのトランスファー (約 5 時間)

下船後荷物を港に預け、ボートで有名なサン・マルコ広場へ。サン･マルコ広場は社会的、宗教
的、政治的中心地でした。フリータイムは美しい広場と壮麗なサン・マルコ寺院、隣接するドゥ
カーレ宮殿をお楽しみください。ヴェネツィアらしい迷宮のような小道の散策すれば、街の魅力
を満喫できるでしょう。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊ヴェネツィアの空港で解散となります。下船し、フライトの出発が以下の時刻以降のお客様が
対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16 時 30 分以降、船の
ヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が 17 時 30 分以降が対
象です。
VCE05T

ゴンドラと徒歩ツアーおよび空港へのトランスファー （約 4 時間）

ロマンティックな街ヴェネツィアの旅を完璧なものにしてくれるのは、ゴンドラでの運河巡り
です。伝統あるゴンドリエーレの見事なゴンドラさばきで、水路から水路へ移動しながら、歴史
ある街の有名は見どころを眺めます。橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道
に感嘆するでしょう。フリータイムでは、美しいサン・マルコ広場と壮麗なサン・マルコ寺院、
隣接するドゥカーレ宮殿をお楽しみください。地元のガイドの案内でヴェネツィアらしい迷宮
のような小道を散策した後、船に戻ります。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。
VCE05D

ゴンドラと徒歩ツアーおよび空港へのトランスファー

(約 4 時間)

ロマンティックな街ヴェネツィアの旅を完璧なものにしてくれるのは、ゴンドラでの運河巡り
です。伝統あるゴンドリエーレの見事なゴンドラさばきで、水路から水路へ移動しながら、橋
や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道を眺めます。地元のガイドの案内で小道
を散策した後、フリータイムでは美しいサン・マルコ広場と壮麗なサン・マルコ寺院をお楽し
みください。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。

VCE08T

ロマンス＆カルチャー：
ゴンドラ体験、ガイド付き徒歩ツアー、美術館 （約 4.5 時間）

ゴンドラはロマンティックな街ヴェネツィアを巡る最高の手段です。水路から水路へと移動す
れば、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道が目の前に広がります。
地元のガイドの説明を聞きながら「カッリ」を散策した後は、サン・マルコ広場で短いフリータ
イムを過ごします。並ばずに入場できる美術館の特別チケットを差し上げますので、ドゥカー
レ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャーナ図書館等の施設からお好きなと
ころをご見学ください。その後港に戻ります。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。
VCE08D

ロマンス＆カルチャー：ゴンドラ体験、ガイド付き徒歩ツアー、美術館 と空
港へのトランスファー（約 4.5 時間）

ゴンドラはロマンティックな街ヴェネツィアを巡る最高の手段です。水路から水路へと移動すれ
ば、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道が目の前に広がります。地
元のガイドの説明を聞きながら「カッリ」を散策した後は、サン・マルコ広場で短いフリータイ
ムを過ごします。並ばずに入場できる美術館の特別チケットを差し上げますので、ドゥカーレ宮
殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャーナ図書館等の施設からお好きなところを
ご見学ください。荷物を取りに一旦港に戻った後、ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移
動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。
VCE09T

ゴンドラツアーとサン・マルコ広場 （約 4 時間）

伝統あるゴンドリエーレが案内するゴンドラでの運河巡りほどヴェネツィアらしいものはない
でしょう。水路から水路へと移動しながら、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮
のような小道を水上から見学します。サン・マルコ広場ではフリータイムをお過ごしください。
コーヒーを飲みながら周りを観察するには絶好の場所です。壮麗なサン・マルコ寺院や隣接す
るドゥカーレ宮殿に驚嘆してもいいでしょう。その後港に戻ります。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。

VCE09D

ゴンドラツアーとサン・マルコ広場と空港へのトランスファー（約 4 時間）

伝統あるゴンドリエーレが案内するゴンドラでの運河巡りほどヴェネツィアらしいものはない
でしょう。水路から水路へと移動しながら、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮
のような小道を水上から見学します。サン・マルコ広場ではフリータイムをお過ごしください。
コーヒーを飲みながら周りを観察するには絶好の場所です。壮麗なサン・マルコ寺院や隣接す
るドゥカーレ宮殿に驚嘆してもいいでしょう。荷物を取りに一旦港に戻った後、ヴェネツィア
のマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。
VCE10T

魅惑のヴェネツィア：ゴンドラ、サン・マルコ広場、美術館 （約 4 時間）

ヴェネツィアを巡る最も贅沢なツアーで自分を甘やかしてみませんか？ 伝統あるゴンドリエー
レの案内で水路から水路へと移動しながら、美しい建物や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれるヴ
ェネツィアらしい路地を目で堪能ください。列に並ばずに入場できる特別チケットで、お好き
な美術館を見学します。ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャー
ナ図書館等の施設からお選びください。短時間サン・マルコ広場で過ごします。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。
VCE10D

魅惑のヴェネツィア：ゴンドラ、サン・マルコ広場、美術館
と空港へのトランスファー（約 4 時間）

ヴェネツィアを巡る最も贅沢なツアーで自分を甘やかしてみませんか？ 伝統あるゴンドリエー
レの案内で水路から水路へと移動しながら、美しい建物や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれるヴ
ェネツィアらしい路地を目で堪能ください。列に並ばずに入場できる特別チケットで、お好き
な美術館を見学します。ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャー
ナ図書館等の施設からお選びください。荷物を取りに一旦港に戻った後、ヴェネツィアのマル
コ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。

VCE11T

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島、サン･マルコ広場 （約 4 時間）

ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
歴史的に有名な国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チ
ェルトーザ島を通り、ムラーノ島へ。島の周りをセーリングしながらガイドの説明を聞きます。
ムラーノ島は 12 世紀までさかのぼる吹きガラスで有名ですが、有名なガラス工房または美し
いサン・ドナート教会を見学できます。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごした後、港に
戻ります。
＊クルーズを続けるお客様が対象です。
VCE11D

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島＆サン･マルコ広場
と空港へのトランスファー（約 4 時間）

ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
歴史的に有名な国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チ
ェルトーザ島を通り、ムラーノ島へ。島の周りをセーリングしながらガイドの説明を聞きます。
ムラーノ島は 12 世紀までさかのぼる吹きガラスで有名ですが、有名なガラス工房または美し
いサン・ドナート教会を見学できます。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごし、荷物を取
りに一旦港に戻ります。その後ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊下船し、フライトの出発が以下の時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が
8 時の場合、フライトの出発が 16 時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時
30 分の場合、フライトの出発が 17 時 30 分以降が対象です。
VCE12T

麗しのヴェネツィア：パノラマ・ボートツアー、
ムラーノ島、サン･マルコ広場、ゴンドラ体験―（約 4.5 時間）

ヴェネツィアのターミナルで客船を降り、ムラーノ島行きのボートに乗ります。サン・マルコ
広場、国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトー
ザ島を眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工
房での実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻り、ゴンド
ラに乗船。絵のように美しい運河や数々の橋、そのそばに立つ壮麗な宮殿や「カッリ」と呼ばれ
る路地をご覧ください。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごします。
＊クルーズを続けるお客様が対象です。所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しませ
ん。

VCE12D

麗しのヴェネツィア：パノラマ・ボートツアー、
ムラーノ島、サン･マルコ広場、ゴンドラ体験と空港へのトランスファー
（約 4.5 時間）

ヴェネツィアのターミナルで客船を降り、ムラーノ島行きのボートに乗ります。サン・マルコ
広場、国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトー
ザ島を眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工
房での実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻り、ゴンド
ラに乗船。絵のように美しい運河や数々の橋、そのそばに立つ壮麗な宮殿や「カッリ」と呼ばれ
る路地をご覧ください。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごし、荷物を取りに一旦港に戻
ります。その後ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。
VCE14T

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島、サン・マルコ広場、美術館（約 4.5 時

間）
ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトーザ島を
眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工房での
実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻った後は列に並ば
ずに入場できる特別チケットを差し上げますので、ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古
学博物館、国立マルチャーナ図書館等のうちお好きな施設をご見学ください。どれを選んでも
素晴らしい体験ができるはずです。サン・マルコ広場で短いフリータイムを過ごした後、港に戻
ります。
＊クルーズを続けるお客様が対象です。
VCE14D

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島、サン・マルコ広場、美術館
と空港へのトランスファー（約 4.5 時間）

ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトーザ島を
眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工房での
実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻った後は列に並ば
ずに入場できるチケットを差し上げますので、ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博
物館、国立マルチャーナ図書館等のうちお好きな施設をご見学ください。どれを選んでも素晴

らしい体験ができるはずです。サン・マルコ広場で短いフリータイムを過ごしてから荷物を取
りに一旦港に戻ります。その後ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊下船し、フライトの出発が以下の時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が
8 時の場合、フライトの出発が 16 時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時
30 分の場合、フライトの出発が 17 時 30 分以降が対象です。

この寄港地観光プログラムの日本語訳は 2016 年 2 月 11 日時点の英文情報を翻訳したもの
で、相違がある場合は原文が優先されます。料金とツアー内容は予告なしに変わることが
あります。正確な情報は乗船後にツアーオフィスでご確認ください。

2016 年夏季 MSC シンフォニア寄港地観光プログラム
ヴェネツィア（イタリア）

VCE03

サン・マルコ広場へのトランスファー (約 5 時間)

下船後荷物を港に預け、ボートで有名なサン・マルコ広場へ。サン･マルコ広場は社会的、宗教
的、政治的中心地でした。フリータイムは美しい広場と壮麗なサン・マルコ寺院、隣接するドゥ
カーレ宮殿をお楽しみください。ヴェネツィアらしい迷宮のような小道の散策すれば、街の魅力
を満喫できるでしょう。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊ヴェネツィアの空港で解散となります。下船し、フライトの出発が以下の時刻以降のお客様が
対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16 時 30 分以降、船の
ヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が 17 時 30 分以降が対
象です。
VCE05T

ゴンドラと徒歩ツアー（約 4 時間）

ロマンティックな街ヴェネツィアの旅を完璧なものにしてくれるのは、ゴンドラでの運河巡り
です。伝統あるゴンドリエーレの見事なゴンドラさばきで、水路から水路へ移動しながら、歴史
ある街の有名は見どころを眺めます。橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道
に感嘆するでしょう。フリータイムでは、美しいサン・マルコ広場と壮麗なサン・マルコ寺院、
隣接するドゥカーレ宮殿をお楽しみください。地元のガイドの案内でヴェネツィアらしい迷宮
のような小道を散策した後、船に戻ります。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。
VCE05D

ゴンドラと徒歩ツアーおよび空港へのトランスファー

(約 4 時間)

ロマンティックな街ヴェネツィアの旅を完璧なものにしてくれるのは、ゴンドラでの運河巡り
です。伝統あるゴンドリエーレの見事なゴンドラさばきで、水路から水路へ移動しながら、橋
や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道を眺めます。地元のガイドの案内で小道
を散策した後、フリータイムでは美しいサン・マルコ広場と壮麗なサン・マルコ寺院をお楽し
みください。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。

VCE08T

ロマンス＆カルチャー：
ゴンドラ体験、ガイド付き徒歩ツアー、美術館 （約 4.5 時間）

ゴンドラはロマンティックな街ヴェネツィアを巡る最高の手段です。水路から水路へと移動す
れば、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道が目の前に広がります。
地元のガイドの説明を聞きながら「カッリ」を散策した後は、サン・マルコ広場で短いフリータ
イムを過ごします。並ばずに入場できる美術館の特別チケットを差し上げますので、ドゥカー
レ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャーナ図書館等の施設からお好きなと
ころをご見学ください。その後港に戻ります。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。
VCE08D

ロマンス＆カルチャー：
ゴンドラ体験、ガイド付き徒歩ツアー、美術館 と空港へのトランスファー
（約 4.5 時間）

ゴンドラはロマンティックな街ヴェネツィアを巡る最高の手段です。水路から水路へと移動すれ
ば、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道が目の前に広がります。地
元のガイドの説明を聞きながら「カッリ」を散策した後は、サン・マルコ広場で短いフリータイ
ムを過ごします。並ばずに入場できる美術館の特別チケットを差し上げますので、ドゥカーレ宮
殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャーナ図書館等の施設からお好きなところを
ご見学ください。荷物を取りに一旦港に戻った後、ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移
動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。
VCE09T

ゴンドラツアーとサン・マルコ広場 （約 4 時間）

伝統あるゴンドリエーレが案内するゴンドラでの運河巡りほどヴェネツィアらしいものはない
でしょう。水路から水路へと移動しながら、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮
のような小道を水上から見学します。サン・マルコ広場ではフリータイムをお過ごしください。
コーヒーを飲みながら周りを観察するには絶好の場所です。壮麗なサン・マルコ寺院や隣接す
るドゥカーレ宮殿に驚嘆してもいいでしょう。その後港に戻ります。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。

VCE09D

ゴンドラツアーとサン・マルコ広場と空港へのトランスファー（約 4 時間）

伝統あるゴンドリエーレが案内するゴンドラでの運河巡りほどヴェネツィアらしいものはない
でしょう。水路から水路へと移動しながら、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮
のような小道を水上から見学します。サン・マルコ広場ではフリータイムをお過ごしください。
コーヒーを飲みながら周りを観察するには絶好の場所です。壮麗なサン・マルコ寺院や隣接す
るドゥカーレ宮殿に驚嘆してもいいでしょう。荷物を取りに一旦港に戻った後、ヴェネツィア
のマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。
VCE10T

魅惑のヴェネツィア：ゴンドラ、サン・マルコ広場、美術館 （約 4 時間）

ヴェネツィアを巡る最も贅沢なツアーで自分を甘やかしてみませんか？ 伝統あるゴンドリエー
レの案内で水路から水路へと移動しながら、美しい建物や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれるヴ
ェネツィアらしい路地を目で堪能ください。列に並ばずに入場できる特別チケットで、お好き
な美術館を見学します。ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャー
ナ図書館等の施設からお選びください。短時間サン・マルコ広場で過ごします。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。
VCE10D

魅惑のヴェネツィア：ゴンドラ、サン・マルコ広場、美術館
と空港へのトランスファー（約 4 時間）

ヴェネツィアを巡る最も贅沢なツアーで自分を甘やかしてみませんか？ 伝統あるゴンドリエー
レの案内で水路から水路へと移動しながら、美しい建物や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれるヴ
ェネツィアらしい路地を目で堪能ください。列に並ばずに入場できる特別チケットで、お好き
な美術館を見学します。ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャー
ナ図書館等の施設からお選びください。荷物を取りに一旦港に戻った後、ヴェネツィアのマル
コ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。

VCE11T

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島、サン･マルコ広場 （約 4 時間）

ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
歴史的に有名な国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チ
ェルトーザ島を通り、ムラーノ島へ。島の周りをセーリングしながらガイドの説明を聞きます。
ムラーノ島は 12 世紀までさかのぼる吹きガラスで有名ですが、有名なガラス工房または美し
いサン・ドナート教会を見学できます。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごした後、港に
戻ります。
＊クルーズを続けるお客様が対象です。
VCE11D

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島＆サン･マルコ広場
と空港へのトランスファー（約 4 時間）

ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
歴史的に有名な国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チ
ェルトーザ島を通り、ムラーノ島へ。島の周りをセーリングしながらガイドの説明を聞きます。
ムラーノ島は 12 世紀までさかのぼる吹きガラスで有名ですが、有名なガラス工房または美し
いサン・ドナート教会を見学できます。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごし、荷物を取
りに一旦港に戻ります。その後ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊下船し、フライトの出発が以下の時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が
8 時の場合、フライトの出発が 16 時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時
30 分の場合、フライトの出発が 17 時 30 分以降が対象です。
VCE12T

麗しのヴェネツィア：パノラマ・ボートツアー、
ムラーノ島、サン･マルコ広場、ゴンドラ体験―（約 4.5 時間）

ヴェネツィアのターミナルで客船を降り、ムラーノ島行きのボートに乗ります。サン・マルコ
広場、国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトー
ザ島を眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工
房での実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻り、ゴンド
ラに乗船。絵のように美しい運河や数々の橋、そのそばに立つ壮麗な宮殿や「カッリ」と呼ばれ
る路地をご覧ください。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごします。
＊クルーズを続けるお客様が対象です。所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しませ
ん。

VCE12D

麗しのヴェネツィア：パノラマ・ボートツアー、
ムラーノ島、サン･マルコ広場、ゴンドラ体験と空港へのトランスファー
（約 4.5 時間）

ヴェネツィアのターミナルで客船を降り、ムラーノ島行きのボートに乗ります。サン・マルコ
広場、国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトー
ザ島を眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工
房での実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻り、ゴンド
ラに乗船。絵のように美しい運河や数々の橋、そのそばに立つ壮麗な宮殿や「カッリ」と呼ばれ
る路地をご覧ください。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごし、荷物を取りに一旦港に戻
ります。その後ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。
VCE14T

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島、サン・マルコ広場、美術館（約 4.5 時

間）
ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトーザ島を
眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工房での
実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻った後は列に並ば
ずに入場できる特別チケットを差し上げますので、ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古
学博物館、国立マルチャーナ図書館等のうちお好きな施設をご見学ください。どれを選んでも
素晴らしい体験ができるはずです。サン・マルコ広場で短いフリータイムを過ごした後、港に戻
ります。
＊クルーズを続けるお客様が対象です。
VCE14D

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島、サン・マルコ広場、美術館
と空港へのトランスファー（約 4.5 時間）

ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトーザ島を
眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工房での
実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻った後は列に並ば
ずに入場できるチケットを差し上げますので、ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博
物館、国立マルチャーナ図書館等のうちお好きな施設をご見学ください。どれを選んでも素晴

らしい体験ができるはずです。サン・マルコ広場で短いフリータイムを過ごしてから荷物を取
りに一旦港に戻ります。その後ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊下船し、フライトの出発が以下の時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が
8 時の場合、フライトの出発が 16 時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時
30 分の場合、フライトの出発が 17 時 30 分以降が対象です。

スプリット (クロアチア)

SPL01

スプリット観光（約 4 時間）

スプリットはアドリア海沿岸の最古の町のひとつです。その歴史は一般的に約 1700 年前、も
しくはそれ以前に遡るとも言われ、古代ギリシャの植民地として生まれました。先ず、バスに
乗って町を通り、壮大なディオクレティヌアス宮殿があるスプリットの旧市街に到着します。4
世紀の初め、ローマ時代の皇帝ディオクレティヌアスが退位後に過ごすため、この美しい宮殿
が建てられました。スプリットの旧市街のほとんどは宮殿の周りあるいは建物の遺跡の上に建
てられ、1979 年にユネスコ世界遺産として登録されています。また、ツアーでは守護神聖人、
聖ドムニウス大聖堂に訪れます。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。宗教施設に入場の際は肌の露出を
控えた服装を心掛けてください。
SPL02

ソリンとトゥロギール（約 4 時間）

ソリンは、古代都市サロナの町として今もそのままの姿が残っています。橋を渡って本土へ繋
がる小さな島の上に位置し、3 世紀から 4 世紀にかけて、ソリンは繁盛の絶頂を迎えました。
後に、スプリットの町周辺に印象的な宮殿を建てたローマ皇帝ディオクレティアヌスの生誕地
となりました。考古学発見場所にも訪れます。その後、スプリット・リビエラに沿ってユネス
コ保護下にあるトゥロギールまでドライブします。この村は、紀元前 3 世紀に創設されました。
聖ローレンス大聖堂などトゥロギールの素敵な遺跡を是非、訪れてください。聖ローレンス大
聖堂の創設は 8 世紀にまで遡り、クロアチアの神聖な建築物として最高作でしょう。トゥロギ
ールでの自由時間をお楽しみいただいた後、船に戻ります。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。

SPL03

スプリットの徒歩観光（約 4 時間）

スプリットの歴史ある美しい地区にご案内する徒歩観光ツアーです。先ず、荘厳な石灰岩と大
理石で装飾されたディオクレティアヌス宮殿へ向かいます。4 世紀の初め、ローマ時代の皇帝デ
ィオクレティヌアスが退位後に過ごすため、この美しい宮殿が建てられました。ダルマチアの
海岸から伸びる短い半島の南側の入江に位置しています。また、1979 年にユネスコ世界遺産に
登録されました。スプリットの旧市街は宮殿周辺で発展を遂げ、数多くの考古学的に興味深い
建物を誇っています。散策しながら、是非写真に収めて下さい。ツアーのなかで、有名な聖ド
ムニウス大聖堂に訪れます。ここは、3 世紀に殉教したカトリック教会の司教聖ドムニウスに
ちなんで名付けられました。大聖堂の中は、聖母マリアを祀る守護聖人である聖ドムニウスを
追悼するロマネスク様式の鐘楼があります。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。宗教施設に入場の際は肌の露出を
控えた服装を心掛けてください。
SPL04

スプリットとオミシュ（約 4 時間）

バスに乗って少し、スプリットの南東を眺めの良いアドリア海岸に沿って走り、オミシュの小
さな町へ。この村は、ツェティナ川がアドリア海へ流れ込む場所に位置しています。ツェティ
ナ川の素敵な峡谷へ訪れ、ラドマノーベ・ミリニーツェのレストランとピクニックサイトへ到
着。川に近く、のどかで緑豊かな環境の中、この人気の目的地では、地元の燻製ハムとチーズ
の軽食とワインをご堪能いただけるだけでなく、その素敵な風景を写真に収められます。その
後、スプリットに戻り、ご自身の足で散策して町の魅力をお楽しみ下さい。青空市場を散歩し
たり、太陽で暖かくなった石の上に座ったりすれば、リラックスした雰囲気が、わずか目と鼻
の先に存在する賑やかで近代的な港を忘れさせてくれるでしょう。この古いものと新しいもの
の並列が間違いなくスプリットの町全ての魅力です。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
SPL06

メジュゴリェ（約 8 時間、昼食なし）

クロアチアの国境近くにあるヘルツェゴビナの小さく穏やかなメジュゴリェの町に訪れます。
ここは、1981 年、聖母マリアが６人のカトリック教徒の前に現れたとニュースが広がったとた
ん、突然宗教的な巡礼地として世界的に人気を博しました。バスに乗って、美しいアドリア海
岸に沿って２時間半のドライブをし、メジュゴリェへ。主な観光名所となる聖母降臨の丘、セ
ント・ジェームズ教会、聖レオポルド像をご覧ください。ガイドとともにこの重要な巡礼場所
でお祈りし、あるいはのんびりと散策するのもいいでしょう。聖母降臨の丘へ続く道は銅で出
来た銘板で装飾されています。イエス・キリストの人生を想起させる様々なロザリオの謎が書
かれています。または、教会の近くにある祭壇の外観と、聖母マリア像、懺悔室を見学できま
す。その後、船に戻ります。

＊身分証明証あるいはパスポートをお持ち下さい。必要となる身分証明書類については、エクス
カーションデスクでご確認ください。お客様の国籍によって必要となる書類が異なります。お子
様もパスポートをお持ち下さい。お子様は両親の同意書が必要です。保護者がお一人のお子様は、
地元当局にもう一方の親の同意書を提出する必要があります。
ミサは決められた時刻に一言語のみで行なわれます。メジュゴリェでは、地元の案内役がガイド
に同行する可能性があります。
SPL07

同胴船とスイミングツアー(約 5 時間)

ダルマチアの島々はスプリットの沖からすぐ近くです。船から下りて最新の同胴船に乗るより時
間はかかりません。ダルマチアの島々最大で最も静かな入り江のひとつ、ブラチ島が最初の目的
地です。泳いだり、日光浴をしたりするほか、シュノーケリング・スポットで水中の世界を探索
することも出来ます(シュノーケリング用具の使用はツアー代金に含まれます)。その後、ミルナ
のリゾート地へ。ブラチ島の西岸、ボボビスカの町のそばに位置しています。ミルナは、自然が
作りだした素晴らしい洞穴がとりわけ有名です。30 分間ツアーで最高の景色を堪能したら、バ
スに乗って眺めの良いドライブをします。ストモルスカの小さな村を通り隣接したショルタ 島
へ。ストモルスカは島最古の海岸植民地です。その後、船でスプリットへ戻ります。チオヴォ島
周辺を走るなか素晴らしい眺めが望めます。続いて主な観光場所をバスで巡り、町での自由時間
となります。
＊ウェルカムドリンク、同胴船内でのソフトドリンク飲み放題、シュノーケリング用具の使用
はツアー代金に含まれます。6 月から 8 月まで催行します。車椅子の方にはお勧めできません。
SPL08

クルカ国立公園(約 5 時間)

クロアチアには、間違いなく目を見張る自然の美しさがあり、この半日ツアーでは景色の良い巨
大なクルカ国立公園に訪れます。バスに乗って国立公園までの 1 時間半、シベニク・クニンの
素晴らしい眺めをご覧ください。到着後、先ず、最も人気のある自然が美しいプールとスクラデ
ィンスキ・ブクと呼ばれる滝へ。クルカ川は地域を通って、スクラディン滝に注ぎます。ガイド
とともに緑の中を歩く旅では、カメラのご用意をお忘れなく。水がほとばしる滝とその川の眺め
の他にも、民族の展示物がある古い工場にも訪れます。自由時間があるので、のんびりと自然の
なかを散策してみるのも良いでしょう。バスで港へ戻る途中、美しい眺望をお楽しみいただけま
す。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。6 月から 8 月まで催行します。

サントリーニ島(ギリシャ)

JTR01

イア観光(約 4 時間)

テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスでイアに向かいます。狭い路地や、青いドーム
と白壁の教会が特徴的なギリシャらしいこの村は、地中海の絵葉書そのままの風景です。丘の上
にあり、サントリーニ湾を見下ろす絶景で有名です。近隣のワイナリーでは地元のおつまみとワ
インの試飲をお楽しみください。併設の店ではお土産を購入できます。最後はフィラ村に移動。
メトロポリス教会のそばで、港に戻るケーブルカーの乗り方をガイドが説明します。
＊ケーブルカーおよびテンダーボート乗り場では長い行列ができる場合があります。港への往復
にはテンダーボートを利用するうえ、島には石畳の道や階段があるため、歩行が困難なお客様や
車椅子の方にはお勧めできません。
JTR02

カルデラ・ツアー(約 3 時間)

サントリーニ湾は火山の噴火によってできたカルデラ湾です。ここをボートで抜けて小さな無人
島ネア・カメニに移動。島内を徒歩で巡ります。島には火山があるため、周囲の海水は養分が豊
富です。次にパレア・カメニ島を訪れます。ボートが 30 分停泊するので、硫黄分の混じった暖
かい温泉で泳ぐこともできます。埠頭からテンダーボートで船に戻ります。
＊6 月から 9 月末までの催行です。
テンダーボートの乗り場は長い列ができることがあります。
ボートの停泊位置によっては、海を泳いで温泉まで移動していただくことがあります。歩行が困
難なお客様や泳げない方にはお勧めできません。
JTR03

ペリボロス・ビーチ送迎(約 4 時間)

テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスでペリボロス・ビーチへ。風光明媚な砂浜の前
には美しく青い水をたたえるエーゲ海が広がります。ビーチ沿いにはレストランやパブも並んで
おり、楽しい時間を過ごせることでしょう。続いてサントリーニ島の中心集落であるフィラ村に
移動。メトロポリス教会への行き方と港までのケーブルカーの乗り方について説明を受けます。
港からテンダーボートで船に戻ります。
＊6 月から 9 月末までの催行です。デッキチェアーやパラソルの使用料はツアー料金に含まれ
ていません。ケーブルカーやテンダーボート乗り場では長い列ができる場合があります。
JTR04

アクロティリ遺跡(約 3.5 時間)

サントリーニ島は美しいビーチやのどかな雰囲気、恵まれた天候が観光客に人気ですが、島の最
南端にあるアクロティリ遺跡も有名です。テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスに

20 分乗るとアクロティリ遺跡に到着。ミノア文明の青銅器時代、古代都市アクロティリには多
くの人が住んでいましたが、紀元前 1500 年頃に火山の大噴火により埋没しました。溶岩と火
山灰に埋もれたため、フレスコ画や陶器、家具、高度な下水システム、さらには 3 階建ての建
物が良好な保存状態で残っています。これらはすべて 1967 年に始まった発掘作業により発見
されました。1 時間 30 分の見学時間がありますので、先史時代の歴史にゆったりと浸ることが
できます。続いて近隣にある現代のアクロティリ村でフリータイムをお過ごしください。その後
フィラに向かいます。港に戻るケーブルカーの乗り方をガイドが説明します。
＊ケーブルカーやテンダーボート乗り場では長い列ができる場合があります。港への往復にはテ
ンダーボートを利用するうえ、島には石畳の道や階段があるため、歩行が困難なお客様や車椅子
の方にはお勧めできません。
JTR05

ベスト・オブ・サントリーニ（約 7.5 時間）

刺激的でユニークでためになる――3 つの特徴はこのツアーだけではなく、サントリーニ島にも
当てはまります。大噴火でできたクレーターが崩壊したときに残ったカルデラがサントリーニ島
です。テンダーボートでアティニオス港に到着後バスに乗り、島の歴史を学びながら、街とドラ
マチックな風景を楽しみます。最初に向かうアクロティリ遺跡はミノア時代に繁栄した街ですが、
紀元前 1500 年頃の大噴火により火山灰の底に埋もれました。1967 年に発掘作業が行われて以
来、フレスコ画や 3 階建ての建物などが極めて良好な保存状態で発見されました。ここには 1
時間 30 分滞在しますので、古代遺跡を十分に鑑賞することができます。続いて島の中心である
フィラ村に移動。フリータイムを設けますので、思い思いにお過ごしください。美しい小道を散
策したり、カフェで一休みしたり、双子の火山島カメニを眺めるのもいいでしょう。最後にイア
を訪れます。キクラデス諸島特有の青と白の家がカルデラの縁に並んでいます。ガイドの説明を
聞きながら、石畳のかわいい小道を歩いた後、地元のワイナリーに立ち寄ります。ワインの試飲
と地元のおつまみをどうぞ。その後、ミニバンでアムゥディ湾に向かい、そこからモーターボー
トで船に戻ります。
＊テンダーボートの乗り降り、石畳の道の歩行や階段の昇降が含まれるため、歩行が困難なお客
様や車椅子の方にはお勧めできません。ミニバンの駐車場、港に戻るモーターボート乗り場では
長い列ができる場合があります。
JTR06

ビーチとギリシャの名物（約 5 時間/昼食付き）

ギリシャの美しい島サントリーニは、風光明媚なビーチやのんびりした雰囲気、素晴らしい天候
のおかげで観光客に人気があります。このエクスカーションではサントリーニ島の美点を余すと
ころなく体験することができます。テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスに乗ってカ
マリビーチへ。約 3 時間のフリータイムがありますので、太陽の下ゆったりとお過ごしくださ
い。人気のカマリビーチで黒い砂浜と美しい風景をお楽しみいただけます。ギリシャ観光の締め

くくりに、隣接したレストランでのおいしいギリシャ料理のランチをどうぞ。バスでフィラに向
かい、ここからケーブルカーで港に到着後、テンダーボートで船に戻ります。
＊ケーブルカーやテンダーボート乗り場では長い列ができる場合があります。テンダーボートの
乗り降り、石畳の道の歩行や階段の昇降が含まれるため、歩行が困難なお客様や車椅子の方には
お勧めできません。6 月から 9 月末までの催行です。天候によっては中止になる場合がありま
す。
JTR08

サントリーニでのジープ・アドベンチャー（約 4 時間）

サントリーニの自然の中で、ひと味違った冒険を楽しみましょう。テンダーボートでアティニオ
ス港へ、そこからバスでジープの待つ場所まで行き、ジープを運転して、島の最南端にあるアク
ロティリへ向かいます。アクロティリには火山の噴火でできた月のような景観が広がっています。
ブリハダビーチでは景色を楽しむだけでなく、エーゲ海の冷たい水に飛び込んでみるのもいいで
しょう。ピルゴス村のレストランでギリシャの典型的な軽食を楽しんだ後、島の最高峰、標高
550m のプロフィティス・イリアスからサントリーニの絶景のパノラマを堪能します。旅の思
い出に写真を撮るのをお忘れなく。オフロードの道を走り、イクソ・ゴニア、カマリ、モノリソ
スなどの村々を通過し、フィラに到着します。フィラでのフリータイムでは、街歩きをしたり、
カルデラの景観をお楽しみください。ケーブルカーでフィラの港に向かい、テンダーボートで船
に戻ります。
＊ジープに運転手は付きません。21 歳以上のみ参加可能です。お客様に運転していただきます
ので、必ず国際運転免許証をご用意ください。ジープの定員は運転手を含めて最大 4 名です。
車椅子をご利用の方にはお勧めできません。ケーブルカーおよびテンダーボート乗り場では長い
行列ができる場合があります。妊娠中の方、歩行が困難なお客様、背中や首に問題のある方、及
び車椅子の方にはお勧めできません。車両はマニュアル車でお客様ご自身で運転していただきま
す。マニュアル車の運転、及び傾斜地やオフロードでの運転経験が必要です。参加者は免責書類
に署名しなければなりません。運転中の説明はありません。ガイドは見どころに停車した時にそ
れぞれ説明を行います。ビーチでは更衣室やシャワーはありません。

ミコノス（ギリシャ）

MYK06

ミコノス島徒歩探検ツアー（約 2 時間）

キクラデス諸島の一つミコノス島は、伝統的なギリシャ流のおもてなしと素晴らしいビーチをバ
ックにしたにぎやかなナイトライフ、白亜の家々と美しい景観の沿岸部で訪れる人を魅了し、
1950 年代から人気の休暇先となってきました。ゆったりとしたこのウォーキングツアーの中で、
誰も知らないような街角や、隠れ家スポット、風の吹き抜ける小路や坪庭（単に坪庭でよいと思

います）を巡れば、この街を魅力的にしているものが明らかになるでしょう。ミコノスタウンの
街のつくりは複雑に見えるかもしれませんが、実際にそうなのです。海賊からの侵攻を防ぐよう
に作られたこの街は、今日に至るまで外から来る者を戸惑わせます。この島の象徴は、小麦を挽
きパンをつくって生活していた今はなき時代をしのばせる、数多くの風車です。地面にどっしり
と構え、丸々としていて、叩きつける風に堂々と立ち向かうこの恰幅のいいランドマークは、写
真をとるのにぴったりです。そしてミコノス島探索は終わりに近づき、客船へと戻ります。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。客船が港に停泊する場合、参加者は
オールドポートまでシャトルバスで移動し、全ツアー時間はバス移動を含めて約 3 時間となり
ます。
MYK08

ミコノス島ナイトツアー（約 3.5 時間）

すばらしいビーチ、風車のある風景、フレンドリーな住人や夜のにぎやかなクラブシーンのおか
げでミコノス島は今日のような人気の休暇先になりました。このツアーでは、客船を降りたらま
ずレストランで軽いお食事を楽しむところから始まり、ギリシャのおもてなしに触れる夕べを過
ごします。タベルナではおいしい地元の名産料理とワインに舌鼓を打ちながら、民族舞踊のディ
ナーショーもお楽しみいただけます。一緒に踊ったり音楽に合わせて手を叩いてダンスに参加し
てみましょう。ディナーの後は、ガイドとともに白亜の家々と坪庭がひしめくミコノスタウンの
細い路地を巡ります。ガイドとの探索が終わった後はそのまま客船に戻るか、もしくは“コラ”
（地元の人はミコノスタウンをこう呼びます）に残り満足いくまで滞在した後ご自身で船に戻る
こともできます。
＊ツアーは長時間の徒歩での移動を含みますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧め
できません。このツアーは MSC マニフィカでは催行しません。

ドブロブニク（クロアチア）

DUB01

ドブロブニク市内観光 (約 3 時間)

世界遺産の街ドブロブニクの狭い小道や城壁を歩きながら、豊かな歴史に思いを馳せましょう。
聖母被昇天大聖堂は石造建築の傑作で、見事な祭壇画はヴェネツィア派の画家によるものです。
ドブロブニクはスラブ語で“樫の森”を意味する“ドゥブラカ”にちなんでいます。レクター
宮殿はナポリの建築家オノフリオによる後期ゴシック様式の建物で、政府の議席やドブロブニ
ク共和国総督の住まいがあります。オノフリオはドブロブニクで他にも大噴水と二つの噴水を
制作しました。最もすばらしい見どころであるフランシスコ会修道院の回廊と、その中にある

1317 年創業のヨーロッパ最古の薬局を見学、フリータイムでは古都の魅力を存分に味わって
ください。
＊旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらく待つ場合があります。
DUB02

コナブレとドブロブニクの伝統 (約 4.5 時間)

アドリア海と伝統的な村々の風景を車窓から眺めながら、ドブロブニク郊外のコナブレ渓谷に
向かい、コナブレ地方の民俗品コレクションが保存されているナヴァコヴィッチ一族の家を訪
ねます。自然の中を散策し、家畜を見たり木から直接果物をもいだりして自然と触れ合えます。
ゆったりとした 1 日を過ごせば、自然がもたらすシンプルな喜びが味わえます。次に地元の陽
気な音楽家と民族衣装を着た踊り手によるダルマチア地方の歌と踊りを鑑賞しながら、地元特
産のリキュールやワイン、燻製ハム、自家製のパンやチーズをお楽しみください。ドブロブニ
ク市内へ戻り、ガイド付きの簡単な徒歩ツアーで締めくくります。
＊旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらく待つ場合があります。車椅子の方は、必ずバスの
乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機が
ないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗
船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
DUB04

聖ヤコブビーチツアー （約 4.5 時間）

ドブロブニクで最も人気のビーチで過ごします。ドブロブニク旧市街に沿ってセーリングを楽
しみ、城壁を 45 分ほど散策するので、ドブロブニクの最も美しい場所を堪能できます。ボー
トで聖ヤコブビーチに到着した後はフリータイムです。日光浴や水泳をお楽しみください。パ
ラソルとデッキチェアのご利用、ウェルカムドリンクおよび追加の 1 ドリンクはツアー料金に
含まれています。
＊6 月から 9 月末までの催行です。ウォータースポーツはご希望に応じてご用意します。
ビーチにはバーやレストランもあります。
DUB05

ドブロブニク歴史散策 （約 3.5 時間）

かつて“ドゥブラカ”と呼ばれていたドブロブニクの歴史発見の旅は、古い城門に着いた瞬間か
ら始まります。1979 年にユネスコ世界遺産に登録された旧市街の壮麗な建築を見学します。城
壁の上を歩けば、旧市街とアドリア海に浮かぶロクルム島の息をのむような風景が広がります。
目抜き通りであるストラドゥン石畳を散策しながら、レクター宮殿、海洋博物館、16 世紀後半
に穀物倉庫だった建物を復元した民俗学博物館等の見どころを訪ねます。
＊旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらく待つ場合があります。

DUB06

エラフィテ諸島でのスポーツ（約 4.5 時間）

モーターボートに乗り、ドブロブニク旧市街の城壁沿いとラパド半島をクルーズします。海か
ら眺める旧市街の街並みを写真に収めてはいかがでしょうか。コロセップ島沖のモドゥラ・シ
ュピーリャ（青の洞窟）では、シュノーケリングをお楽しみください。次にコロセップ島の反対
側、ドンジェ・セロにある人気の砂浜ビーチへ。太陽の下、泳いだりリラックスしたり、また
はドンジェ・セロの美しい湾でゴムボートに乗るなどして思い思いにお過ごしください。ヴィ
ラ・ローズ・レストランで飲み物付きの軽い昼食をとった後、グルージュ港へ戻ります。
＊6 月から 9 月末までの催行です。7 歳以上のお子様から参加できます。お体の不自由なお客様
にはお勧めできません。シュノーケリング用具の貸し出しも含まれています。モーターボート
の所有者が船長、ガイド、およびシュノーケリングのインストラクターを務めます。説明は英
語で行われます。タオル、水着と水をお持ちいただくことをお勧めします。
DUB09

ドブロブニクと城壁（約 3.5 時間）

ユネスコの世界遺産であり、「アドリア海の真珠」と呼ばれるドブロブニクの美しい旧市街までバ
スで向かいます。歴史地区と港を囲む有名な城壁や塔、稜堡、砦を訪れます。敵の侵入を防ぐため
12 世紀に建設された城壁は、13 世紀と 14 世紀に修築されました。全長 1,940 メートルのヨーロ
ッパで最も美しく保存状態がよい城壁です。ガイドと一緒に旧市街のほかの見どころを訪れた後は、
フリータイムをお楽しみください。
＊歩行が困難なお客様、車椅子をご利用の方にはお勧めできません。履きなれた靴、帽子と日焼け
止めをご用意ください。旧市街から港に戻る際、駐車場でしばらくお待ちいただくことがあります。
DUB11

クロアチアの田舎、ワイン・テイスティング、サイクリング（約 4.5 時間）

バスで港を出発後、ドブロブニクの旧市街を見渡す丘の上で写真撮影のために停車します。バス
に 1 時間乗り、ゴルニャ・ドブラブカに到着。クロアチアの田舎を自転車で探検します。コナ
ブレ地方の糸杉の木立、ぶどう園、オリーブの森、伝統的な村々を抜け、サプロの水車小屋で休
憩を取ります。乾燥いちじく、チーズ、ダルマチア地方の塩漬けハム、フレッシュジュース、コ
ーヒー、ケーキ、水車小屋で搾ったオリーブオイルをお楽しみください。お腹が満たされた後は
ブライコビッチに向かい、ワイン・テイスティングを行います。バスでドブロブニクに戻り、旧
市街を短時間見学します。
＊動きやすいズボン、半袖シャツ、運動靴、日焼け止め、水をご用意ください。ツアーの内容は
参加者や天候に合わせて変更となる場合があります。ご自身の体に合わせて調節できる自転車を
ご利用いただけます。自転車で通る道は整備されたなだらかな下り坂、上り坂です。

DUB16

ドブロブニク、セグウェイツアー（約 2.5 時間）

ユネスコの世界遺産であり、美しい城壁都市ドブロブニクをセグウェイで巡ります。環境にもや
さしく、楽しいセグウェイで太陽きらめく素晴らしい街を見学しましょう。まずはホテルでセグ
ウェイの安全な乗り方の説明を受けます。その後、リラックスして滑走しながら、街並みや公園、
港の景色を満喫しましょう。さらにガイドに従って、丘の上から城壁に囲まれた旧市街の素晴ら
しい景色を堪能します。旧市街に戻り、セグウェイを返却したら、フリータイムは徒歩で散策を
お楽しみください。シャトルバスで港に戻ります。
＊旧市街から港に戻る際の駐車場ではしばらくお待ちいただく場合があります。参加者は免責書
類に署名しなければなりません。15 歳未満のお子様は参加できません。妊娠中の方、体重が 45
キロ未満、118 キロ以上の方、及び身体の不自由な方はご参加いただけません。
DUB18

ドブロブニク・デラックスツアー：市内観光とケーブルカー（約 4 時間）

1979 年に世界遺産に登録された美しい城塞都市ドブロブニクの背にスルジ山がそびえます。こ
こから中世の城塞都市の素晴らしい眺めを堪能しましょう。ケーブルカーでの移動を楽しみなが
ら山頂へ。ドブロブニクの全景や海に浮かぶ島々、ツァヴタットの街が一望できます。晴れた日
には遠くにイタリアが見えます。山の上のバーで提供するドリンクを飲みながら、息をのむよう
な眺めをお楽しみください。ケーブルカーでスルジ山を下り、世界的に有名なドブロブニクの城
壁へ。全長約 2 キロの城壁や保存状態のよい城塞、塔、稜堡が街を守り、敵の侵入を防いでき
ました。旧市街の目抜き通りを起点に徒歩で観光します。フリータイムもありますので、特別な
街でご自由にお過ごしください。その後シャトルバスで港に戻ります。
＊強風の場合は安全のためケーブルカーの運行が見合わせになることがあります。夏季は軽装で
日焼け止めと帽子、水をお持ちになることをお勧めします。ケーブルカー乗り場および旧市街か
ら港に戻る際の駐車場ではしばらくお待ちいただく場合があります。

アンコーナ（イタリア）

ANC01

ウルビーノ （約 4.5 時間）

ユネスコの世界遺産に登録されているウルビーノは城壁に囲まれた美しい街です。絵や写真が
趣味の人やロマンティストな方には、街の芸術的な雰囲気や趣のある通りや広場をお楽しみい
ただけることでしょう。中世の街並みがイタリアで最もよく保存されている旧市街をガイドが
ご案内いたします。丘の中腹にあるウルビーノの街の通りや広場を散策すれば、絵のような中

世の街並みに目を奪われます。15 世紀後半に建設されたドゥカーレ宮殿は現在国立マルケ州美
術館になっており、ルネサンス絵画の貴重なコレクションを見ることができます。
ANC03

フラサッシ鍾乳洞 （約 4 時間 15 分）

バスに乗って約 45 分間、ジェンガの街でガイドと合流後、有名なフラサッシ鍾乳洞に入り、石
筍や鍾乳石の間を探検します。この洞窟は 1948 年から 1971 年の間に洞窟学者のグループによっ
て発見されました。指定された安全なルートを歩きながら地底の神秘的な雰囲気を体験できま
す。この洞窟はヨーロッパ最大の大きさを誇り、グロッタ・グランデ・デル・ヴェントはミラ
ノのドゥオーモが簡単に入ってしまうほどです。続いて、1011 年のロマネスク建築で有名なサ
ン・ヴィット－レ修道院と博物館を訪れます。次に、ファジ・バッタリア・ワイン醸造所を見学
し、ワインテイスティングを楽しみます。
＊洞窟内の気温は 14 度程度なので、上着をお持ちください。歩きやすい靴をお勧めします。閉
所恐怖症の人、歩行が困難なお客様、車椅子をご利用の方にはお勧めできません。 サン・ヴィ
ット－レ修道院と博物館にガイドは同行しません。
ANC04

リビエラ・デル・コネロ （約 3.5 時間）

シローロ村へ向かうバスの車窓から、マルケ州の緑豊かな田園地風景をお楽しみください。中
世の街並みが復元された美しい村の広場、ベルヴェデーレ広場からは、海とコーネロ山が望めま
す。アンコーナの南に位置し、山の斜面に生育するイチゴの木のギリシャ語から、その名が付い
た 572m の岬にある山です。村を散策して教会を見学した後はポルトノーヴォを訪れます。ここ
はマルケ州のもう一つの海岸沿いの村で、11 世紀に建てられたサンタ・マリア・ディ・ポルト
ノーヴォ教会があります。美しい景色を堪能しながらバスでアンコーナに戻ります。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅
子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。
車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
ANC06

徒歩観光 （約 3 時間）

アンコーナの街を見下ろすグアスコの丘に立つサン・チリアコ大聖堂までバスで向かいます。
この地域で最も興味深い中世の教会を見学した後、アンコーナの歴史地区を散策。街は 3 つの
丘で分けられ、天然の港が望めます。由緒ある宮殿や教会は様々な様式で建てられています。
フリータイムで散策を楽しんだ後、グランドホテル パレス内のファイアプレース・ラウンジに
て地元の軽食とワインを味わい、徒歩で港に戻ります。
＊歩行が困難なお客様、車椅子をご利用の方にはお勧めできません。

ANC07

ヌマーナのビーチ（約 4 時間）

只々くつろぎ、金色の砂浜の上で羽を伸ばして人生の意味を考えることこそ、休日というもの
でしょう。港を離れてほんの数時間、観光は一休みして、、このヌマーナであなたの心の奥にあ
る感情を落ち着かせ、内なる自分と再び繋がる特別なひとときに浸りましょう。アンコーナか
らバスに乗って少し、可愛らしいマルケの田園地帯を通ってヌマーナへ到着。このリゾート・
タウンは州立公園の周辺に位置し、コーネロ山の生態系保護地区になっています。この魅力的
な古い町の主な地域は歴史あるヌマーナ・アルタ地区とにぎやかな港があるヌマーナ・バッサ
地域です。しかし、ヌマーナにはまた、美しいビーチがあり、このツアーの目的地となります。
ビーチにいる間、魅力的な青い海の中を泳いだり、横になって日光浴をしたり、ただ座ってそ
の不思議な力に時間をゆだねるなど、お好きなようにお過ごしいただけます。その後、バスに
乗って船へ戻ります。
＊6 月から 9 月末までの催行です。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者と
ご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅
子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーショ
ンデスクにご連絡ください。
ANC09

イエージの歴史ある町（約 4 時間半）

イタリア建築の宝石があるアンコーナからほんのわずか離れたところに建てられた、イエージの
町がこの楽しいツアーの目的地です。ツアーでは、愉快なワイン・テイスティングと町の豊富な
文化遺産を散策する機会があります。バスに乗って 45 分間、眺めの良いドライブをしながらイ
エージへ到着。魅力的な 18 世紀のロココ様式の邸と素晴らしい室内の装飾が施されたピアネッ
ティ宮殿を訪れます。ここは現在、市立美術館や展示館として使われ、宮殿にはまた、イエージ
で評判の高い絵画館、ピナコテカ・チビカがあります。作品の中には、15 世紀後半から 16 世
紀半ばにかけて活躍した有名なイタリアの画家ロレンツォ・ロットによる「裁判官の前の聖ルキ
ア」という優れた祭壇画があり、人気があります。続いて、ゆっくり歩き、町全体の素晴らしさ
をお楽しみいただけます。レプッブリカ広場にある 18 世紀後半のペルゴレージ劇場を見学し、
その後、エノテカ・デッラ・リージョン・マルケへ。ここは落ち着いた雰囲気のワイン・レスト
ランです。様々なワインの味を堪能した後、イエージの町でフリータイムとなります。その後、
アンコーナへ戻ります。
＊歩きやすい靴をお勧めします。歩行が困難なお客様、車椅子をご利用の方にはお勧めできま
せん。

ANC10

ロレートの町と聖堂（約 4 時間 15 分）

45 分間バスに乗り、アンコーナ州の田園地帯を眺めの良いドライブで、ロレートの町へ向かい
ます。この魅力的な町には、カトリック教徒の大切な巡礼地であるデッラ・サンタ・カーザ大聖
堂があります。聖堂のファサードは、16 世紀にシクストゥス 5 世の命令によって設立され、18
世紀には、イタリア人建築家ヴァンヴィテッリによって設計された鐘楼が加えられました。中で
も注目すべきは、聖堂内にあるロレートの聖なる家です。ここは、聖母マリアが暮らし、イスラ
エルのナザレからロレートに運ばれてきた家であるとカトリック教会の奇跡に認定されている
場所です。貴重な遺跡は、大きな複合施設の目玉であり、カトリック教の礼拝では、極めて重要
な場所であると考えられています。続いて、町の楽しい通りを散策しましょう。その後、港へ
戻ります。
＊宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。でこぼこした道を歩くた
め歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。

この寄港地観光プログラムの日本語訳は 2016 年 2 月 11 日時点の英文情報を翻訳したもの
で、相違がある場合は原文が優先されます。料金とツアー内容は予告なしに変わることが
あります。正確な情報は乗船後にツアーオフィスでご確認ください。

2016 年夏季 MSC オーケストラ寄港地観光プログラム
ヴェネツィア（イタリア）

VCE03

サン・マルコ広場へのトランスファー (約 5 時間)

下船後荷物を港に預け、ボートで有名なサン・マルコ広場へ。サン･マルコ広場は社会的、宗教
的、政治的中心地でした。フリータイムは美しい広場と壮麗なサン・マルコ寺院、隣接するドゥ
カーレ宮殿をお楽しみください。ヴェネツィアらしい迷宮のような小道の散策すれば、街の魅力
を満喫できるでしょう。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊ヴェネツィアの空港で解散となります。下船し、フライトの出発が以下の時刻以降のお客様が
対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16 時 30 分以降、船の
ヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が 17 時 30 分以降が対
象です。
VCE05T

ゴンドラと徒歩ツアー（約 4 時間）

ロマンティックな街ヴェネツィアの旅を完璧なものにしてくれるのは、ゴンドラでの運河巡り
です。伝統あるゴンドリエーレの見事なゴンドラさばきで、水路から水路へ移動しながら、歴史
ある街の有名は見どころを眺めます。橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道
に感嘆するでしょう。フリータイムでは、美しいサン・マルコ広場と壮麗なサン・マルコ寺院、
隣接するドゥカーレ宮殿をお楽しみください。地元のガイドの案内でヴェネツィアらしい迷宮
のような小道を散策した後、船に戻ります。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。
VCE05D

ゴンドラと徒歩ツアーおよび空港へのトランスファー

(約 4 時間)

ロマンティックな街ヴェネツィアの旅を完璧なものにしてくれるのは、ゴンドラでの運河巡り
です。伝統あるゴンドリエーレの見事なゴンドラさばきで、水路から水路へ移動しながら、橋
や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道を眺めます。地元のガイドの案内で小道
を散策した後、フリータイムでは美しいサン・マルコ広場と壮麗なサン・マルコ寺院をお楽し
みください。荷物を取りに一旦港に戻り、マルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。

VCE08T

ロマンス＆カルチャー：
ゴンドラ体験、ガイド付き徒歩ツアー、美術館 （約 4.5 時間）

ゴンドラはロマンティックな街ヴェネツィアを巡る最高の手段です。水路から水路へと移動す
れば、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道が目の前に広がります。
地元のガイドの説明を聞きながら「カッリ」を散策した後は、サン・マルコ広場で短いフリータ
イムを過ごします。並ばずに入場できる美術館の特別チケットを差し上げますので、ドゥカー
レ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャーナ図書館等の施設からお好きなと
ころをご見学ください。その後港に戻ります。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。
VCE08D

ロマンス＆カルチャー：
ゴンドラ体験、ガイド付き徒歩ツアー、美術館 と空港へのトランスファー
（約 4.5 時間）

ゴンドラはロマンティックな街ヴェネツィアを巡る最高の手段です。水路から水路へと移動すれ
ば、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮のような小道が目の前に広がります。地
元のガイドの説明を聞きながら「カッリ」を散策した後は、サン・マルコ広場で短いフリータイ
ムを過ごします。並ばずに入場できる美術館の特別チケットを差し上げますので、ドゥカーレ宮
殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャーナ図書館等の施設からお好きなところを
ご見学ください。荷物を取りに一旦港に戻った後、ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移
動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。
VCE09T

ゴンドラツアーとサン・マルコ広場 （約 4 時間）

伝統あるゴンドリエーレが案内するゴンドラでの運河巡りほどヴェネツィアらしいものはない
でしょう。水路から水路へと移動しながら、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮
のような小道を水上から見学します。サン・マルコ広場ではフリータイムをお過ごしください。
コーヒーを飲みながら周りを観察するには絶好の場所です。壮麗なサン・マルコ寺院や隣接す
るドゥカーレ宮殿に驚嘆してもいいでしょう。その後港に戻ります。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。

VCE09D

ゴンドラツアーとサン・マルコ広場と空港へのトランスファー（約 4 時間）

伝統あるゴンドリエーレが案内するゴンドラでの運河巡りほどヴェネツィアらしいものはない
でしょう。水路から水路へと移動しながら、美しい橋や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれる迷宮
のような小道を水上から見学します。サン・マルコ広場ではフリータイムをお過ごしください。
コーヒーを飲みながら周りを観察するには絶好の場所です。壮麗なサン・マルコ寺院や隣接す
るドゥカーレ宮殿に驚嘆してもいいでしょう。荷物を取りに一旦港に戻った後、ヴェネツィア
のマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。
VCE10T

魅惑のヴェネツィア：ゴンドラ、サン・マルコ広場、美術館 （約 4 時間）

ヴェネツィアを巡る最も贅沢なツアーで自分を甘やかしてみませんか？ 伝統あるゴンドリエー
レの案内で水路から水路へと移動しながら、美しい建物や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれるヴ
ェネツィアらしい路地を目で堪能ください。列に並ばずに入場できる特別チケットで、お好き
な美術館を見学します。ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャー
ナ図書館等の施設からお選びください。短時間サン・マルコ広場で過ごします。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。クルーズを続けるお客様が対象で
す。
VCE10D

魅惑のヴェネツィア：ゴンドラ、サン・マルコ広場、美術館
と空港へのトランスファー（約 4 時間）

ヴェネツィアを巡る最も贅沢なツアーで自分を甘やかしてみませんか？ 伝統あるゴンドリエー
レの案内で水路から水路へと移動しながら、美しい建物や壮麗な宮殿、「カッリ」と呼ばれるヴ
ェネツィアらしい路地を目で堪能ください。列に並ばずに入場できる特別チケットで、お好き
な美術館を見学します。ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博物館、国立マルチャー
ナ図書館等の施設からお選びください。荷物を取りに一旦港に戻った後、ヴェネツィアのマル
コ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。

VCE11T

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島、サン･マルコ広場 （約 4 時間）

ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
歴史的に有名な国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チ
ェルトーザ島を通り、ムラーノ島へ。島の周りをセーリングしながらガイドの説明を聞きます。
ムラーノ島は 12 世紀までさかのぼる吹きガラスで有名ですが、有名なガラス工房または美し
いサン・ドナート教会を見学できます。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごした後、港に
戻ります。
＊クルーズを続けるお客様が対象です。
VCE11D

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島＆サン･マルコ広場
と空港へのトランスファー（約 4 時間）

ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
歴史的に有名な国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チ
ェルトーザ島を通り、ムラーノ島へ。島の周りをセーリングしながらガイドの説明を聞きます。
ムラーノ島は 12 世紀までさかのぼる吹きガラスで有名ですが、有名なガラス工房または美し
いサン・ドナート教会を見学できます。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごし、荷物を取
りに一旦港に戻ります。その後ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊下船し、フライトの出発が以下の時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が
8 時の場合、フライトの出発が 16 時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時
30 分の場合、フライトの出発が 17 時 30 分以降が対象です。
VCE12T

麗しのヴェネツィア：パノラマ・ボートツアー、
ムラーノ島、サン･マルコ広場、ゴンドラ体験―（約 4.5 時間）

ヴェネツィアのターミナルで客船を降り、ムラーノ島行きのボートに乗ります。サン・マルコ
広場、国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトー
ザ島を眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工
房での実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻り、ゴンド
ラに乗船。絵のように美しい運河や数々の橋、そのそばに立つ壮麗な宮殿や「カッリ」と呼ばれ
る路地をご覧ください。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごします。
＊クルーズを続けるお客様が対象です。所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しませ
ん。

VCE12D

麗しのヴェネツィア：パノラマ・ボートツアー、
ムラーノ島、サン･マルコ広場、ゴンドラ体験と空港へのトランスファー
（約 4.5 時間）

ヴェネツィアのターミナルで客船を降り、ムラーノ島行きのボートに乗ります。サン・マルコ
広場、国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトー
ザ島を眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工
房での実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻り、ゴンド
ラに乗船。絵のように美しい運河や数々の橋、そのそばに立つ壮麗な宮殿や「カッリ」と呼ばれ
る路地をご覧ください。サン・マルコ広場でフリータイムを過ごし、荷物を取りに一旦港に戻
ります。その後ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊所要時間 30 分のゴンドラ観光にガイドは同行しません。下船し、フライトの出発が以下の
時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が 8 時の場合、フライトの出発が 16
時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時 30 分の場合、フライトの出発が
17 時 30 分以降が対象です。
VCE14T

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島、サン・マルコ広場、美術館（約 4.5 時間）

ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトーザ島を
眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工房での
実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻った後は列に並ば
ずに入場できる特別チケットを差し上げますので、ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古
学博物館、国立マルチャーナ図書館等のうちお好きな施設をご見学ください。どれを選んでも
素晴らしい体験ができるはずです。サン・マルコ広場で短いフリータイムを過ごした後、港に戻
ります。
＊クルーズを続けるお客様が対象です。
VCE14D

パノラマ・ボートツアー、ムラーノ島、サン・マルコ広場、美術館
と空港へのトランスファー（約 4.5 時間）

ヴェネツィアのターミナルから、リラックスしたボートの旅が始まります。サン・マルコ広場、
国立造船所、サン・ジョルジョ・マッジョーレ島、サン・セルヴォーロ島、チェルトーザ島を
眺めながら、ガイドの説明を聞きます。吹きガラスで有名なムラーノ島では、ガラス工房での
実演を見学するか、サン・ドナート教会を訪れます。サン・マルコ広場に戻った後は列に並ば
ずに入場できるチケットを差し上げますので、ドゥカーレ宮殿、コッレール博物館、考古学博
物館、国立マルチャーナ図書館等のうちお好きな施設をご見学ください。どれを選んでも素晴

らしい体験ができるはずです。サン・マルコ広場で短いフリータイムを過ごしてから荷物を取
りに一旦港に戻ります。その後ヴェネツィアのマルコ・ポーロ国際空港に移動します。
＊下船し、フライトの出発が以下の時刻以降のお客様が対象です。船のヴェネツィア到着予定が
8 時の場合、フライトの出発が 16 時 30 分以降、船のヴェネツィア到着予定が 9 時または 9 時
30 分の場合、フライトの出発が 17 時 30 分以降が対象です。

バーリ（イタリア）

BAR01

バーリ市内観光 (約 4 時間)

南イタリア第 2 の都市、バーリの市内徒歩観光では、旧市街の歴史地区と中世の建築を楽しみ
ます。まずサンタクロースの由来となったバーリの守護聖人、聖ニコラを祭るサン・ニコラ教会
を訪れます。11 世紀終わりに建てられた教会は今、ほぼ千年紀を迎え、重要な宗教巡礼地とな
っています。その後、ノルマン城の外観を見学します。フリータイムの後、短時間で新市街を巡
り、港に戻ります。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
BAR02

アルベロベッロ (約 4 時間)

バスに 1 時間乗り、ユネスコ世界遺産のアルベロベッロへ。プーリア州の町アルベロベッロは
ちょうど長靴型のイタリアの「かかと」にあります。とんがり屋根「トゥルッリ」を載せた丸い
石造りの家々で知られており、1996 年にユネスコ世界遺産に登録されました。他に類を見ない
街をガイドの説明を聞きながら徒歩で巡り、トゥルッリ様式で建てられた世界でただひとつのサ
ン・アントニオ教会を訪ねます。トゥルッリの家の多くは屋根のてっぺんに「ピンナッコロ」と
呼ばれる白い帽子や球体を載せています。また、トゥルッリの全ての屋根にはマークが描かれて
います。おそらく幸運のシンボルでしょう。時間があれば、バスでバーリのパノラマツアーを楽
しみます。
＊歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
BAR04

マテーラの“サッシ” (約 4 時間)

バスに 1 時間乗り、奇妙で素晴らしい洞窟住居「サッシ」で知られるマテーラを訪れます。こ
こは世界で初めて、町ごとユネスコ世界遺産に登録された町です。サッシは新石器時代から

1952 年まで住居として利用されていました。独特な歴史を肌で感じることができるせいか、
この場所は何とも言えない神秘的なで雰囲気を醸し出しています。サッシのシンボルといえる洞
窟博物館または洞窟教会を訪ねます。マテーラは多くの映画のロケ地になり、近年ではメル・ギ
ブソン監督の『パッション』が撮影されました。
＊ガイドはマテーラでお客様をお待ちしております。バスの移動にガイドは同行しません。長時
間の徒歩観光が含まれるため、歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧めでき
ません。
BAR07

カステッラーナ洞窟とポリニャーノ・ア・マーレ （約 4 時間）

1 時間のドライブをお楽しみいただいた後、カスッテラーナ洞窟に到着。ガイドと合流し、幻
想的な地底の旅を始めます。この洞窟の存在は 18 世紀に既に知られていましたが、初めて人
が入ったのは 1938 年のことでした。地下 60 メートルの世界に広がる、先端が方解石結晶で
覆われたアラバスターの石筍や鍾乳石の息をのむような眺めに目を奪われます。次に訪れるのは、
岩の上にある美しい村ポリニャーノ・ア・マーレで、ここからは素晴らしい海の風景が望めます。
ガイドと一緒に、またはご自身で、花のアーチで飾られた白い道の散策や海を見渡す丘のテラス
での休憩をお楽しみください。
＊閉所恐怖症の方や歩行が困難なお客様にはお勧めできません。洞窟内は起伏が多く滑りやすい
道を歩きます。
BAR15

湾町トラーニとオリーブオイル・テイスティング（約 4 時間）

バーリの港からバスで海岸沿いを 1 時間ほど走ると、美しい港町トラーニに到着します。9 世
紀まで遡るトラーニの長く由緒ある歴史と名産のオリーブオイルを楽しむツアーです。まずは海
を見渡す場所に建つ、非常に直線的な 13 世紀の要塞ズヴェーヴォ城を見学します。素晴らしい
景観を自由にご堪能ください。その後 11~12 世紀に建てられたサン･ニコラ・ペッレグリーノ
教会へ向かいます。ロマネスク様式の貴重な建物で、見事なステンドグラス、12 世紀のモザイ
ク床、聖ニコラ専用の地下聖堂が残されています。海岸沿いの道を散策後、バスでオリーブオイ
ル工場へ。地元産オリーブオイルと典型的なプーリアの味を楽しみ、その後、港に戻ります。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。

カタコロン／オリンピア近郊(ギリシャ)

KAT01

オリンピアとショッピング (約 4 時間)

カタコロンの港をバスで出発し、ギリシャの田舎を通って内陸にあるオリンピアへ。古代オリン
ピックが開催されたオリンピア遺跡を見学します。19 世紀にドイツ人が発掘を開始すると、多
くの重要な遺跡が出土しました。オリンピアは神々の王ゼウスが建設したと伝えられています。
ゼウス神殿、体育館、競馬場、4 万人の観客を収容できた競技場を見学します。フリータイムは
ショッピングをお楽しみください。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
KAT03

ビーチ・トランスファー (約 3 時間)

アマリアーダのクルータ･ビーチでリラックスした数時間を過ごしてみませんか。カタコロンの
港から 30 分ほどのバス移動で、ビーチに到着です。美しい景色を楽しみながら、ギリシャの
太陽の下、泳いだり、浜辺でリラックスしたり、散策したりしてお過ごしください。ビーチで購
入できるものもありますが、日焼け止め、帽子、飲料水をお持ちになることをお勧めします。
＊6 月から 9 月末までの催行です。デッキチェアとパラソルの使用はドリンクや食事を注文し
た場合、無料となります。
KAT04

オリンピアと博物館 (約 4.5 時間)

カタコロンからバスですぐのところにあるオリンピア遺跡を訪れ、古代オリンピアの歴史をた
どります。オリンピアは古代オリンピックが開催された都市であり、現代では、1896 年から始
まった夏の近代オリンピックで聖火が灯される場所です。オリンピア遺跡は 1766 年に発見さ
れましたが、発掘作業が始まったのは 1829 年のことでした。1870 年以降はアテネのドイツ考
古学研究所が発掘を請け負うことになりました。ユネスコ世界遺産である遺跡では、ゼウス神
殿、体育館、競馬場、4 万人の観客を収容できた競技場を見学。続いてオリンピア考古学博物
館を訪れます。1982 年に開館した博物館には発掘作業で発見された貴重な出土品が展示され
ています。とりわけ素晴らしいのは、美しい彫刻やブロンズ製品、テラコッタやモザイクです。
館内にある書店と土産物店を訪れるのもいいでしょう。バスの車窓から風景を楽しみながら港
に戻ります。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。館内でのフラッシュ撮影は禁止です。

KAT05

古代ギリシャの醍醐味 (約 4 時間)

古代ギリシャを堪能するツアーです。まずカタコロンの港を出発し、内陸にあるオリンピア遺
跡に向かいます。19 世紀にドイツ人が発掘を行うと、多くの貴重な出土品が見つかりました。
ギリシャ神話では、オリンピアは神々の王ゼウスが建設したと言われています。ゼウス神殿、
体育館、競馬場、現代人から見ても巨大な 4 万人の観客を収容できた競技場を見学します。“オ
リンピック” 体験の締めくくりとして、オリンピアのレストランでギリシャの伝統的なショー
と軽食をお楽しみください。その後、港に戻ります。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
KAT11

「マグナ・グラエキア」の土地とオリンピア (約 4 時間)

古代オリンピックが開催されたオリンピアを訪れ、遺跡を見学します。19 世紀にドイツの考古
学チームが発掘を行ったオリンピア遺跡からは、古代ギリシャ人の生活様式を垣間見ることが
できるでしょう。ギリシャ神話では、オリンピアは神々の王ゼウスが建設したと言われていま
す。ゼウス神殿、体育館、競馬場、4 万人の観客を収容できた競技場を見学後、「マグナ・グラ
エキア（偉大なるギリシャ）」の農園を訪れます。ここでは、エキストラ･ヴァージン･オリーブ
オイル、オリーブ、ワインなどが生産されています。ギリシャ音楽とダンスを楽しみながら、自
家製の軽食をご堪能ください。フリータイムでは敷地内を散策したり、自家製の商品を購入した
りして自由にお過ごしいただいた後、港に戻ります。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。

サントリーニ島(ギリシャ)

JTR01

イア観光(約 4 時間)

テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスでイアに向かいます。狭い路地や、青いドーム
と白壁の教会が特徴的なギリシャらしいこの村は、地中海の絵葉書そのままの風景です。丘の上
にあり、サントリーニ湾を見下ろす絶景で有名です。近隣のワイナリーでは地元のおつまみとワ
インの試飲をお楽しみください。併設の店ではお土産を購入できます。最後はフィラ村に移動。
メトロポリス教会のそばで、港に戻るケーブルカーの乗り方をガイドが説明します。
＊ケーブルカーおよびテンダーボート乗り場では長い行列ができる場合があります。港への往復
にはテンダーボートを利用するうえ、島には石畳の道や階段があるため、歩行が困難なお客様や
車椅子の方にはお勧めできません。

JTR02

カルデラ・ツアー(約 3 時間)

サントリーニ湾は火山の噴火によってできたカルデラ湾です。ここをボートで抜けて小さな無人
島ネア・カメニに移動。島内を徒歩で巡ります。島には火山があるため、周囲の海水は養分が豊
富です。次にパレア・カメニ島を訪れます。ボートが 30 分停泊するので、硫黄分の混じった暖
かい温泉で泳ぐこともできます。埠頭からテンダーボートで船に戻ります。
＊6 月から 9 月末までの催行です。
テンダーボートの乗り場は長い列ができることがあります。
ボートの停泊位置によっては、海を泳いで温泉まで移動していただくことがあります。歩行が困
難なお客様や泳げない方にはお勧めできません。
JTR03

ペリボロス・ビーチ送迎(約 4 時間)

テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスでペリボロス・ビーチへ。風光明媚な砂浜の前
には美しく青い水をたたえるエーゲ海が広がります。ビーチ沿いにはレストランやパブも並んで
おり、楽しい時間を過ごせることでしょう。続いてサントリーニ島の中心集落であるフィラ村に
移動。メトロポリス教会への行き方と港までのケーブルカーの乗り方について説明を受けます。
港からテンダーボートで船に戻ります。
＊6 月から 9 月末までの催行です。デッキチェアーやパラソルの使用料はツアー料金に含まれ
ていません。ケーブルカーやテンダーボート乗り場では長い列ができる場合があります。
JTR04

アクロティリ遺跡(約 3.5 時間)

サントリーニ島は美しいビーチやのどかな雰囲気、恵まれた天候が観光客に人気ですが、島の最
南端にあるアクロティリ遺跡も有名です。テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスに
20 分乗るとアクロティリ遺跡に到着。ミノア文明の青銅器時代、古代都市アクロティリには多
くの人が住んでいましたが、紀元前 1500 年頃に火山の大噴火により埋没しました。溶岩と火
山灰に埋もれたため、フレスコ画や陶器、家具、高度な下水システム、さらには 3 階建ての建
物が良好な保存状態で残っています。これらはすべて 1967 年に始まった発掘作業により発見
されました。1 時間 30 分の見学時間がありますので、先史時代の歴史にゆったりと浸ることが
できます。続いて近隣にある現代のアクロティリ村でフリータイムをお過ごしください。その後
フィラに向かいます。港に戻るケーブルカーの乗り方をガイドが説明します。
＊ケーブルカーやテンダーボート乗り場では長い列ができる場合があります。港への往復にはテ
ンダーボートを利用するうえ、島には石畳の道や階段があるため、歩行が困難なお客様や車椅子
の方にはお勧めできません。

JTR05

ベスト・オブ・サントリーニ（約 7.5 時間）

刺激的でユニークでためになる――3 つの特徴はこのツアーだけではなく、サントリーニ島にも
当てはまります。大噴火でできたクレーターが崩壊したときに残ったカルデラがサントリーニ島
です。テンダーボートでアティニオス港に到着後バスに乗り、島の歴史を学びながら、街とドラ
マチックな風景を楽しみます。最初に向かうアクロティリ遺跡はミノア時代に繁栄した街ですが、
紀元前 1500 年頃の大噴火により火山灰の底に埋もれました。1967 年に発掘作業が行われて以
来、フレスコ画や 3 階建ての建物などが極めて良好な保存状態で発見されました。ここには 1
時間 30 分滞在しますので、古代遺跡を十分に鑑賞することができます。続いて島の中心である
フィラ村に移動。フリータイムを設けますので、思い思いにお過ごしください。美しい小道を散
策したり、カフェで一休みしたり、双子の火山島カメニを眺めるのもいいでしょう。最後にイア
を訪れます。キクラデス諸島特有の青と白の家がカルデラの縁に並んでいます。ガイドの説明を
聞きながら、石畳のかわいい小道を歩いた後、地元のワイナリーに立ち寄ります。ワインの試飲
と地元のおつまみをどうぞ。その後、ミニバンでアムゥディ湾に向かい、そこからモーターボー
トで船に戻ります。
＊テンダーボートの乗り降り、石畳の道の歩行や階段の昇降が含まれるため、歩行が困難なお客
様や車椅子の方にはお勧めできません。ミニバンの駐車場、港に戻るモーターボート乗り場では
長い列ができる場合があります。
JTR06

ビーチとギリシャの名物（約 5 時間/昼食付き）

ギリシャの美しい島サントリーニは、風光明媚なビーチやのんびりした雰囲気、素晴らしい天候
のおかげで観光客に人気があります。このエクスカーションではサントリーニ島の美点を余すと
ころなく体験することができます。テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスに乗ってカ
マリビーチへ。約 3 時間のフリータイムがありますので、太陽の下ゆったりとお過ごしくださ
い。人気のカマリビーチで黒い砂浜と美しい風景をお楽しみいただけます。ギリシャ観光の締め
くくりに、隣接したレストランでのおいしいギリシャ料理のランチをどうぞ。バスでフィラに向
かい、ここからケーブルカーで港に到着後、テンダーボートで船に戻ります。
＊ケーブルカーやテンダーボート乗り場では長い列ができる場合があります。テンダーボートの
乗り降り、石畳の道の歩行や階段の昇降が含まれるため、歩行が困難なお客様や車椅子の方には
お勧めできません。6 月から 9 月末までの催行です。天候によっては中止になる場合がありま
す。
JTR07

美しいサントリーニでのビーチタイム（約 6 時間/昼食付き）

美しいビーチで青い空と太陽、息をのむような風景を満喫しながらのんびり過ごすツアーです。
テンダーボートでアティニオス港に到着後、バスに乗りフィラとイメロヴィグリを通って島の北
端にあるイアに向かいます。カルデラの頂上にあるため、サントリーニ湾とエーゲ海の絶景が望

めます。フリータイムがありますので、美しい小道の散策や、キクラデス諸島特有の青と白の家
並み、ショッピングやおしゃれなカフェでの休憩等をお楽しみください。続いて島の南部にある
ペリヴォラスの黒い砂浜のビーチへ。静かなビーチですが設備が整っているため、お望み通りに
お過ごしいただけます。パラソルとデッキを無料で利用できます。また、ビーチに面したカフェ
では無料の軽食とお飲み物を提供いたします。ウィンドサーフィン、ジェットスキー、スキュー
バダイビングもお楽しみいただけますが、道具の貸し出しには別料金が必要です。最後は島の中
心地フィラを訪れます。ケーブルカーに乗ってまっすぐ港に戻ることもできますし、しばらく街
を散策してから船に戻ることもできます。
＊ケーブルカーやテンダーボート乗り場では長い列ができる場合があります。テンダーボートの
乗り降り、石畳の道の歩行や階段の昇降が含まれるため、歩行が困難なお客様や車椅子の方には
お勧めできません。6 月から 9 月末までの催行です。天候によっては中止になる場合がありま
す。MSC オーケストラのみ催行です。
JTR08

サントリーニでのジープ・アドベンチャー（約 4 時間）

サントリーニの自然の中で、ひと味違った冒険を楽しみましょう。テンダーボートでアティニオ
ス港へ、そこからバスでジープの待つ場所まで行き、ジープを運転して、島の最南端にあるアク
ロティリへ向かいます。アクロティリには火山の噴火でできた月のような景観が広がっています。
ブリハダビーチでは景色を楽しむだけでなく、エーゲ海の冷たい水に飛び込んでみるのもいいで
しょう。ピルゴス村のレストランでギリシャの典型的な軽食を楽しんだ後、島の最高峰、標高
550m のプロフィティス・イリアスからサントリーニの絶景のパノラマを堪能します。旅の思い
出に写真を撮るのをお忘れなく。オフロードの道を走り、イクソ・ゴニア、カマリ、モノリソス
などの村々を通過し、フィラに到着します。フィラでのフリータイムでは、街歩きをしたり、カ
ルデラの景観をお楽しみください。ケーブルカーでフィラの港に向かい、テンダーボートで船に
戻ります。
＊ジープに運転手は付きません。21 歳以上のみ参加可能です。お客様に運転していただきます
ので、必ず国際運転免許証をご用意ください。ジープの定員は運転手を含めて最大 4 名です。
車椅子をご利用の方にはお勧めできません。ケーブルカーおよびテンダーボート乗り場では長い
行列ができる場合があります。妊娠中の方、歩行が困難なお客様、背中や首に問題のある方、及
び車椅子の方にはお勧めできません。車両はマニュアル車でお客様ご自身で運転していただきま
す。マニュアル車の運転、及び傾斜地やオフロードでの運転経験が必要です。参加者は免責書類
に署名しなければなりません。運転中の説明はありません。ガイドは見どころに停車した時にそ
れぞれ説明を行います。ビーチでは更衣室やシャワーはありません。

ピレウス（アテネ近郊／ギリシャ）

PIR02

プラカ、アクロポリスと考古学博物館（約 6 時間）

アテネ近郊のピレウス港は、ギリシャの首都アテネと世界的に有名なアクロポリス観光の出発地
として最適です。アクロポリスはアッティカ盆地の標高 150 メートルの岩がちな丘の上にあり
ます。この世界遺産は古代の建築遺跡群と共に、アテネのシンボルであるパルテノン神殿を擁し
ます。紀元前 447 年から 432 年にかけて建築されたパルテノン神殿は女神アテナを祀っていま
したが、紀元 5 世紀には聖母マリアを祀る教会となり、ついにはイスラム寺院に改修されました。
15 世紀にはミナレットが加えられています。現在、パルテノン神殿は古代ギリシャの不変のシ
ンボルであり、民主主義が生まれた場所と広く認識されています。歴史ある都市の観光名所を快
適なバスで巡ります。古代ギリシャ美術の重要なコレクションを所蔵する国立考古学博物館を見
学する時間もあります。また、入念に修復されたアテネの旧市街、プラカ地区を訪れます。新古
典主義様式の建物、狭い路地、遺跡を見れば歴史への興味を掻き立てられることでしょう。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
このツアーは 10 月 23 日と 11 月 10 日に寄港する MSC オペラでは催行しません。
PIR03

コリントス運河のセーリング（約 5.5 時間）

港から 1 時間 30 分バスに乗り、ギリシャの田舎の風景を楽しみながらコリントス運河へ。ここ
でしばらく停車し、狭い水路を行き交う船を眺めます。ギリシャ本土とペロポネソス半島を分か
つコリントス運河は全長 6.4 キロ、幅はわずか 21.3 メートルです。海面と同じ高さに掘られて
いるため、水門を建設する必要がありませんでした。バスから小さなボートに乗り換え、運河を
セーリングします。水路の両側にそそり立つ地峡を見れば、運河の建設が非常に困難だったこと
がわかるでしょう。セーリング中に軽食をお楽しみください。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。11 月か
ら３月は催行しません。
PIR04

アテネとアクロポリス（約 5 時間）

歴史あるアテネの街の主要な広場や通りを観光するツアーです。アテネは西洋文明のゆりかごお
よび現代民主主義発祥の地というだけではなく、目を喜ばせてくれる美しいものの宝庫です。市
内を巡った後は、アテネの最も重要なランドマークを訪れます。標高 150 メートルの丘の上に
そびえるアクロポリスです。ギリシャの古代建築で最も有名なパルテノン神殿があります。女神

アテナを祀る巨大な神殿は、世界の文化遺産の中で最も素晴らしいものの一つです。土産物店で
しばらくショッピングを楽しんだ後、船に戻ります。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
PIR08

アテネのパノラマツアー（約 3.5 時間）

アクロポリスまでの階段を上れない方でも、このツアーでしたらギリシャの首都アテネの雰囲気
を味わうことができます。港でガイドと合流し、バスで主要な見どころを巡ります。ピレウス港
からアテネに向かう道中、ガイドの説明を聞きながらハドリアヌスの門、バイロン卿の像、ゼウ
ス神殿、シンタグマ（憲法）広場、無名戦士の墓といった新旧の名所を車窓から見学。また、国
立庭園、オリンピック競技場、アカデミー、大学、国立図書館を巡ります。遠くからアクロポリ
スの丘を眺めて写真撮影を楽しんだ後は、プラカ広場でのフリータイムです。
＊すべての施設は外観のみの見学となります。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれ
る同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可
能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカ
ーションデスクにご連絡ください。
PIR09

古代ギリシャへの旅(約 5.5 時間)

港でガイドと一緒にバスに乗り、歴史的に重要な都市アテネのメインストリートと広場を巡るツ
アーに出発します。アテネ市街に到着後、標高 150 メートルの丘にそびえる有名なアクロポリ
スを訪れます。アクロポリスは数千年にわたってアテネのシンボルであり続けており、ギリシャ
黄金期の傑作を見ることができます。アクロポリスの丘まで 150 段の階段を上ると、エレクテ
ィオン神殿、アテナ・ニケ神殿、ギリシャのシンボルであるパルテノン神殿が迎えてくれます。
アテネの守護神である女神アテナを祀るパルテノン神殿は、ギリシャ全土で最も大きく壮麗です。
歩行者専用区域を歩いて近年改装されたアクロポリス博物館へ。1 時間 30 分の見学時間を設け
ていますので、パルテノン神殿の彫像や大理石をたっぷりとご鑑賞いただけます。お土産を買う
時間もあります。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
PIR16

アテネとプラカの絶景（約 4 時間）

アテネを 2 つの異なる視点―アテネ周辺で最も高い場所であるリカビトスの丘と平地にある賑
やかな旧市街プラカ地区―から体験します。バスの車窓から主要な見どころを見学し、リカビト
スの丘へ。頂上 までのケーブルカーはスリルたっぷりです。頂上からはアテネと近郊を見渡せ
る 360 度の眺望が広がります。フリータイムは写真撮影や散策をどうぞ。続いてプラカ歴史地
区へ。車が入れないプラカ地区 は迷路のように入り組んだ路地や新古典主義様式の美しい建物、

そしてアクロポリスに近いことから、
「神々の地区」と呼ばれています。十分な時間があるので、
ご自身のペースで観光をお楽しみください。
＊バスが到着する場所によって、157-167 段の階段を上ります。リカビトスの丘に上るケーブ
ルカー乗り場までは合計 10-15 分です。歩行が困難なお客様や車椅子をご利用の方にはお勧め
できません。
PIR18

アクロポリス＆コリントス運河デラックスツアー（約 7 時間/昼食なし）

ギリシャで最も有名な 2 箇所の名所を訪れます。完璧に均整のとれたパルテノン神殿と絶景を
誇るコリントス運河です。ピレウスを出発すると間もなくアテネの北部に到着。プロピュライア
門を通って古代ギリシャを体現するモニュメント、アクロポリスの丘にそびえ立つパルテノン神
殿を訪れます。紀元前 432 年に完成したパルテノン神殿からはアテナ・ニケ神殿とエレクティ
オン神殿、そしてアテネの旧市街を望むことができます。続いて壮大なコリントス運河へ。ギリ
シャ本土とペロポネソス半島を分かつこの狭い運河は、堅固な岩を開削して造られました。多く
の障害を乗り越え、ようやく完成したのは 1893 年のことでした。イスミア村でボートに乗り、
運河を下ります。両側に垂直に切り立つ壁を見れば、畏敬の念を感じるに違いありません。陸地
に戻り、運河の上にかかる橋から写真撮影をお楽しみください。
＊起伏の多い道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
MSC オペラでは催行しません。

コルフ（ギリシャ）

COR01

アヒリオン宮殿（約 4 時間）

ギリシャ神話では、コルフ島は英雄オデュッセウスが故郷イタカへ戻るまでの長い旅路の末に立
ち寄った場所です。私たちはそれほどの長旅はしませんが、島内を巡って緑豊かな風景を満喫し
ます。シシィと呼ばれたオーストリア皇妃エリザベートの住まいであったアヒリオン宮殿を訪ね
ます。海を望む美しい庭園に囲まれた壮麗な宮殿の名前は、ギリシャ神話のもう一人の英雄アキ
レウスにちなんでいます。コルフタウンではフリータイムがありますので、散策をお楽しみくだ
さい。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。

COR02

ビーチツアー(約 3.5 時間)

イオニア海に浮かぶ緑と岩とは何のことでしょう？

もちろん、美しいコルフ島のことです。休

暇先として人気の理由は、素晴らしい田園、のんびりした生活、数々の魅力的なビーチがあるか
らです。完全にリラックスできる数時間を過ごすため、バスでビーチに移動します。イオニア海
に浮かぶ島の浜辺で日光浴や美しい海の風景をお楽しみください。
＊6 月から 9 月末までの催行です。
COR03

パレオカストリッツァ（約 4 時間）

バスの車窓からオレンジ、糸杉、松の木の茂る田園風景を楽しみながら、島の西岸、アンゲロカ
ストロの南にある美しいパレオカストリッツァ湾へ。岩がちな岬に建つビザンティン時代の修道
院を訪れます。ここからは島とイオニア海を一望できます。修道院の歴史は 13 世紀初頭までさ
かのぼりますが、現在の建物は 18 世紀のものです。少数の修道士が今でも生活しています。修
道院内部は壁と天井にフレスコ画が描かれ、イコンで装飾されています。コルフタウンに移動後
はフリータイムになりますので、ご自身で観光をお楽しみください。
＊ビーチツアーではありませんが、修道院に興味のない方はビーチに立ち寄ることも可能です。
ビーチに設備のご用意はありません。車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
COR05

サファリ・ジープ（約 4.5 時間）

ジープを運転して美しいコルフ島を巡り、村々のすばらしい風景や写真撮影をお楽しみください。
時々停車して、家族のアルバムに加えるために写真を撮影しましょう。港に戻る前に伝統的な民
宿に立ち寄り、身体を休めてエネルギーを補給することができます。お飲み物とコルフ島の伝統
的なダンスショーをお楽しみください。
＊ジープに運転手は付きません。お客様に運転していただきますので、必ず国際運転免許証をご
用意ください。ジープの定員は運転手を含めて最大 4 名です。歩行が困難な方、首や腰に持病
がある方や妊娠中の方、車椅子の方にはお勧めできません。
COR06

アクアランド（約 4 時間）

アギオス・イオアニスにあるギリシャ最大のウォーターパーク、アクアランドで過ごすツアーで
す。家族全員で楽しめる施設が揃っています。ジャイアントスライド、マルチスライド、ブラッ
クホール、フォー・ツイスターズ、カミカゼ、クレイジー・リバー、ハイドロチューブといった
アトラクションをお楽しみください。お子様向けのエリアには、浅いプールやウォータースライ
ダー、スリッパリー・オクトパス、スクリーミング・フロッグ、シャワー・マッシュルーム等の
施設があります。たっぷり時間がありますので、バーやレストラン、キャビン、サンデッキ、パ
ラソルといった設備もご利用ください。

＊6 月から 9 月末までの催行です。
COR07

パレオカストリッツァとワイン・テイスティング(約 4 時間)

バスの車窓からオレンジ、糸杉、松の木の茂る田園風景を楽しみながら、30 分後に最初の目的
地となる金柑農園に到着。金柑がどのように収穫され、おいしいリキュールや加工食品になるの
か説明を受けます。続いて美しいパレオカストリッツァ湾に移動します。フリータイムになりま
すので、付近を散策したり、1228 年に建造されたビザンティン様式の修道院を見学したりと、
ご自由にお過ごしください。岩がちな岬の上に建つ修道院からは、島とイオニア海の素晴らしい
眺めをご覧いただけます。パレオカストリッツァ湾の絶景をさらに堪能するため、山沿いのラコ
ネス村へ。ここで停車し、写真撮影をしながら村の雰囲気を味わいます。伝統的な村マクラデス
にある食堂“コロンボス”では、ギリシャの軽食メゼと地元のワインまたはアニスの香りがする
有名な食前酒ウゾをお楽しみください。食堂には 18 世紀から 19 世紀の農具やオリーブオイル
の搾油機が飾られており、古きよき時代への興味を掻き立てられるでしょう。
＊歩きやすい靴でご参加ください。起伏のある道や階段を 1.5 キロほど歩くため、車椅子をご
利用の方にはお勧めできません。
COR08

コルフ・パノラマツアー(約 4 時間)

コルフタウンの観光とオレンジや糸杉、松の木の茂るコルフ島らしい風景を楽しむツアーです。
まずはパレオカツロリッツァ湾を訪れます。ガイドの説明を受けてから、ご自身で散策をお楽し
みください。ラコネス村にあるゴールデンフォックス・カフェに寄ります。丘の中腹にあるため、
パレオカストリッツァ湾の絶景が望め、地元住民からは「神のバルコニー」と呼ばれています。
ラコネス村での休憩後コルフタウンに移動し、車窓ツアーを始めます。パレオポリスの古代ギリ
シャ遺跡、ギリシャ国王の夏の住まいだったモン・レポス宮、ガリツァ湾と 14 世紀に建造され
た世界遺産のヴェネツィア要塞を巡ります。また、かつてナポレオン軍が行進を練習したスピア
ナダ公園、聖ジョージと聖マイケル宮殿、旧港と伝統的な漁船カイーク、新ヴェネツィア要塞と
コルフタウンの商業中心地である聖ロッコ広場も見学します。
＊コルフタウンの車窓ツアーでは、観光スポットはすべて外観のみの見学となります。
COR12

ベスト・オブ・コルフ(約 4 時間)

英国の小説家ジェラルド·ダレルが少年時代の冒険を描いた本の舞台として知られる、コルフ島
は今でもそのままの姿を残しています。文化、歴史、豊かな自然の美しさ：その魅力溢れる観光
スポットを堪能するツアーです。港を離れ、バスでパレオカストリッツァの村へ向かい、ビザン
ティン様式の修道院を訪れます。付属の博物館ではビザンティンのイコンや宗教的遺物を見学し、
美しい庭園から海岸線の写真を撮影しましょう。その後、バスでガストゥリへ。19 世紀に建て
られたアヒリオン宮殿を訪ねます。この宮殿は 1889 年から 1892 年の間に、シシィの愛称で

知られるオーストリア皇妃エリザベートの要請で建てられ、のちにドイツ皇帝ヴィルヘルム 2
世の所有となりました。宮殿は息子の非業の死により「哀しみの皇妃」と呼ばれたシシィの生活
を垣間見ることができる宮廷芸術の宝庫です。庭園は花の豊富さだけでなく、ギリシャ神話を題
材にした彫像も印象的で、ここからはコルフ島の町と海を臨む素晴らしい眺望を楽しめます。ガ
イドの説明を聞きながら、車窓からコルフタウンの見どころを巡り、港に戻ります。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。

コトル（モンテネグロ）

KTR01

コトルとペラスト（約 4 時間）

地中海地域で中世の街並みが最もよく保存されているコトルの旧市街を徒歩で巡ります。左右
非対称の小道や広場、中世の重要なモニュメントの数々により、コトルはユネスコの世界遺産
に登録されています。海洋博物館、聖トリプン大聖堂を見学後、優美な街ペラストへ移動。海
運業で富を築いたモンテネグロ沿岸のこの街は、バロック建築の宝庫であり、壮麗な宮殿や屋
敷が並びます。ボートで美しいボカ湾に浮かぶ人工島へ渡り、岩の聖母教会を訪れます。ぺラス
トに戻って、市内を散策し、さらに聖ニコラ教会を見学します。
＊宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。歩行が困難なお客様、及び
車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
KTR02

モンテネグロ沿岸ツアー （約 4 時間）

アドリア海に面したモンテネグロの美しい海岸線、切り立った険しい崖のパノラマを堪能し、絵
のように美しい海岸沿いのリゾート地コトルとブドヴァを訪れます。コトル湾に護られたように
位置するコトルの町は、古くからヴェネツィアとの強い結びつきがありました。ヴェネツィアの
強い影響が町の建物に数多く残っています。また近郊のブドヴァは近年、考古学の発見により、
アドリア海沿岸の最も古い都市居住地の一つで、
紀元前 5 世紀に築かれたことがわかりました。
フリータイムでは歴史のある城壁や要塞を見学したり、小道を散策しながら教会やカフェ、土
産物店を発見してはいかがでしょうか。その後、コトルの港に戻ります。バスの中で寛いだり、
車窓からモンテネグロの田園風景をお楽しみください。
＊歩行が困難なお客様、及び車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
KTR04

ジャズ・ビーチ （約 4 時間）

モンテネグロで最も美しいビーチのひとつ、太陽の下、遮るもののない海の風景と透明な水を
お楽しみください。短時間のバス移動で、手付かずの自然と地中海地域の植物が茂る、砂浜の

ジャズ・ビーチに到着。国の保護区となっているこのビーチは世界的に有名で、ローリングス
トーンズ、レニー・クラヴィッツ、マドンナ等のコンサートが開かれたことがあります。泳い
だり、冷たい飲み物を飲みながら日光浴をしたりしてフリータイムをお過ごしください。
＊1 組につき、デッキチェアー2 台とパラソル 1 台がつきます。6 月から 9 月中旬の催行です。
天候によっては中止になる場合があります。車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
KTR06

高速ボートで行く青の洞窟 （約 4.5 時間）

ファイバーグラス製の丈夫なボートに乗り、海とモンテネグロの自然の完璧な調和をご満喫く
ださい。海辺の小さな村々や丘、湾、小島の風景を眺めるうちに、自然の驚異が生み出した青
の洞窟に到着。洞窟の中で水に浸かることができます。詩的な人は、洞窟の中で泳ぐことを、
「青の中への降下」と表現します。というのも、青い海と光の反射によって洞窟の壁に映る様々
な青い影の組み合わせがあまりに美しいためです。次に訪れるゼニーチェ・ビーチではお飲み
物をご提供いたします。フリータイムでは散策をお楽しみください。
＊6 月から 9 月中旬の催行です。天候によっては中止になる場合があります。腰に持病がある
方、妊娠中の方、及び車椅子をご利用の方にはお勧めできません。デッキチェアとパラソルはツ
アー代金に含まれていません。
KTR07

コトルとモンテネグロの村々 (約 4 時間)

港を離れ、古い海辺の町コトルへ向かいます。地中海地域で、最も保存状態の良い中世の町の一
つ、コトルで快適なウォーキングを楽しみます。この町は左右非対称の小道や広場、中世の重要
なモニュメントの数々により、ユネスコの世界遺産に登録されました。散策の後は、バスに 45
分ほど乗り、ルスチカ半島のザブラデ村へ向かいます。途中、半島とオルジェンやロヴツェンの
山々の素晴らしい景色を楽しむことができます。ストイコヴィッチの荘園では、ホストと彼の家
族がドリンクとともに出迎えてくれるでしょう。素晴らしい景色の中で、スモークハム、チーズ、
サラダの美味しいおつまみと、地元の音楽の生演奏をお楽しみください。モンテネグロの伝統文
化を感じる時間を過ごした後、港に戻ります。
＊腰に持病ある方、妊娠中の方、及び車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
KTR08

コトルでのシーカヤックツアー (約 3.5 時間)

水に親しむこのツアーでは、活発に、そして新しい視点でモンテネグロの見どころを楽しみます。
港から少し歩いて、カヤック乗り場に向かいます。そこでまず徹底した安全説明を受け、必要な
安全装備を身に着けます。カヤックに乗り、美しい海岸線の景観を楽しんだり、泳いだりしなが
ら、約 2 時間コトル湾でのゆったりとした時間をお過ごしください。海に聳える山々の壮大な景
色、愛らしい小さな町や美しい村、風光明媚な島々やビーチ、見渡す限りの緑など自然を堪能し
ます。このカヤック体験は初心者にも最適で、楽しい時間を過ごせること間違いなしです。

＊このツアーは 10 歳以上の健康で泳ぎが得意な方のみ参加いただけます。カヤックは二人乗り
です。6 月から 9 月中旬までの催行です。天候によっては中止となる場合があります。
KTR10

ポルト・モンテネグロ (約 3 時間)

コトル湾の隅に隠れるように佇むコトルは、石灰岩の崖と美しい地中海に囲まれた自然のままの
宝石のような魅力ある町です。ヴェネツィア共和国時代に構築された要塞は、地域最大のヨット
マリーナとして開発されたポルト・モンテネグロとして知られています。桟橋からバスに乗ると、
山を背景にヤシの木に囲まれた海岸線に沿って超大型マリーナが現れます。ここはかつて旧オー
ストリア·ハンガリー海軍造船所でした。同じ場所にある博物館で"ヒーロー"と呼ばれる完全に
復元された P-821 潜水艦を見れば、当時を偲ぶことができるでしょう。潜水艦の内部は、武器、
設備機器、乗組員の持ち物まで完全に再現され、そのコンパクトで工夫を凝らした設計に感動す
るばすです。フリータイムでは、見どころを観光したり、ショッピングをお楽しみください。そ
の後、港に戻ります。
＊歩行が困難なお客様、及び車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
KTR11

カステルヌオーヴォ: 要塞と緑豊かな町（約 4 時間 15 分）

かつて、カステルヌオーヴォは 15 世紀初めから 18 世紀終わりまでヴェネツィア共和国に属し
ていました。海岸の町ヘルツェグ・ノヴィはオルジェン山の麓、コトル湾の入り口に位置し、休
暇にぴったりの場所です。バスに乗って 1 時間ほど眺めの良いドライブを楽しむと、リゾート
地と絵のように美しい旧市街に到着します。ガイドの案内で、ヴェネツィア人が設立したフォル
テ・マーレ城、19 世紀にオーストリア人が設立した時計塔と、16 世紀に設立した堂々たるカ
ンリ=クラ塔が目玉となる古い通りを通り抜けます。さらに、ベラ・ヴィスタ広場にある大天使
ミカエル教会の外観を見学するとともに、サン・ジェローム教会とサン・レオポルド・マンディ
ック教会を訪れます。町でフリータイムを過ごした後、港に戻ります。
＊階段が多く起伏のある道を長時間歩きますので、歩行が困難なお客様や車椅子をご利用の方
にはお勧めできません。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。

この寄港地観光プログラムの日本語訳は 2016 年 2 月 11 日時点の英文情報を翻訳したもの
で、相違がある場合は原文が優先されます。料金とツアー内容は予告なしに変わることが
あります。正確な情報は乗船後にツアーオフィスでご確認ください。
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ジェノバ（イタリア）

GOA01T

ポルトフィーノ （約 4 時間）

イタリアン・リビエラの豊かな美しい風景を楽しむツアーです。バスに乗り、45 分後にはサ
ンタ・マルゲリータ・リグーレに、そこから 10 分でポルトフィーノに到着。十分なフリータ
イムがありますので、風光明媚な海辺の街を散策したり、写真撮影をしたり、おしゃれなカフ
ェでのんびり過ごしたりしてお楽しみください。ボートでサンタ・マルゲリータに向かい、そ
こからジェノバに戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。4 月と 10 月のみ催行します。天候によりキャン
セルになる場合があるため、乗船後にご確認ください。悪天候の場合、サンタ・マルゲリータ
～ポルトフィーノ間の移動がミニバスとなることもあります。歩行が困難なお客様、および車椅
子をご利用の方にはお勧めできません。
GOA02T

ジェノバ水族館 (約 3.5 時間)

ご家族で楽しめる、人気のジェノバ水族館のツアーです。その規模と魚の種類の豊富さで、ヨ
ーロッパでも類を見ない水族館へはフェリーで向かいます。世界で最も環境に優しく自然を活
かした水族館では、色とりどりの熱帯魚、鮫、天然珊瑚、ペンギン、イルカなどが見られます。
見学後、ボートで船に戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。館内にガイドは同行しません。フラッシュなし
での写真撮影は可能です。館内は車椅子をご利用の方にも優しい設備が整っています。車椅子の
方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペ
ースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利
用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
GOA03T

ジェノバ歴史探訪 (約 3.5 時間)

フェリーでカリカメント広場に到着後、ジェノバの旧市街を散策します。カルッジと呼ばれる趣
のある路 地を歩いてジェノバの商業中心地であるフェラーリ広場へ。ドゥカーレ宮殿の外観を
見学後、「チステルネ・デル・ドゥカーレ」へ。ジェノバ風のブルスケッタやフォカッチャのビ
ュッフェをお楽しみください。次に サン・ロレンツォ大聖堂の外観を見学。旧港でフリータイ
ムを過ごした後はフェリーに乗って港に戻ります。

＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。このツアーは約 2.5 時間の長時間の徒歩観光を含
み、バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、車椅子の方にはお勧めできません。
GOA06T

オープンバスでの市内観光と水族館（終日/昼食なし）

快適なオープンバスに乗り、ジェノバのパノラマをお楽しみください。この街の活気を感じられ
る広場や通りに魅せられるでしょう。エレガントな 16 世紀の雰囲気を残すガリバルディ通り、
フェラーリ広場、ドゥカーレ宮殿を車窓からお楽しみください。バスはさらにカルロ・フェリー
チェ劇場、コロンブスの家、イタリアンブランドが並ぶファッション街のローマ通りを通過しま
す。バスには多言語での説明が聞けます。次は水族館へ立ち寄ります。種類豊富な海の生き物た
ち、色とりどりの熱帯魚、鮫、天然珊瑚、ペンギン、イルカなどが見られます。急いで船に戻る
必要はありません。街中に戻って散策も楽しめます。水族館から 30 分おきに出るシャトルバス
で船に戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。水族館内にガイドは同行しません。フラッシュな
しでの写真撮影は可能です。このツアーはクルーズ中のみご参加いただけます。車椅子の方には
お勧めできません。
GOA10T

ポルトフィーノ （約 4.5 時間）

温暖な気候に恵まれたイタリアン・リビエラの美しいな海辺の町を訪れます。この地域は、詩人
バイロンやシェリーの時代から休暇地として、人気の場所でした。1.5 時間のクルーズで、有名
な海岸沿いの景色を楽しみながら、ポルトフィーノへ。十分なフリータイムがありますので、風
光明媚な海辺の街を散策したり、写真撮影をしたり、おしゃれなカフェでのんびり過ごしたり
してお楽しみください。その後、ジェノバへ戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。5 月から 9 月まで催行します。天候によりキャ
ンセルになる場合があるため、乗船後にご確認ください。悪天候の場合、サンタ・マルゲリータ
～ポルトフィーノ間の移動がミニバスとなることもあります。歩行が困難なお客様、および車椅
子をご利用の方にはお勧めできません。
GOA14T

セグウェイでジェノバ観光 （約 2.5 時間）

最新の移動手段、簡単で楽しいセグウェイでジェノバの魅力を堪能しましょう。狭い通りを走っ
たり、坂を上ったりしながら、ジェノバの歴史地区を探索します。多くの見どころの中でも、
ドゥカーレ宮殿の外観、コロンブスの家、ソプラナ門に感動するでしょう。その後港に戻ります。
＊妊娠中の方、体重が 45 キロ未満、118 キロ以上の方、及び身体の不自由な方はご参加いただ
けません。16 歳以上の方のみ参加可能です。参加者は免責書類に署名しなければなりません。
英語とイタリア語のみです。このツアーはクルーズ中のみご参加いただけます。

GOA16T

ジェノバとプリンチペ宮殿(約 3 時間)

ほんのわずか数時間あれば、ジェノバの素晴らしさを十分堪能することができます。港から少し
歩いて、まずは 16 世紀に建てられたきらびやかなプリンチペ宮殿に到着します。ガイドが同行
し、フレスコ画やタペストリー、巨匠たちによる芸術品と秘宝が置いてある歴史的建造物の中を
見学します。その後、バスで港湾地区や、ジェノバで名高い水族館、フィエラ・デル・マーレ屋
内アリーナ、EXPO 跡地の複合施設等ジェノバ周辺をノンストップでドライブします。また、か
つて貴族から好まれていた地区アルベロを通りぬけて、町の中心部へ向かいます。ヴィクトリ
ア・スクエアの記念碑やコロンブスのカラベル船を形どった花々で彩られた芝生、ヴェンティ・
セッテンブレ通りと橋や、フェラーリ広場とコロンブスの家の眺めをお楽しみに。バスから降り
て少し下り坂を歩き、ドゥカーレ宮殿、サン・ロレンツォ大聖堂とサン・ジョルジョ宮殿の外観
を楽しみます。フリータイムの後、港へ戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。車椅子の方にはお勧めできません。

チビタベッキア（ローマ近郊/イタリア）

CIV02

ローマ･バロックツアー（終日／昼食なし）

チビタベッキアからバスに 1 時間 30 分乗ると、歴史とイタリア的な魅力の宝庫ローマに到着し
ます。ガイドと合流し、コロッセオとフォロ・ロマーノの外観を見学します。続いてヴァティ
カンのサン・ピエトロ広場で毎週日曜に行われるローマ法王のお告げの祈りに参列。ベルニー
ニの見事な柱廊もご覧いただけます。フリータイムがありますのでご自身のペースでご見学く
ださい。サン・ピエトロ大聖堂は是非訪れたい場所です。ガイドが事前に説明をいたします。
パンテオン、美しいナヴォーナ広場を徒歩で巡ります。ガイドと別れ、港に戻ります。
＊長距離の徒歩観光が含まれます。昼食はツアー料金に含まれておりません。お告げの祈りは
毎週日曜に行われます。ヴァティカンのスケジュールによって参列できない場合があるため、
船上でご確認ください。サン・ピエトロ大聖堂はヴァティカンのスケジュールによって参列で
きない場合があるため、船上でご確認ください。大聖堂では長い列ができる場合があります。秋
と冬は日照時間の関係で、夕方薄暗い中での観光となる場合があります。宗教施設に入場の際
は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれ
る同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可
能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカ
ーションデスクにご連絡ください。

CIV03

ローマ･フリーツアー（終日／昼食なし）

バスに 1 時間 30 分乗れば、永遠の都イタリアの首都ローマに到着です。ガイドは同行しません
ので、思い思いの 1 日をお過ごしください。ローマ市内の移動方法について説明後、観光名所
が掲載された地図をお渡しします。必見の観光名所の一例として、コロッセオ、フォロ・ロマ
ーノ、パンテオン、旧市街の美しいナヴォーナ広場、近隣のヴァティカン市国、新市街などが
あります。世界的なファッションの都でもあるため、ショッピング施設もたくさんあります。
サン・ピエトロ広場にあるベルニーニの柱廊も必見です。広場では毎週日曜に法王によるお告
げの祈りが行われます。
＊コロッセオのそばがバスの送迎場所となります。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けして
くれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたた
み可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エク
スカーションデスクにご連絡ください。
CIV07

永遠の都、ローマ・グランドツアー（終日／昼食付き）

キリスト教と古代というローマの最も重要な 2 つの特徴を味わうツアーです。バスに 1 時間 30
分乗り、ローマに到着。ガイドと合流後、「フラウィウスの闘技場」としても知られるコロッセ
オを訪れます。最大 5 万人を収容できた巨大な闘技場では、古代ローマ人が剣闘士の血なまぐ
さい戦いを観戦しました。続いて徒歩でナヴォーナ広場、7 人の重要なローマ神を祀った古代
の神殿パンテオンを巡ります。イタリアらしさを味わえるレストランで昼食をとり、午後はキ
リスト教世界の中心であるサン・ピエトロ広場へ。フリータイムとなりますので、広場でガイ
ドの説明を受けてからサン・ピエトロ大聖堂内部をご自身でご見学ください。ガイドと別れ、
港に戻ります。
＊徒歩観光が大半を占めるツアーのため、歩行が困難なお客様にはお勧めできません。サン・
ピエトロ大聖堂とコロッセオには車椅子の専用スペースが完備されています。車椅子の方は、必
ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇
降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、
乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。秋と冬は日照時間の関係で、夕
方薄暗い中での観光となる場合があります。昼食は寄港日によって遅めまたは早めとなる可能
性があります。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。サン・ピエ
トロ大聖堂はヴァティカンのスケジュールによって参列できない場合があるため、船上でご確
認ください。大聖堂では長い列ができる場合があります。
CIV08

ローマ＆華麗なるヴァティカン博物館（終日／昼食なし）

バスに 1 時間 30 分乗り、ローマに到着。ガイドと合流後、アウレリアヌス城壁、ピラミッド、
カラカラ浴場、チルコ・マッシモ、コロッセオ、フォロ・ロマーノ、ヴェネツィア広場、ロマン

ティックなテベレ川沿いの道ルンゴテベレをローマの重要な見所をバスで巡ります。ヴァティカ
ンで下車し、徒歩でヴァティカン博物館へ。ツアーのお客様は長い列に並ばず、優先的に入場で
きます。世界で最も有名な博物館でガイドの説明を聞き ながら、歴代ローマ法王が制作を依頼
し、何代にもわたって収集と保管を行ってきた傑作の数々を鑑賞します。システィーナ礼拝堂で
はミケランジェロ、および 15 世紀ウンブリア地方やトスカーナ地方の巨匠によるフレスコ画の
素晴らしさをご堪能ください。フリータイムに昼食をとった後（ツアー料金には含まれておりま
せん）、ガイドと一緒にサン･ピエトロ広場と大聖堂を訪れます。港に戻るバスにガイドは同行
しません。
＊秋と冬は日照時間の関係で、夕方薄暗い中での観光となる場合があります。歩行が困難なお客
様、および車椅子をご利用の方にはお勧めできません。寄港日が日曜日の場合は催行されません。
システィーナ礼拝堂内部での写真、およびビデオ撮影は禁止されています。宗教施設に入場の際
は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。サン・ピエトロ大聖堂はヴァティカンのスケジ
ュールによって参列できない場合があるため、船上でご確認ください。車椅子の方は、必ずバス
の乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機が
ないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船
後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。サン・ピエトロ大聖堂とヴァティカ
ン博物館には車椅子の専用スペースが完備されています。
CIV09

ローマ・パノラマツアー（約 5 時間）

港からバスに 1 時間 30 分乗り、イタリアの首都ローマに到着。ローマを永遠の都たらしめる見
どころをバスで快適に巡ります。ガイウス・ケスティウスのピラミッド、カラカラ浴場、チル
コ・マッシモ、コロッセオ、有名な真実の口広場の噴水、ヴェネト通り、バルベリーニ広場、
ロマンティックなテベレ川沿いの道ルンゴテベレを見学。ヴァティカンでバスを降りた後はフ
リータイムです。ヴァティカン市国の路地を歩いたり、ご自身でサン・ピエトロ大聖堂を訪れ
るなどしてお過ごしください。港に戻るバスにガイドは同行しません。
＊ガイドはローマでお待ちしています。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行
者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車
椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーショ
ンデスクにご連絡ください。サン・ピエトロ大聖堂はヴァティカンのスケジュールによって参列
できない場合があるため、船上でご確認ください。大聖堂では長い列ができる場合があります。
CIV21

ローマ・ウォーキング（約 7.5 時間/昼食なし）

ローマの素晴らしさを徒歩で堪能するツアーです。港からバスに 1 時間 30 分乗った後、ローマ
に到着、ガイドと合流します。ガイドから街歩きのヒントを聞き、まず永遠の都のシンボル、コ
ロッセオから散策は始まります。その外観に圧倒された後は、過去にタイムスリップしたような

フォロ･ロマーノへ。さらにサン・アポストリ広場を通って、スペイン広場へと続きます。ロー
マを象徴する世界で最も有名なスペイン広場は、特徴的な構成とバロック様式の壮大なモニュメ
ントが集まる人気の場所です。ショッピングやランチでフリータイムをお楽しみください。そし
て、パンテオン、エレガントなナヴォーナ広場を巡った後、ガイドと別れ、船に戻ります。
＊長時間の徒歩観光が大半を占めるツアーのため、歩行が困難なお客様にはお勧めできません。
歩きやすい靴での参加をお勧めします。コロッセオの内部観光は含まれていません。
CIV22

トゥスカーニアとタルクイーニア（約 4.5 時間）

トゥスカーニアの起源は神話や伝説にまで遡ります。ヘラクレスの息子によって創設されたとい
う人もいれば、アイネアースの息子アスカニウスによって創設されたという人もいます。バスか
ら美しい風景を見ながら、50 分走ると、トゥスカーニアの村に着きます。ガイドの案内を聞き
ながら、中世の壁に囲まれた歴史中心部や、ラヴェッロの塔から見える素晴らしい景色をお楽し
みください。聖ペテロ教会を含む村の主要な見所に目を向けると、イタリア中部の小さな村落の
雰囲気を味わうことが出来るでしょう。続いて、タルクイーニアに向かいます。ここは昔、エル
トリア人が支配する 12 の町の一つでした。ガイドがトゥスキア地方の中心にあるタルクイーニ
アを楽しむ旅へとお連れします。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。宗教施設に入場の際は肌の露出を控
えた服装を心掛けてください。
CIV23D

永遠の都ローマの名所（約 4.5 時間）

このツアーは下船して、ローマ市内を観光したいお客様に特にお勧めします。バスに乗って 1
時間半走ると、イタリアの美しい首都へ到着します。ガイドと合流し、チェスティア・ピラミデ、
カラカラ浴場、チルコマッシモ、コロッセオ、ロマンティックなテベレ川沿いの道ルンゴテベレ、
ヴェネツィア広場、ドルチェ・ヴィータ通り、ヴェネト通りといった等ローマの主な見所をバス
の車窓から眺めた後、サン・ピエトロ広場に到着します。フリータイムがありますのでご自身の
ペースでご見学ください。サン・ピエトロ大聖堂は是非訪れたい場所です。ガイドが事前に説明
をいたします。バスに戻り、フィウミチーノ空港へ戻ります。
＊チビタベッキアで下船し、フィウミチーノ空港発 18:00 以降のフライトを予約しているお客
様向けのツアーです。ツアー時間は、空港までの移動時間を含みます。ローマに滞在する方も参
加可能ですが、ローマでのフリータイム後、各自でホテルへ移動してください。車椅子をご利用
の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペ
ースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利
用の方は、乗船後すみやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。このツアーはクルーズ中のみ
ご参加いただけます。

CIV25

天使と悪魔（約 9 時間/昼食なし）

ダン・ブラウンの 2000 年の大ヒット作「天使と悪魔」の舞台となった永遠の都ローマを巡る
ツアーです。本を読んだ人も、そうでない人も、ローマ最大の秘密を発見するため、本の主人公
ロバート・ラングドン教授の跡を辿りたくなるはずです。ガイドと合流した後、火・地・水・空
4 つの要素に関する手がかりを追い始めます。
有名な芸術作品が本の複雑な筋の中で重要な役割を果たします。パンテオンや
バロック美術の傑作ベルニーニ作の聖テレジアの法悦、他にも 15 世紀のサンタ・マリア・デル・
ポポロ、ラファエロやカラヴァッジョによる絵画など是非お見逃しなく。ナヴォーナ広場に到着
し、昼食をとる時間があります（昼食代は含まれていません）。その後、本の結末で登場するサ
ンタンジェロ城に向かいます。そびえ立つ円筒状の城壁は西暦 139 年に建てられました。現実
には、サンタンジェロ城は、本来ローマ皇帝ハドリアヌス帝の霊廟として建てられ、その後、中
世にローマ法王を守る要塞となりました。最後に訪れる場所はサン・ピエトロ大聖堂があるサ
ン・ピエトロ広場です。ガイドの説明を聞き、その後、ご自身のペースでご見学ください。
＊秋冬は日照時間が短いため、夕方薄暗い中での観光となる場合があります。宗教施設に入場の
際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めで
きまません。サン・ピエトロ大聖堂とバティカン博物館はバティカンの都合などによって突然閉
鎖されることがあります。船上でご確認ください。サン・ピエトロ大聖堂への入場はお待ちいた
だくことがあります。月曜日の寄港では催行されません。

パレルモ（イタリア）

PMO02

パレルモとモンレアーレ（約 4 時間）

パレルモの主な見所をバスの車窓から眺めた後、バスを降りて大聖堂を見学。ノルマンとアラ
ブの様式が見事に調和した大聖堂には、歴代のノルマン王や皇帝フェデリコ 2 世のお墓があり
ます。他に注目すべき宗教建築は、パレルモの重要なバロック建築であるジェズ教会（カーサ・
プロフェッサ）です。そして車窓からパレルモの街並を楽しみながら、8 キロ離れたモンレアー
レへ。街を徒歩で観光し、大聖堂を見学。大聖堂内部は、旧・新約聖書の場面を描いた金色の
見事なモザイクで埋めつくされています。フリータイムでお買い物をお楽しみいただいた後、
船に戻ります。
＊モンレアーレの大聖堂までは、階段を上ります。ガイドの説明は大聖堂の外で行われます。
内部はお客様ご自身で見学していただくことになります。写真及びビデオ撮影は禁止の場合が

あります。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。歩行が困難なお
客様、および車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
PMO04

チェファルー（約 5 時間）

パレルモからバスに 1 時間乗り、チェファルーに到着。12 世紀にノルマン王ルッジェーロ 2 世
が、かつて集落があった場所に作った小さな美しい街です。「全能のキリストの大聖堂」として
知られるチェファルー大聖堂を見学します。ノルマン・ロマネスク様式の代表例である大聖堂
の内部は、ノルマン・ビザンティン様式の見事なモザイクで飾られています。フリータイムに
は趣のある路地を散策し、岩を削って造られた中世の共同洗濯場をご覧ください。質の高い工
芸品を売る店が立ち並び、お土産選びも楽しめます。
＊起伏の多い道を歩くため、歩行が困難なお客様にはお勧めできません。写真及びビデオ撮影
は禁止の場合があります。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。
PM006

パレルモ＆パラティーナ礼拝堂（約 4 時間）

活気あるシチリアの街、パレルモの通りや広場を巡るこのツアーでは、重要な見どころであるパ
ラティーナ礼拝堂を訪れます。1132 年、シチリア王ルッジェーロ 2 世が建設を命じ、8 年がか
りで完成しました。礼拝堂に足を踏み入れると、天井と円蓋を埋め尽くす優美できらびやかな
モザイクに圧倒されます。次に、パレルモの至宝であるノルマン王宮と大聖堂の外観を見学し
ます。農産物と魚を扱うパレルモ最大のカーポ市場も見逃せません。最後にマッシモ劇場の外
観を見学し、港に戻ります。
＊歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧めできません。写真及びビデオ撮影
は禁止の場合があります。
PMO07

聖ロザリア岩窟教会＆モンデッロ（約 4 時間）

ペレグリーノ山の洞窟に 1625 年に建設された聖ロザリア岩窟教会を訪ねます。教会そばの洞
窟で発見されたと言われる聖ロザリアの遺骨が聖遺物として祀られています。次に訪れるモン
デッロはかつて漁村でしたが、現在は人気の観光地です。フリータイムは美しい村を散策して
お過ごしください。パレルモのショートツアーを楽しんだ後、港に戻ります。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。宗教施設
に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。

マルタ

MLT01

ヴァレッタとイムディーナ（約 4 時間）

この半日ツアーでは、現在の首都ヴァレッタと古都イムディーナ、二つの魅力的な都市を訪れ
ます。まずヴァレッタでは、景観が素晴らしいバラッカガーデンを見学します。息をのむほど
美しいグランドハーバーの景色をご堪能ください。その後、16世紀後半にマルタ騎士団により
建設された聖ヨハネ大聖堂を見学。画家カラバッジョの傑作をはじめ、意匠を凝らした豪華な
内装をご覧いただきます。続いて島の中心部、中世の城壁に囲まれたイムディーナへ。ここは
車両の通行が制限されているため「静寂の街」と呼ばれ、静かで落ち着いた街です。街の中でも
印象的なバロック様式の聖パウロ大聖堂を訪れます。歴史が息づく狭い通りや路地をゆっくり
散策した後、港に戻ります。
＊イムディーナ観光はすべて徒歩で行われます。長距離を歩くため、歩行が困難なお客様には
お勧めできません。 観光スポットでは、車椅子をご利用の方にも優しい設備が整っていますが、
イムディーナはほとんど石畳の道のため、車椅子での移動は不快に感じられるかもしれません。
車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。
車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかにツアーオフィスにご連絡ください。土曜日の午後寄
港の場合は、聖ヨハネ大聖堂の見学は外観のみとなり、国立博物館を見学します。宗教施設に
入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。日曜日の寄港では催行されません。

MLT03

ラバト、モスタとイムディーナ（約 3.5 時間）

港を半日離れ、マルタの３つの名所を巡ります。まずバスで中世の城壁に囲まれたイムディー
ナを訪れます。マルタの旧都イムディーナは、16 世紀後半にマルタ騎士団により建設されまし
た。車両の通行が制限されているため、「静寂の街」と呼ばれ、静かで落ち着いた街です。中世
の路地を歩いて砦を見学します。次にラバトの町へ向かいます。散策を楽しんだ後、工房が立
ち並ぶタ･アーリで吹きガラスやマルタ伝統の銀線細工を体験したり、お土産等のお買い物をお
楽しみください。最後はモスタにある 1871 年に献堂された聖マリア教会へ。この教会は巨大
なドームが印象的で、モスタドームと呼ばれています。見事な建築技術が駆使されており、柱
による支えがない教会としては世界 3 番目の大きさを誇ります。
＊イムディーナ観光はすべて徒歩で行われます。長距離を歩くため、歩行が困難なお客様には
お勧めできません。 観光スポットでは、車椅子をご利用の方にも優しい設備が整っていますが、
イムディーナはほとんど石畳の道のため、車椅子での移動は不快に感じられるかもしれません。
車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子

の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。
車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかにツアーオフィスにご連絡ください。日曜日の寄港の
場合、モスタドームの見学は外観のみとなります。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服
装を心掛けてください。

MLT04

ハーバー・クルーズとワイン試飲ツアー（約 3.5 時間）

モーターボートに乗ってマルタ海岸をゆったりとセーリングします。コットネラエリアにある、
総称スリーシティーズとして知られるセングレア、コスピークア、ヴィットリオーザの街を通
過し、海からマルタの首都ヴァレッタに近づきます。多くの建築遺産を持ち、また広範囲に復
元された 18 世紀バロック建築が素晴らしいウォーターフロントも魅力的な名所のひとつです。
素晴らしい景観を写真に収めましょう。ヴァレッタの海岸沿いでワインの試飲をお楽しみくだ
さい。
＊催行は寄港日の風と海の状態によって決まります。車椅子をご利用の方にはお勧めできませ
ん。モーターボートへ乗り降りする場合、階段があります。

MLT10

巨石神殿とマルサシュロック湾（約 3.5 時間）

マルタとその近くのゴゾ島では、11 つの先史時代の神殿が発見され、そのうち７つはユネスコ
世界遺産に登録された素晴らしい巨石神殿群として知られています。マルタ島の南東にある巨
石神殿を見学します。これらの神殿はエジプトのピラミッドより古く、これまで見つかった世
界最古の自立建築物です。次に訪れるマルタ島で 2 番目に大きい自然湾マルサシュロックでは、
船首に目が描かれた色彩豊かなマルタの伝統的漁船ルツを見ることができます。はるか昔のフ
ェニキア人の時代まで遡るであろう船乗りの伝統に従い、ルツ全ての船首に目が描かれ、恐ら
くその目が行く先をいつも確認するためだとされています。その後、バスで港に戻ります。
＊歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
MLT12

ジープ・ツアー（約 4 時間）

ジープでマルタ島北部を巡るガイドツアーです。船を下り、ジープに乗って、メリーハ村近く
のガディラ湾に向い、17 世紀半ばに完成した四角形の聖アガサタワー、その色から別名レッ
ド・タワーと呼ばれる塔を見学します。ここからゴゾ島とコミノ島の素晴らしい景色が望めま
す。田舎道やオフロードをドライブし、砂浜のビーチが美しいゴールデン・サンズ湾へ。村々
を抜ける途中で写真撮影をお楽しみください。城壁に囲まれたかつてのマルタの都市イムディ
ーナを訪れ、港に戻ります。

＊4 歳未満のお子様は参加できません。4 歳以上のお子様は座席で適切にシートベルトを着用
できることが必要です。サファリ･リーダーが英語で説明をいたします。歩きやすい靴とカジュ
アルな服装でご参加ください。妊娠中の方、歩行が困難な方、首や背中に持病がある方にはお勧
めできません。終日寄港の際は午前中、午後に寄港の際は午後に催行されます。

MLT14

イルカ体験ツアー （約 4 時間）

お子様連れでしたら、イルカと過ごす 1 日はいかがでしょう？ ティーンエイジャーのお子様
や自然愛好 家の方にもぴったりのツアーです。マリンパークでイルカの生態について短い説明
を受け、この優しい 動物とふれあう方法を習います。イルカのプールで、よくしつけられたバ
ンドウイルカと 20 分間遊びます。マリンパークでフリータイムを過ごした後、船に戻りま
す。
＊健康で泳ぎの得意なお客様が対象です。8 歳未満のお子様は参加できません。水着とタオル
を忘れずお持ちください。秋と冬の寄港では、ツアーはフリータイムなしの 2.5 時間に変更に
なります。

MLT16

ジープ・ツアー（約 4 時間）

ジープでマルタ島北部を巡るガイドツアーです。船を下り、ジープに乗って、メリーハ村近く
のガディラ湾に向い、17 世紀半ばに完成した四角形の聖アガサタワー、その色から別名レッ
ド・タワーと呼ばれる塔を見学します。ここからゴゾ島とコミノ島の素晴らしい景色が望めま
す。田舎道やオフロードをドライブし、砂浜のビーチが美しいゴールデン・サンズ湾へ。村々
を抜ける途中で写真撮影をお楽しみください。城壁に囲まれたかつてのマルタの都市イムディ
ーナを訪れ、港に戻ります。
＊4 歳未満のお子様は参加できません。4 歳以上のお子様は座席で適切にシートベルトを着用
できることが必要です。サファリ･リーダーが英語で説明をいたします。歩きやすい靴とカジュ
アルな服装でご参加ください。妊娠中の方、歩行が困難な方、首や背中に持病がある方にはお勧
めできません。終日寄港の際のみ午後に催行されます。

MLT24

アイランド・パノラマ・ツアー（約 4 時間）

マルタの風景と町を知りたいなら、島周辺をドライブし、バスから全景を望むツアーに参加し
ませんか。先ず、古い要塞の町、ヴィットリオーザに向かいます。島の南側に位置し、1530 年
にマルタにたどり着いた騎士団最初の城塞都市として建てられました。ここは観光名所に恵まれ、
数例挙げると海岸通りやカジノ、マルタの海事博物館とサン・ロレンツォ教会があるので、ガイ

ドとともに散歩を楽しみます。次に、セングレアの監視塔ヴェデッテの前で写真撮影を行いま
す。素晴らしい港の風景を写真に収めましょう。続いて、マルタ島で 2 番目に大きい自然湾の
岸に佇むかわいらしい漁村マルサシュロックに到着します。ここでフリータイムをお楽しみく
ださい。また、船首に目が描かれた色彩豊かなマルタの伝統的漁船ルツもお見逃しなく。はるか
昔のフェニキア人の時代まで遡るであろう船乗りの伝統に従い、ルツ全ての船首に目が描かれ、
恐らくその目が行く先をいつも確認するためだとされています。ツアーの最後は、ウィド イツ
ズリーにあるブルー・グロット（青の洞門）へ。頂上から洞窟の景色を望みます。20 分間のボ
ート乗船を希望する人にはフリータイムがあります（ツアー代金には含まれません。）
＊ブルー・グロットの景色を望む場所以外の観光スポット全てに、車椅子をご利用の方にも優し
い設備が整っていますが、ヴィットリオーザはほとんど石畳の道のため、車椅子での移動は不
快に感じられるかもしれません。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者と
ご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅
子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかにツアーオフィスに
ご連絡ください。

パルマデマジョルカ（スペイン）

PMI19

ハイライト＆「ソン・アマール」でのフラメンコショー （約 4 時間）

美しい自然と文化遺産、古代アラブの影響を受けた伝統と見所満載のパルマデマジョルカを堪能
します。港からバスで市内へ向かい、パルマの象徴的な建物アルムダイナ宮殿、ラ・ロンハ（旧
市街）、壮大なカテドラル（大聖堂）を見学します。その後、ユネスコ世界遺産である美しいト
ラムンタナ山脈の麓にある 16 世紀の領主邸「ソン・アマール」へ。通りを歩けば、伝統的なマ
ジョルカの職人の手によるお土産品を見つけることができます。「ソン･アマール」では、地元
のお菓子とサングリアとともにフラメンコショーを楽しみます。息をのむほど素晴らしいショー
は忘れられない思い出となるでしょう。
＊4 月と 10 月以降に催行します。MSC オペラは 9 月 26 日の寄港のみ催行されます。MSC ポ
エジアでは季節を通じて催行されます。夜は催行されません。

PMI21

パノラミック・ナイトツアー（約 3 時間）

船から下りて、パルマデマジョルカの夜景の美しさをご堪能ください。きらめく照明で浮かび
上がるマジョルカの海岸線はその街明かりが海面に反射し、素晴らしい景色を作り出します。
バスで海上プロムナードをドライブしながら、見事にライトアップされた闘牛場に向かい、そ
の後、旧市街のゴシック地区へ。そこでバスを降り、散策をお楽しみください。古代モスクの

跡地に建設された 13 世紀のゴシック様式の大聖堂を外観を見学し、絵のように美しい古い漁業
地区をご覧ください。真夜中まえに船に戻ります。
＊階段のある石畳の道を歩くため、歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧め
できません。MSC オペラ、MSC ポエジア、MSC プレチオーサのみ催行です。

PMI22

「ソン・アマール」でのショー（約 3 時間 15 分）

美しいビーチ、まばゆい太陽、息をのむ絶景を誇るマジョルカ島は、1950 年代に人気の休暇先
となりました。自然に恵まれた島では、にぎやかなナイトライフも楽しめます。例えば「ソン・
アマール」はマジョルカ島の心であると同時に世界への扉でもあります。パルマデマジョルカ近
郊にある 16 世紀の領主邸では 1960 年代初頭からディナーショーを提供してきました。爽やか
な飲み物を味わいながら、歌と踊り、コメディ、アクロバットが融合した豪華なショーをご覧く
ださい。世界各地の文化から着想を得たショーです。一流のパフォーマーとダンサーが世界中の
旅へお連れします。きらびやかな衣装、豪華な演出、音と光が織りなす素晴らしいショーが、忘
れられない夜を約束します。ショーの余韻に浸りながら、船に戻ります。
＊5 月と 6 月に寄港する MSC プレチオーサのみ催行します。

PMI30

夜の散策＆アバコ・バー（約 3 時間）

パルマデマジョルカの魅力的な通りを散歩する、きらめく照明と市内観光を巡るガイド付きの
ナイト・ツアーです。古代モスクの跡地に建設された 13 世紀のゴシック様式の傑作、サンタ・
マリア大聖堂へ散策から始まります。絵のように美しい古い地区の通路を通る途中に、大きな古
い門がある 17 世紀の建物の後ろに見事なアバコ・バーが並びます。鳥小屋や、キャンドル、噴
水、フルーツが贅沢に装飾された特別な中庭でカクテルをお楽しみください。離れた土地にいる
友達に向けて乾杯しましょう。藍色の空のもと、楽しい雰囲気を堪能し、バーを離れたら、町で
のフリータイムです。
＊階段のある石畳の道を歩くため、歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧め
できません。MSC オペラ、MSC ポエジア、MSC プレチオーサのみ催行です。
PMI31

夜のポート・アドリアーノ（約 3 時間）

バスに少し乗って、パルマデマジョルカの南西に位置するエル・トロのリゾート地とその素晴
らしいポート・アドリアーノに向かいます。地中海で、最高の設備を備えた最先端のマリーナ
のひとつです。あらゆるサイズのラグジュアリー・ヨットのための多数の係留スポットに加え、
マリーナでは、多くのハイ・ファッションブティックや流行りのバー、最高のレストランがあ
るので、一日中楽しめるでしょう。ショッピングをしたり、カフェで一休みしながらお祭り騒

ぎを眺めたり、夕食をとる（別料金となります）などご自身のペースでお過ごしください。お料
理はスペイン料理、イタリア料理、アジア多国籍料理と豊富に選択肢があります。指定の時間
にバスが迎えに来るので、船に戻ります。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかにツアーオフィスにご連絡ください。MSC オペラ、MSC ポ
エジア、MSC プレチオーサのみ催行です。

バレンシア（スペイン）

VAL01

バレンシア市内観光（約 4 時間）

トゥリア川の旧河口に位置する、古代ローマ人が建設したバレンシアは、見どころがたくさん
ある地中海沿岸の美しい都市です。バスに乗り、車窓から大通りや広場を見学します。続いて
ガイドの説明を聞きながら中心部を散策。ゴシック様式の建物を写真に収めましょう。バレン
シアが誇る大聖堂も訪れます。大聖堂の大部分はゴシック様式ですが、バロックやロマネスク
様式も混在しています。最後は芸術科学都市（アート＆サイエンスシティ）の外で写真撮影の時
間を設けます。巨大博物館や複合型映画館を備えたこの施設は、近未来的な建築群で知られて
います。
＊大聖堂で宗教行事が開催中の場合、ガイドの説明を受けてからご自身で内部を見学すること
になります。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。車椅子の方は、
必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや
昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方
は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
VAL02

水族館見学（約 4 時間）

大きな旧市街とゴシック建築で有名なバレンシアを観光します。続いて壮大な建築群で有名な
芸術科学都市（アート＆サイエンスシティ）内にある水族館へ。様々な水域環境に棲息する生き
物をご自身でたっぷりとご覧ください。館内にはイルカのコーナーもあります。ガラス張りの
水中トンネルを通れば、まるで海の生き物と一体になった気持ちになるでしょう。500 種類も
の水棲生物との出合いをお楽しみください。
＊水族館にはガイドは同行しません。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者
とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅

子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーション
デスクにご連絡ください。

VAL04

ビーチへの送迎（約 4 時間）

熱い太陽、金色に輝く砂浜、暖かい地中海が、ビーチで過ごす半日を完璧なものにしてくれる
でしょう。港から送迎バスに乗ると（ガイドは同行しません）、間もなく近隣のビーチに到着。
自分だけの有意義な時間をお過ごしください。紺碧の海で泳いだり、のんびりと景色を眺めた
り、どのように過ごしても素晴らしい時間になることでしょう。送迎バスで港に戻ります。
＊6 月から 9 月末までの催行です。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者
とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅
子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーション
デスクにご連絡ください。
VAL06

バレンシア市内観光とサン・ホセ洞窟（約 4.5 時間）

市内からほど近いバレンシア南部には、シエラ・デ・エスパダン自然保護区という素晴らしい
場所があります。バレンシア自治州で 2 番目に大きい保護区は 19 の小さな漁村から成り立って
います。そのうちの一つがサン・ホセ村とサン・ホセ洞窟です。航行可能な世界最長の地下河
川であるサン・ホセ川が巨大な洞窟の中を流れているため、川を伝って洞窟に入ることができ
ます。小さなボートに乗り、壮大な洞窟内の各部屋を見学します。その後はバレンシアの市内
観光です。セラーノの塔、ヴィルヘン（聖母）広場、大聖堂をバスの車窓から見学します。中央
市場を歩いて回る時間もあります。
＊車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
VAL15

バレンシア車窓ツアーとショッピング（約 4.5 時間）

バレンシアの過去と未来を旅するツアーです。まずは美しい旧市街の主要な建築を見学。続い
てアールヌーヴォー様式の建物が美しい中央市場を訪れます。ヨーロッパで一番古いと言われ
る市場で、スペイン中から集められた新鮮な魚や肉、果物、野菜を業者が売る様子をご覧くだ
さい。また、ユネスコ世界遺産ラ・ロンハの素晴らしいファサードはゴシック様式の世俗建築
の一例として挙げられます。旧市街を歩いてバレンシア大聖堂へ。1238 年に建設された大聖
堂の大部分はゴシック様式です。続いてバスでバレンシアの新市街へ。アグアモールやコルテ
スイングレスといった近代的なショッピングセンターでのフリータイムはいかがでしょうか。
＊歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧めできません。

マルセイユ（フランス）

MRS02

エクス・アン・プロバンス（約 4 時間）

港から 40 分バスに乗ると、美しい街エクス・アン・プロバンスに到着。12 世紀に建てられた
有名なサン・ソヴール大聖堂とその庭園を訪ねます。ローマ神殿の跡に建設された美しいゴシ
ック様式の大聖堂は、正面扉に見事な彫刻が施され、北側には未完成の塔が立っています。歴
史地区の散策を 1 時間 30 分ほど楽しみながら、有名なマザラン地区へ。17 世紀後半、マザラ
ン枢機卿の兄弟がエクス・アン・プロバンスの貴族のために開発した住宅街です。フリータイ
ムはお買い物をお楽しみください。
＊起伏の多い道を長時間歩くため、歩行が困難なお客様にはお勧めできません。宗教施設に入
場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。休日には店が閉まっている可能性があり
ます。
MRS03

カシ観光（約 4.5 時間）

マルセイユ近郊のカシはかつてフランス南岸の静かな漁村でしたが、今では世界的なリゾート
地として旅行者に人気の町です。切り立つ崖や岸壁に囲まれた入り江、白とロゼのワインが有
名です。マルセイユからバスに 1 時間弱乗った後、ローカル電車に乗り換えます。カシではた
っぷり時間がありますので、カラフルな家々が並ぶ美しい通りと港の散策や、海辺の素晴らし
い風景をお楽しみください。
＊ローカル電車の出発地点は混雑が予想され、並ぶ場合があります。休日には店が閉まってい
る可能性があります。
MRS06

マルセイユ市内観光（約 4 時間）

港町マルセイユを巡るツアーです。丘の上にそびえるノートルダム・ド・ラ・ギャルド・バジ
リカ聖堂を訪ねます。古い教会跡に建てられたこの聖堂は、上堂と下堂に分かれています。続
いてコルニッシュ（海岸通り）沿いをボレリ城へと向かい、城と庭園の外観を見学。マルセイユ
中心部の観光、ロンシャン宮での写真撮影タイム、旧港でのフリータイムもあります。
＊聖堂付近は階段や坂が多いため、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。

MRS07

アヴィニョンとマルセイユ（終日／昼食なし）

終日ツアーはマルセイユのノートルダム・ド・ラ・ギャルド・バジリカ聖堂から始まります。
丘の上に立つネオ・ビザンティン様式の聖堂は、建築家エスペランデューによって 1853 年か
ら 1864 年にかけて建設されました。この場所にはかつて聖母マリアに捧げられた 13 世紀の教
会があり、無事に戻った船乗り達の寄進を受けていました。聖堂内部を見学した後バスに 1 時
間 30 分乗り、中世の街アヴィニョンに到着。法王庁宮殿を訪れます。かつて城塞だった宮殿
には、見事なギャラリーと礼拝堂があります。法王の寝室や私室を飾るフレスコ画や手染めの
タペストリーが、往時の栄華をしのばせます。フリータイムでは散策やフランスの典型的なブ
ラッスリーでの昼食（ツアー料金には含まれません）をお楽しみになってはいかがでしょうか。
＊起伏の多い道や階段があります。マルセイユの聖堂付近は階段や坂が多いため、歩行が困難
なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を
心掛けてください。MSC ポエジア、MSC プレチオーサと 9 時から 16 時に寄港予定の MSC ア
ルモニアのお客様のツアーには、ノートルダム・ド・ラ・ジャルド・バジリカ聖堂は外観のみ見
学します。4 月 5 日・4 月 14 日・4 月 17 日に寄港する MSC アルモニアと、MSC オペラでは
催行しません。
MRS08

モンテ・クリスト・ツアー（約 4 時間）

イフ島までボートで移動し、シャトー・ディフ（イフ城）をガイドの説明付きで見学します。シ
ャトー・ディフは 1524 年から 1528 年にかけて建設された要塞監獄で、17 世紀に国家刑務所
となりました。19 世紀には人気作家、アレクサンドル・デュマの冒険小説『モンテ・クリスト
伯』の舞台になったことで一躍有名になりました。続いて旧港からほど近いフリウル島へ。ビー
チでフリータイムを過ごした後、港に戻ります。
＊6 月から 9 月中旬までの催行です。天候により中止になる場合があります。歩行が困難なお
客様、および車椅子の方にはお勧めできません。
MRS14

プロバンス・デラックス観光：アヴィニョンとエクス・アン・プロバンス（約 7 時

間/昼食なし）
太陽の恵みを受けた南フランスの海岸は理想的な休暇先ですが、内陸の街も同様に訪れる価値が
あります。2 つの美しい街を訪れるツアーでは、まずバスに 40 分乗りエクス・アン・プロバン
スへ。サン・ソヴール大聖堂を訪れます。ローマ神殿の跡に建設された大聖堂には 5 世紀から
17 世紀までのあらゆる様式が混在しています。ゴシック様式で豊かに装飾されたファサードと
見事な彫刻が施された正面扉、北側に建つ未完成の塔は必見です。続いて旧市街を歩いてマザラ
ン地区に到着。17 世紀後半、エクス・アン・プロバンスの貴族のために開発した優美な住宅街
です。ゆったり過ごした後はバスに 90 分乗ってアヴィニョンへ。昼食はアヴィニョンの街にた
くさんあるブラッスリーで召し上がってはいかがでしょうか。昼食後、壮大な法王庁宮殿を訪れ

ます。14 世紀に法王庁が置かれた宮殿は、ユネスコの世界遺産に登録されています。多くの展
示室やチャペル、法王の私室を飾るフレスコ画や手染めのタペストリーが、往時の栄華をしのば
せます。バスでマルセイユに戻ります。＊起伏の多い道や階段があるため、歩行が困難なお客様
や車椅子の方にはお勧めできません。昼食はツアー料金に含まれていません。宗教施設に入場の
際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。4 月 5 日・4 月 14 日・4 月 17 日に寄港する
MSC アルモニア、4 月 22 日に寄港する MSC プレチオーサ、MSC オペラでは催行されません。
MRS15

二都市観光：エクス・アン・プロバンスとマルセイユ（終日/昼食なし）

南フランスで最も人気の 2 都市を組み合わせたツアーで、楽しい一日をお過ごしください。バ
スで海岸沿いのコルニッシュ通りをドライブします。沖に浮かぶ島々が見えることでしょう。
丘の上にそびえるノートルダム・ド・ラ・ギャルド・バジリカ聖堂を訪れます。眼下に広がる
マルセイユの街を是非カメラに収めてください。続いてロンシャン宮殿とマルセイユを代表す
る観光スポットである旧港へ。ここではカフェで過ごしたり、レストランで昼食をとったり、
近くのサントル・ブルスでショッピングを楽しんだりしてフリータイムをお過ごしください。
午後はバスで 40 分の場所にあるエクス・アン・プロバンスへ。大学と温泉で有名な街です。
旧市街の散策を、街路樹が並び美しい噴水や多くのカフェがあるミラボー通りから始めます。
17 世紀後半に貴族のために開発された住宅街マザラン地区を訪れた後は、4 頭のイルカの広場
へ。4 頭のイルカの彫刻が施されたかわいらしい噴水をご覧ください。次はサン・ソヴール大
聖堂を訪れます。ローマ神殿の跡に建設された大聖堂には 5 世紀から 17 世紀までのあらゆる様
式が混在しています。ゴシック様式で豊かに装飾されたファサードと見事な彫刻が施された正
面扉、北側に建つ未完成の塔は必見です。フリータイム後、港に戻ります。
＊起伏の多い道や階段があるため、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
昼食はツアー料金に含まれていません。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛け
てください。MSC ポエジア、MSC プレチオーサと、9 時から 16 時に帰港予定の MSC アルモ
ニアのお客様のツアーでは、ノートルダム・ド・ラ・ジャルド・バジリカ聖堂は外観のみ見学し
ます。また、MSC オペラと 4 月 5 日・4 月 14 日・4 月 17 日に寄港する MSC アルモニアでは
催行しません。
MRS19

魅力のアルル（約 5 時間）

快適なバスに乗って 1.5 時間、南フランス・カマラグ地方の歴史ある町、アルルへ向かいます。
この町はかつて、ローマ帝国の属州であったガリア・ナルボシスの重要な拠点でした。ローマ遺
跡とロマネスク様式建造物群が 1981 年、ユネスコの世界遺産に登録されました。ドイツ印象
派後期の画家、フィンセント・ファン・ゴッホが 1888 年から 1989 年までここに住み、滞在
中 300 もの作品を制作しました。パノラマウォーキングツアーでは主な見どころ、サン・トロ
フィーム教会や円形競技場を訪れます。サン・トロフィーム教会は、かつてはゴッホの有名な絵
画にも影響を与えた大聖堂でした。1 世紀に造られた 120 のアーチを持つローマの円形競技場

は、20,000 人以上の観客を収容することができ、血まみれの剣闘士の戦いや戦車レースで大衆
を沸かせたのでした。フリータイムの後、港に戻ります。
＊起伏のあるゴツゴツした道を歩くため歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできませ
ん。歩きやすい靴と帽子（夏の間）をご用意することをお勧めします。また宗教施設に入場の際
は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。

この寄港地観光プログラムの日本語訳は 2016 年 2 月 11 日時点の英文情報を翻訳したもの
で、相違がある場合は原文が優先されます。料金とツアー内容は予告なしに変わることが
あります。正確な情報は乗船後にツアーオフィスでご確認ください。

2016 年夏季 MSC ファンタジア寄港地観光プログラム

ジェノバ（イタリア）

GOA01T

ポルトフィーノ （約 4 時間）

イタリアン・リビエラの豊かな美しい風景を楽しむツアーです。バスに乗り、45 分後にはサン
タ・マルゲリータ・リグーレに、そこから 10 分でポルトフィーノに到着。十分なフリータイ
ムがありますので、風光明媚な海辺の街を散策したり、写真撮影をしたり、おしゃれなカフェで
のんびり過ごしたりしてお楽しみください。ボートでサンタ・マルゲリータに向かい、そこから
ジェノバに戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。4 月と 10 月のみ催行します。天候によりキャン
セルになる場合があるため、乗船後にご確認ください。悪天候の場合、サンタ・マルゲリータ～
ポルトフィーノ間の移動がミニバスとなることもあります。歩行が困難なお客様、および車椅子
をご利用の方にはお勧めできません。
GOA02T

ジェノバ水族館 (約 3.5 時間)

ご家族で楽しめる、人気のジェノバ水族館のツアーです。その規模と魚の種類の豊富さで、ヨー
ロッパでも類を見ない水族館へはフェリーで向かいます。世界で最も環境に優しく自然を活かし
た水族館では、色とりどりの熱帯魚、鮫、天然珊瑚、ペンギン、イルカなどが見られます。見学
後、ボートで船に戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。館内にガイドは同行しません。フラッシュなしで
の写真撮影は可能です。館内は車椅子をご利用の方にも優しい設備が整っています。車椅子の方
は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペー
スや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用
の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
GOA03T

ジェノバ歴史探訪 (約 3.5 時間)

フェリーでカリカメント広場に到着後、ジェノバの旧市街を散策します。カルッジと呼ばれる趣
のある路 地を歩いてジェノバの商業中心地であるフェラーリ広場へ。ドゥカーレ宮殿の外観を
見学後、「チステルネ・デル・ドゥカーレ」へ。ジェノバ風のブルスケッタやフォカッチャのビ
ュッフェをお楽しみください。次に サン・ロレンツォ大聖堂の外観を見学。旧港でフリータイ
ムを過ごした後はフェリーに乗って港に戻ります。

＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。このツアーは約 2.5 時間の長時間の徒歩観光を
含み、バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、車椅子の方にはお勧めできません。
GOA06T

オープンバスでの市内観光と水族館（終日/昼食なし）

快適なオープンバスに乗り、ジェノバのパノラマをお楽しみください。この街の活気を感じられ
る広場や通りに魅せられるでしょう。エレガントな 16 世紀の雰囲気を残すガリバルディ通り、
フェラーリ広場、ドゥカーレ宮殿を車窓からお楽しみください。バスはさらにカルロ・フェリー
チェ劇場、コロンブスの家、イタリアンブランドが並ぶファッション街のローマ通りを通過しま
す。バスには多言語での説明が聞けます。次は水族館へ立ち寄ります。種類豊富な海の生き物た
ち、色とりどりの熱帯魚、鮫、天然珊瑚、ペンギン、イルカなどが見られます。急いで船に戻る
必要はありません。街中に戻って散策も楽しめます。水族館から 30 分おきに出るシャトルバス
で船に戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。水族館内にガイドは同行しません。フラッシュな
しでの写真撮影は可能です。このツアーはクルーズ中のみご参加いただけます。車椅子の方には
お勧めできません。
GOA10T

ポルトフィーノ （約 4.5 時間）

温暖な気候に恵まれたイタリアン・リビエラの美しいな海辺の町を訪れます。この地域は、詩人
バイロンやシェリーの時代から休暇地として、人気の場所でした。1.5 時間のクルーズで、有名
な海岸沿いの景色を楽しみながら、ポルトフィーノへ。十分なフリータイムがありますので、風
光明媚な海辺の街を散策したり、写真撮影をしたり、おしゃれなカフェでのんびり過ごしたりし
てお楽しみください。その後、ジェノバへ戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。5 月から 9 月まで催行します。天候によりキャ
ンセルになる場合があるため、乗船後にご確認ください。悪天候の場合、サンタ・マルゲリータ・
リーグレ～ポルトフィーノ間の移動がミニバスとなることもあります。歩行が困難なお客様、お
よび車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
GOA14T

セグウェイでジェノバ観光 （約 2.5 時間）

最新の移動手段、簡単で楽しいセグウェイでジェノバの魅力を堪能しましょう。狭い通りを走っ
たり、坂を上ったりしながら、ジェノバの歴史地区を探索します。多くの見どころの中でも、
ドゥカーレ宮殿の外観、コロンブスの家、ソプラナ門に感動するでしょう。その後港に戻ります。
＊妊娠中の方、体重が 45 キロ未満、118 キロ以上の方、及び身体の不自由な方はご参加いただ
けません。16 歳以上の方のみ参加可能です。参加者は免責書類に署名しなければなりません。
ご案内は英語とイタリア語のみです。このツアーはクルーズ中のみご参加いただけます。

GOA16T

ジェノバとプリンチペ宮殿(約 3 時間)

ほんのわずか数時間あれば、ジェノバの素晴らしさを十分堪能することができます。港から少し
歩いて、まずは 16 世紀に建てられたきらびやかなプリンチペ宮殿に到着します。ガイドが同行
し、フレスコ画やタペストリー、巨匠たちによる芸術品と秘宝が置いてある歴史的建造物の中を
見学します。その後、バスで港湾地区や、ジェノバで名高い水族館、フィエラ・デル・マーレ屋
内アリーナ、EXPO 跡地の複合施設等ジェノバ周辺をノンストップでドライブします。また、か
つて貴族から好まれていた地区アルベロを通りぬけて、町の中心部へ向かいます。ヴィクトリ
ア・スクエアの記念碑やコロンブスのカラベル船を形どった花々で彩られた芝生、ヴェンティ・
セッテンブレ通りと橋や、フェラーリ広場とコロンブスの家の眺めをお楽しみに。バスから降り
て少し下り坂を歩き、ドゥカーレ宮殿、サン・ロレンツォ大聖堂とサン・ジョルジョ宮殿の外観
を楽しみます。フリータイムの後、港へ戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。車椅子の方にはお勧めできません。

カンヌ (フランス)
CEQ01

ニース（約 4 時間）

カンヌ港を離れてまもなく、バスは美しいフレンチ・リヴィエラで最も人気のリゾート地、ニ
ースに到着します。海を臨む有名なヤシの並木道、プロムナード・デ・ザングレから景色を楽
しんだり、明るいロココ調装飾のホテル・ネグレスコをのぞいたり、色彩豊かなタイルと 6 つ
の丸屋根を持つサン・ニコラロシア正教大聖堂を訪れます。ツアーの最後に訪れる歴史地区で
は、わくわくするサレヤ市場でのお買い物や近くのオープン・カフェ、土産物店を探索するフ
リータイムがあります。港で待つ客船に戻ったところで、ツアーは終了です。
＊車椅子のお客様は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには
車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となり
ます。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡くださ
い。
CEQ02

カンヌ＆サン・ラファエル（約４時間）

客船から下りて、光り輝くフレンチ・リヴィエラの優雅な海沿いの街カンヌと、リゾート地サ
ン・ラファエルを探索しましょう。バスで向かう最初の目的地カンヌは、毎年カンヌ映画祭が
開催される魅惑のリゾート地であり、ツアーではゆっくりと街めぐりをすることができます。
このかわいらしい街をぶらぶら歩いて歴史にどっぷりと浸かり、古びた城から景色を楽しみ、
港に泊まっているヨットを眺め、有名な海岸通りクロワゼット通りを散歩して贅沢に過ごしま
しょう。数多くのラグジュアリーなホテルや高級ブティック、フォーヴィル市場といったとこ

ろも見どころです。その後、再び乗船しアーティストやスポーツ選手、政治家がリラクゼーシ
ョンを求め集まる海沿いのリゾート地、魅惑のサン・ラファエルへと向かいます。ここでフリ
ータイムがあります。素敵な街中を散策しましょう。そのあとバスでカンヌ、そして客船へ戻
ります。
＊車椅子のお客様は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには
車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となり
ます。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡くださ
い。
CEQ03

ニース＆エズ（5 時間）

カンヌを後にしてフレンチ・リヴィエラの景勝に富んだ海岸沿いを進み、崖の上の中世の街エ
ズに向かいます。14 世紀のトンネルをくぐり、街の狭い小路を散策しましょう。ショッピング
に立ち寄る有名なフラゴナール社の香水工房では、フランスの香水技術について学び、サンプ
ル品を購入することができます。続いて、コート・ダジュールの中心ニースへと向かいます。
ここでは、プロムナード・デ・ザングレという名で有名な海岸沿いの大通りや、明るいロココ
調装飾の歴史に名高いホテル・ネグレスコを見て楽しんだり、色彩豊かなタイルと 6 つの丸屋
根を持つサン・ニコラロシア正教大聖堂を訪ねたりします。最後に、旧市街を訪れカラフルで
楽しいサレヤ広場でフリータイムを過ごします。
＊車椅子のお客様にはおすすめできません。
CEQ04

モナコ＆モンテカルロ（約 6 時間、昼食なし）

サン＝ジャン＝カップ＝フェラ、ボーリュー、エズ＝シュル＝メールを通りながらモナコ公国
まで海沿いの道を進みます。最初にモナコ・ヴィルに立ち寄り、旧市街に向かう前にここでバ
スを降ります。ガイドに続いて狭い坂の道を進み、海洋博物館やグレース王妃、ラニエル大公
の眠る大聖堂（外観のみ）、おとぎ話のような大公宮殿を訪れます。豪奢なホテル・ド・パリの
横に構える、モナコの最も有名な建物の一つである伝説のカジノも見に行きます。ここではフ
リータイムの前にエレガントな広場や周りの建物を巡るガイドツアーがあります。
＊車椅子のお客様は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには
車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となり
ます。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
カジノの内部見学、および入場は含まれていません。このツアーは 2016 年 5 月 23 日、および
30 日は催行しません。

CEQ05

モナコ＆エズ（約 6.5 時間、昼食なし）

この最高の景色を楽しむツアーでは、リヴィエラ海岸の 2 つの真珠、モナコ公国と小さなかわ
いらしいエズの街を訪れます。世界で 2 番目に小さく 1 平方マイルに満たない独立国家モナコ
は、タックス・ヘイヴンの地であることから世界の富豪たちの居住地として愛されています。
港から 1 時間ドライブし、モナコ・ヴィルに到着すると旧市街を巡るガイドによる徒歩ツアー
が始まります。坂を登るとすぐに、海洋博物館、グレース王妃とラニエル大公の眠る 19 世紀
のモナコ大聖堂が目に入るでしょう。それからグリマルディ家によって 1297 年に建てられた
壮麗な 12 世紀の大公宮殿を見つけてみましょう。続いて短いドライブでエズに向かいます。
青銅器時代の巨大な城壁や様々な建築様式、その高所という立地から地中海のすばらしい眺め
を楽しめるおとぎ話のような街です。どこを写真に収めても素晴らしいものになるでしょう。
14 世紀のトンネルをくぐり抜けたら、路地の迷宮の中で石畳の階段を上ったり下りたり、手つ
かずの自然に驚いたりして歴史に身を沈めてください。そのあとはエズの有名な香水メーカー、
フラゴナールの工房に移動して、香水の製造過程を見学しサンプル品を購入する機会がありま
す。港で待つ客船に戻ったところで、ツアーは終了です。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。このツアーは 2016 年 5 月 23 日お
よび 30 日は催行しません。
CEQ07

カンヌ、グラスの街と香水工房見学（約6.5時間、昼食なし）

1985 年のパトリック・ジュースキントによる古典『香水

ある人殺しの物語』で重要な役割を

持つグラースの街は今日も香りの世界の中心地となっています。このツアーでは、カンヌから
北に少しドライブしたところに位置するこの街で、歴史の色濃い街中を心のままに探索し、大
聖堂を訪ねたりショッピングを楽しんだり、絵のように美しい道をぶらぶら歩きます。次に、
フランスの最も名高い香水メーカーの一つであるフラゴナール工房を訪れます。手の込んだ香
水の製造過程を見学したあとは、きっと工房のショップでいい香りのするお土産品を手に入れ
たくなるでしょう。そのあとはカンヌに戻り、海沿いでバスを降ります。映画祭はパレ・デ・
フェスティバル・エ・デ・コングレを会場として、まさにそのクロワゼット通りで開かれます。
カンヌの古いル・シュケ地区まで続く地中海の素晴らしい景色とラグジュアリーホテルやブテ
ィックをお楽しみください。この古びた通りを歩き、ゴシック大聖堂やラ・カストル博物館を
通ってシュケの丘まで行きます。そこでは海やラリン諸島の絶景が待っています。歩いて街の
中心に戻りフォーヴィル市場、パンティエロ通り、流行のブティックでフリータイムを過ごし
ます。ガイドが客船までお送りするところでツアーは終了します。
＊車椅子のお客様にはおすすめできません。

CEQ09

カンヌ、カップ・ダンティーブ、アンティーブ（約6.5時間、昼食なし）

すばらしい天気と青く美しい地中海に加えて、ハイ・クラスのリゾートの数々と変化に富んだ
海岸線が南フランスを魅力的な地にしています。この楽しいツアーでは、バス移動によるカン
ヌ観光の後、カンヌとニースの間に位置するコート・ダジュールの街アンティーブに向かいま
す。中世の街並みが残るこの街には、大聖堂、17 世紀のグリマルディ城、ピカソ美術館、高級
ヨットが集まる億万長者の保養地として有名なマリーナ、ヴォーバン港といった見どころがあ
ります。街を後にして、カップ・ダンティーブという岬に向かいます。ここはかつて軍の戦略
上拠点でしたが、今ではナポレオン関連博物館、考古学博物館、要塞の街となっています。周
りには美しい海岸線が広がっておりますので、カメラのご用意をお忘れなく。客船に戻る前に、
カンヌに再び立ち寄り散策する時間があります。
＊すべて外観のみ見学となります。

パルマデマジョルカ (スペイン)

PMI01

パルマデマジョルカ市内観光 （約 4 時間）

ゴシック様式のベイベール城で写真撮影を楽しみます。次にゴシック地区でフリータイムを過
ごしながら、1230 年にモスクの跡地に建設されたゴシック様式の大聖堂を見学。続いてスペ
インの伝統が今も息づく闘牛場、マジョルカ島の伝統工芸である模造真珠の工房を訪ねます。
マジョルカ真珠は 19 世紀から製造されており、その品質は世界中で評判を得ています。本物
と模造真珠の違いを見分けられるのは専門家だけです。
＊MSC オペラ、MSC ポエジア、MSC プレチオーサでは催行されません。大聖堂内のフラッシ
ュ撮影は禁止されています。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。
車椅子をご利用の方もご参加いただけますが、駐車場から大聖堂へ向かう途中に 100 段ほどの
階段、大聖堂内部にも段差があります。必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加く
ださい。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子である
ことが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスク
にご連絡ください。
PMI02

ドラック洞窟（約 4.5 時間）

洞穴学は、洞窟を研究する学問ですが、地質学や自然現象に関心をお持ちの方でしたら、海の
侵食作用により形成された、世界で最も興味深い洞窟群に驚嘆することでしょう。長さ 2 キロ
にわたるこの洞窟内には、世界最大の地底湖であるマルテル湖があります。小さなボートをス

テージにしたコンサートを鑑賞すれば、神秘的な雰囲気がいっそう盛り上がります。地上に戻
り、マナコルにある真珠工場を見学し、船に戻ります。
＊洞窟内には曲がりくねった階段状の通路があり、また、大変滑りやすいため、歩行が困難な
お客様および車椅子をご利用の方、閉所恐怖症の方にはお勧めできません。洞窟内の見学にガ
イドは同行しません。MSC オペラ、MSC ポエジア、MSC プレチオーサでは催行されません。
PMI03

「ソン・アマール」でのディナーショー（約 4.5 時間）

美しいビーチ、まばゆい太陽、息をのむ絶景を誇るマジョルカ島は、1950 年代に人気の休暇
先となりました。自然に恵まれた島では、にぎやかなナイトライフも楽しめます。例えば「ソ
ン・アマール」はマジョルカ島の心であると同時に世界への扉でもあります。パルマデマジョル
カ近郊にある 16 世紀の領主邸では 1960 年代初頭からディナーショーを提供してきました。4
品のコースディナーを味わいながら、歌と踊り、コメディ、アクロバットが融合した豪華なシ
ョーをご覧ください。世界各地の文化から着想を得たショーです。30 人ものパフォーマーやダ
ンサーが、ブロードウェーからボリウッド、アフリカからパリ、アイルランドからスペインま
で世界中を巡る旅にお連れします。きらびやかな衣装、豪華な演出、音と光が織りなす素晴ら
しいショーが、忘れられない夜を約束します。ショーの余韻に浸りながら、船に戻ります。
＊5 月から 10 月までの催行です。MSC アルモニアと MSC ファンタジアで催行します。MSC
ファンタジアは 4 月 18 日の寄港では催行されません。MSC プレチオーサでは催行されませ
ん。
PMI04

マリンランド（約 3～4 時間）

パルマデマジョルカからバスですぐのコスタデンブラネスの町にはアトラクションが満載のア
クアパーク、マリンランドがあります。お子様に優しいこのツアーは、ご家族全員にとっても
楽しいこと請け合いです。トロピカルハウス、鳥小屋、ペンギン小屋、サメのいる水族館、エ
キゾチックな鳥のショー、オウム小屋、そして大人気のアシカとイルカのショー等、様々なア
トラクションが楽しめます。フリータイムが十分にありますので、ギフトショップや写真のサ
ービスもご利用になってはいかがでしょうか。
＊MSC オペラ、MSC ポエジア、MSC プレチオーサでは催行されません。6 月中旬から 9 月末
までの催行です。車椅子をご利用の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加
ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であ
ることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデス
クにご連絡ください。

PMI07

水中翼船での観光 （約 3.5 時間）

近代的な水中翼船に乗って、パルマデマジョルカの美しい海岸線を水上から眺めます。パルマ
デマジョルカの見所をゆっくりとご覧いただけます。海岸沿いにクルーズしながら、旧港、カ
ラマヨール・ビーチ、美しい入り江に囲まれたイリェタスの町の風景をお楽しみください。海
辺のリゾート、イリェタスでフリータイムを過ごした後、船に戻ります。水中翼船での軽食と
お飲み物が含まれています。
＊6 月から 9 月末までの催行です。ツアーは英語またはスペイン語で行われます。MSC オペラ、
MSC ポエジア、MSC プレチオーサでは催行されません。
PMI19

ハイライト＆「ソン・アマール」でのフラメンコショー （約 4 時間）

美しい自然と文化遺産、古代アラブの影響を受けた伝統と見所満載のパルマデマジョルカを堪
能します。港からバスで市内へ向かい、パルマの象徴的な建物アルムダイナ宮殿、ラ・ロンハ
（旧市街）、壮大なカテドラル（大聖堂）を見学します。その後、ユネスコ世界遺産である美し
いトラムンタナ山脈の麓にある 16 世紀の領主邸「ソン・アマール」へ。通りを歩けば、伝統的
なマジョルカの職人の手によるお土産品を見つけることができます。「ソン･アマール」では、
地元のお菓子とサングリアとともにフラメンコショーを楽しみます。息をのむほど素晴らしい
ショーは忘れられない思い出となるでしょう。
＊4 月と 10 月以降に催行します。MSC オペラは 9 月 26 日の寄港のみ催行されます。MSC ポ
エジアでは季節を通じて催行されます。夜は催行されません。
PMI21

パノラミック・ナイトツアー（約 3 時間）

船から下りて、パルマデマジョルカの夜景の美しさをご堪能ください。きらめく照明で浮かび
上がるマジョルカの海岸線はその街明かりが海面に反射し、素晴らしい景色を作り出します。
バスで海上プロムナードをドライブしながら、見事にライトアップされた闘牛場に向かい、そ
の後、旧市街のゴシック地区へ。そこでバスを降り、散策をお楽しみください。古代モスクの
跡地に建設された 13 世紀のゴシック様式の大聖堂を外観を見学し、絵のように美しい古い漁
業地区をご覧ください。真夜中まえに船に戻ります。
＊階段のある石畳の道を歩くため、歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧
めできません。MSC オペラ、MSC ポエジア、MSC プレチオーサのみ催行です。
PMI27

電動自転車でパルマ観光（約 2 時間）

電動自転車に乗って、新鮮な空気の中、パルマデマジョルカの名所をお楽しみいただける 2 時
間のツアーす。楽しさいっぱいのルートに沿って印象的なマヨルカ大聖堂（ラ・セウ）とアルム
ダイナ宮殿に向かいます。その後、緑におおわれた海岸通りに沿って走り、デ・ラ・マール公

園とエス・バルアード現代美術館へ。デル・ボーン通りへ続いて下り、サ・リエラ公園とサ・
フェイクシナ公園へ到着したら、マヨール広場、スペイン広場、そして、人気のビーチ、エ
ス・ポルティチョルを訪れます。また、途中では、電動自転車を降りて休憩し、周辺を散策し
たり、旅の思い出を写真に収めたりして楽しみましょう。船へ戻る際は、とりわけ美しい島の
豪華な海浜遊歩道の眺めを見ることができます。
＊安定して自転車で走ることが出来るお客様が対象です。2 名あるいは 3 名乗りの電動自転車
をご希望のお客様は、あらかじめエクスカーションデスクにご連絡ください。MSC オペラ、
MSC ポエジア、MSC プレチオーサでは催行されません。
PMI28

ソーリェルとヴィンテージ列車 （約 4 時間）

見晴らしの良いバスとヴィンテージ列車に乗り、谷あいの町を訪れます。パルマから 1.5 時間
バスに乗り、美しい山々の谷間にある町ソーイェルへ向かいます。このにぎやかな町は、フラ
ンスから移民によって構築され、特にその美しい建物と聖バーソロミュー教会で知られていま
す。この教会に隣接して建つバンコ・デ・ソーリェルはモデルニスモ様式で、建築家であり、
かつてガウディの弟子であったジョアン・ルビオ・ベルベルによって、1912 年に設計、建築
されました。ソーリェルには２つのヴィンテージな乗り物が残っていることでも知られます。
ひとつは 1913 年以来、この谷あいの町とポルト・デ・ソーリェルを結ぶ趣のある路面電車。
そしてもうひとつは、同じく昔ながらの電気狭軌のソーリェル鉄道列車です。この列車に１時
間乗車します。車窓から高架線やトンネル、オレンジの果樹園が続く素晴らしい景色を写真に
収めましょう。ソンレウスで下車し、港に戻ります。
＊列車の予約時刻により、訪問先の順番が変わることがあります。歩行が困難な方、車椅子を
ご利用の方にはお勧めできません。MSC オペラ、MSC ポエジア、MSC プレチオーサでは催行
されません。
PMI29

北部海岸、ソンマロイグとソンボッシュでのワインテイスティング（約 4 時間）

島の特徴である砂浜とは対照的に、マジョルカ北部の海岸線は、何世紀にも亘り外敵や侵略か
ら街を守ってきたゴツゴツした石灰岩の崖が特徴です。中でもソンマロイグは必見です。ここ
は第一次世界大戦の勃発まで、19 世紀からオーストリア大公ルートヴィヒ・サルヴァトールの
住居でした。1927 年に設立されたソンマロイグ私邸博物館では島の動植物をはじめ、大公の
遺産が維持されています。庭園では、大公の命で造られた広大な貯水槽や、カラーラ産大理石
でできたイオニア式寺院を見学します。この展望台からは岬と地中海沿岸の開放的な景色が見
渡せます。次はソンボッシュ農場で風味豊かな軽食を楽しみます。3 種類のワイン、焼きたて
のパン、熟したオリーブと芳香なオリーブオイルをご堪能ください。しばし寛いだら、港に戻
ります。

＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅
子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。
車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。サン
モリグ博物館の上階へは車椅子では立ち入ることができません。MSC オペラ、MSC ポエジア、
MSC プレチオーサでは催行されません。

バルセロナ(スペイン)

BCN01

バルセロナ市内観光（約 4 時間）

美しいバルセロナを発見するツアーでは、まずサンタ・クレウ・イ・サンタ・エウラリア大聖
堂を訪れます。13 世紀の終わりに建築が始まり、15 世紀に完成した壮麗な大聖堂は、昔通り
の姿をほぼ完全に残した旧市街のゴシック地区にあります。また、ガウディの有名なサグラ
ダ・ファミリア教会とカサ・バトリョの前をバスで通ります。続いてスペインの多様な建築様
式を再現した、のどかなスペイン村を散策。モンジュイックの丘で素晴らしい街の眺めを楽し
んだ後、港に戻ります。
＊祝日または特別行事が行われる日は、大聖堂訪問は中止になります。宗教施設に入場の際は
肌の露出を控えた服装を心掛けてください。
BCN02

バルセロナ・パノラマツアーとショッピング（約 4 時間）

一度は訪れたい街、バルセロナの主要な観光スポットを効率よく巡るツアーです。まずはバル
セロナの目抜き通りや広場をバスで巡ります。モンジュイックの丘で停車し、街の眺めを楽し
みます。続いてガウディの未完の傑作でネオ・ゴシック様式のサグラダ･ファミリア教会の外観
を見学。次は壮大なバルセロナ大聖堂を訪れます。大聖堂は 13 世紀に建設が始まり、15 世紀
に完成しました。最後はバルセロナ中心部のカタルーニャ広場でお買い物をお楽しみくださ
い。
＊日曜の午後や祝日はランブラス通りでのショッピングとなります。車椅子の方は、必ずバス
の乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機
がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、
乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。

BCN03

ガウディ体験ツアー（約 4 時間）

バルセロナが誇る偉大な建築家アントニ・ガウディの建築とその世界に浸れる機会をお見逃し
なく。バスでグラシア通りを通り、色とりどりのタイルで装飾されたカサ・バトリョおよびユ
ネスコ世界遺産カサ・ミラの外観を見学。続いて、バルセロナで最も人気のある見どころの一
つ、グエル公園を訪れます。曲線的な建物、美しいモザイク、陶片で覆われたベンチで有名で
す。また、ネオ・ゴシック様式の未完の傑作、サグラダ・ファミリア教会内部の見学時間を設
けています。車窓からの景色を楽しみながら、港に戻ります。
＊このツアーは船上でのお申込みとなります。
BCN05

バルセロナ・パノラマツアー＆カンプ・ノウ・スタジアム（約 3.5 時間）

サッカーファンでもそうでなくても、この巨大スタジアムは魅力的な見どころに違いありませ
ん。カンプ・ノウは世界で最も有名なサッカーの殿堂のひとつで、10 万人を収容できるヨーロ
ッパ最大規模のスタジアムです。UEFA の主要な試合が年間を通じて行われるだけでなく、様々
なイベントも開催されます。これまで、スティング、ブルース・スプリングスティーン、ピー
ター・ガブリエル、トレイシー・チャップマン、U2 といった有名なアーティストのコンサート
が開かれました。1982 年にはヨハネ・パウロ 2 世がミサを執り行ったことにより、バルセロ
ナの名誉市民になりました。ツアーではバスの車窓からガウディのサグラダ・ファミリア教会
等を見学し、モンジュイックの丘を上った後、カウプ・ノウ・スタジアムに到着します。＊催
行の可否はサッカークラブのスケジュールによります。また、スタジアムは急遽休場となる場
合があります。その際ツアーは寄港の直前に中止となりますが、MSC クルーズは何ら責任を負
いません。スタジアムでは階段を上り下りしますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方には
お勧めできません。日曜の午後は催行されません。4 月 13 日に寄港する MSC アルモニアでは
催行されません。
BCN08

モンセラット山（約 4.5 時間）

バスに 1 時間乗り、カタルーニャで最も標高の高いモンセラット山に到着。山頂にあるベネデ
ィクト派の修道院を訪れます。正式名称はモンセラットの聖母マリア修道院といいます。カト
リックの主要な巡礼地であり、信者向けの宿泊施設としても人気です。修道院付属の教会堂は
簡素な外観とは対照的に、内部の装飾はまばゆいばかりであり、「ラ・モレネタ」（モンセラッ
トの黒い聖母）と呼ばれるモンセラットの聖母像が祀られています。面白いことに、修道院は出
版社も持っており、世界最古の出版社のひとつに数えられています。最初の本が出版されたの
は 1499 年のことでした。修道院内部はご自身でご見学ください。
＊ガイドの説明は修道院の外で行われます。内部はお客様ご自身で見学していただくことにな
ります。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。車椅子の方は、必
ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや

昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の
方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
BCN10

フラメンコショー（約 4 時間）

バスにゆったりと座ったまま、賑やかなグラシア通り、ガウディの未完の傑作サグラダ・ファミ
リア教会など、バルセロナの主要な見どころを車窓から見学します。サグラダ・ファミリア教会
は 2010 年にローマ法王によって正式に教会と認められ、聖別のミサが行われました。モンジ
ュイックの丘を上り、バルセロナの眺望を眺めて写真撮影を楽しんだ後は、丘に建つ野外博物館
のスペイン村へ。元々は 1929 年に開催されたバルセロナ万博で、スペイン各地の多様な建築、
生活様式、文化を一堂に集めて紹介するために建設されたものです。ここではフルーティーなサ
ングリアを飲みながら、30 分のフラメンコショーをお楽しみください。
BCN21

バルセロナのハイライト、モンセラット山、ワインテイスティング
（7 時間/昼食なし）

バルセロナは素晴らしい建築によって世界的に有名です。カタルーニャ地方を発見する終日ツア
ーでは、まずバルセロナの観光名所をバスで巡ります。グラシア大通りを経由し、ガウディの未
完の傑作であるネオ・ゴシック様式のサグラダ・ファミリア教会に向かいます。圧倒的な存在感
を誇る教会の外観を見学した後は、そそり立つ奇岩群の眺めがこちらも圧倒的なモンセラット山
へ。山頂にあるサンタ・マリア・デ・モンセラット修道院からは眼下に素晴らしい風景を望めま
す。カトリックの主要な巡礼地であり、信者向けの宿泊施設としても人気です。黒い聖母で知ら
れるモンセラットの聖母像が祀られていることで有名ですが、修道院付属の教会堂も必見です。
簡素な外観とは対照的に、内部の装飾はまばゆいばかりです。モンセラット山で昼食をとる時間
があります（昼食は含まれていません）。次はサント・サドゥルニ村に向かい、ヴィラルナウと
いうスパークリングワインで有名なワイン醸造所を訪れます。ワインやスパークリングワイン、
瓶内発酵ワインの製造工程をご見学ください。ワインテイスティングもお楽しみいただけます。
＊ガイドの説明は修道院の外で行われます。内部はお客様ご自身で見学していただきます。宗教
施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。歩行が困難なお客様や車椅子の方
にはお勧めできません。MSC ファンタジア（4 月 17 日、4 月 23 日、11 月 14 日寄港を除く）、
MSC プレチオーサ、9 月 20 日寄港の MSC ムジカ、4 月 9 日、4 月 21 日、11 月 29 日寄港の
MSC アルモニア、および MSC ポエジアのみ催行となります。
BCN27

電動自転車で巡るバルセロナ（約 4.5 時間）

魅力的な手段でバルセロナを巡ります。電動自転車に乗り、街で最も高い場所から海岸線までく
まなく訪れます。まずは旧市街のゴシック地区へ。ここでメルセデス・ベンツの電動自転車を借
り、ケーブルカーでバルセロナ随一のビューポイントであるモンジュイックの丘へ。17 世紀に
建造されたモンジュイック城を訪れ壮大な城の外観と眼下に広がるパノラマ風景を楽しみます。

続いて、最も標高の低い場所まで下り、レストランに到着します。休憩し、有名なスペイン料理
のひとつであるタパスを味わいます。その後、シウタデリャ公園と美しい凱旋門を通ってガウデ
ィの未完の傑作サグラダ・ファミリア教会へ。ここで短いフリータイムがあります。続いてグラ
シア大通りにあるカサ・ミラ（別名：石切り場）の外観を見学。ゴシック地区に戻り、カタルー
ニャ広場まで 10 分ほど歩き、そこからバスで港に戻ります。
BCN31

ガウディの世界: コロニア・グエル教会、サグラダ・ファミリアとタパス料理
（約 7 時間、昼食付き）

バルセロナは建築の巨匠アントニ・ガウディの作品を鑑賞するのに最高の町の一つですが、彼の
素晴らしいイ作品を見る場所は他にもあります。バルセロナからバスに乗って、すぐ近くにある
サンタ・クローマ・ダ・サルバリョーに到着します。この一角には、ガウディが建築に携わった
コロニア・グエル教会があります。コロニア・グエルは労働者向けに文化的、宗教的な施設を備
える建築物として、19 世紀終わりに、カタルーニャ人の実業家

エウゼビ・グエイによって創

設されました。唯一完成しているのが地下聖堂のみですが、広々とした雰囲気や、斜めに配した
円柱と玄武岩やモザイクを含む建築材など構造的特徴で有名です。また、ガウディの作品の中で
も長い列に並ばずに入場できます。続いて、バルセロナへと戻り、街を二分するディアゴナル通
りを通ってサクラダ・ファミリアに到着。バスから降りて、約 10 分間ガイドが歩きながらサク
ラダ・ファミリアの非常に大掛かりなプロジェクトについてご案内します。グラシア通りにある
レストランで昼食をとり、美しい表通りを歩いて、ガウディのカサ・バトリョとカサ・ミラなど、
見所の外観を見学します。ツアーの締めくくりは、バルセロナの中心、カタルーニャ広場で、思
い思いの時間をお過ごしください。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。MSC ファンタジア（4 月 17 日、4
月 23 日、11 月 14 日寄港を除く）、MSC プレチオーサ、9 月 20 日寄港 MSC ムジカ、4 月 9
日、4 月 21 日、11 月 29 日寄港 MSC アルモニア、および MSC ポエジアのみ催行となります。
MSC ポエジアに乗船されるお客様は昼食の代わりに夕食となります。
BCN32

感動のカタルーニャとルンバショー（約 4 時間）

闘牛、フラメンコ、サングリアなど典型的なスペインの風習とはまるで違う、カタルーニャ自治
州は独自の文化的伝統に誇りを持っています。それら伝統文化の中でより華やかなのは、人間の
塔などの行事です。ビアフランカ・デル・ペネデスのに人々によって、作り上げられる人間の塔
（カステイ Castelle）が有名です。他にも、巨人と石頭のパレードや悪魔に変装した人々が花
火に火をつけて照らすコレフォック（correfocs）と言われるお祭りなど、町の民俗文化をユー
モラスに伝えています。また 1950 年代にロマ人の地域で多様な発展を遂げたカタルーニャル
ンバも文化をテーマにしたこのツアーの見どころです。モンジュイックの丘から町の美しい眺め
を楽しんだ後、ランブラス通りの先にある音楽場に向かいます。バルセロナ旧市街の歩行者専用
地区となっています。カタルーニャルンバのリズムに身を任せながら、美味しい軽食と飲み物を

ご堪能ください。古い町を散策して、町で一番古いサンタ・カテリーナ市場近くに立ち寄り、ピ
ンチョと呼ばれる地元のおつまみとドリンクを楽しみましょう。その後、歴史あるラ・リベラ地
区へ向かい、その後、船に戻ります。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
BCN33

バルセロナ アール・ヌーヴォー、モダニズム とカタルーニャ音楽堂
（約 4 時間）

バルセロナはアール・ヌーヴォーの潮流とつながる様式、カタルーニャ・モデルニスモの中心と
知られており、このツアーではその名所へとお連れします。そのスタイルで広く知られるように
なった建築家として、アントニ・ガウディ、リュイス・ドメネク・イ・ムンタネー、ジュゼップ・
プッチ・イ・カダファルクが有名です。バスから眺めの良い景色を見ながら、1888 年に建てら
れたバルセロナ凱旋門に到着します。その後、モダニズム様式の傑出した作品がいくつもあるシ
タデル公園を歩きます。再びバスに乗り、アシャンプラ地区郊外をグラシア通りへ抜けます。こ
の通りには、ガウディのカサ・バトリョとカサ・ミラなど、印象的な建物がずらりと並んでいま
す。続いて、1929 年にバルセロナで開かれた万国博覧会会場の前庭としてジュゼップ・マリア・
ジュジョールが設計したスペイン広場へ。カタルーニャ美術館で写真撮影をした後、建築家リュ
イス・ ドメネク・イ・モンタネールにより設計され、1908 年に完成したカタルーニャ音楽堂
へ向かいます。世界最高のコンサートホールとしてユネスコ世界遺産に登録されたばかりでなく、
カタルーニャ・モデルニスモの典型的な例としても有名です。陶器モザイクと花をモチーフにし
た色とりどりのガラスで飾られたインテリアは必見です。約一時間ガイドの案内とともに訪問後、
フリータイムとなります。
BCN36

バルセロナ観光、水族館とショッピング(約 4 時間)

この家族向けの半日ツアーでは、市内の素晴らしい観光名所へお連れします。また、大半を最新
のバスで快適に巡るため、足に負担をかけずに楽しめます。ランブラス通りの一端に位置するコ
ロンブスの塔から、ガイドがサグラダ・ファミリア教会やカサ・バトリョとカサ・ミラなどガウ
ディによって設計された見所を案内しながら、同様に素晴らしいグラシア通りを進みます。オリ
ンピック・リングを通り過ぎ、モンジュイックの丘から見事な景色を望める展望台で、短い写真
撮影を行います。その後、ポルト・ベル地区に向かい、バルセロナ水族館を訪れます。巨大な施
設には、450 種類、約 11,000 もの海洋生物が展示されています。水族館内はガイドが同行し
ませんので、自由にご覧ください。サメのトンネルやアカエイの大水槽、巨大な魚たちを是非お
見逃しなく。その後、併設のマレ・マグナム・ショッピング・モールでお買い物をお楽しみくだ
さい。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。ツアーは部分的なガイドになります。
水族館への入場券はツアー代に含まれますが、館内にガイドは同行しません。

アジャクシオ (コルス)
AJA01

市内観光（約 3 時間）

ジェノバ人によって 1492 年につくられた、この愛らしい旧市街の魅力的なエリアを探索しま
しょう。アジャクシオは、1769 年に生まれたナポレオンの故郷としてよく知られています。こ
の街のあらゆる道や建物にその生涯を見てとれます。島に数多くある緑地のひとつ、緑の美しい
カゾーヌ庭園を訪ね、それからパラタ岬に立ち寄って監視塔の点在する小島群、「ブラッディ・
アイランド」を眺めましょう。このツアーではアジャクシオの歴史地区も訪れます。
＊歴史地区では起伏のある不安定な道を歩きますので、歩きやすい靴でご参加ください。宗教行
事のある際は、大聖堂に入ることができません。歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めで
きません。
AJA04

カメ保護センター（約 3.5 時間）

ヨーロッパで唯一のクップラーダ・カメ保護センターは、ご家族連れや自然を愛する方にぴった
りの行き先です。このユニークな機会に、2.5 ヘクターもの広大な保全区に生息する、3,000
匹に及ぶカメを存分に見て回りましょう。センターの飼育計画が実を結べば、将来さらに生息数
は増える予定です。1998 年に開園して以来、観光客に人気を博してきました。ここをすみかと
する 170 種ものカメたちに、きっと楽しい気分になり魅了されるでしょう。園内で一番愛らし
いカメたちもお見逃しなく。赤ちゃんガメは直径わずか数センチしかありません。園内のショッ
プでは、カメツアーが終わって港で待つ客船に戻る前にお土産を手に入れることができます。
＊このツアーでは、階段や起伏のある不安定な道を 1.5～2 時間ほど歩きます。歩行が困難なお
客様や車椅子の方にはお勧めできません。歩きやすい靴と帽子をご用意ください。
AJA05

ヴィザヴォナの森観光（約 3.5 時間）

コルシカ島といえば自然の美しさが有名です。このツアーに参加して、険しく自然にあふれたこ
の島のとっておきを楽しみましょう。森と山々の自然の美しさの中を通り抜け、島の内陸部に向
かいます。港を離れると、ラベンダー、ギンバイカ、シクラメン、ワイルドミントなど甘い香り
の草木が混ざった、「マキ」と呼ばれるコルシカ島の雑木林の香りが潮風に取って代わります。
それから栗林の高原に位置するボコーニャーノを旅します。この街のどっしりとした灰色の家々
は、夏の熱気から逃れる格好の場であり、アジャクシオの住人にとって人気の休暇先となってい
ます。それから道は北へと 6 キロ続き、コルシカ島におけるハイキング・スポット、ブナとク
ロマツの森林地帯ヴィザヴォナ峠へ向かいます。木々に覆い隠されて道からは見えないところに、
山小屋の集まりと小さな鉄道駅からなるヴィザヴォナのこぢんまりとした村があります。アジャ
クシオに戻る前に、この静かで涼しい場所で少しのフリータイムを楽しみます。

＊めまいの症状をお持ちの方、車椅子のお客様にはおすすめできません。山の天候は場所によっ
て変わりますので、あたたかい上着をお持ちください。
AJA06

歴史とナポレオンの遺産をたどるウォーキングツアー（約 2.5 時間）

アジャクシオの旧市街を巡るガイドツアーでは、港を後にしてナポレオンの旧居やフォッシュ広
場、アジャクシオ大聖堂を歩いて巡ります。それから、ナポレオンの母方の叔父であるフェッシ
ュ枢機卿によって建てられたフェッシュ美術館を訪ねます。この美術館は、そのイタリア絵画の
コレクションによって、ルーブル美術館に次ぐフランス国内で最も重要な美術館のひとつとなっ
ています。美術が好きな方は、ティツィアーノやヴェロネーゼ、ボッティチェリの圧倒的なコレ
クションを気に入っていただけるでしょうし、歴史通の方はナポレオンの広大なコレクションに
きっと感嘆されるでしょう。
＊歴史地区では起伏のある不安定な道を歩くため、歩きやすい靴でご参加ください。MSC アル
モニアでは催行しません。

ナポリ（イタリア）

NAP01

ポンペイ（約 4 時間）

バスでポンペイに向かい、遺跡を見学します。隆盛を極めた古代都市は西暦 79 年、ヴェスヴィ
オ火山の大噴火により溶岩と火山灰に埋もれました。それ以降ポンペイは厚い火山灰の下で完璧
な姿を保ったまま、1,700 年もの間忘れ去られていました。18 世紀の中頃に偶然発見され、よ
うやく発掘が開始されたのです。多くの埋蔵物、とりわけパンや蜂蜜といった日常生活に関わる
ものを見れば、古代ローマ人の生活をうかがい知ることができるでしょう。この驚くべき広大な
遺跡の歴史についてガイドが詳しい説明を行います。その後地元の珊瑚工房を訪れます。
＊起伏の多い道を長時間歩きます。また、遺跡内の道は石畳のため、歩行が困難なお客様や車椅
子をご利用の方にはお勧めできません。
NAP02

ナポリ歴史探訪（約 4 時間）

ナポリの賑やかな大通りをバスで抜け、丘の上にある有名なポジリポ地区へ。続いて、名高いウ
ンベルト 1 世のガッレリア、サン・カルロ劇場（外観のみ）、プレビシート広場を訪れます。
短時間のフリータイムではショッピングをお楽しみください。その後、古代ギリシャ・ローマ都
市ナポリの旧市街にひっそりと建つサン・ロレンツォ教会を見学します。

＊長時間の徒歩観光が含まれます。教会見学は司教の許可が必要なため、乗船後にご確認くださ
い。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。
NAP03

カプリ島ツアー（約 6.5 時間）

ナポリ湾からフェリーまたは水中翼船でカプリ島へ。美しい島を巡るツアーの始まりです。カプ
リ島北部にあるマリーナ・グランデ港で下船後、バスに乗ってアナカプリへ向かい、カプリの生
活様式を見学します。フリータイムでは、落ち着いた通りでショッピングをお楽しみください。
その後、壮麗なヴィッラ・サン・ミケーレに到着します。ここは、20 世紀初頭に、スウェーデ
ン人の医師ムンテによって建てられました。島の豪華な眺めと海の彼方を一望できます。続いて、
バスに乗ってカプリの町に移動します。フリータイムでは、有名なウンベルト広場を囲む魅力的
な通りを散策しましょう。また、象徴的なファラリオ二のうっとりするような美しい景色が広が
るアウグスト庭園にご自身で見学もできます。（ツアー代金には含まれません。）。フェリーま
たは水中翼船でナポリ港に戻ります。
＊カプリ島へは公共またはプライベートの水中翼船/双胴船で移動する場合があります。11 月か
ら 2 月の間は催行されません。歩行が困難なお客様や車椅子をご利用の方にはお勧めできませ
ん。MSC オーケストラと MSC ポエジアに乗船するお客様の場合、ツアーの催行時間は 5 時間
になります。
NAP04

ヴェスヴィオ山（約 4 時間）

美しいナポリ湾を見下ろす雄大なナポリのシンボル、ヴェスヴィオ山へ向かいます。高い方の峰
は現在 1,300 メートルに達しました。山肌が溶岩流に覆われているのは、かつて噴火があった
証です。とはいえ、山のふもとは緑が豊かでぶどう園があり、中腹では低木や植林を見ることが
できます。ヴェスヴィオ山の有名な噴火は西暦 79 年に起こり、ポンペイとエルコラーノが壊滅
しました。二つの都市が発掘されたのは、ようやく 18 世紀になってからでした。ガイドの案内
で噴火口まで歩きます。ここからは溶岩と美しいナポリ湾を見渡すことができます。船に戻るま
での道中でも素晴らしい眺望を楽しむことができます。
＊噴火口まで 30 分ほど上り坂を歩くので、歩きやすい靴をお勧めします。悪天候の場合はナポ
リの車窓ツアーに変更となります。
NAP05

カゼルタ宮殿（約 4 時間）

ナポリ北部にあるカゼルタを訪れます。この街の名前がよく知られているのは、カゼルタ宮殿の
存在によってです。港からバスで内陸に向かい、45 分後にカゼルタ宮殿に到着。18 世紀の終
わりにブルボン家のナポリ王のために建てられた宮殿は、1997 年にユネスコの世界遺産に登録
されました。ベルサイユ宮殿を模したとされるバロック様式の宮殿は、ブルボン朝建築の最高傑

作に数えられます。数々の華麗な部屋を見学した後は、広大な庭園でフリータイムをお過ごしく
ださい。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
NAP07

ソレント（約 4.5 時間）

ナポリ湾の真珠と呼ばれるソレントは石灰岩の丘に囲まれた街で、イタリアらしいオリーブの
木々と柑橘園の風景が訪れる人々の目を楽しませてくれます。ナポリ港からバスに乗り、海岸沿
いの村々を通って 1 時間後にソレントに到着。タッソ広場から徒歩観光を始めます。この街独
特の古い路地を散策しながら、15 世紀の回廊セディル・ドミノーヴァ、大聖堂、サン・フラン
チェスコ教会を見学。サン・フランチェスコ教会には美しい回廊があり、庭園からはマリーナ・
グランデ港が望めます。フリータイムを過ごした後、ナポリへ戻ります。
＊徒歩観光を含みますが、車椅子をご利用の方もご参加できます。車椅子の方は、必ずバスの乗
降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がない
ため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後す
みやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
NAP08

ソレントとポンペイ（終日/昼食付き）

バスに乗り、海岸沿いの村々を通って 1 時間後にソレントに到着。タッソ広場から徒歩観光を
始めます。この街独特の古い路地を歩くと、15 世紀の回廊セディル・ドミノーヴァに着きます。
大聖堂の前を通り、サン・フランチェスコ教会の外観を見学。バスに戻りポンペイに向かいます。
途中で昼食をとり、午後はポンペイの遺跡へ。ポンペイの街は西暦 79 年のヴェスヴィオ山の噴
火により、すっかり溶岩とがれきに埋もれました。それ以降ポンペイは厚い火山灰の下で完璧な
形を保ったまま 1700 年もの間忘れ去られていました。18 世紀の中頃に偶然発見され、ようや
く発掘が開始されたのです。多くの埋蔵物、とりわけパンと蜂蜜といった日常生活に関わるもの
を見れば、古代ローマ人の生活をうかがい知ることができるでしょう。この驚くべき広大な遺跡
の歴史についてガイドが詳しい説明を行います。その後地元の珊瑚工房を訪れます。＊起伏の多
い道を長時間歩きます。また、遺跡内の道は石畳のため、歩行が困難なお客様や車椅子の方には
お勧めできません。MSC ファンタジアのみ催行します。
NAP16

ナポリの地下とピザ作り （約 4.5 時間、昼食付き）

この半日ツアーでは、ナポリの 2 つの穴場を訪れます。港から、ナポリの歴史ある地域へドラ
イブします。ジェズ・ヌオーヴォ広場からサン・ドメニコ広場まで歩き、ナポリ協会の重要なメ
ンバーが建てた住宅を通り過ぎます。前方に下ると、スパッカ・ナポリに到着。ナポリ旧市街の

大通りと、サン・グレゴリオ・アルメーノ通り別名プレゼピオ通りには、キリスト生誕の場面を
再現したプレゼピオという置物を売る店が沢山並んでいます。続いて、”ナポリの地下”を見学し
ます。一部人工のトンネルと空洞の地下迷宮をろうそくの火を灯して歩きます。2,400 年の歴
史をほこるナポリの地下には、自然の地熱地帯があり、凝灰岩として知られる黄色がかった火成
岩が広がっています。凝灰岩はナポリ地方では一般的な岩です。この岩が、ピザ作りのクラスで
欠かせない役割を果たします。この地下は、17 世紀に再利用できるよう復元されましたが、実
際は古代ローマ皇帝ネロが利用していたと考えられています。ローマ劇場の古いオーブンは凝灰
岩で作られ、生地は良く膨らみ、焼きあがりも優れていました。オーブンからそのまま伝わって
くる食欲をそそるピザの味をぜひお楽しみに。加えて、ご自身で作るピザは、焼きたてのまま船
へ持ち帰ることができます。
＊ナポリの地下探索では、非常に狭い道を一列に並んで歩きます。明かりはろうそくのみになり
ます。歩行が困難なお客様や車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
ラ・スペツィア（イタリア）

SPE01

チンクエテッレ国立公園（約 7 時間、昼食なし）

チンクエテッレは、イタリア語で 5 つの土地という意味ですが、これは小さな宝石のようにリグ
ーリアの海岸沿いに点在しているユネスコ世界遺産モンテロッソ・アル・マーレ、 ヴェルナッ
ツァ、コルニリア、 マナローラと、リオ・マッジョーレの魅力あふれる 5 つの村々の総称です。
岩が多く、昔のままの景色が残るチンクエテッレの地域を、この終日ツアーで巡ります。バスに
乗って、景色の良いドライブを楽しみながら、ユネスコ世界遺産に登録されたポルトヴェネーレ
へ向かいます。バイロン卿や、イタリアだけでなく国際的な詩人たちに着想を与えた全景を望み
ながら、ガイドが魅力的な漁村の話をします。フリータイムでは、海に沿って歩き、落ち着いた
通りを散策する時間があります。その後、海岸に沿ってのんびりとボートで、素晴らしい自然の
美しさと心から愛される昔からの伝統を堪能します。チンクエテッレ最大の村モンテロッソ・ア
ル・マーレに到着後、14 世紀初めに建てられたサン・ジョヴァンニ・バッティスタ教会がある
歴史地区でフリータイムになります。町を散策したり、あるいは沢山あるカフェやレストランで
昼食をとるのもいいでしょう。（ツアー料金には含まれていません。）その後、電車に乗ってレ
ヴァントに向かい、ラ・スペツィアまでバスで戻ります。
＊歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧めできません。夏季は日焼け止めと
帽子をお持ちすることをお勧めします。悪天候の場合、ボートツアーは電車での移動に変わる可
能性がありますので、船上でご確認下さい。

SPE03

フィレンツェを散策（約 8 時間、昼食なし）

ローマ時代に建設され、イタリア・ルネッサンスの誕生地として、伝説に残る芸術的遺産の宝庫、
フィレンツェを訪れます。トスカーナ州の州都で、ここで話される方言は、現代イタリア語の祖
とされています。このツアーでは、ご自身が回られたい場所を、ご自身のペースで散策できます。
バスに乗って 2 時間半、美しいトスカーナの風景を見ながらドライブすると、素晴らしいフィレ
ンツェがあなたをお待ちしています。ウフィツィ美術館、ピッティ宮殿やアルノ川にかかる有名
なヴェッキオ橋に至る壮大な建造物から印象的な教会まで、終わることのないフィレンツェの魅
力を楽しめます。また、このロマンティックな町でほとんどの時間を過ごすのも良いでしょう。
所定の時間と場所にバスが迎えに来るので、ラ・スペツィアに戻ります。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
SPE05

ピサの斜塔（約 4.5 時間）

港から離れ、楽しい半日ツアーに行ってみてはいかがでしょう。他の著名な建造物とともに最も
有名な建造物のひとつである「ピサの斜塔」の外観を見学します。先ず、バスに乗ってドライブ
し、ピサに到着。ガイドと合流した後、ドゥオーモ広場に向かいます。有名な塔や大聖堂、さら
に洗礼堂があるだけでなく、ガリレオ・ガリレイが落体の法則として革新的実験を行った場所で
もあります。ピサの斜塔のほか、13 世紀に建てられた美しい大聖堂の中を見学し、ロマネスク
様式の天井を誇り、目を見張るような大理石の礼拝堂（外観のみ）を鑑賞します。続いて、楽し
いピサの中心街へ。数多くの魅力的な広場や建造物、お店やレストランがあるので思う存分お楽
しみ下さい。ラ・スペツィアと船へ戻る途中、さらに息をのむほど美しいトスカーナとリグーリ
アの風景をご覧いただけます。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
SPE08

文化、芸術と歴史：フィレンツェを知るツアー（約８時間、昼食なし）

バスに乗って輝かしいトスカーナの眺めをご堪能いただきながら、フィレンツェまで 2 時間半
のドライブを楽しみます。この終日ツアーでは芸術的遺産があり、高級ファッションの主要拠点
となっているフィレンツェを訪れます。ガイドと合流後、主な芸術、文化や建造物を知る面白い
旅に出かけましょう。ミケランジェロ広場から、街の全景と、トスカーナ丘陵、さらに１５世紀
に建てられたサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂を望むことが出来るので、素晴らしい景
観をぜひ写真に収めましょう。足を伸ばして、サンタ・クローチェ広場まで歩き、白と金色で装
飾された１４世紀の美しいサンタ・クローチェ聖堂を見学することもできます。その後、ご自身

のペースで散策いただけます。ショッピングしたり、素敵なレストランで昼食をとるのも良いで
しょう。（昼食はツアー代に含まれていません。）
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。宗教施設
に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。
SPE10

ラ・スペツィアへの誘い（約 3.5 時間）

先史時代から人々が定住し、チンクエテッレへの入り口であり、さらに、産業と軍港で栄えたリ
グーリア最大の都市、ラ・スペツィアをご紹介する楽しい徒歩観光です。1975 年に聖別された
新しい大聖堂からツアーは始まります。続いて旧市街に向かい、13 世紀のサンタ・マリア・ア
ッスンタ教会へ。様々な修復の跡と内部にある大理石の彫刻が、ラ・スペツィアの歴史を物語っ
ています。散策は続き、プリオネ通りを通って、13 世紀のサン・ジョルジョ城へ。隣接する市
立博物館も見学します。ここは 1873 年に設立され、地図、古文書、羊皮紙やルニジャーナ遺
跡現場の近くで発掘された芸術品など動物や歴史に関する展示物を紹介しています。その後、古
い地区へ戻りご自身でさらに町を散策するか、シャトル・バスに乗って船に戻るかお選びいただ
けます。
＊歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧めできません。
SPE18

スマートフォンでフィレンツェとピサを散策（約 10 時間半、昼食なし）

最新の技術は、イタリアの最も著名な 2 つの町フィレンツェとピサを含む生活の多くの面をよ
り簡単に、より楽しくコミュニケーションしやすいものにしました。このツアーでは、インター
ネット通信が行えるスマートフォンで、グループで行動するのもツアーガイドと同時に連絡を取
りながらご自身でプランされるのも思いのままです。位置情報が確認できる地図と、場所やレス
トランに関する便利な情報がご利用でき、次の集合場所の距離もわかります。また、メールのチ
ェックや、ニュースを読んだり、ビデオやゲームもお楽しみいただけます（追加料金がかかる場
合があります）。例えば、ピサのドゥオーモ広場にあるピサの斜塔で撮影した写真は、直接ご自
身のメールに転送され、家に帰った後で見ることができます。2 つの町で素敵な思い出に満たさ
れた後、港へと戻ります。
＊スマートフォンのインターネット通信は案内用途のためにお使いいただけます。ゲームを含む
他の機能やアプリの使用は、ツアー代には含まれない追加金が発生する可能性があります。イン
ターネットの接続は第三者のサービスによるもので、ツアーの間にデータ接続が出来ない場合も、
MSC クルーズはいかなる責任を負いかねます。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてく
れる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ

可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクス
カーションデスクにご連絡ください。
SPE21

トスカーナの田舎 ：ルッカでワイン・テイスティング（約 6 時間）

モネ、ドガ、ヴァン・ゴッホのような芸術家によって不朽と化した、魅力的なトスカーナの田舎
をご紹介します。先ず、バスに乗ってラ・スペツィアから小さな町ルッカへ向かいます。この村
は、古代エトルリア人によって建てられました。昔のままのルネッサンス様式が残る壁に囲まれ、
少し前の時代へタイムスリップしたかのような気分を味わえるでしょう。歴史ある通りを歩いて、
アンフィテアトロ広場へ。古代ローマ時代の円形劇場として建設された場所です。広場を通り、
サン・ミケーレ・イン・フォロ教会を見学します。最初 795 年に建てられ、その後、1070 年
以降アレクサンデル 2 世の命令によって再建が開始され、13 世紀にようやくその豪華なファサ
ードが完成しました。身廊と２つの通路、半円形の後陣と中方立てのある窓が特徴的です。続い
て、サン・マルティーノ大聖堂を訪れます。1063 年にローマ建築様式で建設されましたが、現
在は 14 世紀に行なわれた修復工事によって、ゴシック様式で建て変えられました。自由時間を
お楽しみいただいた後は、バスに乗って約 30 分間ドライブし、モンテカルロに到着。モンテカ
ルロは小さな村ですが、「最高のトスカーナ州の白ワイン」で有名なワイン生産地域です。地元
農家を訪ね、自家製の食物を味わい、ワインセラー、ワイン製造とオリーブオイル製造工程を見
学します。この特別な経験を楽しんだあと、船に戻ります。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。宗教施設
に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けて下さい。宗教行事が行われている場合、ガイドの
説明を受けてからご自身で内部を見学するになります。
SPE22

ヴィアレッジョ・ビーチ・クラブ（約 6 時間）

ラ・スペツィアの町を離れて、美しいヴェルシリアの海岸線に沿って 45 分間の眺めの良いドラ
イブをし、ヴィアレッジョ・ビーチ・クラブに到着。間近にそびえるアプアーネ・アルプス山脈
は暖かい地方風が吹くおかげで一年中暖かい気候に恵まれています。リゾート地では、長い遊歩
道、白い砂浜、優れた設備、レストラン、上質のおもてなしと、地中海の青い海から歓迎を受け、
シーズンに限らず人気となっています。ビーチ・クラブは、スイミングプール、チリンギート・
ビーチ・バーなど楽しいアクティビティの宝庫です。卓球やビーチ・バレーをお楽しみいただけ
ます。お子様のための特別な遊び場もご用意しています。また、ヴィアレッジョの町では買い物
も出来るのでバスへ戻る前にショッピングも良いでしょう。
＊3 名様あるいは各ご家族につきパラソル 1 つ、デッキチェア 2 台とビーチラウンジャー1 台
の利用は、ツアー料金に含まれています。ツアーではビーチテニス、卓球、ビーチ・バレー、更

衣室をご利用いただけます。タオルと 高機能の日焼け止めをお持ちになることをお勧めします。
6 月中旬から 9 月中旬まで催行します。天候によって中止になる可能性があります。車椅子の
方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペ
ースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利
用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。ツアー代金には、ヴ
ィアレッジョまたはチリンギート・ビーチ・バーで追加購入する料金は、含まれていません。
SPE23

ポルトヴェネーレ・グランド・ホテルでディナー（約 3.5 時間）

ポルトヴェネーレは美しいチンクエテッレの村のひとつです。ユネスコ世界遺産であるこの村を
イブニング・ツアーで巡ります。眺めの良い景色をみながら約 30 分間バスで走ると、かつてサ
ン・フランシスコ修道院であった建物を改装したグランド・ホテルに到着します。予約席につき、
3 つのセット・メニューからお食事をお選びいただきます。豪華な雰囲気とともに、イタリアの
夜をお楽しみください。素敵な食事の間、パルマリア島とその城が見渡せる見事な海の景色を望
めます。その眺めはバイロン卿や、他の詩人に着想を与えました。ディナーの後は、絵のように
美しい村を散歩し、お楽しみください。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
SPE24

ポルトヴェネーレのボート・ツアー（約 4 時間）

ポルトヴェネーレのナイト・クルーズは心を奪われるほどロマンティックです。この村は、眺め
の良いリグーリアの海岸線に位置し、ユネスコ世界遺産に登録されています。美しい風景のなか
をボートで 30 分間走ると、豊富なプランクトンと低い塩分濃度によって繁栄した、多数のムー
ル貝養殖場をご覧いただけます。ポルトヴェネーレに到着後、3 時間の自由時間になります。村
を散策し、海岸沿いを歩くのも良いでしょう。また、居心地の良いレストランで夕食をとり、流
行りのカフェで美味しい飲み物を味わうなど、フリータイムをお楽しみください。（レストラン
とカフェは別料金になります。）指定の時間にボートが迎えに来て、船に戻ります。
＊車椅子の方にはお勧めできません。天候によって中止になる場合があります。
SPE25

ヴィアレッジョの夜を散策 （約 4.5 時間）

ベルシアンの海岸線に位置し“ティレニア海の真珠”と比喩されるほど美しいヴィアレッジョの
海岸リゾートで、夜の優雅なひと時を過ごしましょう。1 月と 2 月には年に一度のカーニバル
が盛り上がりを見せる一方で、ベルシアン地域の夏季では、ナイトライフの中心地として人気で
す。バスで 45 分間走り、ヴィアレッジョに到着。その後、フリータイムとなります。お洒落な
クラブが立ち並び、踊りが好きな方は羽目をはずすのも良いでしょう。また、家族向けの施設が

いくつもあり、リラックスするのにぴったりの場所も数多くあります。ただし、羽目をはずしす
ぎてラ・スペツィアおよび船に戻る迎えのバスに乗り遅れないようにだけご注意ください。
＊椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の
専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅
子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。

この寄港地観光プログラムの日本語訳は 2016 年 3 月 23 日時点の英文情報を翻訳したもの
で、相違がある場合は原文が優先されます。料金とツアー内容は予告なしに変わることが
あります。正確な情報は乗船後にツアーオフィスでご確認ください。

2016 年夏季 MSC ポエジア寄港地観光プログラム

バルセロナ（スペイン）

BCN01

バルセロナ市内観光（約 4 時間）

美しいバルセロナを発見するツアーでは、まずサンタ・クレウ・イ・サンタ・エウラリア大聖堂
を訪れます。13 世紀の終わりに建築が始まり、15 世紀に完成した壮麗な大聖堂は、昔通りの
姿をほぼ完全に残した旧市街のゴシック地区にあります。また、ガウディの有名なサグラダ・フ
ァミリア教会とカサ・バトリョの前をバスで通ります。続いてスペインの多様な建築様式を再現
した、のどかなスペイン村を散策。モンジュイックの丘で素晴らしい街の眺めを楽しんだ後、港
に戻ります。
＊祝日または特別行事が行われる日は、大聖堂訪問は中止になります。宗教施設に入場の際は肌
の露出を控えた服装を心掛けてください。
BCN02

バルセロナ・パノラマツアーとショッピング（約 4 時間）

一度は訪れたい街、バルセロナの主要な観光スポットを効率よく巡るツアーです。まずはバルセ
ロナの目抜き通りや広場をバスで巡ります。モンジュイックの丘で停車し、街の眺めを楽しみま
す。続いてガウディの未完の傑作でネオ・ゴシック様式のサグラダ･ファミリア教会の外観を見
学。次は壮大なバルセロナ大聖堂を訪れます。大聖堂は 13 世紀に建設が始まり、15 世紀に完
成しました。最後はバルセロナ中心部のカタルーニャ広場でお買い物をお楽しみください。
＊日曜の午後や祝日はランブラス通りでのショッピングとなります。車椅子の方は、必ずバスの
乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がな
いため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後
すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
BCN03

ガウディ体験ツアー（約 4 時間）

バルセロナが誇る偉大な建築家アントニ・ガウディの建築とその世界に浸れる機会をお見逃しな
く。バスでグラシア通りを通り、色とりどりのタイルで装飾されたカサ・バトリョおよびユネス
コ世界遺産カサ・ミラの外観を見学。続いて、バルセロナで最も人気のある見どころの一つ、グ
エル公園を訪れます。曲線的な建物、美しいモザイク、陶片で覆われたベンチで有名です。また、
ネオ・ゴシック様式の未完の傑作、サグラダ・ファミリア教会内部の見学時間を設けています。
車窓からの景色を楽しみながら、港に戻ります。
＊このツアーは船上でのお申込みとなります。

BCN05

バルセロナ・パノラマツアー＆カンプ・ノウ・スタジアム（約 3.5 時間）

サッカーファンでもそうでなくても、この巨大スタジアムは魅力的な見どころに違いありません。
カンプ・ノウは世界で最も有名なサッカーの殿堂のひとつで、10 万人を収容できるヨーロッパ
最大規模のスタジアムです。UEFA の主要な試合が年間を通じて行われるだけでなく、様々なイ
ベントも開催されます。これまで、スティング、ブルース・スプリングスティーン、ピーター・
ガブリエル、トレイシー・チャップマン、U2 といった有名なアーティストのコンサートが開か
れました。1982 年にはヨハネ・パウロ 2 世がミサを執り行ったことにより、バルセロナの名誉
市民になりました。ツアーではバスの車窓からガウディのサグラダ・ファミリア教会等を見学し、
モンジュイックの丘を上った後、カウプ・ノウ・スタジアムに到着します。
＊催行の可否はサッカークラブのスケジュールによります。また、スタジアムは急遽休場となる
場合があります。その際ツアーは寄港の直前に中止となりますが、MSC クルーズは何ら責任を
負いません。スタジアムでは階段を上り下りしますので、歩行が困難なお客様や車椅子の方には
お勧めできません。日曜の午後は催行されません。
BCN08

モンセラット山（約 4.5 時間）

バスに 1 時間乗り、カタルーニャで最も標高の高いモンセラット山に到着。山頂にあるベネデ
ィクト派の修道院を訪れます。正式名称はモンセラットの聖母マリア修道院といいます。カトリ
ックの主要な巡礼地であり、信者向けの宿泊施設としても人気です。修道院付属の教会堂は簡素
な外観とは対照的に、内部の装飾はまばゆいばかりであり、「ラ・モレネタ」（モンセラットの
黒い聖母）と呼ばれるモンセラットの聖母像が祀られています。面白いことに、修道院は出版社
も持っており、世界最古の出版社のひとつに数えられています。最初の本が出版されたのは
1499 年のことでした。修道院内部はご自身でご見学ください。
＊ガイドの説明は修道院の外で行われます。内部はお客様ご自身で見学していただくことになり
ます。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。車椅子の方は、必ずバ
スの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機
がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗
船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
BCN10

フラメンコショー（約 4 時間）

バスにゆったりと座ったまま、賑やかなグラシア通り、ガウディの未完の傑作サグラダ・ファミ
リア教会など、バルセロナの主要な見どころを車窓から見学します。サグラダ・ファミリア教会
は 2010 年にローマ法王によって正式に教会と認められ、聖別のミサが行われました。モンジ
ュイックの丘を上り、バルセロナの眺望を眺めて写真撮影を楽しんだ後は、丘に建つ野外博物館
のスペイン村へ。元々は 1929 年に開催されたバルセロナ万博で、スペイン各地の多様な建築、

生活様式、文化を一堂に集めて紹介するために建設されたものです。ここではフルーティーなサ
ングリアを飲みながら、30 分のフラメンコショーをお楽しみください。
BCN21

バルセロナのハイライト、モンセラット山、ワインテイスティング（7 時間/

昼食なし）
バルセロナは素晴らしい建築によって世界的に有名です。カタルーニャ地方を発見する終日ツア
ーでは、まずバルセロナの観光名所をバスで巡ります。グラシア大通りを経由し、ガウディの未
完の傑作であるネオ・ゴシック様式のサグラダ・ファミリア教会に向かいます。圧倒的な存在感
を誇る教会の外観を見学した後は、そそり立つ奇岩群の眺めがこちらも圧倒的なモンセラット山
へ。山頂にあるサンタ・マリア・デ・モンセラット修道院からは眼下に素晴らしい風景を望めま
す。カトリックの主要な巡礼地であり、信者向けの宿泊施設としても人気です。黒い聖母で知ら
れるモンセラットの聖母像が祀られていることで有名ですが、修道院付属の教会堂も必見です。
簡素な外観とは対照的に、内部の装飾はまばゆいばかりです。モンセラット山で昼食をとる時間
があります（昼食は含まれていません）。次はサント・サドゥルニ村に向かい、ヴィラルナウと
いうスパークリングワインで有名なワイン醸造所を訪れます。ワインやスパークリングワイン、
瓶内発酵ワインの製造工程をご見学ください。ワインテイスティングもお楽しみいただけます。
＊ガイドの説明は修道院の外で行われます。内部はお客様ご自身で見学していただきます。宗教
施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。歩行が困難なお客様や車椅子の方
にはお勧めできません。
＊MSC ファンタジア（2016 年 4 月 17 日、23 日、11 月 14 日寄港を除く）、MSC プレチオ
ーサ、MSC ムジカ（2016 年 9 月 20 日寄港のみ）、MSC アルモニア（2016 年 4 月 9 日、21
日、11 月 29 日寄港のみ）、及び MSC ポエジアのみの催行となります。
BCN27

電動自転車で巡るバルセロナ（約 4.5 時間）

魅力的な手段でバルセロナを巡ります。電動自転車に乗り、街で最も高い場所から海岸線までく
まなく訪れます。まずは旧市街のゴシック地区へ。ここでメルセデス・ベンツの電動自転車を借
り、ケーブルカーでバルセロナ随一のビューポイントであるモンジュイックの丘へ。17 世紀に
建造されたモンジュイック城を訪れ壮大な城の外観と眼下に広がるパノラマ風景を楽しみます。
続いて、最も標高の低い場所まで下り、レストランに到着します。休憩し、有名なスペイン料理
のひとつであるタパスを味わいます。その後、シウタデリャ公園と美しい凱旋門を通ってガウデ
ィの未完の傑作サグラダ・ファミリア教会へ。ここで短いフリータイムがあります。続いてグラ
シア大通りにあるカサ・ミラ（別名：石切り場）の外観を見学。ゴシック地区に戻り、カタルー
ニャ広場まで 10 分ほど歩き、そこからバスで港に戻ります。

BCN31

ガウディの世界: コロニア・グエル教会、サグラダ・ファミリアとタパス料理

（約 7 時間、昼食付き）
バルセロナは建築の巨匠アントニ・ガウディの作品を鑑賞するのに最高の町の一つですが、彼
の素晴らしいイ作品を見る場所は他にもあります。バルセロナからバスに乗って、すぐ近くにあ
るサンタ・クローマ・ダ・サルバリョーに到着します。この一角には、ガウディが建築に携わ
ったコロニア・グエル教会があります。コロニア・グエルは労働者向けに文化的、宗教的な施設
を備える建築物として、19 世紀終わりに、カタルーニャ人の実業家

エウゼビ・グエイによっ

て創設されました。唯一完成しているのが地下聖堂のみですが、広々とした雰囲気や、斜めに配
した円柱と玄武岩やモザイクを含む建築材など構造的特徴で有名です。また、ガウディの作品の
中でも長い列に並ばずに入場できます。続いて、バルセロナへと戻り、街を二分するディアゴ
ナル通りを通ってサクラダ・ファミリアに到着。バスから降りて、約 10 分間ガイドが歩きなが
らサクラダ・ファミリアの非常に大掛かりなプロジェクトについてご案内します。グラシア通
りにあるレストランで昼食をとり、美しい表通りを歩いて、ガウディのカサ・バトリョとカサ・
ミラなど、見所の外観を見学します。ツアーの締めくくりは、バルセロナの中心、カタルーニャ
広場で、思い思いの時間をお過ごしください。
＊MSC ファンタジア（2016 年 4 月 17 日、23 日、11 月 14 日寄港を除く）、MSC プレチオ
ーサ、MSC ムジカ（2016 年 9 月 20 日寄港のみ）、MSC アルモニア（2016 年 4 月 9 日、21
日、11 月 29 日寄港のみ）、及び MSC ポエジアのみの催行となります。MSC ポエジアの乗客
向けには、ランチの代わりにディナーが付きます。
BCN32

感動のカタルーニャとルンバショー（約 4 時間）

闘牛、フラメンコ、サングリアなど典型的なスペインの風習とはまるで違う、カタルーニャ自
治州は独自の文化的伝統に誇りを持っています。それら伝統文化の中でより華やかなのは、人間
の塔などの行事です。ビアフランカ・デル・ペネデスのに人々によって、作り上げられる人間の
塔（カステイ Castelle）が有名です。他にも、巨人と石頭のパレードや悪魔に変装した人々が
花火に火をつけて照らすコレフォック（correfocs）と言われるお祭りなど、町の民俗文化をユ
ーモラスに伝えています。また 1950 年代にロマ人の地域で多様な発展を遂げたカタルーニャ
ルンバも文化をテーマにしたこのツアーの見どころです。モンジュイックの丘から町の美しい眺
めを楽しんだ後、ランブラス通りの先にある音楽場に向かいます。バルセロナ旧市街の歩行者
専用地区となっています。カタルーニャルンバのリズムに身を任せながら、美味しい軽食と飲み
物をご堪能ください。古い町を散策して、町で一番古いサンタ・カテリーナ市場近くに立ち寄り、
ピンチョと呼ばれる地元のおつまみとドリンクを楽しみましょう。その後、歴史あるラ・リベラ
地区へ向かい、その後、船に戻ります。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。

BCN33

バルセロナ アール・ヌーヴォー、モダニズム とカタルーニャ音楽堂（約 4 時間）

バルセロナはアール・ヌーヴォーの潮流とつながる様式、カタルーニャ・モデルニスモの中心
と知られており、このツアーではその名所へとお連れします。そのスタイルで広く知られるよう
になった建築家として、アントニ・ガウディ、リュイス・ドメネク・イ・ムンタネー、ジュゼッ
プ・プッチ・イ・カダファルクが有名です。バスから眺めの良い景色を見ながら、1888 年に
建てられたバルセロナ凱旋門に到着します。その後、モダニズム様式の傑出した作品がいくつ
もあるシタデル公園を歩きます。再びバスに乗り、アシャンプラ地区郊外をグラシア通りへ抜
けます。この通りには、ガウディのカサ・バトリョとカサ・ミラなど、印象的な建物がずらりと
並んでいます。続いて、1929 年にバルセロナで開かれた万国博覧会会場の前庭としてジュゼッ
プ・マリア・ジュジョールが設計したスペイン広場へ。カタルーニャ美術館で写真撮影をした
後、建築家リュイス・ ドメネク・イ・モンタネールにより設計され、1908 年に完成したカタ
ルーニャ音楽堂へ向かいます。世界最高のコンサートホールとしてユネスコ世界遺産に登録さ
れたばかりでなく、カタルーニャ・モデルニスモの典型的な例としても有名です。陶器モザイク
と花をモチーフにした色とりどりのガラスで飾られたインテリアは必見です。約一時間ガイドの
案内とともに訪問後、フリータイムとなります。

BCN36

バルセロナ観光、水族館とショッピング(約 4 時間)

この家族向けの半日ツアーでは、市内の素晴らしい観光名所へお連れします。また、大半を最新
のバスで快適に巡るため、足に負担をかけずに楽しめます。ランブラス通りの一端に位置するコ
ロンブスの塔から、ガイドがサグラダ・ファミリア教会やカサ・バトリョとカサ・ミラなどガウ
ディによって設計された見所を案内しながら、同様に素晴らしいグラシア通りを進みます。オリ
ンピック・リングを通り過ぎ、モンジュイックの丘から見事な景色を望める展望台で、短い写真
撮影を行います。その後、ポルト・ベル地区に向かい、バルセロナ水族館を訪れます。巨大な施
設には、450 種類、約 11,000 もの海洋生物が展示されています。水族館内はガイドが同行し
ませんので、自由にご覧ください。サメのトンネルやアカエイの大水槽、巨大な魚たちを是非お
見逃しなく。その後、併設のマレ・マグナム・ショッピング・モールでお買い物をお楽しみくだ
さい。

＊歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。ツアーは部分的なガイドになります。
水族館への入場券はツアー代に含まれますが、館内にガイドは同行しません。

マルセイユ（フランス）
MRS02

エクス・アン・プロバンス（約 4 時間）

港から 40 分バスに乗ると、美しい街エクス・アン・プロバンスに到着。12 世紀に建てられた
有名なサン・ソヴール大聖堂とその庭園を訪ねます。ローマ神殿の跡に建設された美しいゴシ
ック様式の大聖堂は、正面扉に見事な彫刻が施され、北側には未完成の塔が立っています。歴
史地区の散策を 1 時間 30 分ほど楽しみながら、有名なマザラン地区へ。17 世紀後半、マザラ
ン枢機卿の兄弟がエクス・アン・プロバンスの貴族のために開発した住宅街です。フリータイ
ムはお買い物をお楽しみください。
＊起伏の多い道を長時間歩くため、歩行が困難なお客様にはお勧めできません。宗教施設に入
場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。休日には店が閉まっている可能性があり
ます。
MRS03

カシ観光（約 4.5 時間）

マルセイユ近郊のカシはかつてフランス南岸の静かな漁村でしたが、今では世界的なリゾート
地として旅行者に人気の町です。切り立つ崖や岸壁に囲まれた入り江、白とロゼのワインが有
名です。マルセイユからバスに 1 時間弱乗った後、ローカル電車に乗り換えます。カシではた
っぷり時間がありますので、カラフルな家々が並ぶ美しい通りと港の散策や、海辺の素晴らし
い風景をお楽しみください。
＊ローカル電車の出発地点は混雑が予想され、並ぶ場合があります。休日には店が閉まってい
る可能性があります。
MRS06

マルセイユ市内観光（約 4 時間）

港町マルセイユを巡るツアーです。丘の上にそびえるノートルダム・ド・ラ・ギャルド・バジ
リカ聖堂を訪ねます。古い教会跡に建てられたこの聖堂は、上堂と下堂に分かれています。続
いてコルニッシュ（海岸通り）沿いをボレリ城へと向かい、城と庭園の外観を見学。マルセイユ
中心部の観光、ロンシャン宮での写真撮影タイム、旧港でのフリータイムもあります。
＊聖堂付近は階段や坂が多いため、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。
MRS07

アヴィニョンとマルセイユ（終日／昼食なし）

終日ツアーはマルセイユのノートルダム・ド・ラ・ギャルド・バジリカ聖堂から始まります。
丘の上に立つネオ・ビザンティン様式の聖堂は、建築家エスペランデューによって 1853 年か

ら 1864 年にかけて建設されました。この場所にはかつて聖母マリアに捧げられた 13 世紀の教
会があり、無事に戻った船乗り達の寄進を受けていました。聖堂内部を見学した後バスに 1 時
間 30 分乗り、中世の街アヴィニョンに到着。法王庁宮殿を訪れます。かつて城塞だった宮殿
には、見事なギャラリーと礼拝堂があります。法王の寝室や私室を飾るフレスコ画や手染めの
タペストリーが、往時の栄華をしのばせます。フリータイムでは散策やフランスの典型的なブ
ラッスリーでの昼食（ツアー料金には含まれません）をお楽しみになってはいかがでしょうか。
＊起伏の多い道や階段があります。マルセイユの聖堂付近は階段や坂が多いため、歩行が困難
なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を
心掛けてください。MSC ポエジア、MSC プレチオーサと 9 時から 16 時に寄港予定の MSC ア
ルモニアのお客様のツアーには、ノートルダム・ド・ラ・ジャルド・バジリカ聖堂への訪問は外
観のみになります。また、4 月 5 日、14 日、17 日に寄港する MSC アルモニア、MSC オペラ
では催行しません。
MRS08

モンテ・クリスト・ツアー（約 4 時間）

イフ島までボートで移動し、シャトー・ディフ（イフ城）をガイドの説明付きで見学します。シ
ャトー・ディフは 1524 年から 1528 年にかけて建設された要塞監獄で、17 世紀に国家刑務所
となりました。19 世紀には人気作家、アレクサンドル・デュマの冒険小説『モンテ・クリスト
伯』の舞台になったことで一躍有名になりました。続いて旧港からほど近いフリウル島へ。ビー
チでフリータイムを過ごした後、港に戻ります。
＊6 月から 9 月中旬までの催行です。天候により中止になる場合があります。歩行が困難なお
客様や車椅子の方にはお勧めできません。
MRS14

プロバンス・デラックス観光：アヴィニョンとエクス・アン・プロバンス（約

７時間/昼食なし）
太陽の恵みを受けた南フランスの海岸は理想的な休暇先ですが、内陸の街も同様に訪れる価値が
あります。2 つの美しい街を訪れるツアーでは、まずバスに 40 分乗りエクス・アン・プロバン
スへ。サン・ソヴール大聖堂を訪れます。ローマ神殿の跡に建設された大聖堂には 5 世紀から
17 世紀までのあらゆる様式が混在しています。ゴシック様式で豊かに装飾されたファサードと
見事な彫刻が施された正面扉、北側に建つ未完成の塔は必見です。続いて旧市街を歩いてマザラ
ン地区に到着。17 世紀後半、エクス・アン・プロバンスの貴族のために開発した優美な住宅街
です。ゆったり過ごした後はバスに 90 分乗ってアヴィニョンへ。昼食はアヴィニョンの街にた
くさんあるブラッスリーで召し上がってはいかがでしょうか。昼食後、壮大な法王庁宮殿を訪れ
ます。14 世紀に法王庁が置かれた宮殿は、ユネスコの世界遺産に登録されています。多くの展
示室やチャペル、法王の私室を飾るフレスコ画や手染めのタペストリーが、往時の栄華をしのば
せます。バスでマルセイユに戻ります。＊起伏の多い道や階段があるため、歩行が困難なお客様

や車椅子の方にはお勧めできません。昼食はツアー料金に含まれていません。宗教施設に入場の
際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。4 月 5 日、14 日、17 日に寄港する MSC アル
モニア、4 月 22 日に寄港する MSC プレチオーサ、及び MSC オペラでは催行しません。
MRS15

二都市観光：エクス・アン・プロバンスとマルセイユ（終日/昼食なし）

南フランスで最も人気の 2 都市を組み合わせたツアーで、楽しい一日をお過ごしください。バ
スで海岸沿いのコルニッシュ通りをドライブします。沖に浮かぶ島々が見えることでしょう。
丘の上にそびえるノートルダム・ド・ラ・ギャルド・バジリカ聖堂を訪れます。眼下に広がる
マルセイユの街を是非カメラに収めてください。続いてロンシャン宮殿とマルセイユを代表す
る観光スポットである旧港へ。ここではカフェで過ごしたり、レストランで昼食をとったり、
近くのサントル・ブルスでショッピングを楽しんだりしてフリータイムをお過ごしください。
午後はバスで 40 分の場所にあるエクス・アン・プロバンスへ。大学と温泉で有名な街です。
旧市街の散策を、街路樹が並び美しい噴水や多くのカフェがあるミラボー通りから始めます。
17 世紀後半に貴族のために開発された住宅街マザラン地区を訪れた後は、4 頭のイルカの広場
へ。4 頭のイルカの彫刻が施されたかわいらしい噴水をご覧ください。次はサン・ソヴール大
聖堂を訪れます。ローマ神殿の跡に建設された大聖堂には 5 世紀から 17 世紀までのあらゆる様
式が混在しています。ゴシック様式で豊かに装飾されたファサードと見事な彫刻が施された正
面扉、北側に建つ未完成の塔は必見です。フリータイム後、港に戻ります。
＊起伏の多い道や階段があるため、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
昼食はツアー料金に含まれていません。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛け
てください MSC ポエジア、MSC プレチオーサと 9 時から 16 時に寄港予定の MSC アルモニア
のお客様のツアーには、ノートルダム・ド・ラ・ジャルド・バジリカ聖堂への訪問は外観のみに
なります。また、4 月 5 日、14 日、17 日に寄港する MSC アルモニア、MSC オペラでは催行
しません。
MRS19

魅力のアルル（約 5 時間）

快適なバスに乗って 1.5 時間、南フランス・カマラグ地方の歴史ある町、アルルへ向かいます。
この町はかつて、ローマ帝国の属州であったガリア・ナルボシスの重要な拠点でした。ローマ遺
跡とロマネスク様式建造物群が 1981 年、ユネスコの世界遺産に登録されました。ドイツ印象
派後期の画家、フィンセント・ファン・ゴッホが 1888 年から 1989 年までここに住み、滞在
中 300 もの作品を制作しました。パノラマウォーキングツアーでは主な見どころ、サン・トロ
フィーム教会や円形競技場を訪れます。サン・トロフィーム教会は、かつてはゴッホの有名な絵
画にも影響を与えた大聖堂でした。1 世紀に造られた 120 のアーチを持つローマの円形競技場
は、20,000 人以上の観客を収容することができ、血まみれの剣闘士の戦いや戦車レースで大衆
を沸かせたのでした。フリータイムの後、港に戻ります。

＊起伏のあるゴツゴツした道を歩くため歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできませ
ん。歩きやすい靴と帽子をご用意することをお勧めします。また宗教施設に入場の際は肌の露出
を控えた服装を心掛けてください。
ジェノバ（イタリア）
GOA01T

ポルトフィーノ （約 4 時間）

イタリアン・リビエラの豊かな美しい風景を楽しむツアーです。バスに乗り、45 分後にはサ
ンタ・マルゲリータ・リグーレに、そこから 10 分でポルトフィーノに到着。十分なフリータ
イムがありますので、風光明媚な海辺の街を散策したり、写真撮影をしたり、おしゃれなカフ
ェでのんびり過ごしたりしてお楽しみください。ボートでサンタ・マルゲリータに向かい、そ
こからジェノバに戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。4 月と 10 月のみ催行します。天候によりキャン
セルになる場合があるため、乗船後にご確認ください。悪天候の場合、サンタ・マルゲリータ
～ポルトフィーノ間の移動がミニバスとなることもあります。歩行が困難なお客様、および車椅
子をご利用の方にはお勧めできません。
GOA02T

ジェノバ水族館 (約 3.5 時間)

ご家族で楽しめる、人気のジェノバ水族館のツアーです。その規模と魚の種類の豊富さで、ヨ
ーロッパでも類を見ない水族館へはフェリーで向かいます。世界で最も環境に優しく自然を活
かした水族館では、色とりどりの熱帯魚、鮫、天然珊瑚、ペンギン、イルカなどが見られます。
見学後、ボートで船に戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。館内にガイドは同行しません。フラッシュなし
での写真撮影は可能です。館内は車椅子をご利用の方にも優しい設備が整っています。車椅子の
方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペ
ースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利
用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
GOA03T

ジェノバ歴史探訪 (約 3.5 時間)

フェリーでカリカメント広場に到着後、ジェノバの旧市街を散策します。カルッジと呼ばれる趣
のある路 地を歩いてジェノバの商業中心地であるフェラーリ広場へ。ドゥカーレ宮殿の外観を
見学後、「チステルネ・デル・ドゥカーレ」へ。ジェノバ風のブルスケッタやフォカッチャのビ
ュッフェをお楽しみください。次に サン・ロレンツォ大聖堂の外観を見学。旧港でフリータイ
ムを過ごした後はフェリーに乗って港に戻ります。

＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。このツアーは約 2.5 時間の長時間の徒歩観光を含
み、バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、車椅子の方にはお勧めできません。
GOA06T

オープンバスでの市内観光と水族館（終日/昼食なし）

快適なオープンバスに乗り、ジェノバのパノラマをお楽しみください。この街の活気を感じられ
る広場や通りに魅せられるでしょう。エレガントな 16 世紀の雰囲気を残すガリバルディ通り、
フェラーリ広場、ドゥカーレ宮殿を車窓からお楽しみください。バスはさらにカルロ・フェリー
チェ劇場、コロンブスの家、イタリアンブランドが並ぶファッション街のローマ通りを通過しま
す。バスには多言語での説明が聞けます。次は水族館へ立ち寄ります。種類豊富な海の生き物た
ち、色とりどりの熱帯魚、鮫、天然珊瑚、ペンギン、イルカなどが見られます。急いで船に戻る
必要はありません。街中に戻って散策も楽しめます。水族館から 30 分おきに出るシャトルバス
で船に戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。水族館内にガイドは同行しません。フラッシュな
しでの写真撮影は可能です。このツアーはクルーズ中のみご参加いただけます。車椅子の方には
お勧めできません。
GOA10T

ポルトフィーノ （約 4.5 時間）

温暖な気候に恵まれたイタリアン・リビエラの美しいな海辺の町を訪れます。この地域は、詩人
バイロンやシェリーの時代から休暇地として、人気の場所でした。1.5 時間のクルーズで、有名
な海岸沿いの景色を楽しみながら、ポルトフィーノへ。十分なフリータイムがありますので、風
光明媚な海辺の街を散策したり、写真撮影をしたり、おしゃれなカフェでのんびり過ごしたり
してお楽しみください。その後、ジェノバへ戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。5 月から 9 月まで催行します。天候によりキャ
ンセルになる場合があるため、乗船後にご確認ください。悪天候の場合、サンタ・マルゲリータ
～ポルトフィーノ間の移動がミニバスとなることもあります。歩行が困難なお客様、および車椅
子をご利用の方にはお勧めできません。
GOA14T

セグウェイでジェノバ観光 （約 2.5 時間）

最新の移動手段、簡単で楽しいセグウェイでジェノバの魅力を堪能しましょう。狭い通りを走っ
たり、坂を上ったりしながら、ジェノバの歴史地区を探索します。多くの見どころの中でも、
ドゥカーレ宮殿の外観、コロンブスの家、ソプラナ門に感動するでしょう。その後港に戻ります。
＊妊娠中の方、体重が 45 キロ未満、118 キロ以上の方、及び身体の不自由な方はご参加いただ
けません。16 歳以上の方のみ参加可能です。参加者は免責書類に署名しなければなりません。
英語とイタリア語のみです。このツアーはクルーズ中のみご参加いただけます。

GOA16T

ジェノバとプリンチペ宮殿(約 3 時間)

ほんのわずか数時間あれば、ジェノバの素晴らしさを十分堪能することができます。港から少し
歩いて、まずは 16 世紀に建てられたきらびやかなプリンチペ宮殿に到着します。ガイドが同行
し、フレスコ画やタペストリー、巨匠たちによる芸術品と秘宝が置いてある歴史的建造物の中を
見学します。その後、バスで港湾地区や、ジェノバで名高い水族館、フィエラ・デル・マーレ屋
内アリーナ、EXPO 跡地の複合施設等ジェノバ周辺をノンストップでドライブします。また、か
つて貴族から好まれていた地区アルベロを通りぬけて、町の中心部へ向かいます。ヴィクトリ
ア・スクエアの記念碑やコロンブスのカラベル船を形どった花々で彩られた芝生、ヴェンティ・
セッテンブレ通りと橋や、フェラーリ広場とコロンブスの家の眺めをお楽しみに。バスから降り
て少し下り坂を歩き、ドゥカーレ宮殿、サン・ロレンツォ大聖堂とサン・ジョルジョ宮殿の外観
を楽しみます。フリータイムの後、港へ戻ります。
＊クルーズを続けるお客様専用のツアーです。車椅子の方にはお勧めできません。

ナポリ（イタリア）

NAP01

ポンペイ（約 4 時間）

バスでポンペイに向かい、遺跡を見学します。隆盛を極めた古代都市は西暦 79 年、ヴェスヴィ
オ火山の大噴火により溶岩と火山灰に埋もれました。それ以降ポンペイは厚い火山灰の下で完璧
な姿を保ったまま、1,700 年もの間忘れ去られていました。18 世紀の中頃に偶然発見され、よ
うやく発掘が開始されたのです。多くの埋蔵物、とりわけパンや蜂蜜といった日常生活に関わる
ものを見れば、古代ローマ人の生活をうかがい知ることができるでしょう。この驚くべき広大な
遺跡の歴史についてガイドが詳しい説明を行います。その後地元の珊瑚工房を訪れます。
＊起伏の多い道を長時間歩きます。また、遺跡内の道は石畳のため、歩行が困難なお客様や車椅
子をご利用の方にはお勧めできません。
NAP02

ナポリ歴史探訪（約 4 時間）

ナポリの賑やかな大通りをバスで抜け、丘の上にある有名なポジリポ地区へ。続いて、名高いウ
ンベルト 1 世のガッレリア、サン・カルロ劇場（外観のみ）、プレビシート広場を訪れます。
短時間のフリータイムではショッピングをお楽しみください。その後、古代ギリシャ・ローマ都
市ナポリの旧市街にひっそりと建つサン・ロレンツォ教会を見学します。
＊長時間の徒歩観光が含まれます。教会見学は司教の許可が必要なため、乗船後にご確認くださ
い。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。

NAP03

カプリ島ツアー（約 6.5 時間）

ナポリ湾からフェリーまたは水中翼船でカプリ島へ。美しい島を巡るツアーの始まりです。カプ
リ島北部にあるマリーナ・グランデ港で下船後、バスに乗ってアナカプリへ向かい、カプリの生
活様式を見学します。フリータイムでは、落ち着いた通りでショッピングをお楽しみください。
その後、壮麗なヴィッラ・サン・ミケーレに到着します。ここは、20 世紀初頭に、スウェーデ
ン人の医師ムンテによって建てられました。島の豪華な眺めと海の彼方を一望できます。続いて、
バスに乗ってカプリの町に移動します。フリータイムでは、有名なウンベルト広場を囲む魅力的
な通りを散策しましょう。また、象徴的なファラリオ二のうっとりするような美しい景色が広が
るアウグスト庭園にご自身で見学もできます。（ツアー代金には含まれません。）。フェリーま
たは水中翼船でナポリ港に戻ります。
＊カプリ島へは公共またはプライベートの水中翼船/双胴船で移動する場合があります。11 月か
ら 2 月の間は催行されません。歩行が困難なお客様や車椅子をご利用の方にはお勧めできませ
ん。MSC オーケストラと MSC ポエジアに乗船するお客様の場合、ツアーの催行時間は 5 時間
になります。
NAP04

ヴェスヴィオ山（約 4 時間）

美しいナポリ湾を見下ろす雄大なナポリのシンボル、ヴェスヴィオ山へ向かいます。高い方の峰
は現在 1,300 メートルに達しました。山肌が溶岩流に覆われているのは、かつて噴火があった
証です。とはいえ、山のふもとは緑が豊かでぶどう園があり、中腹では低木や植林を見ることが
できます。ヴェスヴィオ山の有名な噴火は西暦 79 年に起こり、ポンペイとエルコラーノが壊滅
しました。二つの都市が発掘されたのは、ようやく 18 世紀になってからでした。ガイドの案内
で噴火口まで歩きます。ここからは溶岩と美しいナポリ湾を見渡すことができます。船に戻るま
での道中でも素晴らしい眺望を楽しむことができます。
＊噴火口まで 30 分ほど上り坂を歩くので、歩きやすい靴をお勧めします。悪天候の場合はナポ
リの車窓ツアーに変更となります。
NAP05

カゼルタ宮殿（約 4 時間）

ナポリ北部にあるカゼルタを訪れます。この街の名前がよく知られているのは、カゼルタ宮殿の
存在によってです。港からバスで内陸に向かい、45 分後にカゼルタ宮殿に到着。18 世紀の終
わりにブルボン家のナポリ王のために建てられた宮殿は、1997 年にユネスコの世界遺産に登録
されました。ベルサイユ宮殿を模したとされるバロック様式の宮殿は、ブルボン朝建築の最高傑
作に数えられます。数々の華麗な部屋を見学した後は、広大な庭園でフリータイムをお過ごしく
ださい。

＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。
NAP07

ソレント（約 4.5 時間）

ナポリ湾の真珠と呼ばれるソレントは石灰岩の丘に囲まれた街で、イタリアらしいオリーブの
木々と柑橘園の風景が訪れる人々の目を楽しませてくれます。ナポリ港からバスに乗り、海岸沿
いの村々を通って 1 時間後にソレントに到着。タッソ広場から徒歩観光を始めます。この街独
特の古い路地を散策しながら、15 世紀の回廊セディル・ドミノーヴァ、大聖堂、サン・フラン
チェスコ教会を見学。サン・フランチェスコ教会には美しい回廊があり、庭園からはマリーナ・
グランデ港が望めます。フリータイムを過ごした後、ナポリへ戻ります。
＊徒歩観光を含みますが、車椅子をご利用の方もご参加できます。車椅子の方は、必ずバスの乗
降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がない
ため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後す
みやかに、エクスカーションデスクにご連絡ください。

NAP16

ナポリの地下とピザ作り （約 4.5 時間、昼食付き）

この半日ツアーでは、ナポリの 2 つの穴場を訪れます。港から、ナポリの歴史ある地域へドラ
イブします。ジェズ・ヌオーヴォ広場からサン・ドメニコ広場まで歩き、ナポリ協会の重要なメ
ンバーが建てた住宅を通り過ぎます。前方に下ると、スパッカ・ナポリに到着。ナポリ旧市街の
大通りと、サン・グレゴリオ・アルメーノ通り、別名プレゼピオ通りには、キリスト生誕の場面
を再現したプレゼピオという置物を売る店が沢山並んでいます。続いて、”ナポリの地下”を見学
します。一部人工のトンネルと空洞の地下迷宮をろうそくの火を灯して歩きます。2,400 年の
歴史をほこるナポリの地下には、自然の地熱地帯があり、凝灰岩として知られる黄色がかった火
成岩が広がっています。凝灰岩はナポリ地方では一般的な岩です。この岩が、ピザ作りのクラス
で欠かせない役割を果たします。この地下は、17 世紀に再利用できるよう復元されましたが、
実際は古代ローマ皇帝ネロが利用していたと考えられています。ローマ劇場の古いオーブンは凝
灰岩で作られ、生地は良く膨らみ、焼きあがりも優れていました。オーブンからそのまま伝わっ
てくる食欲をそそるピザの味をぜひお楽しみに。加えて、ご自身で作るピザは、新鮮なまま船へ
持ち帰ることができます。
＊ナポリの地下探索では、非常に狭い道を一列に並んで歩きます。明かりはろうそくのみになり
ます。歩行が困難なお客様や車椅子をご利用の方にはお勧めできません。

メッシーナ（タオルミーナ/イタリア）

MES01

タオルミーナ（約 4 時間）

港を離れ、バスでシチリアの宝石タオルミーナへ。古代ギリシャ人が建設し、ローマ人が再建
した有名なギリシャ・ローマ劇場まで歩きます。素晴らしい風景を眺めた後は、かつてシチリ
アの議会が開かれた 15 世紀のコルヴァヤ館の外観を見学。さらにローマ建築の小さな劇場オ
デオンの外観を見学し、サン・ニコラ大聖堂を訪れます。フリータイムではショッピングをお
楽しみください。
＊宗教祭事が行われている場合、大聖堂は外観のみの見学となります。宗教施設に入場の際は
肌の露出を控えた服装を心掛けてください。休日はお店が閉まっている場合があります。
MES02

エトナ山（約 4 時間）

メッシーナの港を離れ、バスに 1 時間 30 分乗ってエトナ山へ。標高 3,300 メートルのヨーロ
ッパで最も高い火山です。途中で通るザッフェラーナ・エトネーアはエトナ山の南山麓にある
町で、海と山の素晴らしい風景を望めます。ケーブルカー乗り場があるリフージョ・サピエン
ツァへ。標高 1,900 メートルのところにあり、これまで噴火によって 2 回埋もれたことがあり
ます。ケーブルカーでシルヴェストリの穴と呼ばれる噴火口まで移動し、壮大な自然が作り出し
た風景をご覧ください。眼下に広がるカターニアの街をカメラに収めましょう。火山の冒険ツ
アーを終えたら港に戻ります。
＊歩行が困難なお客様、車椅子をご利用の方にはお勧めできません。悪天候により行程が変更と
なる場合があるため、乗船後にご確認ください。ウィンドブレーカーと歩きやすい靴の着用を
お勧めします。
MES03

ティンダリと黒い聖母の教会（約 4 時間）

メッシーナから 1 時間のバスドライブを楽しむと、ティンダリに到着。古代ギリシャの街だっ
たティンダリは豊かな芸術と歴史を誇ります。有名な黒い聖母の教会で聖母の像を見学します。
地元のロマンティックな伝説によれば、ティンダリの沼ができたのは、ある女性が黒い像に驚
いて赤ん坊を海に落とした瞬間、聖母が赤ん坊を救うために大地を隆起させたためと言われて
います。次に見学するギリシャの遺跡では、古代ギリシャの生活に思いを馳せることができる
でしょう。フリータイムはティンダリで買い物をお楽しみください。
＊宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。教会内での写真およびビ
デオ撮影は許可されない場合があります。休日はお店が閉まっている場合があります。
＊6 月から 9 月までの催行です。

MES05

メッシーナ市内観光（約 3.5 時間）

かつてザンクレと呼ばれたメッシーナは、紀元前 730 年にギリシャ人によって建設されました。
これまで何度も地震によって破壊され、特に 1783 年と 1908 年の被害は甚大でした。まずバ
スで小さな漁村ガンズィッリを訪れます。栄養分の多い湖ポンターノ・グランデとポンター
ノ・ピッコロの湖畔にある村です。続いてイタリア本土のカラブリア沿岸に最も近いペローロ
岬へ。メッシーナの車窓観光では、カイローリ広場、裁判所、大学、港と海峡を見下ろす王者
キリスト聖堂を見学し、写真撮影のため下車します。さらに聖フランチェスコ教会、市庁舎、
ネプチューンの噴水、メインストリートのリベルタ通りを巡ります。続いて大聖堂を訪れます。
大聖堂付属宝物館では、有名な黄金のマントをご覧ください。聖母子の絵を覆う宝石がちりば
められた布です。
＊宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。宗教祭事が行われている
場合、大聖堂は外観のみの見学になります。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる
同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能
な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、エクスカー
ションデスクにご連絡ください。
MES08

ジープ・アドベンチャー（約 4 時間）

メッシーナは海岸沿いとペロリターニ山の麓という好立地にあります。そのため、19 世紀の要
塞や古い軍用道路があり、かつてシチリアとメッシーナ海峡を防衛するために使われていまし
た。近代的で快適なオフロード車に乗って、美しい風景、民族の伝統、歴史のある道、要塞を
巡ります。樹木の茂るサン・リッツォの丘から冒険を始めましょう。まずは 19 世紀に建造さ
れたカンポーネ要塞を訪れ、地元のお菓子と強化ワインを味わいます。続いて眺望ポイントの
ディンナマーレへ。ティレニア海とイオニア海が目の前に広がります。最後はジェッソ村にあ
るペロリターニ山ポピュラー音楽博物館を訪れ、シチリアの伝統的な楽器を見学します。
＊お子様のご参加は 8 歳以上となります。大人用座席に座り、シートベルトを締めることが前
提です。サファリのリーダーによる説明は英語となります。歩きやすい靴とカジュアルな服装
をお勧めします。妊娠中の方、歩行が困難な方、背中や首に問題がある方にはお勧めできません。

MES11

エトナ山とタオルミーナ（約８時間/昼食なし）

イタリア、シチリア島を代表するエトナ山は、ヨーロッパで最も高い活火山です。このツアーで
はエトナ山とすぐ近くのタオルミーナの町にお連れします。バスに乗って１時間半、途中で通
るザッフェラーナ・エトネーアはエトナ山の南山麓にある町で、海と山の素晴らしい風景を望
めます。山の少し上った所にあるリフージョ・サピエンツァのケーブルカー乗り場へ。ここは
長年に渡る噴火によって 2 回埋もれたことがあります。ケーブルカーでシルヴェストリ・クレ

ーターと呼ばれる火山活動の少ない噴火口まで移動します。ここは、1982 年の噴火で形成さ
れました。壮大な自然が作り出した風景をご覧ください。眼下に広がるカターニアの街を是非、
カメラに収めましょう。エトナ山を離れ、バスに乗ってさらに 1 時間走るとタオルミーナの町
に到着。この小さく可愛らしい町にてフリータイムとなるので、昼食をおとり下さい。（別料金
となります）その後は、ガイドの案内のもと、古代ギリシャ・ローマ風の劇場、15 世紀のコル
ヴァヤ館の外観を見学します。さらにローマ建築の小さな劇場オデオンの外観を見学し、１３
世紀に設立されたサン・ニコラ大聖堂へ。その後、フリータイムをお楽しみください。
＊歩行が困難なお客様、車椅子をご利用の方にはお勧めできません。悪天候により行程が変更
となる場合があるため、乗船後にご確認ください。ウィンドブレーカーと歩きやすい靴の着用
をお勧めします。訪問場所は全て外観のみになります。MSC ポエジアのみ催行します。

MES13

メッシーナとタオルミーナの観光 （約７時間/昼食なし）

シシリア島のベスト・ロケーションを巡りましょう。先ずバスに乗って、小さな漁村ガンズィ
ッリを訪れます。近くに、ポンターノ・グランデとポンターノ・ピッコロの２つの塩水湖が隣
接しています。イタリア本土のカラブリア沿岸に最も近いペローロ岬を訪れた後、メッシーナ
へ戻ります。ここは、紀元前８世紀にギリシャ人の移民によって建てられました。途中、車窓
からカイローリ広場、裁判所、大学、港と海峡を見下ろす王者キリスト聖堂がご覧いただけま
す。写真撮影のため下車した後、さらに聖フランチェスコ教会、市庁舎、ネプチューンの噴水、
メインストリートのリベルタ通りを巡ります。続いて、12 世紀に建てられたドゥオーモ広場の
大聖堂の眺めと鐘楼を見学。町を離れ、バスで 50 分間走るとタオルミーナの可愛らしい町に
到着しますので、昼食をおとり下さい（別料金となります）。その後は、ガイドの案内のもと、
大聖堂、ローマ建築の小さな劇場オデオン、さらにコルヴァヤ館の外観を見学し、ギリシャ・
ローマ風の劇場のなかを訪れます。フリータイムとなるので、ご自身で町を散策するなど思い思
いにお過ごし下さい。
＊訪問場所は全て外観のみになります。歩行が困難なお客様、車椅子をご利用の方にはお勧め
できません。MSC ポエジアのみ催行します。

マルタ

MLT01

ヴァレッタとイムディーナ（約 4 時間）

この半日ツアーでは、現在の首都ヴァレッタと古都イムディーナ、二つの魅力的な都市を訪れ
ます。まずヴァレッタでは、景観が素晴らしいバラッカガーデンを見学します。息をのむほど
美しいグランドハーバーの景色をご堪能ください。その後、16世紀後半にマルタ騎士団により
建設された聖ヨハネ大聖堂を見学。画家カラバッジョの傑作をはじめ、意匠を凝らした豪華な
内装をご覧いただきます。続いて島の中心部、中世の城壁に囲まれたイムディーナへ。ここは
車両の通行が制限されているため「静寂の街」と呼ばれ、静かで落ち着いた街です。街の中でも
印象的なバロック様式の聖パウロ大聖堂を訪れます。歴史が息づく狭い通りや路地をゆっくり
散策した後、港に戻ります。
＊イムディーナ観光はすべて徒歩で行われます。長距離を歩くため、歩行が困難なお客様には
お勧めできません。 観光スポットでは、車椅子をご利用の方にも優しい設備が整っていますが、
イムディーナはほとんど石畳の道のため、車椅子での移動は不快に感じられるかもしれません。
車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。
車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかにツアーオフィスにご連絡ください。土曜日の午後寄
港の場合は、聖ヨハネ大聖堂の見学は外観のみとなり、国立博物館を見学します。宗教施設に
入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。日曜日の寄港では催行されません。秋
冬は日照時間が短いため、夕方薄暗い中での観光となる場合があります。

MLT03

ラバト、モスタとイムディーナ（約 3.5 時間）

港を半日離れ、マルタの３つの名所を巡ります。まずバスで中世の城壁に囲まれたイムディー
ナを訪れます。マルタの旧都イムディーナは、16 世紀後半にマルタ騎士団により建設されまし
た。車両の通行が制限されているため、「静寂の街」と呼ばれ、静かで落ち着いた街です。中世
の路地を歩いて砦を見学します。次にラバトの町へ向かいます。散策を楽しんだ後、工房が立
ち並ぶタ･アーリで吹きガラスやマルタ伝統の銀線細工を体験したり、お土産等のお買い物をお
楽しみください。最後はモスタにある 1871 年に献堂された聖マリア教会へ。この教会は巨大
なドームが印象的で、モスタドームと呼ばれています。見事な建築技術が駆使されており、柱
による支えがない教会としては世界 3 番目の大きさを誇ります。
＊イムディーナ観光はすべて徒歩で行われます。長距離を歩くため、歩行が困難なお客様には
お勧めできません。 観光スポットでは、車椅子をご利用の方にも優しい設備が整っていますが、
イムディーナはほとんど石畳の道のため、車椅子での移動は不快に感じられるかもしれません。

車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。
車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかにツアーオフィスにご連絡ください。日曜日の寄港の
場合、モスタドームの見学は外観のみとなります。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服
装を心掛けてください。秋冬は日照時間が短いため、夕方薄暗い中での観光となる場合があり
ます。
MLT04

ハーバー・クルーズとワイン試飲ツアー（約 3.5 時間）

モーターボートに乗ってマルタ海岸をゆったりとセーリングします。コットネラエリアにある、
総称スリーシティーズとして知られるセングレア、コスピークア、ヴィットリオーザの街を通
過し、海からマルタの首都ヴァレッタに近づきます。多くの建築遺産を持ち、また広範囲に復
元された 18 世紀バロック建築が素晴らしいウォーターフロントも魅力的な名所のひとつです。
素晴らしい景観を写真に収めましょう。ヴァレッタの海岸沿いでワインの試飲をお楽しみくだ
さい。
＊催行は寄港日の風と海の状態によって決まります。車椅子をご利用の方にはお勧めできませ
ん。モーターボートへ乗り降りする場合、階段があります。
MLT10

巨石神殿とマルサシュロック湾（約 3.5 時間）

マルタとその近くのゴゾ島では、11 つの先史時代の神殿が発見され、そのうち７つはユネスコ
世界遺産に登録された素晴らしい巨石神殿群として知られています。マルタ島の南東にある巨
石神殿を見学します。
これらの神殿はエジプトのピラミッドより古く、これまで見つかった世界最古の自立建築物で
す。次に訪れる
マルタ島で 2 番目に大きい自然湾マルサシュロックでは、船首に目が描かれた色彩豊かなマル
タの伝統的漁船ルツを見ることができます。はるか昔のフェニキア人の時代まで遡るであろう
船乗りの伝統に従い、ルツ全ての船首に目が描かれ、恐らくその目が行く先をいつも確認する
ためだとされています。その後、バスで港に戻ります。
＊秋冬は日照時間の関係で、夕方薄暗い中での観光となる場合があります。
MLT12

ジープ・ツアー（約 4 時間）

ジープでマルタ島北部を巡るガイドツアーです。船を下り、ジープに乗って、メリーハ村近く
のガディラ湾に向い、17 世紀半ばに完成した四角形の聖アガサタワー、その色から別名レッ
ド・タワーと呼ばれる塔を見学します。ここからゴゾ島とコミノ島の素晴らしい景色が望めま
す。田舎道やオフロードをドライブし、砂浜のビーチが美しいゴールデン・サンズ湾へ。村々

を抜ける途中で写真撮影をお楽しみください。城壁に囲まれたかつてのマルタの都市イムディ
ーナを訪れ、港に戻ります。
＊4 歳未満のお子様は参加できません。4 歳以上のお子様は座席で適切にシートベルトを着用
できることが必要です。サファリ･リーダーが英語で説明をいたします。歩きやすい靴とカジュ
アルな服装でご参加ください。歩行が困難な方にはお勧めできません。終日寄港の際は午前中
に催行されます。
MLT14

イルカ体験ツアー （約 4 時間）

お子様連れでしたら、イルカと過ごす 1 日はいかがでしょう？ ティーンエイジャーのお子様
や自然愛好 家の方にもぴったりのツアーです。マリンパークでイルカの生態について短い説明
を受け、この優しい 動物とふれあう方法を習います。イルカのプールで、よくしつけられたバ
ンドウイルカと 20 分間遊びます。マリンパークでフリータイムを過ごした後、船に戻りま
す。
＊健康で泳ぎの得意なお客様が対象です。8 歳未満のお子様は参加できません。水着とタオル
を忘れずお持ちください。秋と冬の寄港では、ツアーはフリータイムなしの 2.5 時間に変更に
なります。
MLT16

ジープ・ツアー（約 4 時間）

ジープでマルタ島北部を巡るガイドツアーです。船を下り、ジープに乗って、メリーハ村近く
のガディラ湾に向い、17 世紀半ばに完成した四角形の聖アガサタワー、その色から別名レッ
ド・タワーと呼ばれる塔を見学します。ここからゴゾ島とコミノ島の素晴らしい景色が望めま
す。田舎道やオフロードをドライブし、砂浜のビーチが美しいゴールデン・サンズ湾へ。村々
を抜ける途中で写真撮影をお楽しみください。城壁に囲まれたかつてのマルタの都市イムディ
ーナを訪れ、港に戻ります。
＊4 歳未満のお子様は参加できません。4 歳以上のお子様は座席で適切にシートベルトを着用
できることが必要です。サファリ･リーダーが英語で説明をいたします。歩きやすい靴とカジュ
アルな服装でご参加ください。妊娠中の方、歩行が困難な方、首や背中に持病がある方にはお勧
めできません。終日寄港の際のみ午後に催行されます。
MLT24

アイランド・パノラマ・ツアー（約 4 時間）

マルタの風景と町を知りたいなら、島周辺をドライブし、バスから全景を望むツアーに参加し
ませんか。先ず、古い要塞の町、ヴィットリオーザに向かいます。島の南側に位置し、1530 年
にマルタにたどり着いた騎士団最初の城塞都市として建てられました。ここは観光名所に恵まれ、
数例挙げると海岸通りやカジノ、マルタの海事博物館とサン・ロレンツォ教会があるので、ガイ
ドとともに散歩を楽しみます。次に、セングレアの監視塔ヴェデッテの前で写真撮影を行いま

す。素晴らしい港の風景を写真に収めましょう。続いて、マルタ島で 2 番目に大きい自然湾の
岸に佇むかわいらしい漁村マルサシュロックに到着します。ここでフリータイムをお楽しみく
ださい。また、船首に目が描かれた色彩豊かなマルタの伝統的漁船ルツもお見逃しなく。はるか
昔のフェニキア人の時代まで遡るであろう船乗りの伝統に従い、ルツ全ての船首に目が描かれ、
恐らくその目が行く先をいつも確認するためだとされています。ツアーの最後は、ウィド イツ
ズリーにあるブルー・グロット（青の洞門）へ。頂上から洞窟の景色を望みます。20 分間のボ
ート乗船を希望する人にはフリータイムがあります（ツアー代金には含まれません。）
＊ブルー・グロットの景色を望む場所以外の観光スポット全てに、車椅子をご利用の方にも優し
い設備が整っていますが、ヴィットリオーザはほとんど石畳の道のため、車椅子での移動は不
快に感じられるかもしれません。車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者と
ご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅
子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかにツアーオフィスに
ご連絡ください。

パルマデマジョルカ（スペイン）

PMI03

「ソン・アマール」でのディナーショー（約 4.5 時間）

美しいビーチ、まばゆい太陽、息をのむ絶景を誇るマジョルカ島は、1950 年代に人気の休暇先
となりました。自然に恵まれた島では、にぎやかなナイトライフも楽しめます。例えば「ソン・
アマール」はマジョルカ島の心であると同時に世界への扉でもあります。パルマデマジョルカ近
郊にある 16 世紀の領主邸では 1960 年代初頭からディナーショーを提供してきました。4 品の
コースディナーを味わいながら、歌と踊り、コメディ、アクロバットが融合した豪華なショーを
ご覧ください。世界各地の文化から着想を得たショーです。30 人ものパフォーマーやダンサー
が、ブロードウェーからボリウッド、アフリカからパリ、アイルランドからスペインまで世界中
を巡る旅にお連れします。きらびやかな衣装、豪華な演出、音と光が織りなす素晴らしいショー
が、忘れられない夜を約束します。ショーの余韻に浸りながら、船に戻ります。
＊5 月から 10 月までの催行です。MSC アルモニアと MSC ファンタジアで催行します。MSC
ファンタジアは 4 月 18 日の寄港では催行されません。MSC プレチオーサでは催行されません。
PMI19

ハイライト＆「ソン・アマール」でのフラメンコショー （約 4 時間）

美しい自然と文化遺産、古代アラブの影響を受けた伝統と見所満載のパルマデマジョルカを堪能
します。港からバスで市内へ向かい、パルマの象徴的な建物アルムダイナ宮殿、ラ・ロンハ（旧
市街）、壮大なカテドラル（大聖堂）を見学します。その後、ユネスコ世界遺産である美しいト

ラムンタナ山脈の麓にある 16 世紀の領主邸「ソン・アマール」へ。通りを歩けば、伝統的なマ
ジョルカの職人の手によるお土産品を見つけることができます。「ソン･アマール」では、地元
のお菓子とサングリアとともにフラメンコショーを楽しみます。息をのむほど素晴らしいショー
は忘れられない思い出となるでしょう。
＊4 月と 11 月以降に催行します。MSC オペラは 9 月 26 日の寄港のみ催行されます。MSC ポ
エジアでは季節を通じて催行されます。夜は催行されません。
PMI21

パノラミック・ナイトツアー（約 3 時間）

船から下りて、パルマデマジョルカの夜景の美しさをご堪能ください。きらめく照明で浮かび
上がるマジョルカの海岸線はその街明かりが海面に反射し、素晴らしい景色を作り出します。
バスで海上プロムナードをドライブしながら、見事にライトアップされた闘牛場に向かい、そ
の後、旧市街のゴシック地区へ。そこでバスを降り、散策をお楽しみください。古代モスクの
跡地に建設された 13 世紀のゴシック様式の大聖堂を外観を見学し、絵のように美しい古い漁
業地区をご覧ください。真夜中まえに船に戻ります。
＊階段のある石畳の道を歩くため、歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧め
できません。MSC オペラ、MSC ポエジア、MSC プレチオーサのみ催行です。
PMI30

夜の散策＆アバコ・バー（約 3 時間）

パルマデマジョルカの魅力的な通りを散歩する、きらめく照明と市内観光を巡るガイド付きの
ナイト・ツアーです。古代モスクの跡地に建設された 13 世紀のゴシック様式の傑作、サンタ・
マリア大聖堂へ散策から始まります。絵のように美しい古い地区の通路を通る途中に、大きな古
い門がある 17 世紀の建物の後ろに見事なアバコ・バーが並びます。鳥小屋や、キャンドル、噴
水、フルーツが贅沢に装飾された特別な中庭でカクテルをお楽しみください。離れた土地にいる
友達に向けて乾杯しましょう。藍色の空のもと、楽しい雰囲気を堪能し、バーを離れたら、町で
のフリータイムです。
＊階段のある石畳の道を歩くため、歩行が困難なお客様、および車椅子をご利用の方にはお勧め
できません。MSC オペラ、MSC ポエジア、MSC プレチオーサのみ催行です。
PMI31

夜のポート・アドリアーノ（約 3 時間）

バスに少し乗って、パルマデマジョルカの南西に位置するエル・トロのリゾート地とその素晴
らしいポート・アドリアーノに向かいます。地中海で、最高の設備を備えた最先端のマリーナ
のひとつです。あらゆるサイズのラグジュアリー・ヨットのための多数の係留スポットに加え、
マリーナでは、多くのハイ・ファッションブティックや流行りのバー、最高のレストランがあ
るので、一日中楽しめるでしょう。ショッピングをしたり、カフェで一休みしながらお祭り騒
ぎを眺めたり、夕食をとる（別料金となります）などご自身のペースでお過ごしください。お料

理はスペイン料理、イタリア料理、アジア多国籍料理と豊富に選択肢があります。指定の時間
にバスが迎えに来るので、船に戻ります。
＊車椅子の方は、必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車
椅子をご利用の方は、乗船後すみやかにツアーオフィスにご連絡ください。MSC オペラ、MSC
ポエジア、MSC プレチオーサのみ催行です。

この寄港地観光プログラムの日本語訳は 2016 年 2 月 11 日時点の英文情報を翻訳したもの
で、相違がある場合は原文が優先されます。料金とツアー内容は予告なしに変わることが
あります。正確な情報は乗船後にツアーオフィスでご確認ください。

2015 年-2016 年冬季 MSC ムジカ寄港地観光プログラム

アブダビ(アラブ首長国連邦)

AUH01

アブダビ市内観光（約 4 時間）

アブダビはペルシャ湾沿岸に突き出た T 字型の島に位置しています。アラブ首長国連邦の首都であるだけでなく、
未来的な摩天楼や素晴らしい礼拝堂等、世界で最も畏敬の念を感じさせる建築物が存在します。港から離れて、忘
れられないほど美しいシェイク・ザイード・モスクを訪れます。ネオ・イスラム建築の傑作は、世界最大級のモス
クのひとつです。外側は 1,000 本もの円柱で飾られ、2 万枚以上の大理石のパネルには、ラピスラズリや赤メノウ、
アメジスト、アワビの貝殻や真珠貝の螺鈿などを含む天然石がちりばめられています。次に、バスでゆっくりと、
美しい風景が望めるコーニッシュ通りをバスで走り、その超近代的ガラスの摩天楼群から、アラビアのマンハッタ
ンと呼ばれるアブダビ市内を通ります。海岸沿いの印象的な場所にある豪華なエミレーツ・パレスホテルの前で写
真撮影をします。ツアーの締めくくりはマナラット・アル・サディヤットです。特別に建てられた文化センターで、
世界一裕福な都市の発展の歴史を知ることができるでしょう。
＊空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくこ
とをお勧めします。英語以外のガイドは限られていますので、日本語ガイドがいない場合、英語で行われます。宗
教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装心掛けてください。ゆったりとした服装、透けない素材の長袖の衣類、
くるぶしまでの丈のスカートやズボンなどを着用し、女性は髪の毛を覆うスカーフをご用意ください。寄港日が宗
教催事に当たる場合はモスクの見学は外観のみになります。ツアーは午前中に催行します。午後催行のツアー、
AUH07（アブダビの情景とエミレーツ・パレスでハイ・ティー）と組み合わせることができます。

AUH01D

空港送迎付きアブダビ市内観光（約 4.5 時間）

アブダビはペルシャ湾沿岸に突き出た T 字型の島に位置しています。アラブ首長国連邦の首都であるだけでなく、
未来的な摩天楼や素晴らしい礼拝堂等、世界で最も畏敬の念を感じさせる建築物が存在します。港から離れて、忘
れられないほど美しいシェイク・ザイード・モスクを訪れます。ネオ・イスラム建築の傑作は、世界最大級のモス
クのひとつです。外側は 1,000 本もの円柱で飾られ、2 万枚以上の大理石のパネルには、ラピスラズリや赤メノウ、
アメジスト、アワビの貝殻や真珠貝の螺鈿などを含む天然石がちりばめられています。次に、バスでゆっくりと、
美しい風景が望めるコーニッシュ通りをバスで走り、その超近代的ガラスの摩天楼群から、アラビアのマンハッタ
ンと呼ばれるアブダビ市内を通ります。海岸沿いの印象的な場所にある豪華なエミレーツ・パレスホテルの前で写
真撮影をします。ツアーの締めくくりはマナラット・アル・サディヤットです。特別に建てられた文化センターで、
世界一裕福な都市の発展の歴史を知ることができるでしょう。その後、空港へ向かいます。
＊空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくこ
とをお勧めします。英語以外のガイドは限られていますので、日本語ガイドがいない場合、英語で行われます。宗
教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装心掛けてください。ゆったりとした服装、透けない素材の長袖の衣類、
くるぶしまでの丈のスカートやズボンなどを着用し、女性は髪の毛を覆うスカーフをご用意ください。寄港日が宗
教催事に当たる場合はモスクの見学は外観のみになります。アブダビで下船するお客様向けのツアーです。16:00
以降のフライトを予約しているお客様向けのツアーは午前中に催行されます。21:00 以降のフライトを予約してい
るお客様向けのツアーは午後に催行されます。ツアー時間は、空港までの移動時間を含みます。

AUH01E

アブダビを探検（約 4 時間）

アブダビはペルシャ湾沿岸に突き出た T 字型の島に位置しています。アラブ首長国連邦の首都であるだけでなく、
未来的な摩天楼や素晴らしい礼拝堂等、世界で最も畏敬の念を感じさせる建築物が存在します。港から離れて、忘
れられないほど美しいシェイク・ザイード・モスクを訪れます。ネオ・イスラム建築の傑作は、世界最大級のモス
クのひとつです。外側は 1,000 本もの円柱で飾られ、2 万枚以上の大理石のパネルには、ラピス ラズリや赤メノ
ウ、アメジスト、アワビの貝殻や真珠貝の螺鈿などを含む天然石がちりばめられています。次に、バスでゆっくり
と、美しい風景が望めるコーニッシュ通りをバスで走り、その超近代的ガラスの摩天楼群から、アラビアのマンハ
ッタンと呼ばれるアブダビ市内を通ります。海岸沿いの印象的な場所にある豪華なエミレーツ・パレスホテルの前
で写真撮影をします。ツアーの締めくくりはマナラット・アル・サディヤットです。特別に建てられた文化センタ
ーで、世界一裕福な都市の発展の歴史を知ることができるでしょう。
＊アブダビで乗船するお客様向けのツアーです。ツアーは午後に催行されます。ツアーは港よりスタートし、港に
て終了します。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持

ちいただくことをお勧めします。英語以外のガイドは限られていますので、日本語ガイドがいない場合、英語で行
われます。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装心掛けてください。ゆったりとした服装、透けない素材の
長袖の衣類、くるぶしまでの丈のスカートやズボンなどを着用し、女性は髪の毛を覆うスカーフをご用意ください。
寄港日が宗教催事に当たる場合はモスクの見学は外観のみになります。

AUH04

砂漠砂丘の冒険（約 3.5 時間）

一生味わうことのできないようなスリル満点の砂漠砂丘の冒険ツアーです。四輪駆動車に乗って、アラビアの金色
に輝く砂漠砂丘でのジェットコースターを体験します。広大な砂漠の中で想像力を膨らませたり、砂丘の最も高い
地点から美しい眺めや写真撮影お楽しみ下さい。砂漠へ行く途中で、超近代的な首都と全く対象的な、伝統的な暮
らしをする村と農園を通ります。
＊運転手が英語でご案内します。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカ
ーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。歩行が困難なお客様、高齢者、及び妊娠中の女性にはお勧めで
きません。歩きやすい靴とカジュアルな服装でご参加ください。ツアーは午前中に催行されます。AUH07（アブダ
ビの情景とエミレーツ・パレスでハイ・ティー）、または AUH09（ヤス F1 サーキットの舞台裏）、いずれかと組
み合わせることができます。

AUH06

アル・アイン

町の中のオアシス（約 6.5 時間）

バスで 2 時間走ると、アル・アインの歴史ある町に到着します。別名ガーデン・シティと呼ばれ、砂漠のオアシス
として生い茂る木々や、美しい公園、広場や庭園、大通りなど、近代都市と同じような景観で有名です。赤味掛か
った金色の砂丘に囲まれ、不思議な形をした丘があり、かつての伝統的なキャラバン隊の足跡を辿る重要な場所で
もあります。先ず、たくさんのヤシの木々の間をゆっくりと散策し、ファラジという地下水路を利用した古代の灌
漑システムを見ます。次に、アル・アイン・パレス博物館を訪れます。アル・アインのオアシスの西端で静かな庭
園と青々したヤシの木々に加え、その建物は訪れる人に忘れることのできない印象を残します。アブダビへ戻る前
に、有名なアル・アインのラクダ市場を訪れます。伝統的に売買が行われるなかで、頑丈な「砂漠の船」となるラ
クダを間近で見る絶好の機会です。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語ガイドがいない場合、英語で行われます。空調のきいた室内及
び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。

AUH07

アブダビの情景とエミレーツ・パレスでハイ・ティー（約 3 時間）

ゆっくりしたこの市内観光では、国際的雰囲気が漂い、広々とした通りと何千にも及ぶ植樹などアブダビの町の眺
めを堪能し、豪華なエミレーツ・パレスホテルで英国の伝統的なハイ・ティーを楽しみます。ルル島の砂丘とサフ
ァイアのように美しいペルシャ湾は、アブダビの大富豪だけが住む高級なコーニッシュ通りと同様、必見です。エ
ミレーツ・パレスに向かうバスの車窓から、感嘆するほど美しい数多くの摩天楼群を眺め、景色の良い防波堤エリ
アで特別に停車し、写真撮影をお楽しみください。1.3km に及ぶ白砂のプライベート・ビーチと、85 万 m2 を超
える芸術的な風景式庭園を誇るエミレーツ・パレスホテルはアブダビの最も魅力的なランドマークとしてみなされ
ています。隅々にまで満たされた高級感あふれるパレスの空気を存分に味わい、美味しいアフタヌーンティで贅沢
なひとときを過ごします。また、首長国のビジョンを示すサディヤット島文化地区を訪れます。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。宗教施設に入場の
際は肌の露出を控えた服装心掛けてください。ドレスコード: スマート 男性：襟付きシャツ、半袖丈、長ズボン、
足の甲が覆われている靴。トレーナーやサンダル、T シャツや半ズボンは禁止となっております。女性：長ズボン
またはロングスカート、長袖、足の甲が覆われている靴あるいは、つま先の開いた靴
ツアーは午後に催行し、14:30 頃に出発します。AUH01 （アブダビ市内観光）または AUH04（砂漠砂丘の冒
険）、いずれかと組み合わせることができます。車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者
とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必
須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

AUH08

フェラーリ・ワールド・テーマパーク（約 5 時間）

ヨーロッパ、アジアとアフリカを結ぶ交差点として既に知られるアブダビで現在、フェラーリ・ワールド・テーマ
パークは必見場所のひとつです。バスで少し走ると、テーマパークに到着します。子どもも大人も楽しめるアトラ
クションが沢山あり、20 種類以上の最新式の乗り物や、世界最速のジェットコースターなどが楽しめます。時速

200km のフェラーリ F1 カーに乗るようなスリルが味わえます。スリルが物足りない？それなら、G フォース体験
をお勧めします。赤い屋根を通り抜け、地上 62m の高さまで上昇し、地上へと急降下する乗り物で、アドレナリ
ンが駆け巡るでしょう。あるいは V12 で、フェラーリ 599 の 12 のエンジンの内部を冒険してみてはいかがでしょ
う。フェラーリ本社があるマラネッロのヴァーチャルツアーを楽しんだり、世界中のトップコレクターから注目を
集める究極のフェラーリの展示の数々に近寄って見ることができます。家族向けのお出かけにぴったりです。
＊空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくこ
とをお勧めします。 スクーデリア・チャレンジはツアー代に含まれていません。12:00 頃に出発します。テーマ
パークへの往復移動は、定刻に出発します。各自でテーマパークへご入場下さい。メンテナンスによりアトラクシ
ョンが予告なく運休になる場合があります。車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご
参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須と
なります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

AUH08E

フェラーリ・ワールド・テーマパーク（約 5 時間）

ヨーロッパ、アジアとアフリカを結ぶ交差点として既に知られるアブダビで現在、フェラーリ・ワールド・テーマ
パークは必見場所のひとつです。バスで少し走ると、テーマパークに到着します。子どもも大人も楽しめるアトラ
クションが沢山あり、20 種類以上の最新式の乗り物や、世界最速のジェットコースターなどが楽しめます。時速
200km のフェラーリ F1 カーに乗るようなスリルが味わえます。スリルが物足りない？それなら、G フォース体験
をお勧めします。赤い屋根を通り抜け、地上 62m の高さまで上昇し、地上へと急降下する乗り物で、アドレナリ
ンが駆け巡るでしょう。あるいは V12 で、フェラーリ 599 の 12 のエンジンの内部を冒険してみてはいかがでしょ
う。フェラーリ本社があるマラネッロのヴァーチャルツアーを楽しんだり、世界中のトップコレクターから注目を
集める究極のフェラーリの展示の数々に近寄って見ることができます。家族向けのお出かけにぴったりです。
＊アブダビで乗船されるお客様のみご参加いただけます。ツアーは午後催行され、港発着となります。空調のきい
た室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めし
ます。 スクーデリア・チャレンジはツアー代に含まれていません。テーマパークへの往復移動は、定刻に出発しま
す。各自でテーマパークへご入場下さい。メンテナンスによりアトラクションが予告なく運休になる場合がありま
す。車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用ス
ペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船
後すみやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

AUH09

ヤス F1 サーキットの舞台裏 （約 3.5 時間）

世界で最も進化したフォーミュラ 1 サーキットの舞台裏を見に行くチャンスです！ノース グランドスタンド、ヤ
ス・マリーナ、 シャムス・タワー、レッド・ビルディング、ヤス・ドラッグ・レーシング場を含む主要なポイント
をバスで通ります。レースをコントロールするハイテクな施設を見学し、F1 チャンピオンのように表彰台で記念撮
影しましょう。驚くほど豪華なヤス・ホテルとそのマリーナを見学します。全てのモータースポーツファンや、最
新のスポーツ施設のファンの方も是非お見逃しなく。フォーミュラ 1 サーキットあらゆる側面を学び、普段レース
期間中に見ることができない内部にご案内します。
＊レース開催期間中は施設によって、見学場所が変わります。（シャムス・タワー見学は外観のみなど）。英語以
外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。空調のきいた室内及び車内
と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。ツアーは
午後に催行し、14:00 頃に出発します。AUH01 （アブダビ市内観光）、または AUH04（砂漠砂丘の冒険）、い
ずれかと組み合わせることができます。

AUH15

アブダビ 水上飛行機で記念撮影（約 2 時間）

上空からの景色は、最も楽しい眺めのひとつでしょう。高いところから下を見渡すと現実世界のミニチュアを見て
いるかのように、親しみを感じより魅力的に見えるのです。アブダビとその周辺に広がる空中からの景色を堪能す
るには最適です。先ず、ミニバンに乗って桟橋へ行き、そこから水上飛行機に乗って 25 分間の飛行を楽しみます。
美しい町の眺めを満喫し、写真撮影やビデオ撮影をお楽しみください。アブダビの貴重な景色を見て、地上へと戻
り、船に戻ります。
＊パイロットが英語でご説明します。歩きやすい靴とカジュアルな服装でご参加ください。空調のきいた室内及び
車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。参加
可能年齢は 4 歳以上です。離陸前に、短い説明があります。このツアーはクルーズ中のみご参加いただけます。

AUH19

アブダビ観光とフェラーリ・ワールド・テーマパーク（約 8 時間/昼食なし）

楽しい終日ツアーをアブダビの人工防波堤から始めましょう。言葉で言い表せないほど素晴らしい地平線の眺めを
堪能し、7 ツ星ホテルと称されるエミレーツ・パレスの外観を見学します。写真撮影後、1,000 本もの円柱で飾ら
れ、2 万枚以上の大理石のパネルが魅惑的なシェイク・ザイード・モスクに到着します。工学技術の偉業を見学し
た後は、ヤス島の素晴らしいフェラーリ・ワールド・テーマパークへ。中心部分を 20 万 m2 の巨大な屋根で覆われ
た、世界最大の屋内アミューズメント・パークです。昼食をとったり（昼食代はツアーに含まれていません。）、
パーク内に 20 種類以上ある大人も子どもも楽しめる最新式のアトラクションに乗る時間もたっぷりとあります。
世界最速のジェットコースターや、究極のフェラーリの展示の数々をお楽しみください。その後、バスで港へと戻
ります。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。宗教施設に入場の
際は、肌の露出を控えた服装心掛けてください。ゆったりとした服装、透けない素材の長袖の衣類、くるぶしまで
の丈のスカートやズボンなどを着用し、女性は髪の毛を覆うスカーフをご用意ください。寄港日が宗教催事に当た
る場合はモスクの見学は外観のみになります。スクーデリア・チャレンジはツアー代に含まれていません。各自で
テーマパークへご入場下さい。メンテナンスによりアトラクションが予告なく運休になる場合があります。車椅子
をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇
降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやか
に、ツアーオフィスにご連絡ください。

AUH23

アブダビ観光とエティハド・タワーズでティータイム（約 4 時間）

コーニッシュ通りに沿って海岸沿いをドライブし、アブダビ・ヘリテイジ・ビレッジに到着します。アラブ首長国
連邦の魅力的な伝統やしきたりを説明する現代博物館で、テントや中庭のある家、灌漑システムや職人の工房等館
内を見学します。続いて、一転して 2011 年に完成した超現代的な 5 つの塔をもつ摩天楼群エティハド・タワーズ
へ向かいます。タワーの 74 階で、ケーキとお茶をいただきながら、展望台から見える素晴らしい景色と、写真撮
影を楽しむひとときをお過ごしください。バスで以前宮殿があった地区を通り、シェイク・ザイード・モスクの前
で写真撮影をした後、港に戻ります。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。空調のきいた室内
及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。
ツアーは午後に催行し、14:30 頃に出発します。AUH01（アブダビ市内観光）、または AUH04（砂漠砂丘の冒
険）、いずれかと組み合わせることができます。ドレスコード: スマート 男性：襟付きシャツ、半袖丈、長ズボ
ン、足の甲が覆われている靴。トレーナーやサンダル、T シャツや半ズボンは禁止となっております。女性：長ズ
ボンまたはロングスカート、長袖、足の甲が覆われている靴あるいは、つま先の開いた靴
車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペー
スや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後す
みやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

AUH24

アブダビ

フェラーリ・ワールド・テーマパークとロゴスでランチ（約 8 時間、昼食付き）

この終日ツアーでは、アブダビの驚異をご案内します。バスに乗って、市内観光を始めます。ドライブの途中、眺
めの良い景色がありますので、是非カメラのご用意を。コーニッシュ通りに沿って海岸沿いをドライブし、ドバイを
象徴するエミレーツ・パレス・ホテルの外観を見て、写真撮影を行います。続いて、1,000 本もの円柱で飾られ、
2 万枚以上の大理石のパネルが魅惑的なシェイク・ザイード・モスクに到着します。次に、高級レストラン・ロゴ
スで昼食をとります。ここは、竜巻状の巨大な螺旋がレストランの見所で、大人も子どもも楽しめるでしょう。店
内に張り巡らされたループやレールを伝って食事が運ばれてきます。昼食後、ヤス島の素晴らしいフェラーリ・ワ
ールド・テーマパークへ。中心部分が 20 万 m2 の巨大な屋根で覆われた、世界最大の屋内アミューズメント・パー
クです。パーク内に 20 種類以上ある家族向けの最新式のアトラクションに乗る時間もたっぷりとあります。世界
最速のジェットコースターや、究極のフェラーリの展示の数々をお楽しみください。その後、バスで港へと戻り、
アブダビの楽しい市内ツアーを終えます。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。宗教施設に入場の
際 は、肌の露出を控えた服装心掛けてください。ゆったりとした服装、透けない素材の長袖の衣類、くるぶしまで
の丈のスカートやズボンなどを着用し、女性は髪の毛を覆うスカーフをご用意ください。上記の服装規定に違反し
た場合、モスクのセキュリティ担当者の判断によって入場をお断りする場合があります。寄港日が宗教催事に当た

る場合はモスクの見学は外観のみになります。スクーデリア・チャレンジはツアー代に含まれていません。各自で
テーマパークへご入場下さい。メンテナンスによりアトラクションが予告なく運休になる場合があります。

AUH25

豪華イブニングツアー

ジープでアラビアン・ヴィレッジへ探検（約 7 時間、夕食付き）

港よりお迎えするモダンな四輪自動車に乗って砂漠へと向かう午後催行のツアーです。1 時間半バスに乗って砂漠
へ。わくわくするデューンバッシングの始まりです。金色の砂丘を車で駆け巡る様子をお楽しみください。また、
広大な砂漠に広がる素晴らしい景色を是非、写真に収めましょう。さらに、ラクダに乗る体験や、ご希望によって
ヘナのペイントもできます。続いて、アラビアンナイトを楽しむ豪華なキャンプ場に到着し、休憩します。砂漠へ
行くツアーでは外せない、とっておきの村で、ビュッフェスタイルのディナーをお楽しみいただけます。ロマンテ
ィックな雰囲気と、ベリーダンスショーがあなたの夜を忘れられないものにします。ドライブを楽しみながら港へ
と戻ります。
＊運転手が英語でご案内します。歩行が困難なお客様や車椅子の方、高齢者、及び妊娠中の女性にはお勧めできま
せん。歩きやすい靴とカジュアルな服装でご参加ください。

AUH26

ヤス・ビーチ・クラブで楽しい時間を（約 6 時間）

バスに乗ってほんのわずかの時間で、楽しく、リラックスできる目的地に到着します。ヤス島の砂浜に位置するヤ
ス・ビーチ・クラブは、お客様を温かく歓迎し、誰もが楽しい時間を過ごせるでしょう。プールやビーチの側で日
光浴をして約 5 時間、ゆっくり過ごします。また、幅広いウォータースポーツ・アクティビティ、テーマ性のある
バーや高級レストランを備えています。ここでは何をしても、くつろぎと楽しさを満喫いただけます。
＊車椅子の方にはお勧めできません。ウォータースポーツ・アクティビティはツアー代に含まれていません。

AUH50FAM

ヒルトニア・ビーチの体験ツアー（約 6 時間）

アブダビの短い観光と豪華ヒルトニア・ビーチ・クラブでたっぷり遊べるツアーで、ご家族とご一緒に一日を過ご
しませんか。バスでの 30 分間の短い観光で、市内の建造物、革新的超高層ビルや壮大なモスクをご覧いただけま
す。ネオ・イスラム建築の傑作シェイク・ザイード・モスクと、豪華なエミレーツ・パレス・ホテルの前で写真撮
影をする機会があります。ヒルトニア・ビーチ・クラブでドリンクサービスの歓迎をうけて、後の 5 時間はリラッ
クスと遊びに専念しましょう。美しいアブダビの冬の空模様の下、日焼けして帰るのも良いでしょう。クラブ内に
はペルシャ湾の魅力的な景色が楽しめる、プライベートの砂浜、3 つのスイミング・プールとキッズクラブがあり
ます。さらに、ブルーフラグ賞を受賞した新しいビーチでは、11,000m2 に及ぶありのままの自然が残る白浜を散
策したり、くつろぎの時間をご堪能いただけます。ビーチ周辺にある孔雀の庭と鴨の池や、温度管理された 3 つの
スイミング・プール内でも、リラックスし、お楽しみいただけます。お子様は、2 つの大きなキッズ用ウォータ
ー・スライダーの付いた浅いファミリープールあるいは幼児向けプールで遊べます。
＊ビーチ、プール、ロッカー、タオル、更衣室、シャワー、デッキチェアとパラソルは全てお使いいただけます。
車椅子の方にはお勧めできません。

フジャイラ (アラブ首長国連邦)

FJR01

四輪駆動車で砂漠を冒険（約 4.5 時間）

快適な四輪駆動車に乗って、アラブ首長国連邦の砂漠と、ワディ（涸れ渓谷）の水路を目指しましょう。バスで現
代的な自動車専用道路を 1 時間半走り、景色の良いマサフィー山へドライブします。絶え間なく変化する砂漠の砂
丘が続き、ワディ・ショーカのオアシスへ行く途中に、地域の代表的なワディ（季節の水路）があります。さらに、
ツアーのハイライトは、8 千万年も前にさかのぼる化石で名高いフォッシル・ロックと、砂漠の真ん中に鎮座する
ラクダの形をしたキャメルロックでの写真撮影です。この刺激的な経験は大切な思い出となるでしょう。
＊歩きやすい靴とカジュアルな服装でご参加ください。荒く、でこぼこした地帯を通るため、腰や首に持病のある
方や、妊娠中の女性、歩行が困難なお客様や車椅子の方には勧めできません。 参加可能年齢は 4 歳以上です。天候
によっては催行できない場合があります。

FJR02

フジャイラ 東海岸ツアー（約 5 時間）

ありのままの自然さが残るビーチや、フジャイラの東海岸に沿った岩だらけの山と、オマール湾海岸に浮かぶホー
ル・ファカーンの見事な眺めをお楽しみ下さい。先ず、フジャイラ博物館に訪れます。1971 年に各首長国が集合
してアラブ首長国連邦が建国される前に、フジャイラで使用されていた通貨や、地元の芸術的な工芸品のコレクシ
ョンを見学します。300 年前に建てられたフジャイラ城塞で写真撮影をします。その後、ホール・ファカーンのヘ
リテイジ・ビレッジへ到着します。ずっと昔の作業用具や典型的な灌漑水路など、時代をさかのぼって古代の住人
の生活様式を体験できます。民族舞踊や地元のお茶をご堪能ください。フィッシュ・ベジタブルマーケットに立ち
寄った後、海岸通りをドライブし、アラブ首長国連邦最古のモスクであるアル・バディアへ。モスクの外観を見学
します。モスクの周りには 1948 年に建てられたポルトガルの 2 つの望楼があり、モスクとアル・バディアのオア
シスの村を見渡せます。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。空調のきいた室内
及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。
車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペー
スや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後す
みやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

FJR03

ビーチでくつろぎのひととき（約 5 時間）

オマーン湾の海岸に位置するホール・ファカーンの町は、フジャイラに囲まれながら、アラブ首長国連邦シャルジ
ャに属します。そのホール・ファカーンのすぐ近くにあるビーチがこの半日ツアーの目的地となります。美しく広
がる金色の砂と豪華なリゾート地の魅惑的な青い海だけでなく、壮大なハジャール山の眺めもお楽しみください。
プールで泳いだり、日焼けを楽しんだり、リゾートの地域を散策するなどビーチ中心のツアーを楽しんだ後、バス
で船へ戻ります。
＊デッキチェアとパラソルは 2 名につき各 1 つ含まれます。車椅子の方にはお勧めできません。

FJR05

ビーチでリラックス（約 7.5 時間/昼食付き）

この終日ツアーは、目的地のフジャイラ・ビーチに向けて、ホール・ファカーンの南へドライブし、美しい背景を
望むリゾート地を目指します。到着後すぐに、ドリンクのサービスで歓迎をうけます。その後、オマーン湾の心地
よい海を楽しみ、同時にハジャール山の見事な眺めもご覧いただけます。リゾート施設では、様々なスイミングプ
ールが楽しめる他、美味しいビュッフェランチを提供しています。バスに乗って少し走り、港に戻ります。
＊デッキチェアとパラソルは 2 名につき各 1 つ含まれます。車椅子の方にはお勧めできません。

FJR06

地元の人々とのふれあい（約 3 時間）

海外に訪れて地元の住民との出会いなしでは旅は終われません。ツアーでは地元の家族と出会い、首長国の地域の
風習や伝統を学びます。バスに乗って少し走り、１軒の家を訪れます。家族が暖かく迎えてくれ、日常の暮らしを
紹介してくれます。カフワ・アラビーヤというアラブ諸国で飲まれるコーヒーと、手作りの美味しいスイーツとア
ラブの果実デーツを食べましょう。アラブの文化に溶け込んだら、アラブ首長国連邦最古のモスクであるアル・バ
ディヤ・モスクへ向かいます。写真撮影をした後、港へ戻ります。
＊訪問先の家には多少の階段があるため車椅子の方にはお勧めできません。現地の習慣を尊重し、公の場所での愛
情表現は慎むようお願いします。現地で写真撮影を行う際は必ず許可を得てからにしてください。車椅子をご利用
の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がな
いため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、ツア
ーオフィスにご連絡ください。

ドバイ (アラブ首長国連邦)

DXB01

ドバイの新しい魅惑（約 4 時間）

近代的ドバイを象徴する、世界で唯一の豪華 7 ツ星ホテル、ブルジュ・アル・アラブ・ホテル前での写真撮影から
ツアーが始まります。続いて、ヤシの木の形をした壮大な人工列島、パーム・ジュメイラへ。アトランティスホテ
ルで、素晴らしい写真を撮った後は、世界最大の人工マリーナとして開発されたドバイ・マリーナへ向かいます。

エミレーツヒルズとザ・スプリングスがあるドバイのおしゃれな地区をバスで通ります。シェイク・ザイード道路
を走り、ドバイの市場スーク・アル・バハールに到着。ご自身でショッピングをお楽しみ下さい。レストランやカ
フェ、ラウンジ等 100 以上の選りすぐりの店が並び、その横には海岸散歩道があります。スーク・アル・バハール
とは、アラビア語で「船乗りの市場」を意味し、その名前は、伝統的なスーク建築様式（天然石の回廊、高いアー
チと落ち着いた照明）とブルジュ・ハリファ湖に浮かぶ島に位置する、砂漠の「海辺」という珍しい場所に由来し
ています。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。空調のきいた室内
及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。
クルーズを続けるお客様向けのツアーは、金曜日の午前に催行されます。土曜日の午前に乗船するお客様向けには、
土曜日の午後に催行されます。金曜日の寄港の場合は、DXB02, DXB03, DXB04, DXB05, DXB06.,DXB18,
DXB19 のいずかと組み合わせることができます。車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者
とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必
須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

DXB02

パノラマ市内ツアーとブルジュ・アル・アラブ・ホテルでハイ・ティー（約 4.5 時間）

豪華で近代的なドバイのランドマークを訪れ、ツアーの締めくくりとしてブルジュ・アル・アラブ・ホテルでイギ
リス伝統のハイ・ティーをご堪能しませんか。バスに乗って、世界最大の人工マリーナ、ドバイ・マリーナに沿っ
て走り、象徴的な場所の一つである世界的に有名な人工列島、パーム・ジュメイラへ移動します。ドバイの魅惑の
ひとつであるパーム・ジュメイラから、アトランティスホテルや邸宅、澄んだ青い海など、魅力的な風景を楽しむ
ことができます。アトランティスホテルでは写真撮影のため、停車します。さらに、景色の良い眺めを見ながらド
ライブし、世界で唯一の 7 ツ星ホテル、ブルジュ・アル・アラブ・ホテルに到着。ここでハイ・ティーをいただき、
贅沢なひとときを過ごします。パーム・ジュメイラの全ての施設と同じように、ブルジュ・アル・アラブもまた、
工学技術の偉業によってできた人工の島に位置しています。お茶を楽しんだ後、マディナ・ジュメイラ・スークへ
と向かいます。昔ながらの市場を見事に再現したマディナ・ジュメイラ内にある市場です。他にブティック、カフ
ェ、レストラン、バー、ナイトクラブ、ラグジュアリーホテルがあります。ご自身で散策し、ショッピングをお楽
しみ下さい。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語ガイドがいない場合、英語で行われます。英語以外でのガイド
は限られています。ドレスコード: スマート 男性：襟付きシャツ、半袖丈、長ズボンもしくはきれいなジーンズ、
足の甲が覆われている靴。スポーツシューズ、トレーナーやサンダル、T シャツや半ズボンは禁止となっておりま
す。女性：長ズボンまたはロングスカート、長袖、足の甲が覆われている靴あるいは、つま先の開いた靴
クルーズを続けるお客様向けのツアーは、金曜日の午後にのみ催行されます。DXB01, DXB07, DXB12 のいずれ
かと組み合わせることができます。英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語
で行われます。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持
ちいただくことをお勧めします。ブルジュ・アル・アラブ・ホテルの公共の場でのビデオ撮影や写真撮影は、限ら
れています。車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子
の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方
は、乗船後すみやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

DXB03

砂丘でディナー（約 6 時間）

砂丘砂漠の冒険にでて、一生味わうことのできないようなスリルを味わいます。快適な四輪駆動車に乗って、アラ
ビアの金色の砂丘をジェットコースターのように走る刺激的なドライブです。砂丘の頂上から、日没の美しい砂漠
の風景を眺め、写真撮影をお楽しみください。ツアーのハイライトは、ベリーダンサーの民族舞踊と美味しいバー
ベキュー形式のディナーです。至れり尽くせりのロマンティックかつリラックスした雰囲気の中、ディナーをお楽
しみください。また、ヘナアーティストが複雑な模様をしたヘナ・デザインを手と足に描きます。へナ･デザインは
特別な行事のときに描く、この地域で一般的な習慣です。このベドウィン族のヘナに加え、ラクダに乗る体験もで
きます。再び、ドライブしながら船に戻り、この素敵な夜は幕を閉じます。
＊運転手が英語でご案内します。荒く、でこぼこした地帯を通るため、腰や首に持病のある方や、妊娠中の女性、
歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。 参加可能年齢は 4 歳以上です。歩きやすい靴とカジュア
ルな服装でご参加ください。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーデ
ィガンをお持ちいただくことをお勧めします。クルーズを続けるお客様向けのツアーは、金曜日の午後にのみ催行
されます。DXB01, DXB07, DXB09, DXB10, DXB12 のいずれかと組み合わせることができます。

DXB05

サンセット・ダウクルーズとショッピング（約 5 時間）

エンジンを搭載したアラブの伝統的な木造船ダウでクルージングをします。ダウはアラビア半島近海で主に見られ、
1960 年代までペルシャ湾と東アフリカの間を商業用の船として航行していました。「ダウ」と呼ばれるのは、紅
海、ペルシャ湾岸地域、インド洋のマダガスカル海峡からベンガル湾まで、交貿船として使われた伝統的な小型船
です。魅力的なダウ体験の後は、エミレーツ・タワーや世界一高い建物 ブルジュ・ハリファのように素晴らしい摩
天楼が立ち並ぶドバイで最も高級な通り、シェイク・ザイード通りを通ります。そして、世界最大級のショッピン
グモール、ドバイ・モールに到着。沢山のプレミアム・ブランド店が並び、水族館と水中動物園、美しい世界最大
の噴水、ドバイ・ファウンテンがあります。ここでは 2 時間ほどお時間がありますので、ゆっくりお楽しみくださ
い。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語ガイドがいない場合、英語で行われます。クルーズを続けるお
客様向けのツアーは、金曜日の午後にのみ催行されます。DXB01, DXB07, DXB09, DXB12 のいずれかと組み合
わせることができます。

DXB06

ドバイ市内観光（約 4.5 時間）

ドバイ市内観光のハイライトは古い町並と急成長を遂げている刺激的な新しい町並との対比です。その貿易の長い
歴史から、通称「商人の町」として知られています。世界的に有名な 7 ツ星ホテルと称されるブルジュ・アル・ア
ラブを通り、写真撮影をします。続いて、ネオ・イスラム建築の豪華なジュメイラ・モスクの前に停まり、写真を
撮ります。次に、主要なランドマークであり、初期の摩天楼のひとつである世界貿易センターへ向かいます。その
後、新しい町並から一転、ドバイの古い町並みが残るバスタキア地区に移動します。エアコンがなかった時代、外
部の涼しい風を室内に送り込むウィンドタワーが昔ながらの家並みに残る場所です。また、18 世紀に建てられたア
ル・ファヒディ砦の中にあるドバイ博物館や、アブラボートで河を渡りスパイススークを訪れます。ツアーの最後
は、巨大なゴールド・スークです。豪華な貴金属が並ぶ市場では、最高のゴールド・ジュエリーを世界一手頃な価
格で手に入れられるかもしれません。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語ガイドがいない場合、英語で行われます。空調のきいた室内及
び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。ク
ルーズを続けるお客様向けのツアーは、金曜日の午後にのみ催行されます。土曜日の午前に下船される全てのお客
様向けには、土曜日の午後にツアーが催行されます。金曜日に寄港する場合、DXB01, DXB07, DXB12 のいずれ
かと組み合わせることができます。車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加くだ
さい。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。
車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

DXB07

砂漠の冒険ドライブ（約 4 時間）

砂丘砂漠の冒険にでて、一生味わうことのできないようなスリルを味わいます。快適な四輪駆動車にのって、アラ
ブの金色の砂丘をジェットコースターのように走る刺激的なドライブです。ツアーは、本格的なアラビア風の内装
が施された人里離れた砂漠の中のキャンプ場への訪問で最高潮に達します。壮大な砂丘の真ん中でリラックス出来
るだけでなく、ラクダに乗ってみたり、サンド・スキーを楽しめます。
＊運転手が英語でご案内します。歩きやすい靴とカジュアルな服装でご参加ください。荒く、でこぼこした地帯を
通るため、腰や首に持病のある方や、妊娠中の女性、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。 参
加可能年齢は 4 歳以上です。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーデ
ィガンをお持ちいただくことをお勧めします。クルーズを続けるお客様向けのツアーは、金曜日の午前中にのみ催
行されます。土曜日の午前中に下船される全てのお客様向けには、土曜日の午後にツアーが催行されます。金曜日
に寄港する場合、DXB01, DXB02, DXB04, DXB05, DXB06, DXB19 のいずれかと組み合わせることができます。
天候によっては催行できない場合があります。

DXB09

イルカとのふれあい、アクアベンチャー・ウォーター・パーク（約 4.5 時間）

イルカと間近でふれあい、一緒に過ごしてみたいと思う方にとって、ぴったりのツアーです。バスに乗って、素晴
らしい人工列島パーム・ジュメイラを通り、アトランティスホテル敷地内にあるドルフィン・ベイと名付けられた
湾へ向かいます。ドルフィン・ベイに到着したら、海の生物のエキスパートからイルカのくらしと、海の生物が水
中でどのように生活しているか短い説明を受けます。その後、ラグーンでイルカとふれあいます（遊泳はしませ
ん）。次に、隣接するアクアベンチャー・ウォーターパークに訪れます。刺激的なウォーター・スライダーやスイ
ミングプール、ありのままの自然が残るビーチで存分にお楽しみください。

＊イルカに害を及ぼす可能性があるため、日焼け止め、サンオイルの使用や、貴金属の着用は禁止されています。
水泳水着または水泳パンツの着用をお願いします。参加可能年齢は 4 歳以上です。12 歳未満のお客子は両親あるい
は法的保護者の同伴が必要です。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカ
ーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。クルーズを続けるお客様向けのツアーは、金曜日の午前に催行
されます。DXB19 と組み合わせることができます。

DXB10

イルカと遊泳、アクアベンチャー・ウォーター・パーク（約 5 時間）

イルカに近づいてみたい気持ちがあり、泳ぎの出来る方にとって、まさにお勧めのツアーです。バスに乗って、素
晴らしい人工列島パーム・ジュメイラを通りアトランティスホテル敷地内にあるドルフィン・ベイと名付けられた
湾へ向かいます。ドルフィン・ベイに到着したら、専門のトレーナーからイルカについて短い説明を受けます。そ
の後、水の中に入り、イルカと遊泳したり、戯れたりして、ひとときを過ごしましょう。その後、隣接するアクア
ベンチャー・ウォーター・パークを訪れます。刺激的なウォータースライダーやスイミングプール、自然のままの
ビーチで存分にお楽しみください。
＊イルカに害を及ぼす可能性があるため、日焼け止め、サンオイルの使用や、貴金属の着用は禁止されています。
健康状態が良好な方のみご参加ください。歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。水泳水着また
は水泳パンツの着用をお願いします。参加可能年齢は 8 歳以上です。12 歳未満のお子様は両親あるいは法的保護者
の同伴が必要です。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンを
お持ちいただくことをお勧めします。クルーズを続けるお客様向けのツアーは、金曜日の午前に催行されます。
DXB19 と組み合わせることができます。

DXB12

ブルジュ・ハリファの全景（約 4 時間）

最初に、近代的なドバイを象徴する世界で唯一の 7 ツ星ホテル、ブルジュ・アル・アラブ・ホテルの前で写真撮影
をおこないます。ヤシの木の形をした素晴らしい人工列島パーム・ジュメイラへのドライブを楽しみます。ここに
は印象的なアトランティスホテルもあります。写真撮影をした後、バスで壮大なシェイク・ザイード大通りを通っ
て、828m という目のくらむような世界一高いビル、ブルジュ・ハリファを訪れます。124 階にある展望デッキか
ら、ドバイの魅力的な景色を 360 度、一望できます。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語ガイドがいない場合、英語で行われます。空調のきいた室内及
び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。ク
ルーズを続けるお客様向けのツアーは、金曜日の午前にのみ催行されます。DXB02, DXB03, DXB04, DXB05,
DXB06, DXB19 のいれずれかと組み合わせることができます。車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けし
てくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子
であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

DXB14

アトランティス・ザ・パームのアクアベンチャー（約 5.5 時間）

世界最大級のウォーターパーク、アクアベンチャーを体験してみませんか。中央に聳える「ジグラット」やサメに
囲まれた 27.5m に及ぶ水中トンネルの中を急降下する「リープ・オブ・フェイス」に乗ってスリル溢れる体験を
しましょう。 全長 2km の流れるプールに身を任せたり、勇気を出して急流を滑り降りたり、「ザ・サージ」で高
波を楽しんでください。軽めのアトラクションとして、若者が子供向けの遊び場「ザ・スプラッシャーズ」で水の
中に飛び込むという遊びもできます。いたるところで新たな楽しみを見つけられるユニークな水の冒険です。アト
ランティスのビーチでゆっくりと過ごした後、ドバイ港に戻ります。
＊水着とタオルとサングラスを忘れずにお持ち下さい。腰や首に持病のある方や、妊娠中の女性にはお勧めできま
せん。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただ
くことをお勧めします。クルーズを続けるお客様向けのツアーは、金曜日の午前にのみ催行されます。DXB19 と組
み合わせることができます

DXB15

水上飛行機

ドバイを独占（約 1 時間 20 分）

空中を遊覧し、最愛の人と特別な休暇のひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか？この素晴らしいツアーでは、
水上飛行機で 30 分間、ドバイ上空を遊覧飛行します。ブルジュ・アル・アラブやパーム・ジュメイラの形、アト

ランティス・ザ・パーム・ホテル、そびえ立つブルジュ・ハリファなどドバイの象徴的名所を上空からお楽しみ下
さい。その後、飛行機は港へと着陸します。
＊運転手が英語でご案内します。歩きやすい靴とカジュアルな服装でご参加ください。空調のきいた室内及び車内
と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。参加可能
年齢は 4 歳以上です。離陸前に、短い説明があります。

DXB16

水上飛行機に乗って写真撮影（約 40 分）

ラグジュアリーなミニバンのリムジンが、港でお迎えし、水上飛行機までお連れします。10 分間の遊覧飛行では、
上空から見る全く新しいドバイの美しい眺めにうっとりするでしょう。また、その美しさを写真に収める素晴らし
い機会です。是非、カメラのご用意を。
＊運転手が英語でご案内します。歩きやすい靴とカジュアルな服装でご参加ください。空調のきいた室内及び車内
と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。参加可能
年齢は 4 歳以上です。離陸前に、短い説明があります。

DXB19

ブルジュ・ハリファから見る夜のドバイ（約 4 時間）

息をのむほど美しいドバイの夜景とブルジュ・ハリファが一気に楽しめるツアーです。バスで有名なシェイク・ザ
イード大通りを通って、828m を超える、目のくらむような世界一高いビル、ブルジュ・ハリファを訪れます。
124 階にある展望デッキから、ドバイの光り輝く夜景を 360 度、堪能します。その後、世界最大級のショッピング
モール、ドバイ・モールに向かいます。沢山のプレミアム・ブランド店が並び、水族館と水中動物園（アトラクシ
ョンへの入場料はツアーに含まれていません。）や美しい世界最大の噴水、ドバイ・ファウンテンがあります。こ
こで、ショッピングを楽しむ時間があります。このツアーでは、ブルジュ・ハリファの水面から水が噴き出す見事
な噴水ショーを見ることができます。
＊ツアーは金曜日の夜にのみ催行します。ツアーの出発は 19:30 頃です。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは
著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。

DXB20

ドバイの発見とブルジュ・アル・アラブでランチ（約 9 時間/昼食付き）

ドバイ市内観光では古き良き町並と、急成長を遂げている活気に満ちた新しい町並の対比を楽しみましょう。その
貿易の長い歴史から、通称「商人の町」として知られています。歴史あるバスタキア地区へ向かいます。エアコン
がなかった時代、外部の涼しい風を室内に送り込むウィンドタワーが昔ながらの家並みに残る場所です。また、18
世紀に建てられたアル・ファヒディ砦の中にあるドバイ博物館や、アブラボートで河を渡りスパイススークを訪れ
ます。その後、巨大なゴールド・スークへ。豪華な貴金属が並ぶ市場では、最高のゴールド・ジュエリーを世界一
手頃な価格で手に入れられるかもしれません。続いて、世界的に有名な唯一の 7 ツ星ホテル、ブルジュ・アル・ア
ラブに到着。人工島の上に建てられたこのラグジュアリーホテルは 21 世紀最高級の建物であるだけでなく、この
ドバイを象徴する場所です。ここで昼食をとります。リフレッシュした後、バスに乗って、ヤシの木の形をした素
晴らしい人工列島パーム・ジュメイラを通ります。ツアーのハイライトとなるアトランティスホテルで写真を撮り、
ロスト・チェンバー水族館へ。迷路のように入り組んだ地下通路やトンネルを通りながら、アトランティスの伝説
の遺跡を訪れたかのような気分を味わえるでしょう。クマノミ、ピラニア、多彩なサンゴ礁など素晴らしい海の生
物に出会えるのをお楽しみに。そして最後に、世界最大級のショッピングモール、ドバイ・モールに到着します。
沢山のプレミアム・ブランド店で、ショッピングをお楽しみください。その後、港へと戻ります。
＊ツアーは金曜日にのみ催行されます。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上
着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。
DXB19 と組み合わせることができます。

DXB23

ドバイ、アトランティス・ザ・パームで昼食（約 8 時間/昼食付き）

現在、世界一のスカイラインと高層ビルを誇る「商人の町」ドバイは、超近代的な建築と紀元前 3,000 年に遡る歴
史的遺産との融合に見事に成功しています。このツアーでは東洋ならではの楽しみを主要なドバイの名所巡りで始
めましょう。先ず、歴史的なバスタキヤ地区に向かいます。エアコンがなかった時代、外部の涼しい風を室内に送
り込むウィンドタワーが昔ながらの家並みに残る場所です。続いて、ドバイ博物館へ。18 世紀に建てられたアル・
ファヒディ砦の中に建てられ、ドバイの伝統的な生活様式を見ることが出来ます。次の目的地に向かう途中で、ア

ブラボートで河を渡り、スパイス・スークを訪れます。巨大なゴールド・スークでは、ゴールド・ジュエリーを特
別低価格で購入できます。その後、5 ツ星ホテル アトランティス・ザ・パームへ移動します。ここは、パーム・ア
イランドと呼ばれる埋立地に建てられた最初のラグジュアリー・リゾートです。この象徴的ランドマーク内で、ビ
ュッフェ・ランチをとります。ホテルのテーマであるアトランティスにちなみ、地下には巨大なロスト・チェンバ
ー水族館を備えています。伝説の都市アトランティスを想わせる雰囲気中で海洋生物に囲まれて、地下通路やアク
リル・トンネルを散策します。最後に、世界最大のショッピング・センター、ドバイ・モールを訪れ、ショッピン
グを楽しむ時間があります。
＊金曜日にのみ催行します。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーデ
ィガンをお持ちいただくことをお勧めします。歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。 DXB19
と組み合わせることができます。

DXB24
き）

ドバイの発見、ブルジュ・アル・アラブでディナーとロスト・チェンバー水族館（約 8 時間/夕食付

このツアーでは午後から夕方にかけて、ゆっくりスタートし、「商人の町」ドバイを深く知りましょう。バスでバ
スタキヤ地区に向かい、エアコンがなかった時代に、外部の涼しい風を室内に送り込む特徴的なウィンドタワーの
残る家々を見ます。その後、ドバイ博物館へ。18 世紀に建てられたアル・ファヒディ砦の中に建てられ、ドバイの
伝統的な生活様式を見ることが出来ます。次に、アブラボートで河を渡り、スパイス・スークへ向かいます。また、
巨大なゴールド・スークを散策します。ここでは、ゴールド・ジュエリーを特別低価格で購入できます。ディナー
は、象徴的な 7 ツ星ホテル、ブルジュ・アル・アラブ・ホテルでお楽しみ下さい。この有名な建物の内部には巨大
なアトリウム（吹き抜け空間）があり、180m という目もくらむような高さを誇ります。続いて、ヤシの木の形を
した人工列島、パーム・ジュメイラへ移動します。壮大なアトランティス・ザ・パームの前で写真を撮る機会があ
ります。その後、ロスト・チェンバー水族館を訪れます。地下通路やアクリル・トンネルを歩くと、伝説の古代都
市アトランティスを思わせる芸術的雰囲気の中で、多様な美しい海洋生物に囲まれた世界を楽しむことができます。
最後に、世界最大のショッピング・センター、ドバイ・モールを訪れ、ショッピングを楽しむ時間があります。
＊金曜日の午後にのみ催行します。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着や
カーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。

DXB25

ドバイ ブルジュ・ハリファとブルジュ・アル・アラブでのランチ（約 9 時間/昼食付き）

このツアーではセンセーションとなる珍しい場所へお連れし、ドバイの象徴的シンボルを訪れます。この終日ツア
ーで、なぜドバイが商人の町になったのか明らかになるでしょう。バスに乗ってドバイモールへ移動します。ブル
ジュ・ドバイの建物全体の構成要素となった場所です。ここで、ショッピングを楽しむ時間が沢山あります。次に、
ドバイの最も有名な眺めを堪能できる、素晴らしいブルジュ・ハリファに到着します。828m という目のくらむよ
うな世界一高いビルで、124 階にある展望デッキから、ドバイの景色を 360 度一望します。次に、世界的に有名な
7 ツ星ホテル、ブルジュ・アル・アラブに到着します。人工島の上に建てられたこのラグジュアリーホテルは 21 世
紀最高級の建物であるだけでなく、このドバイを象徴する場所です。ここで昼食をとります。リフレッシュした後、
バスに乗って、ヤシの木の形をした素晴らしい人工列島パーム・ジュメイラを通り、バスタキア地区へ。エアコン
がなかった時代に、外部の涼しい風を室内に送り込む特徴的なウィンドタワーの残る家々を見ます。次に、18 世紀
に建てられたアル・ファヒディ砦の中に建てられたドバイ博物館へ移動します。ここでは、ドバイの伝統的な生活
様式を見ることが出来ます。次に、アブラボートで河を渡り、スパイス・スークへ向かいます。また、巨大なゴー
ルド・スークを散策します。ここでは、ゴールド・ジュエリーを特別低価格で購入できます。
＊金曜日にのみ催行します。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーデ
ィガンをお持ちいただくことをお勧めします。歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。

DXB26

ショッピング・ツアー（約 7 時間）

もしショッピングがお好きでしたら、この一日がかりのショッピング・パーティーはまさに完璧なツアーです。最
初に、マディナ・ジュメイラ・スークを訪れます。ここは、昔ながらの市場を見事に再現したマディナ・ジュメイ
ラ内にある市場です。この活き活きとした色とりどりの市場を散策をした後、世界一大きなショッピングセンター、
モール・オブ・ザ・エミレーツとドバイ・モールを目指します。モール・オブ・ザ・エミレーツは 2005 年に開業し、
現在その規模は拡大され、700 店以上の小売店を展開するだけでなく、暑い中東で初の屋内スキー場やスキーパー
クを併設しています。ドバイ・モールはさらに大きく、少なくとも 1,200 もの最高級店舗が並び、モールの中にあ
るとは想像も出来ないような水族館や、屋内スケートリンク場等があります。ドバイ・モールは、830m（2,725

フィート）という目のくらむような高さを誇るブルジュ・ハリファ建物内底部に位置します。ブルジュ・ハリファ
は現在、世界一の高さを誇る人工建造物です。ショッピングを思う存分楽しんだ後、港へ戻ります。
＊空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくこ
とをお勧めします。車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには
車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利
用の方は、乗船後すみやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

ハッサブ(オマーン)

KHS01

ハッサブとブハ 市内観光（約 3.5 時間）

エアコン付きの快適なバスに乗ってハッサブとその周辺地域を巡ります。先ず、絵のように美しいハッサブ砦へ。
ここは 17 世紀、ホルムズ海峡の海上貿易を支配しようとするポルトガル人によってに建てられました。砦は、海
からの攻撃を防ぐために築かれました。インドのチーク材が使用され、屋根はヤシの葉と土を混ぜて作られていま
す。低いギザギザした壁の内側に、主要なタワーがありますが、このタワーは砦が作られる以前に造られたものと
考えられています。現在の建造物は、20 世紀末頃になされた大がかりな復元作業の賜物です。砦から見事な眺めと、
写真撮影が楽しめます。続いて、バスに乗って海岸道路に沿って１時間走り、ラアス・アル・ハイマに隣接するブ
ハへ到着。途中、この美しい海岸沿いに眺めの良い景色が見えますので、写真撮影をお楽しみください。最後は、
山を背景に海を見渡す、ブハにある要塞に到着します。この素晴らしい場所から、息をのむほど美しい眺めをご堪
能ください。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語ガイドがいない場合、英語で行われます。空調のきいた室内及
び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。起
伏のある地面を長時間歩くため、歩行が困難なお客様や車椅子の方にはお勧めできません。

KHS02

フィヨルドへダウ・クルーズ（約 4 時間）

まるでフィヨルドのようなムサンダム半島の海の美しさを発見してみてはいかがでしょう。ここは「アラビアのノ
ルウェー」として知られています。さらに素敵な漁村とテレグラフ島を、エンジンを搭載したアラブの伝統的な木
造船ダウに乗って、ゆっくりクルージングをします。ダウは純白の崖に囲まれた美しく落ち着いたターコイズ色の
海を通りぬけます。テレグラフ島の近づいたら、海に浸ってリフレッシュしましょう。運が良い時は、親しみやす
いイルカが寄ってくることがあります。もしイルカに会えなくても、遠方にそそりたつ山の驚くほど素晴らしい景
色がいつでも望めます。
＊車椅子の方にはお勧めできません。

KHS03

ジェベル・ハリムへ冒険ドライブ（約 4 時間）

オマーンの最も美しい景観を眺めながら快適な 4 輪駆動車で走る爽快なドライブツアーです。ジェベル・ハリムへ
向かいます。アラビア語で「女性の山」という意味をもち、ムサンダム半島で一番高い山で標高は 2,097m に及び
ます。途中、階段状につづく山村や、緑豊かなアカシアの森林、地域の代表的なワディ（季節の水路）を含む素晴
らしい景色を通り過ぎます。1 時間程ドライブすると、サヤにあるベドウィン族の村に到着します。そこは標高
914m に位置し、ヤシの木立に囲まれた村は、ムサンダム半島で、絵のように美しい村のひとつとされています。
のどかな景色と写真撮影を楽しんだ後、再びジェベル・ハリムへのドライブが続きます。山の頂上からは壮大な全
景を眺めることができます。ジェベル・ハリムからの帰りは、ハウル・ナジドに向かってドライブします。頂上か
ら、インド洋を見渡せるハウル・ナジドの見事な景色を望めます。
＊運転手が基本的な情報を英語でご案内します。荒く、でこぼこした地帯を通るため、腰や首に持病のある方や、
妊娠中の女性や車椅子の方にはお勧めできません。

ホールファカーン (アラブ首長国連邦)

KLF01

四輪駆動車で砂漠を冒険（約 4.5 時間）

快適な四輪駆動車に乗って、アラブ首長国連邦の砂漠と、ワディ（涸れ渓谷）の水路を目指しましょう。近代的な
自動車専用道路を 1 時間半走り、景色の良いマサフィー山へドライブします。絶え間なく変化する砂漠の砂丘が続
き、ワディ・ショーカのオアシスへ行く途中に、地域の代表的なワディ（季節の水路）があります。さらに、ツア
ーのハイライトは、8 千万年も前にさかのぼる化石で名高いフォッシル・ロックと、砂漠の真ん中に鎮座するラク
ダの形をしたキャメルロックでの写真撮影です。この刺激的な経験は大切な思い出となるでしょう。
＊歩きやすい靴とカジュアルな服装でご参加ください。荒く、でこぼこした地帯を通るため、腰や首に持病のある
方や、妊娠中の女性、歩行が困難なお客様や車椅子の方には勧めできません。 参加可能年齢は 4 歳以上です。天候
によっては催行できない場合があります。

KLF02

フジャイラ 東海岸ツアー（約 5 時間）

自然さが残るビーチや、フジャイラの東海岸に沿った岩だらけの山と、オマーン湾海岸に浮かぶホール・ファカー
ンの見事な眺めをお楽しみ下さい。先ず、フジャイラ博物館を訪れます。1971 年に各首長国が集合してアラブ首
長国連邦が建国される前に、フジャイラで使用されていた通貨や、地元の芸術的な工芸品のコレクションを見学し
ます。300 年前に建てられたフジャイラ城塞で写真撮影をします。その後、ホール・ファカーンのヘリテイジ・ビ
レッジへ到着します。ずっと昔の作業用具や典型的な灌漑水路など、時代をさかのぼって古代の住人の生活様式を
体験できます。民族舞踊や地元のお茶をご堪能ください。フィッシュ・ベジタブルマーケットに立ち寄った後、海
岸通りをドライブし、アラブ首長国連邦最古のモスクであるアル・バディアへ。モスクの外観を見学します。モス
クの周りには 1948 年に建てられたポルトガルの 2 つの望楼があり、モスクとアル・バディアのオアシスの村を見
渡せます。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。空調のきいた室内
及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。
車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペー
スや昇降機がないため、折りたたみ可能な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後す
みやかに、ツアーオフィスにご連絡ください。

KLF03

ビーチでくつろぎのひととき（約 5 時間）

オマーン湾の海岸に位置するホール・ファカーンの町は、フジャイラに囲まれながら、アラブ首長国連邦シャルジ
ャに属します。そのホール・ファカーンのすぐ近くにあるビーチがこの半日ツアーの目的地となります。美しく広
がる金色の砂と豪華なリゾート地の魅惑的な青い海だけでなく、壮大なハジャール山の眺めもお楽しみください。
プールで泳いだり、日焼けを楽しんだり、地域を散策するなどリゾートを満喫するビーチ中心のツアーを楽しんだ
後、船へ戻ります。
＊デッキチェアとパラソルは 2 名につき各 1 つ含まれます。車椅子の方にはお勧めできません。

KLF04

ビーチでリラックス（約 7.5 時間/昼食付き）

ビーチバッグに荷物を入れ、シャルジャの飛び地を囲むフジャイラのビーチ・リゾート近くにある海と砂浜で一日
を過ごしましょう。バスで南へ、ドリンクサービスの歓迎が待つ豪華なリゾート地に向かいます。リゾート施設で
は様々なスイミングプールが楽しめる他、美味しいビュッフェランチを堪能し、快適にお過ごしください。もちろ
ん、美しいビーチや、オマーン湾の心地良い海、また、遠方には岩の多いハジャール山の眺めもご覧いただけます。
思う存分楽しんだ後、バスに乗って、港に戻ります。
＊空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくこ
とをお勧めします。デッキチェアとパラソルは 2 名につき各 1 つ含まれます。車椅子の方にはお勧めできません。

KLF05

地元の人々とのふれあい（約 3 時間）

外国文化を理解するとき、観光だけでは限度がある場合もあります。このツアーでは、地元の家族とのふれあうチ
ャンスがあり、アラブの伝統と風習に溶けこむには最適です。港から少しバスに乗って、訪問先の家に到着します。
家族が暖かく迎えてくれ、日常の暮らしを紹介してくれます。カフワ・アラビーヤというアラブ諸国で飲まれるコ

ーヒーと、手作りの美味しいスイーツと熟れたデーツをいただきましょう。続いて、フジャイラにあるアラブ首長
国連邦最古のモスク、アル・バディヤ・モスクへ。モスクの創設は、15 世紀にまで遡ると考えられています。ここ
で写真撮影を予定しています。その後、港へ戻ります。
＊訪問先の家には多少の階段があるため車椅子の方にはお勧めできません。現地の習慣を尊重し、公の場所での愛
情表現は慎むようお願いします。現地で写真撮影を行う際は必ず許可を得てからにしてください。空調のきいた室
内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。

マスカット (オマーン)

MCT01

マスカットとナハルのパノラマツアー（約 8 時間/昼食付き）

このパノラマツアーでは先ず、グランド・モスクを訪問します。1995 年から 2001 年まで 6 年の歳月をかけて完
成しました。モスクの周りには 5 本のミナレットがあり、それぞれ、イスラム教徒が全能の神の信仰を強化するた
めに立てた聖なる誓いを象徴しています。続いて、モスクを離れ、ナハル・フォートに向かいます。 オマーンで最
も高い要塞のひとつとして小丘の頂上に堂々と建っています。自然の湧水の源であるアル・タウラ・オアシスへ到
着します。昼食をとった後、午後までにマスカットに戻り、アル・アラム・パレスの外観を見学します。ここはス
ルタンの宮殿で、16 世紀にポルトガル人によって建てられたミラニ要塞とジャーラリー要塞が隣接しています。次
に、マトラ・スークを訪れます。伝統的なオマーンの市場で、特にオマーンのお土産品など、幅広い商品を取り揃
えています。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。モスク内のコーラ
ン（聖典）及び建造物へ触れることは禁止されています。モスクへの入場可能年齢は 11 歳以上です。空調のきい
た室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めし
ます。またナハル要塞内に階段があるため、歩行が困難なお客様や車椅子の方には勧めできません。

MCT02

ダウ・クルーズ（約 2.5 時間）

マリーナ・バンダール・アル・ロウダへ到着後、エンジンを搭載したアラブの伝統的な木造船ダウでゆっくりクル
ージングをします。このダウ・クルーズでは、オマーンの豊富な歴史と発展を映し出す様々な場所が見れるように
経路が厳選されています。コーニッシュ通りに建てられたポルトガル人による建造物からアル・アラム・パレスの
近代的な建物まで、オマーンの魅力をお楽しみください。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方には勧めできません。

MCT03

魅力的な要塞

ニズワとジャブリン城（約８時間/昼食付き）

この魅力的なツアーでは、バスに乗って 2 時間走り、オマーンの美しい街を通りぬけて、中世の時代オマーンの首
都だったニズワの町に向かいます。先ず、ニズワ・フォートに到着します。ここは、17 世紀に建てられたオマーン
の最も印象的な円形要塞のうちのひとつです。固い岩盤の上に建てられ、巨大な塔は、24 ポンド砲の振動に耐える
よう設計されました。その頂上から、ニズワの見事な全景とその周りに広がる平野をご覧いただけます。熱心な 写
真家にとって至福のひとときとなるでしょう。続いて、ジャブリン城へ（ニズワから 45km）向かいます。17 世紀
末に建てられたオマーンで最もすばらしい要塞です。ここは、後にオマーン人の教育と学びの場へとなりました。
城内には、美しく塗装された天井と複雑な木の彫刻があります。ニズワに戻る途中、オマーン最古のイスラム様式
の城塞バハラ・フォートで写真撮影をおこないます。ニズワにあるファラジ・ダリス・ホテルで昼食をとった後、
バスで船へ戻ります。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。ニズワ・フォート
内及び、ジャブリン城内に階段があるため、歩行が困難なお客様や車椅子の方には勧めできません。軽くて動きや
すい服装と、かかとが低く底の平らな靴の着用をお勧めします。空調のきいた室内及び車内と屋外とでは著しい温
度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めします。

MCT04

イルカウォッチング（約３時間）

スリリングな一日を始めるには、野生のイルカ鑑賞はいかがでしょうか？海洋哺乳類がお好きな方であれば、この
ツアーはまさにぴったりです。マスカットの岩の多い海岸線の沿岸沖では、イルカと多種多様なクジラはよく見ら

れます。全てのツアーで、必ず遭遇する保証はありませんが、イルカに出会う機会は十分にあります。また、運が
良い時は 1,2 匹クジラを確認することも出来ます。
＊歩行が困難なお客様や車椅子の方には勧めできません。

MCT05

神秘のマスカット（約４時間）

先ず、オマーンの首都マスカットにあるグランド・モスクを訪れます。1995 年から 2001 年まで 6 年の歳月をか
けて完成しました。モスクの周りには 5 つのミナレットがあり、5 本それぞれがイスラム教徒によって全能の神の
信仰を強化する聖なる誓いを象徴しています。次に、モスクを離れ、マスカットの旧市街マトラ・スークへ到着し
ます。ここは伝統的なオマーンの市場で、特にオマーンのお土産品など、幅広い商品を取り揃えています。その後、
ベイト・アル・ズバイル博物館へ向かいます。ここはタウンハウスを改装し、その場所で発見された考古学遺跡と
同様に、民族衣装や宝飾品のようなオマーンの風習が展示されています。さらに、アル・アラム・パレスの外観を
見学します。この宮殿には、16 世紀にポルトガル人によって建てられたミラニ要塞とジャーラリー要塞が隣接して
います。
＊英語以外のガイドは限られていますので、日本語のガイドがいない場合、英語で行われます。モスク内のコーラ
ン（聖典）及び建造物へ触れることは禁止されています。モスクへの入場可能年齢は 11 歳以上です。空調のきい
た室内及び車内と屋外とでは著しい温度差がありますため、上着やカーディガンをお持ちいただくことをお勧めし
ます。宗教施設に入場の際は肌の露出を控えた服装を心掛けてください。車椅子をご利用の方は必ずバスの乗降を
手助けしてくれる同行者とご参加ください。バスには車椅子の専用スペースや昇降機がないため、折りたたみ可能
な車椅子であることが必須となります。車椅子をご利用の方は、乗船後すみやかに、ツアーオフィスにご連絡くだ
さい。

MCT11

ジープに乗ってワディ・アルバインを探検（約９時間/昼食付き）

このツアーではマスカット地域の異なる風景を体験しその対比を楽しめます。ジープに乗って港を離れ、荒涼とし
た山岳地帯を通ってクリヤットの漁村に向かいます。写真撮影後、絵のように美しい海岸通りに沿って走り、山々
を通り抜ける冒険のルートが続きます。ドライブの最後に、ワディに囲まれたワディ・アルバインの深い水の海に
到着します。ピクニックランチとともに遊泳をお楽しみください。ワディ・デイカを経由し、ダムの前で写真撮影
をおこないます。その後、船へ戻ります。
＊歩きやすい靴でご参加ください。健康状態が良好な方のみご参加ください。歩行が困難なお客様、腰や首に持病
のある方や、妊娠中の女性にはお勧めできません。このツアーはでこぼこした地帯を通る 4 時間のドライブがあり
ます。運転手が基本的な情報を英語で説明します。水着または水泳パンツの着用を伴う場合があります。参加可能
年齢は 4 歳以上です。ワディ・アルバインで遊泳する場合、地元の文化に留意し、露出度の高い水着の着用はお控
えください。女性はワンピース型の水着とボクサーショーツを着用ください。遊泳時は男性もボクサーショーツを
着用ください。

MCT12

グランド・ハイアット・ホテル

ビーチ・リラクゼーション（約６時間/昼食付き）

マスカットの５ツ星ホテル グランド・ハイアットで日光浴し、オマーン湾の心地よい海を楽しみ、一日を過ごしま
しょう。港からわずか 30 分バスに乗るだけで、豪華なリゾートに到着。着後、ドリンクのサービスで歓迎をうけ
た後は思い思いの時間をお過ごしください。リラックスするのに最適なプールサイドのデッキチェアが利用でき、
快適にお過ごしいただけます。すぐ近くにも、公共のビーチがあり、泳いだり、気の向くままに周辺を散策したり
することが出来ます。豪華リゾートでは、ホテル内の上品なモカ・カフェ・レストランでのビュッフェランチも付
いています。
＊サンベッドは 1 名につき 1 つ、パラソルは共有ベースで含まれます。車椅子の方には勧めできません。アシスタ
ントが英語でご案内します。ドリンクはツアー代金に含まれていません。昼食は水着着用禁止です。

MCT13

グランド・ハイアット・ホテル

ビーチ（約４時間）

豪華な 5 ツ星ホテルの中で太陽を浴び、海や砂浜を満喫する楽しいツアーはいかがでしょう。先ず、グランド・ハ
イアット・ホテルまで 30 分間のドライブをお楽しみください。ドリンクのサービスで歓迎をうけた後は、残りの
時間を思いのままに満喫しましょう。デッキチェアではたっぷりと太陽の光を浴び、プールに飛び込むことも自由
です。また、すぐ近くの公共のビーチでは、砂浜と海を堪能できます。迎えのバスが指定の時間に到着し、港へと
戻ります。

＊サンベッドは 1 名につき 1 つ、パラソルは共有ベースで含まれます。車椅子の方には勧めできません。アシスタ
ントが英語でご案内します。

この寄港地観光プログラムの日本語訳は 2015 年 11 月 28 日時点の英文情報を翻訳したもので、相違がある場合は
原文が優先されます。料金とツアー内容は予告なしに変わることがあります。正確な情報は乗船後にツアーオフィ
スでご確認ください。

