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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。
詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の
日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。
・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。
・ エクスカーションは事前予約が可能です。
その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。
船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。
船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。
・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。
・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。
ツアー選択の目安となさって下さい。
【健脚レベル：低】
観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り
下りを伴います。
【健脚レベル：中】
上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り
下りを伴います。
【健脚レベル：高】
さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。
【ショッピング】
ツアー中に買い物のための時間をお取りします。
【食事付き】
ツアーに食事が含まれています。
【休憩付き】
ツアーに飲み物または軽食が含まれています。

【重要なご案内】
活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリ
ング、カヤック、ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいく
つか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば急発作、
めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心
身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載
されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康
で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があ
ります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーショ
ン供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に
署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。
責任
キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。
旅行保険
ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。
お客様の責任で適切な保険にご加入ください。

【重要なご案内-ビーチ/ウォーターに関連して-】
水が含まれるいかなるツアーにお申し込みの方は、特に注意してご参加く
ださい。水泳の前のアルコール飲料や満腹になるほどのお食事はお避け下
さい。浮きジャケットが与えられたら、必ず着用ください。海は予想出来
ないことが起こることをご留意ください。監視人はいないことが多く、水
に入るのが安全かどうか知らせる旗などがない場合もあります。また、海
辺のアクティビティーは監視されておらず、監視人がいない場合もあり、
ツアー中に含まれる海岸又は海での安全はご自身でお守りください。海に
入る際は海底や水中の状況が驚かされる場合もあり、海岸や海底が安全か
視察していないので、特に気を付けてください。水際にいる際は必ずお子
様を監視してください。海辺や水、海中が含まれる全てのアクティビティ
ーはご自身の責任となります。水中では水着、タオル、日焼け止め、平底
の靴を着用する必要があります。
責任
キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアー
の手配をいたします。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、
代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理的で注意
深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社よ
り大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過
失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、
損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。
旅行保険
ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。
お客様の責任で適切な保険にご加入ください。
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中世リューネブルク観光
MEDIEVAL LUNEBURG
ツアー番号：HAM014
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄５４～（３～１２歳）
所要時間：約５時間
ハンブルク全体の印象をつかむドライブをお楽しみいただいた後、リューネブルクに向かいます。
色濃い歴史と伝統が残る都市リューネベルクは、中世では”白い黄金“と称された貴重な塩と結びつい
ている都市です。塩田の存在がリューネベルクを経済的に豊かにし、ハンザ同盟の有力なメンバーとし
て他都市にも強い影響を与える重要な都に押しあげたのです。この都市の美しさを完全に味わうは旧市
街での徒歩での観光が欠かせません。歴史的に重要な建造物が建ち並ぶ様子は、中世でこの都市がどれ
だけ栄華を誇っていたかの証明になるでしょう。現在でもリューネルクでは塩がスパの街として重要な
役割を果たしており、病気の治療として数多くある塩水の温泉が湯治用に利用されています。市内を歩
き回り、石畳の小路をたどってゆくと、１２４０年頃に建てられた市庁舎など歴史的建造物にめぐりあ
うことができます。
自由時間には、数多くのお店がならぶ中世の趣に満ちた都市の散策をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。リューネベルクまでの移動は片道約４５分から
５０分かかります。徒歩観光は約２時間で、数段の階段も含まれます。ヒールの無い歩き易い
ウォーキングシューズをお勧めします。徒歩観光中、足を休める為に無料でレストランに立ち
寄ることは可能ですが、その際は少々の寄付を置くのが普通です。公共の洗面所などをご使用
の場合はユーロで約５０セントのお金がかかります。日曜にはほとんどの商店は閉店となりま
すのでご注意ください。

ハンブルクお手軽観光
SNAPSHOT OF HAMBURG
ツアー番号：HAM021
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４４～（３～１２歳）
所要時間：約３時間
ハンブルクはヨーロッパで１，２を争う広大な港湾都市として有名です。洗練された国際都市の雰囲気
を味わえるこの都会には広壮なオフィス・ビルや、整備された遊歩道や華麗なショッピング・モールが
連なり、世界的な音楽事業が展開される都会でもあり、有名な歓楽街レーパーバーンがある所でもあり
ます。ハンブルクは同時にドイツの中でも最も緑豊かな都市としても有名で、美しい公園や広々とした
芝生が至るところに見られます。
市庁舎、ドイツ最古の株式取引場、赤レンガ倉庫街、優雅で豪華なショッピング・エリアのひとつであ
るユングフェルンシュテーク、ハンブルクの高級住宅地のひとつであるアウセンーアルスター地区の散
策など、この大都会のパノラマ・ツアーをお楽しみください。
その後、世界的に有名な歓楽街レーパーバーンを観光します。この場所こそ１７世紀初頭にレーパー一
族が風俗業を開設した場所で、今日この通りはグロスフライハイト、ヘルベルト通リと並んで“罪深い
１マイル”と称されています。
地元では“ミッシェル”と呼ばれる聖ミカエル教会はドイツ北部のバロック建築として最大のものでハ
ンブルク随一の名所となっています。聖ミカエル教会には４台のオルガンがあり、これも教会の内部に
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置かれたオルガンとして世界最大のものといわれています。ツアーの途中この教会に立ち寄り素晴らし
いオルガン演奏の歓迎を受け、驚異的な音響効果をご鑑賞ください。
船に戻る前には初期の飾り窓の家の姿が見られるクラメラスチューベン界隈の散策をお楽しみいただ
けます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーは主に車窓観光で、教会では数段の
階段を含む徒歩による３０分のツアーが含まれます。

ユダヤ人の歴史と強制収容所見学
JEWISH HAMBURG & FORMER CONCENTRATION CAMP
ツアー番号：HAM023
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５４～（３～１２歳）
所要時間：約４時間３０分
午前中はパノラマ都市ハンブルクの観光です。ここには４００年以上も前にユダヤ人のコミュニティが
形成され、この都市の発展に大きな役割を果たしていました。ツアーはハンブルクの観光名所、市庁舎、
ドイツ最古の株式取引場、世界中から集められたスパイスやコーヒー、紅茶を売る店が連なるゴシック
様式の赤レンガ倉庫街などを車窓より観光します。途中、優雅なショッピング・エリアであるユングフ
ェルンシュテークの中を通ります。
車窓観光の途中、１６００年代にさかのぼるユダヤ人墓地や、第二次大戦で破壊された当時は新設だっ
たシナゴーク跡などを巡ります。その場所は現在ハンブルク・ホロコースト記念館として保存されてい
おり、ボランティアの団体が“憎しみのない世界”をめざして活動を続けています。
ハングルクの郊外にあるのがノイエンガンメ強制収容所記念館です。この歴史的建造物は第二次世界大
戦時ドイツ北西部最大の強制収容所で１０万人以上のユダヤ人がここに収容されていたとされていま
す。時間が許す限り“ノイエンガンメ強制収容所１９３８－１９４５と戦後；歴史の痕跡”という主要
展示を自由にご見学ください。展示ではノイエンガンメ強制収容所とその付属の収容所の歴史に焦点が
あてられています。収容所の見学を終えた後は記念碑まで短時間のドライブをします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。平坦な舗装道路を約１時間半歩いていただくこ
とになります。ツアーの訪問順序は前後する場合があります。記念館の展示は戦争中の残虐行
為を示す図版や展示があり精神的にきつい部分もある事をご了承ください

リューベックと老舗菓子店ニーダーエッガー訪問
LUBECK & NIEDEREGGER
ツアー番号：HAM029
ツアー料金：大人＄８７～ 子供＄４９～（３～１２歳）
所要時間：約６時間
一時は “ハンザ同盟の女王”と称されたリューベックは歴史と伝統が色濃く残る都市で、ただただ美
しいの一言で表される都市です。楕円形の島の上に広がる旧市街は大きな感銘を与えるもので、中世の
ゴシック建築が当時のまま残る名所です。
リューベック到着後はガイド同行で、ホルステン門からアルスタット（旧市街）の中に入ります。最初
に目にするのがドイツで最古の建造物のひとつである聖マリエン教会と代表的ゴシック建築の市庁舎
です。その後も聖霊救済院、世界的な作家でリューベック生まれのハイリッヒとトーマス・マン兄弟の
住居だったブッテンブロークス・ハウスなども見て回ります。またこの都市で最も魅力ある観光名所で
８２もあるヴォーンガング（横丁）の一か所を歩くのも楽しみのひとつです。
その後は有名なカフェ、ニーダーエッガーを訪問します。ここではコーヒーや紅茶とともに有名なマジ
パンのお菓子を味わっていただきます。お土産用に、何十種類もあるチョコレートがけマジパンの中か
らお好きなものをお買い求めいただくこともできます。
ご案内：リューベックまでの移動は片道約７５分から１時間半となります。このツアーには約２時間の
ガイド付きでの徒歩観光が含まれます。階段や起伏のある道路を歩きますのでヒールの無い歩
き易いウォーキングシューズをお勧めします。徒歩観光中足を休める為に無料でレストランに
立ち寄ることは可能ですが、その際は少々の寄付を置くのが普通です。公共の洗面所などをご
使用の場合はユーロで約５０セントのお金がかかります。日曜にはほとんどの商店は閉店とな
りますのでご注意ください。
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コペンハーゲン
COPENHAGEN
コペンハーゲン・パノラマ観光
COPENHAGEN PANORAMA
ツアー番号：CPH002
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２８～（３～１２歳）
所要時間：約３時間
この市で最も有名な人魚姫の銅像は必見です。この銅像はハンス・クリスチャン・アンデルセンと彼の
有名なお伽噺に感謝の気持ちを籠めて１９１３年に完成させました。近くのカステレトの公園には北欧
の女神ゲフィオンの伝説を現す有名なゲフィオンの泉があります。
王室の居城であるアマリエンボー宮殿を写真に収めてから活気あるニューハウン地区へ。近くのキング
ス広場の周りにはロイヤル劇場、在外公館やファッショナブルな店があります。中世以来の魚市場の倉
庫や、カールスバーグビールの産みの親のデンマーク人カール・ヤコブセンが創設したグリプトテクも
見ます。世界中でも古い遊園地のチボリガーデンはグリプトテクに隣接していますので外から覗いて見
ましょう。埠頭に戻る前に市庁舎とローゼンボー宮殿を垣間見ることができます。
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。観光場所の入場見学はありませんが、時間と交通事情
が許す限り、数か所で写真撮影の為停車をする予定です。徒歩による観光は全体で３０分程で
す。

チボリ公園と湾内クルーズ
TIVOLI & HARBOUR CRUISE
ツアー番号：CPH007
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所要時間：約４時間
運河クルーズ船に乗り込み、ゆったりペースで約５０分のクルーズをお楽しみいただきます。水面を滑
る様に移動しながら人魚姫の銅像や、昔の海軍基地区域であったホルメンなどの名所の前を通ります。
コペンハーゲンの有名な遊園地チボリの雰囲気をしっかりと吸収しましょう。市の中心にあるチボリが
１８４３年に開園して以来、何百万人もの人が訪れています。
チボリ公園での自由時間ではお好きなようにお過ごしください。メリーゴーラウンド、ローラーコース
ター、音楽とダンスなど楽しいことが一杯。楽しく踊りまくる世界をカフェやレストランに座って眺め
るのも良いでしょう。入園時にお帰り時の待ち合わせ時間や場所をご案内いたします。
ご案内：このツアーはバスと運河クルーズ船での観光となります。クルーズ船までは短時間歩いていた
だき、約１０段の階段の上り下りがあります。チボリ公園への入場料はツアー料金に含まれて
いますが、遊園地には乗り物などのアトラクションやスロットマシン、土産物屋などの料金は
含まれていませんので、その都度各自でお支払いください。ハイシーズン中は沢山の人出や、
催し物の待ち時間が予想されます。観光の順序が逆になる場合があります。

ワンダフルワンダフル・コペンハーゲン
WONDERFUL WANDERFUL COPENHAGEN
ツアー番号：CPH009
ツアー料金：大人＄８３～ 子供＄３７～（３～１２歳）
所要時間：約３時間３０分
埠頭からの短時間のドライブで、デンマークで最も有名な女性に出合うことができます。どこかもの悲
しげに海を見つめているこの人魚姫の銅像は１９１３年からこの場所に座っています。その近くにある
カステレット公園の中心にあるのが北欧の女神ゲフィオンの伝説をモデルにしたゲフィオンの噴水で
す。
フレディリクスタットを通りぬけると王家のお住まいであるアマリエンボー宮殿につきます(外観のみ
見学)。この宮殿はヨーロッパで最も美しいと言われている広場を取り囲むように４つの同じ大きさの
ロココ様式の宮殿からなっています。デンマーク観光は美味なペストリーの試食抜きには語れません。
短時間の休憩時間をお取りしますので、紅茶やコーヒーと共に甘いお菓子をご賞味ください。その後は
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市の中心のファッショブルで人気の高い地区でオープンカフェやレストランが建ち並ぶニューハウン
に向かいます。ニューハウンの隣にはキングス広場があり、ロイヤル劇場や在外公館が建ち並びます。
次に街を異なる角度か眺める時間です。ゆったりと５０分の運河クルーズに乗船し、ホルメン教会、旧
株式取引場などを船上から眺めます。クリスチャンハウン運河沿いの進むと、目を見張る美しさの救世
主教会、新たにオープンしたコペンハーゲン・オペラハウス、その向かいにそびえるアマリエンボー宮
殿などを水上から見ることが出来ます。
ご案内：このツアーは運河クルーズ船での観光となります。クルーズ船の乗下船には約１０段の階段が
あります。運河クルーズのルートは天候や、停泊埠頭によって変わる場合があります。ツアー
の終了後はクルーズ船かる船までは短い距離を歩いていただく場合があります。

コペンハーゲン徒歩観光とクルーズ
WALK & CRUISE
ツアー番号：CPH025
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所要時間：約３時間３０分
埠頭からは徒歩でウォーターフロントのランゲリニエ・ヨットマリーナ沿いを移動し、人魚姫の銅像に
立ち寄ります。その後コペンハーゲン港の入口を守る為に造られた城塞に目に見張り、聖アルバン英国
国教教会の隣にあるゲフィオンの泉でしばし足をとどめます。デンマーク女王の居城であるアマリエン
ボー宮殿のすぐ横には、モダンかつエレガントなアマリエ公園が広がっています。
宮殿のすぐ近くには素晴らしいレストランやバーが並ぶファッショナブルなプロムナードのニューハ
ウン地区があります。地元のレストランで徒歩の疲れを癒します。デンマークの有名なペストリーを飲
み物などで一息入れましょう。
休憩の後はロイヤル劇場を通り過ぎ、石畳みの舗道や狭い路地を渡ってホルメンス運河のそばにあるホ
イブロ広場に向かいます。道路を渡り、デンマークの国会議事堂や王室迎賓室が置かれているクリスチ
ャンスボー宮殿をまじかにご覧ください。
ガンメルストランドからコペンハーゲン港に停泊している運河クルーズ船に乗船します。数々のコペン
ハーゲン名所を水上から見学し、ウォーキングの疲れをいやし、くつろぎながら景観をお楽しみくださ
い。
ご案内：このツアーはバスと運河クルーズ船での観光になります。ツアーには石畳みや平坦な道路を含
む約２時間から２時間半の徒歩観光が含まれます。歩き易い平底の靴をお勧めします。

３か所の観光エリアを気の向くままに
FREE TIME AT THREE SITES
ツアー番号：CPH044
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄２８～（３～１２歳）
所要時間：約５時間
３か所を巡るバスに乗車した後は、渡されたコペンハーゲンの地図を頼りに、自由に観光プランを組み
立てて町巡りを楽しむツアーです。
最初の停車地はコペンハーゲン大聖堂です。ここでは大聖堂の内部を見学するか、ボヘミアン地区を散
策するかのどちらかを選べます。またニューハウン（新広場）やガンメルハウン（旧広場）を訪れてコ
ペンハーゲン市裁判所や、１６０８年までさかのぼるコペンハーゲン最古の噴水、カリタスの井戸など
を見学することも可能です。２番目の停車地、ガンメル・ストラントでは有名なショッピング通りであ
るストロイエを散策するか、デンマーク国会があるクリスチャンスボール城や旧証券取引場、海軍教会、
トーヴァルセン美術館を見学などお選びいただけます。３番目の停車地はデンマークの女王マルガレー
テ２世の居城であるアマリエンボー宮殿です。ここでは１時間の自由時間の中で美しい広場から宮殿を
眺めたり、その近くのヨーロッパで４番目に大きなドームがあるマーブル教会、あるいは短時間歩いて
ニューハウンに向かい、魅力一杯の由緒ある家並みや活気のあるウォーターフロントを楽しんだりと自
由に時をお過ごしいただけます。
人魚姫の像のお写真撮影なしにはコペンハーゲン観光は終わりません。
ご案内：このツアーはバスでの移動となります。ツアーアシスタントが最終集合時間と場所など情報を
ご案内いたします。但しアシスタントはツアーガイドではない事をご承知ください。コペンハ
ーゲンの地図が提供されます。ツアーには観光場所の入場料は含まれていません。
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コペンハーゲン完全制覇

(昼食付き)

COMPLETE COPENHAGEN
ツアー番号：CPH046
ツアー料金：大人＄１３２～ 子供＄７２～（３～１２歳）
所要時間：約７時間
景観を楽しみながらコペンハーゲンの町全体をドライブ、途中デンマークの最も有名な住人である人魚
姫の銅像で撮影タイムをとります。その後、尖塔を取り巻くらせん状の階段が有名な救世主教会、人々
で賑わうウォーターフロントのニューハウンで、旧株式取引場とデンマークの国会があるクリスチャン
スボー宮殿などを回ります。王室の居城であるアマリエンボー宮殿でも短時間停車して撮影タイムを設
けます。
カールスバーグビール工場に到着後、カールスバーグの歴史、蒸留技術を学び、世界最高のラガービー
ルと讃えられている数種のビールの試飲をお楽しみいただきます。ビール工場訪問中に、伝統的なデン
マーク料理のランチをご堪能ください。
昼食後は橋を渡ってコペンハーゲン郊外にあるアマゲール島へ向かいます。島の突端にあるのが絵の様
に美しいドラゴール村です。ガイド同行で魅力溢れるウォーターフロントを渡り、狭い小路を通って伝
統的な赤い屋根に黄色い壁の家並みを見て回ります。
再び活気に満ちた都会に戻り、乗り物を運河クルーズ船に変えてクリスチャンハウン沿いをゆったりと
クルーズを楽しんでいただきます。
ご案内：このツアーはバス、運河クルーズ船と徒歩での観光となります。観光地の訪問順序は変わる場
合があります。ツアー中には約２時間、平坦な道路を徒歩で移動する行程が含まれます。

おとぎの国のお城と田園地方観光
FAIRLYTALE CASTLES & COUNTRYSIDE
ツアー番号：CPH056
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所要時間：約５時間
モダンな都会を後にして、素晴らしいデンマークの田園地方を通り、ヒレレズと堂々たるルネッサンス
様式のフレデリクスボー宮殿に到着します。この宮殿は３つの小さな島の上に建てられ、美しく手入れ
がなされた庭園と小さな湖に囲まれています。
息をのむような景色が宮殿の中に入る前から既に目の前に広がっています。前庭を歩き進むと華麗なネ
プチューンの噴水が、宮殿外観に無数に取り付けられた銅製の尖塔が背景に現れ一生忘れられない印象
を与えてくれます。宮殿の中に入り、大きな広間を通り抜け、数えきれない程に飾られた肖像画や油絵、
家具や美術品などを通し、約５００年のデンマークの歴史を垣間見ることが出来ます。
デンマークのお城巡りには、文学史上最も有名なお城のひとつであるクロンボー城、通称「ハムレット」
城の観光を抜きには語れません。ここでは城壁の周りを散策していただいた後、城の厩舎として使用さ
れていた部屋でコーヒーや紅茶と共にペストリーお楽しみください。
コペンハーゲンに戻り、街で一番有名な住人の人魚姫の銅像で短い撮影タイムをとります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアーにはフレデリクスボー宮殿の内部見学と
クロンボー城の外観観光が含まれます。徒歩観光は約２時間で数段の階段があります。
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コペンハーゲンの見どころとスムーシ
CITY SIGHTS & SMUSHI
ツアー番号：CPH059
ツアー料金：大人＄１４０～ 子供＄９０～（３～１２歳）
所要時間：約３時間
ツアーはまずコペンハーゲンの主な見どころを周ります。デンマークの童話作家ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセンを記念して建てられたリトルマーメイドの像で僅かなお写真の時間を設けます。引き
続き、アマリエンボー宮殿へ向かいます。4 つの同じ宮殿に囲まれており、ヨーロッパでも最も美しい
広場の一つと言われています。ニューハウン周辺はかつて船乗りの間ではとても有名で、現在では飲み
物や昼食、夕食などを頂くファッショナブルなエリアとなっています。通り沿いにはぴっちりと立ち並
ぶ色とりどりな建物など、運河沿いに係留された木製の船など、とても風情があります。次に訪れるの
はロイヤルカフェで、折衷室内装飾とクラシックなオープンサンドイッチと寿司をコンテンポラリー風
に組み合わせた料理スムーシを考案したことで有名です。カフェのユニークな室内装飾と風変りなかわ
いい小物に魅了されながら数々のスムーシとグラスワインをご賞味ください。
カフェを離れ、徒歩で数本の歩道が一つに重なる活気あふれるホイブロ広場に移動します。ここからは
迎賓館やデンマーク国会議事堂として使用されているクリスチャンスボー城の美しい景色が眺められ
ます。
ツアーの最後に景観ドライブを楽しみ、シタデル、ゲフィオンの泉とローゼンボー城を通り、船に戻り
ます。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。ツアーには徒歩による観光が 30 分含まれ、
階段や石畳が含まれます。参加人数が限られるため、早めのお申し込みをお勧めします。訪問
順序が入れ替わる場合があります。

クロンボー城と海洋博物館観光
KRONBORG & MARITIME MUSEUM
ツアー番号：CPH058
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供＄５７．５０～（３～１２歳）
所要時間：約５時間３０分
デンマークは常に海洋王国として世界にその名を馳せてきました。フレデリク二世によって１５８５年
に建てられたクロンボー城は、現在ユネスコの世界遺産に登録されていますが、デンマークとスウェー
デンを分断するエーレスンド海峡を渡る海上交通を統制する重要な役割を果たしていました。ルネッサ
ンス時代の“通行道路”の役割を果たすこの海峡で、世界中から渡ってくる交易船から“海峡通行税”
と言う税金を課していたのです。
ガイド同行での城内観光では、デンマークの財宝にまつわる話や、ルネッサンス時代に王族たちがどの
様にこの城を利用していたかの歴史が語られます。６２メートルある宴会場は一時北ヨーロッパで最長
のものといわれた場所です。
クロンボー城は長い間「ハムレット」のお城として知られてきました。世界中の劇場や城内の劇場でも
未だにハムレット伝説の上演は人気のある舞台となっています。長年に渡りローレンス・オリビエ、デ
レク・ジャコビ、最近ではジュード・ロウなどといった俳優たちが、この城内や要塞部分でハムレット
役を演じてきました。
城内のレストランで軽いスナックをお楽しみいただいた後はお城の近くにある、以前は乾ドックだった
場所に建てられた海洋博物館を訪れます。スロープ状になった通路を下に降りていって地下博物館に入
場すると、色彩豊かな展示物が目の前に広がっています。この博物館ではデンマークが過去から現在に
至るまで世界を代表する船舶貿易国のひとつである事が、ビルに直接映し出された映像などからわかり
ます。帰路は美しい光景が見られるオーレサウンドを通ってコペンハーゲンに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアー中約２時間半、階段や石畳みの舗道を歩
く行程が含まれます。歩行に問題があり、長時間の立ちっぱなしが出来ない方にはお勧めいた
しません。ヒールの無い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。城内は車椅子の使用
ができません。海洋博物館での写真撮影は禁じられています。
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市内観光とローゼンボー宮殿
CITY SIGHTS & ROSENBORG CASTLE
ツアー番号：CPH060
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄７０～（３～１２歳）
所要時間：約３時間
ツアーはコペンハーゲン市内の数か所の観光から始まります。デンマークの世界的童話作家ハンス・ク
リスチャン・アンデルセンを讃えるために建てられた人魚姫の銅像の前で短時間撮影時間を設けてあり
ます。次に王室の居住宮殿であるマリエンボー宮殿に向かい、ほとんど同じ様式と大きさで建てられた
４つの宮殿に囲まれたヨーロッパで最も美しい広場と言われる宮殿広場をご覧ください。シタデルとシ
ェラン島を創造したといわれる女神ゲフィオンの伝説を表したゲフィオンの泉の周りを巡ります。
ニューハウン地区は一時水夫たちのたまり場として有名でしたが、現在は市内で最もおしゃれな地区と
して数々のカフェやレストランが建ち並ぶ繁華街となっています。色彩豊かな建物が道路沿いに隙間な
く建ち並んでいて、運河に勢ぞろいしている木製の船舶にとって完璧な背景になっています。
ローゼンボー宮殿は現在ではクラシックなデンマーク・ルネッサンス様式の完璧な見本となっています。
高くそびえるタワーに砂石の装飾がついた赤レンガの外壁の建物はクリスチャン４世が手掛けた数々
の建築プロジェクトの中でも、代表的な建造物となっています。ガイド同行の宮殿内部見学では、王室
所有の宝物などを間近でご覧いただく機会があります。
帰路はのんびりとしたドライブでデンマークの国会議事堂と王立迎賓室がおかれているクリスチャン
スボー宮殿の前を通ります。
ご案内：このツアーはミニバンと徒歩での観光となります。ツアー中約５０分、起伏のある歩道や石畳
みの道路を歩いていただき、お城の中では約８０段の階段の上り下りが含まれます。ツアーの
催行人数は限られていますのでお早目のご予約をお勧めします。宮殿内ではフラッシュ撮影、
三脚を立てての撮影は禁じられています。観光地の訪問順序は変わる場合があります。

市内観光、チボリ公園と“ザ・ニンム”観光
CITY SIGHTS, TIVOLI & “THE NIMB”
ツアー番号：CPH061
ツアー料金：大人＄１３５～ 子供＄８５～（３～１２歳）
所要時間：約３時間
ツアーはコペンハーゲン市内の数か所の観光から始まります。デンマーク観光では世界で最も有名なデ
ンマーク人＝人魚姫の銅像の撮影抜きでは完璧といえません。この銅像は世界的童話作家ハンス・クリ
スチャン・アンデルセンを讃えるために１９１３年に建てられました。人魚姫はどこか悲しげなまなざ
しで憧れの王子様を探しているかの様です。
ニューハウン地区は一時は水夫たちのたまり場として有名でしたが、現在は市内で最もファッショナブ
ルな地区として数々のカフェやレストランが建ち並ぶ繁華街となっています。色彩豊かな建物が道路沿
いに隙間なく建ち並んでいて、運河に勢ぞろいしている木製の船舶にとって完璧な背景になっています。
次の訪問場所は王宮のアマリエンボー宮殿と王宮広場でヨーロッパでの最も美しい広場の一つと言わ
れています。デンマークの国会と王室の迎賓室のあるクリスチャンスボー宮殿の周りを通り過ぎます。
チボリガーデンと遊園地は市庁舎の隣にあり、第二次世界大戦で壊滅的被害を受けた市の中では奇跡的
に残っている最古の遊園地となっています。ガイド同行で世界的に有名で歴史のある公園を散策します。
アンデルセンもこの公園を訪れ数々の童話のヒントを得ていたと言われています。公園の中には、地元
の人々に“ザ・ニンム”と呼ばれているムーア人に影響を受けた独特の外観のニンム・ホテルがありま
す。チボリの中で最も古い建造物で、ここでは簡単なスナックと共にスパークリング・ワインをお楽し
みいただけます。
帰路はパノラマ景観を楽しみながら埠頭に向かいます。
ご案内：このツアーはミニバンと徒歩での観光となります。ツアー中約４５分、階段や石畳みの舗道を
歩いていただく行程が含まれます。このツアーの催行人数には限りがありますのでお早目の予
約をお勧めします。観光場所の訪問順序は変わる場合があります。
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ストックホルム
STOCKHOLM
ストックホルム水路巡り
STOCKHOLM WATERWAYS
ツアー番号：STO001
ツアー料金：大人＄５９～
所要時間：約１時間半

子供＄２２～（３～１２歳）

ストックホルムは淡水のメーラレン湖とバルト海が合流する地点に計算されて造られ、水の上から
見るのが最も美しいのです。しばしば“水の上の美女”と称される１４の島と本島の上に広がる都市は
５０以上の橋で繋がれています。
水は日常生活に大事な役割を担っています。全面積の１/３以上は水であり、ボート遊び、水泳、魚釣
りなどがこの都市の人気なアクティビティーです。輝く水面をクルーズし、橋の下をくぐり、水門を通
り、旧市内の王宮や壮麗な市庁舎、ユールゴーデン島、ヴァーサ号博物館、スカンセン野外博物館やチ
ボリ“グローナ・ルント”遊園地、最初に出来た群島フィヤーデルホルマナや居住地区のハンマリビー
臨海地区などをご覧下さい。
ご案内：このツアーはボートでの観光となります。停泊埠頭の状況によってはボートまでお歩き頂くか、
短距離をバスで移動して頂くかになります。ボートの中では飲み物などを販売していますので
現地通貨（スウェーデンクローネ）をご用意ください。

ストックホルム名所めぐり
STOCKHOLM HIGHLIGHTS
ツアー番号：STO004
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所要時間：約４時間
都市全体が見渡せるフィアルガータン展望台へドライブします。このツアーの目玉は美しいメーラレン
湖の畔に立つ市庁舎見学です。１９２３年に落成した壮麗な建物はスウェーデンの職人と彫刻家、芸術
家の１２年に渡る企画の結晶です。沢山の素晴らしいホールがありますが、その中でも有名なホールは
毎年ノーベル賞受賞晩餐会が行われるブルーホールとモザイクで知られているゴールデンホールです。
このあと、ストランドヴェーゲンに沿って王室オペラ劇場の前を通り、ヴァーサ号博物館など諸々の博
物館やストックホルムの娯楽施設があるユールゴーデン島へ。
世界でも有数の大きさを誇る名声高い戦艦ヴァーサは１６２８年の処女航海でストックホルムの内海
に沈没しました。ヴァーサ号博物館は、１９６１年に引き上げられ、昔の栄光の姿を取り戻した１７世
紀の戦艦を囲っています。
ツアーの締めくくりに旧市内でガイドと合流し、徒歩で歴史的に優雅な王宮と大聖堂を外から観光しま
す。バロックスタイルの入り口や紋章飾りが特徴の狭く、曲がりくねった小路や石畳の路を遊歩しまし
ょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアーには約２時間半徒歩での移動が含まれま
す。市庁舎には６０段の階段があります。

愛しのストックホルム
SWEET STOCKHOLM
ツアー番号：STO005
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３２～（３～１２歳）
所要時間：約３時間
フィアルガータン展望台からは素晴らしい街の景色が見られ、ストックホルムの内海を見下ろすように
立つ王宮などがある魅力あふれる中世の旧市街ガムラスタンの景観が楽しめます。旧市街に隣接する歴
史的な島リッダーホルメン島ではメーラレン湖と市庁舎の素晴らしい景観を楽しむことができます。
ストランドーヴァーゲンに沿って王室オペラ劇場を過ぎユールゴーデン島に向かいます。そこには素晴
らしい公園と庭園がありカフェやレストラン、博物館が建ち並んでいます。
その後は在外公館の地区や豪壮な高級住宅が建ち並ぶおしゃれなエステルマルム地区、モダンなショッ
ピング街やビジネス街があるハムンガタン、セルゲル広場をドライブします。
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伝統的なスウェーデン式のカフェでは軽いお飲物とペストリーを味わっていただきます。
クングスホルメン島では、強い印象を受ける市庁舎の前を通り、西の橋を渡ってセーデルマルムに戻り
ます。
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。主として車窓からのパノラマ観光となり、各名所の訪
問は含まれていません。但し数か所での撮影の為、停車を予定しています。

市内観光とヴァーサ博物館見学
PANORAMIC & VASA MUSEUM
ツアー番号：STO009
ツアー料金：大人＄６６～
所要時間：約３時間

子供＄３４～（３～１２歳）

ストックホルム入門ツアーではまず、市内のモダンな中心地とビジネス地区を観光します。
魅惑ある中世の旧市街を通り、王宮、王室ドラマ劇場の前を通り、ストランドヴェーゲンに沿ってスト
ックホルムの娯楽と運動施設のあるユールゴーデン島へ向かいます。この島には素晴らしい公園がある
だけではなく、スカンセン野外博物館やヴァーサ号博物館など諸々の博物館があるのです。
ヴァーサ号博物館は１６２８年の処女航海でストックホルムの内海に沈没した１７世紀の戦艦を取り
囲むように建てられています。ヴァーサ号は１９６１年に引き上げられ、昔の栄光の姿を取り戻し、真
の生きた歴史を見る事ができます。この素晴らしい船はかつて世界最大の大きさを誇る、最も名声高い
戦艦でした。
ご案内：このツアーはバスでの観光になります。最大限にお楽しみ頂く為には徒歩観光が必須です。ヴ
ァーサ博物館での見学時間は約１時間１５分です。

ストックホルム・パノラマ観光
STOCKHOLM PANORAMA
ツアー番号：STO012
ツアー料金：大人＄５１～ 子供＄２７～（３～１２歳）
所要時間：約２時間３０分
ストックホルム入門ツアーではまずは車窓からストックホルムの数多くの名所を見学し、後で再び訪れ
たい名所をご確認頂けるツアーです。フィアルガータン展望台からは市内の素晴らしい光景や、ストッ
クホルムの内港を見下ろすように聳える王宮がある中世の街“ガムラスタン”が見渡せます。
ストランドヴェーゲン通り沿いにある王立ドラマ劇場を通り、ユールゴーデン島へ。この島はグローナ
ルンド遊園地、スカンセン野外博物館など素晴らしい公園や庭園などリクリエーションなどがあること
で知られています。17 世紀の軍艦が展示されているヴァーサ号博物館もあります。
引き続き在外公館のある地区エステルマルムを通り、ハムンガータン通りとセーゲル広場などのモダン
なショッピング街やビジネス街を走行します。クングスホルム島からノーベル賞記念晩餐会が毎年開か
れる市庁舎を望む事ができます。
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。ストックホルムの全体像をつかんでいただくツアーで
すので、写真撮影の為以外には停車しません。

旧市街とアイスバー
OLD TOWN & ICEBAR
ツアー番号：STO013
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄９０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
世界で初めて作られたアイスバーに向かう前に旧市街の魅力を満喫しましょう。旧市街の狭く曲がりく
ねった小路や石畳の路を散策し、歴史的な気品を湛える王宮の外観を観賞します。大広場には旧証券取
引所があり、今日ではスウェーデンアカデミーとノーベル博物館になっています。自由時間を設けます
ので素晴らしい旧市街の中で土産品などお捜しください。そして中心へ短期間ドライブして“涼しい”
体験が待っています。
暖かい服装をして氷で出来ているアイスバーの中へ。バーは通年マイナス５度に設定されていますので、
中に入る前に毛皮のポンチョとミットが手渡されます。飲み物は拳骨ほどの氷の塊をくり抜いたキュー
ブに注がれ、透明なアイスの塊で出来たバーの上に置かれます。壁やテーブルもスウエーデンとフィン
ランドの境界線を流れるトーネ川の氷で出来ています。ウオッカのお飲物がサービスされます。
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ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。アイスバー内の低温が健康状態に影響するを及
ぼす方には不向きです。アイスバーはキュナードのお客様の貸切ではありません。旧市街の徒
歩観光では急勾配の石畳みの坂が含まれます。

ストックホルムと空からの眺め
STOCKHOLM & SKYVIEW
ツアー番号：STO027
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄６９～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
巨大なゴルフボールに似たエリクソン・グローブ・アリーナは世界最大の球体形をしたビルです。ガラ
ス製ゴンドラに乗り、スリルある 2 分間の旅でビルの最上部まで向かいます。海抜１３０メートルまで
到達した地点でカメラ撮影をお忘れなく。ゴンドラの通称“バブル”からストックホルム市街全体の素
晴らしい光景を見渡すことが出来、途中一時停止しますので存分にパノラマ写真をお撮りください。
その後、安定した地上に戻り、市街の主な見どころを車窓から見学します。魅力溢れる中世溢れる旧市
街ガムラスタン、ストックホルムの内港を見下ろす王宮を通り、市の娯楽＆レクリエーション・センタ
ーで素晴らしい公園や美しい庭園を備え世界的に有名なヴァ―サ号博物館のあるユールゴーデン島な
どを通ります。クングスホルメン島では、建築の巧みさとモザイクが素晴らしいノーベル賞受賞式が開
かれることで知られる荘厳な市庁舎の外観がご覧いただけます。
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。歩く時間はほとんどありませんが、バスの乗下時には
階段があり、スカイビューの入口には３０段の階段を歩いていただきます。

屋根伝い歩きツアー
ROOF TOP WALKING TOUR
ツアー番号：STO028
ツアー料金：大人＄１５０～ 子供＄
所 要 時 間：約３時間

N/A

ストックホルムでとてもユニークなツアーに挑戦してみませんか？ガイド同行で市街の屋根伝いに歩
いて眼下の景観を楽しむツアーです。安全ハーネスを身に着け、狭い屋上に足を踏み出します。素晴ら
しい景色を見ながらガイドが語る魅力的な歴史物語に耳を傾けましょう。
このウォーキングツアーはまず旧国会議事堂ビルのエレベーターで最上階まで上り、それから屋上まで
の階段を上って地上４３メートルの屋外に出る事からはじまります。屋上からはストックホルム市街の
３６０度のパノラマが見られ、長い歴史を持つ旧市街のガムラスタン、その向こうにはストックホルム
を形成する全１４の島のうちの８つの島を見ることができます。狭い通路に沿って一列に並んで歩くに
つれて、フランシスコ派の僧侶によって建立され、歴代のスウェーデン国王が埋葬されているリッダー
ホルム教会の尖塔が目の前に迫ってきます。
その後ちゃんと地上に戻った後、旧市街の観光に乗り出します。市街を見下ろす様に建つ長い歴史を誇
る王宮のエレガントな外観を写真に収めましょう。狭い石畳みの舗道を歩き、小さなブティックや工芸
品店、アートギャラリー、アンティークショップが並ぶ界隈を見て回ります。旧市街の中心には大広場
のストルトゲットがあり、旧証券取引場は現在スゥーデン・アカデミーの本部となっており、毎年ノー
ベル文学賞の選考と発表が行われています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光になります。身長１５０センチ以上、体重が１１０キロ以下
の方がご参加いただけます。過去に心臓病の病歴や高所恐怖症や失神症の方にはお勧めいたし
ません。または薬や酒の影響を受けてい方はの参加は固く禁止されています。体力的に自信の
ある方のみ参加いただけます。平底の爪先の閉じたウォーキングシューズをお勧めします。

ストックホルム気まま観光
STOCKHOLM ON YOUR OWN
ツアー番号：STO034
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２７～（３～１２歳）
所 要 時 間：約６時間
ツアーはストックホルムの娯楽＆レクリエーション・センターであるユールゴーデン島の訪問からはじ
まります。この島は１７世紀の戦艦ヴァ―サ号が展示されているヴァーサ号博物館があることでも有名
です。そして最近になって、この場所に人気歌手グループＡＢＢＡザ・ミュージアムが設立されました。
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数多くある博物館のいくつかを訪問したり、美しい庭園を散策したりと思い思いお過ごしください。
次の訪問地はストックホルム最古の地域で、心地よい親しみやすさが味わえるガムラスタン(旧市街)で
す。市街を見下ろす様にそびえる王宮のエレガントな外観の見学や１６世紀から１９世紀のバロック様
式の門構えや、武具で飾られた建造物が並ぶ狭い小路や石畳みの舗道のそぞろあるきもお勧めです。
ストルトルゲット（グレート広場）には、元証券取引場で現在はスウェーデン・アカデミーの本部とし
て使用されている建物やノーベル博物館があります。旧市街でしばしの時間をお楽しみいただくか、市
の中心まで短時間歩いてみるのも一考でしょう。
ストックホルム市の中心には有名な老舗デパートＮＫやオーレンスがあり、最終集合時間までお買い物
を楽しむことができます。のんびりと散策をお楽しみになりたい方は近くに広がるクングストラッドゴ
ーデン庭園を訪れ、数多く並ぶオープンカフェでリラックスしながら町の雰囲気を心行くまで味わって
いただくこともできます。
ご案内：町歩きに必要な情報や、各所トランスファーでの集合時間や集合場所をお伝えする為ツアーア
シスタントが控えています。但しアシスタントはツアーガイドではありませんのでご了承くだ
さい。参加者にはストックホルムの市街地図が手渡されます。各観光場所の入場料金は含まれ
ていません。

スウェーデンの大スター、ＡＢＢＡ

ミュージアム

ABBA THE MUSEUM-THE SWEDISH SENSATION
ツアー番号：STO035
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
ＡＢＢＡミュージアムは２０１３年 5 月にオープンし、
スウェーデンの新たな音楽の殿堂となりました。
ＡＢＢＡはデビュー時から現在に至るまでスウェーデンで最も成功した人気バンドで、世界中で３億７
千８百万枚のアルバムを売り上げています。グループの中でストックホルム生まれは一人しかいないの
ですが、多くの人々はストックホルムを彼らの故郷とみなしています。
埠頭から市の中心へ向かう途中では、ベニー・アンダーソンが最初の公演を行った市庁舎を車中より見
ることができます。その後１９７６年に王室の結婚式を祝う為に伝説的なコンサートが開かれた王立オ
ペラ劇場を通過します。
この記念館は１９７０年のＡＢＢＡのデビュー当時から、１９７４年の”ウォータールー“の爆発的ヒ
ット、大々的な成功を収めたワールド・ツアー、そして１９８３年の解散に至るまでの歴史を余すこと
なく伝えてくれます。
解散以後もＡＢＢＡはありとあらゆる世界的音楽プロジェクトに取り上げられ、中でもビョルン・ウル
バースとベニー・アンダーソンの手によって脚色されたミュージカル”マンマ・ミア！“はＡＢＢＡの
楽曲を起用し、世界中に新たなＡＢＢＡブームを巻き起こしました。2013 年“ＡＢＢＡゴールド”のＣ
Ｄは英国音楽史上最大の売り上げを誇るものとなりました。
ＡＢＢＡミュージアムはバンドの歴史や音楽を語り１９７０年代８０年代に予想もつかなかった大成
功を収めた過程などが展示され、音楽ドキュメンタリーフィルムや、彼らの楽屋の様子、ステージの再
現などと共にＡＢＢＡの全てが学べる場所となっています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。記念館は夏場にピークシーズンを迎えますので
かなりの混雑が予想されます。記念館の内部では手押し車は禁止されています。記念館の訪問
は約１時間半を予定しています。

タリン
TALLINN
タリン名所観光(昼食付き)
BEST OF TALLINN
ツアー番号：TLL001
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄４４～（３～１２歳）
所要時間：約６時間
“歌の祭典”開催地で写真撮影からツアーがはじまります。その後のっぽのヘルマン塔でバスを降り、
トームペアの丘からバロック様式のトームペア城まで山の手地区を歩きます。王宮広場を圧倒するロシ
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ア正教のアレクサンドル・ネフスキー大聖堂では沢山の黄金のイコンやモザイク画を見ることが出来ま
す。引き続き中世の石畳の路を歩き、市内最古のゴシック様式のドーム教会へ。高い場所から下町地区
の屋根越しに街全体を眺めたあと、下町地区へ下って行きます。ラエコヤ広場で自由時間をお過ごし頂
いたあと、典型的なタリンの古いレストランで昼食を取ります。
歴史的な住居訪問では、素晴らしい中世音楽のコンサートもお楽しみ頂けます。カタリーナ通りではガ
ラス製品、革製品、陶器などの工芸店の製作実演を見て歩いたりショッピングを楽しんだりする自由時
間を設けています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。日曜日、及びミサや宗教行事の間はドーム教会
に入れません。ドーム教会やアレクサンドル、ネフスキー大聖堂内でのフラッシュ付きの写真
撮影やビデオ撮影は禁じられています。石畳や種々の建物には階段があり、歩行時間は約３時
間半となります。歩き易く、滑らない靴をお勧めします。昼食にワインは含まれていません。
歴史的住居の訪問が出来ない場合は、コンサートを行っている教会の訪問となります。ドーム
教会ではガイドから建物の外で説明を聞いた後、自由に教会内部を見学することが出来ます。
観光地の訪問順序は変わる場合があります。

魅惑のエストニア
ENCHANTING ESTONIA
ツアー番号：TLL003
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２５～（３～１２歳）
所要時間：約２時間３０分
ロマンチックな狭い小路や小さなお店やカフェが並ぶ典型的なタリンの雰囲気が味わえる下町地区を
訪問します。ここでは由緒ある商人の家が中世のそのままの素晴らしい雰囲気を残す様に改築され、現
在は多くの忙しいタリン市民の住居となっています。
ツアーの間にはガイドが旧市街のカタリーナ通りにある正真正銘のエストニア工芸品のみを取り扱う
最優なお土産店にご案内します。この地区はタリンで最もロマンチックなことから、数々の映画のロケ
ーション場所にも選ばれ、時には三銃士の時代の中世ロンドンやパリを再現するために使用されていま
す。
この界隈の徒歩観光が終わった後は、ヴィル門近くの地元のレストランでスナックやお飲物、民族音楽
の生演奏などをお楽しみいただけます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約１時間半石畳みの舗道や階段を
歩きます。歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。レストランまでは２７段の階段がありま
す。観光地の訪問順序は変わる場合があります。

タリン徒歩観光
FOOTSTEPS IN TALLINN
ツアー番号：TLL009
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２５～（３～１２歳）
所要時間：約４時間
徒歩でトームペアの丘を上り、広く開けた王宮広場に向かいます。ここにはエストニアの国会が置かれ
ているバロック様式のトームペア城があります。
その後素晴らしいロシア正教のアレクサンドル・ネフスキー大聖堂に入ります。見事なモザイクとイコ
ンに感銘を受けます。大きな大聖堂は山の手地区の空に堂々と聳えます。引き続き曲がりくねる狭い石
畳の路を歩き、６０以上の徽章が展示されているドーム教会へ向かいます。展望台からは街の下町地区
の屋根越しに街の全景が見渡せます。
続いてラエコヤ広場に向かいます。自由時間を設けますので、ゴシック建築様式の市庁舎見学などお楽
しみください。歴史ある住居の一つを訪れ、伝統的な中世音楽のコンサートをお楽しみください。その
後タリンの中心に停車しているバスへ徒歩で移動します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。日曜日はドーム教会に入れません。徒歩観光で
は、石畳みの舗道や階段のある種々な観光場所を約３時間半歩きます。歩き易く、滑らない靴
をお勧めします。ドーム教会やアレクサンドル・ネフスキー大聖堂内でのフラッシュ付きの写
真撮影やビデオ撮影は禁じられています。歴史的住居の訪問が出来ない場合は、コンサートを
行っている教会の訪問となります。ドーム教会ではガイドから建物の外で説明を聞いた後、自
由に教会内部を見学することが出来ます。観光地の訪問順序は変わる場合があります。
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山の手地区と名所観光
UPPER TOWN & HIGHLIGHTS
ツアー番号：TLL018
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２０～（３～１２歳）
所要時間：約３時間３０分
途中タリンの中心にある歴史地区をお写真に収めながら、車窓観光を楽しみます。ピョートル大帝が皇
后のエカテリーナ１世を讃えて築いたカドリオーグ公園を通ります。そして５年に一度３万人近い出演
者と３０万人の聴衆を集めるエストニアの歌の祭典が行われる会場に続きます。その後保存状態が優れ
た１５世紀の聖ブリジット修道院の遺跡と数多くの高名なエストニア人が埋葬されている松に囲まれ
た森林墓地の前を通ります。
ピリタ地区で、郊外にあるオリンピックヨット競艇場を車窓に眺めながらタリンの旧市街に向かいます。
のっぽのヘルマン塔でバスを降り、徒歩ですぐのところにあるトームペアの丘へ王宮広場に向かいます。
エストニアの国会が置かれているバロック建築のトームペア城を外から眺め、ロシア正教の聖アレクサ
ンドル・ネフスキー大聖堂と１３世紀のドーム教会を見学します。
山の手地区を歩いた後、展望台から下町地区の塔や尖塔、赤い煉瓦の屋根など眼下に広がる素晴らしい
景色をお楽しみください。ここで短期間お買い物の時間があります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。日曜日はドーム教会に入場できません。ドー
ム教会とアレクサドル・ネフスキー大聖堂内ではフラッシュ付きの写真撮影やビデオ撮影が
禁じられています。歩行による観光は約２時間で、石畳みの舗道や各種観光地での階段を歩
いていただきます。歩き易く、滑りにくい靴の着用をお勧めします。ドーム教会では建物の
外でガイドからの説明を受けた後、各自自由に教会内部を見学することが出来ます。

タリンゆったり観光
LEISURELY TALLINN
ツアー番号：TLL024
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約２時間
タリンは歴史的に重要な建造遺産の宝庫の為、大型バスの進入が禁止されています。そこでミニバスの
上で寛ぎながら、山の手と下町地区両方の見どころを車窓より観光します。
貸切ガイド付きツアーではぜひカメラをご用意ください。山の手地区にあるトームペアの丘に沿って王
宮広場に向かいます。エストニアの国会であるバロック建築のトームペア城を通り、ロシア正教の聖ア
レクサンドル・ネフスキー大聖堂をご覧ください。下町地区の旧市街は昔からの城壁や塔門に溢れ、石
畳みの道路をドライブすると、中世時代の商人の館が建ち並んでいるのをみることができます。
そして車窓より景観を眺めながら、エストニアで最も重要な名所であるタリンの郊外へ進みます。大き
な感銘を受けるソングコンテストの会場で短時間ですが、写真撮影の時間をお楽しみいただきます。こ
の自然を生かした野外劇場は３万人の観客席がある巨大なものです。ツアーの最後には旧市街の目の覚
める様なシーフロントの光景が楽しめるピリタ地区を通って帰路につきます。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。徒歩の行程はほとんどありませんが、ミニ
バスの乗下車時には階段があります。ミニバスには車椅子は載せられません。観光地の訪問順
序は変わる場合があります。

３か所の観光エリアを気の向くままに
FREE TIME AT THREE SITES
ツアー番号：TLL025
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄１９～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間４５分
３か所を巡る移動バスに乗車した後は、配られたタリンの地図を頼りに、自由にプランを組み立てて町
をお楽しみいただくツアーです。
最初の停車地はカドリオルグ公園で、ここはタリンの居住区の中心に位置しています。この公園は地元
の人々の憩いの場で、数々の博物館やカフェがあります。カドリオルグ城の中にはカドリオルグ美術館
があり古典名画の鑑賞が楽しめる他、公園内にはＫＵＭＵ近代美術館があり数々のエストニア・モダン
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アートが展示されています。大統領宮殿のゲートを守る守衛兵に手をふって挨拶を送ったりとご自由に
時間を過ごすことができます。
２番目の停車地は山の手地区です。ここでは玉ねぎ型のドームのロシア正教のアレクサンドル・ネフス
キー大聖堂やエストニアの国会があるトームペア城の見学ができます。また狭い路地を通って見晴台ま
で歩き、下町地区の赤く塗られた屋根が連なる絵の様な光景を楽しむのも一興です。最終停車地点はタ
リンのシティセンターで、ここからシュネル公園と池を抜け、バルチック鉄道駅に向かいます。ラエコ
ヤ広場と心地よい旧市街を散策したり、地元のカフェで一休みをしたりエストニアのお土産物を覗いて
みたりと思い思いの時間をお過ごしください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。それぞれの停車地に割り当てられた自由時間は
約１時間１５分です。ツアーアシスタントが各所で集合時間や集合場所をお伝えします。但し
アシスタントはツアーガイドではありませんのでご了承ください。参加者にタリンの市街地図
が配られます。各観光場所の入場料金は含まれていません。シープレーンハーバーでより長く
自由時間をお楽しみなりたい方はＴＬＬ０３０タリンハイライト＆ハーバーサイトにご参加
ください。混雑を避ける為に訪問順序が変わる場合があります。

タリン物語とテイップル
A TALE OF TALLINN & A TIPPLE
ツアー番号：TLL028
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２８～（３～１７歳）
所要時間：約４時間４５分
ヌンナの門を通って下町地区の旧市街に入り、ガイド同行で狭い路地を通り抜けながらタリンの徒歩観
光を開始します。旧市街をそぞろ歩いてゆくと、金の装飾が施された美しい建造物の数々に出合います。
特にゴシック様式の市庁舎や１５世紀の薬局などが見どころです。一時はハンザ同盟の主要交易都市だ
ったタリンの歴史を語るガイドの説明に耳を傾けましょう。
その後はサクにあるエストリア最古のビール工場までのバス移動でしばし足を休めていただきます。記
録ではビールが１８２０年の昔から蒸留製造されていたとあります。ビール工場見学ツアーに参加して、
サク・ビールの歴史や製法、種類を学びビール貯蔵庫を見学します。地元名物のスナックと共に数種の
ビールの試飲が待っていますが、その際は見学ツアーで得た新たな知識を試されるので説明をしっかり
覚えていただくことをお勧めします。
ご案内：このツアーには約２時間徒歩での観光が含まれます。ヒールの無い歩き易いウォーキングシュ
ーズをお勧めします。

タリン味覚探訪
A TASTE OF TALLINN
ツアー番号：TLL029
ツアー料金：大人＄９３～ 子供＄６７～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間３０分
短時間バスに乗り歴史のある旧市街の山の手地区に向かいます。その後ガイド同行で、ひっそりとした
中庭や、ロマンチックなカフェ、出店や地元のデリなどを見て歩きます。
その後トームペアの丘へ歩き、アレクサンドル・ネフスキー大聖堂と、エストニア国会が置かれている
バロック様式の建造物がある美しい王宮広場の眺望を楽しみます。その後地元のカフェまで歩き、伝統
的なスナック、バルト海で釣れる最も有名な魚であるバルトイワシ（ニシン）を乗せた黒パンをお楽し
みいただきます。
再び徒歩ツアーに戻り旧市街のドーム教会近くの見晴台に向かいます。曲がりくねった石畳みの舗道を
進んでいくと、以前は地元のワイナリーだった場所に到着します。ここは１９１０年に建てられエスト
ニアで最も大きなワイナリーのひとつでした。ワイン醸造の歴史に耳を傾けた後、軽いスナックと共に
一杯のワインの試飲をお楽しみいただきます。
中世都市の赤い屋根を眺めながら、旧市街の下町地区に向かい、伝統的なエストニアのレストランを
訪問します。ここで“カマ”というお菓子をお楽しみください。地元名物のカマは数種の穀物をミック
スしたもので長年エストニアの伝統的料理として知られてきました。泡立てたホイップクリームを一緒
にご賞味ください。コーヒーと甘いお菓子を頂いた後、街の中心にある市庁舎と広場に向かいます。
ここで短時間の自由時間を設けていますのでショッピングなどご自由にお過ごしください。
ツアーの最後は小さな中世風のパブ訪問で、ここではスパイスの効いたシュナップスをショットグラス
でいただきます。その後は地元のデリまでぶらぶらと歩き、地元特産の食品などを見て回ります。いろ
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いろな木製工芸品なども売られていますので、船に戻る前に見るのもいいでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。かなり長時間、起伏のある歩道や石畳みの舗道
の徒歩と立ち見観光の行程が含まれますので、歩行や長時間の立ち見に問題がある方にはお勧
めいたしません。観光地訪問の順序は混雑を避ける為に変わる場合があります。ツアー催行人
数には制限がありますので、お早目のご予約をお勧めします。

タリン・ハイライト＆ハーバーサイト
HIGHLIGHTS & HARBOUR SIGHTS
ツアー番号：TLL030
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所要時間：約４時間
埠頭から短時間バスに乗り、下町地区に向かいます。その後ガイド同行で、石畳みの街路を散策しなが
らラエコヤ広場をめざします。ピック通りでは、ハンザ同盟都市の特徴である歴史ある商人の館の家並
みや、良く保存された商人のギルドを見学します。中でも最も印象的なのがブラックヘッドの館です。
素晴らしい太っちょマルガレータ大砲塔にある海洋博物館は、前世紀には防衛施設、倉庫、牢屋が置か
れていた所です。この博物館の見どころはエストニアの海運の歴史で、展示には漁業で使用される道具、
潜水器具、何十年もの間海底から引き揚げられてきた様々な遺物などがあります。この大きな博物館は
４階まであり、塔の上からは絵葉書の様に美しい港と旧市街の景色を楽しむことができます。
次に飛行艇港とそれを取り巻く倉庫群を見て回ります。現在は潜水艦レンビットがそこに誇らしげに停
泊しています。この潜水艦は英国で建造され、１９３６年に進水式が行われた船で、大戦前からの遺産
を受け継ぎ、２０１１年までは最古の潜水艦として世界の海を航行していたものです。
ツアーの最後は海洋王国の記憶を新たにするため、砕氷船”スールトゥル“の見学となります。１９
１４年建造のこの船は現在に至るまでも世界最大の砕氷船でわずかに残存する戦前の砕氷船として保
存されているのです。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。長時間の起伏のある歩道や石畳みの舗道の徒歩
観光と立ち見見学の行程が含まれますので、歩行や長時間の立ち見に問題がある方にはお勧め
いたしません。観光地訪問の順序は混雑を避ける為に変わる場合があります。

サンクトペテルブルグ
ST.PETERSBURG
偉大なサンクトペテルブルグとエルミタージュ(昼食付き)
GRAND ST.PETERSBURG & THE HERMITAGE
ツアー番号：LED001
ツアー料金：大人＄１９２～ 子供＄１３２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約８時間４５分
サンクトペテルブルグで忘れがたいハイライトは何といってもエルミタージュ美術館訪問でしょう。ガ
イド同行で、２百万もの名画の中から厳選された展示品を部屋ごとにみてまわります。（見学ルートは
美術館の学芸員によって決められているので、訪問当日にご希望の実術品が展示されているという保証
はありません）
。
その後市内の名所の内いくつかの撮影する機会があります。緻密な彫刻で飾られ鮮やかに彩られた外観
を持つ血の上の救世主教会では素晴らしいお写真が撮れるでしょう。その後もネフスキー大通りや大学
川岸通り、旧海軍省、青銅の騎士像、ロストラの燈台柱、ペトロパブロフスク要塞などを見て回ります。
ロシア最高の音楽センターのひとつで、理想的な音響効果を備えた国立アカデミック・カペッラで短い
コーラスをお楽しみいただきます。僅かな買い物時間を設けますので、お土産物屋とのお買い物の値引
き交渉を楽しんだ後、市内の代表的なレストランで、民族舞踊ショーを鑑賞しながら伝統的なロシア料
理の昼食をいただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では石畳みの舗道や階段、特にエルミ
タージュでは多数の沢山の階段を徒歩で移動する行程が含まれます。エルミタージュでの写真
撮影とビデオ撮影の料金はツアーに含まれています。但しフラッシュ撮影は禁止されています。
参加人数が限られていますので、お早目のご予約をお勧めします。繁忙期にはエルミタージュ
美術館での混雑が予想され、入場までいかなる天候でも屋外で並ぶ場合があります。美術館に
は長いコートや、大型のバッグ、水などのボトル、傘は持ち込めません。
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サンクトペテルブルグ

パノラマ観光

PANORAMIC ST. PETERSBURG
ツアー番号：LED002
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間４５分
パノラマ観光で沢山の興味深い名所や歴史的な場所を観光します。美しく装飾された聖イサク大聖堂は、
市の地平線に聳え立つ壮大な黄金色の中央ドームが有名です。一時はロシアの権力の中心であったエル
ミタージュやパレス広場には大帝の住居や官庁やアレクサンドル燈台柱などがあり、歴史に満ちていま
す。
ネヴァ川の北を通ります。ここでロシア革命の始まりを告げる空砲が巡洋艦オーロラから発砲されたの
です。
「血の上の救世主教会」と云う風変わりな名前を持つ教会はアレクサンドル２世が暗殺され血を
流した場所に建てられました。複雑なロシア建築の模擬様式を代表するこの教会には派手な色彩を持つ
ドームがあり、忘れられない光景です。
ショッピングの為の休憩時間にロシアの工芸品を見たり、お飲物でリフレッシュしたりご自由におくつ
ろぎください。
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。徒歩観光はほとんどありません。現地通貨はルーブル
ですが、土産品店ではクレジットカードをご利用になれます。また、US ドルとユーロも非公式
にご利用いただけます。撮影の為の停車場所や時間は交通状態をみながら組み入れられます。

エルミタージュ美術館
THE HERMITAGE
ツアー番号：LED004
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄７０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間４５分
エルミタージュ美術館収蔵のぼう大な数の美術品を全て鑑賞するには一生かかると言っても過言では
ありません。１０００室以上の展示室とホールを持つエルミタージュにはあらゆる時代の美術品のコレ
クションがあります。この美術館はエリザベートとエカテリーナ２世の時代に建造され、壮大なバロッ
ク様式の「冬の宮殿」と隣接した４戸の建物にはダ・ヴィンチ、ラファエル、ティツィアーノ・ヴェチ
ェッリオやアンソニー・ヴァン・タイクなど含む多くの作品が収蔵されています。
モザイク模様の床や装飾の施された階段、彫り込んだ表面に絵が描かれた天井、金色に塗られた家具や
孔雀石などで装飾された宮殿自体が目の眩むような豪華さです。館内の展示室をガイドと共に歩き、博
物館の歴史についての興味深い話に耳を傾けます。美術館内の見学路は博物館の学芸員により決められ
る為、どの作品が見学できるかはその日により異なります。
エルミタージュへ向かう途中では、サンクトペテルブルグの一部、ネヴァ川沿い、イサク聖堂、旧海軍
省、ペドロパブロフスク要塞などを車窓から見学することができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２時間、多くの階段を含む行程
を早足で移動します。エルミタージュ美術館では混雑が予想され、入場まで屋外で並ぶ場合が
あります。エルミタージュでの写真撮影とビデオ撮影の料金はツアーに含まれています。但し
フラッシュ撮影は禁止されています。美術館内の売店でのショッピングの機会は限られていま
す。ロシアの通貨ルーブルとクレジットカードがご利用になれま。長いコートや大型バッグ、
傘や水などのボトルを美術館内に持ち込むことは禁止されています。

エカテリーナ宮殿観光
CATHERINE PALACE
ツアー番号：LED008
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄６５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
ツァールスコエ・セローの町に位置するエカテリーナ宮殿はピョートル大帝の皇后であったエカテリー
ナ１世を称えて命名されました。エリザベートとエカテリーナ２世の統治時代の１８世紀半ばに建立さ
れたこの宮殿の白と金の装飾が施されたバロック様式の正面は長さ約 300 メートルに及び、約６千平方
キロの土地は綺麗に刈り込んだ庭園と公園になっています。
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宮殿の中の種々の部屋を見学し、一部の広大な庭園眺めましょう。異なった色合いの琥珀で飾られた琥
珀の間は必見です。宮殿の外側をぐるりと取り巻くローマやギリシャの英雄の胸像が並ぶ長くクラッシ
ックな雰囲気の回廊は女帝エカテリーナの為に屋根付き回廊として、スコットランドの建築家チャール
ズ・キャメロンの手で設計されたものです。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。宮殿内の見学時間は約５０分で、その他に３０
分庭園も散歩します。クルーズ船からの団体用には時間を早めての入場が手配されていますが、
混雑やいかなる天候でも屋外での行列も予想されます。徒歩観光では約２時間半、階段や砂利
道の移動が含まれます。宮殿内では床を保護する為の靴カバーが供給されますが、その為床は
滑り易くなっていますので歩行にはご注意ください。写真撮影とビデオ撮影代はツアー料金に
含まれています。但しフラッシュ撮影は禁止されています。又、琥珀の間では撮影禁止です。
長いコートや大型バッグ、傘や水などのボトルは宮殿内に持ち込めません。

ペトロパブロフスク要塞とボートクルーズ
PETER & PAUL FORTRESS & BOAT CRUISE
ツアー番号：LED011
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６３～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間３０分
１７２１年以来ペトロパブロフスク要塞は守備駐屯地であり、厳重な警備が敷れた政治犯用の牢獄とし
て使われてきました。入獄者にはピョートル自身の反抗的な息子のアレクセイやゴーリキー、トロツキ
ー、また、レーニンの兄であるアレクサンドルが含まれました。
ピョートル大帝からアレクサンドル３世まで歴代の皇帝と皇后が埋葬されているペトロパブロフスク
寺院を訪れます。寺院の金色の尖塔の上には十字架を抱えた素晴らしい黄金の天使が付いています。こ
の風見はサンクトペテルブルグの象徴の一つとなっています。
ペトロパブロフスク要塞からほど近い埠頭から運河クルーズ船に乗り、のんびりとクルーズに出発です。
ネヴァ川に沿って進みフォンタンカ川入り謎めいた皇帝パウル１世のミハイロフ城までクルーズしま
す。モイカ川をクルーズして血の上の救世主教会の前を通り川沿いの桟橋で船を降ります。クルーズ船
の下階のサロンでロシアの“シャンパン”が振舞われます。
ご案内：このツアーはバス、運河クルーズ船、徒歩での観光となります。水量と天候状況によってクル
ーズの経路が変わります。運河クルーズ船への乗下船には１４段の階段があります。ご自分の
クルーズ船に乗り移る為に他の船舶の上を渡ってゆく場合があります。要塞には階段と石畳み
の舗道があります。要塞の牢獄へは３１段の階段があります。観光地の訪問順序は変わる場合
があります。

ロシア民族舞踊の夕べ
RUSSIAN FOLKLORE EVENING
ツアー番号：LED013
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
ドン川のサンクト・ペテルブルグ・コッサックの団員が華麗な舞踊を披露します。カリンカやカチ
ューシャなどのポピュラーソングの夕べお楽しみ頂けます。ロシアは舞台芸術の活動が広く知られ
ており、民族の伝統と音楽を上演する舞踏団を誇りにしています。
この素晴らしい夕べに伝統の民族衣装も一層の魅力を添えています。休憩時間にロシアのシャンパ
ンが振舞われます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。カジュアルな服装でもお出かけいただけま
す。会場には８０段の階段がありエレベーターはありません。会場は貸しきりではありませ
ん。プログラム内容が変更される場合があります。本文中のツアー内容と実際には異なる可
能性があります
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ピョートル大帝夏の宮殿観光
PETERHOF PALACE
ツアー番号：LED015
ツアー料金：大人＄１１２～ 子供＄７５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約５時間１５分
ピョートル大帝夏の宮殿は皇帝の生活の華麗を見本としたような所です。ピョートル大帝は自ら１２０
０平方キロの庭園の草案を描き、見事なシステムを持つ噴水の設計に至っては細かい指示を出しました。
獅子の口を引き裂くサムソンの黄金の像がある大噴水カスケードは最も有名です。宮殿から下方の庭園
へと下る段々を流れる水は大理石の像に水飛沫を浴びせかけながらほとばしり、人工の運河に流れ入り、
フィンランド湾へと注ぎ込みます。宮殿の内部に入り、豪華な王座の間、肖像画の間、白い食堂、中国
の間などを見学します。お帰りに最も便利な乗り物は宮殿から市の中心まで直行の水中翼船です。３０
分でフィンランド湾を横切り、造船所とペトロフスキースタジアムを通り過ぎます。
ご案内：このツアーはバス、水中翼船、徒歩での観光となります。水中翼船が運航しない場合には宮殿
への往復はバスで移動となります。宮殿内見学の所要時間は約１時間で、そのほか、庭園も散
策します。宮殿内は混雑が予想されやいかなる天候の中行列が予想されます。階段を含めて約
２時間半歩きます。ペテルゴフの噴水は予告無しにメンテナンスの為止められることがありま
す。宮殿内の写真撮影とビデオ撮影は禁止されています。床を保護する為の靴カバーが供給さ
れますが、このカバーで床は滑り易くなりますのでご注意ください。長いコートや大型バッグ、
水などのボトルは宮殿内に持ち込めません。

ヴィンテージ車ヴォルガ乗車体験
VINTAGE VOLGA
ツアー番号：LED018
ツアー料金：大人＄６５０～ 子供＄６５０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間４５分
ソ連共産主義の時代を通じてヴォルガは究極のステータス・シンボルとして見なされてきました。当時
は共産党の最高幹部やセキュリティ幹部でしか使用を許されなかったからです。ヴォルガの製造は１９
５６年から開始されました。
このツアーでは地元のプロのドライバーと英語ガイド同行で、サンクトペテルブルグ市内を一周すると
いう生涯ただ一度の体験をお約束します。勿論名所観光つきで、ロストラ燈台柱が立つヴァシリエフス
キー島やペトロハブロフク要塞、トロイツキー橋、スモーリヌイ聖堂、血の上の救世主教会などの歴史
的に有名な観光地を巡ります。
これは完全に参加者だけの専用車ですので、決められた観光時間内であればご自由に停車、下車をして
いただく事が可能です。
船に戻る前には５つ星ホテルでリラックスしながら“ハイ・ティー”をお楽しみいただきます。
ご案内：このツアーにはヴォルガの貸切り、ガイド、ドライバー、ハイ・ティーが含まれます。１グル
ープで１名の代表者のみの申し込みを受け付けます。１台のヴォルガは２名まで乗車が可能で、
３名をご希望の場合は別料金が必要になります。行程はお好きな様に決められますが、入場料
や追加料金は含まれていません。また時間延長の場合は、延長料金をいただくことになります
ので、ご了承ください。

一般市民の日常生活
HIDDEN SCENES
ツアー番号：LED022
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄５０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間３０分
市内を車窓から観光してからウラジーミル大聖堂を訪れます。１７８９年に完成した大聖堂にはバロッ
クから新古典主義へ変換期の特徴が良く現れています。独立した鐘楼は円熟した新古典主義の優れた作
品で、聖堂の内部には 1808 年アニチコフ宮殿の小聖堂から運ばれた精巧なバロックの聖画壁がありま
す。大聖堂には有名な教会区の信者で罪と罰の作者であるフョードル・ドストエフスキーがいました。
サンクトペテルブルグの地下鉄の工事は１９４０年に始まりましたが、第２次大戦で中断され、１９５
５年に完成しました。エレガントな駅となり、地下鉄は地層の上層部が柔らかい為に地下に深く掘り下
げられています。エスカレーターで地下の駅へ下り、２０分間を地下鉄に乗ってみましょう。近代的な
駅や歴史のある古い駅の両方を見ることができます。
賑やかなクズネクニー生鮮品市場見物は様々な商品を売る地元の人たちの生活振りを知るのには最適
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です。このあと、地元のカフェで軽食をどうぞ。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩行時間は１時間半です。歩き易い滑り止め付
の靴をお勧めします。ウラジーミル大聖堂の中では膝、肩や頭を覆った控えめな服装をしてく
ださい。聖堂の敷地内では厳しく禁煙が定められています。クズネクニー生鮮品市場が閉まっ
ている場合は別の生鮮市場の見学となります。市場ではロシア・ルーブルのみ使用できます。
常にガイドのそばを離れないようにご注意ください。地下鉄駅には９７段の階段と急勾配のエ
レベーターがあります。訪問順序は変わる場合があります。

エカテリーナ宮殿とピョートル大帝夏の宮殿観光
THE PALACES OF CATHERINE & PETERHOF
ツアー番号：LED028
ツアー料金：大人＄２１４～ 子供＄１３６～（３～１２歳）
所 要 時 間：約９時間１５分
エカテリーナ宮殿はピョートル大帝の皇后であったエカテリーナ１世を称えて命名されました。白と金
の装飾の施されたバロックの正面は長さ約３００メートルに及び、広大な土地は綺麗に刈り込んだ庭園
になっています。宮殿の種々の豪華な部屋を見学し、庭園の一部も覗いてみましょう。ハイライトのひ
とつは各種色合いの違う琥珀で飾られた琥珀の間です。女帝エカテリーナの散策の為にしつらえらえた
屋根付きの回廊にはローマとギリシャの英雄達の胸像が並んでいます。
ピョートル大帝夏の宮殿はロシアの支配階級の華やかさや誇示、贅沢を表しています。黄金で飾られた
黄色と白の外観の華麗さには度胆を抜かれます。ピュートル大帝はベルサイユ宮殿をモデルに自ら１２
００平方キロの庭園の草案を描き、見事なシステムを持つ噴水の設計に至っては細かい指示を出しまし
た。獅子の口を引き裂くサムソンの金の像がある大噴水カスケードは最も有名です。宮殿の敷地を散策
した後は、豪華な王座の間、肖像画の間、白の堂などを見学します。
昼食は市内の一流レストランでお楽しみいただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩での観光は約６時間となります。各宮殿内
の見学時間は１時間程で、その他に庭園も散歩します。宮殿見物は人気がありますので、混雑
と行列が予想され、いかなる天候でも屋外で並ぶ場合もあります。床を保護する為の靴カバー
が供給されますが、このカバーで床は滑り易くなっていますのでご注意ください。写真撮影と
ビデオ代はツアー料金に含まれています。フラッシュ付きの撮影はエカテリーナ宮殿内では禁
止、又、琥珀の間では撮影禁止です。長いコートや大型バッグ、傘や水などのボトルは宮殿内
に持ち込めません。

エルミタージュと黄金の間
THE HERMITAGE & GOLD ROOM
ツアー番号：LED029
ツアー料金：大人＄１２２～ 子供＄８０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間３０分
かつての皇帝の冬の宮殿と隣接する４つの建物には世界でも有数な美術品の蒐集が見られます。このツ
アーではダ・ヴィンチやラファエル・レンブラントやアンソニー・ヴァン・タイクや著名な画家の絵画
などを含む２００万点以上といわれる展示室の一部の部屋を巡ります。見学ルートはエルミタージュの
学芸員によってきめられていますので、希望する美術品が見られるとは限らないことをご了承ください。
エルミタージュの黄金の間には古代ギリシャや古代スキタイの皇帝の為に創造された驚異的な宝石の
数々や古遺物と、１８世紀から１９世紀の素晴らしい嗅ぎタバコ入れなどが展示されています。
エルミタージュへ向かう途中でネヴァ川沿い、聖イサク聖堂、旧海軍省、ペトロハブルスク要塞など、
街の一部を車窓から見学します。
ご案内：このツアーには約３時間、多くの階段を含む急ぎ足での徒歩観光の行程があります。観光の繁
忙期にはエルミタージュは大変に混雑するため、いかなる天候時でも屋外で並んでいただく場
合があります。写真撮影料とビデオ料はツアー料金に含まれていますがフラッシュ撮影は禁止
されています。黄金の間での写真とビデオ撮影は禁止されています。美術館内の売店でのお買
い物をする機会は限られています。現地通貨のルーブルとクレジットカードをご利用になれま
す。長いコート、大型バッグ、傘や水のボトルなどは美術館内に持ち込めません。
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運河クルーズとユスポフ宮殿
BOAT CRUISE & YUSUPOV PALACE
ツアー番号：LED030
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄５１～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間３０分
サンクトペテルブルグの運河や水路のクルーズは市内観光の目玉です。素晴らしい名所を眺めながらネ
ヴァ川、フォンタカ川、モイカ川に沿ってクルーズします。クルーズ中、ロシアのシャンパンが振舞れ
ます。
裕福なユスポフ家が所有するユスポフ宮殿は農夫であり神秘主義者のラスプーチンが殺害された、ぞっ
とするような歴史を秘めている場所です。謎に包まれた殺害の状況は伝説になっています。列柱の並ぶ
黄色の建物は１８３０年に裕福な貴族のユスポフ家が蒐集した絵画を貯蔵する為に購入しました。ユス
ポフの蒐集したユニークな絵画と教養の高いユスポフ家族の存在は多くの高貴な人やロシアの芸術を
代表する人たちの興味をこの宮殿に惹き付けました。悪名高いラスプーチンに関する展示がある地下室
も見学します。
ご案内：このツアーはバスと運河クルーズ船と徒歩での観光となります。運河クルーズのルートは水量
と天候状況によって変更されます。クルーズ船の乗り降りには階段があります。ご自分のボー
トに乗り移る為に他のボートの上を渡る場合もあります。宮殿内には沢山の階段がありますし、
地下室には狭く、急な階段があります。歩き易く、滑らない靴をお勧めします。ユスポフ宮殿
内で雨天には床を保護する為に靴カバーをお履き頂きます。混雑が予想され屋外で並ぶ場合が
ある事をご了承ください。

絵の様なサンクトペテルブルグ
PICTURESQUE ST. PETERSBURG
ツアー番号：LED035
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄６９～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間３０分
このツアーは一生忘れられない思い出を残すツアーでその中のひとつが宮殿広場です。市内で最も有名
な観光地を訪問する前にここでの撮影時間をお楽しみください。
信じられない程カラフルな教会は復活教会ですが、一般的に血の上の救世主教会として知られています。
この教会はモスクワのワシリー寺院を模したものです。様々な形状を持つ見事な玉ねぎ型ドーム、ビラ
ミッド形の屋根を持つ中央タワー、緻密な装飾が施された数々のアーチや柱などが必見です。この教会
はアレクサンドル２世が暗殺された場所に、建築家アルフレッド・パーランドの手によって１８８３年
から１９０７年の間に建てられ、ロシア芸術の神髄を永久に世界に知らしめる事を目的としていました。
運河クルーズ船に乗り込む前には短時間ショッピングの時間を設けています。運河クルーズはゆったり
ペースでネヴァ川を航行し、数々の市内名所、ミハエル宮殿、壮大なエルミタージュ建物群、ワシリー
島、旧海軍省造船所、トロイツキー橋などを見て回ります。
ご案内：このツアーでは約１時間１５分の徒歩観光があり、クルーズ船の乗下船時に１５段の階段があ
ります。お買い物には地元通貨ルーブルが使えますが、地元土産品店では US ドルとユーロも
非公式に受け入れます。観光地の訪問順序は変わる場合があります。運河クルーズは水量や天
候によりルートの変更もあり得ます。またご自分の船に乗り移る為に他の船の上を渡る場合も
あります。

アレキサンドリンスキー劇場でのバレー観賞
EVENING AT THE ALEXANDRINSKY
ツアー番号：LED036
ツアー料金：大人＄１３２～ 子供１００～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間４５分
アレキサンドリンスキー劇場はロシア古典主義の中でも際立つ建物です。この劇場はオストロフスキー
広場にある建物群の一部をなすもので、中央のファサードはネフスキー大通りに面しています。優雅な
ファサードには６本の白い柱があり、屋上はピメノフの手になる青銅のアポロ騎馬像が飾られています。
この豪華で伝統的なロシアの劇場ではチャイコフスキーの有名な白鳥の湖の夜公演をお楽しみくださ
い。
休憩時間にロシアの“シャンパン”またはジュース、ミネラルウォーターのもてなしがあります。
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ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。劇場は貸しきりではありません。座席は事前に
指定できず、行きのバスの中で座席番号付のチケットが手渡されます。上演中に写真とビデオ
撮影は禁じられています。カジュアルな服装でもお出かけ頂けます。バスから劇場内までは１
０分歩いていただきます。劇場内のご自分の座席まではそれぞれ割り当てられた階により数段
の階段があります。エレベーターもありますが人数が限られているので並ぶ場合があります。

サンクトペテルブルグ徒歩観光
ST.PETERSBURG ON FOOT
ツアー番号：LED048
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄５０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
バスで数々の歴史的事件が起こった宮殿広場に向かい、ここからウォーキングツアーが始まります。
ガイド同行でネヴァ川に並行して連なり、旧王立海軍省のファサードの南側と西側に沿って広がるアレ
クサンドロフスキー庭園を散策します。この英国風庭園は、世界中から５２種類の樹木を取り寄せてこ
の地に移植したロシアのアレクサンドル２世にちなんで名付けられました。その中心に据えられている
のがピョートル大帝の青銅の騎士像です。
公園の中を通り西に向かうと現在はロシア憲法裁判所の本部となっている元老院と宗務院の威容が見
えてきます。元老院広場に到着すると中央に素晴らしい黄金の丸屋根が輝くイサク大聖堂に圧倒されま
す。教会のデザインは一般的で、丸屋根はのちにアメリカの首都ワシントンＤＣにある国会議事堂を模
したものと言われています。
その後はバスに戻り僅かな移動でネフスキー大通りとロシア正教の本拠地であるカザン大聖堂に向か
います。続いてエカテリーナ運河から有名な血の上の救世主教会を見て回ります。
地元のお土産物でお飲物などいただきながら一息を入れ、買い物をする機会など楽しんだ後、ペトロパ
ブロフク要塞や海軍省博物館のそばを通って帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は主として舗装された平坦な地面を約
２時半歩くものです。歩き易い靴をお勧めします。雨天でもツアーは催行されます。お土産物
屋では米ドル、ユーロ、クレジットカードがご利用いただけます。

エカテリーナ宮殿と琥珀工房
CATHERINE PALACE & AMBER WORKSHOP
ツアー番号：LED052
ツアー料金：大人＄１０８～ 子供＄９５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約５時間
バスの背にもたれてリラックスしながら喧騒の都市サンクトペテルブルグの市街を抜け、ツァールスコ
エ・セローに向かいます。
到着後は精緻なバロック様式で３００メートルのファサードがあり、白と黄金の装飾で飾られたエカテ
リーナ宮殿を訪問します。ガイド同行で宮殿内の豪華な部屋の数々を見て回ります。宮殿訪問のハイラ
イトのひとつの琥珀の間の様々な色合いの琥珀が貼られた壁は必見です。
その後宮殿の数か所の別館のひとつにある琥珀工房を訪問します。この工房は琥珀の間の修復の為に設
立されました。昔ながらの技術を用いた熟練の琥珀職人たちの手でひとつひとつの宝石が形づくられて
ゆき、琥珀の間に昔ながらの栄華を取り戻すべく日々の作業が進められています。この伝統的な技術を
用いた宝石製作の様子を目の前で鑑賞し、ツアーの最後には自然石である琥珀の欠片が記念として手渡
されます。この欠片は元々琥珀の間の装飾に使用される様に集められたものですが、結局壁の模様と合
致しなかった為に取りのけられていたものです。
非常にユニークなツアーですので、お早目のご予約をお勧めします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。宮殿観光では混雑が予想され、入場までいかな
る天候でも屋外で並ぶ場合もあります。階段や砂利道の舗道を約２時間３０分程歩きます。床
を保護する為の靴カバーが供給されますが、このカバーで床は滑り易くなっていますのでご注
意ください。写真撮影とビデオ代はツアー料金に含まれています。フラッシュ付きの撮影はエ
カテリーナ宮殿内又、琥珀の間では撮影禁止です。長いコートや大型バッグ、傘や水などのボ
トルは宮殿内に持ち込めません。
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サンクトペテルブルグの秘宝
HIDDEN GEMS
ツアー番号：LED063
ツアー料金：大人＄１００～ 子供＄９０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間４５分
サンクトペテルブルグはロシアの中でも素晴らしい建築物が溢れていることで有名ですが、まだ人目の
つかない隠れた名所が多く存在するのも事実です。市街をめぐる景観ドライブで目をこらし新たな発見
してみましょう。
エラーギン宮殿はあまりなじみのない宮殿ですが、ここはアレクサンドル一世の母親である皇太后マリ
ア・フョードブロブナが住んでいた宮殿です。設計は青年時代のカルロ・ロッシの手によるもので、ロ
ッシはその後サンクトペテルブルグの新古典主義建築の大部分を手掛けて有名になりました。この宮殿
にはどこか親しみがあり、居心地の良い雰囲気があり、様々な展示のある一階の部屋はどこでも自由に
見て回ることが出来ます。ガイド同行で皇后の衣裳部屋、精緻に彩色された陶磁器の書斎、絹のダマス
ク織りで飾られた青の貴賓室を見て回ります。またのどかな敷地内でしばしば白鳥やガチョウやアヒル
などが泳ぐ光景が見られる池の周りを散策する自由時間もあります。
宮殿の裏側をつたってゆくと、オランジェリーの館の中にあるガラス博物館が見つかります。小規模な
がら魅力的な博物館は２つの部門に分かれ、貴重なガラス工芸品の展示と、近代的手法をつかったモダ
ンな食器や装飾品の対比を見ることができます。
このツアーは静かで落ち着いた雰囲気の中で進められますので、のんびりとお出かけしたい方にお勧め
します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は主として平坦な地面を約１時半歩く
ものです。宮殿内の洗面所へは約２０段の階段があり、テラスへは１６段の階段があります。
宮殿内の敷地でスナックやお土産をお買い求めできますが、ロシア・ルーブルのみの支払いと
なりますのでご注意ください。

サンクトペテルブルグ自由探訪
ST.PETERBURG EXPLORER
ツアー番号：LED065
ツアー料金：大人＄７０ 子供＄３５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約７時間４５分
バスの背にもたれてリラックスしながら聖イサク広場までの道中美しいサンクトペテルブルグを車窓
から見学します。車中では終日観光の計画を立てる為の地図が配られます。聖イサク広場に到着後は聖
イサク聖堂(外部見学のみ)、街を象徴する青銅の騎士像、ネヴァ川の美しいパノラマを含む周囲の観光
名所の写真撮影をお楽しみください。そしてガイドを共にマルスの広場まで歩きます。ここでは約１時
間３０分の自由時間があります。かつては皇帝親衛隊の行進路であったこの広場は、現在は市民公園と
なっていて、ライラックの木に縁どられた美しく手入れのされた庭園が広がっています。マルスの広場
から短時間歩くと人工の島で１７０４年から市民公園として親しまれていた夏の庭園に到着します。ま
た徒歩圏内にあるサンクトペテルブルグ最大の名所である血の上の救世主教会も見学することもでき
ます。
最終訪問地は市の中心にあるネフスキー大通りです。ここではガイドから様々な提案を聞きながら、各
自で約３時間ご自由に名所巡りをしていただきます。お勧めは有名な食料品店エリセーエフスキー見学
でここでは食品そのものより芸術作品の様な陳列方法に驚かされます。その後ネヴァ川に向かって各自
で運河クルーズをお楽しみいただくか、大通りに沿って散策し、地元の店やカフェに立ち寄って日常を
楽しんでいるサンクトペテルブルグ市民の様子を観察してみるのもいいでしょう。
さらに探訪を楽しむ為に、名所の全ての説明が録音されたインタラックティブ・オーディオペンを予約
されてはいかがでしょうか？
ご案内：このツアーには入場料や食事、お飲物は含まれていません。全ての質問や疑問に答える為、終
日ガイドが控えています。このツアーは約６時間各自で散策していただくものです。またロシ
アの公衆トイレは有料で、現地通貨ルーブルのみ使用できます（米１ドル相当をお支払くださ
い）
。
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サンクトペテルブルグ

2 日間観光 （昼食 2 回付）

SIMPLY ST.PETERSBURG
ツアー番号：LED067
ツアー料金：大人＄３３０～ 子供＄２４９～（３～１２歳）
所 要 時 間：２日間
このツアーはよりリラックスしたペースで行われる２日間の周遊ツアーで、各名所をより身近にご覧い
ただくものです。ゆったりと休憩を取り入れながら、必見の名所を組み込みました。エルミタージュ美
術館とエカテリーナ宮殿では開館時間の前の優先入場の特典があり、混雑を避けての入場をすることが
でき、ピョートル大帝の夏の離宮ぺテルゴフの大噴水と庭園まで水中翼船で向かい、地上からとは異な
る角度から街の景色をお楽しみいただけます。市内観光中では地元のレストランでの昼食をお取りいた
だき、プーシキン観光ではより自由に観光が出来る様にボックスランチが用意されます。
サンクトぺテルブルグでは、エカテリーナ宮殿と有名な「琥珀の間」、血の上の救世主教会、エルミタ
ージュ美術館、ペトロハブロフスク要塞などが観光名所の内部観光を予定しています。また数多くの違
った顔を持つこの都市を違う視点から見学する為のリバークルーズに乗船する前に、装飾が豪華なメト
ロ駅に降りて地下鉄の乗車体験もお楽しみいただけます。
参考となる観光行程は以下の通りです。
第一日
・エカテリーナ宮殿と庭園見学
・ボックスランチを頂く自由時間
・ピョートル大帝夏の宮殿の下の公演と上の庭園
・市内への帰路での水中翼船での景観観光
・ペトロハブロフスク要塞とバスでの市内見学
第二日
・市内ドライブと地元のファーマーズマーケット見学
・エルミタージュ美術館見学
・地元のレストランでリラックスしながらの昼食
・装飾の施された地下鉄の乗車体験と血の上の救世主教会見学
・リバークルーズ船に乗り市中にめぐらされた運河と川の観光
ご案内：このツアーはミニバス、バス、地下鉄、クルーズ船、徒歩での観光となります。１つのツアー
グループはガイド１名につき１６名までとなっています。全ての訪問地での入場料金、写真撮
影とビデオ撮影の料金が含まれています。曜日によっては観光地の訪問順序が変更になる場合
があります。第一日目に観光を終えて船に戻る時間は午後５時半を予定していますので、夕刻
のツアーにもご参加いただけます。歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。館内には長いコ
ートや大型バッグ、傘や水などのボトルは持ち込めません。クレジットカードがご利用いただ
け、まだ US ドルとユーロも非公式に使えます。ボートの行程は水量と天候状況によって変更
される場合があります。

サンクトペテルブルグ魅惑の２日間 （昼食 2 回付）
SPLENDOUR OF ST. PETERSBURG
ツアー番号：LED068
ツアー料金：大人＄３８０～ 子供＄２８９～（３～１２歳）
所 要 時 間：２日間
ミニバスでのツアーは１６名以内での移動となっていますので、サンクトぺテルブルグの観光を余すと
ころなくお楽しみいただけることと思います。エルミタージュ美術館とエカテリーナ宮殿では開館前の
優先入場が手配されていますので、他の団体に先駆けて観光を楽しむことが出来ますし、ピョートル大
帝夏の宮殿大噴水と公園へは水中翼船で移動するので市内の交通大渋滞を避けることができます。市内
を観光中には地元のレストランで昼食をお取りいただき、プーシキン観光ではより自由に観光が出来る
様に昼食はランチボックスが手渡されます。
サンクト・ぺテルブルグでは、数か所の観光名所の内部観光を予定しており、カテリーナ宮殿と有名な
「琥珀の間」
、血の上の救世主教会、エルミタージュ美術館、ペトロハブロフスク要塞、ユスポプ宮殿、
イサク聖堂などが含まれています。装飾が豪華なメトロ駅に降りて地下鉄の乗車体験もお楽しみいただ
た後は、色々な顔を持つこの街を運河クルーズの上からご覧ください。
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参考となる観光行程は以下の通りです。
第一日
・エカテリーナ宮殿と庭園見学
・ピョートル大帝夏の宮殿 自由時間での庭園散策とランチボックス
・印象的な下の噴水公園と上の庭園
・水中翼船でゆったりと市内への移動
・ペトロハブロフスク要塞、血の上の救世主教会、イサク聖堂見学
第二日
・地元のファーマーズマーケットと自由時間でのショッピング
・エルミタージュ美術館見学
・地元のレストランでの昼食と休憩タイム
・ユスポフ宮殿観光とラスプーチンの数奇な人生
・運河ボートに乗り異なる角度からの市内観光
ご案内：このツアーはミニバス、バス、地下鉄、クルーズ船、徒歩での観光となります。全ての訪問地
での入場料金、写真撮影とビデオ撮影の料金が含まれています。曜日によっては観光地の訪問
順序が変更になる場合があります。第一日目船に戻るのは午後５時半を予定していますので、
夜のツアーにもご参加することができます。歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。館内に
は長いコートや大型バッグ、傘や水などのボトルは持ち込めません。クレジットカードがご利
用は頂けます。US ドルとユーロも非公式に使用できます。ボートの行程は水量と天候状況に
よって変更される場合があります。

サンクトペテルブルグ 2 日間完全制覇 （昼食 2 回付）
COMPLETE ST. PETERSBURG
ツアー番号：LED069
ツアー料金：大人＄４３０～ 子供＄２９９～（３～１２歳）
所 要 時 間：２日間
ピョートル大帝夏の宮殿はベルサイユ宮殿に対抗して建てられた宮殿で、フィンランド湾を見下ろす丘
にあります。ピョートル大帝自ら３００エーカーの庭園の草案を描き、見事なシステムを持つ噴水の設
計に至っては細かい指示を出しました。獅子の口を引き裂くサムソンの黄金の像がある大噴水は最も有
名です。宮殿から下方の庭園と下りる階段を流れる水は大理石の像に水飛沫を浴びせかけながらほとば
しり、人工の運河に流れ入り、フィンランド湾へと注ぎ込みます。庭園を散策したあと、宮殿内の豪華
な王座の間、肖像画の間、白い食堂を見学します。
パリにはルーブルがあるように、サンクトペテルブルグにはエルミタージュがあるのです。かつて皇帝
や皇后の住まいであった宮殿は現在では世界有数の美術館になっています。エルミタージュには膨大な
芸術品が所蔵されており、その全てを見るのには一生かかることでしょう。エリザベートと女帝エカテ
リーナの時代に建てられたバロック建築の荘厳な“冬の宮殿”と隣接した４つ建物にはダ・ヴィンチ、
ラファエル、ティツィアーノやレンブラントなどの作品が所蔵されています。美術品だけではなく、モ
ザイク模様の床や装飾の施された階段、彫刻と絵が描かれた天井、金箔の家具や孔雀石、瑠璃石、壁玉
などの装飾が施された宮殿自体が豪華で目の眩むようです。ガイドと共に展示室を見て回りながら美術
館の歴史や美術、建築について説明を聴きましょう。（エルミタージュ博物館内の見学路は博物館の学
芸員により決められるため、このツアー中どの作品が見学できるかは保証できません）。
ロシアでも裕福な一族の一つユスポフ家が所有するユスポフ宮殿を訪れます。１７６０年に建設された
この宮殿をユスポフ家は蒐集した絵画を収納する為に１８３０年に購入しました。ユスポフの蒐集した
ユニークな絵画と教養のあるユスポフ家に興味を惹きつけ、宮殿には数多くのロシア文化を代表する
人々が訪れました。宮殿はラスプーチンが皇帝ニコライ２世に悪影響を与えることにフェリックス・ユ
ソは危惧し、悪名高いラスプーチンの殺害場所が起きた場所でもあります。
もともとスウェーデンの攻撃から街を守る為にペトロパブロフスク要塞と教会は建造されましたが、ロ
シアの「ロンドン塔」となり、ピョートル大帝自身の息子を含む政治犯の収容所となりました。町でも
一番背の高い建物の一つ教会を訪れます。
その後クルーズ船に乗り、ネヴァ川の北側をクルーズし、フォンタンカ川に入ります。その後、最も謎
めいた皇帝パオロ一世の居城でのミハエラ城へ。引き続きモイカ川へとクルーズし、「血の上の救世主
教会」の前を通過し、ロシアの“シャンパン”いただきながら冬の運河へと向かいます。
両日とも市内の一流レストランでの昼食が含まれています。
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２日間のサンクト・ペテルブルグ・ツアーではピョートル大帝夏の宮殿へ向かう途中、郊外の住宅街を
走行します。
ご案内：このツアーはミニバス、クルーズ船及び徒歩での観光となります。１グループの人数は１６名
までとなっています。ツアー案内に記載されている観光場所は２日間に振り分けて行われます。
交通や訪問先の混雑具合によってはツアー順序が変更されることがあります。第一日目のツア
ーは午後５時半ごろに船に戻る予定ですので、ご希望の場合は夜のツアーもご参加いただけま
す。写真撮影やビデオ撮影料はツアー料金に含まれていますが室内のフラッシュ撮影が禁じら
れている場所もありますのでご注意ください。ペテルゴフ宮殿内では写真、ビデオ撮影は禁じ
られています。宮殿内やエルミタージュ美術館は混雑しますので、入場までいかなる天気でも
屋外で並ぶ場合もあります。ツアー中は多くの階段と砂利道をかなり長い間歩く行程が含まれ
ます。歩き易く、滑り止め付の靴をお勧めします。ペテルゴフの噴水は予告なくメンテナンス
が行われる場合があります。宮殿では靴のカバーをつけていただきますが、滑りやすいのでご
注意ください。ユスポフ宮殿では雨天時に床を保護する為の特別靴カバーを付けていただきま
す。靴カバーは宮殿の入り口に用意してあります。館内は長いコートや大型バッグ、傘や水の
ボトルなどが持ち込めません。お買い物の時間は僅かしかありません。クレジットカードが利
用いただけますが、US ドルとユーロも非公式にご利用いただけます。クルーズ船の行程は水
量と天候状況によって決定します。ご自分の船に乗る為に他のボートの上を通らなければなら
ないこともあります。このツアーの予約はエリザベス号出航日の７日前に締め切られます。

サンクトペテルブルグ入門２日間ツアー(昼食２回付き)
ST.PETERBURG INTRODUCTORY PACKAGE
ツアー番号：LED071
ツアー料金：大人＄３２５～ 子供＄１９９～（３～１２歳）
所 要 時 間：２日間
はじめてサンクトペテルブルグを訪れる方は、どうやってこのバルト海の真珠といわれる素晴らしい都
市の名所の全てを観光したらいいのかお迷いになることでしょう。このパッケージは１日目にサンクト
ぺテルブルグの広範囲の景観観光と夜のエンターテインメントとしてロシア民族舞踊ショーが組み込
まれ、２日目には終日エカテリーナ宮殿とピョートル宮殿観光で構成されます。
サンクトペテルブルグ・パノラマ観光は約３時間４５分です。２日間かけての探訪の旅の始まりは素晴
らしい美しい景観を車窓より堪能し、イサク聖堂、エルミタージュ、宮殿広場、血の上の救世主教会な
どの名所見学が含まれます。色鮮やかな宮殿や装飾の施された教会をお写真に収めましょう。地元の工
芸店でお土産を探し、有名なマトリョーシュカ人形やファベルジュ・エッグのレプリカなどをご自宅へ
お土産にお持ち帰るのもよいでしょう。
ロシア民族舞踊ショーは４時間で、ロシアの伝統衣装を身に着けた出演者による見事に振り付けらえた
舞踊や、浮き浮きさせてくれる音楽などをお楽しみいただきます。休憩時間にはロシアのシャンパンを
味わっていただけます。
２日目のエカテリーナ宮殿とピョートル宮殿の観光は合計で約９時間１５分。サンクトペテルブルグを
離れ、豪華で気品があり、贅沢に満ち溢れた１日を、ロシア皇帝の夏の離宮であった華麗な宮殿と庭園
を見て回ります。昼食は地元の一流レストランでグラスのロシアのシャンパンと共にお楽しみいただき
ます。
それぞれの観光の詳細や個人周遊ツアーは、ボヤージ・パーソナライザーをご参照ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このパッケージはクルーズ前に事前にお申込
みください。パッケージの中で使用されない箇所の払い戻しは出来かねます。ご自分のグル
ープに最適なものかどうかを確認する為に予めボヤージ・パーソナライザーをご確認くださ
い。

ロシア皇帝たちと暗殺事件
EMPERORS & ASSASSINATIONS
ツアー番号：LED073
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄６０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
サンクトペテルブルグの徒歩観光では、街に巡らされた運河や優雅な橋を渡り夏の庭園へとご案内しま
す。人工の島の上にあるこの庭園は１７０４年までその歴史が遡り、ピョートル大帝によって設計され
たものです。サンクトペテルブルグで最もロマンチックで気分が高揚する場所を心行くまで散策してみ
ましょう。
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ミハイロフスキー宮殿は、冬の宮殿よりも安全な宮殿をと、偏執症とも言われたパーヴェル一世の設計
により建設された赤レンガの建物です。しかし皮肉にもパーヴェル一世がここに住むことが出来たのは
わずか４１日間で、皇帝は自分の寝室で暗殺されてしまったのです。敷地内やミハイロフスキー公園内
を通ると、玉ねぎ型のドームが特徴の血の上の救世主教会に到着します。アレクサンドル二世が暗殺さ
れた正にその場所に建てられた教会内部を見学ください。
更に徒歩観光は続き、文化の中心である芸術広場へ向かいます。この広場には素晴らしい博物館、劇場、
コンサート・ホールが並んでいますが、これらは全て新古典主義建築で有名なイタリア人建築家カル
ロ・ロッシの手になるものです。自由時間を設けますので写真撮影や、近くのギフトショップでのお土
産品ショッピングなど思い思いの時をお過ごしいただき、船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では平坦な舗道を約２時間半歩きま
す。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。このツアーは雨天でも催行されます。

インタラクティブ・オーディオペン
INTERACTIVE AUDIOPEN®
ツアー番号：LED074
ツアー料金：大人＄２０～ 子供＄
所 要 時 間：約７時間４５分

Ｎ/Ａ

画期的なインタラクティブ・オーディオペン® を片手に、魂を奪われる程魅力的な市内の歴史的名所の
自由観光をお楽しみください。オーディオペンとインタラクティブ・マップがセットになっているこの
ＩＴ器具では、すでに必要な情報の全てが録音されている地図の行きたい場所のアイコンをチェックす
ればその名所にまつわる史実や伝統などを音声で聞くことができます。そのため参加者がご自由に観光
プランを組み立てることが可能で、興味のある場所だけを選択して回ることができます。このオーディ
オペンは「サンクトペテルブルグ自由探訪ツアー」に欠かせないアイテムで、ひとり歩きにもカップル
での自由観光にも最適な道具となっています。
ご案内：このオーティオペンは｛サンクトぺテルプルグ・自由探訪ツアー｝をお申込みの方だけに提供
されるものです。返却されなかった場合や返却時に破損が発見された場合は６０ポンドの追徴
金が船内会計に加算されます。１本のオーディオペンは２名まで共同で使用可能です。３名以
上のグループではそれぞれ必要数のオーディオペンをお買い求め下さい。

エルミタージュ

ゆっくり観光

THE HERMITAGE AT A SLOWER PACE
ツアー番号：LED075
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄７０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間４５分
サンクトペテルブルグの市街を抜ける観光ドライブでは、ネヴァ川沿い、イサク聖堂、旧海軍省、ペト
ロハブロフスク要塞などを車窓から見学します。エルミタージュ美術館は１０００以上の展示室を持ち
３百万以上の収蔵品を誇る世界有数の美術館で、ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ティツィアーノ・ヴェチ
ェッリオ、レンブラントなどの傑作が所狭しと展示されています。
美術館に到着したらガイドと共に正面玄関から入り２階まで階段を上ってゆきます。そこからゆっくり
したペースで美術館の歴史、芸術と建築にまつわる興味深い説明に耳を傾けながらのツアーがはじまり
ます。エルミタージュ美術館の見学ルートは美術館の学芸員によって決められていますので、必ずしも
希望する美術品を見られる保証はありません。
見学が始まり４５分を過ぎた所で小休止となり、更にガイド付きツアーをご希望の方はそのまま見学を
お続けになるか、又は約５０分の自由時間をご自分のペースでゆっくりと美術館を見て回るかのどちら
かを選ぶことができます。それぞれの見学終了後は再びガイドと合流し、バスでの帰路につきます。
ご案内：このツアーは通常の美術館ツアー（ＬＥＤ００４）の様に２時間連続して歩き続ける事が出来
ない方の為に特別に企画されたものです。ガイドはゆっくりとしたペースでの移動を心掛けて
いる為、結果として美術館の限られたエリアのみの見学となります。美術館の２階を見学する
ため、階段を上る必要があります。美術館はかなりの混雑が予想され、雨天の場合でも入場ま
で屋外で並ぶ場合もあります。写真撮影とビデオ撮影の料金はツアーに含まれていますが、フ
ラッシュ撮影は禁止されています。美術館内ギフトショップでのお買い物の時間は限られてい
ます。現地通貨のロシア・ルーブルとクレジットカードが使用できます。長いコート、大型の
バッグ、傘と水などのボトルは美術館内に持ち込めません。
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素晴らしいファベルジェ
FABULOUS FABERGE
ツアー番号：LED076
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄４５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
帝都サンクトペテルブルグの名所をバスでゆったり楽しみながら、見事に修復されたシュバロフ宮殿に
向かいます。フォンタンカ川岸にたたずむネオクラシック様式の建物はサンクトペテルブルグでも美し
いと称される宮殿の一つです。宮殿の中心にはカール・ファベルジェの世界最大級のコレクションがあ
り、有名なインペリアル・イースターエッグが 9 つ含まれます。
ファベルジェとインペリアル・イースターエッグの物語はロマノフ朝最後の皇帝ニコライ 2 世と皇后ア
アレキサンドラの人生と愛が絡み合っています。エッグは皇帝と皇后の個人的な贈り物で、悲劇の物語
に導くロマノフ王朝の最後までシリーズが計画されました。皇族の為に製作された 50 個のエッグの内
42 個が現存しています。
宮殿内の見事に修復された部屋の壁には素晴らしい美術品がかけられており、有名なロシアの宝石職人
や銀細工師などの作品を含む見事なファベルジェのコンテンポラリーな作品が展示されています。そし
てプーシキンアートギャラリーのお店に立ち寄り、自由時間を設けますのでお土産物や装飾の施された
ファベルジェ・エッグのレプリカをお買い求めいただけます。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。このツアーには多くの階段を含み適度なペ
ースでの徒歩による観光が約 1 時間半含まれます。宮殿内では写真撮影が禁止されています。
クレジットカードがご利用いただけます。長いコート、大型バック、傘、ボトルなど宮殿内に
は持ち込めません。

キール
KIEL
キールひと覗き
KIEL AT A GLANCE
ツアー番号：KEL001
ツアー料金：大人＄４０～
所 要 時 間：約２時間

子供＄２５～（３～１２歳）

ガイド同行で、旧市街と非公式に市の中心とみなされているキール・フィヨルド遊歩道をドライブしま
す。道中１９５１年にドイツ最初の歩行者天国となった通りで、現在は最も人気のあるショッピング街
のひとつとなったホルステン通りを車窓から見学します。
キール運河の入口で撮影タイムを設けます。バルト海から北海を結び、キールからブルンスビュッテル
まで全長約１００キロの長さがある世界一混雑する人工の水路の水深を調節する放水路を見学します。
更に足を進めると第二次世界大戦中に７５０人の人命を守ったといわれるキール全体で１２０か所あ
るといわれたＴ７５０型コンクリート製の防空壕フラウンデルブンカーを見学します。この防空壕は終
戦後に使用されるのを防ぐために一部が連合軍の爆撃で破壊されました。キールの海事の伝統や海洋研
究に力を入れ、大勢の有名な科学者を産みだした世界的に有名な大学を遠くから眺めます。特にこの大
学で学んだ物理学者で量子論の父といわれるマックス・プランクやハインリッヒ・ヘルツといった物理
学者は、新世代の若者たちに新たな道を切り開いてきました。
東の田園地帯へ向かい、フィヨルドを縁どる小さな村を訪ねて目の覚める様なフィヨルドの光景を楽し
みながら帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりますが、歩く場所はほとんどありません。
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海洋王国と海軍の伝統
MIGHTY MARITIME & NAVAL HERITAGE
ツアー番号：KEL002
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
バスでのパノラマ観光で、世界一混雑する人工の水路＝キール運河の水門を通ります。道路沿いでは第
二次世界大戦中に７５０人の人命を守ったと言われるＴ７５０型防空壕フラウルンデルブンカーを見
学します。
引き続きゆったりと景観を楽しみながらラボーに向かいドイツ海軍記念館を訪問します。この記念館は
１９２７から１９３６に渡って、海難事故で命を失った人々を慰霊する為に建てられました。ここでは
自由時間を設けますので、館内を自由に見学したり、足をのばしてキール・フィヨルドの絶景が見渡せ
る展望ポイントまで行ってみたりするのもよいでしょう。半地下にある記念ホールは記念館の中心とな
る慰霊ホールとなっていますが花輪や花束が飾られ、ほの暗い照明と独特の音響が鎮魂の雰囲気をかも
しだしています。ガイド同行で歴史館を訪れ、ぼう大な数の海図や船の模型の展示からドイツの航海と
海軍の歴史を学びます。
その後短時間歩き、実物そのものが博物館となっているＵ９９５潜水艦を見学します。この潜水艦はＶ
１１．Ｃ型で、第二次世界大戦で最も多く使用されたものです。潜水艦の内部に入り、ここで戦った人々
がいかに息詰まる様な状況であったか体感してみましょう。この潜水艦は１９８１年に「Ｕボート」と
いう映画が公開されたことで世界的に有名になりました。この映画はウォルフガング・ペーターゼン監
督の手で、ドイツ映画史上最大の製作費である千５百万ユーロをかけて製作されたものです。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は約１時間半で所により階段の上り下
りがあります。狭い潜水艦内部の見学が含まれますので閉所恐怖症がある方にはお勧めできま
せん。ヒールの無い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。

古城訪問と遊覧船クルーズ(昼食付き)
CASTLES & BOAT CRUISE
ツアー番号：KEL003
ツアー料金：大人＄９５～
所 要 時 間：約７時間

子供＄６０～（３～１２歳）

バスに乗り景観を楽しみながら、湖と緑濃い森が点在するシュレースヴィヒーホルシュタイン州の農村
地方に向かいます。小さな森がすぐさま生垣に取り囲まれた耕作地に変わってゆき、のどかな田舎の光
景の中で、貴族的で由緒ある領主の館が見えてきます。
プレーン地方で最大の観光ハイライトは、２つの湖の間の丘の上に建つプレーン城の写真撮影でしょう。
１７世紀に建立されたこのお城は、三十年戦争時代にはシュレースヴィヒーホルシュタインープレーン
公の居城でした。ガイド同行で、遊覧船に乗り、それぞれに連なった５つの湖の水晶の様に澄み切った
水路をクルーズしマレンテに向かいます。おとぎ話の魔法にかかった様な雰囲気の中で、深い森に囲ま
れた川岸に点在する小さな中世風の村々を見ながらのクルーズが続きます。
美味しい伝統料理の 3 コースメニューの昼食の後、バラの都市、オイティンと言う小さな町に向かいま
す。そこでは以前はオイティン城の所有で、１８世紀から１９世紀にかけて美しい景観公園に変えられ
たバロック様式の庭園を散策します。時間が許せば、自由時間にオイティン村の狭い路地を散策し地元
の市場を見学することも可能です。
ご案内：このツアーはバス、遊覧船と徒歩での観光となります。このツアーでは約１時間半の徒歩観光
が含まれます。ヒールのない歩き易いウォーキングシューズや洋服の重ね着をしてご参加いた
だくことをお勧めします。遊覧船はキュナードの乗客の貸切りではありません。昼食にはグラ
ス一杯のビール又はソフトドリンクが含まれます。
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キール・サイクリング
CYCLE KIEL
ツアー番号：KEL007
ツアー料金：大人＄８０～
所 要 時 間：約４時間

子供 N/A

埠頭で自転車をレンタルして、美しい遊歩道とキール・フィヨルドの観光を楽しんでいただきます。
キール運河に到着後は、水門を間近で見られるユニークな機会がございます。キールは世界一混雑して
いる人工の水路で、バルト海への玄関口であり、スカンジナビア半島とロシアを結ぶ世界的な海洋交通
路となっています。
途中、休憩を取りドイツの伝統的なケーキの１切れとソフトドリンクをお楽しみいただきます。その後
はキール運河界隈と美しいシュレースヴィヒーホルスタイン州を見学します。巨大な船舶が次々と運河
を横断する様子をカメラに収める機会をお見逃しなく。
ご案内：このツアーは自転車と徒歩での観光となります。参加者はサイクリングに適した服装でご参加
ください。ヘルメットは提供され終始着用が義務付けられています。お子様は参加できません。
帰路はキールの住宅街を通るルートとなります。

愛しのリューベック
LOVELY LUBECK
ツアー番号：KEL006
ツアー料金：大人＄８５～
所 要 時 間：約７時間

子供＄４２～（３～１２歳）

リューベックは由緒あるローマ貴族風の家並みと赤レンガの教会が有名な美しい都市で、現在 UNESCO
世界遺産候補になっています。
リューベックに到着後、歴史的探訪の徒歩観光がはじまります。旧市街は島に広がっていて最も印
象的で中世のままの姿をとどめたゴシック建築が見事な所です。市のランドマークとなっているホルス
テン門で早速中世の雰囲気を味わいましょう。その後バルト海沿岸にある数多くあるレンガ造り教会の
モデルとなった聖マリエン教会を訪問します。更にドイツで最古の建物として有名な市庁舎を見学しま
す。ガイド同行の徒歩ツアー中、至る所で赤レンガのゴシック建造物が見られ旧市街の象徴となってい
ることがわかります。
ドイツで最も古い養老院である聖霊養老院と、リューベック生まれでハインリッヒとトーマス・マンと
いう世界的大作家の住居だったブッテンブローク・ハウスも見どころのひとつです。
リューベック訪問中は約１時間半の自由時間を設けますので、昼食を楽しんだり、ショッピングをした
り、世界的に有名なニーダーエッガー・カフェでくつろいだりと思い思いの時を過ごしていただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。リューベックを往復移動するバスでは英語ガイ
ドが同乗します。市内では地元のガイドが同行します。リューベックまでの移動時間は片道約
１時間 15 分です。ツアーには約２時間半の徒歩観光が含まれます。ヒールの無い歩き易いウ
ォーキングシューズをお勧めします。昼食は含まれていませんので、地元通貨のご持参をお忘
れなく。

スカーゲン
SKAGEN

デンマークの先端
THE TOP OF DENMARK
ツアー番号：SKA001
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２９～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間３０分
画家が集まったことで有名なスカーゲンの街は白い縁取りの温かみのある黄色の壁に赤い屋根の絵葉
書のような漁師の家々に溢れています。地元の人々又は「スカグボー」と呼ばれる人々は、街に大いな
るプライドをもち、きっちりとフェンスを白く塗り、お庭の手入れをかかしません。
埠頭よりビンデボール倉庫街を通過し、この地域で人気のアトラクションの一つにある南へ向かい、砂
に埋もれた古い教会跡へ向かいます。この教会は砂に埋もれて尖塔の三分の二が地上に出ているという
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ものです。
スカーゲンの街に戻り、ブロンドムスホテル、アンナとマイケル・アンカー夫妻の家、スカーゲン美術
館を通ります。光とフランス印象派の画家に刺激を受け、独特な作品を作り上げた１９世紀の有名なス
カーゲンの画家達が作りだした場所がここでした。スカーゲン歴史博物館では１８００年代後期の村の
歴史を習うことができます。
スカーゲンの北にはグレネンがあり、デンマークの最も先端に位置しています。トラクターにつながれ
たバスのサンドーマン号に乗車し、ヨーロッパ大陸の最果て、北海とバルト海が合流する地点を見に行
きます。自由時間を設けますので、お土産物などお買い物を楽しんだ後、船にもどります。
ご案内：このツアーはバス、トラクターバスと徒歩での観光となります。このツアーには凸凹で海辺を
約３０分歩くことが含まれます。履きやすい靴でご参加ください。トラクターバスへは段差が
２つあります。訪問順序が変わる場合があります。

ボーグラム修道院と沿岸の景観
BOERGLUM ABBEY & SCENIC COAST
ツアー番号：SKA003
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄３６～（３～１２歳）
所 要 時 間：約５時間３０分
景観ドライブでは絵葉書のようなスカーゲンの南側を通り、ボーグラム修道院に向かいます。修道院は
デンマークで現存する修道院でも最も古いもので、その歴史は 1 世紀まで溯ります。長い間王家の住居
と修道院として使用され、ユトランド半島北西部の権力の中心でした。修道院は 4 人の子持ちのアンと
ハンス・ロットボル夫妻が所有し 85 の部屋があります。修道院に到着すると修道院内部のツアーがあ
り、教会や古い厨房、馬小屋やビジターセンターなど見学します。ボーグラム修道院は西海岸よりさほ
ど遠くはありません。第 2 次世界大戦の名残である掩蓋陣地の残骸や美しく時には荒々しい北海のお写
真ストップも設けます。ツアーはさらに西海岸に並ぶ小さな村々を通ります。ルビャオ・クヌード灯台
は移動する砂丘に埋もれてしまい、今では使われなくなりました。砂丘はだんだん大きく広がり、灯台
全体を覆い尽くし、いつかは無くなることでしょう。付近の博物館を訪れ、この地域について習い、灯
台まで歩いて移動し上から一帯に広がる素晴らしい西海岸の景色を楽しみましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには徒歩による観光が 1 時間半程で、
旧灯台の砂丘の上や修道院内の階段などが含まれます。

ボエルガード城とパン菓子
VOERGAARD CASTLE & PASTRY
ツアー番号：SKA004
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間３０分
スカーゲンより砂に埋もれた教会など含む興味深い名所がある東の海岸線をドライブします。船乗りと
スカーゲンの守護聖人ローレンスより名がつけられた教会は 13 世紀まで歴史が溯り、砂丘の移動で埋
もれています。現在ではスカーゲンの南の砂丘に埋もれ、塔の部分のみ見ることができます。
ボエルガード城はお堀と分厚い壁に囲まれたデンマークで最も美しいルネッサンス様式の城ですが、恐
ろしい幽霊伝説や素晴らしいアートコレクションがあることで知られています。地下牢に進むと幽霊や
消しても消えない血の跡が見られます。素晴らしい値段のつけられない貴重な宝物や王家のアンティー
クがご覧いただけます。
バングスボーマナーはフレデリスクスハウンの町の後ろの丘の上に位置します。古い粉ひき所で紅茶や
コーヒーをいただきながら有名なデンマークのパン菓子の一つをご賞味ください。そして景観ドライブ
を楽しみながらスカーゲンに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには 1 時間の徒歩観光が含まれ、砂
地や城内には約 60 段の階段が含まれます。
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自転車で周るスカーゲン
SKAGEN BY BIKE
ツアー番号：SKA005
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄６２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
スカーゲンっ子のように自転車に乗り、黄色い壁、白いフェンスと赤い屋根の絵葉書のようなスカーゲ
ンの街をサイクリングしましょう。バルト海と北海の間にある幅がわずか数キロの半島の先にあるとて
もユニークなランドスケープのグレネン展望台へ自転車をこぎます。
突き出た半島の先端でソフトドリンクを頂き、さらに 6 キロメートル進むと教会跡に辿り着きます。こ
の古い教会跡は吹き寄せられた砂丘に埋もれ、今では教会の尖塔がさらに大きくなる砂丘の中から突き
出ています。自転車でスカーゲンの街に戻り、旧市街を抜けて埠頭に戻ります。
ご案内：このツアーは自転車と徒歩での観光となります。参加者は体力に自信がある方に向いています。
自転車に慣れている方で 12 歳以上の方がご参加いただけます。ツアーには設備についての説
明、安全に関する案内、安全ヘルメット（着用の義務）が含まれます。爪先の閉じた靴を着用
ください。

スカーゲン徒歩観光
SKAGEN WALKING TOUR
ツアー番号：SKA006
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約２時間３０分
港を出発し、ガイドの案内でソエンドレ・ストランド沿いを北に歩き、18 世紀又はそれ以前、デンマー
クで一般的な航海標識としてつかわれていた伝統的な吊るしランタン灯台があるヴィパーフライでお
写真撮影に立ち寄ります。そして白く縁どられたフェンスと美しく手入れの行き届いたお庭に囲まれた
典型的な黄色のスカーゲンの家々を通ります。途中 1840 年まで歴史が溯る由緒あるブロンダムホテル
を通ります。スカーゲンで著名な画家の二人、アナとマイケル・アンカー夫妻の旧家に向かいます。
有名なスカーゲン画家達によって描かれた膨大な絵画コレクションがあるスカーゲン美術館を見学し
ます。ガイドの案内で、スカーゲンのショッピングストリートを歩き、幾つかのギャラリーも通ります。
ショッピングストリートを進んでいくと 1841 年に建てられたスカーゲン教会があります。この教会は
今では町の南にある埋もれた教会跡として知られる聖ローレンス教会の代わりに建てられたものです。
（このツアーでは砂に埋もれた教会跡の訪問は含まれません）古い漁師の家を通り歩き、歩ける方はそ
のまま港へ戻るか、又はシャトルバスに乗って船に戻ります。
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。訪問順序が入れ替わる場合があり、歩きなれたウォー
キングシューズを着用ください。美術館内は写真撮影ができません。バスに乗り港へ移動して
から徒歩観光が始まります。
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Shore Excursion Terms and Conditions
ショアエクスカーションの規定と条件（概訳）
ショアエクスカーションの安全性について
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに参加す
るお客様にキュナード社の責任について説明しています。
お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加するに
は独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショア
エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は注意
を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求め
ます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ
加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、
お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあ
たり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる
側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意
深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。
すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、キュナ
ード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況でもエク
スカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責任を負
いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュ
ナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購
入はあくまでもお客様と売主との責任となります。

保険
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。キュナー
ド社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損害に対し、責任を
負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さい。

ショアエクスカーションの代金
ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日や時間、
残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済みのツアー代金は変更されませ
ん。事前予約されたショアエクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約されたショ
アエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込まれ
たショアエクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなります。ツアー代金は大
人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーシ
ョン内容又は予約時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までの
お子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを
購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情
報が変更になる場合があります。ツアー内容に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の
未成年者は大人と同伴が必要です。

出発時間と日程
ショアエクスカーション案内に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発時間は最
後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や特定のショアエク
スカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内に記載されている箇所や訪問順序
は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエクスカー
ションの種類は船や寄港日により異なります。

ショアエクスカーションの順番待ちについて
多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。ツアー
は先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーにアクセスし、キャ
ンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取消が発生した場合は電子
メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤ
ージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パー
ソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちを
している場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点か
ら出発時間や料金などが変更になっている場合がありますので時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。クルー
ズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させてい
だきます。
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取消料と払戻し
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ
ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された
取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内の記載をご確認下さい。
(i)事前に支払い済みのツアー

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よりも前の
取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額返金いたします。
ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカード又はデビットカードへ
全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内
のツアーオフィスへお戻し下さい。
(ii)船内で申し込まれたツアーの取消について

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオフィスに
ご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら返金できません。
全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエクスカーションは催行され
ません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する
権利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申
し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りの
オンボードクレジットを臨機応変に手配します。

ガイド付き専用車の手配
多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝いが出
来ます。ご希望の場合は、寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエクスカーションと異
なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後の予約の取消は取消料
が発生します。船内口座に請求されます。

交通手段
キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関の水
準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバスを手配致
します。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用されます。バスによってはス
テップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで使用される飛行機の座席は特別
にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合
流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電
話の電源を消してください。

ツアー中の移動について
バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電子メー
ルでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアーの手配などの
助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バスのステップに乗るこ
とは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下
さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経
験や実践的情報が入ったツアー内容をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車
椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手
伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありま
せん。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。
船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常
用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーか
どうかご確認ください。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。

情報の変更
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェブサイ
ト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出来る限り事前
に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写された詳細や道具などは
特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。
※ショアエクスカーション規定と条件は 2016 年 1 月 20 日時点の情報です。
各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。
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