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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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NEWHAVEN
ゆったりエディンバラ観光
LEISURELY EDINBURGH
ツアー番号：NWF001
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄２７～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間半
古き良き伝統と近代文化が絶妙に融合している首都エディンバラのエッセンスを気軽に味わえるツア
ーです。効率的にエディンバラの代表的な史跡や観光名所をめぐる市内観光ツアーで、特に世界遺産に
選ばれた中世都市オールド・タウン、１８世紀に繁栄したニュータウンは必見です。ツアー中はジョー
ジ朝様式やビクトリア朝様式の建物が並ぶ数々の優美な舗道や、謎めいた石畳みの小道に出会うことが
あり、それとは対照的に数多くのショップやバーやレストランが立ち並ぶ活気のある国際都市の息吹や、
モダンな都市の雰囲気を味わうことが出来ます。エディンバラで最も有名な建造物が、天空に聳える様
に建っている中世の城エディンバラ城です。船に戻る帰路にはロイヤル・マイルや女王陛下が来訪の際
の居城となるホリールード・ハウス宮殿などをドライブします。
あまり歩き回らずに車窓からのんびりと観光したいという方にお勧めのツアーです。
ご案内：このツアーはバスで行います。途中おトイレ休憩が入ります。

エディンバラの古城と都市観光
MAGNIFICENT EDINBURGH CASTLE & CITY
ツアー番号：NWF003
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間半
死火山の連なるゴツゴツした岩の上に築かれたドラマチックな首都エディンバラに向かいます。市内観
光の後で、荘厳なエディンバラ城を訪ねます。
都市に聳えるエディンバラ城はスコットランド歴代の王と女王の居城でした。ガイドと共に城の一部を
観光をお楽しみいただいた後は歴史と雰囲気のただようロイヤル・マイルで自由時間をお過ごしくださ
い。自由時間後はバスに戻り、エディンバラでのエリザベス女王の居城ホーリールード宮殿を通過し、
自然あふれる広大なロイヤルパークやランドマークのアーサーの玉座、エレガントなタウンハウスとプ
ライベート公園があるジョージ王朝風のニュータウンをご覧ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーではエディンバラ城での徒歩観光が約１時
間４５分含まれ、お城の主要部分までは石畳みの舗道や長い傾斜のある通路を歩くことになり
ます。ロイヤル・マイルでは３０分程の自由時間をおとりしますが、現地の状態にもよります。

１

メアリー・キングス・クローズとエディンバラ
MARY KING’S CLOSE & EDINBURGH
ツアー番号：NWF008
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄３８～（５～１２歳）
所 要時間：約４時間
時代を溯り 1645 年を思い描きエディンバラの観光名所の一つとして復活したメアリー・キングス・ク
ローズを見学していましょう。
エディンバラの有名なロイヤルマイルズ沿いの地下にはメアリー・キングス・クローズがあり、狭い地
下の路地や曲がりくねる道や空間が広がっています。考古学や歴史的に正確にはメアリー・キングス・
クローズと付近の「クローズ」はエディンバラの中でも賑やかで最も活気に満ちた通りでした。ミステ
リーに覆われ、その当時の衣装を身に着けたガイドが「クローズ」内を案内し、どのように通りが４０
０年も後に地下になったのかご覧ください。ガイドはメアリー・キングス・クローズで生きていた過去
のキャラクターを叙述し、魅惑的な興味をそそる物語を語ります
メアリー・キングス・クローズの観光後、エディンバラで僅かな自由時間を設け、ニューヘイブンに戻
ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。５歳未満のお子様はお申込みいただけません。体調が良
い方がご参加いただけます。このツアーは閉鎖された空間で、埃っぽい所の為、閉鎖恐怖症や
ぜんそくの持病がある方にはお勧めしません。３階構造で、５８段の階段の下りと３８段の幟
が含まれます。部分的に凸凹で、急な斜面があり、通路は薄暗いでしょう。平底の滑りにくい
ウォーキングシューズをお勧めします。アトラクションの性格上、押し車はご利用頂けません。
メアリー・キングス・クローズ観光は約１時間です。エディンバラでの自由時間は４５分間で
す。集合場所と集合時間を必ずご確認ください。バスは長く待てません。

セント・アンドリュース観光
ST.ANDREWS
ツアー番号：NWF006
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２歳）
所 要時間：約５時間
東海岸にあり田園地帯に囲まれたセント・アンドリュースはスコットランドの守護聖人の名前から付け
られ、世界で一番歴史あるゴルフクラブ、ロイヤルアンドアンシェントがあります。
フォースロード橋から北に延びる主要道路沿いを通り、のどかな田舎道を進みセント・アンドリュース
に到着します。到着後、スコットランドで一番写真撮影がされている大きなセント・アンドリュース教
会の遺跡で短いお写真タイムを設けます。そしてセント・アンドリュースの景観ドライブが続き、活気
のある町中を通り、ゴルフコースの外観をお楽しみください。景観ドライブ中、セント・アンドリュー
スや世界中のゴルフゲームの発展の中核を担っているロイヤルアンドアンシェントゴルフクラブの外
観をご覧いただけます。ロイヤルアンドアンシェントゴルフクラブの近くで自由時間を設けますので、
各自お過ごしください。オールドコース近くの地域で散策したり、趣のあるお店でゴルフに関する商品
や洋服など見たりするのもよいでしょう。
そして再びバスに戻り、ニューヘイブンに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。セント・アンドリュースへは片道約 1 時間半の道のりで
す。徒歩による観光は各自にお任せします。バスの乗り降りができる必要があります。自由時
間は 1 時間 20 分を予定しています。

ファルカーク・ホイールとアントニヌスの長城
FALKIRK WHEEL & ANTONINE WALL
ツアー番号：NWF007
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３５～（３～１２歳）
所 要時間：約５時間
フォルカーク・ホイールは 2 つの運河を結ぶ為に設計と建築されたもので、スコットランドにおける 21
世紀の最高の技術が見られます。ユニークで目を見張るような形状をし、なかなかないアトラクション
で、スコットランドのランドマークとして既に評価がされています。
２

フォルカーク・ホイールに到着後、運河ボートに乗船し 30 メートル空中に上がります。船はホイール
の下部ゴンドラに入り、ゆったりと動きだし船を持ち上げ 30 メートル上にあり柱で支えられているユ
ニオン運河に移動させます。15 分間かけて持ち上がるので、周りの景色を楽しむ時間が充分にあります。
上に到着すると船はスムーズにホイールからユニオン運河に入り、水道橋沿いを通ります。船での旅も
終わり陸に上がると、徒歩でアントニヌスの長城へ向かいます。西暦 142 年に建てられたローマ帝国の
長城は現在でも無傷のまま残り、世界遺産にも登録されています。ここでお写真撮影などお楽しみ頂き、
バスに乗りニューヘイブンに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。フォルカークへは片道 1 時間の道のりです。このツアー
には徒歩による観光が約 1 時間半含まれ、凸凹の地表が含まれます。アントニヌスの長城への
徒歩観光はオプションです。フォルクカーク・ホイールビジターセンターに残ることもできま
す。平底の歩きやすい靴をお勧めします。運河ボートに乗るために身軽さが必要です。運河ボ
ート中は冷えやすいので温かいジャケット持参をお勧めします。

エディンバラ城とロイヤルヨットブリタニア号
EDINBURGH CASTLE & ROYAL YACHT BRITANNIA
ツアー番号：NWF009
ツアー料金：大人＄９４～ 子供＄４６～（３～１２歳）
所 要時間：約５時間
都市に聳えるエディンバラ城はスコットランド歴代の王と女王の居城でした。世界遺産に登録された城
の散策は素晴らしく、ガイドと共に城の見どころを見学し、深い歴史を知る素晴らしい経験となるでし
ょう。
かつて女王の海に浮かぶ宮殿と「第二の我が家」と表現されたプライベート・ヨットは、そのスタイル
や豪華さのどれをとっても“マスタークラス”と讃えられており、このツアーでは英国王室の生活を垣
間見るユニークなものです。華やかな公式行事の接待の為に使用される世界に現存する最も有名な船舶
のひとつとしてその名を知られています。船内のいたる所に飾られた展示品やディスプレイ、額入り写
真の数々から「ブリタニア号」の華麗な歴史を偲ぶことができます。そしてロイヤルアパートメントに
はサンルーム、応接室、寝室などにある何百ものオリジナルの品々がご覧いただけ、作業用デッキ、士
官用食堂、医務室やエンジンルームなどもご覧いただけます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。エディンバラ城では石畳の通路や長い傾斜道を含む約 1
時間 30 分の徒歩観光が含まれます。平底の履きなれた靴をお勧めします。

エディンバラ自由観光
EDINBURGH ON YOUR OWN
ツアー番号：NWF004
ツアー料金：大人＄５３～ 子供＄２５～（３～１２歳）
所 要時間：約６時間
エディンバラは史跡の宝庫といっても過言でなく、特に中世都市の“オールド・タウン”と１８世紀に
栄えた町“ニュー・タウン”は世界的に有名な観光地となっています。ここではホリールード宮殿、エ
ディンバラ城、ロイヤル・マイル、ブランドショップが連なるプリンス・ストリートなどの観光をじっ
くりとご堪能いただく他、市街を一望できるアウトルック・タワーからの眺望もお楽しみいただきます。
主に観光をしたいという方もショッピングも楽しみたいという方にも十分に満足いただける数限りな
い見所が沢山あり、数多くあるカフェやレストランでのお食事所にも不自由することがありません。ガ
イドは同行しませんので、気ままに自由に終日観光を楽しんでいただくことができます。
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーにはガイドの同行はなく、入場料等含まれておりま
せん。エディンバラへは交通状況にもよりますが片道１５～２０分の道のりです。地図をお渡
しします。バスの下車と集合場所はウォータールー広場です。約５時間の自由時間があります。
徒歩による観光時間は各自の裁量となります。船へ戻る出発時間と集合場所をお間違いがない
ようお願いいたします。
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インバーゴードン
INVERGORDON
ネス湖とインバネス観光
LOCH NESS & INVERNESS
ツアー番号：IN1001
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所要時間：約７時間
クロマーティ・ファースの土手に沿ってドライブをし、途中美しい景色を眺めながらネス湖センターエ
キシビション・エキスペリエンスがあるドラモノロチットに向かいます。センターではネッシーの物語
や湖の広い重要性など興味深い展示がなされています。太古の昔から第 3 千年紀までの７つのテーマに
分かれた展示室を通り、面白い案内をご体験ください。レーザー光線や特別効果やデジタルプロジェク
ションを効果的に融合させ、スコットランドの地質学的過去や伝承、湖で行われた各種のリサーチプロ
ジェクトなど取り混ぜネス湖の怪獣の歴史を紹介します。
次にハイランドの首都インバネスに向かい、1 時間半の自由時間で各自のペースで散策をお楽しみくだ
さい。お店を覗いてみたり、ゴシック様式のテラスハウスやインバネス城などの史跡を訪れたりするの
も良いでしょう。
ご案内：ネス湖センターまでは約 1 時間から 1 時間半のドライブです。館内は平坦で、各展示室では椅
子などがあります。インバネスでの徒歩や活動はお客様にお任せします。史跡の訪問はオープ
ン時間にもよります。昼食はツアーに含まれていませんが、インバネスで購入することができ
ます。

ハイランド峡谷とファースのパノラマ観光
PANORAMIC HIGHLAND GLENS & FIRTHS
ツアー番号：IN1002
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２６～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間１５分
美しいクロマーティ・ファースの岸壁に沿って車を走らせると風光明媚なブラック・アイルやもしかし
たらアザラシが見えてきます。内陸に向かうと、トウヒやカラマツ、松の木が生い茂るアードロスの森
を抜ける観光道路を走り、ドーノッホ・ファースを望む展望地スツルイ・ヒルで小休止、眼下に広がる
素晴らしい眺望を楽しんでいただきます。
その後ファース方向に下って、絵の様に広がるハイランド北側の景観を楽しみながら道をたどると１２
世紀につくられた魅力的な町ロイヤル・ドーノッホに到着します。この町で古い建物は全て広々とした
美しい広場に囲まれています。印象的な中世時代の大聖堂がここにあります。１６世紀に建てられた階
段付きの切妻やタワーを持つ荘厳な主教宮殿があり、その隣にはオールド・タウン牢獄があります。但
し牢獄はいまやお洒落なブティックやギャラリーに改装されています。
グレンモーレンジ・ウィスキー蒸留所に差し掛かると、大麦モルトの香りが鼻をくすぐるでしょう。そ
こから古代から歴史と赤色の砂岩造りの建物が魅力的なロイヤル・バロウ・オブ・タインの町に向かい
ます。背の低い果樹園が広がり、過去にはこの一帯に住んでいたといわれるピクト人の遺跡が点在する
農村地帯を抜けると、風吹きすさぶイースター・ロスの海岸線が見えてきます。ここではバリントアや
シャンドウィックという漁村を見ることができます。
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーの観光はすべて車窓からのみで、くつろぎながらの
眺望をお楽しみいただけます。道中スツルイ・ヒルとロイヤル・ドーノッホの２個所で車から
降りての撮影タイムをもうけています。
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自由気ままのネス湖観光
LEISURELY LOCH NESS
ツアー番号：IN1003
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄２５～（３～１２歳）
所要時間：約３時間４５分
風光明媚なクロマーティ・ファースの沿岸にそって車を走らせ、ドラムナドロヒトへ向かう道中、ボー
リーという可愛らしい町で小休止します。高台から見る眼下には、スコットランドの淡水湖としては最
高の深度を誇る有名なネス湖が広がっています。ここではネス湖の眺望を十分にお楽しみください。望
遠鏡があれば、もしかしたら中々姿を見せてくれないネッシーの勇姿を目撃できるかもしれません。
その後は美しい景色を楽しみながらネス湖の周囲をドライブします。お写真ストップでは湖の最も美し
い角度で撮影することができます。その後は湖の東側に向かいパノラマの様な景観をお楽しみいただき
ます。
港までの帰路では、丘の上に町を見下ろす様に建っているお城が印象的な、歴史に彩られた町インバネ
スを通過します。
ご案内：このツアーの観光はバスで行います。このツアーには徒歩による観光がほとんど含まれません
が、バスの乗り降りができる必要があります。途中お写真ストップを設ける予定ですが、その
日の天候状況によります。

ダンロビン城観光
GRAND DUNROBIN CASTLE
ツアー番号：IN1004
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
インバーゴードンからのドライブではスコットランドの田園地方の素晴らしさを存分に味わっていた
だきます。ドーノッホ・ファースを渡り、ゴルスピーという漁村を抜けます。近くの小高い丘の上には
サザーランド公爵の記念碑が建っています。但しこの記念碑は住民たちの論争の元で、公爵こそスコッ
トランド開墾事業を開始した際に大勢の住民を強制的に立ち退かせた張本人として見なされているか
らです。
その後かなり長く続く樹木に縁取られた美しい道路を走ってゆくと、突然目の前に、おとぎ話にある様
な可愛らしい小塔を沢山つけたダンロビン城が見えてきます。それぞれ豪華な家具や絵画、タペストリ
ー、美術品で飾られた部屋が１８９もあるこの印象的な城は、広々とした公園の中で、海を見下ろす絶
好の場所に建てられています。城内見学では、寝室、子供部屋、書斎、居間のそれぞれを見て回る他、
当時の家財道具、儀式用の礼服、制服、武器、現在でも使用可能な１９世紀に作られた消防車などが展
示され、往時のサザーランド公爵、伯爵の生活ぶりがしのばれます。
ガイド付ツアーの後は１時間の自由時間がもうけており、じっくりと城内を見て回ったり絶好の位置に
しつらえられた美しい庭園を散策したりと思い思いにお過ごしいただけます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ダンロビン城観光は徒歩で２時間の見学時間が設けられ
ています。城内では数個所階段の上り下りや凸凹をした地表が含まれます。平底の履きなれた
ウォーキング靴をお勧めします。

グレンモーレンジ・ウイスキー＆ロイヤル・ドーノッホ観光
GLENMORANGIE WHISKY& ROYAL DORNOCH
ツアー番号：IN1005
ツアー料金：大人＄７１～ 子供＄２８～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間４５分
インバーゴードンから北へ短時間のドライブでロイヤル・バロウ・オブ・タインの町に到着します。ウ
ィスキー色の砂岩造りの家が立ち並ぶタインの町はグレンモーレンジ蒸留所で有名になった所です。
“グレンモーレンジ”とはゲール語で“静寂の渓谷”という意味で蒸留所を取り巻く穏やかで風光明媚
な光景を見ればその名前がぴったりに思えるでしょう。ガイドの案内で世界中で販売されている高評価
を得ているモルト・ウィスキーで有名な蒸留所の内部を見学します。その後の自由観光では、古くから
伝わるウィスキーの製造技術の実演をご覧いただき、ウィスキーの試飲をお楽しみください。
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蒸留所の見学を終えた後は、低い土手橋を通ってドーノッホ・ファース橋を渡りロイヤル・ドーノッホ
に向かいます。１２世紀に建てられた歴史ある町はスコットランドハイランド景勝地域に指定されてい
ます。静かな場所、景観と気候は何世紀も数多くの観光客を惹きつけてきました。印象深い中世の教会
や荘厳に聳える 16 世紀の大司教宮殿(現在ではホテル)、裁判所や古い牢獄など含む素晴らしい建物に
魅了したり、穏やかな通り沿いに並ぶ砂岩のコテージやタウンハウスを見ながら散歩をしたり、魅惑的
なギャラリーやお店を覗いたりする時間を設けます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。蒸留所内は起伏があり、開いた鉄格子や、約５５段の階
段があります。ロイヤル・ドーノッホでは約４５分の見学時間がもうけられています。

ジョージ王朝の町クロマーティ＆ブラック島観光
GEORGIAN CROMARTY & THE BLACK ISLE
ツアー番号：IN1006
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２５～（３～１２歳）
所要時間：約４時間半
クロマーティ・ファースからブラック島に向かいますが、実際はここは島では無く半島でスコットラン
ド東海岸の宝石と讃えられる美しさを誇っています。保存状態が素晴らしい１８世紀につくられたクロ
マーティの町には数多くの史跡が残っています。１７世紀に建てられたイースト教会内の変わった信徒
席に驚かされ、建築様式が素晴らしい旧裁判所や世界中から集められたアンティークが並ぶ由緒ある骨
董店、居酒屋やカフェなどどこを見ても魅力が一杯です。短時間のガイド付ツアーの後は、思い思いに
町の中を散策する時間をもうけていますので、地元の卓越した地理学者で作家だったヒュー・ミラーの
生誕地である藁葺き屋根が珍しいヒュー・ミラー・コッテージの見学などをお楽しみ頂けます。
その後数々の地方伝承の舞台となった伝説の峡谷フェアリー・グレンを抜け、肥沃な農村地帯、ドラマ
チックな田園地帯、広大な森を通り過ぎ、ピクト族のキリスト教伝道の中心地だったローズマーキーの
村を越えると、フォートローズの村が見えてきます。この静かでエレガントな村には１３世紀初頭に建
てられたフォートローズ大聖堂の遺跡があり、素晴らしい撮影スポットとなっています。
更に道を進めるとケルト人の巡礼地だったクローティー・ウェルが見えます。この井戸の上に覆いかぶ
さる様に伸びている木の枝には、幸運と健康を祈るまじないである色とりどりの敷物がかかっています。
港に戻る帰路の途中では、イギリスで最も良く野生のバンドウイルカが見られるというノース・ケソッ
クで小休止します。ここからは遠くのインバネスと印象的なケソック・ブリッジを見る事が出来ます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。クロマーティの見学時間は約１時間です。

インバネス自由観光
INVERNESS ON YOUR OWN
ツアー番号：IN1007
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄２７～（３～１２歳）
所要時間：約５時間半
ハイランド・シティのインバネスの短いオリエンテーション・ツアーでこれからの観光のプランを立て
た後は、インバネスの自由観光に出発です。首都の名に反してインバネスは都市というより町に近く、
中心街はコンパクトにまとまっている為、短時間で目的の場所に行くことができます。
樹木に縁取られたネス川に沿って散歩するもよし、壮大なインバネス城を観光するもよし、美術館を訪
ねたり、有名チェーン・ストアや地元の工芸品店が並ぶ商店街でショッピングを楽しんだりと思い思い
の時間をお過ごし下さい。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーにはガイド説明と入場料が含まれません。
港からインバネスまでの所要時間は交通状況にもよりますが片道約４５分です。参加者には観
光ガイドマップをお渡しします。バスの運転手から帰りのバスの出発時間と集合場所の説明を
ありますので、お間違えのない様にご注意ください。
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インバネスとコーダー城
INVARNESS & CAWDOR CASTLE
ツアー番号：IN1008
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３６～（３～１２歳）
所要時間：約７時間
インバーゴードンから南へ美しいクロマーティ・ファース沿いをドライブし、歴史都市インバネスに向
かいます。インバネスに到着後、史跡などを巡る簡単な車窓観光を楽しんだ後、各自自由時間となりま
す。魅力ある町の散策やスナックやお飲物など購入するのもよいでしょう。
インバネスでの自由時間を楽しんだ後、さらに内陸に向かい伝統的中世の城で居城でもあるコーダー城
に進みます。1372 年まで歴史が溯るコーダー城はコーダー家が 6 世紀の間城主として今日まで居城して
います。シェイクスピアの作品マクベスにも興味深い繋がりがあります。城内外にはロマンチックな家
具などが展示されており、愛らしい庭園など散策する時間があります。各庭園には種類豊富な花々や植
物が植えられており、細心の注意を払い育てられています。
コーダー城訪問後、インバーゴードンに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには色々な地形を歩くことが含まれ、階段や
坂道、階段、狭い螺旋階段などが含まれます。平底で滑りにくい靴の着用をお勧めします。
城の案内は入り口にてガイドが説明します。城内では説明がありませんが、城の係員が皆様
の質問などにお答えします。

ロジ―フォールズとシルバーブリッジフォレストの散歩
ROGIE FALLS & SILVERBRIDGE FOREST WALK
ツアー番号：IN1009
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所要時間：約４時間半
絵葉書のように美しいクロマーティ・ファース沿いを北に進み、ロジーフォールズに向います。ロギー
はノルウェー語で飛び散らすという意味で、ごつごつとした岩場に真っ逆さまに流れ落ちる豪快な滝を
適切に表現しています。ガイドウォークではブラックウォーター川の上に架かる吊り橋を渡りながら景
色をお楽しみください。
車移動で僅かな距離にあるシルバーブリッジフォレストはブラックウォーター川の周りに広がる森林
帯です。到着後、ガイドに従い流れを下り、地元の植物相をご覧ください。この地域には針葉樹、カバ
ノキ、ナナカマドなどを含む種類豊富の原産や国際的な木々が見られます。そしてアメリカアカリス、
鹿、サーモンなどを含むいろいろな野生動物が見られます。中間地点では石橋より川の景色を魅了頂き、
上流に歩いて戻ります。
インバーゴードンへ戻る途中、可愛らしいかつてスパの町であったストラスペファーに少し立ち寄りま
す。
ご案内：このツアーはゆったりとした速さで約 2 時間凸凹をした地表を歩くことが含まれ、濡れている
時は滑りやすくなります。平底の滑りにくい靴やブーツをお勧めします。ロジーフォールズ
には 4 つのセクションに分かれており、各セクションには２０～３０段の階段があります。
シルバーブリッジフォレストで野生生物が見られる保証はありません。ボトル入りお水をご
持参ください。

リブ・ライド・アドベンチャー
RIB RIDE ADVENTURES
ツアー番号：IN1010
ツアー料金：大人＄１１４～ 子供＄１１０～（９～１２歳）
所要時間：約３時間
埠頭より歩いて 15 分の所にあるウエストハーバーに移動し、複合型ゴムボートに乗船します。ボート
に乗船し、水面を走る興奮体験を準備します。通年頻繁に見かけるネズミイルカが生息するクロマーテ
ィ村の沿岸へ向け、東に滑らせます。北海の広大な入り江マレー湾が広がり、豊かな野生生物が見られ
る機会があります。バンドウイルカを探してみましょう。ミンククジラ、ゴンドウクジラなどもここで
よく見かけます。沿岸に広がる丘陵や断崖は数多くの海鳥を惹きつけ、猟鳥や渉禽類の保護に重要な役
割を果たしています。
途中、愛らしい風景にも魅了し、第一次、第二次世界大戦の砲台など史跡などが見られます。
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ご案内：複合型ゴムボートは激しく揺れる事から、怪我をしている方には向きません。妊娠中の方や 9
歳以下のお子様は参加いただけません。救命胴衣と防水服が提供されますが、温かい服装でご
参加ください。野生生物が見られる保証はありません。船による行程は気象状況により異なり
ます。

ネス湖クルーズ
CRUISE LOCH NESS
ツアー番号：IN1011
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所要時間：約４時間半
インバーゴードンを出発し、南西へ美しいクロマーティ・ファース沿いをドライブし、英国最大の淡水
湖ネス湖に向かいます。もっとも有名な伝説の生物ネス湖に住む怪獣ネッシーを含み、湖底よりさっと
姿を現す不気味な生き物の目撃話などがあります。
到着後、愛らしい景色を眺め、お土産物など購入する機会があり、そして遊覧船に乗船します。有名な
ネス湖クルーズでは船内放送にて見どころなどの自動説明が入ります。この地域の地質や歴史、ネッシ
ーのおとぎ話など発見しましょう。クルーズ中怪獣が現れるか目を凝らしましょう。
帰路はインバネスを車窓より見学し、インバーゴードンに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ネス湖へのドライブは片道 1 時間から 1 時間半です。バ
スの駐車場から遊覧船の乗場まで約 80 メートル歩きます。24 段の階段があるかなりの斜面を
歩き、遊覧船になる際階段があります。平底の歩きなれた滑りにくい靴の着用をお勧めします。
遊覧船による観光は 1 時間程です。遊覧船内ではお飲物など購入することが出来るので、英国
ポンドをご持参ください。

グレンモーレンジ・ウイスキーの味
A TASTE OF GLENMORANGIE WHISKY
ツアー番号：IN1012
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄N/A
所 要時間：約３時間４５分
“グレンモーレンジ”とはゲール語で“静寂の渓谷”という意味で蒸留所を取り巻く穏やかで風光明媚
なドーノッホ・ファースの光景を見ればその名前がぴったりに思えるでしょう。150 年以上もこの有名
な補遺スキーは全世界に販売されており、伝統と醸造の芸術は世代を超え受け継がれてきました。
ガイドの案内で、生産エリアでは主要ウイスキーのグレンモーレンジ・オリジナルや醸造工程の各段階
について習います。そして特別にグレンモーレンジブランドの象徴でもあるシグネット・エンブレムか
らその名前が付けられたシグネットルームを訪れます。試飲の専門家から試飲技術を習い、グレンモー
レンジ・オリジナルととても珍しいウイスキーの一つグレンモーレンジ・シグネットを試飲頂います。
ザ・シグネットは世界でも良質の大樽で熟成され、ユニークで珍しい要素が合わせられています。味わ
いが豊かに重り、その味は変わっており、うっとりさせられます。
ツアーの最後はビジターセンターにて散策する機会がありますので、樽詰めや麦芽製造の伝統技法やウ
イスキーに与える木の影響などを発見しましょう。各種ウイスキーや美しい工芸品など販売するショッ
プの訪問もお選び頂けます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには定員が限られているので、お早目にお申
し込みください。このツアーには約 1 時間 45 分の徒歩と立ち見での観光が含まれます。蒸留
所内は起伏があり、開いた鉄格子や、約５５段の階段があります。平底の履きなれた靴をお勧
めします。英国ポンドをご持参ください。このツアーは子供には向きません。ウイスキーの試
飲は 18 歳以上に限ります。

８

カークウォール
KIRKWALL
オークニー島考古学見学
ORKENY’S ARCHAELOGICAL WONDERS
ツアー番号：KOI005
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所要時間：約３時間１５分
豊かな農地帯や丘陵地や荒野地帯、壮大な断崖の縁取りを通りぬけ、儀式に用いられた巨石のサークル、
リング・オブ・ブロッガーとスタンディング・ストーン・オブ・ステネスの見学しスカラ・ブラエに到
着します。
スカラ・ブラエはオークニーの中でも最も興奮する最古のモニュメントの一つで、５０００年前に作ら
れた新石器時代の村で、きれいに保存されており新しくできたビジターセンターでは詳しく説明されて
います。付近には可愛らしい三日月形の砂浜のスカイル湾があり、石器時代の居住地は完全に砂の下に
何千年も埋もれていましたが、１８５０年に起こった荒れ狂う嵐で突如出現しました。興味深い遺物が
発見され、道具、ビーズ、陶器やクジラのひげで出来たものなども出土しました。村を見渡すと、大昔
どのような暮らしであったのか容易に想像ができ、家の中をのぞくと、古代先祖の暮らしが分かるでし
ょう。
スカラ・ブラエでの厳しい暮らしとオークニーの素晴らしいマナーハウスとは正反対でしょう。スカイ
ルハウスはスカラ・ブラエの隣にあります。１６２０年に権力ある司教により古代の埋葬地の上に建て
られたもので、現在では広々とした手入れの行き届いた庭園に囲まれ、海とスカイル湖の中間にある美
しい人里離れた場所にあります。
カークウォールに戻る途中、世界でも知名度の高い歴史あるスカパ・フロウ湾を通過します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。バス駐車場からスカラ・ブラエ間、スカイルハウスから
駐車場へは各５００メートル歩き、比較的歩きやすい通路ですが、時々悪天候にされされま
す。

サガ、遺物とウイスキー
SAGAS, RELICS & WHISKY
ツアー番号：KOI006
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄N/A
所要時間：約３時間半
1798 年に創立したハイランドパーク蒸留所はウイスキー製造では世界最北端に位置しています。蒸留所
内を見学し、数々の紹介や伝統的なウイスキー試飲をお楽しみください。
次に第一次、第二次世界大戦中に海軍基地がおかれていた世界でも有名な海域スカパ・フロウへのドラ
イブでは車内ではその激動の戦争時の話をお聞きください。チャーチルバリアー・コーズウェイ橋は幾
つかの島々を結んでいますが、元々は海軍基地へのアクセスを制限するために建てられたセメントブロ
ックでしたが、かつてはフェリーで結ばれていた島々を現在では舗装され、道路で結ばれています。最
初のチャーチル・バリアーを横断しラム・ホルム島に向かい、美しく手で描かれたイタリアン礼拝堂を
短時間訪問します。第二次世界大戦中、イタリア人捕虜により建てられた礼拝堂はイタリアの兵士達の
繋がりで保存と補修が行われています。
カークウォールに戻り、素晴らしい 12 世紀の赤い砂岩で建てられた通称「北の光」聖マグナス教会が
そびえるこの可愛らしい町で自由時間をお楽しみください。この教会は北スコットランドに残る素晴ら
しい中世建築です。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ハイランド醸造所での入場に年齢制限が設けられている
為、18 歳以上の方がご参加いただけます。このツアーは醸造所の 6 月から 8 月の夏季休業に
影響される場合があります。この時期はウイスキー製造は休みとなります。結果、醸造所内
部の一部入場は制限され、ウイスキー製造を見ることが出来ません。ハイランドパーク内に
は段差や石畳の中庭があります。
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バルフォー城への特別招待
A SPECIAL INVITATION TO BALFOUR CASTLE
ツアー番号：KOI008
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄４０～（３～１２）
所要時間：約４時間４５分
シャピンジーフェリーに乗船しカークウォール湾を横断し、シャピンジー島に向かいます。ベルフォア
城はシャピンジー島の南西コーナーの突き出た所に建てられ、160 年以上もカークウォール湾を見下ろ
してきました。
島に到着後、ガイドと合流しゆったりとした速度でベルフォア村を通りベルフォア城に歩いて移動しま
す。お城に到着し、カークウォール湾を見渡すことのできる応接間や大食堂などの主要な部屋を見学し
てまわります。そして各賞を受賞したスコットランド人シェフ ジャン・バプティスト・バディにより
準備されたアフタヌーンディーをご賞味ください。素晴らしいケーキやクッキーなど紅茶やコーヒーで
お楽しみください。最後に愛らしい庭園を散策したのちフェリーでカークウォールに戻ります。
ご案内：このツアーはバス、フェリーと徒歩で行います。このツアーには現地係員が引率し、ガイドと
はシャピンジーで合流します。船の停泊場所にもよりますが、フェリー乗り場までバスによ
る 5 分の移動又は徒歩で 100 メートルを移動します。フェリーには徒歩で乗り込み、所要時
間は片道 25 分程です。室内席へは 11 段の階段があり、外の席へはさらに 11 段上ります。フ
ェリーはキュナード社の貸切ではなく、座席が確保できるか保証できません。いくつか舗装
のない場所が含まれますが、比較的平坦な個所を約 3 時間徒歩で観光します。平底のウォー
キングシューズを着用ください。城内の観光は貸切となりますが、時々城に滞在している訪
問客もいます。

オークニーの味覚
ORKENY’S LOCAL DELICACIES
ツアー番号：KOI009
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄N/A
所要時間：約２時間半
オークニーの澄んだ空気、きれいな海や肥沃な土地からはとても高い品質の食糧が何世紀も作られてき
ており、地産の食糧の発見は世界でも有名となりました。
地元のレストランのホストが港でお出迎えをし、バスでカークウォールの中心へ短い移動をします。レ
ストランに到着後、プライベートなダイニングルームにて数々の地産の食品を味見していただきます。
素晴らしいバノックパンとオークニーの農家チーズ添え、よだれがでそうなオークニーのニシンとオー
クニーオートケーキ添え、新鮮な取れたての蟹の爪、オークニー牛ステーキのクラップショット添え(タ
ーニップとポテトの裏ごし)をお楽しみください。甘いものがお好きな方には自家製オークニーファッ
ジチーズケーキとオークニーアイスクリームをご用意しています。オークニーで作られるエールビール
やシングルモルトのウイスキーの試飲もできます。
味見をしている間はアコーディオンの生演奏やホストによるお料理の興味深い話を聞くことができま
す。味見を終えたらバスで再び船にもどります。
ご案内：このツアーはバスで行います。徒歩による観光はほとんど含まれませんが、バスの乗り降りが
できる必要があります。レストランへは５段の階段とトイレへは５段の階段があります。こ
のツアーはレストランのホストにより行われ、カークウォールへの往復の移動の際、引率さ
れます。このツアーはお子様には向きません。人数に限りがあるのでお早めにお申し込みく
ださい。

南島景観ドライブ
SCENIC SOUTH ISLES
ツアー番号：KOI010
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄３１～（３～１２歳）
所要時間：約２時間１５分
歴史あるスカパ・フロウの沿岸を移動する車中では、第一次、第二次世界大戦の際ここが世界でも良く
知られた海域であった興味深い事実を習います。チャーチル・バリアーと呼ばれる一連のコーズウェイ
は南の島々とを結んでおり、元々はセメントのブロックで建てられ、第二次世界大戦中英国海軍基地を
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守る為に作られたものです。
小さな島のラム・ホルムに立ち寄り、美しい手書きの壁画があるイタリア礼拝堂を訪問します。キャン
プ６０の奇跡と知られるこの美しい建物はイタリア人の捕虜により第二次世界中に建てられたもので
す。イタリアの兵士との歴史的関わりにより保存と修繕が行われています。
サウス・ロナルドセー島に向かい、波静かな湾の奥にある可愛らしい海辺の村セント・マーガレットホ
ープに到着します。僅かな時間ここに立ち寄り、工房の見学や村の散策を楽しんだ後、カークウォール
に戻ります。
ご案内：このツアーはバスで行います。徒歩はお客様各自にお任せします。殆ど平らで舗装されていま
す。

オークニー島景観ドライブ
ORKNEY PANORAMA
ツアー番号：KOI011
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２９～（３～１２歳）
所要時間：約３時間１５分
イーヴィー行政区の素晴らしい海岸線をドライブします。眼前にはエインハローサウンドからロウセー
島が広がりや北海と大西洋が合流するミステリアスなエインハロー島の両側の激しい潮流など素晴ら
しい風景に魅了します。バーゼイ・モア野鳥保護区に隣接するバーゼイ湾の砂浜に立ち寄り、野鳥保護
区としても知られ、間違いなくオークニー諸島で一番海鳥が集まる断崖として知られるマークウィック
ヘッドの断崖を遠くにご覧ください。
内陸に進み、１９９９年ユネスコの世界遺産に指定されたオークニーの新石器時代の中心であった場所
に向かいます。素晴らしい儀式に用いられたストーンサークル リング・オブ・ブロッガーを通過し、
英国で初期に作れたストーンサークルの一つで堂々と聳えるストーン・オブ・ステネスに立ち寄ります。
歴史あるスカパ・フロウの沿岸を移動する車中では、第一次、第二次世界大戦の際ここが世界でも良く
知られた海域であった興味深い事実についてガイドが説明します。
ご案内：このツアーはバスで行います。徒歩による観光はあまりありませんが、草の生えた平らな地表
や岩の断崖をお写真撮影の際歩きますが、歩くか歩かないかはお客様にお任せします。

イェスナビーの断崖とリング・オブ・ブロッガー
YESNABY CLIFFS & RING OF BRODGAR
ツアー番号：KOI012
ツアー料金：大人＄４９～ 子供＄２８～（３～１２歳）
所要時間：約２時間半
牧草地帯が広がるオークニー本島の西側へ景観ドライブを楽しみながら素晴らしい砂岩のイェスナビ
ー断崖に向かいます。大西洋に面した荒々しい海岸線やその周りを取り囲む息をのむような景色をご覧
ください。
引き続き新石器時代オークニーの中心に向かいます。1999 年にユネスコの世界遺産に登録され、儀式の
為に作られたストーンサークルでリング・オブ・ブロッガーとして知られています。ネス・オブ・ブロ
ッガーはハリー湖とステネスの中間にあり、英国諸島の中でも 3 番目に大きなストーンサークルです。
4500 年以上前は 60 以上の石が建てられていたと信じられていますが、現在では 27 個だけ残されていま
す。
帰路のドライブでは 5000 年以上前まで歴史が溯る英国でも初期に作られたストーンサークル ステネ
スの立石群を通過します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには波打つ草の上を 45 分程歩くことが含ま
れます。平底の歩きやすい靴をお勧めします。
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ストーノウェー
STORNOWAY
ハリスへの景観ドライブ観光
BREATHTAKING HARRIS
ツアー番号：STW001
ツアー料金：大人＄５７～
所要時間：約４時間４５分

子供＄３０～（３～１２歳）

この景観ドライブでは地元の草木で染色したスコットランド産バージンウールを手織りで作られた布
から作られたハリスツイードで有名な可愛らしいハリス村へ向かいます。
変化の多い景観を魅了しながら、フィヨルドのような細長い入り江のエイリーソート湖とシーフォース
湖を通り山道を通ると、荒々しい田舎の風景やアウター諸島で一番高い標高 800 メートルの荘厳なクリ
スハム山の素晴らしい眺望が楽しめます。その大昔、氷と海の強い力により削り研磨され、荒涼とした
波食崖、大きなカーブを描く海岸やヒースが生える斜面が作られました。ここで発見された岩は世界最
古のものと言われています。
古い第一次世界大戦より前に捕鯨基地であったバナンフイネダーや色鮮やかで月面のような岩の地形
に点在する小さな湖を通過し、ターベルト湖を見渡す趣のある漁村ターベルトに立ち寄り自由時間を設
けます。
ターベルトを離れ、広大なラスケンタイア湾沿いを通り、ゴルガボストビーチに向かいます。ここで自
由時間を設けますので、湾全体を覆う真っ白の砂浜やターコイズ色の海を背景に砂丘が広がる景色に魅
了されましょう。北には山々が連なり、美しい無人島の島タランセイがあり、ＢＢＣテレビシリーズの
キャスタウェイ２０００が収録されました。
ご案内：このツアーはバスで行います。ターベルトでは約 45 分間、ホルガボスト海岸では約 30 分自由
時間を設けます。徒歩による観光はお客様にお任せします。バスに乗り降りができる必要があ
ります。

ルイスとアーノルブラックハウス
LEWIS & ARNOL BALCKHOUSE
ツアー番号：STW002
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所要時間：約３時間１５分
ルイス島はゲール文化の中心地で長い伝統と遺物が残され、小規模農業や漁業や織物業のような伝統が
人々の生活に深く浸透しています。
西海岸をドライブし、ドラマチックな有史以前の遺跡カラニッシュ立石群があるカラニッシュ村に向か
います。英国ではストーンヘンジの次に重要な遺跡と言われています。ガイドの案内で紀元前１５００
年まで歴史が溯る遺跡を観光します。石が円形に配置され、その中央に十字の形に石が置かれています。
月と星が一列に並び季節サイクルを現しており、初期石器時代の農民が頼りにしていました。
次に北へ放置されたブラックハウスがあるアーノルに向かいます。牛舎、納屋や家が組み合わされた古
代の長屋で、貧しい人々は家畜と一緒に生活をしていました。修復されたブラックハウスを使用した博
物館を見学します。当時に時間を戻し、この厚壁に萱葺き屋根の家で質素な家具とピートで起こした火
が灯された生活がどのようなものだったか想像してみましょう。
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーには凸凹の遊歩道、軒の低い入口や芝生地などが含
まれます。徒歩は各自の裁量にお任せします。バスへ乗り降りができる必要があります。

ボスタッド鉄器時代の居住地
BOSTADH IRON AGE SETTLEMENT
ツアー番号：STW003
ツアー料金：大人＄５５～
子供＄３０～（３～１２歳）
所要時間：約３時間
本当と狭い橋で結ばれたグレート・ベルネラ島に向かいます。この岩の多い島には小さな湖や点在し、
幾つかの小さなロブスター漁で生計を立てている小村があり、女王の前報道官が所有しています。
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住む人のいないボスタの村近くに到着し、鉄器時代の村が黄金の砂が広がる綺麗な浜辺にポツリと置か
れています。この居住地は台風級の強風が吹いた 1990 年代の初めに発見されました。古代の居住地は
現在は完全に修復され、アイロン・エイジ・ハウスとして紹介されています。内部に入ると温かい暗が
りや本物のピートが燃える鋭い匂いを感じ、現地ガイドがここに生活をしていた古代人の生活を説明を
聴き入りましょう。隣接する墓地を探索したり、紺碧の大西洋の海が前に広がる白砂の幅広い海岸を散
歩したりする機会があるでしょう。
帰路は美しい景観や北に見えるカルロウェイの円塔の眺めをお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには草の遊歩道と砂の上を歩くことが含まれ
ます。居住地では約 1 時間滞在します。ボスタッドでは小さなグループに分けて家の中を見学
します。

ルーズ城周辺を歩く
WALK THE SURROUNDS OF LEWS CASTLE
ツアー番号：STW004
ツアー料金：大人＄４５～
子供＄２４～（３～１２歳）
所要時間：約３時間半
船よりウォーキングツアーが始まります。海沿いを通り海岸線に続く遊歩道を歩きます。敷地は元々ロ
ーズ城の公式庭園の一部として、狩猟用ロッジの上に建てられてものです。
引き続き海岸線の遊歩道を歩き、湾の愛らしい景色を眺め内部に入ります。遊歩道は緩やかな坂道とな
り、城の敷地の一番高い所にあるガロウズの丘に続きます。かつてここには町の絞首台が置かれていま
した。ストーノウェーの素晴らしい全景がご覧いただけます。
そして荘厳なお城に近づきます。かつてはジェームズ・マセソン卿が所有していましたが、リーバブラ
ザーズ社の創業者であるリーバヒューム卿に売却されました。第二次世界大戦中は海軍病院として、
1950 年代は大学として使用されていた興味深い歴史があります。
城より丘を下り、海岸線に戻り船に戻ります。
ご案内：このツアーは徒歩で行います。このツアーは徒歩による観光が約 3 時間から 3 時間半含まれ、
ゆったりとしたペースで緩やかな斜面を含む色々な地表を歩きます。歩行距離は約 7.2 キロで
す。平底の履きなれた滑りに靴をお勧めします。お城は外側からの見学で、内部見学は含まれ
ていません。その日の天候に合わせた服装でご参加ください。ボトルのお水をご持参ください。

ルイスとブラックハウス
LEWIS & BLACKHOUSE VILLAGE
ツアー番号：STW005
ツアー料金：大人＄５７～
子供＄３０～（３～１２歳）
所要時間：約３時間４５分
ルイス島は伝統的なゲール文化を保持し、息をのむような景色が広がる海岸線があります。
カラニッシュにある躍動的な有史以前の立石群は紀元前１５００年からその歴史が溯ります。遺跡は英
国でストーンヘンジの次に重要と位置付けられています。ガイドツアーでは石の配置の重要性や月と星
との関係を習います。
引き続き周囲広がる風景を楽しみながら大西洋に面する道路を通り、美しい人里離れた海岸の居住地ゲ
ーラナンのブラックハウス村に到着します。この修復された村は海岸沿いに建てられた典型的なブラッ
クハウスで時間が昔に戻るようです。地元のガイドが村や島の歴史を説明し、手織りの実演をご覧いた
だけます。リソースセンターでは更に興味を深めたり、村の遊歩道を散歩したりする機会があります。
ここより島の内陸を通りイーリー沼地を横断し、ストーノウェーに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには凸凹の地面、階段を含む約１時間半の徒
歩観光が含まれます。平底の履きなれた靴をお勧めします。
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ルイス島北部観光
LEWIS FAR NORTH DISCOVERY
ツアー番号：STW006
ツアー料金：大人＄５６～
所要時間：約３時間半

子供＄３０～（３～１２歳）

ストーノウェーを出発し、ルイス島の北部にあるネス行政区と可愛らしい小さな港ポート・ネスに向か
います。このコミュニティーはゲール語を使用し、国中でもゲール語を話す人の割合が高い所です。長
年ネスは数多くの船乗りのふるさとで、地元の芸術家の作品にも賞賛されています。自由時間には港付
近の散策やハーバービューギャラリーで芸術作品を眺めたりそれぞれお楽しみください。
ネスより少し移動し、Ｔの字型のユニークな聖モルア教会を訪れます。いつ建てられたかは不明ですが、
歴史家によると 1100 年から 1500 年の間に建てられたと言われています。小さな教会を散策し、歴史や
かつてここが癒しを求める巡礼地であった事を再発見してみましょう。
次に僅かな移動で驚く所に建てられたルイス灯台に向かいます。1862 年にスティーブンソン兄弟により
建てられた灯台はスコットランドで多く見られる灯台とは異なり赤煉瓦でつくられたものです。灯台の
外観を写真に収めたり、海の愛らしい眺めを堪能ください。この地域は英国内でも強風が吹くことで知
られ、ギネス記録の本にも記載されています。
ゆったりと車窓より愛らしいルイスの風景を楽しみながらストーノウェーに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには岩場やゴツゴツした地面を歩くことが含
まれます。平底の履きなれたウォーキングシューズをお勧めします。

ヘブリデン・リブ・アドベンチャー
HEBRIDEAN RIB ADVENTURE
ツアー番号：STW007
ツアー料金：大人＄１６２～ 子供＄１４９～（５～１２歳）
所要時間：約４時間
ストーノウェーを出発し景観を楽しみながらルイス島を横断し、島の荒々しい大西洋側にあるウイグに
向かいます。ここから複合型ゴムボートに乗船しスリルあふれるヘブリディーズ諸島の海岸沿岸を走り
ます。
リーフ村を通過し小さなロアグ湖に到着します。もしかしたらカワウソやオオワシが見られるかもしれ
ません。引き続きシアラム島やパベイ・モアに向かい、速度を緩め海中洞窟を眺めます。パベイ島の北
端辺りでは自然にできたアーチのゲオダ・ナ・スガルバが見られ、息をのむようなパベイラグーンに入
ると白砂の海岸と紺碧の海に囲まれています。
行程中、アシカやウバザメ、イルカや色々な海鳥などの野生動物に目を凝らしましょう。ミアバイグ港
に戻ると一杯のウイスキーや温かい飲み物が用意されています。
複合ゴムボートの旅の後はゆったりと寛ぎながらストーノウェーに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと複合型ゴムボードで行います。ウイグへの移動は約１時間で、車中のガイ
ド説明はありませんが、現地ガイドがグループを引率します。複合型ゴムボートは激しく揺れ
る事から、怪我をしている方には向きません。体重１２７キロ以上の方はご参加いただけませ
ん。妊娠中の方や５歳以下のお子様は参加いただけません。救命胴衣と防水服が提供されます
が、温かい服装でご参加ください。野生生物が見られる保証はありません。ボートの中にはバ
ックを置くスペースはありません。船による行程は気象状況により異なります。

ヘブリディーズ諸島の味とストーノウェーブラックプディング
HEBRIDEAN TASTES & STORNOWAY BALCK PUDDING
ツアー番号：STW008
ツアー料金：大人＄１２９～ 子供＄N/A
所要時間：約３時間４５分
ストーノウェーを出発し、素晴らしい風景を車窓より楽しみながらルイス島を横断し、最北地域に向か
います。ボルブ・カントリーハウスホテルに到着後、著名なシェフで地元テレビのパーソナリティーで
もあるアラン・マックフィッチによる料理実演に参加します。アランが彼の知識と技術を紹介し、地産
の材料とスノーノウェーブラックプディング用いて、彼が創り出したお料理スタイルの数々をご覧くだ
さい。そして美味しい材料が入った数々のお料理を味見していただきます。
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次にストーノウェーに戻る道中、さらに愛らしい風景を堪能いただけます。ツアーの最後に地元ではチ
ャーリー・バーリーズと愛されている家族経営のチャールズ・マクラウド肉屋に立ち寄ります。ストー
ノウェーブラックプディングはこの店で 70 年以上も作られており、ガイドが家族経営の歴史など面白
い話を説明し、船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーは参加人数に限りがある為、お早目にお申し込みく
ださい。このツアーはお子様には向きません。このツアーには徒歩による観光がほとんど含ま
れませんが、バスの乗り降りができる必要があります。肉屋では 30 分程立って見学していた
だきます。椅子の用意はありません。平底の履きなれた靴をお勧めします。

グリーノック

GREENOCK
グラスゴー・ハイライト・ツアー
HIGHLIGHTS OF GLASGOW
ツアー番号：GBG001
ツアー料金：大人＄６２～
所 要時間：約４時間半

子供＄３０～（３～１２歳）

グラスゴーには世界的に有名な博物館やギャラリーが随所にあり、特に現代美術で有名な所です。歴史
的には造船業で有名で、市内の見所を周りながらゆっくりとドライブしていく車窓からも造船に関係し
た場所を数多く見る事ができる他、様々な興味深い歴史を知ることができます。
知識豊富なガイドがグラスゴーの要人たちの銅像が並ぶジョージ広場など車内から説明します。
グラスゴーで最古の建物、プロヴァンド領主館の前を通り、壮大なグラスゴー大聖堂に向かいます。背
景の丘に共同墓地がシルエットになって浮かび上がる、堂々たるゴシック建築の大聖堂で撮影タイムを
お楽しみください。
市内の中央公園を抜けた後、グラスゴー大学で再び車を止めての撮影タイムとなります。由緒ある歴史
を持つこの大学は建物の美しさと共に、精緻な細工がほどこされた鉄の門や装飾的な紋章で有名な所で
す。
その後はケルビングローブ芸術ギャラリー博物館で美術と時代と自然界を通しての人類の発展の歴史
をたどっていただきます。この博物館は３年の年月と約３６億円の巨費をかけて改修され、三階に別れ
て 8,000 以上の作品が展示されています。ギャラリーではレンブラント、ティツィアーノ、ダリの傑作
を代表とする名画を見る事ができる他、ユニークな展示としての恐ろしい武器や素晴らしい甲冑類、本
物のミイラをはじめとする古代エジプトの遺物の展示も見所のひとつです。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ケルビングローブ芸術ギャラリー博物館では１時間半の
自由見学時間をお取りしますので各自のペースに合わせて歩き回ることが可能です。車椅子で
の入館も可能です。

スコットランド湖水地方パノラマ・ツアー
PANORAMIC SCOTTISH LOCHS
ツアー番号：GBG002
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３１～（３～１２歳）
所要時間 ：約４時間半
港から出て東方向に道をとり、アースキン・ブリッジを渡ってクライド川の反対側に出るとスコットラ
ンド最大の淡水湖ロッホ・ローモンドが見えてきます。ロッホ・ローモンドはスコットランドの自然美
の代名詞ともなっている湖で高く聳える山脈と美しいブルーの水面の対比がユニークな美しさを描き
出しています。
道中、絵の様な村ルスで停車。伝説によればルスの名前はフランスの国花ゆり＝フルール・ド・リスか
らとられたといわれ、１４世紀にフランスの高級将校と結婚した地元の娘にまつわる悲しい物語が残っ
ています。その娘はフランスで命を落としたのですが、遺体はこの村に戻され、ロッホ・ローモンドの
傍らに埋められました。そこでフランス人の夫が亡き妻の墓の周りに自国の国花であるゆりの花を植え、
それ以来この地にゆりの花が咲き誇る様になったということです。しかし現在のルスの繁栄はこの村の
大地主で近くのロスデュー城に住んでいたコルクホウン家の力に預かることが大きかったといわれて
います。しばしの間湖のまわりの散策や、地元のパブで気分一新の時間をお楽しみください。
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ロッホ・ローモンドに沿って北へと車を進めると“感謝を持って休息を楽しみなさい”という表示のあ
る展望所に到着します。ここは素晴らしい山岳風景の撮影スポットです。その後はロッホ・フィン、ロ
ッホ・エック、ホーリー・ロッホなど次々と現れる美しい湖の周りを通って、カー・フェリーの乗場で
あるハンターズ・キーに到着します。
ご案内：このツアーはバスで行います。ルス村では４５分の自由行動時間があります。体調や気分に合
わせて自由に徒歩での散策をお楽しみください。

グラスゴー歴史遺産探訪ツアー
GLASGOW HERITAGE TRAIL
ツアー番号：GBG005
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３２～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間１５分
かの昔蒸気船造船の世界では、
“クライド”で建造されたといえば最高水準の船舶のお墨付きを得たと
同様でした。このツアーは一時世界を制覇していたクライド造船の面影をたどり、かつての栄華をしの
びます。
タイタン・クレーンは、かつてクライド・バンクのジョン・ブラウン造船所に聳えていた大型船舶搭載
用クレーンで、スコットランドで唯一の見学可能なクレーンです。巨大な１５０トンの片持ちはりクレ
ーンの狭い操舵室の内部を見学し、クイーン・メリーやクイーン・エリザベス２の進水式の模様の説明
を受けます。
クレーンの回旋臀（ジブ）の上という絶好の高所からグラスゴーの市街を見下ろし、かつての定期船が
どの様にして眼下に見える狭い道路や、居住区に覆いかぶさる様になる位まで、空高く聳える高層ビル
のような大型船になっていったか想像してください。
その後クライド川の岸壁上に建てられグラスゴーの新たな名所となった交通博物館であるリバーサイ
ド博物館を訪ねます。市の新たなランドマークとなったこの建物は有名な建築家ザハ・ハディドによっ
て設計され、かつて別の場所にあったグラスゴー交通博物館の新たな落ち着き場所となりました。ここ
には３，０００以上の展示品がありグラスゴーの主要産業であった海洋事業の歴史をあますことなく伝
えています。また様々なお店がならぶ道路が新設され１８９０年代から１９８０年代に製造されたヴィ
ンテージ・カーの展示も見所のひとつです。
道中、滔々と流れるクライド川や、アースキン橋に立ちより、クライド峡谷から現在再建工事が行われ
ている旧造船所までの思わず畏敬の念を覚えるような景観をお楽しみいただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。タイタン・クレーンの最上部まではエレベーターで登る
ことが出来ます。このツアーは高所恐怖症の方にはお勧めできません。リバーサイド博物館で
は約１時間の見学時間をもうけてあります。

グレンゴイン蒸留所とロッホ・ローモンド湖畔ツアー
GLENGOYNE DISTILLERY & LOCH LOMOND SHORES
ツアー番号：GBG006
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間半
グレンゴイン蒸留所はその場所自体が、流れ落ちる滝のある穏やかな峡谷に抱かれているという絶好の
地にあり、素朴なビジター・センターが併設されています。ウィスキー製造の歴史をビデオで鑑賞しな
がら、世界の頂点に立つ最高級プレミアム・モルトの“ちょっと一口”のぬくもりをお楽しみください。
ガイド付ツアーで蒸留所の中を歩き、ウィスキーの製造過程をじっくりと学びます。大麦が運び込まれ
る様子を観察し、ウィスキーが製造される仕込み槽近くでは、あのなじみ深い鋭い香りをご堪能くださ
い。丈の高い蒸留器がずらりと並ぶ壮観な様子を見学し、ウィスキーを成熟させる為の酒樽が保管され
る倉庫を見て見学ツアーは終了しますが、ツアー終了後はショップでお土産を購入することができます。
ロッホ・ローモンドへの道中は息を呑む程の美しい景観が続きます。ロッホ・ローモンドの湖畔で車を
止めて、質の良い商品を取り揃えた売店でお買い物をする他、湖畔からベン・ローモンドやハイランド
断層への素晴らしい景観を楽しむことも可能です。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには約１時間半徒歩での観光が含まれます。
蒸留所では３０段の階段の上り下りがあります。安全上の理由から中央蒸留所での撮影は禁じ
られています。
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由緒ある古城スターリング城観光
HISTORIC STIRLING CASTLE
ツアー番号：GBG007
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間半
クライド川を渡る所からツアーが開始され、古代からの町ダンバートンを通リ、“ミニチュア・ハイラ
ンド”と称される絵の様な美しさの田園地方へと入ってゆきます。途中、ロッホ・ローモンド近くを過
ぎ、趣のある古村のドリマン、ブチルヴィー、アンプリアーを抜けてスターリング城に到着します。
スターリング城はスコットランドの古城の中で最大のものといわれ、緩やかに流れるフォース川の頭上
の切り立った断崖の露岩に建ち、周囲の田園地帯を睥睨する様に聳え立っています。この城はスコット
ランド独立の象徴的存在で、長く苦しい圧制に耐えた国民のプライドの源となったものです。その苦難
の歴史は、スコットランドの歴史上の重要人物であるウィリアム・ウォーレス、ロバート・ザ・ブルー
ス、スコットランドの女王メアリーと密接に結びついたものでした。忠実に再建されたグレート・ホー
ルは中世時代数々の晩餐の舞台になった所でした。その他にもチャペル・ロイヤル、ルネッサンス宮殿、
１６世紀から１８世紀に作られた大砲要塞が見所です。ハイランダー連隊博物館では、ニューオーリン
ズのイギリス軍侵攻を初めとする世界各地で転戦してきたアーガイル・サザーランド連隊の勇者たちの
歴史を偲ぶことができます。お城の周囲の遊歩道からハイランドとローランドの見事な眺望をお楽しみ
ください。港への帰路では活気あふれるグラスゴーの市街を通過します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。スターリング城では約１時間半の見学時間があります。
城の周りの地面は舗装された舗道と石畳みの舗道に分かれており、城内には傾斜のきつい通路
や階段があります。

グラスゴー自由散策
GLASGOW ON YOUR OWN
ツアー番号：GBG008
ツアー料金：大人＄５４～
所 要時間：約６時間半

子供＄２８～（３～１２歳）

グラスゴーはヨーロッパでも活気のある人気の国際都市です。素晴らしいビクトリア風建築を背景に建
築の粋な都市として生まれ変わりました。スコットランドが誇る建築家チャールズ・レニー・マッキン
トッシュの建築様式はスコットランドの大都市中を魅力ある建物で溢れさせています。グラスゴーには
世界の有名な芸術品の収集や数多くの博物館があり、英国でショッピング天国としてしられています。
ゆったりと寛ぎながらグラスゴーの中心に向かいます。約４時間３０分の自由時間がありますので、ご
自分のペースで多文化都市グラスゴーをお楽しみいただけます。
ご案内：このツアーはバスで行います。グラスゴーへは交通状態にもよりますが、片道４５分程です。
グラスゴーのバス昇降地はノース・ハノーバー・通り(North Hanover Street)です。このツア
ーにはガイド説明、昼食や入場料は含まれません。バスを降りる前にどこがバス集合場所と集
合時間をご確認ください。遅刻した場合バスは待てません。

アードキングラスハウスと牡蠣の殻開けマスタークラス
ARDKINGLAS HOUSE & OYSTER SHUCKING MASTERCLASS
ツアー番号：GBG010
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄N/A
所 要時間：約５時間
アードキングラス・エステートはロッホ・フィンの湖畔の素晴らしい場所に建てられています。ジョニ
ー・ノーブル氏がエステートを経営している時代、ロッホ・フィン・オイスターズのビジネスが始まり、
なかなかの繁栄を見せています。
エステートハウス内を特別ガイドツアーで見学し、この屋敷の歴史や由来など興味深い話を聞くことが
出来ます。1907 年にこの家を管理することになった家族の背景や現在もこの館との関わり合いが分かる
でしょう。この屋敷は建築家ロバート・ロリマール卿の傑作と考えられています。
次にロッホ・フィン・オイスターズのスタッフに合流し、牡蠣の殻をむくマスタークラスに参加します。
牡蠣の殻を開ける詳しい手順をよくご覧いただいた後、牡蠣の味見を楽しみます。紅茶やコーヒーと味
わいの深いショートブレッドビスケットもご賞味ください。色々な経験の後は庭園の散策や可愛らしい
景色を堪能することが出来ます。
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ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーの参加人数が限られるため、お早目にお申し
込みください。16 歳以上の方がお申込みいただけます。ロッホ・フィン・オイスターズは必要
欧州特許分類書類を所有していますが、特に妊娠中の方は、低又は免疫不全があり、子供や高
齢者が牡蠣を生で食べる場合、生牡蠣には病原性微生物が含まれ、病気を発症させる場合があ
る事をご承知おきください。このツアーは徒歩と立ち見の観光が約 1 時間含まれます。平底の
履きなれた靴をお勧めします。

ベルファスト

BELFAST
ベルファストパノラマ観光
BELFAST PANORAMA
ツアー番号：BFS001
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
グランドオペラハウス、アルバートメモリアル、クイーンズ大学、植物園などを含むベルファストの名
所を見て回り、フレンドリーなガイドが現地の生活についてお話します。
荘厳なルネッサンス様式のベルファスト市庁舎を通過し、1912 年に沈没したタイタニック号を追悼して
建てられた大理石製のタイタニック・メモリアルが見られます。
喧騒の都市から少し離れると、北アイルランド国会議事堂であるストーモントを通過し、北アイルラン
ドが抱えた問題について習い、ケーブ・ヒル・カントリーパークからベルファスト城が眺められます。
ベルファスト城は最も傑出した由緒正しい建物です。美しい庭園があり、カントリーパークと隣接して
います。眼下に広がるベルファスト入り江の素晴らしい景色をご堪能ください。
ケーブ・ヒルはベルファストの社会史や文化や人々の生活に深く浸透してきました。ユナイテッド・ア
イリッシュメンが 1795 年の暴動を計画した岩場、マック・アーツ・フォートと共に、この丘は最も有
名なランドマークです。
プロテスタント・シャンキル通りとカソリック・フォールズ通りに政治的な壁があり、一風変わった文
化経験ができます。旧クラムリンロード裁判所、クラムリン牢獄とピースレーンをご覧ください。
ご案内：このツアーはバスで行います。観光はすべて車窓から行われ、途中お写真ストップを設けます。
バスに乗り降りができる必要があります。

ベルファスト徒歩観光
BELFAST CITY WALKING TOUR
ツアー番号：BFS003
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間半
ベルファストのチャーミングな通りを歩くと３００年の歴史が飛び込んできます。都市の貧しい由来と
１６６０年代に企画された道路が残る建築の宝庫をご堪能ください。町一番歴史あるクイーンズ広場を
出発し、税関やアルバート時計台を通りラガン川に辿り着きます。ここからはハーランド・アンド・ウ
ォルフ造船所のクレーンが見えてきます。悲劇のタイタニック号が建造された物語などお聞きください。
ハイストリート、ポッティンジャー・エントリー、アンストリート、コーンマーケット、キャッスルレ
ーン、キャッスルアーケード、ドネガル・プレイスを歩きながら、ガイドが歴史や由来などを説明しま
す。ベルファストが発展したビクトリア時代のシンボルの市庁舎は見事な建物で、敷地内にはタイタニ
ック・メモリアルがあります。
ベルファストのパブは何世紀もの間、社会生活において無くてはならないものでした。パブの一つに立
ち寄り、地元の雰囲気に溶け込み紅茶やコーヒーとスコーンをお楽しみください。
帰りのドライブでは有名なカソリックフォール通りとプロテスタント・シャンキル通りを通過します。
ベルファストの問題を抱えた過去を物語る壁画でお写真タイムを設けます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには階段を含む約１時間３０分の徒歩観光が
含まれます。平底の履きなれた靴をお勧めします。
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ジャイアンツ・コーズウェイ観光
A VISIT TO GIANT’S CAUSEWAY
ツアー番号：BFS004
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄４６～（３～１２歳）
所 要 時 間：約６時間
バリメナやブッシュミルズなど内陸を通過し、躍動的なノースアントリム海岸を通り、ユネスコ世界遺
産に登録されたジャイアンツ・コーズウェイに向かいます。
この変わったコーズウェイの奇石群は何百万年の間、激しく荒れ狂う大西洋の嵐に対する天然要塞のよ
うに構え、ギザギザと尖った均整のとれた石柱群には興味や興奮を覚えます。
ミステリアスな石柱群に魅了し、オルガン、巨人のブーツ、ラクダのこぶや煙突など呼ばれる構造物を
ご覧ください。
思い出に残る観光の後は人気観光名所で素晴らしい崖の上に建てられたダンルース城でお写真撮影に
立ち寄り、時間が許せば深さ 24 メートルの岩場に架けられたカリック・ア・レーデ吊り橋でお写真ス
トプを設けます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。コーズウェイでの時間を最大限有効に使う為にバス駐車
場からコーズウェイ間を運航する無料シャトルバスを利用します。シャトルバスの所要時間は
5 分間です。ジャイアンツ・コーズウェイの立地の理由により、数が強く寒く感じられるので、
ジャンパーや軽めのジャケットをご持参ください。

タイタニックの足跡
THE TITANIC TRAIL
ツアー番号：BFS007
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間１５分
タイタニック号が設計、建造そして浸水したクイーンズアイランドでのタイタニックの建造者の足跡を
たどります。
ガイドの案内で徒歩にてタイタニック地区、旧ハーランド・アンド・ウォルフの本部、タイタニック号
の造船台やタイタニックのドック、ポンプ室を見学します。タイタニック用ドックとポンプ室の建造は
造船に絶対必要な部分で、今でもほとんど変わらず残されています。ドックや造船に携わった労働者達
の深い理解を得て、鉄のないこの都市でどのようにこの素晴らしい船が造船されたかを発見します。当
時に戻り、蒸気で動くポンプの現場や音、匂いを想像し、仕事を始めたまず第一週目の実習生の物語を
インタラクティブな視聴覚の展示でご覧ください。ドックの全長に沿って進むと、タイタニックの大き
さと規模が分かり、浮扉は１００年以上の歴史があり、いまだ完全な状態で残されています。
お飲物がポンプハウスカフェ＆ビジターセンターで用意されており、ゆったりと寛ぎながらタイタニッ
クの歴史に思いを馳せましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーはタイタニック・ベルファストの入場は含ま
れておりません。クイーンズアイランドの再開発の為、一部予告無に立ち入れない場合があり、
タイタニック地区の再建によるものです。ほぼ平地の徒歩観光です。

風光明媚な海岸線と峡谷
PICTURESQUE COAST & SCENIC GLENS
ツアー番号：BFS008
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間半
グレナリフ森林公園は世界でも有名なアントリム峡谷の真中にあり、100 年も多くの人々がこの地域を
訪れています。グレナリフは峡谷の女王と言われ、9 つからなるアントリム峡谷の中で最も美しいと多
くの人に考えられています。公園は旧パークモア森林も含まれ、エリア面積は 11 ㎢でその内 9 ㎢が木々
で覆われています。その他の地域は複数の小さな湖、リクリエーションエリアやランドスケープや保護
の目的で空き地から構成されています。公園は小さな美しい二つの川、インバーとグレナリフが流れ、
素晴らしい滝があり、穏やかな滝壺、早い水流が急な岩場の間を流れ落ちます。
公園を各自で散策する時間を設けます。そして有名なグレナリフティーハウスにて紅茶やコーヒーと共
に自家製のスコーンをお召し上がりください。
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帰路は海岸道路を通り、躍動的な岬や風光明媚な湾を楽しみながらドライブします。快晴の日にはスコ
ットランドのキンタイア岬まで見渡すことができます。
ご案内：このツアーはバスで行います。公園内は悪天候の後は滑りやすいので、しっかりした靴でご参
加ください。徒歩観光は各自の裁量にお任せします。グレナリフ森林公園では約 1 時間散策い
ただけます。

ベルファスト・ハイライトとタイタニック・エキスペリエンス
BELFAST HIGHLIGHTS & TITANIC EXPERIENCE
ツアー番号：BFS010
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄５３～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
グランドオペラハウス、アルバートメモリアル、クイーンズ大学、植物園や素晴らしい建築物などを含
む北アイルランド最大の都市ベルファストの主な名所を車窓から見学します。知識豊富なガイドが敷地
内にタイタニック・メモリアルがある荘厳なルネッサンス様式のベルファスト市庁舎などを通り、ベル
ファストの豊かで変化にとんだ歴史を説明します。プロテスタント・シャンキル通りとカソリック・フ
ォールズ通りにある政治メッセージが書かれた壁でお写真タイムを設けます。ここはベルファストの痛
ましい激動の過去を思い出させます。
このツアーのハイライトは最新技術を駆使した施設タイタニック・ベルファストの訪問で、象徴的な船
体の形をした建物でタイタニック号が建造された場所の隣にあります。この興味深いタイタニック・エ
キスプリエンスはタイタニックの悲劇から 100 周年を記念して建てられ、特殊効果や室内乗物、実寸大
の再現や革新的インタラクティブ技術を用い、新鮮で洞察に満ちたタイタニックの物語が体験いただけ
ます。2 時間の時間を設けますので、９つある大きなギャラリー内は音声ガイドを聞きながらタイタニ
ックの物語を発見しましょう。タイタニックの悲劇の最後の激動ドラマの前を語った乗客、乗務員や英
雄の物語に耳を傾けましょう。最後にユニークなオーシャン・エクスプロレーション・センターの北大
西洋のフロアではタイタニックが静かに眠る位置をご覧いただけます。船に戻る前に時間があればタイ
タニックが浸水した造船台を眺めたり、レストランの一つで寛いだり、大きなギフトショップでお買い
物したりすることもできます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。タイタニック・ベルファスト館内は音声ガイドを用いて
各自館内を見学します。館内は 6 階建てとなり、エレベーターがあります。約 2 時間の見学時
間があります。

ベルファストとクラムリンロード牢獄
BELFAST & CRUMLIN ROAD GAOL
ツアー番号：BFS011
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
ベルファストをドライブし、町の長い激動の歴史を感じましょう。色とりどりの商業施設から目覚まし
い工業発展、市民の不安。
グランドオペラハウス、アルバートメモリアル、クイーンズ大学などの名所を通ります。ドネガル広場
に堂々と構える印象的なベルファスト市庁舎でお写真ストップを設けます。市庁舎の敷地には大理石で
できた女神セインの像が置かれており、ＲＭＳタイタニック号の被害者を追悼しています。
そして政治的壁画が描かれているプロテスタント・シャンキル通りとカソリック・フォールズ通りに向
かいます。短時間立ち寄りますので痛切な芸術作品をご覧ください。このツアーの主な目的はビクトリ
ア式クラムリンロード刑務所の見学で、今では完全に修復されましたが、気味の悪い過去が残されてい
ます。ガイドが１９９６年に閉鎖され、刑務所 150 年の歴史が閉ざされた歴史背景や建築的に重要な刑
務所について説明します。クラムリン牢獄での生活やＣウイング、死刑宣告された男性牢や処刑場など
を見学します。そして悪名高い地下トンネルに向かいます。この地下トンネルはかつて裁判所に続いて
おり、同じ通路を囚人たちが歩かされました。ツアーの最後は小さなお店と博物館に立ち寄る機会があ
り、船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには階段を含む約１時間の徒歩観光です。平
底の履きなれた靴でご参加ください。地下トンネルに入ります。
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ベルファストの味覚ツアー
BELFAST FOOD TOUR

ツアー番号：BFS013
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄N/A
所 要時間：約４時間
『食いしん坊』と一緒に食欲そそるベルファストのチャーミングな通りを歩き始めます。お腹を空かせ
て出発です。現地の食べ物事情の秘密が明かされます。
歴史と文化に浸り、どこで食べて飲んだらいいのを知っている食べ物好きの地元民が通う有名地域で美
味しい食べ物を楽しみます。この徒歩観光の後には昼食は必要ありません。試食は頻繁で太っ腹です。
途中地元の生産者に会い、北アイルランドのスペシャリティーについて習い、伝統の味のポテトブレッ
ドやギネスブレッド、アイルランド風マッシュポテトと忘れてならないベルファストビールなど含む 20
以上の異なる食物や飲物を試食します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには階段を含む約１時間３０分の徒歩観光が
含まれます。平底の履きなれた靴をお勧めします。

リバプール

LIVERPOOL
気ままなリバプール観光
LEISURELY LIVERPOOL
ツアー番号：LIV001
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間半
リバプールの市内をドライブして目につくのが印象的な建物群で、市の名前の元となった架空の鳥、リ
バーバードがタワーの天辺に鎮座するロイヤル・リバー・ビルがその代表的なもの。その後旧市街に向
かい市庁舎、数多いビートルズの出演で有名なキャバーン・クラブのあるキャヴァーン・クォーターを
見学、その近くのウォーカー美術館やセント・ジョージ・ホールも見所のひとつです。
円形屋根の超モダン建築で有名なメトロポリタン大聖堂で車を止めてその威容を鑑賞します。この教会
はリバプール随一の名物建築で、釘を打ったランタン型のタワーと、25,000 枚というステンドグラスが
印象的なものです。
その後チャイナタウンを抜け、リバプールで２番目に重要な宗教建築物、英国国教会に向かいます。赤
色砂石のゴシック建築であるこの教会はイギリス最大の英国国教会として有名です。
ビートルズの歌と同名のペニー・レーンで車を止めて写真撮影タイムの後は市の中心に戻り、人気の高
いリバー・フロントに沿って幾つかある公園の中を通り、造船所地域を改造したアルバート・ドックに
向かいます。1846 年に新世界へのゲートウェイとして開かれたこのアルバート・ドックは英国の保護対
象建造物群のグレードＩに指定された建物が一番集まっている場所としても有名になりました。
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーはほとんどが車窓からの観光となります。お手洗い
は大聖堂内にあります。

ザ・ビートルズの足跡をたずねて
IN THE STEPS OF THE BEATLES
ツアー番号：LIV002
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄３７～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間１５分
リバプールはザ・ビートルズが出現する前からも国際的に有名な港町でしたが、世界的に音楽シーンが
活発だった６０年代彼らがザ・キャバーンから飛び出してきて、リバプールはザ・ビートルズ発祥の地
として有名になり、かの“Fab Four＝最高の４人組”とそのサウンドに熱狂するファン達のメッカとな
りました。
まずは車窓からそれぞれのメンバーの生家、以前に住んだ家、学校を見て周り、彼らの音楽を聴きなが
ら歌詞でもおなじみの場所、ペニー・レーン、ストロベリー・フィールズを訪ねます。それぞれの場所
での写真撮影のかたわら、ガイドがザ・ビートルズにまつわる様々な逸話を披露してくれます。
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“Fab Four”の幼年時代から解散までを年代別にたどったビートルズ記念館、ザ・ビートルズ・ストー
リーの見学も見所です。ここには１８台のオーディオ機材から、ハンブルグでのビートルズ公演や、1961
年にキャバーン・クラブに登場した時のライブ風景など、どの展示を見ても、世界的にスターダムに登
りつめ社会現象にまでなったザ・ビートルズが過した様々な場所や時代を偲ぶことができます。
その後マシュー・ストリートに向かい短時間徒歩でザ・キャバーン・クラブを訪ね、内部を見学します。
ジャズ・クラブとして 1957 年にオープンしたこのクラブは無名時代のザ・ビートルズが１９６１年２
月に初めて演奏した場所として有名で、その後約 300 回近いライブ演奏をここでおこないました。最後
の演奏は 1963 年の８月でその時点で既に彼らは世界的な大スターとなっていました。
ご案内：このツアーはバスで行います。ザ・ビートルズ・ストーリーで約１時間の見学時間があります。
車椅子での見学も可能です。マシュー・ストリートでは２０分の自由散策時間があります。

色彩豊かなポート・サンライト村観光
PICTURESQUE PORT SUNLIGHT
ツアー番号：LIV003
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄３２～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間半
ポート・サンライトはイギリスの初期都市計画の中で最も素晴らしい形で残された村といっても過言で
はないでしょう。この村は１９世紀の後期に博愛主義者のウィリアム・ハスケス・リーバ（後のリーバ
ハルム子爵）が、今日ではユニリーバの名前で世界的企業となったリーバ兄弟商会の石鹼工場の労働者
達の住宅として建設しました。リーバは美術や建築に造詣が深く、現在保護地区になっている多くの地
域で彼が残した様々な史跡を見る事ができます。
美しく手入れが施された約５３ヘクタールに広がる公園の様な敷地に広がるこのユニークな村のゆっ
たりとしたドライブをお楽しみください。数軒の大型主要建造物の周りには９００軒の建築が並び、そ
のすべてが英国の保護対象建造物群のグレード II に達しているものです。リーバはこの村の建築の為
に３０名の建築士を雇い目の覚める様に美しく穏やかな公園を背景に、それぞれ独特なデザインが混じ
りあった見事な光景を生み出す結果となりました。
村をざっとドライブして回った後はポート・サンライト博物館を見学します。博物館では様々な時代ご
との展示によって興味深い村の歴史を知る事ができます。ここにはポート・サンライト村全体の縮尺モ
デルも展示されています。
博物館見学の後は斬新な建造物で有名なレディ・リーバ・アート・ギャラリーを訪ねます。館内はリー
バの絵画と装飾美術の貴重なコレクションの宝庫で、世界的にも高い評価を受けているものです。油絵
のほかにも中国骨董のコレクション、タペストリー、彫刻、家具、ウェッジウッド、その他の骨董類の
展示も見所です。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ポート・サンライドの道中にはマージー川のトンネル通
過が含まれます。

チェスター観光
CHARMING CHESTER
ツアー番号：LIV006
ツアー料金：大人＄８４～
所要時間：約６時間半

子供＄３６～（３～１２歳）

チェスターは街路を歩いても、建物を見ても、空気さえも遥か遠い昔に戻された様な感覚を覚える町で
す。英国でも際立って古い史跡に溢れるこの小さな町は、英国２０００年以上の歴史が詰るおびただし
い遺産を畏敬の念をもって守りぬいてきました。
町全体を見渡すパノラマ観光を楽しんだ後は、ビッグ・ベンに次ぐ撮影スポットとして世界的にも有名
なヴィクトリア朝時代の華麗なイースト・ゲート時計台とチェスター大聖堂を訪ねます。その後は約２
時間３０分それぞれ自由にチェスターの町の散策を楽しんでいただきます。町を取り巻く城壁の上に登
って歩けば、高台からの絶景を楽しむことができます。歴史的な塔や堂々たるアーチ型の門などが点在
している町の中心地の俯瞰眺望と同時に、反対方向には遠く見えるウェールズ地方の山々の荘厳な光景
も味わうことが出来ます。
チェスターで全ての旅行者を惹きつけ、見逃せない名所は２階に木造の回廊が巡らされたショッピン
グ・アーケードで、建物の基礎は１３世紀に建てられたといわれている所です。特に英国では代表的な
黒と白のコントラストが特徴の建造物が数多く見られ、中世的雰囲気が味わえます。
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ご案内：このツアーはバスで行います。各自自由に観光をお楽しみいただくために昼食は含まれていま
せん。観光には英国通貨（英ポンド）をご持参ください。大聖堂観光は自由選択です。チェス
ターまでの距離は片道約１時間１５分です。徒歩での観光は参加者それぞれの裁量におまかせ
します。

北ウェールズとコンウィ城観光
NORTH WALES & CONWY CASTLE
ツアー番号：LIV008
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４６～（３～１２歳）
所 要時間：約８時間４５分
北ウェールズ特有のヒースの花が咲き乱れる丘や奥深く隠れた川の流れる渓谷という自然美を堪能で
きるツアー。この一帯は長く荒らされることがなかった土地で、数々の伝説や文化史跡に満ちた隠れた
名所となっています。
城壁都市のコンウィの城門入り口に聳えたっているのがエドワード一世時代に建造された強固な城砦
であるコンウィ城です。強い印象を与える大きな８基の主要塔とそれを繋ぐ岩壁は一度も損なわれるこ
となく中世のままの姿を保っています。最高の保存状態で残された２１の小塔と３箇所の城門に囲まれ
た城は当時ヨーロッパの中で環状に建てた城の中で最も完璧なものといわれています。コンウィが中世
建築の傑作の地であり、ウェールズで最も色彩豊かな村という定評が頷ける所です。
コンウィの村を十分に楽しんだ後は、穏やかな川沿いの、草を食む羊たちがのどかに遊ぶ牧場脇を通り、
有名な古く狭い太鼓橋を渡ってウェールズ地方で典型的なマーケットが開かれる町ランウストに向か
います。
海抜１５メートルしかない地盤の上に立つベトゥスイ・コイドの村は、周囲を平均高度３００メートル
もある丘陵地帯で完全に囲まれた小さな盆地の村です。コンウィ川のみならず西から流れる３本の支流
の水の青さで、村を取り巻く田園地方の美しさが更に引き立ち、典型的なアルプス地方の清冽な印象を
かもしだしています。ここでは２時間の自由時間をもうけていますので、風光明媚な自然景観を心行く
まで堪能したり、お土産屋さんで買い物を楽しんだり、地元のレストランで昼食を味わったりと思い思
いにお過ごしください。
ご案内：このツアーはバスで行います。各自自由に観光をお楽しみいただくために昼食は含まれていま
せん。英国通貨（英ポンド）のご持参をお忘れなく。

マンチェスター自由行動
MANCHESTER ON YOUR OWN
ツアー番号：LIV015
ツアー料金：大人＄５０～
所 要時間：約７時間半

子供＄３０～（３～１２歳）

リバプールより片道 1 時間 15 分のドライブで、見どころやすべきこと豊富な主要都市マンチェスター
に到着します。
マンチェスターには数多くの博物館や素晴らしい建築物、アートギャラリーが豊富にあり、数時間のお
買い物にも最適な場所です。ザ・キーズは素晴らしいウォーターフロントにある複合商業施設で、ザ・
ローリーと帝国戦争博物館ノースとがあります。ちょっとお買い物を楽しみたい方は 80 以上のお店が
あるアーンダーレショッピングセンターやお買い物やエンターテイメントのメッカで種類豊富なお店
やテーマバー、レストランが揃うトラッフォードセンターに行くのもよいでしょう。
観光やお買い物など各自お好きな事をお選び頂け、ガイドはおりませんがそれぞれ自由に時間を過ごす
ことが出来るツアーです。
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーはガイド説明がなく、入場料などふくまれておりま
せん。交通状況にもよりますが、マンチェスターまでは片道約 1 時間 30 分程です。地図が配
られます。約 4 時間の自由時間を設けます。徒歩での観光は参加者それぞれの裁量におまかせ
します。船へ戻る出発時間と集合場所を必ずご確認ください。
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英国国教会の鐘つき体験
ANGLICAN CATHEDRAL BELL RINGING EXPERIENCE
ツアー番号：LIV016
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供 N/A
所 要時間：約４時間
短いドライブで英国最大で素晴らしい建築様式を誇るリバプールの英国国教会に到着します。
教会に到着すると、この教会を設計したジャイルズ・ギルバート卿に扮したガイドの出迎えを受けます。
有名な赤の公衆電話ボックスはギルバート卿が設計したものです。素晴らしい建物周辺をご覧いただき、
高い天井をご覧いただくと天に昇って行くように感じられるでしょう。教会の塔へエレベーターで上が
り、鐘の部屋に入ります。この入場は特別に手配されたものです。教会の鐘演奏者と合流し、６つのベ
ルシュミレーターを含む教会の鐘鳴らし体験をお楽しみください。
狭い階段たどり、鐘が設置されている上階に移動します。ガイドが鐘の設置や移動などの興味深い物語
をお話しします。さらに数段の階段を上に上ると教会で最も高い屋根に出ることが出来、素晴らしい景
色が楽しめます。地階に戻り教会初期に建てられた美しいレディー･チャペルをご覧ください。
ツアーの最後はリバプールを車窓より見学し船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。参加人数には制限がある為、お早めにお申し込みくださ
い。このツアーには徒歩と立ち見の観光が約 2 時間含まれます。部分的に級で狭い階段が 159
段含まれます。このツアーは体力がある方がお申込みいただけ、妊娠中の方やお子様はお申込
みいただけません。平底の滑りにくい靴をお勧めします。

セント・ピーターポート

ST. PETER PORT
リブ・ボート・アドベンチャー
RIB RIDE ADVENTURE
ツアー番号：GCI003
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄６０～（５～１２歳）
所 要 時 間：約１時間
トルコ・ブルーの海をクルーズしながら野生動物の遭遇や、長い歴史を持つユニークなガーンジー島を
お楽しみください。
岩棚の中で巣作りをしている驚く程の多種多用の海鳥たちや、ツノメドリ、カツオドリ、オオハシウミ
ガラス、海鵜などの群れが見られるかもしれません。特別仕様のゴムボートで崖や入江に接岸し、至近
距離で観察することができます。
自然保護区として指定されたハーム島近くの岩礁では、時にアトランティック灰色アザラシが岩の上で
のんびり日向ぼっこをしている姿が見られます。また、運が良ければイルカや鯨を見ることができます。
自然愛好家のガイド付で、野生観察とスリルの両方を味わえます。このツアーでは同時にガーンジー島
の素晴らしい海事の歴史を学ぶことができます。帰りはスピードを上げて戻りますので、ボートをしっ
かり掴みましょう。
ご案内：このツアーは複合性ゴムボートで行います。水上運行中のバウンドが激しい為、怪我をしてい
る方、体調がすぐれない方にはお勧めできません。妊娠中の方の参加は禁止されています。全
員に救命胴衣と雨具が支給されますが、暖かい服装でご参加されることお勧めします。野生動
物が見られるかどうかは保証の限りではありません。ボートの運航ルートは天候により変わる
ことがあります。
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沿岸地方と田園地方のドライブ
COAST & COUNTRYSIDE DRIVE
ツアー番号：GCI004
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３６～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間
第二次世界大戦にまつわる史跡が残る島は、サイズこそ小さいものの絶大、美しい景色に彩らており、
初めて訪れる人には最適のツアーです。南側の起伏に富んだ崖、西側の神秘的な湾と砂浜、そして東側
の首都であるセント・ピーターポートとガーンジー島を望む、全ての見所を網羅しています。
セント・ピーター・ポートの素晴らしい港とショッピング・センターに沿って車を走らせ、１１世紀に
建立された町教会や１２世紀建立のコルネット城の前を通ります。ガーンジー島の静かな田園地方に立
つユニークで魅力的なミニチュア型のリトル・チャペルは外観の珍しさと同時にユニークな歴史も持っ
ています。わずか６ｍＸ５ｍの小さな礼拝堂は貝殻や小石、色とりどりの磁器の欠片で装飾が施され、
小さなアルコーブには一度に３人しか入る事ができないのです。
西海岸へと向かう道中では、高台の見晴らし場所となるプレインモント・クリフで車を止め、美しい海
岸線を眺めながらの写真撮影タイムとなります。第二次世界大戦中は沿岸の防衛基地となったこの場所
で潮風を味わいながら、魅力的なガーンジー島の絶景見ながら特別な時間をお過ごしください。
途中、ケーキ付きの紅茶やコーヒーで小休止し、お土産などのショッピングタイムを設けております。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ドライバーがガイドを兼任します。リトル・チャペルへ
は舗装された平坦な道路を歩きますが、入り口に数段の階段があります。

サーク島観光
ISLE OF SARK
ツアー番号：GCI006
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５０～（３～１２歳）
所 要時間：約６時間４５分
ガーンジー島からフェリーでわずか４０分で、途中ハーム島、ジェソー島、ブレッシュ島などの小島の
間を縫いながらサーク島に到着します。そこからはトラクターに牽引された“トースト・ラック”とい
う車両に乗り、島一番の急勾配の丘を登って村の中心まで行きます。観光案内地図と地元のガイドの案
内を頼りにしながら、自由行動でこの素晴らしい島を思う存分探訪してみましょう。
多くの旅人にとってのサーク島の魅力は、自分の足で隠れた見所を発見したり、息を呑む様に美しい景
観を楽しんだり、岩陰にひっそりと広がる入り江でのんびりと時を過したりする事です。より行動派で
あれば“占領下と史跡博物館”を訪ねたり、カラー・チョコレート工場でチョコレート作りを見学した
り、島の南にありビック・サーク島とリトル・サーク島を結ぶ有名な断崖絶壁の道ラ・クーピーなど見
物な場所が沢山隠されております。
村のメインストリートに沿って興味深い珍しい店が沢山並んでいる他、飲み物や軽食を買える場所が数
多くあります。ツアー終了後は再び“トースト・ラック”に乗るか、又は歩いて丘を下り船付き場から
フェリーに乗ってガーンジー島に戻ります。
ご案内：このツアーは船とトラクター、徒歩で行います。島には本村を走る“トースト・ラック”の他
に交通手段はありません。島全体の自由観光には約５時間設けております。徒歩での島巡りも、
のんびりお過ごしいただいたり、各自思い思いの時間を過ごしていただきます。ツアーには博
物館などの入場料金は含まれていません。ヒールのない歩きやすい靴と、日焼け止め、地元の
通貨（英ポンド）
、カメラをお忘れなく。

ドイツ軍占領時代のガーンジー島の歴史探訪
THE GERMAN OCCUPATION OF GUERNSEY
ツアー番号：GCI008
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
第二次世界大戦中、ドイツ軍に占領されガーンジー島は、占領統治の記憶を数多く留めています。
ドイツ軍は拠点を頑丈なものにするために、断崖の上に要塞や見張り塔など建設し、現在でもはっきり
とみることができます。
ドイツ軍占領博物館は空調設備のついたトンネル内にあり、もともとドイツ軍がＵボートの燃料保管庫
として建てられたものです。テーマ別に分かれたそれぞれの展示室があります。
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それぞれの展示には詳しい説明がつけられており、非常に心をゆさぶられる博物館をご体験いただくで
しょう。
地下に設けられた野戦病院も当時の遺物ですが、そこは何といってもチャンネル諸島でドイツ軍が残し
た最大の遺物があることで有名です。網の目の様に掘られた地下トンネルは全体で約 7,000 平方メート
ルに及んでいます。野戦病院内にはトンネルの中には二本の主要な通廊があり、病室、手術室、レント
ゲン室が造られていました。当時の備品はほとんど残っていませんが、それでもベッドや調理用具、暖
房施設などがあり、寒いじめじめした場所にいると一体どんな目的でそこが造られたのか沈思黙考せざ
るをえません。
その後のプレイモントでは、崖の上からガーンジー島西海岸の素晴らしい景色を楽しむことができ、巨
大な砲台を見る事ができます。道中紅茶やコーヒーとケーキなどで休憩し、至近距離でドイツ軍の防衛
施設を観察する機会もあります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。博物館内には階段があります。野戦病院の床は平坦です
が、湿気があり、薄暗い照明しかありません。病院訪問の際は暖かい上着をご持参ください。
このツアーでは運転手がガイドを兼任します。

コーネット城でのＶＩＰ待遇歓迎会
VIP RECEPTION AT CASTLE CORNET
ツアー番号：GCI018
ツアー料金：大人＄９４～ 子供＄９４～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間
埠頭を後にしてマリーナから徒歩でゆっくりと華麗なコーネット城まで散策します。コーネット城はガ
ーンジー島の古代港湾要塞で、１９世紀に防波堤と架橋が出来るまで孤立した小島の上にありました。
お城は海を見下ろし遠くハーム島まで望める絶景の位置を誇っています。
ガイド付で城内に残る中世からの遺構や庭園をたどり、周囲の美しい光景に目を見張りながら、興味深
い歴史を学びます。お城の最上階へ上れば、更に素晴らしい港や、灯台や町全体の眺望が開けてきます。
正午になると、正午の号砲発射の時間となります。この号砲は昔軍隊の守備隊が、兵舎に残る兵士立ち
に戻る時間を伝えたという１９世紀の慣習に習い、毎日正午に発射されます。歴史的イベントを見物し
た後はお城の居室に招かれ、スパークリング・ワインとカナッペ付きの歓迎会がはじまります。
ツアー終了後は、そのまま埠頭に戻るか、セント・ピーターポートの可愛いらしい舗道をそぞろ歩き、
ショッピングをするか、お城に残って更に見学を続け、城内に３つある史跡博物館を訪ねるかのいずれ
かを選択することができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。コーネット城の見学ツアーは約１時間です。見学場所へ
は約３０段の階段の登り下りがあり、お城の最上階までは６０段の階段があります。最上階見
学はオプションです。お城へは平らな歩道を約２０分徒歩で移動します。

徒歩で回る町とコルネット城
A WALK TO TOWN & CASTLE CORNET
ツアー番号：GCI022
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２９～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間１５分
英国本土から 112km,フランス最北端から 48km に位置するこの群島をご紹介する絶好の機会です。快適
なウォーキングではこの美しい島に秘められた歴史を肌で感じていただけるでしょう。埠頭でガイドと
合流し、ロウアー・ポレットへ向け徒歩を進め、免税の島のため大勢の買物客で賑わっているハイスト
リートを通ります。途中、この可愛らしい町の開発がわかります。
徒歩観光のハイライトはコルネット城訪問で、ガーンジーで人気の観光名所となっています。
１３世紀中頃まで歴史が遡ります。お城や城内にある博物館と庭園を自由に散策する機会があります。
城内の喫茶室で紅茶かコーヒーと共に美味しいガーンジーケーキをご賞味ください。そして徒歩にて埠
頭に戻ります。
ご案内：このツアーは徒歩で行います。デコボコとして斜面を含む多様な地面を約２時間３０分から３
時間歩きます。コルネット城には約３０段の階段があります。平底の履きなれた滑りにくい靴
をご着用ください。
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自転車で周るガーンジー島
GUERNSEY BY BIKE
ツアー番号：GCI025
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄７２～（８～１２歳）
所要時間：約３時間半
ミニバスで短時間移動をし、西海岸にあるパレル湾に向かいます。身長にあった自転車を選び安全講習
を受けます。ヘルメットを装着し一般道にペダルをこぎ始めます。
魔女や妖精などの物語が多く残るカティオロックを含むガーンジー島の可愛らしい田舎道をサイクリ
ングします。自転車をこぎ進めると古代のお墓やシングルバンクスやコリン・ベスト自然保護区などを
通り抜けます。風光明媚な海岸線のロッククェーンやチャーミングなポーテレット港を通ります。
内陸に入り自転車優先道路「リュエット・トランキル」を通り戻ります。こられの狭い道路は馬や自転
車が自動車より優先されるもので、牧草地に溢れる野生の花々や趣のあるコテージに風が吹き抜けます。
パレルに戻りミニバスでセントピーターズポートに戻ります。
ご案内：このツアーはミニバスと自転車で行います。8 歳未満のお子様はご参加いただけません。自転
車の区間は約 2 時間です。体力があり自転車の経験がある方がご参加ください。殆ど平らな地
面ですが一部斜面もあります。その日の天候に合わせた自転車に向いた服装でご参加ください。
日焼け止めなどご持参ください。平底の滑りにくい靴を又はスニーカーをお勧めします。お飲
物は含まれていないので、各自ボトル入り水などご持参ください。

ガーンジー島の宝石
GEMS OF GUERNESY
ツアー番号：GCI026
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３５～（３～１２歳）
所要時間：約３時間
バスにてまずは、ガーンジー島のかわいらしいリトル・チャペルへご案内します。１９１４年に建てら
れたこのチャペルは、二人の兄弟による努力の結晶で芸術作品そのものです。フランスのルルドの洞窟
のミニチュアバージョンでもあり、貝殻や小石、色とりどりの磁器の欠片で装飾が施された美しいチャ
ペルです。続いて、伝統的な金、銀、プラチナジュエリーを作っている小さな工房を訪れます。宝石職
人達は前世紀から王室御用達のものとして目を見張るような豪華な宝石をデザインし、念入りに作るよ
う依頼されてきました。訪問の最後にはショールームを見たり、免税価格でお買い物をしていただくお
時間もございます。次にキャサリン・ベストデザイン工房に訪れます。ここでスパークリングのロゼワ
インを飲みながらショールームに展示されている素晴らしい宝飾品をご覧ください。展示されている素
晴らしい作品のすべてはキャサリン・ベストと彼女の才能豊かなチームによって作られたものです。キ
ャサリン又は彼女のチームの一人が愛から創作されマスター工芸家としての長年の経験によって生み
出された作品の興味深い話を説明致します。
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーでは徒歩による観光がほとんど含まれませんが、バ
ス駐車場からリトル・チャペル、又はキャサリン・ベストへの短距離を徒歩で移動していただ
く必要があります。金細工工房では僅かな斜面とリトル・チャペル内部を見学する際は石畳と
数段の階段の上り下りをして頂く必要があります。バスの乗り降りができる必要があります。
バスドライバーがガイドを兼任します。

ヴィンテージバスで周るガーンジー島
INSIGHT INTO GUERNSEY BY VINTAGE COACH
ツアー番号：GCI027
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４４～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
ソーマレズ・パークにある民俗衣装博物館で島の歴史を肌で感じ、人気のあるリトル・チャペルを訪れ
た後は美味しい伝統的なガーンジーアフタヌーンティーをジャーボーグホテルで頂きます。
ナショナルトラスト民族衣装博物館は島で一番大きなソーマレズ公園にあります。ここで島民の過去
250 年の歴史を習います。ご自分のペースでこの小さな島の日常生活を紹介する展示物をご覧ください。
次に島の西側をドライブし、ガーンジーで最も人気のある観光名所のリトル・チャペルを見学します。
芸術作品で無償の奉仕活動で建築されたこのチャペルは 1914 年の建物で、おそらく世界で一番小さな
礼拝堂として知られています。
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ツアーの最後は愛らしい絵のような場所に建つジャーボーグホテルを訪れます。ホテルでガーンジーク
ラブサンドイッチ、伝統的ガーンジーガッシュケーキ、スコーンのジャムとガーンジークリーム添え、
コーヒー又は紅茶をいただきます。
ご案内：このツアーはヴィンテージバスと徒歩で行います。ドライバーがガイド案内をします。このツ
アーには約 1 時間 45 分ゆったりとした速度で歩き、凸凹で、緩やかな傾斜や階段など色々な
地表が含まれます。平底で履きなれた靴をお勧めします。使用される乗り物は年代物のバスと
なります。もし年代物のバスが運行できない場合は通常のバスで運行されます。

町の徒歩観光と伝統的なガーンジーアフタヌーンティー
TOWN WALK & TRADITIONAL GUERNSEY AFTERNOON TEA
ツアー番号：GCI028
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所 要時間：約２時間４５分
ガイドの案内で魅惑的なセントピーターズポートの中心に向かい、活気のある通りや狭い路地を歩きな
がら、町の歴史を発見しましょう。絵のような海沿いの遊歩道と共にヨーロッパでも可愛らしい港町の
一つと考えられています。港からは８００年以上も町を守るように聳える１３世紀に建てられたコロネ
ット城が見えます。その昔は駐屯地や兵器庫や牢獄として使用されていました。次にビクトリア時代に
最初に作られた可愛らしいキャンディー庭園に向かいます。この公園には１８５６年から１８７０年の
間、ガーンジー島に滞在していた有名なフランス人小説家ビクトル・ユーゴーの銅像が建てられていま
す。この時期に多くの作品が執筆され完成し発行されましたが、その中でも一番有名な作品が１８６２
年に発行されたレ・ミゼラブルです。
キャンディー庭園から徒歩で愛らしい５つ星のオールド・ガーバメント・ハウスホテルに向かい、伝統
的なガーンジーアフタヌーンティーを頂きます。フィンガーサンドイッチの数々や新鮮な焼きたてのス
コーンとガーンジークロッテットクリーム、お好みの紅茶をご賞味ください。アフタヌーンティーの後
はセントピーターズポートに歩き、船に戻ります。
ご案内：このツアーは徒歩で行います。このツアーは寄港日の４日前に締め切られます。それ以降の申
し込みは空き状況によります。このツアーは一度予約を入れると取り消しと返金は出来ません。
このツアーには徒歩による観光が約１時間半から２時間含まれ、でこぼことした地面と緩やか
な斜面など色々な地表が含まれます。平底の履きなれたウォーキングをお勧めします。参加人
数が限られるため、お早目にお申込みください。

ガーンジー

金銀細工と庭園

GUERNSEY GOLDSMITH & GARDENS
ツアー番号：GCI029
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間
セント・ピーターズポートから内陸へ田舎の景観を楽しみながらドライブは進み、ブルーズ・ラッセル
金細工工房に向かいます。ここには小さなお店と工房があり見学する機会があります。家族経営の工房
は 100 年以上も王族や国家元首などから宝飾品のデザインと制作を依頼されてきました。工房は愛らし
い庭園に囲まれており、時間があれば庭園散策もできるでしょう。
さらにプレインモント・ポイントからコボへ島の西海岸をドライブしセントピーターズポートに戻り、
キャンディーガーデンズを訪問します。チャーミングで各賞を受賞したこの庭園は特筆した場所にあり、
小さなビクトリア風公園の良い見本のようです。公園の上部と下部を散策し、このひっそりとした場所
に植えられた世界の植物をご覧ください。
最後に訪れるのはセントピーターズポートの中心にある個人所有のグランジェ・コートです。公式と非
公式のエリア、色々な低木、ペレニアルボーダーや素晴らしいヨーロッパブナなどを含む高くそびえる
木々をご覧ください。エレガントな石造りのオレンジ温室、可愛らしいローズガーデンや印象的なビク
トリア式サボテン温室などがあります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーには 1 時間半程ゆっくりと徒歩で観光し、
凸凹とした地面や砂利、緩やかな坂道や階段など色々な地表が含まれます。平底の履きなれた
ウォーキングシューズをお勧めします。英国ポンドをご持参ください。
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Shore Excursion Terms and Conditions
ショアエクスカーションの規定と条件（概訳）
ショアエクスカーションの安全性について
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに参加す
るお客様にキュナード社の責任について説明しています。
お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加するに
は独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショア
エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は注意
を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求め
ます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ
加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、
お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあ
たり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる
側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意
深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。
すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、キュナ
ード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況でもエク
スカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責任を負
いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュ
ナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購
入はあくまでもお客様と売主との責任となります。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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