クイーン・ヴィクトリア
バルセロナとモンテカルロ 8 日間
ショアーエクスカーション案内

チビタベッキア
バルセロナ
アジャクシオ
モンテカルロ
ラ・スペツィア

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。

【ファミリー】ファミリーにおすすめです

【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。

クイーン・ヴィクトリア
バルセロナとモンテカルロ

8 日間

ショアーエクスカーション案内

チビタベッキア
CIVITAVECCHIA
ローマ文化遺産観光

（昼食付き）

TREASURES OF ROME
ツアー番号：ROM020
ツアー料金：大人＄１５７～
所要時間 ：約９時間

子供＄１１４～（３～１２）

チビタベッキアからはハイウェイを通り、ローマ市街を抜けてローマの中心部に向か
います。到着後ローマで最も壮大な遺跡の一つであるコロッセオを観光します。この巨大な闘技場の中
に立てば古代ローマ帝国がいかに繁栄し、高度な文明を擁していたかが実感できることでしょう。いく
つかある見晴らし場所の一つからは、かつては７６もの入場ゲートがあったといわれる、大理石の座席
が並び、競技用具の格納室や動物と奴隷たちの出入り口が隠されていた地下通路のある桁外れに巨大な
闘技場全体を見渡すことができます。コロッセオから近い場所にはフォロ・ロマーノがあり、ここは外
観のみの見学となります。ここにはかってローマ帝国全体の運命を決定していた元老院の建物だった遺
跡があります。その後ガイド同行でヴェネツィア広場、トレヴィの泉などを見て回ります。
トレヴィの泉では、再びローマに戻って来られるという伝説にちなんでコインを投げてみてはいかがで
しょうか？ツアーの最終目的地はパンテオンで、巨大な列柱、畏敬を覚えるドーム型丸天井など完全
なるローマ建築の美しさを外観から鑑賞していただきます。その後は魅力いっぱいのナヴォーナ広場で、
土産物店やブティークでのショッピングや散策などご自由にお過ごしください。ツアーの途中ではエネ
ルギーの補給の為に、美味しいイタリア料理の昼食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の観光となります。このツアーは約６時間かなりの距離を徒歩で歩
き、立ち見の観光も含みます。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。教会観光では適切
な服装を心がけてください。観光地の訪問順序は変わる場合があります。

ローマ自由観光
ROME ON YOUR OWN
ツアー番号：ROM004
ツアー料金：大人＄６８～
所 要 時 間：約９時間

子供＄４７～(３～１２)

この文化遺産に満ちた都市を散策してゆくにつれて、過去の陰が訪問者の背中に忍び寄ってきます。フ
ォロ・ロマーノ、コロッセオ、パンテオンといった古代の遺跡と華麗なヴァチカン、トレヴィの泉の魔
力と数千の花が咲き乱れる広場の温もり、それら全てのイメージが融合して永遠の都が造りだされてい
るのが分かります。バスでローマ市内に到着後、すぐ終日自由観光となり、思い思いにローマの探訪を
お楽しみいただきます。数々のお店や見みたり、近くのレストランでイタリア料理を味わったり、ロー
マ市内を見て周り、新たな発見したりご自由にお過ごしください。このツアーは、参加者それぞれで自
由に思うままに観光内容を決め、お好きなだけローマの魅力を存分に味わっていただくものです。
自由に散策後、決められた時間に集合場所にお集まりいただき、バスで船が停泊するチベタベッキアに
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。歩きやすいウォーキングシューズと飲料水のボ
トルの携行がお勧めです。このツアーには、ガイド、昼食、入場料は含まれていません。車中
でローマ観光地図が配られます。ローマ市内の移動は公共の交通機関が利用できます。ユーロ
をご持参ください。主要クレジットカードがお使いになれます。ローマ市内では長時間の駐車
が禁じられている為、万一集合時間に遅れてもお待ちする事が出来ません。集合時間をまもり
集合場所には余裕をもって到着する様に計画して下さい。自由行動の出発地点はヴェネツィア
広場に隣接するマルケッルス劇場です。チビタベッキアーローマ間の移動は片道約１時間半を
要します。
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ローマとシスティーナ礼拝堂

（昼食付き）

ROME AND THE SISTINE CHAPEL
ツアー番号：ROM023
ツアー料金：大人＄２６０～ 子供＄２１２～(３～１２)
所 要 時 間：約１１時間
巨大なコロッセオに行き、広大な闘技場をみわたすことで、古代ローマの栄光を想像することができる
でしょう。また、かつて市場や寺院、元老院で賑わっていたフォロ・ロマーノを巡ります。ローマの中
で最大で最も名高い、美しきトレヴィの泉もご覧になれます。
ヴァチカン美術館は世界中で最も感動的なコレクションの一つを収蔵しています。多くの美術作品に感
動した後、ミケランジェロの尽力さが分かるシスティーナ礼拝堂を訪れます。“天地創造”と“最後の
審判”の創案とその製作はまさしく大がかりであったということが分かるでしょう。
壮大なサン・ピエトロ大聖堂は建築に１００年以上かかり、その特徴はルネサンス様式とバロック様式
にあります。８００もの柱に支えられていることと、４４もの祭壇で装飾されていることからも分かる
ように、サン・ピエトロ大聖堂は世界中のほかのどの教会よりもはるかに大きい、世界最大の教会なの
です。
ツアーの途中ではエネルギーの補給の為に、美味しいイタリア料理の昼食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の観光となります。このツアーを予約されたお客様は、混雑や列に
巻き込まれることなく優先的にヴァチカン美術館へ入場することができます。このツアーは相
当な距離を速いペースで歩きます。教会に入るのに適した服でご参加ください。安全のため、
サン・ピエトロ大聖堂への入場ができない場合があります。あまりに長蛇の列の場合、サン・
ピエトロ広場内で自由時間を取る可能性があります。このツアーは日曜日及び宗教的休日には
行われません。

ローマのパノラマ観光
PANORAMIC ROME
ツアー番号：ROM003
ツアー料金：大人＄８４～
所 要 時 間：約５時間

子供＄５１～(３～１２)

イタリアの有名な都市を巡ってゆくにつれて、今と昔の魅力的な絵画、広場や街道を飾る穏やかな噴水、
そして彫刻やすべての教会を覆うフレスコ壁画にあなたは興味をそそられることでしょう。
初めに市内で、ヴァチカン市国、ルンゴテヴェレ、そしてアラ・パキス、これらの輪郭を描くヴァチカ
ンの城壁を巡ります。
次に、ムロ・トルトと呼ばれるローマの城壁、ボルゲーゼ公園を通り、ピンチャーナ門を抜けて古い町
並みへと入っていきます。その後、イタリアのドルチェ・ヴィータのシンボルであるヴィットリオ・ヴ
ェネト通り、白い大理石彫刻物であるヴィットーリオ・エマヌエーレ２世記念堂、フォロ・ロマーノ、
コロッセオ、コンスタンティヌスの凱旋門、そしてチルコ・マッシモを巡ります。
その際、巨大建造物であるコロッセオを撮影いただけるよう、少しの間停車します。その写真は間違い
なく、永遠の都ローマを訪れたという貴重な記念品となるでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。すべての観光はバスからとなります。実際に入
場することはできません。チビタベッキア～ローマ間をバスで移動中、休憩のための停車を設
けており、移動時間は約１時間３０分です。バスの乗り降りに支障の無い方がご参加ください。

トスカーナを味わう
TASTE OF TUSCANIA
ツアー番号：ROM007
ツアー料金：大人＄７３～
所 要 時 間：約４時間

子供＄５１～(３～１２)

ブドウ園とオリーブ畑が豊富な、色とりどりのエトルリアの郊外へと高速自動車で旅をしつつ名所を観
光していきます。トスカーナの古風で趣のある高地性集落で停車いたします。とても感じの良いエトル
リアの地の中心を紹介し、壮大な壁、城壁、そして教会とともに中世にどのように発展したのかがガイ
ドから説明されます。もしくは、お客様ご自身で観光なさることも可能です。
トスカーナの小さな町で自由時間を設けておりますので、狭い玉石の道を散歩し、古い街並みの雰囲気
を感じることができます。
このツアーのメインイベントは“アグリツーリズム”の一環として農家を訪れることです。ツアーの皆
様を歓迎し、素晴らしいオリーブオイルや地元のワインなどの、有機肥料を用いた特産品をご用意して
います。とても美味しい自家製の商品を購入する機会もあります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。バスからトスカーナの町までの徒歩での移動は
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約１０分から１５分で、傾斜のある玉石の道を歩きます。トスカーナのお店は、訪れた際に閉
店している可能性もあります。トスカーナは小さな町で、午後とピークでないシーズンは特に
町は静かです。農家に向かう際には階段があります。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めしま
す。ユーロが通貨としてお使いになれます。

チビタベッキアとイタリア音楽演奏会
CIVITAVECCHIA AND ITALIAN MUSIC RECITAL
ツアー番号：ROM173
ツアー料金：大人＄３９～ 子供＄２８～(３～１２)
所 要 時 間：約２時間３０分
“古い町”を意味するチビタベッキアはイタリアの中で最も大きい港町の一つで、ローマから約７０キ
ロメートル離れたところに位置しています。この場所には、トライアーノ港と、８２８年にサラセン人
に支配され、軍事施設へと変えられた the city of Centumecellae の名残があります。
バスで短時間移動した後、かの有名なミケランジェロ要塞に到着し、そこからは徒歩観光となります。
マリーナ・グランデから、町の中で最も古い部分である“ゲットー”地区に沿って歩いて行きます。
“ゲ
ットー”地区という名前は、ユダヤ人系の家族のために耳標をつけられた建物にちなんでいるのですが、
その建物は漁師の家族によって所有されていたためユダヤ系の人々は一度も住んだことはありません。
“映画館”とマーケットプレイスを通り過ぎると、アウレリオ・サッフィ広場の近くの市の壁にたどり
着き、the Church of the Orazione を見ることができます。少々歩いたのち、橋を渡り、歴史センター
内の右側に位置するレランドラ広場にたどり着きます。そこでは、チビタベッキアのすべての行進と宗
教的儀式の始まりの場所ということで有名な the Church of the Star をご覧いただけます。
最後に、Cittadella of the Music で約３０分のコンサートを楽しみます。このコンサートは、有名な
オペラからの数曲、イタリアのベルカントとナポリの歌を含むオーソドックスなイタリア音楽で構成さ
れています。
その後、バスで船へ戻るか、個人的に探索するために市の中央に残るかは、お客様の自由です。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。また、石畳で傾斜のある場所を主に歩きます。
ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。

バルセロナ
BARCELONA
シッチェス沿岸の村送迎
TRANSFER TO SITGES COSTAL VILLAGE
ツアー番号：BCN028
ツアー料金：大人＄４４～ 子供＄１４～（３～１２）
所 要 時 間：約６時間
バルセロナから約３５キロの地点にある地中海沿岸のシッチェスは見どころ満載の観光地です。白壁が
並ぶ海辺の村には素晴らしいビーチと共に数限りないお店が並んでいます。
高速道路を通り約４５分のドライブでシッチェスに到着します。旧市街の趣のある狭い小道を散策し、
お土産店を見て回ったり、ファッショナブルなドレスや靴のブティックでのお買い物を楽しんだりとご
自由にお過ごしください。
もしくは、飲み物を片手にリラックスしたり、１７か所あるビーチのひとつで日光浴を楽しみながら行
き交う人々を眺めたりと思い思いの時をお過ごしいただけます。１日中思いのままにお楽しみください。
この活気あふれるリゾートタウンにはどなたにもご満足いただける魅力がつまっています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となります。ガイドは同行しません。また、食事、飲み物、
入場料は含まれていません。バスはビーチから約８００メートル離れた場所に停車します。お
買い物用にユーロのご持参と、水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。自由観光のための地
図をお渡ししますのでご自由に観光プランをお立てください。ほとんどのお店は日曜が休日で
す。ビーチではウォータースポーツを提供するアクアショップが並んでいますがキュナード社
とは一切関係がありません。
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タラゴナ観光
TARRAGONA
ツアー番号：BCN318
ツアー料金：大人＄５７～
所 要 時 間：約５時間

子供＄２６～（３～１２）

タラゴナはローマ時代、中世時代の遺跡に縁どられた歴史区域によってスペインのかつての世界的栄華
が忍ばれる都市です。UNESCO の世界遺産に認定された遺跡は紀元前２１８年まで遡るもので、イベリア
半島にローマ人たちが足を踏み入れた最初の場所を物語るものです。
到着後すぐにローマ時代の巨大な城壁に圧倒されます。城壁の門であるポルタル・デル・ロセルを通っ
て旧市街に入ります。ガイド同行で魅力一杯のウォーキング・ツアーが開始され、プロビンシャル広場、
行政府庁舎プレトリオ、円形劇場、円形競技場さなどを見て回ります。道中、聖マリア大聖堂や監督司
教博物館などで足を止めます。
歴史的な中世の市場やゴシック様式のアーチ、ユダヤ人地区の景観に景観を眺めながら市街を歩きます。
最後に、ランチを召し上がったり、個人で観光するための自由時間をお楽しみください。その後、バス
でバルセロナまでの帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２時間、様々な路面を歩いてい
ただきます。タラゴナまでの移動は片道約１時間３０分となります。聖マリア大聖堂では日曜
にミサが開催され入場は出来ません。大聖堂訪問の際は適切な服装を心掛けてください。ヒー
ルの無い歩き易い靴をお勧めします。

フレシネ・ワインセラー訪問
FREIXENET CAVA CELLERS
ツアー番号：BCN319
ツアー料金：大人＄５８～
所 要 時 間：約３時間

子供＄１８～（３～１２）

喧騒を極める都会を逃れて、ワイン畑や古いカタルーニャの民家が並ぶのどかな田園地方に入り、魅惑
に満ちたフレシネ・ワインセラーに向かいます。
このワインセラーはペネデス地方の中心に位置する小さな町のサン・サドウルニ・タイノアという場所
にあります。家族経営のセラーで１９７０年代からフレシネ・ワインを世界中に広める為の絶え間ない
努力を続け、今ではスパークリング・ワインでは世界的リーダーであるフレシネ・グループを作りあげ
るまでになりました。
大邸宅の様なワインセラー内を見学しながら、フレシネ・ワインの製造過程を学び、電動列車に乗って
地下にあるワイン醸造所や保管庫を見て回ります。更にハイテクな自動瓶詰機械を利用して１年間に約
２億本以上のボトルが産みだされる様子を見学した後は、ワインの上手な選び方、保管の仕方、そして
最も大事であるスパークリング・ワインの飲み方を学びます。ツアーの最後には試飲ルームでグラス一
杯のワインをお楽しみいただきます。その後は各自でボトルを購入したりギフトショップでお土産物を
選んだりとご自由にお過ごしください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約１時間３０分、１５０段以上の
階段や、濡れて滑りやすい場所などを歩いていただきます。ワインセラーの見学では地下４階
にある貯蔵庫などを見て回りますので閉所恐怖症の方にはお勧めできません。

夜のフラメンコショーとサングリア
EVENING FLAMENCO SHOW & SANGRIA
ツアー番号：BCN330
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３５～(３～１２)
所 要 時 間：約２時間３０分
フラメンコは単なるダンスではなく、１９００年代初めにスペインで人気が高まった一つの芸術であり、
スペインにいるローマ人と深く結びついています。１８世紀には、ジプシーが時には音楽なしで、フラ
メンコを抑圧の表現として用いたことが知られています。
「タコネオ」を打つヒール、「パルマ・ソルダ」を叩き「ピト」を弾く指は、多くの人がフラメンコを
連想するような音を奏でます。特徴的なフラメンコギターは、伴奏に使われるもっとも一般的な楽器で
す。
バルセロナの街を見下ろす Mirador de l'Alcade で写真撮影をお楽しみください。その後、活気あふれ
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るフラメンコが行われるパラシオ・デル・フラメンコ・シアターに向かいます。劇場に到着すると、テ
ーブルに案内されます。そこでサングリアのワイン、ビール、ソフトドリンクなどのウェルカムドリン
クをお楽しみください。このスペインの魅力的なパフォーマンスを見て、座りながら、しびれるような
雰囲気に浸りましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。カジュアルな夜の服装で参加いただけますが、
タンクトップ、ショーツや露出の多い服では参加いただけません。このツアーでは歩行は最小
限に抑えられていますが、バスの乗り降りなどが含まれています。

バルセロナ・パノラマ・ツアー
PANORAMIC BARCELONA
ツアー番号：BCN001
ツアー料金：大人＄５９～
所 要 時 間：約３時間

子供＄１２～（３～１２）

バスの背にもたれてリラックスしながらシウタデッリャ公園を経由してオリンピック村に向かいます。
途中、知識と経験豊富なガイドがこれから向かうバルセロナ名所の見所や詳しい説明を致します。途中
１８８８年に開かれたバルセロナ万博の際にネオ・ムーア様式で建てられた凱旋門で休憩をとります。
オリンピック村の到着後、自由時間をとりますのでお店やレストラン、プロムナードがある美しく改装
されたマリーナで散策をお楽しみください。
その後海岸沿いを通りアール・ヌーボー様式の美しい建物が連なるグラシア通りを抜けるとグラシアの
村のゴシック地区に到着します。
モンジュイクの丘に向かう途中では、スペイン広場やバルセロナ見本市会場、マリア・クリスティーナ
通りなどを通ります。モンジュイクの展望台(ミラドール)での撮影時間には目が覚める様な市街の眺望
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になります。モンジュイクの展望台へ１０分程徒歩による移
動があります。

アントニオ・ガウディ建築探訪ツアー
GAUDI TOUR
ツアー番号：BCN004
ツアー料金：大人＄７６～
所 要 時 間：約４時間

子供＄３６～（３～１２）

短時間のバルセロナ・パノラマ・ツアーでは市内で最も幅のグラシア通りを抜けてゆきます。この通り
には、カサ・バトーリョを含むガウディがデザインした沢山のモダニスモ建築様式の建物など当時の重
要な建築物が建ち並んでいます。
そしてガウディが１８８２年に設計したという現在も未完の建造物、聖家族教会（サグラダ・ファミリ
ア聖堂）を訪ねます。この教会は、ガウディの天才的創造性を証明する代表的な建築物のひとつと言え
るでしょう。建築そのものは１８８２年に開始されたのですが一時中断され、１９３９年になって再開
されたものの、ガウディの設計図をめぐって様々な混乱が生じました。このツアーではガイドの案内で
まず内部を鑑賞、ガウディが教会に抱いたイメージを受取っていただきます。最終的にこの教会は、１
２使徒、４人の福音伝道者、聖母マリア、イエス・キリストをモチーフにした１８体の尖塔からなる建
造物として完成される予定です。
グエル公園は２０世紀初頭にガウディの設計で建造されたものです。バルセロナ郊外の丘の上に広がる、
英国の庭園都市をモデルにした庭園公園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。徒歩観光は、起伏のある歩道を約 1 時間３０分
歩いていただくことになります。グエル公園内は全面石畳みになっています。バスの駐車規
制により、バスの駐車場所からサグラダファミリアまでは片道１５分徒歩での移動となりま
す。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。
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ガウディのラ・ペドレラ：その起源
GAUDI’S LA PEDRERA : THE ORIGINS-AT NIGHT
ツアー番号：BCN331
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３５～(３～１２)
所 要 時 間：約２時間３０分
カサ・ミラは、「La Pedrera」（採石場）が別称として知られおり、ガウディの最も有名な現代建築の一
つです。ガウディのペドレラはその起源は壮大な夜の景色にあり、バルセロナで最も象徴的な建物の１
つです。
この非常に感覚的な夜間ツアーでは、ユネスコ世界遺産でもある建物の秘密の部屋と通路を見学します。
見学中には、多くの展示物をご覧いただけます。建物を見学している途中に、特殊照明や音楽だけでな
く階段の吹き抜けの上部に投影されたカラフルな映像をお楽しみください。
見どころは、素晴らしい音楽や映像のショーと、屋根裏で行われるビデオマッピングです。
その特徴ある建築は素晴らしいショーや、ガウディ建築の本質である生命の起源を感じることができる
忘れられない旅にしてくれます。
船にお戻りになる前に、一杯のカヴァでツアーを締めくくりましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ラ・ペドレラ内部の見学はガイドなしで行われ、
約１時間３０分を予定しています。屋根裏に行くために１５の階段があります。屋根裏で行わ
れるビデオマッピングは立ったままご覧いただきます。

バルセロナ・ハイライト・ツアー
HIGHLIGHTS OF BARCELONA
ツアー番号：BCN002
ツアー料金：大人＄６２～
所 要 時 間：約４時間

子供＄１５～（３～１２）

数あるバルセロナの歴史的名所の中のひとつで、ヘラクレスに捧げられたローマ教会の跡地に建てられ
た６００年の歴史のあるゴシック建築のサンタ・エウラリア・カテドラルを見学します。壮麗な聖堂の
外観をじっくりとご覧ください。ゴシック地区に集まっているその他の建物も見所のひとつです。
その後バルセロナの代表的広場であるカタルーニャ広場に向かい、グラシア通りを通ってツアー最大の
見所である聖家族教会(サグラダ・ファミリア聖堂)でバスを停めますー写真撮影の為の停車のみー建築
が開始されたのが１８８２年で、現在もまだ建築途上のこの教会の威容と外壁につけられた華麗な彫刻
の数々は必見です。
その後モンジュイクの丘にある、１９２９年の万博の際に作られたスペイン村を訪れます。“村内”の
アンダルシア通り、コンスティリアン通りを散策した後、自由時間にお土産を物色したりしてお楽しみ
ください。
スペイン村の後は、時間が許せばオリンピック・スタジアムを取り巻くオリンピック５輪のパノラマ全
景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の観光となります。徒歩観光は約２時間から２時間３０分、階段も
含めて歩いていただくことになります。駐車規制があるため、駐車場所からサグラダファミリ
アまでは片道１５分の徒歩移動となります。

登山鉄道でゆくモンセラット観光
MONTSERRAT BY RAIL
ツアー番号：BCN009
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄１８～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間３０分
バスでモンセラットへ向かう道中では、美しくのどかな田園地方の景観から標高１２３５メートルの
荒々しい岩肌を見せるモンセラット山の威容へのドラマチックな変化を味わう事が出来ます。
１０００年の歴史を誇るモンセラット修道院はモンセラット山のゴツゴツした岩塊の麓に抱かれる様
に建つ修道院です。空を覆わんばかりに突き出した牙の様な奇岩が連なるモンセラット山は、他に較べ
様もないユニークな自然の景観美を生み出しています。１１世紀にベネディクト会の僧院として創設さ
れたモンセラット修道院はリョブレガート川の頭上７３２メートルの高さにがっしりと突き出した岩
棚の上に建っていて、１２世紀に彫像された“黒いマリア像”が祭られている事で有名です。
登山鉄道で山頂まで上り、モンセラット山脈全体を見渡す素晴らしい眺望を満喫していただきます。頂
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上では約１時間３０分の自由時間があります。
ご案内：このツアーはバスと登山列車と徒歩での観光となります。バルセロナからモンセラットまでの
移動は片道約１時間３０分を要します。登山鉄道の乗車時間は約１５分間で、かなりの混雑が
予想される為、立ってお待ちいただく場合があります。このツアーでは約１時間３０分、険し
い山道の登り下り及び大聖堂への階段の上り下りが含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴を
お勧めします。修道院で礼拝が行われている場合観光客は院内に入る事は出来ません。また信
仰に敬意を払う為、女性は肩や膝を露出しない服装を心がけてください。気温変化に備えて暖
かいジャケットをお持ちください。このツアーはめまい症の方にはお勧めしません。

アジャクシオ
AJACCIO
コルシカでのカヤッキング
CORSICA KAYAKING
ツアー番号：AJC019
ツアー料金：大人＄９９～
所 要 時 間 ：約４時間
アジャクシオから Ruppione Beach へ向け南下し、ガイドと合流後にカヤックを準備します。
海岸に沿って１時間のパドリングを始める前に、ガイドがパドリングを実演してくれます。険しい Sette
Nave 半島に着くまで、ネオンのように青々とした海を通り、Iles Sanguinaires の景色を眺めることが
できます。
Ruppione Beach へ戻る前に、休憩を取って、透き通った水でクールダウンできます。
ご案内：このツアーには妊娠中の方やと１２歳未満の子供は参加できません。水泳をやっていた方など、
体力的に問題ない方である必要があります。カヤックは約１時間行います。帽子、サングラス、
濡れてもいい靴、タオルとノンオイル、日焼け止めをお忘れなく。個人の持ち物はスペースが
限られているため、最小限でお願いします。救命胴衣を着用して頂きます。このツアーには１
７ストーンの重量制限があります。 ２０１３年１０月からフランスではフランス国内および
フランス領土内からのツアー発着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室ガス排
出量）の提供が義務づけられています。キュナード社でもこの試みに進んで参加しております。
それぞれのカーボンフットプリントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバスに４０
名の乗客を乗せた場合のカーボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者数で排出
量は変わります。このツアーのカーボンフットプリントは、
１名あたり１０.５kg の CO２です。

ポルチッオ・ビーチのひととき
PORTICCIO BEACH BREAK
ツアー番号：AJC022
ツアー料金：大人＄３０～
所 要 時 間 ：約４時間

子供＄１８～（３～１２）

リラックスしたドライブでコルシカ島の南沿岸で、２つのジェノバ風時計台が見下ろす場所にあります。
モダンなお店が並び、素晴らしいビーチ、良く発達したウォータースポーツが楽しめる理想的なリゾー
ト地としても有名です。
冷たくて爽快な陽光きらめくトルコ色の海で知られるポルチッオ・ビーチは何もかも忘れてリラックス
できる最高の場所です。ここでは約３時間太陽と海と砂浜を心ゆくまでエンジョイしていただきます。
予め打ち合わせた時間と場所でエスコートと合流し船までの帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となりガイドは同行しません。ツアーにはサンベッドやビー
チパラソルの費用は含まれていません。水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。ビーチには
着替え場所とシャワー施設があります。ウォータースポーツの前のアルコールの摂取は絶対に
禁止です。ビーチではウォータースポーツを提供するアクアショップが並んでいますがキュナ
ード社とは一切関係がありません。
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コルシカ・ワインの試飲
COUNTRYSIDE DRIVE AND WINE TASTING
ツアー番号：AJC021
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄Ｎ／Ａ
所 要 時 間 ：約４時間１５分
コルシカ島は太陽光に満ち溢れた島で、気候も地形も土壌も歴史も他に較べられない独特のものを持っ
ています。ここのスキアカレロ種の葡萄こそ濃いコクとアロマを有し、アーモンドとカシスそれにバル
サミコの酸味が加わった独特の味わいを持つ最高の赤ワインを産みだしているのです。ツアーはアジャ
クシオ市街のパノラマ観光から始まり、市の中心街のナポレオン街道などを通りカソンに向かいます。
ここでは皇帝ナポレオンの見事な銅像をみることができます。
最初に訪れるワイナリーはドメーヌ・パラディです。ここはマッツァヴィアの丘の上に５０ヘクタール
もの栽培面積を持つ葡萄畑が広がる広大な葡萄農園なのです。村のワイン造りの頂点に立つ堂々たるワ
イナリーはアジャクシオ湾を圧倒する様に君臨しています。ここではコルシカ特産に美味なスナックと
共にロゼや白ワイン赤ワインをお試しいただけます。
最後の訪問場所は伝統的な家族経営のワインセラーのクロス・オマスカになります。目の覚める様な眺
望に囲まれたコロス・オマスカワイン農園は１９９５年にヴィンセント・トーラによって設立され、ワ
インへの情熱の激しさから彼は古いワイン農園を近代的なワインセラーに徹底的に改造し、成功を収め
たのですここでもまた地元のスナックと共にいくつかのワインをお試しください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では起伏のある地面を約４５分歩いて
いただきます。ワインセラーには数段の階段があります。

カタマラン・アドベンチャー
CATAMARAN ADVENTURE
ツアー番号：AJC018
ツアー料金：大人＄１２５～ 子供＄１２５～（３～１２）
所 要 時 間 ：約３時間３０分
埠頭でガイドに合流し本船の近くに係留してあるカタマラン（双胴船）に乗り込みます。乗船後すぐに
錨が上げられ冒険クルーズが開始されます。クルーズ中はより冒険心を味わっていただくため参加者自
身で船のロープを操ったり、帆の上げ下げにトライしていただいたりします。
息を呑む程美しい海と、手つかずの“リル・デ・ボーテ＝美しい島”の沿岸をクルーズしアジャクシオ
湾を抜けてゆきます。船長が最も美しいビーチで錨を下ろす指示を出します。トルコ石色の透明な海水
はシュノーケリングに理想的なものです。
アジャクシオ湾はコルシカ島で最も美しい場所と言われています。面積が広く海水の深度が高く、特に
湾の南部には数多くの砂浜が横たわっています。血に飢えた島々と呼ばれる群島もここで見ることがで
きます。この命名の由来は過去何年もの間この地域で海難事故が起こり、大勢の命が失われたからです。
但し、実はこの島々が日没になると太陽に照らされて鮮血色に染まるからだという説もあります。
シュノーケリングの器材が提供されます。また、クルーズ中はお好きなだけソフトドリンクがいただけ
ます。帰路にはコルシカの食前酒のサービスもあります。
ご案内：このツアーはカタマラン（双胴船）でのクルーズとなります。カタマランは岸辺から少し離れ
たビーチに停泊するかもしれません。水中靴又はヒールの無い滑り止め付の靴をお勧めします。
水着、日焼け止め、タオルをお忘れなく。海面の状態によって別の半島・ビーチを利用する場
合もあります。乗船には岸部から短距離浅瀬を歩いて渡る必要があるかもしれません。ウォー
タースポーツの前にはアルコール類を絶対に摂取しない様にお願します。

ナポレオンの歩み
IN THE FOOTSTEPS OF NAPOLEON
ツアー番号：AJC017
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３９～（３～１２）
所 要 時 間 ：約２時間３０分
桟橋から出発し、アジャクシオのガイド付き徒歩観光をお楽しみください。
途中、フォック広場とナポレオンの像、この島の最初のローマ領事館、ナポレオンが１７７１年に教徒
となった大聖堂を見ることができます。次にナポレオンの生家であるメゾン・ナポレオンへ続きます。
今日では、１８世紀の壮大な家具、お土産、武器、皇帝の文書がある小さな博物館となっています。コ
ルシカ島のボナパルト家の歴史は、１５世紀後半のジェノバ占領の時代まで遡ります。地元の記録によ
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るとナポレオンが Rue Malerba に生まれた家は、１７１３年に建てられました。最後の所有者、ヴィク
トル・ボナパルトが州に寄贈した１９２４年まで、ボナパルト家に所有権がありました。そして徒歩で
桟橋に戻ります。
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。全体で約２時間の徒歩の時間があります。
博物館には数段の階段があります。このツアーの順番は変わる場合があります。美術館では写
真撮影が禁止されています。

バスティリカとミニ鉄道
BASTLICA & LITTLE TRAIN
ツアー番号：AJC010
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄４２～（３～１２）
所 要 時 間 ：約３時間３０分
アジャクシオからはプリュネリ川が穏やかに海に注ぐ場所に横たわる砂浜の遊歩道を通っていきます。
その後は内陸に入り急激な上り道を通ってカウロ村に到着します。
ここからはアジャクシオ湾の絶景とプリュネリ峡谷を望むことができ、その後香り高いマキに覆われた
ジッピトリ森林地帯に分け入ります。この特別な植生は文字通り土なして育つことができ冬場の零下の
気温から長い夏場の灼熱や乾燥でも生き延びることが出来るものです。
素晴らしい眺望を楽しみながら更に、春でも山頂に雪を抱くレノス山の麓の、プリュネリ峡谷から８０
０メートルの高台にあるバスティリカの村に向かいます。
バスティリカに到着後は、魅力一杯で歴史と伝説に彩られた典型的コルシカ村を楽しんでいただくため
ミニ鉄道に乗車します。ミニ鉄道は趣のある街路を抜けアヌンツァータ教会、フォッタシオリ、コルシ
カの英雄サンピエロ・コルソの生家、村の噴水などの前を通ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となり、歩く時間は全体で３０分位です。高い山岳地方の観
光の為めまい症の方にはお勧めできません。２０１３年１０月からフランスではフランス国内
およびフランス領土内からのツアー発着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室
ガス排出量）の提供が義務づけられています。キュナード社でもこの試みに進んで参加してお
ります。それぞれのカーボンフットプリントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバ
スに４０名の乗客を乗せた場合のカーボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者
数で排出量は変わります。本ツアーでのカーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ２が１７．
４ｋｇと計算されています。

山脈とマキ（叢林）観光
MOUNTAINS & MAQUIS
ツアー番号：AJC004
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄４０～（３～１２）
所 要 時 間 ：約３時間４５分
沿岸から離れてコルシカ田園地方の奥深くに分け入っていきます。コルシカ島は大部分がマキと呼ばれ
る香りの高いイシガシなどの低木樹林や草花でびっしりと覆われています。マキが発する例え様もない
香りのお陰でコルシカ島は別名“香りの島”とも呼ばれているのです。カウロ村を抜けてピネタ森林地
区に入り、プリュネリ河川峡谷にそってドライブを続けます。赤い花崗岩の崖が川中に突き出ている光
景や、標高の高い山脈や遠くに連なる峰々の美しさには目を奪われずにはいられないでしょう。人工池
とトーラ・ダムで撮影タイムを設けています。帰路でも、縦に長い住宅で鋭角状の三角屋根と細長い窓
がある花崗岩づくりという独特な建築様式を持つ家が並ぶ典型的なコルシカ島の渓谷の村々を通りす
ぎてゆきます。地元のカフェで小休止して歓迎ドリンクをいただきます。ここでも絵葉書やコルシカ島
土産を買うチャンスがあるでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となり、歩く時間はほとんどありません。休憩場所のカフェ
までは階段や傾斜のある地面を歩くことになるかもしれません。ドライブ中はカーブのある個
所を通りますので、めまい症の方にはお勧めできません。お買い物にはユーロがお使いになれ
ます。２０１３年１０月からフランスではフランス国内およびフランス領土内からのツアー発
着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室ガス排出量）の提供が義務づけられて
います。キュナード社でもこの試みに進んで参加しております。それぞれのカーボンフットプ
リントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバスに４０名の乗客を乗せた場合のカー
ボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者数で排出量は変わります。本ツアーで
のカーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ２が１０．１５ｋｇと計算されています。
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コルシカでの海岸散策
CORSICAN COASTAL HIKE
ツアー番号：AJC025
ツアー料金：大人＄８０～
所 要 時 間 ：約４時間

子供＄Ｎ／Ａ

コルシカ島は、壮大な雪解け山脈、深い峡谷、涼しげな松林、丘陵地帯に聳え立つ古墳がある島で、ス
イスのわずか５分の１の大きさです。古代の歩道やラバトラックと交差しており、散策にはうってつけ
です。
桟橋を離れエアコン付きのバスでパラタ・ポイントに向かいます。ジェノウイーズウォッチタワーから
見渡し、ここでツアーに参加します。
ガイドからコルシカの動植物についての面白い話を聞きながら、道沿いを散策します。散策中には、コ
ルシカの見所である香り、色、対照的な景色を感じていただけるでしょう。
次は、Iles Sanguinaires の壮大な景色をご覧になれる場所に立ち寄ります。また、Capo di Feno へと
向かいます。トルコ石のように透き通る海水と野生の風景は、サーフィンをする方にはたまらないもの
で、忙しい都会生活からかけ離れた時間を過ごせるでしょう。
アジャクシオに戻る前に、ビーチで休憩できます。
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。１２歳未満の子供は参加できません。散策は約３マイ
ルの往復です。徒歩観光では舗装されている、起伏のある地面を歩きます。
歩き易いヒールの無い靴をお勧めします。日焼け止め、帽子、水をお忘れなく。

海亀、陸亀鑑賞ツアー
TORTOISE TIME
ツアー番号：AJC001
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３２～（３～１２）
所 要 時 間 ：約３時間４５分
“のろのろバス”を見る為アジャクシオを出発、コルシカ島の田園地方を抜けて世界に 3 つしかない亀
類保護センターに向かいます。ここでは約１時間にわたって１３０種以上の海亀や陸亀(コルシカ語で
はクプラタス)を鑑賞することができます。
甲羅を抱いたお友達に分かれを告げた後は、アジャクシオ湾の南に位置する海沿いの小さなリゾートの
ポルティシオに向かいます。到着後は約１時間自由時間となりますので、各自ご自由にリゾート内をご
散策ください。ビーチでくつろいだり、お飲み物を味わったり、遊歩道沿いに並んでいる沢山のカフェ
やレストランでリラックスしたりと思い思いの時をお過ごしになれます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光になります。海亀・陸亀保護センターの地面は起伏や凹凸が
あります。ビーチではウォータースポーツを提供する地元業者がいますが、キュナードとは一
切関係がありません。２０１３年１０月からフランスではフランス国内およびフランス領土内
からのツアー発着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室ガス排出量）の提供が
義務づけられています。キュナード社でもこの試みに進んで参加しております。それぞれのカ
ーボンフットプリントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバスに４０名の乗客を乗
せた場合のカーボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者数で排出量は変わりま
す。本ツアーでのカーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ２が１０．１５ｋｇと計算され
ています。

ヴィザヴォナ森林＆田園地方観光
ENCHANTING VIZZAVONA FOREST & COUNTRYSIDE
ツアー番号：AJC020
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３９～（３～１２）
所 要 時 間 ：約３時間４５分
コルシカは人工の娯楽施設より自然の美しさで有名です。沿岸を背にして島の中心部へ向かい荒々しく
手つかずの自然が残っている森林と山岳地帯の探訪に出かけます。
数キロ内陸に入っただけでコルシカ島を３分の１以上覆っているというマキという特殊な植生に出合
うことが出来ます。マキはラベンダー、モツヤクジュ、シクラメン、野生ミント、ヒースなどの強い香
りを出す樹木から生成されていて春になるとその香りが海辺まで運ばれてくると言われています。
10

道中、針状に尖った灰色の山モンテ・ドロ（２，３８９メートル）の完全なパノラマ絵図が眺められる
栗林の真ん中の台地に広がるボコニャノ村を通ります。この一帯はアジャクシオの人々の間で人気のあ
る避暑地となっていて、この土地特有のどっしりとした灰色の家屋が夏場の沿岸からくる熱気を防ぐ役
目をしているからです。
道路はそこから北に折れ曲りヴィザヴォナ峠に入ります。ここではブナと黒松がカーペット状に眼下の
山道を覆っている様子が見られます。ヴィザヴォナ森林はコルシカ島の中で最も歩きやすいハイキング
道として人気があります。樹木の影の奥にはヴィザヴォナ村があって数軒の山小屋が一塊りに並び、小
さな鉄道駅も道路から隠れた場所にひっそりと建っています。
村の中で休憩をとり地元では“スプンティヌ”と呼ばれるスナックを頂きます。また燻製ハムやソーセ
ージ、ヤギや羊のチーズ、ケーキそしてワインも味わうことができます。
短時間自由時間をお楽しみいただいた後、アジャクシオまでの帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。めまい症の方にはお勧めできません。山の上で
は温度が下がる為ジャケットかセーターをご持参ください。

香りの島とミニ鉄道
THE SCENTED ISLE & LITTLE TRAIN
ツアー番号：AJC012
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄４３～（３～１２）
所 要 時 間 ：約５時間
景観を楽しみながらのドライブの後、海抜８７５メートルの場所にあるクリチェト峠でミニ鉄道に乗車
します。森の中を走る２０分のミニ鉄道乗車中ガイドが車窓から見える珍しい植物を見つけてはその用
途の説明をしてくれます。コルシカは野生に自然に茂るこの土地特有の”マキ“として知られる植生で
有名です。香りの高い植物で色とりどりの花をつけ、深いアロマの味わいの素晴らしい匂いのする蜂蜜
が取れることでも知られています。ミエレリエ（養蜂場）を訪問して美味しい地元産蜂蜜の試食をしな
がら、蜂蜜をベースにした他の製品のお話も聞かせていただきます。
香りの島の多種多様の草花と樹木からは、ヒノキ油、シトロネラ油、トショウ油、ラベンダーなどのエ
ッセンシャル・オイルも抽出されます。
帰りのドライブでは美しい山中に横たわるプリュネル峡谷やトーラ湖と通ります。
ご案内：このツアーはバスとミニ鉄道と徒歩での観光となり、徒歩観光は全体で３０分位で起伏のある
地面や岩場を歩きます。歩き易いヒールの無い靴をお勧めします。またカーブの多い道路のド
ライブなのでめまい症の方にはお勧めできません。

モンテカルロ
MONTE-CARLO
モナコ旧市街とモナコ大公宮殿観光
OLD MONACO & PRINCE’S PALACE
ツアー番号：XMM017
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３４～（３～１２）
所要時間：約３時間
モナコに到着後ガイド同行で、モナコ旧市街の曲がりくねった狭い小道やアーチのある歩道を徒歩で観
光します。１４世紀にさかのぼる絵の様に美しい家々が建ち並んでいる所です。モナコ大公宮殿は現在
でも中世からの塔を備えている大公広場に面した旧市街の西の端に位置しています。支給されたヘッド
フォンで、宮殿内の見どころの説明を聞きながら、金銀の装飾が施された居間や、世界初のエンパイア
様式戴冠の間、ヨーク公居室などを見て回ります。モナコ大聖堂は１３世紀に建てられた教会の上に築
かれ、王家の墓地がある場所です。旧市街の中心地にあるこの墓地には故グレース王妃とレニエ大公が
埋葬されていて、毎年何千人もの人々が世界中から訪れて祈りを捧げている場所です。
大公宮殿観光後は自由時間となりますのでご自由にモナコの散策や、数多くある魅力的なお店でのショ
ッピングなどをお楽しみください。
ご案内：このツアーでは約１時間ガイド同行での徒歩観光が含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴を
お勧めします。大公宮殿は１１月から４月中旬まで一般公開がありません。この時期に参加の
かたには外観のみの説明が行われ、ショッピングの時間を多く取る様に変更されます。大公宮
殿内での撮影は禁止されています。大公宮殿とモナコ大聖堂の訪問では適切な服装を心がけて
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ください。ビーチウェアは禁止されています。大公宮殿には２段の階段があります。お買い物
にはユーロおよび主要クレジットカードがお使いになれます。

アンティーブ旧市街観光
OLD ANTIBES
ツアー番号：XMM507
ツアー料金：大人＄４６～
所 要 時 間：約５時間

子供＄２３～（３～１２）

何艘ものヨットが係留されている港や、１６世紀の城壁、石畳みの舗道など、アンティーブは豪華絢爛
たるモナコにひけを取らない高級リゾート地です。この都市は２千年以上も前にギリシャ人により建設
され当時はアンティポリスと言われていましたが、その後何世代も数々の統治者を経てアンティーブと
呼ばれる様になりました。
港を過ぎてヴィエイル・アンティーブ(旧市街)の城壁の中に入り、ガイド同行で城壁や花が咲き乱れる
街路を散策します。数限りない撮影スポットを通りながらプロビンシャル・マーケット地区に到着しま
す。ここでは沢山並ぶカフェでお飲物を取りリフレッシュしたり、まだまだ隠れた名所探訪に出かけた
り、自由時間をお楽しみいただけます。
城壁の土台の先は小さな砂浜が広がるビーチになっていて、気温が高ければ水泳を楽しんだり、アンテ
ィーブとつながりの深いパブロ・ピカソの足跡をたどることもできます。ピカソが６か月間暮らしたシ
ャトー・グリマルディは現在ピカソに捧げられた世界有数の美術館となっています。また地下にしつら
えた珍しい構造のアブサン博物館は１９世紀の詩人や芸術家にこよなく愛された悪名高き緑色の蒸留
酒アブサンに捧げられたものです。
ご案内：アンディーブまでの移動は片道約１時間１５分となります。ガイド同行の徒歩ツアーでは石畳
みの舗道を約４５分歩いていただきます。旧市街の城壁の前に数段の階段があります。プロビ
ンシャル・マーケットは午後と月曜には閉店となります。

モナコ中心街を歩いて巡るツアー
WALKING THE PRINCIPALITY
ツアー番号：XMM012
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２１～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間
モナコはヨーロッパで最小の独立国の一つであり、お金持ちが堂々とその富を誇示できる国でもありま
す。これら富裕層の必需品のひとつであるヨットがラ・コンダミン・ハーバーに係留されているのを見
る事ができます。モナコの高台地区は海岸から 60 メートルもの高地に広がっており、その四方は海ま
で殆ど垂直に切り立った崖に囲まれています。
ガイド同行で旧市街の狭い路地を回って、モナコの豪華な別荘群やモナコ大公宮殿を外から見物する他、
かつてはレニエ大公とグレース・ケリーの結婚式が行われ、今は二人が並んで眠る霊廟が置かれたモナ
コ大聖堂を訪れます。
モンテカルロもまた絢爛豪華の代名詞とも言える都市であり、サイコロの目の行方によって、一夜にし
て大富豪になったり、貧乏のどん底に落とされたりの悲哀を味わう街でもあります。モンテカルロの生
活は、その大動脈である三大名所のグラン・カジノ、ホテル・ド・パリ、カフェ・ド・パリを中心に回
っています。華麗な内装と外観を誇るカジノは美しい庭園に囲まれ、リッチなセレブたちの夢をあおる
舞台となっています。
自由時間には有名ブランドのブティックをのぞいたり、記念のお土産品を探し歩いたり、近くのお洒落
なカフェに座って道行く人々の華麗なファッションを楽しんだりと思い思いにお過ごしください。
ご案内：このツアーは全体で約３時間、急な階段の上り下りや、込み入った道路や路地を徒歩で歩く時
間が含まれています。ヒールのない歩きやすい靴で、直射日光を避ける帽子や、日焼け止め、
飲料水のボトルの携帯をお勧めします。また大聖堂の内部を見学する場合は適切な服装を心が
けてください。このツアーには各見学場所の入場料金は含まれていません。
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モナコ・ハイライト・ツアー
HIGHLIGHTS OF MONACO
ツアー番号：XMM005
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３２～（３～１２）
所要時間：約３時間３０分
モナコやモンテカルロのツアーではかなりの距離を歩きます。このハイライト・ツアーは地元の人々の
交通手段である路線バスを利用して観光地を巡るツアーで、徒歩の部分が最小限に抑えられており歩き
は苦手という方に最適です。
細い路地が交差するモナコ旧市街とモナコ大公宮殿が岬の上で隣接して並んでいます。大公広場、レニ
エ大公とグレース・ケリーの結婚式が行われたモナコ大聖堂、そしてその大聖堂には今は二人のお棺が
並んで安置されています。ここではショッピングの為の自由時間が設けられています。
モンテカルロ地区ではオテル・ド・パリ、カフェ・ド・パリ、伝説的に有名なグラン・カジノに囲まれ
た黄金のカジノ広場を通ります。美しい庭に囲まれたテラスに建つ華麗なカジノの外観をお楽しみくだ
さい。
ご案内：このツアーは路線バスと徒歩での観光となります。徒歩観光は石畳みの舗道を含め約１時間
３０分、凸凹の道路を歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。モナコ大聖堂
の入り口までには１９段の階段があります。道路は常に混雑状態で、どの建物も大勢の人で
混みあっています。また利用する市バスは基本的に立ち席で座席は限られていますので、短
時間の移動の間は必ずしも全員が座れない事をご了承ください。このツアーでは各観光場所
の入場料は含まれていません。バスに乗り遅れない為に、集合時間の厳守をお願い致します。

Ｆ１グランプリ・レース会場見学
WALKING THE FORMULA ONE
ツアー番号：XMM011
ツアー料金：大人＄５５～
所 要 時 間：約３時間

子供＄３０～（３～１２）

世界の自動車レースの中でも最も有名で最も過酷な F1 レースと言われるモナコ・グランプリは他に類
を見ない“市街の路上サーキット”を利用してレースが開催されます。
その路上の一部を自分の足で歩いてみませんか？ルイス・ハミルトンやジェンソン・バトンがポール・
ポジションを目指して競争した気分をあじわう事が出来るでしょう。カジノ広場やトンネルの入り口を
含む、死の危険と隣りあわせのヘアピン・カーブやコーナーを目の前で見る事が出来るのです。
コースの一部分を歩いただけで、豪快なエンジン音、煙をあげるタイヤ、一瞬のエラーが命とりになる
事を知る有名レーサー達の華麗なテクニックなどが脳裏に浮かびあがってきます。そしてこの次に TV
でモナコ・グランプリを見る時は、友人たちに、自分はあのレース場をこの足で実際に歩いたよ、と自
慢する事が出来る事請け合いです。
その後はモナコ大公クラシック・カー・コレクションの見学が続きます。全部で１０５台ものヴィンテ
ージ・カー、クラシック・カーが並ぶ様子はまさに壮観です。1929 年製造のブガッティ、1903 年製造
のデ・ディヨン・ブートンをはじめとして 1986 年製造のランボルギーニ・カウンタック、更に 1952 年
製造のロールス・ロイスの所有者になった気分はどれほどのものか、想像がつくでしょうか？今尚完璧
な耀きを見せるこれらの車は全て入念なメンテナンスが施され、勿論全ての車がレニエ大公の所有にな
るものでした。自動車ファンなら感激必須のこのツアーは見落とせません。
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。かなりの長い距離を歩き、階段の上り下りも頻繁にあ
ります。ヒールのない歩きやすい靴で、直射日光を避ける帽子や、日焼け止め、飲料水のボト
ルの携帯をお勧めします。

ニース観光と観光用ミニ列車
NICE & THE LITTLE TRAIN
ツアー番号：XMM001
ツアー料金：大人＄７５～
所 要 時 間：約４時間

子供＄４２～（３～１２）

フランス・リヴィエラ地方の首都ニースは誰もが認めるリゾートの女王。
息を呑むほど美しい“天使の湾”のカーブに沿って連なる約 5 キロもの長さの海岸通り－棕櫚の木が風
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にそよぎ、鮮やかな花々が咲き乱れる舗道―イギリス人の散歩道―を眺めながらのドライブは忘れられ
ない体験となるでしょう。
子供なら勿論、子供の心を持つ大人たちに大人気なのが観光用ミニ列車プチトランでのニース観光です。
愛らしい列車でニース名所を訪ねるツアーは疲れ知らずの快適さ、列車は旧市街の細い路地を縦横に進
み、花市場が開かれるサレヤ広場を巡ります。更に小高い城跡公園に登り、眼下に広がる旧市街の全景
を楽しんだり、キラキラと耀く”天使の湾“の美しさにため息をついたりと楽しみはつきません。
旧市街の雰囲気を存分に味わっていただく為、約１時間の自由時間を設けています。海岸沿いの舗道の
散歩を楽しんだり、お土産店を訪ねあるいたり、おしゃれなカフェで足を休めたりと思い思いの時間を
お過ごしください。
ご案内：このツアーでは徒歩での観光はほとんどありません。但しバス駐車場からプチトラン乗車地
点までは１５分ほど歩いていただきます。バスやプチトランに乗る為に数段の上り下りが含
まれます。このツアーに参加される方は、旧市街の自由時間には、かなりの距離を散策する
ことをあらかじめご了承ください。お手洗いを借りる為にカフェに入った場合は、最低１杯
のドリンクを購入するのがマナーです。お手洗いは地下にあるのが普通です。観光日が月曜
の場合は花市場の替わりにのみの市が開かれています。

ニース＆カンヌ・ハイライト・ツアー（昼食付き）
HIGHLIGHTS OF NICE & CANNES
ツアー番号：XMM510
ツアー料金：大人＄１３８～ 子供＄７４～（３～１２）
所 要 時 間：約 8 時間
モナコからニースまでは紺碧の海を眺めながら海岸沿いのドライブを楽しみます。道中はボーリューや
ヴィラフランシュ･シュル・メールなどのおしゃれなリゾート村を通過します。ニース到着後はガイド
付ウォーキング・ツアーで旧市街の細い路地のそこここを巡ります。その後は自由行動で各自思い思い
に村を散歩したり、カフェでしばしリラックスの時を過したり、カラフルで楽しい花市場を見学したり
します。
バスに戻る前に、エドワード朝様式に建てられた有名なホテルネグレスコで軽食をとります。ホテルで
はオーナーが集めた芸術品の展示をじっくりと見ましょう。
ニースの後は、有名なプロムナード・デザングレ（イギリス人の散歩道）に沿ってドライブを続けてキ
ラキラと耀くカンヌを目指します。カンヌ到着後は自由時間となりコート・ダジュール随一のリゾート
地で国際映画祭の舞台となるカンヌの自由散策を楽しんでいただきます。公園や海岸から道路を隔てた
場所には、洗練された高級ブティック街ラ・クロワゼットがあります。有名ブランド店をのぞいたり、
マリーナに係留してある夥しい数の豪華ヨット群を眺めたりと思い思いの時を過しましょう。
ランチはカンヌのレストランで美味しい地元の味覚をお楽しみいただきます。
ご案内：このツアーでは比較的平坦な路上を約２時間歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧め
します。ニース及びカンヌのカフェでお手洗いを借りたい場合は最低一杯のドリンクの購入
が常識となります。ツアー日が月曜にあたる場合、花市場はのみの市に代わります。

サン・ポール・ド・ヴァンス観光
SAINT PAUL DE VENCE
ツアー番号：XMM505
ツアー料金：大人＄４８～
所要時間：約４時３０分

子供＄２４～（３～１２）

ミドル・コーニッシュを通ってのニースまでのドライブでは、沿岸の目の覚める様な眺望を楽しむこと
ができます。有名なプロムナード・デザングレ（イギリス人の散歩道）に沿ってドライブを続け田園地
王の車道を走り、サン・ポール・ド・ヴァンスに向かいます。
１８世紀の村で先が細くなったアウトラインを持つサン・ポール・ド・ヴァンスは、緑豊かなヴァンス
の田園地方の中で階段状に波打つ丘の上の魅力的な土地に広がっています。
ヴァ―ル地方防備の前線基地がおかれた典型的な城砦都市で、１９２０年代にシニャック、モジリアニ、
ボナール、スーティンといった画家に見いだされた村です。これらの画家たちは、現在は豪華なホテル
＝ラ・コロンブ・ドールに代わったカフェに集まっては親交を深めていたのです。ガイド同行のサン・
ポール・ド・ヴァンス・ウォーキング・ツアーの後は自由時間となります。城砦の外近くに位置するヨ
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ーロッパのモダーン・アートの粋を集めたマーグ財団美術館を訪れたり、ただリラックスして数多くあ
る村のカフェでアルチザンの味覚を味わってみてはいかがでしょうか。
ご案内：このツアーには上り坂の道や石畳みの舗道を歩く約１時間３０分の徒歩観光が含まれます。ヒ
ールのない歩き易い靴をお勧めします。地元通貨、帽子、日焼け止めをお忘れなく。

リヴィエラ・パノラマ観光
RIVIERA PANORAMA
ツアー番号：XMM020
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３１～（３～１２）
所 要 時 間：約３時間３０分
ゆったりとリラックスした気分で山麓に連なる有名なコーニッシュ・ロードをドライブしながら次々と
現れるパノラマ展望を楽しむツアーです。
ミドル・コーニッシェを通り中世の村エズに向かいます。エズ村は堂々たる威容を誇るキャップ・ダイ
ルの高台の上に鷲の巣の様にしがみついている小さな村です。可愛らしい村エズの下にある広場を思い
思いに散策してみましょう。ミドル・コーニッシュの村々の境界線やモナコ中心街を見はるかす素晴ら
しい眺望を楽しみます。マントンはイタリア国境手前に位置するフランス最後の村で、フランス・リヴ
ィエラの中で最も温暖な土地として有名です。マントンでは自由時間をとりショッピングを楽しんだり、
村の雰囲気にひたりながらカフェでリラックスした時を過ごしたり、美しい海岸の景観を楽しんだりと
思い思いのひとときをお過ごしいただけます。
ご案内：このツアーではどの位歩かれるかは参加者の裁量におまかせします。ツアーの順序は逆になる
場合があります。お土産品購入にはユーロもクレジットカードもお使いになれます。

コート・ダジュールの至宝
THE JEWELS OF THE COTE D’AZUR
ツアー番号：XMM506
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３３～（３～１２）
所 要 時 間：約７時間４５分
モナコからはリラックスしたドライブでミドル・コーニッシュを抜け、目の覚める様な眺望を楽しみな
がら地中海を望む岩場の上に広がる中世の村エズに向かいます。
喜びに満ちたこの村では、沿岸の絶景を眺めたり狭い石畳みの道路の散策などをお楽しみいただけます。
エズ村観光の後はコート・ダジュールの至宝と言えるニースに向かいます。ニースでは旧市街の自然美
にひたりながら、この市で一番伝統のあるサレヤ広場に立つ色彩豊かな果物市場や花市場でのそぞろ歩
きがお勧めです。自由時間では各自ご自由に昼食を楽しんだり、典型的なニースの味覚を味わったりと
思い思いの時をお過ごしください。
ニースからはモナコまでのドライブが続きます。モナコではガイド同行のウォーキング・ツアーで海洋
博物館・水族館、大聖堂、大公宮殿などロックの名所の周囲を歩きます。その後はご自由に更なる観光
をお楽しみください。
ご案内：このツアーには約２時間、エズでは上り坂で起伏のある道路、モナコ・ロックとニースではほ
とんど平坦な道路を歩く観光が含まれます。ヒールのない歩き易い靴をお勧めします。地元通
貨、帽子、日焼け止めをお忘れなく。このツアーには飲み物代、入場料は含まれていません。
大公宮殿の内部観光は１１月から４月まで中止となっています。

ニースとカンヌ自由観光
NICE & CANNES ON YOUR OWN
ツアー番号：XMM025
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４２～（３～１２）
所要時間：約７時間３０分
モナコより高速道路にのり、映画祭で有名なカンヌに向かいます。バスは有名な優雅なラ・クロワゼッ
トにあるパレ・デ・フェスティバル付近で停車します。ここからは約２時間自由に散策する時間を設け
てあります。緑地と海岸を分けるラ・クロワゼット通りを散策したり、有名ブティックを覗いたり、マ
リーナに停泊する豪華なヨットやクルーザーを眺めたり、それぞれお楽しみください。数多くのカフェ
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やレストランがありますので、飲み物などをとりながら休憩するのもいいでしょう。その後、指定され
た場所で現地エスコートとバスに合流し、海岸線を通りニースに向かいます。ニースでの停車場所は旧
市街とショッピングセンターの近くになります。旧市街とマーケット広場は活気があり、狭い小道や階
段が迷路のように広がり、パステル色に彩られたファサードやブティック、レストランが連なります。
サレヤ広場は花市場が開かれる事で有名です。カラフルで色鮮やかなお土産物やプロヴァンス地方の名
産品をご覧になったり、それぞれ２時間３０分の自由時間をお楽しみください。
ご案内：モナコとカンヌとの間は片道１時間１５分のドライブです。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧
めします。徒歩観光でどの位歩かれるかは参加者の裁量におまかせします。お買い物にはユー
ロもクレジットカードもお使いになれます。バス出発時間と集合場所を確認し、時間に余裕を
もってバスにお戻りください。ツアーの順序は逆になる場合があります。

ラ・スペツィア
LA SPEZIA
フィレンツェとウフィツィ美術館
FLORENCE & THE UFFIZI GALERY
ツアー番号：LSP_030
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄１１０～（３～１２）
所 要 時 間 ：約１０時間１５分
ラ・スペツィアを出発し、景観をお楽しみいただきながらフィレンツェへ向かいます。イタリアのゴシ
ック調の美しい教会を見ることができるサンタ・クローチェ広場の散策から始まります。その後、最も
古く有名な博物館の一つであり、ボッティチェリやカラヴァッジオ、レオナルド・ダ・ヴィンチ等の絵
画を見ることができるウフィツィ美術館へ向かいます。美術館をお楽しみいただいた後は、第二次世界
大戦や１９６６年の大洪水後に残った数少ない歴史的な橋、ポルトベッキオまで徒歩で向かいます。お
写真をお撮りいただいた後は、共和国広場へと向かいます。その後、このガイド付き徒歩ツアーはドゥ
オーモ広場からシニョリーア広場へ行き、イタリアンレストランやショッピング等の自由時間をお楽し
みください。ガイドが定めた時間に集合し、ラ・スペツィアへ戻るバス停まで戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。フィレンツェまでの移動は約２時間１５分を要
します。駐車地点から市内までの行き帰りは片道１５分ほど歩いていただく事になります。こ
のツアーは徒歩での観光が多いため、ヒールの無い歩きやすい靴がお勧めです。２時間３０分
ほどの自由時間を設けられます。昼食は含まれておりません。教会訪問をする場合は適切な服
装を心がけてください。集合時間に遅れた場合でも、バスは待たずに出発します。ラ・スペツ
ィアまでのタクシー代は約＄２００かかりますので、ご注意ください。

フィレンツェ自由観光
FLORENCE ON YOUR OWN
ツアー番号：LSP_018
ツアー料金：大人＄７０～
所 要 時 間 ：約１１時間

子供＄４０～（３～１２）

フィレンツェ到着後、エスコート同伴でサンタ・クローチェ広場の散策を楽しみます。その後は自由行
動となり、シニョリーア広場のカフェの見物席に陣取って、行きかう人々を眺めたり、以前に見逃がし
たかもしれない数々の素晴らしいモニュメントを改めて見物したり、市内のエレガントなブティークを
尋ねてみたり、ポンテ・ヴェッキオに並ぶ有名な金細工店を訪ねたりと思い思いの時を過すことが出来
ます。また数ある美術館でじっくりと芸術鑑賞をしたい方にも最適なツアーです。フィレンツェにはア
カデミア美術館、ウフィツィ美術館、メディチ家礼拝堂など芸術愛好家にとっての見所が揃っています。
また時間を気にせずに長い列に並んで花の聖母教会の内部見物をしたり、フィレンツェ市内を一望に眺
められる高いドームの天辺まで登って眺望を楽しむこともできます
丸１日を思い思いのペースで気の済むまで観光をお楽しみいただけます。ラ・スペツィアに戻る時間は
エスコートと相談してお決めください。
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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。ツアーにはガイドが含まれず、昼食、入場料は
含まれていません。フィレンツェまでの移動は片道約２時間１５分を要します。フィレンツェ
市内は全体に石畳の舗道が敷かれています。また市の中心へは車の乗り入れが禁止されている
為、駐車地点から市内までの行き帰りは片道１５分ほど歩いていただく事になります。ヒール
の無い歩きやすい靴をお勧めします。長時間の駐車が禁止されているので、集合時間に遅れた
場合でも、バスは待たずに出発します。ラ・スピツアまでのタクシー代は約＄２００かかりま
すので、ご注意ください。

ラ・スペツィア探訪と味覚
LA SPEZIA DISCOVERY AND TASTE
ツアー番号：LSP_026
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２６～（３～１２）
所 要 時 間 ： 約４時間
歩行者専用の地区から始まり、ガイドとともにラ・スペツィアの大通りの一つであるヴィア・カブール
へ向かい、１９世紀の美しく優雅な建物、特に聖マリア被昇天教会の白と黒のファサードをご覧いただ
けます。その後、リグリア産の白ワインとともに、有名なファリナータと呼ばれるイタリア料理をお楽
しみください。地方史の概要を学ぶため、シジッロ美術館へ向かい、紀元前４千年紀の風刺画などをご
覧ください。その後街を守るために１３世紀に造られたサン・ジョルジョ城へ向かいます。サン・ジョ
ルジョは既存の中世の要塞を基盤として作られ、Ubaldo Formentini Museum of Civil Archaeology が
あります。その市民考古学博物館は最も多くのローマの遺物を保有している博物館の一つです。船に戻
る前にテラスからラ・スペツィアの景観を一望できます。
ご案内：このツアーはシャトルバスと徒歩での観光となります。このツアーは徒歩での観光が多いため、
ヒールの無い歩きやすい靴がお勧めです。サン・ジョルジョ城ではテラスに出るためにエレベ
ーターが利用できます。

ピサ観光
PISA
ツアー番号：LSP_016
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄５９～（３～１２）
所 要 時 間 ：約４時間３０分
元々はエトルリア交易の本拠地として栄えたピサは地中海で最大の商業と海運業の都市として発展し
てきました。今日のピサはモダンなお店や活気のあるカフェを揃えて今なおルネサンスの香りを漂わせ
る人気観光スポットに生まれ変わりました。
有名なピサの斜塔と大聖堂は、ミラーコリ広場という敷地に建っています。ここでは洗礼堂とカンポサ
ント（納骨堂）も見所のひとつです（内部には入りません）。ピサの斜塔の土台は４階まで建築が進ん
だ所で片側が沈みはじめ、毎年少しずつ傾いていると言われています。斜塔には更なる傾斜を防ぐ為に
太い帯が巻かれ、現在は 1810 年当時の傾斜と同じに保たれています。
（ツアーには外観の観光のみが含
まれます）時間が許せば、お土産ものの屋台が軒を連ねるピサの町でショッピングを楽しむのも一興で
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が殆どの観光は徒歩で行われます。ヒールの無い
歩きやすい靴をお勧めします。車の駐車場所からミラーコリ広場までは片道１５分、徒歩での
移動が必要になります。ピサの斜塔の入り口の入場料は約２０ユーロとなります。お買い物に
はユーロがお使いになれます。

ピサ観光とワインの試飲
PISA & WINE TASTING
ツアー番号：LSP_014
ツアー料金：大人＄７０～
所 要 時 間 ：約６時間３０分
元々はエトルリアの交易都市だったピサは地中海で最も繁栄した商業と海運業の都市として成長して
きました。現在のピサはルネッサンス時代の栄華と近代的な店舗や活気あるカフェが見事に調和してい
る都市に変わりました。
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先ずはミラーコリ広場に向かいピサの斜塔と大聖堂の観光を始めます。広場には洗礼堂や納骨堂も並ん
でいます。ピサの斜塔の土台は４階まで建築が進んだ所で片側が沈みはじめ、毎年少しずつ傾いている
と言われています。斜塔には更なる傾斜を防ぐ為に太い帯が巻かれ、現在は 1810 年当時の傾斜と同じ
に保たれています。（ツアーには外観の観光のみが含まれます）
時間があれば斜塔の周りに並ぶ沢山のお土産店でのショッピングをお楽しみください。
トスカーナ地方の丘はキャンティを含む世界最高のワインを産出することで有名です。イタリアのワイ
ン・カントリーをドライブし、代表的なワイン製造者やワイナリーを訪問してイタリアワイン醸造の秘
密を学びます。
更に参加者の特典としてワイン試飲の気前の良いおもてなしを受け、甘いデザート・ワインのヴィン・
サントでしめくくられます。
トスカーナの香りと味覚で溢れた１日の最後はラ・スピツィアまでの風光明媚なドライブが待っていま
す。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。観光のほとんどは徒歩となりますのでヒールの
無い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。バスの停留所からミラーコリ広場までは
片道約１５分歩いていただきます。大聖堂の見学時には肩と膝を覆う服装を心がけてください。
お買い物にはユーロがお使いになれます。

中世のポントレーモリの小さな列車と味覚
MEDIEVAL PONTREMOLI LITTLE TRAIN AND TASTE
ツアー番号：LSP_028
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄６４～（３～１２）
所 要 時 間 : ４時間
ポントレーモリは歴史と文化、伝統に富むルニジャーナ地方の中心にあります。中世の時代では、トス
カーナの玄関として知られていました。石畳の迷路、古城、教会、中世の橋や広場、不思議な魅力を持
ったピアニャロ城などを鑑賞いただけます。車の駐車場から小さな電車にのり、小さな中世の町を探訪
します。共和国広場から始まり、パヴェージ邸とボッコーニ邸、かつて兵士を意味する Cacciaguerra
という要塞の中心にあった３６メートルほどのベルタワーなどを鑑賞していただきます。隣接するドゥ
オーモ広場には大理石でできたサンタ・マリア・アッスンタに捧げられた大聖堂があります。ご興味の
ある方はより多くのシャッターチャンスをつかみに街角などを探検してみてはいかがでしょうか。滞在
中に、地元の食材や歌をお楽しみいただけます。
ご案内：このツアーはバスとトロリー電車と徒歩での観光となります。移動時間は約４５分を要します。
ほとんどの観光は徒歩で行われますので、ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。

ルッカ村自由観光
LUCCA ON YOUR OWN
ツアー番号：LSP_021
ツアー料金：大人＄５８～
所 要 時 間 ：約５時間

子供＄４８～（３～１２）

景観を楽しみながら愛らしいルッカの村に向かいます。ここでは約２時間各自ご自由に観光をお楽しみ
いただきます。ルネサンスの壁はルッカで最も重要な古代の遺跡で約３キロの長さの城砦がルッカ村全
体を取り囲んでいます。
ルッカの中心に到着すると、非対称のファサードを抱くロマネスク様式のドゥオーモに到着します。日
の当らない迷路の様な薄暗い路地を伝ってゆくと、パステルカラーに塗られた独特な美しい家屋が建ち
並んでいるのに出会います。ルッカには魅力的な小さなお店が沢山並んでいて、地元産のワインやオリ
ーブ油、その他の特産のショッピングに最適な場所です。またカフェやレストランも数多く並んでいま
すので、ご自由に昼食を取られたり、リラックスして行き交う人々を眺めたりと思い思いの時をお過ご
しいただけます。
ルッカではエスコートがラ・スペツィアに戻る時間と待ち合せ場所をお伝えします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりますが、ガイドが付かず、昼食、入場料も含まれてい
ません。どの位歩くかは各自の裁量でお決めください。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。教会内の見学では適切な服装を心がけてください。お買い物にはユー
ロがお使いになれます。帰りの時間に遅れてもバスは待たずに出発しますのでご注意ください。
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日曜には閉店となる店舗もありますので、イタリアのお買い物事情を念頭に入れておいてくだ
さい。

麗しのチンクエテッレ観光
BEAUTIFUL CINQUE TERRE
ツアー番号：LSP_020
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄６８～（３～１２）
所 要 時 間 ：約７時間１５分
チンクテッレすなわち“５つの土地”は過去には海からでしか到達できなかった場所で、現在でもこの
ツアーで訪れる村々を直接つなぐ道路は存在しません。連絡船でポルトヴェーネレまで行き、美しい沿
岸の光景を楽しみ同時に海から直接切り立っている様な断崖絶壁をお楽しみいただきます。ガイド付き
ツアーの後は再びボートに乗り、モンテロッソへ向かいます。５つの島の中で一番有名なモンテロッソ
に向かいここではガイドから村の紹介を受けます。地元のカフェやレストランでそれぞれご自由に昼食
を取られた後はショッピングもお楽しみいただけます。その後連絡船に乗り込み魅力的なヴェルナッツ
ァの村に向かいます。ここでは各自ご自由に絵の様な漁村の光景を楽しんでいただきます。その後再び
連絡船に乗りラ・スペツィアへ戻ります。
ご案内：このツアーは連絡船、鉄道、徒歩での観光となります。かなりの時間起伏のある地面を歩い
ていただく事になります。ツアー全体で約１００段の階段の上り下りがあります。ヒール
の無い滑り止め付のウォーキングシューズが必須です。日焼け止め、飲料水のボトル、お
買い物用のユーロをお忘れなく。連絡船は波の状態によってバスか鉄道に替えられ、ポル
トヴェーネレからマナローラへ目的地が変更される場合があります。連絡船は通常の地元
船でキュナードの貸切ではありません。

フィレンツェ＆ピサの斜塔観光
FLORENCE & PISA
ツアー番号：LSP_017
ツアー料金：大人＄１１５～
所 要 時 間 ：約１０時間

子供＄６８～（３～１２）

フィレンツェ市の中心にひときわ高く聳えるのは華麗な装飾建築で有名な花の聖母教会（ドゥオーモ）
です。その巨大な影の下にたたずむと、この聖堂が世界で４番目に大きな教会だということが驚きをも
って実感出来るでしょう。
フィレンツェで最も感銘を与える広場がシニョリーア広場です。広場の中で最も威容を放っているのが
高い城砦に囲まれた壮大なヴェッキオ宮で、ここでは有名なミケランジェロ作ダビデ像の複製を見る事
が出来ます。サンタ・クローチェ広場はフィレンツェの中で最も魅力に溢れた広場で、数え切れない程
の売店はおしゃれなカフェに囲まれた美しい教会群を見学する事が出来ます(但し教会の観光は外観の
みに限られます)。アルノ川にかかる１４世紀建造の有名な聖なる橋ポンテ・ヴェッキオは欠かせない
撮影スポットです。
ピサを訪れる前には各自ご自由に昼食をとっていただくか、ショッピングをお楽しみいただきます。世
界的に有名ながら驚く程小さな町ピサに到着した後は、ミラーコリ広場、大聖堂、そして言うまでも無
くあのピサの斜塔の見物をお楽しみください。
ご案内：フィレンツェまでの移動には片道約２時間１５分を要します。フィレンツェをゆっくりお楽し
みいただく為昼食は含まれていません。フィレンツェの舗道は全て石畳みになっています。市
内への車の乗り入れは禁止されており、送迎車の駐車地点から市の中心までの行き帰りは片道
約１５分歩く事になります。このツアーの大部分は徒歩での移動になりますので、ヒールの無
い歩きやすい靴をお勧めします。ミラーコリ広場へも駐車地点から片道約１５分徒歩での移動
となります。ピサの斜塔の観光にはガイドは付いていません。教会訪問には適切な服装が望ま
れます。ツアーには各観光地の入場料は含まれていません。また観光の訪問順序は当日の交通
事情などにより変更される場合があります。
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フィレンツェ入門ツアー
INTRODUCTION TO FLORENCE
ツアー番号：LSP_009
ツアー料金：大人＄１０６～
所 要 時 間 ：約１０時間

子供＄５８～（３～１２）

ドゥーモ広場は美しい建物が連なる素晴らしい広場で、それぞれの建物が完璧にお互いを引き立ててい
る様子が見ものです。花の聖母教会（外観のみの観光）に加えて教会に付属するジョットの鐘楼と洗礼
堂といった建物もそれぞれが独自の魅力を放っています。
更にネプチューンの噴水やドナテッロ作のユーディットとホロフェルネスの彫刻、ミケランジェロ作ダ
ビデ像の複製が、数あるシニョリーア広場の見所の中でも見逃せないものです。フィレンツェで最も楽
しい広場と言われるのがサンタ・クローチェ広場で、教会の見学は勿論、数々のショップやカフェ、み
やげ物店など宝石の様な魅力に溢れるこの広場一帯を自由にお楽しみいただける時間が設けられてい
ます。フィレンツェ歩きの途中、撮影スポットとして欠かせないのがアルノ川にかかる１４世紀建造の
華麗な橋、ポンテ・ヴェッキオです。
午後いっぱいは自由行動となり、思い思いのペースで心ゆくまでフィレンツェをお楽しみいただけます。
新たな観光スポットを見つけたり、オープン・カフェで足を休めたり、ただただ歩き回ってこの都市の
魅力に浸りきるなど、色々な楽しみ方を発見してください。
ご案内：フィレンツェまでの移動には片道約２時間１５分を要します。フィレンツェの舗道は石畳の舗
装道路になります。市内への車の乗り入れは禁止されており、送迎車の駐車地点から市の中心
までの行き帰りは片道約１５分歩く事になります。このツアーの大部分は徒歩での移動になり
ますので、ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。午後は約束２時間３０分の自由観光が
設けられています。昼食代は含まれていません。教会訪問には適切な服装を心がけてください。
長時間の駐車が禁じられているので集合時間に遅れた場合でも、バスは待たずに出発します。
ラ・スピツィアまでのタクシー代は約＄２００かかりますので、ご注意ください。

ジェラートとイタリア料理教室
GELATO & ITALIAN LESSON
ツアー番号：LSP_031
ツアー料金：大人＄４２～
所 要 時 間 ： 約３時間

子供＄４２～(３～１２)

このツアーは Florence On Your Own を予約した方でフィレンツェでの一味違ったひと時をお過ごしい
ただくためのツアーです。このツアーの見どころはガイドとの会話で、ガイドとともにフィレンツェを
周り、街の見どころだけでなく、イタリアのジェスチャーや言語を学んだ後は、実際にジェラートショ
ップにて学んだ言語とジェスチャーを活かしつつジェラートをお楽しみください。３時間ほどのガイド
付き探訪を終えた後は、ご自由にお過ごしください。その後、エスコートと合流し、ラ・スペツィアへ
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。フィレンツェの舗道は石畳の舗装道路になりま
す。送迎車の駐車地点から市の中心までの行き帰りは片道約１５分歩く事になります。このツ
アーの大部分は徒歩での移動になりますので、ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。こ
のツアーは、LSP018 Florence On Your Own の‘追加ツアー’として利用できます。予約は別々
に行ってください。出発時間は LSP018 Florence On Your Own の開始時刻と同刻です。

フィレンツェ＆ピサ自由観光
FLORENCE & PISA ON YOUR OWN
ツアー番号：LSP_019
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄５７～（３～１２）
所 要 時 間 ：約１０時間３０分
イタリア最大の見どころを各自のペースでお楽しみいただくツアーです。ピサに到着後は短時間ミラー
コリ広場まで歩いていただき、約１時間ご自由にピサの斜塔周辺の観光や、立ち並ぶお土産店でのショ
ッピングなど思い思いの時を過ごしていただきます。
フィレンツェには楽しい発見がいくつもあります。到着後はサンタ・クローチェ広場へ向かい約２時間
ご自由に時を過ごしていただきます。気の向くままに観光したり、シニョリーア広場のカフェでリラッ
クスしたりとそれぞれにお楽しみください。数多くある素晴らしいモニュメントを見学したり、エレガ
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ントなブティークを訪ねたり、アルノ川にかかる有名なポンテ・ヴェッキオに足を向けたりと様々な楽
しみをお選びいただけます。
ピサとフィレンツェではエスコートが待ち合せの場所と時間をお伝えします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。バスの停留所からミラーコリ広場までは約１５
分歩いていただきます。時間が無いのでピサの斜塔内部の観光はできません。フィレンツェまでの移動
には片道約２時間１５分を要します。フィレンツェをゆっくりお楽しみいただく為昼食は含まれていま
せん。フィレンツェの舗道は全て石畳みになっています。市内への車の乗り入れは禁止されており、送
迎車の駐車地点から市の中心までの行き帰りは片道約１５分歩く事になります。このツアーの大部分は
徒歩での移動になりますので、ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。教会訪問の際には適切な服
装を心がけてください。長時間の駐車が禁止されているので、集合時間に遅れた場合でも、バスは待た
ずに出発します。ラ・スペツィアまでのタクシー代は約＄２００かかりますので、ご注意ください。訪
問場所の順序は変更になる場合があります。このツアーにはガイド、昼食、入場料は含まれていません。
日曜には閉店となる店舗もありますので、イタリアのお買い物事情を念頭に入れておいてください。

ヴィンテージ・カーでフィレンツェ観光
VINTAGE FIAT 500 & FLORENCE
ツアー番号：LSP_023
ツアー料金：大人＄１３０～ 子供＄１３０～（３～１２）
所 要 時 間 ：約１１時間
フィレンツェまでは各自で移動していただきます。フィレンツェ到着後は約３時間の自由時間がありま
すので美しい都市の魅力を十分に味わうことができます。壮麗な建造物を見学したり、昼食をお楽しみ
いただいたり、様々な名所を訪ねたりとご自由にお過ごしください。事前に打ち合わせた時間と場所で、
次なる冒険にお誘いする為に貸切り自動車とお抱え運転手がお待ちしています。イタリア車の代名詞と
もいえるヴィンテージ・カーで個性的なスタイルと色を持つフィアット５００でのドライブが待ち受け
ているのです。
現在この車を見ることは非常にまれで、数台の車を連ねて市街を走れば大勢の人々が手を振って歓迎し、
写真を撮る人も沢山いるでしょう。
のどかな田園地方を抜け、エリトリア時代の遺跡を見たり華麗なフィレンツェの別荘群を鑑賞したりし
ながら、素晴らしい見晴し場所でショッピングをお楽しみいただきます。ミケランジェロ広場では、眼
下にオレンジ色の屋根が連なる素晴らしいフィレンツェ市街の眺望を見ながらアイスクリームをお楽
しみください。市内に戻った後は再びバスに乗って船までの帰路に着きます。一生の想い出に残るツア
ーになることでしょう。
ご案内：このツアーはバスと車と徒歩での観光となります。フィレンツェまでの各自移動の費用はチケ
ットに含まれています。フィアット５００でのドライブは２時間を予定しています。ツアーにはドライ
バー兼ガイドが含まれ参加者ご自身の運転は許可されません。

お手軽ピサ観光
EASY PISA
ツアー番号：LSP_011
ツアー料金：大人＄８７～ 子供＄５２～（３～１２）
所 要 時 間 ：約４時間３０分
ピサに到着し車を駐車場に停めたら、すぐにトロリー電車に乗り込み、ピサ・メディーチア（遺跡）の
ガイド付ツアーに出発します。アルノ川沿いに建つ見事な建造物や、ピサ大學、コンテ・ウゴリノ・タ
ワーなどがあるカヴァリエーリ広場を車中から見学します。
トロリー電車はそのままピサの斜塔が建つミラーコリ広場に到着。ここではガイドのドゥオーモや洗礼
堂の詳しい説明に耳を傾けます。その後３０分間は自由にミラーコリ広場を散策する時間を設けます。
ピサの斜塔の写真撮影に時間を費やす他は、お土産物店に立ち寄ったり、アイスクリームを味わったり、
近くのカフェでのんびりと足を休めたりと思い思いの時をお過ごしください。駐車場まで戻るトロリー
電車の時間をあらかじめ確認しておきましょう。駐車場から再び車に乗り込んで帰路につきます。
ご案内：このツアーはトロリー電車とバスでの観光となります。車やトロリーの乗り降りに支障の無い
方にお勧めです。トロリーには車椅子のスペースが限られています。トロリー電車は起伏のあ
る道を通る可能性がございます。自由時間での徒歩移動は参加者各自におまかせします。地面
は平坦で歩き易いですが、ヒールの無い歩きやすい靴がお勧めです。
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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いかなる天候でも催行されます。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。ご出発される前に短期の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。予約されたツアーの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書又は予約時にご
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。ツアー内容書に追記されます。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書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書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ご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーショ
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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。

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、詳細はツアー案内書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。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書をご参考下さい。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は
お申し込みいただけない場合があります。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。
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