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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。
【健脚度：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。
【健脚度：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。
【健脚度：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。
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１５日間

ショアーエクスカーション案内
リスボン
LISBON
陸と川から見るリスボン
LISBON BY LAND & RIVER
ツアー番号：LIS005
ツアー料金：大人＄８８～
所 要 時 間：３時間

子供＄４９～(３～１２歳)

ゆったりとした川の遊覧クルーズと景観ドライブで、リスボンの名所を違った角度から楽しみます。
陸と川面の両方を満喫できる完璧なセット・ツアー。市内の中心部を見た後、テージョ川のゆったりと
した遊覧クルーズをお楽しみください。軽食を楽しみながら名所の数々を眺めます。
景観ツアーではポンバル公爵広場、自由通り、黒馬広場、市の中心となるロシオなど、リスボンの名所
を巡ります。地震による壊滅状態から復興したバイシャ地区を見て、エドワード７世公園の展望台から
の素晴らしい景色をご覧ください。
川から眺めるリスボンの魅力をとらえるのにカメラは必携です。リーバークルーズでは中世の街並みが
残る地域、ゴールデンゲートブリッジを思い出させる見事な吊り橋の下を通り、キリスト像を写真に収
めましょう。ツアーのハイライトはべレン地区の川岸に沿っての遊覧です。ここから古代、帆船が発見
への大航海に出発しました。その史跡の数々は川から見ると特に素晴らしく、発見のモニュメント、ユ
ニークなベレンの塔、華麗なゴシック様式のジェロニモス修道院などがあります。
ご案内：このツアーはバス、ボート、徒歩によるツアーです。徒歩ではほとんど歩きません。ボートに
乗るには数段の階段があります。川の遊覧クルーズの時間は１時間半です。ツアーの行程は逆
になる場合があります。

市電とバスで巡るリスボン
LISBON BY TRAM & COACH
ツアー番号：LIS012
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄６２～(３～１２歳)
所 要 時 間：３時間
旧市街を走る特別仕立ての市電（トラム）に乗り、リスボンの名所を巡る心に残るツアーです。
リスボンで最も有名で代表的な交通機関である市電は見逃せません。車中でウェイターがポートワイン
や伝統的なペストリーを給仕するユニークな市電ツアーは大人気です。このツアーではリスボンの見所
を更に味わっていただく為、由緒ある市電から近代的なバスに乗り換えてパノラマ観光をお楽しみいた
だきます。有名な黒馬広場で市電に乗り、７つの丘を持つ大都市をのんびりと巡ります。国会議事堂、
大聖堂、サンタルシア展望台など、
「旧市街」とテージョ川の数多くの名所をご覧ください。エストレ
ラ広場で伝統衣装をまとったウェイターに別れを告げ、バスでツアーの第２部をはじめます。印象的な
ゴシック･マヌエル様式のジェロニモス修道院の前では、ガイドがこの堂々たる建物の説明をします。
近くには同じく印象的で贅沢な装飾のベレンの塔やエンリケ航海王子とポルトガルの素晴らしい発見
の旅を記念した、発見のモニュメントがあります。
ご案内：市電とバスによるツアーです。市電乗車の際には比較的高めの階段を上っていただくことにな
ります。
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リスボンハイライトとエストリル海岸
LISBON HIGHLIGHTS & COAST OF ESTORIL
ツアー番号：LIS018
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２０～（３～１２歳）
所要時間：約３時間
テージョ川沿いをドライブし、狭い通りがある古いバイシャ地区に向かいます。両側に庭園とちょっと
変わった白と黒の石が敷かれた石畳などで有名な自由通りを含む名所を通ります。エドワード 7 世公園
に立ち寄り、リスボンと街を取り囲む丘の景色をご覧いただきます。
エストリルでは自由時間を設けますので、プロムナード沿いを散策したり、カジノの庭園を鑑賞したり、
ゆったりと地元のカフェでのんびりしたりお楽しみください。
リスボンに戻り、有名なベレムの塔とゴシック様式のジェロニモス修道院をご覧ください。大航海時代
に活躍したポルトガル英雄に敬意を表して作られた発見のモニュメントで写真タイムを設けます。ここ
から吊り橋や川の対岸に建てられたキリスト像が見ることができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。エストリルはほとんど石畳の道です。エストリルの海
岸のプロムナードへは徒歩にて約 200 メートです。

巡礼地ファティマへの旅（少人数グループでのツアー）
A JOURNEY TO FATIMA –SMALL GROUP TOUR
ツアー番号：LIS181
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄８６～（３～１２歳）
所 要 時 間：５時間半
テージョ平原と闘牛の町ヴィラ･フランカを抜け、国際的に知られる巡礼の地ファティマへ向かいます。
地元の民間伝承によると、近くの村に住む３人の羊飼いの子供がコヴァ･ダ･イリア(平和の谷)の小さな
樫の木の上に「光の聖母」が浮かんでいるのを見たといいます。そして、それは５ヶ月間同じ日に現れ
た後、今度は７万人以上の目撃者の前で空に奇跡を起こしたということです。今日では、世界中からた
くさんの人々が奇跡を求めてファティマを巡礼しています。古い聖堂では、３人の羊飼いの子供、ルカ
サントスと二人の従弟ジャシンタとフランシスコ・マルトが眠っている場所を見る事ができます。また、
聖母マリアが子供たちの前に現れたとされる場所に建てられた新しい大聖堂と三位一体教会を訪れる
機会を設けています。自由時間で各自昼食をとり、地元の店で土産物などをお買い求めください。
ご案内：このツアーはミニバスを利用し、徒歩にて行われます。ガイドは付かず、ファティマまでの道
中、バスの運転手が英語にて皆様のご質問等に対応します。ファティマまでのドライブは約１
時間１５分です。比較的平坦な道を３時間程歩きますがご自分のペースで調整していていただ
けます。昼食は含まれていません。古い大聖堂では修復工事が行われています。旧塔、絵画、
ステンドグラスの見学には制限がありますのでご了承ください。

ランザローテ島
LANZAROTE

「火の山」
MOUNTAIN OF FIRE
ツアー番号：LAN001
ツアー料金：大人＄６０～
所 要時間：約４時間

子供＄２８～（３～１２歳）

「火の山」は２８０年以上昔の火山爆発によって造り出されました。暗く、黄土色と紫色の火山灰の積
もる不毛な土地の続く忘れがたい景色の中をバスにて通り抜け、月面を想像させる景色を目の当たりに
することになるでしょう。カメラのご用意をお忘れなく。ガイドが地殻の下に隠れている猛烈な熱の強
さを証明する幾つかの実験を試みます。火山が死火山ではなく休火山である事をお分かり頂ける事でし
ょう。
半円形の石壁によって保護されたワイナリーのブドウ畑が点在しています。それは農業というより芸術
作品の様に見えます。ワインショップ（ボデガ）に立ち寄りますので地元ワインをお試しください。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。「火の山」の上は風が強い場合もあるので、羽織るものか
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ジャケットをご持参ください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間がかかる
場合もあります。 つま先の隠れる、歩きやすいウォーキングシューズをお勧めします。この
ツアーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の地面は所々坂になっています。

プエルト・デル・カルメンへの送迎
TRANSFER TO PUERO DEL CARMEN
ツアー番号：LAN002
ツアー料金：大人＄３３～ 子供＄１８～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間半
ランサローテ島南端の最も長い歴史を誇るリゾート地プエルト・デル・カルメンまでの送迎のみご案内
です。到着後は自由気ままにビーチリゾートを楽しんだり、バーやカフェ、レストランでリラックッス
したひと時をお楽しみください。ショッピングが目的のお客様は衣服、靴、電気製品、お土産物などバ
ラエティーに富んだお店が立ち並びます。
思い思いの時をお過ごしいただいた後は決められた場所と時間にエスコートが皆さまをお迎えし、船ま
でお送りいたします。
ご案内：このツアーはバスにて行います。リゾート内を歩く時間は参加者それぞれの裁量におまかせい
たします。このツアーには観光ガイドはつきませんので、昼食や飲み物代、観光場所の入場料
などは含まれていません。現地通貨のご持参をお勧めします。送迎は英語を話すエスコートが
お世話をいたします。日光浴用のビーチ・マットやビーチ・パラソルが必要な場合はそれぞれ
５ユーロ位でレンタルする事が出来ます。お帰りの待ち合わせ場所と時間はくれぐれもお間違
えの無い様にお願いいたします。時間に遅れた方をお待ちする事は出来ませんのでご注意くだ
さい。このプエルト・デル・カルメンのビーチでは地元業者が各種ウォーター・スポーツを販
売しています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結んでいない事をご承知おきくだ
さい。

ラクダ乗りと「火の山」
CAMEL RIDE & FIRE MOUNTAIN
ツアー番号：LAN003
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３５～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間半
全ての年齢層の方にお楽しみいただけます。ひとこぶラクダで約３０分間月面の様な火山砂漠の、赤と
黒の火山岩の続く曲がりくねった道を「火の山「まで進みます。
地熱実験では地表下に隠れる恐ろしい熱の強さにご注目ください。
ラゲリアのワイン地区で地元ワインを味わって頂くためにワインショップ（ボデガ）に立ち寄ります。
試飲及びお買い物をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスとラクダによって行われます。火の山の上は風が強い場合もあるので、羽織
るものかジャケットをご持参ください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間
がかかる場合もあります。 つま先の隠れる、そこの平らな歩きやすいウォーキングシューズ
をお勧めします。このツアーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の表面は所々
坂道になっています。ワインの試飲は１８歳以上に限られます。

マンリケの魔法（少人数グループでのツアー）
THE MAGIC OF MANRIQUE-SMALL GROUP TOUR
ツアー番号：LAN004
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間半
セサール・マンリケは疑いなくカナリー諸島で最も重要な芸術家といえるでしょう。画家、建築家、彫
刻家として知られ、彼はまた芯からの環境保護論者でもあり、近代建築物の兆候をすべて嫌っていまし
た。北へ向かい、ハメオ・デル・アグアの洞窟を見学します。火山活動の結果出来上がった洞窟とセサ
ール・エンリケの建築の才能が合体したものです。小さい目の退化した蟹を探しましょう。ここの海水
にのみ生息する世界的にも珍しい蟹です。
サン・バルトロメ近くで、もう一つのセサール・マンリケの創作物、カンペシーノの記念碑を見学しま
す。農民の記念碑として、ランザローテで何世紀にも渡り農場作業に従事する男女に敬意を表し制作さ
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れたものです。
セサール・マンリケの家を訪問します。そこには彼の真の才能の縮図が示されています。セサール・マ
ンリケの家は火山活動によって造られた火山岩に半分覆われ、見事な白と漆黒に塗りつくされています。
マンリケの死後、家は彼の個人的なコレクションを展示したアートギャラリーとし公開されています。
火山岩の景色が広がる様子を大きな窓からご覧ください。深呼吸しましょう。溶岩があなたに向かって
流れてくる様に見えます。家の建てられた 18 世紀の溶岩の流れを確認しましょう。階下には１７００
年代の火山爆発の際の火山活動で造られた“溶岩泡の部屋”があります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行います。階段や、でこぼこ道を 2 時間程、徒歩にて廻ります。
セサール・マンリケの家は屋根が低くできていますのでご注意ください。

北部探検
DISCOVER THE NORTH
ツアー番号：LAN007
ツアー料金：大人＄６６～
所 要 時 間：約４時間

子供＄３０～（３～１２歳）

ドライブで島の北部を訪ね、美しい景色の中古代の都市テギーゼを訪れます。
テギーセは土地の人たちにとってはのんびりと休暇を楽しめる場所です。訪問者にとっても昔に戻った
気分で歴史や、伝統的な建築物や、習慣を面白く味わうことができます。
美しい風景、透明に澄んだ水、
“千本の椰子”渓谷の圧倒的な眺めが特徴のこの地域の首都、ハリアで
休憩します。展望台ミラドール・デ・ギナーテでは素晴らしい眺望が楽しめます。天気の良い日には、
ラ・グラシオーサ島を望むことができます。
芸術家セサール・マンリケはかっては地表にある水穴であったものを、感動的な火山の洞窟、神秘的な
地下の水庭園、ハメオス･デル･アグアへと変貌させてしまいました。地下の湖を見渡す屋根のない洞窟
を螺旋階段で降りましょう。透明な水の中に目が退化した白い蟹が生息しているのを見つけることがで
きます。戻る曲がりくねった路を通って地上にでるとそこには輝く透き通った青色のプールがあります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、沢山の急な階段とでこぼこした砂利道があります。洞窟
内見学のために、はき心地の良い、滑りにくい靴をお勧めします。念の為上に羽織るものかジ
ャケットをご持参ください。

隠れたランザローテ
HIDDEN LANZAROTE
ツアー番号：LAN019
ツアー料金：大人＄５８～
所 要時間：約４時間半

子供＄３０～（３～１２歳）

北に向かって走行する途中で、かっての首都で歴史的にも建築学的にも重要な場所と認定されたテギー
セを訪問します。ハリア展望台からは北端に連なる主要な島とそれを取り囲む島々の息を呑む様な眺望
を楽しむことができます。
次に向かうのがオルゾラという村に抱かれる様な場所にあるアロエ・ヴェラ農場です。アロエ・ヴェラ
は温暖地区の典型的な植物で、ランサローテ島においては特によく育つ植物です。 この植物は、多目
的に使用され、ヴィタミン、鉄分、プロテインのような貴重な物質を含んでいます。また、傷からの感
染を防ぐとともに、スキンケアーの貴重な成分もあり、経口薬にもなります。農場訪問の途中ではアロ
エ・ジュースやアロエ酒をお試しになる機会があります。
マンリケのサボテン庭園にはランサローテ、アメリカ、マダガスカルで発見された１００種類以上の１
５００本を越えるサボテンがあります。庭園そのものは、古代ローマ時代の円形劇場のような、見事な
石造りの囲いとなっていて、珍しい植物の素晴らしい背景となっています。この地域では、１００年以
上にわたってコチニール甲虫が養殖されています。 甲虫はサボテンに生息し、その幼虫からは貴重な
赤色の有機着色剤コチニールが抽出され、以前はカンパリのような飲物の着色に使用されていました。
思い思いに庭園の散策を楽しんだ後は園内のカフェでお飲み物をとりながらリラックスしたひととき
をお過ごしいただきます。その後はバスで港への帰路につきます。
ご案内：このツアーでは約１時間半、石畳みやでこぼこ歩道、砂利道などを徒歩で移動する行程が含ま
れます。歩き易い靴をお勧めいたします。
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グラン・カナリア島
GLAND CANARIA
マスパロマス・ビーチへの送迎
MASPALOMAS BEACH TRANSFER
ツアー番号：LPS006
ツアー料金：大人＄３４～ 子供＄１６～（３～１２歳）
所 要時間：約５時間
グラン・カナリアの最南端に広がるマスパロマスの砂丘はサハラ砂漠のミニチュア版を見るようです。
見渡す限り広がる砂丘は建築物を建てることは許可されておらず保護地域とされています。
島で一番の砂丘を背景にするマスパロマスの黄金のビーチでお過ごしください。オアシスのようなヤシ
の木、ラグーン、砂丘の組み合わせ、そして海でスイミング、完璧のリラックス場所を作り出していま
す。
ご案内：このツアーはバスにて行い、ツアーには観光ガイドはつきません。昼食や飲み物代、施設への
入場料は含まれていません。現地通貨のご持参をお勧めします。マスパロマスまでは片道約 1
時間です。お客様は水着を着用し、タオル、日焼け止めを各自ご持参ください。現地には着替
え室のご用意もありますが有料となります。また必ずしも営業しているとは限りません。サン
ベット、ビーチ・パラソルも有料にて貸し出しています。ピークシーズン中は大変な人気の為、
混雑が予想され、サンベット、ビーチ・パラソルの貸し出しは保障できかねます。地元業者が
各種ウォーター・スポーツを販売しています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結
んでいない事をご承知おきください。
日曜、祭日はお土産店のみの営業となります。

グラン・カナリアのんびり観光
LEISURELY GRAN CANARIA
ツアー番号：LPS007
ツアー料金：大人＄５６～
所 要時間：約４時間半

子供＄２９～（３～１２歳）

ラス・パルマスの港を出発して、主要なリゾート地、プラヤ・デル・イングレスまで南に向かって景観
ドライブを楽しみます。途中、小休止をして素晴らしいマスプロマス砂丘や周囲の海岸の景観をお楽し
み頂きます。
その後、活気に満ちた近代的なプエルト・リコのリゾートを一望する展望台へと向かいます。このリゾ
ートには、沢山の休暇用アパートが海から続く険しい崖の上に建てられています。この景観を楽しむた
めに、写真撮影のための小休止があります。
このツアーの仕上げには、最小で最も美しい南のリゾート、プエルト・モーガンを訪れます。ここで約
１時間の自由時間を取り、小さいけれど静かで、フレンドリーなリゾートをお楽しみ頂きます。港の周
りを散策したり、お土産店で買い物をしたり、又は小さなカフェで寛ぎながら行き交う人々を眺めたり
した後、船へ戻ります。
ご案内：このツアーをバスにて行われます。たっぷりお楽しみ頂くために、幾らかの歩行が必要となり
ます。バスの乗り降りには階段があります。金曜日にはプエルト・モーガンで市が開かれます。
そのため、バスの駐車が制限され、通常よりは町の中心までの歩行距離が長くなります。買物
にはユーロが必要です。ドライブは曲がりくねった車道を走行しますのでめまい症の方には適
しません。途中、トイレ休憩はありません、必要な場合はプエルト・モーガンでカフェやレス
トランの施設をご利用ください。

潜水艇で海底探索
SUBMARINE DIVE
ツアー番号：LPS016
ツアー料金：大人＄８２～
所 要 時 間：約４時間半

子供＄５８～（３～１２歳）

ラス・パルマスからバスで南に向かい、ヴェニスの妹と呼ばれるプエルト・モーガンで約１時間の自由
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時間があります。モダンなリゾートなのですが、人々はオールドファッションな地中海の雰囲気を求め
てこの町にやって来ます。プエルト・モーガンは島の最も西に位置し、最も素敵なリゾートとも言われ
ていますので、専用の潜水艇に乗る前に賑やかなマリーナの雰囲気をお楽しみください。
潜水艇内は空調設備が整い、二人に一台のＴＶモニターが設置されています。座り心地の良い座席が用
意され、各自の席に海底を観察する為の舷窓が付いています。この特殊な海底探索経験はどなたにもお
勧めのツアーです。
ご案内：ツアーはバスと黄色い潜水艇で行われます。潜水艇の中にはトイレはありません。潜水艇への
乗り降りには梯子を使います。潜水時間は約３５～４５分です。名所観光の順序が変更になる
ことがあることをご了承ください。バスを下車して潜水艇まで約２０分歩きます。

２ヵ所停車の自由散策ツアー
TWO TOP ON YOUR OWN
ツアー番号：LPS023
ツアー料金：大人＄３８～
所 要 時 間：約６時間

子供＄１８～（３～１２歳）

人気のリゾート地区マスパルモスはどこまでも続く砂丘の本場として有名です。到着後は思い思いにお
過ごしください。海で泳いだり、ショピングをしたり、もしくは町を散策してみてください。
その後、プエルト・モーガンへ向かいます。グラン・カナリアで最も小さく、最も南に位置するリゾー
トです。滞在中はお店を覗いてショッピング、港近くを散策もしくはビーチに行かれて泳ぐこともでき
ます。
それぞれのリゾートには、沢山のカフェがあります。ご希望であれば、飲物や昼食を各自お楽しみくだ
さい。
両方を訪れた後は決められた時間に決められた場所にご集合の上バスに再乗車となります。
ご案内：ツアーはバスにて行われます。ガイドは同行しません。昼食や飲み物代、施設への入場料は含
まれていません。集合時間、場所を必ず控えておいてください。お時間を過ぎてお戻りのお
客様を待つことはできませんのでご注意ください。乗車時間は片道約 1 時間で、2 つのリゾ
ートの滞在時間はそれぞれ約 2 時間です。プエルト・モーガンへのドライブは曲がりくねっ
た道路の走行が含まれますので、めまい症の方には適しません。
どれだけ歩くはお客様の判断です。バスの乗降には数段の階段があります。日曜。祭日は商
店は閉店となります。 プエルト・モーガンでは金曜日には市が開かれます。そのためバス
の駐車が制限されますので、通常よりは町の中心までの歩行が長くなります。買物にはユー
ロをご利用ください。水泳をご希望の方は、水着、タオル及び日焼け止めをご持参ください。
水泳の前の飲酒はお控下さい。地元業者が各種ウォーター・スポーツの販売を行っています。
これらの業者とキュナード社とは一切提携を結んでいない事をご承知おきください。

島内探検ツアー（昼食付き）
ISLAND DISCOVERY
ツアー番号：LPS027
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所 要時間：約８時間
ツアーは主都のラス・パルマスから始まり、市内の旧植民地域ヴェグエタを通ってコロンブス博物館へ。
興味深い博物館見学のあと丘陵に向かって走行し、バンダマ噴火口へ。ここからは天候が良ければ壮大
な景観を一巡することができ、スペイン最古のゴルフコースも見えます。
続いて、カーサ・デ・ビーノへ向かい、ご希望のお客様はお飲み物を購入したり、小さな博物館を訪れ
たりもできます。昼食を楽しむ前に、グラン・カナリア島の最高地点１８００ｍの村テジェダで素晴ら
しい景色を眺めます。その後、エル・レフジオ・レストランで昼食をお楽しみいただきます。
昼食の後は海岸へと下山です。帰途、テロール村で島の守護聖人「聖母パイン」のある大聖堂に寄り
ます。ここから、堂々とした黒い大聖堂のあるアルーカスの“バナナタウン”へ。ツアー観光の締めく
くりは世界中の熱帯や亜熱帯地方の花や植物や木がある熱帯のパラダイス「公爵夫人の庭園」見物です。
この終日ツアーで島の名所を観光する傍ら、地域の文化も把握することができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。ほぼ平坦な道を約４５分歩きます。日曜日のテ
ロールは混雑が予想されツアー時間が長引く場合があります。マルケサス庭園入り口付近には
２２段の階段がありまた内部にも幾つかの階段があります。テロールは砂利道と舗装路があり
ます。歩きやすい靴にてご参加ください。
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グラン・カナリア

ハイライトツアー

HIGHLIGHTS OF GRNAD CANARIA
ツアー番号：LPS029
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
バスにゆったりと座り、グラン・カナリアの必見観光地、バンダマ・センターへ。展望台から北東部の
海岸と西部の山脈を眺めます。
続いては洗い出した白壁の家々と地元特有のバルコニーが可愛らしい村テロールへ。ガイドと共に
「聖母パイン」を祭る大聖堂へ。羊飼いたちが聖母マリアの幻影をみてからグラン・カナリアで最も
重要な教会の１つとなっています。
テロールの村にてアルーカスに向かう前に自由時間を取りますので地元の手工芸品店などを覗いて気
ままにお過ごしください。
鮮やかな白い家々と堂々たる 小塔の教会がある 歴史的な町アルーカスは傑作 建築の町です。
マルキーズ庭園を訪れなくしてこの町に来た意味はありません。カナリアとトロピカルな植物で埋め尽
くされたロマンチックな庭を歩き、島の特産であるバナナリキュールを試します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。曲がりくねった道をドライブしますので、めま
い症の方には適しません。テロールとアルーカスは石畳でデコボコしています。道路は砂利道
と舗装路があります。歩きやすい靴にてご参加ください。日曜日のテロールは混雑が予想され
ツアー時間が長引く場合があります。マルケサス庭園入り口付近には２２段の階段がありまた
内部にも幾つかの階段があります。地面は砂利道と舗装路があります。テロールの大聖堂は予
告なしに閉じている事があります。教会内では肩や膝を覆った適切な服装をしてください。歩
きやすい靴にてご参加ください。

トレイル・ハイキング＆ワイン
WALKING TRAILS & WINE
ツアー番号：LPS030
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄７２～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
バスに乗りゆったりと景色のよいドライブをお楽しみください。カルデーラ・デ・バンドーマに向かう
途中いくつかのワイン工場を通過します。
知識豊富なガイドと共に、クレーターの中心に向かい松の木、オレンジ、イチジクの木の生い茂るトレ
イルを歩きます。ユーカリの香り嗅ぎながら、放棄された農家や、段々畑の 輪郭 などこの地区ならで
は
ユニークな光景を目にするでしょう。
17 世紀 に、世界の中で唯一クレーターの中に住むとされたオランダの起業家によってここにブドウの
木
が植えられました。軽食でお腹を満たした後、バンドーマの頂上まで登り素晴らしい北部と東部沿岸の
景色を眺めます。
ハイキング終了後はワイナリーに向かいワインのティスティングが待っています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。デコボコな砂利道と階段を含む道を約１時間半
歩きます。平らで歩きやすいウォーキングシューズと重ね着できるものをご用意ください。
飲料水と日焼け止めもお勧めします。ツアーは天候状況に左右され、急にツアー取り消しにな
る場合もあります。

四輪駆動車でのアドベンチャー
４Ｘ４ ADVENTURE
ツアー番号：LPS031
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６５～（６～１２歳）
所 要時間：約７時間半
屋根なしの４輪駆動車に乗り可愛らしい漁村、アルグイネグイまで南岸を縦走します。内陸部に入る前
にトロピカルフルーツの生い茂る緑深い渓谷を抜けます。見逃してはならない景色はラスニーナス・ダ
ムの自然が創り出す美しい景色です。
ドライブを続け、松林と山村へ、千本ヤシの谷と呼ばれる地へとたどり着きます。ラクダ公園にてカナ
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リア地元の昼食をお楽しみいただきます。昼食後はラクダに乗る機会も用意しています。
リフレッシュして、ラス・パルマスに戻る前に立ち寄る最後の写真スポットは有名なマスパトマス砂漠
です。国立公園であり太陽礼拝者に人気の場所です。
ご案内：このツアーは四輪駆動車と徒歩にて行われます。ルートはオフロードと通常道路の両方が入り
ます。妊娠している方や６歳未満のお子様はご参加いただけません。お体の具合の良くない方
やけがをしている方はデコボコ道を走りますのでお勧めしません。また、めまい症の方にも向
かないツアーです。ジープに乗る際には高いステップがあり、８人乗りで内側に向かったベン
チタイプのシートです。屋根や扉がないオープンタイプとなります。

パドルボード
PADDLE BOARDING
ツアー番号：LPS032
ツアー料金：大人＄５５～
所 要時間：約４時間
船から徒歩にて短時間、ガイドと共にラス・カンテラスのビーチへ。サーフボードに乗り２時間のパド
ルボードのレッスンを受けます。パドルボードの上に立つことはサーフィンをするより簡単です。
健康的で仲間と一緒にできるスポーツです。全くの初心者であれ若干の経験者であれこのレッスンは基
本またはパドル技術を更に上達させるものです。
海から戻ったら自由時間です。日焼けをするもよし、もしくはプロムナードにある数多いカフェの１つ
で人間ウォチングをお楽しみください。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。船からビーチまでは片道約１５分です。ツアー最後にビー
チに残る方はご自身にて船にお戻りください。参加のお客様は体調が整い、泳ぎが得意な必要
があります。参加者は１６歳以上に限ります。

テネリフェ
TENERIFE

北部パノラマ観光
NORTHERN PANORAMA
ツアー番号：TCI003
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～ （３～１２歳）
所 要時間：約４時間半
漁村アンドレスを経てアナガの山へと走行します。途中でドラセナ（リュウケツジュ）などカナリーの
素晴らしい植物群や手入れの行き届いた段々畑などを車窓よりご覧ください。エル・バイラデロ展望台
で見事な景色の写真撮影をどうぞ。
タガナナ村で、白い家々の光景と青い空ときらめく海の水平線の彼方に荒涼とした火山を眺望します。
ご希望の方はガイドと一緒に坂道を歩き「雪の聖母」が祀られている簡素な教会をご見学ください（日
曜日を除く）タガナナのレストランで地元のワインとチーズをお楽しみいただきます。
ピコ・デル・イングレス展望台で小休止、島の北と南の心に残る印象的な美しい景色をご覧いただきま
す（天候によります）
ご案内：タガナナで数段の階段と石畳の路を歩く以外は車内からの観光で、歩行はご希望の方に限られ
ます。急カーブのある道路を走行しますので、めまい症のある方には不向きです
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プエルト･デ･ラ･クルスとオロタヴァ渓谷
PUERTO DE LA CRUZ AND OROTAVA VALLEY
ツアー番号：TCI032
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２６ （３～１２歳）
所要時間：約４時間
バスに乗りリラックスしてラ・ラグーナの大学町、島の初めての首都でもあったタコロンテの町を走り
抜けます。沿岸部の道路を走りフンボルト展望台へと向かいます。写真撮影の小休止をしますのでバナ
ナ農園の続く美しい緑の景観をお楽しみください。ラ・オロタヴァではガイドの案内の元、細い道を散
策しましょう。この魅力的な小さな町の雰囲気を楽しみ満喫し、過ぎ去った時代の素晴らしい文化に敬
意を払いましょう。17 世紀の伝統的なスペイン住宅ロスブランコネスの家を訪れ、もっとも良い出来
とされる手造りの木製のバルコニーをご覧ください。
賑やかな休暇の町プエルト・デ・ラ・クルスに向かいちょっと違った時間をお楽しみいただきましょう。
木々が並ぶ大通り、大きな近代的なホテル、多くのお店、過っては静かな漁村であったこの地も今で
はこの島の北部最大の観光の中心地としてにぎわっています。自由時間をお取しますので、ショッピン
グ、遊歩道の散策もしくは冷たいお飲み物を味わいながら行きすぎる人々を眺めましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。徒歩にて約 1 時間歩き、途中いくつかの坂道や階段
があります。歩き易く滑りにくい靴をお勧めします。

テイデ国立公園
MOUNT TEIDE NATIONAL PARK
ツアー番号：TCI035
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２６～ （３～１２歳）
所 要時間：約４時間半
風光明媚なアグイレ渓谷に位置する旧植民地の首都ラ・ラグーナへのドライブからツアーは始まります。
ラ・ラグーナから山間部にルートをとり、エスペランサの松林と小高い丘を抜けテイデ国立公園へ向か
います。公園内部に入る前にエル・ポルティーロ・レストランにて小休止を取りますのでお飲み物で休
憩をお取りください。１９５４年に国立公園に認定されたカニャダス・デル・テイデ国立公園は１９０
９年以降休止状態にある周囲約４８キロメートルの巨大な噴火口含む公園です。噴火口から聳え立つの
が３７１８メートルのテイデ山です。スペイン領土内の最高峰です。堂々とした山頂と良く西部劇映画
のセットの様と言われる火口周囲の乾燥した景色を目に収めてください。
帰路の前にロクエ・デ・ガルシアで自由時間をお取します。船に戻る途中、息を飲むような景色を眺
め、写真に収めるための小休止を数回お取りいたします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。テイデ国立公園までは片道約１時間半のドライブで
す。ツアー中海抜約２１００メートルの山道を登ります。暖かい服装ご準備ください。国立公
園内では石や植物を持ち去る事は禁止されています。テイデ山のケーブルカー乗車はツアーに
含まれません。徒歩にて平らな砂利道と舗装路を歩きます、履きやすい底の平らなウォーキン
グシューズをお勧めします。

ママス＆パパス
MAMAS AND TAPAS
ツアー番号：TCI033
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄９９
所 要時間：約６時間

（３～１２歳）

小さな１６世紀の町エル・サウサルを訪れカナリア諸島の人々の文化と生活スタイルに浸かりましょう。
途中ミラドール・ガラノナで小休止します。海岸沿いの美しい景色を写真に収めるためカメラをご準備
ください。エル・サウサル中心部に到着後、ガイドと共に町を散策しスペイン以前の時代にできたこの
町のハイライトを発見しましょう。１６世紀の植民地風建物、エル・サウサルの侯爵の家でお茶とビス
ケットをご用意しています。付近にあるゴフィオ製粉所で古い伝統的な粉ひき方法を見学し、製粉所自
家製のワインと地元の味覚をお試しください。
昼食は地元のお母さんが皆様をご自宅にご招待します。カナリア諸島特産の白チーズの前菜、秘密の調
理方法で料理したタラ、そして有名なカナリア諸島のジャガイモ料理パパス・アルガダスなど自家製の
料理をお楽しみください。歓待を受けた後はお別れをしておいしい食事と特別な思い出を胸にサンタ・
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クルスへ戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーには階段と坂道を含む道を約１時間の徒歩に
て歩きます。教会に入る際は膝と肩を隠した謹みある服装にてご参加ください。

テイデ山ケーブルカー
MOUNT TEIDE CABLE CAR
ツアー番号：TCI036
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄５９～ （３～１２歳）
所 要 時 間：約５時間
テイデ山はカニャダス・デル・テイデ国立公園に位置しスペイン領土内最高峰の山です。山頂やその周
辺の感動的な景色をご覧ください。ケーブルカーにて頂上に登り、国立公園を海抜３５５０メートルの
位置からとらえてください。サンタ・クルスを出てエスペランサの松林を向け国立公園へ向かいます。
ケーブルカー乗り場は海抜２１００メートルに位置しています。ケーブルカーに乗る前に小休止を取り
ますので景色をお楽しみください。ケーブルカーは第２駅で下車します。展望台から息を飲むような壮
大な景色を堪能してください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。山頂部は気温が低いこともありますので暖かい服装
ご準備ください。１０月から４月にかけて頂上部は凍るような寒さになる事もあります。
ツアー中海抜約２１００メートルの山道を登り、ケーブルカーでは海抜３５５０メートルまで
登ります。心臓疾患または過去に心臓手術を受けた方、妊婦、ぜんそくを含む呼吸器官に問題
のある方、１歳以下のお子様にはこのツアーはお勧めいたしません。履きなれた底の平らなウ
ォーキングシューズをお勧めします。
このツアーは天候状況により予期せず中止となる場合があります。ケーブルカー乗り場は人気
の為に列ができている場合があります。

渓谷の庭園
GARDENS OF THE VALLEY
ツアー番号：TCI019
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２８～ （３～１２歳）
所 要時間：約４時間半
プエルト・デ・ラ・クルスに向けてモーターウェイを走行して最初のハイライトは巧みに設計された植
物庭園です。１７８８年にスペインのカルロス３世の命令を受けて作られた植物園の目的は新世界を征
服した探険隊が持ち帰った植物や樹木、草花などがスペインの土壌に馴染むような場所を設けることで
した。庭園の植物の多くは元の生育地から採取した原種で、中央にある大木は南米のイチジク。巨大な
枝と根が奇妙なツリーハウスのようです。リスコ・ベロ庭園は独特な庭園スタイルで植物庭園とは対照
的な所です。庭好きの方には魅力的な滝や、地域の花の色彩豊かなテラスをお楽しみいただけることで
しょう。最後に、前者に勝るとも劣らぬシティオ・リットレのラン園を訪れます。この園にはアガサ・
クリスティ、アレクサンダー・フォン・フンボルト、ミリアンヌ・ノースなどが訪れていて、プエルト・
デ・ラ・クルスの歴史の一部を担っています。注目すべきはカナリア諸島最大のラン蒐集、プエルト・
デ・ラ・クルスで最古のリュウケツジュ、そして盆栽の展示です。ラン園で地元のワインが振舞われま
す。土産品のショッピング時間も少しあります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。殆ど平坦で舗装された路を約４５分歩きますが、ラ
ン園とリスコ・ベロには坂道があります。

プエルト・デ・ラ・クルス自由観光
PUERTO DE LA CRUZ ON YOUR OWN
ツアー番号：TCI011
ツアー料金：大人＄３６～ 子供＄１７～ （３～１２歳）
所 要時間：約４時間半
北にある魅力的な雰囲気で人気の高いプエルト・デラ・クルスまでドライブします。プレルト・デラ・
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クルスで時間を過ごすことを選んでも、決して後悔することはありません。最初は、町の古い植民地時
代の面影が残る地域を探索しましょう。そこには、美しい建物と特色のあるカナリア様式のバルコニー
がそのまま残っている多くの家々があります。 日陰のある場所でコーヒーを飲みながら休息した後、
狭い曲がりくねった路地を探索しましょう。プエルト・デ・ラ・クルスには素晴らしい遊歩道があり、
ぶらぶら歩きや沢山あるお土産屋を覗いたりすることが出来ます。町のはずれにある植物園を探索する
事もできます ここでは５大陸から集められた植物や樹木を見ることが出来ます。
プエルト・デラ・クルスには沢山の魅力的な場所があります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ガイドは同行いたしません。又昼食も飲物も含まれ
ていません。現地通貨をご持参ください。プエルト・デ・ラ・クルスへの送迎には片道３０～
４０分を要します。バスの中で観光地図を配布します。帰りのバスの集合場所と時間はお間違
えの無い様にお願いいたします。遅れた方のためにバスを押さえお待ちすることはできません。

ロロ・パーク
LORO PARQUE
ツアー番号：TCI007
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３０～ （３～１２歳）
所 要時間：約７時間
年齢に関係なくロロ・パークには興味をそそられるでしょう。世界で最も数多くのオオムに出会え、そ
してもっと多くのものにも出会えるでしょう。特徴ある鳴き声のアシカは人気の的です。世界でも有名
なオオムのショーではオウムやインコが生まれながらの才能と技能を披露します。そして世界最大のペ
ンギン水族館では南極気候を再現し涼むこともできるパーク内最大の人気スポットとなっています。ア
ンダーウォーターワールドでは海の底にいるようなぞっとした気分も味わえます。シャチやイルカのシ
ョーもお見逃しなく。これらはこのパークのハイライトの一部に過ぎません。
ツアーに昼食は含まれていません。園内には各種レストランやスナック販売店が備わっています。
ご案内：このツアーにガイドは付いていません。パークへの移動と入場料のみが含まれています。歩き
やすいウォーキングシューズと日焼け止めをお勧めします。パーク内の催し物はスケジュール
が決まっていますので開始時刻をご確認なさることをお勧めします。

ラ・パルマ
LA PALMA

ラ・パルマゆっくり観光
LEISURELY LA PALMA
ツアー番号：LPA018
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
バスに乗り景観ドライブを楽しみながら、島の西方向、アリダネ渓谷の上部地域へと向かいます。この
地域は島の最高地点であり、又魅力的なエル・パソの町の中心です。到着後、小休止をして町の周りを
楽しみましょう。エル・パソを離れ短時間のドライブでラ・グロリエタ広場へ。マンリケ王の弟子であ
ったこともある地元の作家ルイス・モレラによる作品を見る事ができます。ランザローテで見る事の出
来るマンリケのデザインを思い起す独特でカラフルなモザイク画の床を眺め、写真に収めます。
その後、ラ・パルマの南端へと向かい、フェンカリエンテの地元レストランでお茶、コーヒー又はソフ
トドリンクを頂きながら休憩を取った後、港へ戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアー中ほとんど歩くことはありませんが、バスの
乗り降りに階段があります。ドライブ中はヘヤピンカーブが幾つかあり、めまい症の方にはお
勧めできません。
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トローリー列車と徒歩で廻るサンタ・クルス
SANTA CRUZ TROLLEY TRAIN & WALK
ツアー番号：LPA010
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所要時間：約２時間１５分
トローリー列車に乗り町の景観ツアーへ。サンタ・クルス・デ・ラ・パルマの主要通りアヴェニーダ・
マリティマを走行します。ヘッドセットを使ったガイドの興味ある案内で雑踏と活気のあるこの小さな
首都の姿があらわれます。コロンブスのサンタ・マリア号の複製バルコ・デ・ラ・ベルヘンが置かれて
いる場所から市内の徒歩ツアーが始まります。アラメダ広場やサン・フランシスコ広場、プラセータ・
ボレロなどの広場や通りを歩きます。ルネッサンス式の魅力的な２階建ての市庁舎、１７世紀の教会イ
グレシア・デル・サルバド―ルを眺め賞賛しましょう。サンタ・クルスの中心地では伝統的なタパス・
バーを訪れ地元のタパス料理とワイン、ビール、ソフトドリンクで休憩をします。
ご案内：このツアーはトローリー列車と徒歩にて行われます。ツアー中ガイドの案内の元、徒歩にて石
畳とデコボコ道を約１時間半歩きます。楽な服装で、底が平らなウォーキングシューズをお履
きください。

バギーに乗ってパルマを冒険
LA PALMA BUGGY ADVENTURE
ツアー番号：LPA017
ツアー料金：大人＄２１３～
所 要時間：約２時間半

お子様はご参加いただけません

バキーが待っているエル・リャニトの村迄景観ドライブを楽しみます。簡単な安全と走行についてのオ
リエンテーション説明を受けた後、ヘルメットを被り、自分で運転するバギーに乗車します。
メインロードを通り、マゾへと出発します。上部山道に着くとオフロード経験が始まります。先導バギ
ーに従って走り、ブレナ・アルタとブレナ・バハ地方の岩の多い、起伏の激しい地域や、クンブレ・ヌ
エボの地質学的地域を縦走します。豊かな植物や豊富な種類の花々の間を抜けて走るスリルをお楽しみ
ください。アリダネ渓谷を横切る際には素晴らしい景観をお楽しみになると同時にラ・パルマを取り囲
む周囲の美しさを堪能することになるでしょう。バギー体験の後は、ミニバスで埠頭へと戻ります。
ご案内：このツアーはミニバス、バギー、徒歩によって行われます。定員数が限られているため早めの
ご予約をお勧めします。このツアーはバギー１台単位でのお申込みとなり人数は２名でお互い
に譲りあい運転を行ってください。運転者の最低年齢は１８歳で、有効な運転免許書の提示が
必要です。同乗者の最低年齢は８歳です。ヘルメットが用意されていますので必ず着用してく
ださい。重量制限があり、最大９８・２５キロとなります。怪我をしていたり、デコボコ路の
走行が身体に影響するような状態の方にはお勧めできません。参加者はフルサイズのズボンを
着用してください。着ている物が汚れたり、破れたりすることもあります。履きやすい、底の
平らな靴をお勧めします。足の先が見えるような靴の着用はお控ください。日焼け止め、サン
グラス及び飲料ボトルをご持参ください。走行中はトイレがありません。バギーの引き渡し場
所にのみトイレが設置されています。

火山とワイン
VOLCANOES & WINE
ツアー番号: LPA005
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～ （３～１２歳）
所 要時間：約４時間
葡萄園、松の木々や小さな村を過ぎ、流れる溶岩の小川を通り、火山が圧倒する南部の奥地へと走行し
ます。有名なワイン製造地域フェンカリエンテに到着、サン・アントニオ火山を訪れます。ここでクレ
ーターの縁を歩いたり、ビジターセンターの周辺をご散策ください。典型的なワイン店を訪れ、地元産
の赤と白のワインを試飲します。試飲したワインを購入することもできます。
短期間のドライブでマソのエル・モリーノ陶器センターへ。古い風車の中にあるベナオリータの人たち
の独特な陶器は現在でも大事に複製されています。大切なお土産をお買い求めになれる土産品店もあり
ます。
ご案内：火山の近くの道はデコボコや砂利道で狭く、また、坂道もあります。道には手すりや仕切りが
ありませんのでガイドの指示に従い、路の端側には近付かないでください。エル・モリーノ陶
器工房には急な坂と階段があります。暖かい服装をしてウォーキングシューズをお履きくださ
い。このツアーはめまい症の方には適していません。火山周辺での歩行はご随意です。
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マデイラ
MADEIRA
ケーブルカーとトボガン滑降
CABLE CAR & TOBOGGAN
ツアー番号：FNC011
ツアー料金：大人＄７６～
所 要時間：約４時間

子供＄３５～（４～１２歳）

以前は、アプト式小型歯車の鉄道で乗客をフンシャルから丘陵まで乗せ、海岸までの帰途にはトボガン
を使用しました。鉄道は１９３９年に廃止されましたが、オーストリアの企業が数多くの豪奢な家屋と
庭園で知られるモンテまでの交通機関としてケーブルカーを建設しました。フンシャルの駅は旧市内に
在り、フンシャルからモンテまでの所要時間は１５分です（ケーブルカーの乗り降りはスキーリフトと
同じしくみで、乗車時でも速度が少し落ちるだけで停止はしません）
。
昔ながらの柳で編んだ籠ソリに乗ってスリル満点のトボガン滑降を１０分間お楽しみください。運転係
員がトボガンと一緒に走り、押したり、舵を取ったり、ゴム底付きの長靴でブレーキを掛けたりします。
その後はバスで花に覆われた展望台のピコ・ドス・バルセロスまで走行し、島の東部の素晴らしい景色
を鑑賞します。
フンシャルに戻り、山小屋風ワイン醸造所に寄ります。辛口のセルシアルから甘いマルムジーに到るま
で様々な種類のマデイラワインをお試しください。
ご案内： ツアーはバス、ケーブルカー、トボガンで行われます。3 歳以下のお子様はトボガン乗車の制
限によりこのツアーには参加できません。トボガンは観光客の人気の的ですので、行列が予
想されます。運動に向いた服装と靴をお履きください。
トボガンに乗車後は運転係員の指示に従ってください。トボガンは３人乗り（大人２人と子
供１人）です。

ジープで冒険
JEEP ADVENTURE
ツアー番号：FNC024
ツアー料金：大人＄８８～
所 要時間：約４時間
美しい景色を眺めながら小川を越え、渓谷に沿って曲がりくねった山道を走行。島固有の植物ラウリシ
ルヴァを観察する良い機会です。
オフロードを走行する冒険のスリルを味わい、島の壮麗な景色を眺めながらガイドの興味深い説明に耳
を傾けてください。ツアーの途中、軽い飲み物で休憩を取ります。
ご案内：走行の行程は現地の状況によって決めます。このツアーはバウンドの多い山道を走行しますの
で、怪我をしていたり健康上に問題のある方にはお勧めできません。妊娠中の方や１３才以下
のお子様は参加できません。各ジープはシートベルト付きですので、ベルト着用を必ずお願い
します。楽な服装でご参加ください。また、山の上は涼しいこともありますのでセーターか暖
かいジャケットをご持参ください。

ハイスピードボート RIB で鯨とイルカ・ウォッチング
DISCOVER WHALES ＆ DOLPHINS WATCHING BY RIB
ツアー番号：FNC031
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄６５～（８～１２歳）
所 要時間：約３時間
マデイラ諸島をとり巻く大西洋は海洋生物のスポットです。20 種類以上の生物（クジラ、イルカ等）が
観測されています。
バスにて短時間の走行でフンシャルの海へ。簡単な説明を受け、ハイスピードボートＲＩＢに乗船しス
リルある海のアドベンチャーに出発です。海洋生物専門家がマデイラの海にやって来る海洋生物に関し
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皆様のご質問にお答えします。
目を凝らしてコビレゴンドウクジラ、バンドウイルカ、大西洋斑点イルカ、真イルカ探しに専念しまし
ょう。そのアクロバット的な動きに驚かされることでしょう。運が良ければマデイラの海を時々訪れる
ハナゴンドウ、アカボウクジラ、シャチを見るチャンスがあるかもしれません。
見逃すことのできない経験です。
ご案内：このツアーはバスとハイスピードボートＲＩＢで行われます。8 歳未満のお子様と腰、首に問
題のある方、妊婦のお客様はご参加されませんように。クジラとイルカの観測は確約するもの
ではありません。ＲＩＢボートには室内部分はありません。ライフジャケントが提供されます
ので必ず着用してください。走行中は揺れがあったり、速度が速い場合があります。
ゴム底靴の着用をお勧めします。悪天候の場合、ツアーは取りやめになる事があります。
ツアーお申込み前に、表紙に記載されている重要なご案内を必ずご一読ください。

サン・ビンセントの洞窟群
THE CAVES SAO VINCENT
ツアー番号：FNC037
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２５～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
バスにてマデイラの南西沿岸部へ景観ドライブ。緑深い渓谷内の人里離れた可愛らしいセラ・デ・アク
アの村に到着する前に、地元の伝統的なバーに立ち寄り、ハチミツとラムから作られている「ポンチャ」
という地元のお酒をお楽しみください。
続いてサン・ビンセントの洞窟と火山センターを訪れ地球の内部を探索します。洞窟群は 40 万年以上
前の火山爆発の際形成された溶岩泡から形成されています。ケーキ型の溶岩や、不安定な形の火山鍾乳
石を鑑賞しましょう。鍾乳洞の終点地点には火山センターがあり 5 百万年近く前のマデイラの形成に関
する３Ｄフィルムをご覧いただけます。
フンシャルに戻る前に自由時間をお取りします。サン・ビンセントの息を飲むような美しい景色や自然
をご覧ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩のツアーとなります。地下は寒くなることがございますので、軽いジ
ャケットをご持参いただくことをお勧めいたします。洞窟は滑りやすくなっているので十分に
お気をつけ下さい。約１時間凸凹の道を歩きます。

マデイラのトゥクシで廻るエコツアー
ECO CITY TOUR, TUKXI MADEIRA
ツアー番号：FNC039
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄６５～（３～１２歳）
所 要時間：約１時間
イタリア発祥のトゥクシは１９５０年代に流行った『甘い生活』でのライフスタイルの３輪車の現代版
小さいカートです。今ではこの車はヨーロッパのほか他の地にも広がり、この移動手段は、真なる甘い
生活を再度作り出しています―良い生活、多くの楽しみ、きままさをです。
ガイドの案内の元ゆったりと腰掛けハーバーフロントまでの素晴らしい景観、一方に海をそしてもう一
方に広がる緑に点在する家々の景色をご覧ください。
旧市内に到着し美しく改修された家や地元レストランが立ち並ぶ細い道を走ります。市の商業的中心地
区にある忙しく車幅の広い道路、アベニダ・アリガとの違いを感じてください。道路端では伝統的なカ
ラフルな衣服をまとった美しい女性を探してください。この島のシンボルである有名な「パラダイスの
鳥」を売っています。町の中心にはムニチピオ公園が広がり市庁舎も位置しています。
大きな車では見つけ出せない町の秘密の場所を見つけ出し、ソコロの展望台ではそびえ立つ崖やサンタ
カタリーナ公園を眺め、その下に素晴らしい港の景色が広がります。
観光の後は自由時間をお取りしていますので、フンシャルを満喫してください。
ご案内：このツアーはトゥクシ１台ごとの販売です。大人１名のチケットを予約した場合、３名様迄乗
車可能です。
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ファーマーズマーケットと植物園
FARMAER’S MARCKET AND BOTANICAL GARDENS
ツアー番号：FNC041
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２３～（３～１２歳）
所 要時間：約 4 時間
フンシャルのもっとも美しく歴史的な見どころの景観の中をドライブします。途中、忙しい街中を抜け、
自治広場、市庁舎、サンロレンツィオ城、サンタカタリーナ公園を眺めながら写真撮影の為にカラフル
な街並みを一望できる展望台に向かい走ります。
地元の人々の生活の中心であるラブラドレス市場、ファーマーズマーケットでガイドの案内の元エキゾ
ティックな香りを追うと、小店にトロピカルフルーツ、野菜、香り豊かな花が売られています。いくつ
かの地元の産物を試食しましょう。釣れたてのお魚もチェックしましょう。季節により新鮮なマグロや
黒太刀魚を見る事もあります。カメラをお持ちになる事をお忘れなく。販売員の着ている色鮮やかな伝
統の衣装や壁のタイルがこの地域を描き出しています。
次は美しい植物園の時間です。以前はリード家の個人的な住居でした。園内には世界各地から集められ
た豊富な植物や花が植えられ、小道に沿って風そよぐテラス、ハーブ園、温室を廻り多くの希少植物や
地元の植物を見る事ができます。植物園を出る前にフンシャルを見下ろす素晴らし景色を満喫する時間
を取る事をお忘れなく。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。植物園ではガイドの元園内を歩くか、自由行動にす
るかをお選びいただきます。植物にはポルトガル語とラテン語の名札がついています。ツアー
中は階段と坂があります。植物園の滞在時間は約 1 時間です。

のんびり廻るマデイラの風景
LEISURELY SCENES OF MADEIRA
ツアー番号：FNC042
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２０～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
贅沢な景観を楽しむツアーは起伏の多い西海岸へのドライブで始まり、途中、ウインストン・チャーチ
ル卿が絵に画いた美しい漁村、カマラ・デ・ロボスを通ります。
ユーカリの森を抜け、カボ・ジラオに到着します。見事な展望台で、世界で 2 番目に高い海岸からそそ
り立つ絶壁をご覧いただけます。ここからは山の斜面を切り崩し台地にした様子も眺めることができま
す。
ピコ・ドス・バルセロスでこの島の本来の美しさがわかります。フンシャルを遠くに望み、緑の丘陵に
散らばる周辺の村の景色をご覧ください。フンシャルの素晴らしい景色と南部沿岸を楽しんだ後は曲が
りくねった道をエイラ・ド・セラードに向かいます。短い登り坂でピコ・デ・セラード展望台に着き写
真撮影の小休憩を取ります。マデイラ島の最高峰や１６世紀にサンタクラーラの修道女が海賊の攻撃に
から逃れる為に住んだとされる人里離れた村キュラ・デス・フレーラスを眼下に見る事ができます。
エイラ・ド・セラードの代表的なホテルの１つで休憩を取り、リラックスして自家製ケーキと共にお茶、
コーヒーまたはマデイラワインをお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。展望台にはでこぼこ道や階段がありますが景色はバスの中
からでもご覧いただけます。ドライブの途中、急坂野のヘアピンカーブがありますのでめまいを持病に
持つ方には影響が出る恐れがあります。

レイズ･パレスでお茶を楽しむ
TEA AT REID’S
ツアー番号：FNC002
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄５０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約２時間半
レイズ・ホテルへ向かう途中ピコ・ドス・バルセロス展望台に立ち寄りフンシャルの素晴らしい景色を
お楽しみいただきます。前世紀に建てられたレイズ・パレスはマデイラの歴史の中で重要な位置を占め
ています。フンシャルの郊外の湾を見下ろす断崖の岬の上に広がる４万平米の緑豊かな亜熱帯庭園の中
に建てられたホテルで、庭園には垂れ下がった葡萄の葉や蔓がジェラニュームやハイビスカス、サルビ
アと競い合って咲き茂っています。お茶の前にホテルの庭園を散歩して寛ぎ、独特の雰囲気をお楽しみ
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いただきます。メニューには紅茶とスコーン、ケーキが含まれます。
ご案内：ツアーはバスと徒歩にて行われます。展望台の地面は平坦な石畳み敷きになっています。ホテ
ル庭園の通路は凸凹で約２０段の階段があります。レイズ・ホテルでは厳しいドレスコ・コー
ドがありジーンズ、Ｔシャツ、ショーツ、運動靴、及びサンダル姿では参加できません。平ら
なウォーキングシューズをお勧めします。お茶はダイニングルームの個室でサービスされます。

ラ・コルーニャ
LA CORUNA

ガラスの街観光
THE CRYSTAL CITY
ツアー番号：LCG002
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄１９～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
ガイドと一緒に徒歩にて可愛らしい礎石と優雅な建物に囲まれるアズカラガ広場を回ります。その他、
町の見所は数多くの野外カフェやレストランが建ち並ぶ大きなマリア・ピタ広場に面する美しい市庁舎
です。マリーナ大通りに並ぶ建物にはガラス窓で覆われたバルコニーが備えられています。これらは強
風を避けるためにつけられたものです。穏やかなサン・カルロス庭園を訪れサー・ジョン・モールのお
墓をご覧ください。古代の石造りのサン・アントン城内には考古学博物館があります。この博物館には
ケルトの宝飾品、ローマ時代の壺、皮製のバイキング船、典型的な１８世紀の台所、家具や宗教遺物が
展示されています。ヨーロッパ最古の灯台で今でも使用されているヘラクレスの塔はローマ時代に建て
られたもので１８世紀に再建されたものです。絶景をカメラに収めましょう。ツアーの最後は街と大西
洋の素晴らしい景色が楽しめる地元のレストランで素晴らスペイン伝統のタパス料理とグラスのワイ
ンをお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、階段や緩やかな坂道、凸凹の石畳道がある約２時間の徒
歩観光が含まれます。

サンティアゴ・デ・コンポステラ
SANTIAGO DE COMPOSTELA
ツアー番号：LCG003
ツアー料金：大人＄６８～
所 要時間：約５時間

子供＄２５～（３～１２歳）

壮麗なサンティアゴ大聖堂は、９世紀にこの場所からキリスト 12 使徒の１人ヤコブの遺骨が発見され
たと信じられた事から、ヤコブの記念碑として建立されたものです。現在でも毎年世界中から５０万人
以上の巡礼者がこの大聖堂をめざしてやってきます。この巡礼はかっては、キリスト教信者にとってエ
ルサレム、ローマへの巡礼に続く３番目に重要な宗教的巡礼地でした。
壮大な４ヵ所の広場が大聖堂をとり巻き、ガイドがそれぞれの広場の特徴を説明いたします。特に
巡礼者がこの都市に到着しての最大の中心点の考えるのがオブラドイロ広場で必見の価値があります。
１５世紀後期に建てられ巡礼者を受け入れるホステルであった伝統のあるパラドール・オ
ステル・デ・ラス・レイエス・カトリコスではお飲み物がサービスされます。
サンティアゴ・デ・コンポステラ到着までには、ガリシアの見所のひとつでもある典型的なガリシア田
園地方の美しい眺望をお楽しみいただきます。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。かなり長時間（約２時間）徒歩での移動時間が含まれます。
道路は凹凸や石畳みが多く大聖堂内部には多くの階段があります。バスを降りてから町のメイ
ンストリートまでは緩やかな坂道になっています。お飲み物をいただく場所には座席はご用意
していません。大聖堂内部ではガイドの案内はありません。内部では肩や膝を覆った適切な服
装をしてください。ミサが行われている間は聖堂内の見学や写真撮影が許されません。サンテ
ィアゴ・デ・コンポステラまでのドライブは片道約１時間１５分です。
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のんびり廻るラ・コルーニャ
LEISURELY LA CORUNA
ツアー番号：LCG004
ツアー料金：大人＄５９～
所 要時間：２時間１５分

子供＄１８～（３～１２歳）

道中数々の観光名所を生き生きと説明するガイドの案内に耳を傾けながらラ・コルーニャの町に向かい
ます。車の座席にゆったりともたれながら考古学博物館、サー・ジョン・ムーアのお墓があるサン・カ
ルロス庭園を見学します。アヴェニーダ・デ・ラ・マリーナを通る時には繊細なガラス細工で飾られた
珍しいバルコニーがある典型的な１９世紀ガリシア風建築の建物をご鑑賞いただきます。
この町で最も重要な記念碑的建造物でヨーロッパ最古の現役灯台であるヘラクルスの塔では写真撮影
の時間をおとりします。オリジナルの灯台は紀元２世紀に建造されたもので１９世紀に入ってから現在
の形に再建されました。
その後はドムス＝人間科学博物館や、オルサン、リアソールといった素晴らしいビーチ、ミレニアム記
念碑などを車窓から見学、市の中心街を抜けていきます。
ツアーの途中に大西洋が一望できる地元レストランにて沢山の種類がある伝統的なスペインのタパス
やワインなどを味わっていただく機会をもうけています。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。歩行は最低限に留めています。

旧市街ウォーキング・ツアー
WALKING IN THE OLD CITY
ツアー番号：LCG005
ツアー料金：大人＄３３～
所 要時間：１時間半

子供＄１６～（３～１２歳）

埠頭から出発してのんびり歩きながらアヴェニーダ・モントートとパセオ・デ・ラ・ダダルセナに向か
います。その後サン・カルロス庭園に到着、ここに眠る英国の将軍でナポレオン戦争時代にラ・コリュ
ーナで戦死したサー・ジョン・ムーアに関する説明をガイドから受けます。その後この市で最もロマン
チックな場所と言われるサン・カルロス庭園にある彼のお墓の参拝をします。
旧市街の散策ではラ・コリューナの守護神である“聖女ロサリオ”に捧げられた礼拝堂のあるサント・
ドミンゴ修道院を見学します。ラ・コリューナで最も高い場所に建つのが１２世紀から１５世紀の間に
建てられたサンタ・マリア・デル・カンポ教会です。ここからはサンティアゴ教会やサンタ・バルバラ、
アズスカラーガ、マリア・ピタ広場などの素晴らしい眺望を楽しむことができます。
その後マリア・ピタ広場でツアーは解散となりますが、ガイドが近くにあるショッピングの場所やカフ
ェの場所、船までの帰り方などをご案内いたします。
ご案内：このツアーは徒歩での移動のみで、いくつかの階段、傾斜、デコボコ道や石畳みの道路を歩き
ます。

サンティアゴ・デ・コンポステラ自由観光
SANTIAGO DE COMPOSTELA ON YOUR OWN
ツアー番号：LCG006
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１８～（３～１２歳）
所 要時間：約６時間
サンティアゴ・デ・コンポステラに向かう車内では、ゆったりとバスの座席に身体を預けて、通り過ぎ
る田園地方について地元のガイドが語る説明に耳を傾けてください。
サンティアゴ・デ・コンポステラはスペインで最も美しい都市のひとつです。古代からヨーロッパの巡
礼の中心地として世界的に有名なこの場所には印象的なバロック調のファサードを持つロマネスク様
式の大聖堂がありサンティアゴ・デ・コンポステラの生活の中心になっています。この都市には大聖堂
の他にも歴史のある古い大學、ロマネスク様式のサンタ・マリア・デル・サール・カレジエイト教会、
へルミレス宮殿など数え切れない見所があります。
このツアーは終日参加者自身が自由に計画し、魅力的な都会を最大限に味わえる理想的なものです。３
時間の自由時間を思い思いに歩きまわれることができます。
ご案内：埠頭からサンティアゴ・デ・コンポステラまでのバスの移動は片道約１時間１５分を要します。
バスの降車場所からガイドの案内の元、約１５分歩き大聖堂正面の中央広場＝オブラドイロ広
場までご案内します。ガイドから案内される決められた時間には再びオブライドイロ広場まで
集合していただき、そこからバスの駐車場まで歩いていただき、バスでラ・コルーニャまでの
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帰路につきます。バスの中で市内観光用の地図をお渡しします。このツアーは送迎のみです。
観光場所の入場料やお飲み物代などは一切含まれていません。大聖堂の中では肩や膝を覆った
適切な服装をしてください。ミサが行われている間は聖堂内の見学や写真撮影が許されません。
お店のほとんどは日曜休業となっていますのでご注意ください。

サンティアゴ・デ・コンポステラの巡礼路の体験
DISCOVER THE WAY OF ST JAMES
ツアー番号：LCG110
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２７～（３～１２歳）
所 要時間：約６時間半
景観ドライブを楽しみながら小さなカルサダ村に向かいます。ここからサンティアゴ･デ・コンポステ
ラの巡礼路を歩きます。巡礼路は千年以上も昔からあらゆる信条や背景を持った巡礼者により作られた
もので、中世の時代においてはキリスト教の重要な巡礼路の一つでした。知識溢れるガイドの案内で草
原や農園を通り、帆立貝のシンボルと黄色に書かれた矢印を辿りながら巡礼路を進みます。途中、聖ヤ
コブが埋葬されたと信じられているサンティアゴ・デ・コンポステラ大聖堂を目指し追い越していく巡
礼中の仲間から「ブエン・カミーノ（よき道を）」と掛け声をかけられるでしょう。巡礼路の一部を歩
いた後はバスに戻り、サンチャゴへ向かいます。大聖堂に到着後、重要な巡礼の旅を終えた巡礼者の感
極まる経験をご想像ください。街で約２時間の自由時間を設けますので、荘厳な大聖堂の見学や昼食の
購入などお楽しみください。そしてバスで戻り船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。カルサダ村へは約１時間１５分の移動です。巡礼路を
約１時間３０分歩きます。凸凹道や坂道が含まれます。雨天の場合、道は滑りやすく、ぬかる
んだ地表を歩くことになるので履きなれた靴を着用ください。

パソ・デ・オカ庭園
PAZO DE OCA GARDENS
ツアー番号：LCG111
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２２～（３～１２歳）
所 要時間：約５時間
バスで郊外へ向かい、１５世紀に建てられたガリシアスタイルのマナーハウス、パソ・デ・オカを訪れ
ます。素晴らしい庭園を持つことから“ガルシア地方のベルサイユ喩えられています。
ガイドと共にのんびりと歩き、美しい石造りの噴水をご覧ください。人口コ湖とエキゾティックな木々
がこの素晴らしい場所に平和の静けさをもたらします。
その後、短いドライブで聖ヤコブの墓を発見した人物とされるドン・アントニオ・ロペス・フェレリー
オ（１８３７年―１９１０年）の住居であったパソ・デ・ガレゴスへ。コーヒーまたは紅茶で気分をり
フレッシュしましょう。その後ワインヤードを訪れたり、木陰でリラックスしたりと気ままにお過ごし
ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアー中約１時間４５分徒歩にて廻ります。ところ
どころ歩きにくい道やお飲み物を出す休憩地までには階段があります。パソ・デ・オカまでのドライブ
時間は約植物園ではガイドの元園内を歩くか、自由行動にするかをお選びいただきます。植物にはポル
トガル語とラテン語の名札がついています。ツアー中は階段と坂があります。植物園の滞在時間は片道
約 1 時間です。パソ・デ・オカでは庭園の訪問のみとなります。マナーハウス内は訪れません。
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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
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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。
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