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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。

クイーン・エリザベス
アイスランドとノルウェーフィヨルド

１５日間

ショアーエクスカーション案内
スタヴァンゲル
STAVANGER
スタヴァンゲルの田園地方
STAVANGER COUNTRYSIDE
ツアー番号：STA022
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３７～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
ダーダル川と峡谷に沿ってのドライブでビルケダールスツンネットを訪れます。1920 年にチーズ
工場に改造され、現在はレストランとキャンドル製造工場として使用されています。紅茶または
コーヒーと、ラッパーと呼ばれる厚いパンケーキをジャムやサワークリームとお召し上がりいた
だいたあと、カラフルなキャンドルのワークショップを訪問し、ノルウェー名物の工芸品や、羊
毛製品、お土産やろうそくが並んだギフトショップでお買い物をお楽しみください。
その後、家ほどの大きさの石も見られるグロッペダルスレンのボルダーフィールドを訪れます。
肥沃な平原地帯のヨーレンとソーラの海岸砂浜エリアを通過して、スタヴァンゲル市内でいくつ
か観光をした後、船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスで行われます。合計で約１５分の徒歩観光がありますが、ご希望の方
のみで構いません。レストランの照明が雰囲気を保つ為とても薄暗いので、足元の注意
が必要です。車の移動ではいくつかのトンネルを通過します。

沿岸景色観光 バス＆列車
COASTAL LANDSCAPES BY ROAD AND TRAIN
ツアー番号：STA025
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄３６～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間半
自然と文化的景観の続く中、ノルウェーの観光ルートとして最も有名なヤーレンス北海道路をド
ライブしエーグルスンへ向かいます。席に座り、過行く景色を眺めると、広大な水平線、大空、
切れ目無く続く大洋、そしてそこから続く長い砂浜へと変わりゆく様をお気づきいただけるでし
ょう。巨石と鮭の泳ぐ川以外はなにも遮る物はありません。
エーグルスンはノルウェーの沿岸で最も可愛らしい町とされています。ご希望により、自由に散
策、またはガイドの案内の元、穏やかな町を歩きます。自然港、広い通り、趣のある店や、歴史
ある木造建ての家々を発見しましょう。ご希望の方には小さなチョコレートショップにご案内し
ます。手作りのエ－グルスンのパイロットの銅像型チョコレートをご覧ください。ご自分のご褒
美として、チョコレートやそれ以外の美味しいお手製のお菓子をお土産にいかがでしょう。
町を見た後はノルウェー鉄道の駅に移動。田園風景や沿岸の美しい景色を列車の中から楽しみま
す。郊外の風景から、平原、写真に収めたくなる様な美しい湖、外洋など幅広い景色を目にする
事でしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩、列車で行われます。訪問順序は逆になる場合があります。ご
希望者にご参加いただくガイドによる徒歩観光は約３０分を予定しています。道は平ら
ですが所々起伏があります。列車は公共の乗り物で通常運航の列車となります。その為、
途中何か所かで停車し、地元の乗客の乗り降りがあります。キュナード専用車ではなく
一般乗客との相乗りとなります。列車に乗る際、何段かの階段を乗り降りします。列車
の乗車時間は約 1 時間です。バス、列車共に折り畳み式の車いすを乗せることに対応し
ています。
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バイキング航海時代と歴戦絵巻
VIKING VOYAGES & VICTORIES
ツアー番号：STA024
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間
埠頭から短時間のドライブでウーランドシャウグ見晴台に到着しハヴスフィヨルドとその周辺の
絶景をお楽しみいただきます。ハヴスヴィヨルドは８７２年にノルウェー王国が築かれた場所で、
バイキングの王ハロルド・ハルファグレはこの地域の最後の王子を倒し、２９の小国を１国の統
治の元に合体させた功績を持っています。その近くのメレブクタでは戦争の終結を記念する３本
の巨大な鉄剣の像を見物できます。
次の訪問場所はスタヴァンゲル民俗博物館でバイキング航海時代の展示の見学です。マルチ・メ
ディアを駆使した数々の展示物では血なまぐさい戦闘の様子など当時のままの様子を知ることが
出来ます。この展覧会場の中心を占めるのが最近ローガランドで発見され、新たに加えられたバ
イキングの埋葬展示です。鋭く尖った刀や黄金のバックル、鮮やかな色彩のガラス製ビーズなど
が副葬品として埋まっていました。海外各地から略奪してきた宝物の展示もあり、その中には
アイルランド製の金箔を施した本の留め金、ブローチ、黒玉のビーズ、アラビア銀貨を含む純銀
製宝物などが飾られています。
帰路では趣のあるガムレ・スタヴァンゲル（旧スタヴァンゲル）の町で停車します。ここではご
希望の方に、ガイド同行で過去の歴史物語に耳を傾けながら絵の様な狭い石畳みの横丁や、保存
状態の良い木造の家並みを巡る短時間の徒歩ツアーを設定しています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。バイキング航海時代の展示場は車いすでも見学
が可能です。ガムレ・スタヴァンゲルのガイド付き徒歩ツアーに参加を希望しない場合
はバスに残っていただいて結構です。

気ままにスタヴァンゲル観光
LEISURELY STAVANGER
ツアー番号：STA010
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２７～（３～１２歳）
所 要時間：２時間
スタヴァンゲルとその周辺の地区はノルウェーの発展に主要な役割を果たした場所です。ハヴル
スフィヨルドに向かう間、８７２年にバイキングのハロルド美髪王がこの地域の最後の王子を倒
し、ハヴルスフィヨルドにノルウェー王国を築き上げた歴史の話に耳を傾けましょう。
付近のメレブクタでは美髪王の戦争とその終結を記念する３本の巨大な鉄剣の像を通過します。
その後もノルウェーの南西部に沿ってドライブ、ソーラ湾を見下ろす丘の上に立つ１２世紀建立
の魅力的なソーラ教会を車窓から眺めます。ヨーレンの長く連なる砂浜、肥沃な農業地帯を通り
ながらスタヴァンゲルの生活について話を聞きましょう。美しい別荘が並ぶ狭い車道を走りレダ
ール領主館を通り過ぎます。この建物は一時、作家のアレクサンドル・キイランドが住んでいた
場所で、現在は国王がスタヴァンゲルを訪問する際に滞在する公邸となっています。
スタヴァンゲルに戻り、港に面したカラフルなファサードが特徴的な中世の大聖堂を見ます。フ
ィヨルドの中にあるエンゲーとビュエー方向に向い橋を越えると、鮮やかな色彩に塗られた木造
家屋が並んでいる魅惑的な家並みを見ることができます。船に戻る途中に大事に保存された１８
世紀と１９世紀の絵のように美しい家が狭い路に立ち並ぶ旧スタヴァンゲルの古い街並みを通り
ます。この地区は類のないものとして、市の最も重要な復興計画の対象になっています。
ご案内：このツアーはバスで行われます。観光は全て車窓から行われ、車外には降りません。観
光行程の順序が変更されることがあります。ツアー中いくつかの長いトンネルを通過し
ます。

スタヴァンゲル・ウォーキング・ツアー
STAVANGER ON FOOT
ツアー番号：STA004
ツアー料金：大人＄５４～
所 要 時 間：約２時間

子供＄３８～（３～１２歳）

１８世紀から１９世紀にかけ、主に船乗りや職工、貿易商の家として建てられた建物が今も状態
良く保存され、活気ある地区として知られる旧市街のオールドスタヴァンゲルからツアーは始ま
ります。大規模な修復プロジェクトのお陰で、この界隈は今や北欧最大で且つ、最も保存の優れ
た木造家屋地区として知られています。
可愛らしい木造家屋を訪ねた後は、ハーバー・ベイの突き当たりにあるマーケット広場に向かい
ます。広場には色とりどりの新鮮な野菜や果物や花々、魚介などを売る屋台が並びお客様を待っ
ています。その背景を飾るのは１２世紀に建てられた印象的なスタヴァンゲル大聖堂です。

２

港を見下ろして立っている銅像は、以前にスタヴァンゲルの市長でもあった有名な作家、アレク
サンドル・キイランドの銅像です。舗道の先の小さな丘の上に立つヴァルヴェルグ・タワーから
は町の中心部と港を見晴らすことができます。この塔は一時木造家屋を火災から守る為の火の見
櫓の役目を果たしていました。
ご案内：このツアーは徒歩で行われます。スタヴァンゲルの旧市街は中心地より少し小高い場所
にあり、全体に石畳みの舗道が敷き詰められています。ヒールの無い歩きやすいウォー
キングシューズをお勧めします。ツアー料金にはヴァルヴェルグ・タワーの入場料は含
まれていません。寄港日が日曜日となる場合、市場はお休みとなります。

リーセフィヨルドと説教壇の岩
LYSEFJORD & PULPIT ROCK
ツアー番号：STA005
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄５７～（３～１２歳）
所要時間 ：２時間半
ノルウェーで最も南にある４０キロに広がる大フィヨルドのリーセフィヨルドは氷河時代の終盤、
約 10,000 年以上前に形成されたものです。リーセフィヨルドの周囲をゆっくりと遊覧船で周りま
す。そびえたつ山々から流れ落ちる滝、流れ落ちた滝が強く岩に当たる様をご覧ください。
”説教壇“として知られるプレイケストレンを含む要所の観光ポイントでは短い説明があります。
“説教壇の岩”は自然岩石で構成された有名な岩層で、山から垂直に突き出ています。天候が良
ければ、頭上に自慢げに突き出ている平ら岩石を見上げることが可能です。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。遊覧クルーズは様々なサイズの船が使用されま
す。遊覧船のデッキには 2 段の階段があります。座席数は充分にありますが、船内また
は外のデッキ席のいずれかかとなり、ご希望の場所を保障できるとは限りません。暖か
い風よけのジャケットお持ちください。説教壇の岩は海抜５９０メートルに位置します、
その為、下から見上げると小さく見えます。人気の高いツアーですのでお早目の予約を
お勧めします。

ノルウェーの熱帯植物
TROPICAL FLORA OF NORWAY
ツアー番号：STA006
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄５７～（３～１２歳）
所 要 時 間：２時間半
絵の様な島々が点在するガンスフィヨルドを遊覧船で巡ります。個人所有の島であるソール・ヒ
ドレ島の美しい港に到着し、短時間の徒歩にてフロール＆フィエーレ庭園に向かいます。フロー
ルとフィエーレ庭園は穏やかな港に保護された素晴らしい海の景色が眼前に広がり、平和な静け
さと色彩豊かな花に満ちています。庭園専属の知識あるガイドの案内の元庭園内を見学して回っ
た後は自由時間となりますので異国情緒豊かな庭園を思い思いに散策しましょう。世界最北の地
で熱帯植物である椰子、竹、バナナを眺め、雄大な山と深いフィヨルドを背景に果樹と豊富な花
の芳香を満喫してください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。庭園では約 1 時間半の見学時間があります。庭
園の小路は砂利舗装で、昇り坂もあります。歩き易く、滑らない歩行用の靴をお勧めし
ます。庭園は５月に新たな植樹が行われます。

オルデン
OLDEN
電気自動車トロールカーに乗ってのブリクスダール氷河観光
BRIKSDAL GLACIER BY TROLL CAR
ツアー番号：OL1024
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供＄４９～（３～１２歳）
所要時間：約３時間半
威風堂々の山脈を背景に氷河の先端や無数の滝、緑色のオルデン湖が素晴らしいオルデン峡谷を
抜けてのドライブし、ブリクスダール・インに到着します。ここから電気自動車のトロールカー
に乗ってブリクスダール氷河観光が始まります。ブリクスダール氷河はヨステダール氷河国立公
園内に広がるヨステダール氷河の一部で、ヨーロッパ大陸内では最大の氷河です。巨大な氷河は
３

山側から全長 1,219 キロの長さでブリクスダール峡谷に流れ込んでいます。国立公園の入り口で
トロールカーを降ります。ここからは氷河は見えませんが 502 メートル程山道を登ると間近にそ
の全容を見る事が出来ます。青と緑が入り混じった氷河の色は見る角度によって無数の色彩を帯
びて変化を遂げてゆきます。氷河撮影の時間を取りますので十分にこの絶景をご堪能ください。
その後は再びトロールカー乗り場まで戻り、トロールカーでブリクスダール・インに戻り、ケー
キと共に紅茶又はコーヒーをお楽しみいただきます。その後お土産物などのショッピングのお時
間をお取りしています。その後、バスでオルデン村への帰路につきます。
ご案内：このツアーはバス、電気自動車トロールカー、徒歩で行われます。トロールカーから氷
河までは所々急勾配で凸凹のある斜面を約１５分歩くことになります。足元全体を覆う
歩きやすい靴を履き、飲料水のボトルと暖かい上着をご持参ください。氷河のあちこち
には警告表示板が立てられていますのでその位置から氷河内には絶対に立ち入らないで
ください。コーヒータイムの場所からは氷河は見えません。道中２，３ヶ所トンネルを
通過します。

キョエンダレン氷河とラバトネット湖観光
KJENNDALEN GLACIER & LOVATNET LAKE
ツアー番号：OL1006
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄４６～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間１５分
魅力溢れるオルデン村は海から約 100 キロ内陸に連なる広大なノールフィヨルドの中でも最も
陸に近いフィヨルドの１つのそばにある、豊かな自然に囲まれた村です。このツアーはフィヨル
ドの沿岸に沿って車を走らせ、フィヨルドとラバネット湖、氷河、聳える山々、緑濃い緑地帯に
囲まれた可愛らしい休暇村のロエン村に向かいます。キョエンダレン峡谷着後１０分程歩くとキ
ョエンダレン氷河を見晴らす絶好の展望地点に到着します。山小屋でワッフルとコーヒーか紅茶
で小休止を取った後、約 20 キロの長さのラバトネット湖を船で遊覧しながらサンデに向かいます。
船内ではゆったりとリラックスして次々と通り過ぎる目の覚める様に美しい景観をお楽しみくだ
さい。景観の中には岩滑りを起し、津波を発生させ湖畔沿いの家屋を数多く破壊したという悪名
の高いレイブネフョレット（レイブンズ山）も含まれます。サンデに到着後再びバスに乗りフィ
ヨルドにそってオルデンまでの帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと遊覧船観光で行います。乗船時には数段の階段があり、上部デッキ
へも数段の階段を登る必要があります。平底で足全体を覆う靴と温かい上着をお持ちく
ださい。遊覧船の上部デッキの座席数には限りがあります。途中２，３ヶ所のトンネル
があります。遊覧船の数が少ない為、ツアーの定員数が限られていますので、お早目の
事前申し込みをお勧めします。

フィヨルド・リブ・アドベンチャー
FJORD RIB ADVENTURE
ツアー番号：OL1012
ツアー料金：大人＄９５～ 子供 Ｎ／Ａ
所 要時間：約４５分
風光明媚なノルウェーのフィヨルド地方の魅力とノールフィヨルドを疾走する複合型ゴムボート、
RIB・リブのスリルと興奮が合わさったツアーです。ボート乗場まで短時間歩き、船長の出迎えを
受けます。安全に関する説明を受けた後、サバイバル・キット、手袋とサングラスを身につけま
す。RIB・リブに乗り込むと、船長の操縦でフィヨルドに入り、アクロバットのような操行など
RIB・リブがどの様な事が出来るかの実演が行われ、その後時速約 56km までスピードをあげての
湖面疾走が始まります。周囲の切り立つ崖、積雪の山頂や滝を見上げながらのノールフィヨルド
の内陸部へのアドベンチャー・クルーズをお楽しみください。
ご案内：このツアーは複合型ゴムボートで行われます。リブによるクルーズ時間は約２０分とな
ります。サバイバル・スーツが支給されますので着用をお願いします。暖かい服装でご
参加ください。但し水泳に自信のある方に限ります。このツアーは妊婦や背中、首を痛
めている方、１２歳未満のお子様には適しません。

４

オールデバテネット湖クルーズ
OLDEVATNET LAKE CRUISE
ツアー番号：OL1017
ツアー料金：大人＄９４～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所要時間：約２時間半
オルデン村の中心部から村の古い教会２ヶ所を通過します。１つは１７５９年まで歴史が遡る教
会、もう１つはこの村に移住したアメリカ人から寄贈された１９３０年代建立の赤く塗られた教
会です。その後は小さなフロエン湖の湖畔を巡りエイデに到着し、観光船の乗り場に向かいます。
細長い形のオールデバテネット湖はノルウェーで最も美しい湖の１つといわれています。湖を取
り囲む荘厳な山々の光景とそこから流れ落ちる無数の滝の美しさをご堪能ください。長い白い入
り江のメルケボル氷河、細長く突き出たヨステダール氷河の絶景、それにマイクルブストブリー
ン氷河とノルウェーならではの山々の景色をお楽しみください。ラストーエンでクルーズが終わ
り、再びバスに乗り、車窓からの景観を楽しみながらオルデン村への帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと遊覧船の観光となります。遊覧船の乗船口には階段があり、上部デ
ッキへも数段の階段があります。暖かい上着をご持参ください。道中には２、３ヶ所の
トンネルがあります。遊覧船の数が少ない為、ツアーの定員数が限られていますので、
お早目の事前申し込みをお勧めします。

ブリクスダール氷河観光
BRIKSDAL GLACIER
ツアー番号：OL1020
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄３７～（３～１２歳）
所要時間：約４時間
威風堂々の山脈を背景に氷河先端部や無数の滝、緑色のオルデン湖が素晴らしいオルデン峡
谷を抜けてのドライブの後ブリクスダール・インに到着します。ここから徒歩でブルクスダール
氷河に向かいます。ブリクスダール氷河はヨスタデール氷河国立公園内に広がるヨステダール氷
河の一部で、ヨーロッパ本土内では最大の氷河です。巨大な氷河は山側から全長 1,219 キロの長
さでブリクスダール峡谷に流れ込んでいます。４５分程歩いて川を渡り手付かずの自然の光景の
中を進むとヨーロッパ随一の古代氷河の驚異の全貌が眼前に現れてきます。
青と緑が入り混じった氷河の色は見る角度によって無数の色彩を帯びて変化を遂げてゆきます。
氷河撮影をご堪能いただいた後は同じ道をたどってブリクスダール・インヘと戻りコーヒー、紅
茶とケーキをお楽しみください。その後お土産物などのショッピングを楽しんでいただいた後バ
スでオルデン村への帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。氷河の徒歩観光の距離は約 2.4 キロで、最初の
部分はかなりの急勾配ですが先に進むにつれて平坦な部分が増えてきます。足元全体を
覆う歩き易い靴を履き、飲料水のボトルと温かい上着をご持参ください。氷河のあちこ
ちには警告表示板が立てられていますのでその位置から氷河内には絶対に立ち入らない
様にお願いいたします。お飲物など出されるところからは氷河は見えません。道中２，
３ヶ所トンネルがあります。

美しいストリン観光
BEAUTIFUL STRYN
ツアー番号：OL1008
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄３７～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
ノールフィヨルドの先端に位置する魅力溢れる絵の様なオルデン村を出発して、ストリン川から
水晶の様に透明なトルコ色の水を誇るストリン湖沿いをドライブします。間もなくヨステダール
氷河国立公園センターに到着し、一帯を撮影した映像を鑑賞します。その後は各自で氷河の下や
氷河そのもの自然環境を説明する興味深い展示をご覧ください。ツアーの道中では美しい景観を
堪能しながら、美味しいノルウェー風パンケーキかワッフルをコーヒー、紅茶とともにお楽しみ
いただきます。
ご案内：このツアーはバスで行います。徒歩での移動は限られており、その中には国立公園セン
ターの石畳の舗道が含まれます。道中には２、３ヶ所のトンネルがあり、高所恐怖症や
めまい症の方にはお勧めできません。帰路は往路と同じ道路を通ります。

５

ノールフィヨルド・パノラマ観光
NORDFJORD PANORAMA
ツアー番号：OL1016
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４４～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間半
絶景満載のツアーは全長 96 メートルの複雑に入り組んだノールフィヨルドの頭の部分に当たる
魅力的なオルデン村から始まります。走行ルートはフィヨルドの北の沿岸に並ぶ絵の様に美しい
ブラクセット、フイエッリ、ホプランドなどの村々を抜けてゆきます。車道は狭く曲がりくねっ
ていて急勾配な道路が連なります。ノス展望台で小休止し目の覚める様に美しいノールフィヨル
ドとその周辺のパノラマを鑑賞いただきます。ノスはフィヨルドより垂直に切り立った高さ 500
メートルの崖で、ここからの景色は素晴らしく思い出に残るでしょう。その後クヴァレンでお写
真ストップを設け、ノールフィヨルドに下りノールフィヨルド村を訪問します。ノールフィヨル
ド村ではケーキ付の紅茶又はコーヒータイムをお楽しみいただけます。帰路はクリスタルのよう
に透明な北ヨーロッパで一番深水のホーニンダルヴァテネッテ湖を経由してオルデンに戻ります。
ご案内：このツアーはめまい症の方にはお勧めできません。道中には数カ所のトンネルがありま
す。観光地訪問順序は逆になる場合があります。

ゲイランゲル
GEIRANGER
ダールスニッバ山
MOUNT DALSNIBBA
ツアー番号：GE1018
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間
ゲイランゲルフィヨルドから眺める壮大な山、数多くの滝、丘陵の斜面に張り付いている農場、
その全ての光景がフィヨルド独特の景観を作り出しています。バスで山道を上り、フリーダルス
ユーベ展望台で短時間停車します。ここから望むゲイランゲル村、フィヨルドと周囲の山々の景
色は素晴らしいことで事に有名です。多くのヘアピンカーブを曲がりながらデュプヴァテン湖へ。
有料道路を走行し、ダールスニッバ山の頂上へと向かいます。山々や滝、湖などノルウェーの人
気を裏付ける名勝の絶景をご覧ください。風が静かなダールスニッバの頂上からは天気が良けれ
ば１６０キロ先まで見渡せます。のこぎりのようにギザギザした山や飛沫を上げる滝の絵を載せ
たガイドブックの写真でさえ、この地区の壮大さは適切に表現しきれていません。帰路、デュプ
ヴァサヒュッタ・マウンテンロッジにて休憩をとります。絵の様な光景に囲まれたこのロッジに
は小さなカフェとお土産店があります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ほとんどの観光は車窓からになりますが休憩所
のトイレまでには１５段の階段があります。ツアーは天候如何に関わらず催行されます
が、希には観光行程を他のルートに替えることがあります。高所恐怖症やめまい症の方
にはお勧めしません。

ゲイランゲルフィヨルドセンター
GEIRANGER FJORD CENTRE
ツアー番号：GE1019
ツアー料金：大人＄８２～
所 要 時 間：３時間

子供＄４２（３～１２歳）

フィヨルドに沿って進み、１１のヘアピンカーブがある曲がりくねった道を上り、鷲の大地と呼
ばれる見晴台へ。ここからはフィヨルドの素晴らしい景観とフィヨルドのはるか上の斜頸地に張
り付くように点在する古い農場が見渡せます。谷間に戻り、ゲイランゲルフィヨルドセンターを
訪れ、ゲイランゲルフィヨルドとその周辺での生活の見識を高めます。館内全体に使用されてい
る数多くの音響とイメージを屈指した設備で五感を呼び覚ましましょう。雪崩の疑似体験をし、
自然の力と野生の脅威を学びます。スクリーンではノルウェーの偉大なる景観が紹介されます。
農夫からは毎日の生活で直面する挑戦と危険の話を聞き、小さなフィヨルドボートがこの地域の
生命線である事を知ります。ゲイランゲル道路のユニークな建物を劇場型コンピュータ式双方向
ショーで展示しています。
フリーダルヨーゲ展望台からははるか下のフィヨルドに停泊中のクルーズ船や周りの美しい景色
を写真に収めることができます。
ご案内：このツアーはバスで行われ、合計で約３０分間の徒歩が含まれます。ゲイランゲルフィ
６

ヨルドセンターでは、ガイドの案内の元館内を見学するか、個々で自由に回るかをお選
びいただけます。館内は徒歩にて、途中スライドショー上映場所には急な階段を上る必
要があります。ツアー行程が逆になる場合があります。高所恐怖症やめまい症の方には
お勧めしません。

ゲイランゲルフィヨルド・ＲＩＢゴムボートアドベンチャー
GEIRANGERUFJORD BY RIB
ツアー番号：GE1024
ツアー料金：大人＄１０７～ 子供＄Ｎ/Ａ
所 要 時 間：１時間半
膨張性ゴムボートＲＩＢで疾走しながらゲイランゲルフィヨルドのドラマチックな眺めを堪能し
ます。安全に関する注意を受けた後は冒険の旅に出発です。
ゴムボートの操縦者が感動的なフィヨルドの周囲をめぐる目の覚める様な運転技術を見せてくれ
ます。フィヨルドとその周辺の小さな山岳農場をご覧ください。フィヨルドの絵ハガキでおなじ
みのセブンシスターズ滝やブライダルヴェール滝にも接近します。
ご案内：このツアーは堅牢膨張性ゴムボートＲＩＢでの観光となります。バウンドが激しい為怪
我をしている方や体調の悪い方にはお勧めできません。妊娠されている方、及び１２歳
以下のお子様はこのツアーに参加できません。防水性の防寒着をご用意ください。サバ
イバル・スーツが提供されクルーズ中の着用が義務付けられています。

ゲイランゲルフィヨルドの景観
GEIRANGERJORD VIEWS
ツアー番号：GE1020
ツアー料金：大人＄６８～
所 要時間：約２時間

子供＄３６～（３～１２歳）

フィヨルドに沿って進み、１１のヘアピンカーブがある曲がりくねった道を上り、鷲の大地と呼
ばれる高台へ。頂上からの素晴らしいパノラマの景色を見渡しましょう。遠くにはフィヨルドの
上の細い傾斜地に張り付くように点在している古い農場が見えます。幾多の世代に渡り家族たち
はそこでの生活を可能にしてきました。これらの過去からの遺産は多くの努力により修復され今
日に至ります。
帰路は同じ道を通り、途中、２００年以上の古さを誇る農家の建物を眺めます。ゲイランゲルの
町に入り、フリーダルユーベ展望台に向かう途中、可愛らしい八角形の教会を通り過ぎます。展
望台からは絵葉書のようなゲイランゲルの町、フィヨルドとクルーズ船の景色が広がります。
同じ道をゲイランゲルへと戻ります。
ご案内：このツアーはバスで行われ、車窓からの風景をお楽しみいただくツアーです。行程には
山道が含まれますので、高所恐怖症やめまい症の方にはお勧めしません。

ゲイランゲルフィヨルドでのカヤック
GEIRANGERFJORD KAYAKING
ツアー番号:GE1013
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄９２～（８～１２歳）
所 要 時 間：約２時間４５分
母なる自然が作り出した創造物である、セブンシスターズをはじめその他の滝を見学するには間
違いなくカヤックは一番の方法でしょう。フィヨルドは高く聳える山々に沿って水を湛えている
為、風から遮られています。一年を通して美しい場所です。指導を受けながら２時間から２時間
半をかけて、険しい山の壁に囲まれた水面をカヤックでゲイランゲルフィヨルドの説教壇の岩ま
で進みます。見事なセブンシスターズの滝を眺め、また道中ではガイドからゲイランゲルにまつ
わる逸話や歴史の説明をお聞きください。
ご案内：このツアーはカヤックとバスで行われます。カヤックセンターまでは短時間のシャトル
バス移動があります。カヤックの経験がなくとも、訓練された指導員が必要なことをお
教えします。参加者は体調が良好で背中に痛みなどお持ちでない方、冷たい水が健康に
影響することの無い方、水泳上級者に限られます。濡れる事をご承知ください。責任が
とれる大人の付き添いを条件に、８歳から１５歳までのお子様もカヌーに同乗できます。
８歳未満のお子様はご参加いただけません。悪天候の場合にはカヤック全体を覆うシー
トが用意されます。
（上着類をカバーするものではありません）底が平らなゴム底の靴を
お履きください。
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ウェステラスでのハイキング
HIKING WESTERAS
ツアー番号：GE1017
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４１～（３～１２歳）
所 要 時 間：３時間半
ゲイランゲルフィヨルドはノルウェーの中でも傑出した美しいフィヨルドです。壮大な山、数多
くの滝、農場が急な丘陵に点在している光景はフィヨルドに独特な情緒を加えています。坂を上
り、小さな八角形のゲイランゲル教会と高度９０メートルの丘陵地に在るユニオンホテルを通り、
ハイキングのスタート地点のキャンピング場へと走行します。
夏の牧草地を通ってジグザグ道を登り、素晴らしいストールサエテの滝へ。この滝は山の側面か
ら３０メートル離れて湾曲して落下している為、滝の下に立つことができます。
ゲイランゲルの岩棚の上に位置するウェステロス農場に向かって下ります。数年前にこの農場は
冬と早春の雪崩を警戒して放棄されましたが、夏の間は充分に利用されています。バスでゲイラ
ンゲルへ戻る前にお茶、またはコーヒーと地元の名物のワッフルをお楽しみ頂きます。
ご案内：このツアーは徒歩で行われます。滝までは徒歩約１時間で、時には急で苛酷な道を歩き
ます。舗装されていない、凸凹の濡れた道を歩きますので、つま先を覆う靴が必須です。
脱水症状を防ぐため飲み水もご携帯ください。

ノルウェーの屋根

（昼食付き）

THE ROOF OF NORWAY
ツアー番号：GE1012
ツアー料金：大人＄１３０～ 子供＄６８～（３～１２歳）
所 要 時 間：約６時間
ノルウェーの最も美しいフィヨルドの１つ、素晴らしい山々の景色を眺めることのできる最適な
場所はフリーダルヨーベ展望台です。
海抜 1013 メートルに位置するデュプヴァテン湖は通常 6 月までは氷と雪に覆われていますが、そ
の後、美しく透明なブルーの水へと変わります。バスはストリン山道を走り、山の反対側にある
ヒィエレ渓谷に向かいます。地元のホテルで美味しいノルウェーサーモンの昼食をお召し上がり
いただいた後、山々に囲まれた景色が素晴らしい、ティスティゲン夏季スキーセンターに向かい
ます。更に、山道に沿ってドライブし海抜約 1427 メートルのダールスニッパ山頂に到着します。
山頂からは撮影に最適な 360°のパノラマ光景が楽しめる他、晴れた日には UNESCO 世界遺産に登
録されているゲイランゲルフィヨルドを遥か下方に臨むことが出来ます。
ご案内：このツアーはバスで行われます。徒歩での移動が若干含まれており、ダールスニッパ山
では起伏のある山道を少し歩きます。ツアー行程にはいくつかのトンネルの通過が含ま
れます。高所恐怖症やめまい症の方にはお勧めいたしません。このツアーは天候如何に
関わらず催行されますが、行程を他のルートに替えることがあります。

アクレイリ
AKUREYRI
アクレイリ名所観光
AKUREYRI HIGHLIGHTS
ツアー番号：AEY001
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄２６～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
バスにてカラフルな街路を通りアクレイリ植物園へ向かいます。数多くのアイスランド原産の植
物と世界中から集められた高山植物の植えられた愛らしい園内を、アイスランドのさわやかな空
気を吸い込みながら散策しましょう。市内最古の地域にある魅力的なアクレイリ民俗博物館では
数世紀続くこの地域の歴史や文化の展示から美術コレクション、更に遺物や写真、農具、初期ア
イスランド入植者の住まいの実物模型などが展示されています。その後、一年を通してクリスマ
ス用品が売られている可愛らしいサンタ・ハウスを訪れます。クリスマスだけでなくあらゆる祝
祭日の飾り物やギフトを取り揃えています。アイスランドには１３人のサンタクロースがいると
いわれ、アイスランドの子供たちはクリスマス前の１３日間、毎日窓に１足の靴をつるしておき、
それぞれのサンタから小さな贈り物をもらう事が伝統になっています。
市内に戻りアクレイリの中心街に向かう途中、賑やかな港に数多くの漁船が並んでいる風景を眺
めます。リスタギル・ストリートまで足を延ばしアーティスト達の工房やアートギャラリー散策
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し、その後、市内を見下ろす位置に聳えている近代的なアクレイリ教会を訪れます。
ご案内：このツアーはバスで行われます。植物園には砂利道や泥道があります。植物園の棲息植
物は１年を通して天候状況により発育状態が異なります。

グリムセイへの北極圏飛行
POLAR FLIGHT TO GRIMSEY
ツアー番号：AEY002
ツアー料金：大人＄３３５～ 子供＄２１０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
目の覚める様な眺望を楽しみながら北極圏の空を飛び、アイスランドで居住者のいる島としては
最も北に位置するグリムセイに向かいます。島全体でわずか５平方ｋｍしかない小さな島で、誰
でも簡単に徒歩で探索できる広さです。流木を集めて建てられたひなびた教会があるこの島は、
人里離れ、この上もなく美しく、数々の伝承や伝説が受け継がれてきています。
この島の切り立った崖には海鳥の大型営巣地があり、夏場には勇敢な島人たちが崖をにじり降り
て島の珍味と言われる鳥の卵を集める姿が見られます。住民のほとんどはグリムセイ島の南側と
西側、小さな港の周辺に住居を構えています。この数年にわたり本島から大きな石材が運び込ま
れる様になり、彼らの生活は格段に改善されました。
１７９３年にこの島に疫病が流行し、６人の男性を除く島民全員が亡くなった為、この島はほと
んど放棄される状態にありました。生き残った６人の男性が本島へ代わりを求めて出かけました
が、その帰りの航海で船を失い全員が溺死してしまいました。その時、島に残った男性は一人の
牧師だけでした。知識豊かなガイド同行で島内を歩き回り、魅力一杯の地域の見どころをたどっ
た後は再び飛行機に乗りアクレイリに戻ります。参加者には北極圏到達の証明書が授与されます。
ご案内：このツアーはミニバス、航空機、徒歩での観光となります。グリムセイまでの飛行時間
は片道３０分となります。ガイド同行徒歩ツアーでは雑草や荒地、パフィンの巣などが
ありますのでつまずかない様に細心の注意が必要です。島では約１時間の滞在時間があ
ります。

ゲーム・オブ・スローン“壁の向こうへ”
GAME OF THRONES “BEYOND THE WALL”
ツアー番号：AEY016
ツアー料金：大人＄１０５～ 子供＄６５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約５時間半
ジョージマーティンの“氷と炎の歌”から作られたアメリカの人気テレビドラマシリーズ“ゲー
ム・オブ・スローン”はその愛、宗教、謀殺、神話の物語で多くのファンを魅了しています。撮
影はヨーロッパの複数都市で行われましたがアイスランドもそのロケ地の１つです。ドラマチッ
クな景観がシリーズ第３部の“壁の向こうへ”の舞台として使われました。
知識ゆたかなガイドの案内の元、
“壁の北側”のシーンで使われた幾つかの撮影地を回ります。
“駆りの森”で使われた壮大なゴーダフォスの滝とカルファストランダヴォーガを見ると、ア
イスランドの何がプロデューサーを引き寄せたのかが直ぐにお分かりになるでしょう。続いて、
リーダー、マンスレイダーがキャンプをはった際の背景に使われたユニークな岩層とアーチ型の
火山岩の景観が完璧な背景を作り出した神秘的なディムボルギルに向かいます。
“最初の男の握りこぶし”の戦いの撮影風景に使われた草原を訪れる前に、ジョンスノーとワイ
グリッテの情事が始まった場所として使われた暖かい温泉の広がる火山岩でできた洞窟、グリョ
ッタガヤも訪れます。
ガイドはツアーを通して、
“セブンキングダム”の挿話に命を吹き込みます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。徒歩にて約１時間歩き、途中何段かの階段を
上ります。このツアーでは撮影地を回りますが、撮影セットではありません。すべての
撮影地は撮影終了後元の状態に戻されています。

北の宝石とミーヴァトン自然温泉 （昼食付き）
JEWELS OF THE NORTH & MYVATN NATURE BATHS
ツアー番号：AEY015
ツアー料金：大人＄１３５～ 子供＄６０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約８時間
景観を楽しみながらアイスランドで最も長いエイヤフィヨルズルの沿岸をドライブしここからア
クレイリとその周囲の山岳地帯の素晴らしい風景を堪能していただきます。その後、印象的なゴ
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ーダフォスの滝を見学します。スカールファンダフィヨット川からの流れる奔流が轟音を立てて
１２メートル落下する様は圧巻で、アイスランドの見応えのある滝として有名です。その後はミ
ーヴァトン湖の周辺に向かい、スクツスタディルでみせかけのクレーターを見学した後、昼食の
ため地元のレストランに向かいます。その後、神秘的なディムボルギルにて何本もの奇怪な溶岩
柱や自然のアーチ、数えきれない未踏の小洞窟を見学します。
このツアーのハイライトはミーヴァトン自然温泉の訪問です。約１時間半ゆっくりと自然の地熱
で温まった温泉につかってリラックスしていただきます。温かく心地よい温水の成分にはミネラ
ルやケイ素、ミクロ有機体など肌に良いものが沢山含まれています。ツアーの最後にはナマスカ
ロ峠で停車してボコボコと泡立つ泥沼を見学します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。一部荒地の道路を約１時間半歩いていただきま
す。ゴーザフォスの滝では地面が凸凹の溶岩で、手摺りもありませんので細心の注意が
必要です。水着とタオルをお忘れなく。

アクレイリ・ホエールウォッチング
AKUREYRI WHALE WATCHING
ツアー番号：AEY014
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄４４～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間半
アクレイリはアイスランドで最高のホエールウォッチングが楽しめる場所です。しばしば餌を求
めて湾内に入ってくる幅広い種類の海洋ほ乳類が見られます。近くで主に見られるのはミンクク
ジラ、ナガスクジラ、シロナガスクジラなどです。ゆったりと船の座席に座りリラックスする間
熟練の腕を持つ船長は、鯨が見られる一番の場所に向かいます。船内はまもなくあの素晴らしい
生き物が見られるという期待感と興奮で一杯になります。この海域で良く見られるザトウクジラ
の背中が見えないか目をこらしてみましょう。自然の最も驚異的創造物であるザトウクジラはア
クロバットの様な動きで見るものを驚かせてくれます。鯨の他にもパフィンや遊び好きのネズミ
イルカ、船と並んで波乗りしながら泳ぐハラジロマイルカも見ることが出来るでしょう。
ご案内：このツアーは船で行われます。船は貸切りではありません。ボートまでは４００メート
ル程歩くことになります。メインデッキからお手洗いまでは４段の階段があります。デ
ッキは水しぶきで濡れて滑りやすくなっていますので移動の際にはご注意ください。船
酔いをしがちな方は事前に必要な処置をとってください。鯨を見られる確率は高いです
が、必ず見られるかの保証はありません。

北の宝石
JEWELS OF THE NORTH
ツアー番号：AEY004
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所 要 時 間：約５時間半
ゴーダフォスの滝はスカールファンダフィヨット川からの大量の水が落下する見事な滝です。こ
の美しい三日月形の滝の別名は、アイスランドが紀元１，０００年にキリスト教に改宗した時に、
それまで信仰していたノルウェー異教の木製の偶像を滝に投げ込んだことに由来しています。そ
の時からゴーザフォスの滝は“神々の滝”と名付けられたのです。ゴーザフォスの滝からユニー
クなスクツスタドゥル・クレーターで阻まれたミーヴァトン湖に向かいます。絶え間ない溶岩の
流れからこの湖はアイスランドで４番目に大きくかつ不規則な形の湖になりました。
ディムボルギルの溶岩迷宮の切り立った岩で出来た円柱形やアーチ型の溶岩の塊の奇妙な光景に
は驚かずにはいられないでしょう。最後の見学場所はナマスカルズ地熱帯で高熱のゴボゴボ湧き
たっている紫色や黄色の硫黄泉です。ツアー中お飲み物をサービスします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。砂利道や凸凹道を約１時間半歩きます。歩行観
光はお客様の裁量にお任せします。各観光場所は車窓からご覧いただくことができます。
ゴーダフォスの滝では地面が凸凹の溶岩で、手摺りもありませんのでご注意ください。
歩き易い平らで、つま先を覆う靴をお勧めします。
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アクレイリとゴーザフォスをゆっくり観光
LEISURELY AKUREYRI & GODAFOSS
ツアー番号：AEY006
ツアー料金：大人＄８３～ 子供＄２７～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
街を後にしてスカールファンダフィヨット川へと向かい、美しいゴーザフォスの滝へと走行しま
す。西の川岸から９メートル下に大量の水を落下させる強力で見事な滝を見ます。首領のソゥル
ゲイルはアイスランドがキリスト教に改宗した時に、それまで信仰していた宗教の偶像を滝に投
げ込んだことから“神々の滝”とも呼ばれています。その後ドラマチックで風光明媚な景色をみ
ながらアクレイリに戻りアクレイリ植物園に向かいます。地元産と外国産の沢山の種類の花々の
中を散策した後バスに戻って市内の主要名所を見て回ります。デンマークの影響を受けた建物な
ど様々なコントラストや様式を持つ建造物を見ることができます。
ご案内：このツアーはバスで行われます。徒歩観光は参加者それぞれの裁量におまかせします。
植物園の地面は砂利道や泥道があり、所々に休息用のベンチが置かれています。植物園
の植物は１年を通して受ける天候状況により発育状況は異なります。ゴーダフォスの滝
の地面は溶岩で凸凹です。手摺りはありませんのでご注意ください。歩き易い平らで、
つま先を覆う靴をお勧めします。

アクレイリの自然と歴史
AKUREYRI NATURE & HISTORY
ツアー番号：AEY003
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
フィヨルドを横切りヴァディアヘディ山の斜面に沿い、フンヨスカダルア峡谷とアイスランドで
は数少ない緑地地帯でアイスランドの大規模な緑地回帰プロジェクトの一部であるヴァグラスコ
グゥル森林地帯を抜けて歴史の町ゴーザフォスに向かいます。ゴーザフォスで車を止めて落差１
２メートルの美しい滝と瀑布をカメラに収めた後、ラウファス民俗博物館を訪問します。ラウフ
ァス民俗博物館は、アイスランド伝統の建築方法である石材と芝草造りの１９世紀の農家を改造
したもので古代までさかのぼるアイスランドの歴史を学ぶことが出来ます。一時は領主の耕作地
や牧師館でもあったこの農家は１８６６年にまでさかのぼり、興味深い家財道具や長年優しく扱
われてきた農機具の展示が見られます。景色を楽しみながらの帰路には植物園に立ち寄り２千種
に亘るアイスランド特有の草花や外国から持ち込んだ花々を鑑賞した後、旧市街とアクレイリの
主要名所を見ながら埠頭に向かいます。
ご案内：このツアーはバスで行われます。民俗博物館には数段の階段や起伏のある道路がありま
す。植物園の植物は１年を通して受ける天候状況により発育状況は異なります。ゴーダ
フォスでは手すりの無い起伏のある溶岩地を歩きますので細心の注意が必要です。歩き
易い平らで、つま先を覆う靴をお勧めします。

アクレイリ・ウォーキングツアー
AKUREYRI WALKING TOUR
ツアー番号：AEY013
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄１４～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
ストランドガタ通りにそって賑やかなアクレイリの市街へ向かいながら美しい港や町、フィヨル
ドなどを見て回ります。カラフルな芸術家横丁を散策してから聳えたつアクレイリ教会を訪問し
ます。１９４０年建立のアクレイリ教会は市の自慢の建造物のひとつで、市街を見下ろす絶好の
丘の上に建っています。この教会には珍しい遺物が展示されていて、その中には第二次世界大戦
時代に戦禍から守るために英国のコベントリー大聖堂から運ばれて来た１枚のステンドグラスが
あり、それはコベントリー大聖堂に現存するものと１対をなすものです。教会見学後はガイド同
行で町の歴史や文化にまつわる逸話を聞きながら旧市街のミッドタウンを見学します。旧市街の
街並みを見てゆくとその特徴のある建造物から、この場所がかつてはデンマーク商人たちの交易
都市であったというアクレイリの過去が分かってくるでしょう。アクレイリ博物館では興味深い
展示や絵画ギャラリーを見学してより深く地元の歴史を学ぶことが出来ます。最後に絵の様に美
しい海岸通りを見学しながら帰路につきます。
ご案内：このツアーは徒歩で行われます。場所によって平坦で舗装がされた道路や砂利道、起伏
のある路面を歩きます。アクレイリ教会までは１１２段の階段があります。ツアーは大
聖堂の階段の下で解散となりますので、そのまま町に残って観光を続けるか、２７５メ
ートル程歩いて船に戻るかのどちらかを選択出来ます。
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ミーヴァトン自然温泉
MYVATN NATURE BATHS
ツアー番号：AEY011
ツアー料金：大人＄１１２～ 子供＄４６～（３～１２歳）
所 要 時 間：約５時間
様々に変化する素晴らしいアイスランドの景色を楽しみながら、海鳥、特にキンクロハジロやス
ズガモといったカモ類の生息地で有名なミーヴァトン湖を越えてミーヴァトン自然温泉に向かい
ます。ミーヴァトン自然温泉は完全に大自然の中の野外温泉でリラックス効果抜群の場所です。
地熱で温められた温泉プールから立ち上る湯気の煙に包まれながら周囲の景色をお楽しみいただ
けます。お湯の温度は常に３７度から４０度に保たれています。温泉の成分にはミネラルやケイ
素、ミクロ有機体など肌に良いものが沢山含まれています。温かい心地よい温泉につかってリラ
ックスし至福のひとときを味わいください。温泉内には３つの自然スチームバス、カフェテリア、
着替え室、シャワーの設備があります。爽快な体験の後は美しいゴーダフォス滝の見学に向かい
ます。周囲を取り巻く素晴らしい景色は若返りの時間を完璧なものとします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ミーヴァトン湖までの移動は約１時間半です。
ゴーダフォスの地面は起伏のある溶岩土で手すりがありません。歩行には細心の注意が
必要です。歩き易い平らなつま先を覆う靴をお勧めします。水着とタオルをお忘れなく。

イーサフィヨルズゥル
ISAFJORDUL
イーサフィヨルズゥル裏町探訪
ISAFJORDUR BACK STREET DISCOVERY
ツアー番号 ISF006
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約２時間
アイスランドの西フィヨルド地方で最大の都市イーサフィヨルズゥルはこの地域の交易と文化の
中心地です。町自体が長く平らで、釣り針型をしており、砂利岩がフィヨルドに突き出ている様
な土地に位置しています。町の中心には興味深い旧街道が走り歴史を経た家並みがこの地域をユ
ニークなものにしています。アイスランドの歴史の中でも重要な役割を果たしてきたこの町には
有名人や特殊な人物が数多く住んでいました。小さな町で面白そうな場所を探しながら散策をし
てみてください。同行するガイドがこの界隈にまつわる逸話や史実を語ってくれるでしょう。１
９世紀に建てられた中規模の木造家屋が並ぶ狭い街路を歩けば、アコーディオンを弾いている床
屋や、マラソンの練習をしているパン屋やカヤックをあやつっている金物屋などに出合う事があ
るかもしれません。ツアーの最後はイーサフィヨルズゥルで最古の建物の一軒を改造した西フィ
ヨルド海洋博物館の見学です。この博物館では、イーサフィヨルズゥルの商業に大きな役割を果
たした漁師と漁業の発展の歴史が語られています。
ご案内：このツアーは徒歩で行われます。場所によっては起伏のある舗道を歩き、博物館には数
段の階段の上り下りがあります。歩き易い、底の平らなウォーキングシューズをお勧め
します。

ヴィゴル島観光
VIGUR ISLAND VIEWS
ツアー番号：ISF004
ツアー料金：大人＄１０４～
所 要 時 間 :約３時間

子供＄４２～（３～１２歳）

ヴィゴル島はイーサフィヨルズゥル・フィヨルドの青い海水の中に浮かぶオアシスの様な緑地の
ある島です。この小さな島はパフィン、ケワタガモ、キョクアジサシなどを含む素晴らしい鳥類
の宝庫なのです。
小型船で到着すると島に唯一住み着いている農夫とその家族の方々の温かい歓迎を受けます。こ
の一家は野生動物たちを細心の注意をはらって保護し続け、そのことにより、この島を彼らの家
としています。家族のひとりが平和な島を案内しながら人里離れた島で暮らす生活ぶりを語って
くれます。美しい光景と手つかずの自然が広がる島をぶらぶらと歩いていると夥しい種類の鳥た
ちやアザラシに出合います。また注意深く保存されている昔の農家で使われた農機具の遺物やア
イスランドで唯一残っている風車なども見ることができます。
島の観光終了後は小さなギフトショップでのお買い物を楽しんでいただき、ツアーを完璧にしめ
くくるものとしてホームメードの美味しいケーキと共にコーヒーや紅茶を１９世紀中頃に建てら
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れた農夫の家で楽しんでいただけます。
ご案内：このツアーは小型船と徒歩で行われます。島でのツアーは約１時間ゆっくりペースで岩
場や起伏のある地面を歩きます。歩き易い靴をお勧めします。歩きたくない方は農夫の
家とギフトショップそばの湾内に残る事もできます。農夫の家までには起伏のある舗道
を通ります。

北極きつねと雪崩史
ARCTIC FOXES & AVALANCHES
ツアー番号：ISF009
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
景観を楽しみながら住民わずか２００人という小さな村スオアヴィクに向かいます。スオアヴィ
クは１９世紀末にノルウェーの漁師がアルフタフィヨルドに２つの捕鯨基地を建設したことから
新たな雇用が生まれて村に昇格した場所です。スオアヴィクの沿岸は旧町と新町の二か所にはっ
きりと分かれています。旧町は１９８５年の冬に発生した大雪崩で町の大部分を失うという悲し
い過去を持っています。その後、旧町から数分の美しいコフリ山のふもとに新町が築かれました。
二つの分かれた町の間に、北極きつね博物館と観察センターが広がります。唯一のアイスランド
原産の動物である北極きつねに捧げられたものです。小さなセンターの訪問では何故この様な極
寒の地で美しい野生動物が生存していけるのかといった自然の神秘を学びます。町の観光に進む
前には地元産のお菓子と一緒に紅茶、コーヒーをお楽しみいただきます。
雪崩の後で建てられた木造建ての家並みを見学した後は地元の小さな教会を訪ね、素晴らしいア
イスランドの伝統音楽演奏のおもてなしを受けます。旧町を襲った雪崩の様子を物語る掲示など
を見た後、絵の様な内陸フィヨルドの景観を楽しみながら帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。所々、わずかに傾斜した土地や起伏のある道を
約３０分歩きます。アイスランドでは地域ごとにバスの型式が変わる場合があります。
人里離れた地方ではかなり古い大型車が使用され、都会の様な最新式のものでない事を
ご了承ください。

見捨てられた村ヘスティエリ
THE ABANDONED VILLAGE OF HESTEYRI
ツアー番号：ISF007
ツアー料金：大人＄１０６～ 子供＄４６～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間半
イーサフィヨルズゥルから小型船に乗り人里離れた場所にあるヘスティエリの自然保護区を訪ね
ます。道中まばらに雪を被った山肌と静かでひっそりと佇む入り江が美しく印象的なヨークルヨ
ルズゥル（氷原フィヨルド）の絶景もお楽しみいただけます。１９４０年代の後半、電話も電気
も道路も無かったヘスティエリの住民はこの場所から退去する決断を下しました。その結果、こ
の村は１９５２年以来捨てられた村となっていたのです。１９７５年にこの村が保存の対象とな
り、生い茂るばかりだった独特の草花や植物、豊富な野生動植物が注目を浴びる様になりました。
現在この地は北極キツネや多種多様の鳥類の営巣地、アザラシで人気のある観光地に変わりまし
た。運が良ければ岩の上や海岸でのんびりひなたぼっこをしているアザラシに出合うことができ
るかもしれません。手つかずの自然が残る美しい景観の中をさわやかに散策いただきながら、ガ
イドが語る一時は生活を捨てざるを得なかった村の歴史に耳を傾けたり当時の遺物を見学したり
します。特に昔の捕鯨基地の遺跡が古き良き時代の様子が忍ぶ手がかりとなるでしょう。
イーサフィヨルズゥルに戻る前に、以前は医師の住居だった家で伝統的なアイスランドのお菓子
と共に紅茶やコーヒーをいただきます。比類の無いユニークな無垢の自然を味わえるヘスティエ
リ村の訪問は必ずや一生の思い出として残ることでしょう。
ご案内：このツアーは小型船と徒歩で行われます。船に乗るにはタラップを渡る必要があります。
徒歩観光は約２時間で村は砂利道と雑草が生い茂る道路になっています。船で島へ渡る
移動は約１時間です。
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スドゥレイリ探訪
FLAVOURS OF SUDUREYRI
ツアー番号：ISF010
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄３７～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
スドゥレイリを訪問し、北大西洋に沿ったこの小さな漁村が、何故ほんの僅かの住民だけで生き
のびているかを学びます。
ツアー中、何人かの住人と出会い、様々な質問に答えていただくと同時に地元産の味覚を試食す
る機会があります。魚の天日干し小屋を訪ねて干ダラに舌鼓をうったり、
“漁師の料理教室”でセ
ビーチェを味わったりと楽しい時間を過ごすことができます。
スドゥレイリは現在、短時間のサイクルで漁が出来る高速漁船漁の基地になっていて次々と新鮮
な魚が大量に引き揚げられています。素早く効率良く捕獲された魚たちはなんと３６時間後には
ヨーロッパの魚市場に卸されているのです。またこの地域では地熱を利用している唯一のコミュ
ニティで全世帯が地熱暖房の恩恵を受けているほか、村に１か所のスイミングプールも地熱で温
められています。また水圧発電所があり、すべての電力は水圧でまかなっている村でもあります。
埠頭に戻る前に美しい村の散策もお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。徒歩で約１時間半、傾斜や起伏のある地面を歩
きますので底の平らな、歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。ドライブの途
中５キロのトンネルを通りますので閉所恐怖症の方にはお勧めしません。アイスランド
では地域ごとにバスの型式が変わる場合があります。人里離れた地方ではかなり古い大
型車が使用され、都会の様な最新式のものでない事をご了承ください。

イーサフィヨルズゥル観光と歴史＆文化探訪
ISAFJORDUR SIGHTS, HISTORY & CULTURE
ツアー番号：ISF005
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
山岳地帯をドライブするにつれて切り立った山峰や深く湾曲したフィヨルドの上をせまい峠が縦
横にめぐらされている荒々しい光景に出合います。狭く細長い地面に張り付くように農場や村々
が見え隠れし、厳しい環境の中で農業を続けている様子が見られます。
アイスランドで最初の植物園であるスクルダル植物園は１９０９年に開園されました。アイスラ
ンド農業のパイオニアであった元ニュプル州の大臣の提案になるものでした。彼は北の寒冷地で
は絶対に育たないといわれていた植物や野菜を次々と植え始めたのです。小規模ながらとても美
しいこの植物園の散策をお楽しみください。
植物園の後はフラトエリ村に向かいます。この村は１９世紀半ばから鮫漁で栄えた村です。アイ
スランドの小村では典型的で魅力的な小さく愛らしいフラトエリ教会を訪問して、心温まるアイ
スランド音楽の歓迎を受けてください。その後はガイド同行でフラトエリの小さな中央通りを周
り、昔のままのたたずまいを残す小さな本屋と商人の家を訪ねてフラトエリの歴史に思いをはせ
てください。隣の建物では村の婦人たちが伝統の工芸品を手作りしている姿が見られます。ここ
では村人たちと一緒にアイスランド名物のホームメードケーキを紅茶やコーヒーと共にお楽しみ
いただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。徒歩観光では約４０分植物園の起伏のある通路
などを歩いていただきます。ドライブ中は約６キロ続くトンネルを通りますので閉所恐
怖症の方にはお勧めできません。アイスランドでは地域ごとにバスの型式が変わる場合
があります。人里離れた地方ではかなり古い大型車が使用され、都会の様な最新式のも
のでない事をご了承ください。

イーサフィヨルズゥル名所観光
THE BEST OF ISAFJORDUR
ツアー番号：ISF008
ツアー料金：大人＄９２～
所 要 時 間：約３時間

子供＄３７～（３～１２歳）

ガイド同行でイーサフィヨルズゥルを観光し、何世紀もの間、この界隈の人々が続けてきた生活
の話を聞きましょう。西フィヨルドの中で最大のフィヨルド、イサフィアルドユプ（１６か所の
フィヨルドが集合しているフィヨルド）の目の覚める様な山脈の景観を楽しみながら、アイスラ
ンドの最初の入植地オスヴォルに到着します。
オスヴォルは１９世紀の漁業基地二か所、塩採取小屋、魚干し場、乾燥小屋を含む野外博物館と
なっています。かつてのアイスランドの水夫たちが着ていたと同様の魚の皮で作られた作業服姿
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の年輪を重ねた漁師の出迎えを受け、漁業基地での暮らしぶりや当時使用されていた漁具や機材
を見学します。オスヴォルの近くにあるのがボルンガルヴィク村の古びたホルスキルキヤ教会で
伝統的なアイスランド音楽の演奏をお楽しみいただきます。その後はブナ川とツゥングスコグゥ
ルの滝の観光です。ここではとうとうと流れ落ちる透明で新鮮な美味しい山水を味わっていただ
けるチャンスがあります。
イーサフィヨルズゥルに戻った後はアイスランドで最古の家屋を連結して建てられ海洋博物館を
見学します。博物館では典型的なアイスランドの飲み物シュナップスと干し魚を味わうことがで
きます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。場所によっては荒地や起伏のある舗道を歩きま
す。オスヴィルでは手すりの無い２０段の不揃いの石の階段があります。ドライブの途
中５キロのトンネルを通りますので閉所恐怖症の方にはお勧めできません。アイスラン
ドでは地域ごとにバスの型式が変わる場合があります。人里離れた地方ではかなり古い
大型車が使用され、都会の様な最新式のものでない事をご了承ください。

レイキャビク
REYKJAVIK
ブルーラグーンでの入浴
BATHING IN THE BLUE LAGOON
ツアー番号：REK006
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
ドラマチックな火山地帯をドライブしながらブルーラグーンに向かいます。知識豊かなガイドが
この自然地熱利用の温泉の歴史や仕組みについてのご説明をいたします。ブルーラグーンはケイ
酸、藻類、硫黄などのミネラルが豊富な巨大プールの様な温泉です。有名なラグーンに身を沈め、
身も心も解きほぐしてください。ラグーンの周囲には木の箱に入ったケイ酸泥土が置いてありま
すので、顔や体に塗ってください。純白な地熱の泥は高い清浄効果があって老廃物を除去し皮膚
の表面を強化保護する作用があります。体内の活性化にも効果があり、肌が滑らかになると同時
に活力が湧き上がるのが感じられるでしょう。若返り入浴の後はカフェを訪れたり、土産物店を
覗き、幅広いスキンケア製品を試してみたりとお楽しみください。
帰路にはガイドからレイキャビクの歴史と文化を聞き、賑やかな市内を通って船へと戻ります。
ご案内：このツアーはバスでの移動となります。ブルーラグーンでは約２時間半の自由時間があ
ります。水着とタオルをお忘れなく。スパでの各種トリートメント代はツアー費には含
まれていません。現地でお申し込みになれますのでラグーン到着時のご予約をお勧めし
ます。お買い物にはアイスランド・クローネ又はユーロがご使用になれます。２歳以上
のお子様もご参加いただけます。

パフィン・ウォッチング
PUFFIN WATCHING
ツアー番号：REK180
ツアー料金：大人＄６０～
所 要 時 間：約１時間半

子供２８～（３～１２歳）

短時間のドライブでレイキャビクの旧港に移動し、パフィン・ウォッチング用の可愛い木造ボー
トに乗り込みます。ルンデイとアクレイという小さな島に向かう間、知識豊かなガイドがこの海
域に生息する大西洋パフィン（ニシツノメドリ）やその他の鳥類の説明をいたします。
島の沿岸は岩場になっていますが、浅瀬なので小型ボートは出来るだけ陸地に近い所に着ける様
に設計されています。船長が二つの島に接近した所で投錨し、小さな丘や斜面に止まっている沢
山のカラフルな鳥たちの観察が可能になります。安定したボートの中からパフィンや他の鳥たち
の姿をカメラにお収めください。大西洋パフィンと同様、運が良ければ北フルマカモメ、カモメ、
キョクアジサシ、黒ウミガラスなどを観察することもできます。
ご案内：このツアーはバスと小型ボートで行われますが貸切りではありません。パフィン観察に
は最大の努力を払いますが、自然のままの生形態を保っている鳥類を必ず見られるとい
う保証はありません。埠頭からの移動は片道約１５分です。ボートの乗り降りには２段
の階段があります。ボート内には参加者に対して十分の座席はありますが、お好みの場
所に必ず座れるという保証はで出来かねます（船の内側かオープンデッキ）
。屋根はボー
トの半分だけを覆っています。温かい防風用のジャケットをお勧めします。
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ゴールデン･サークル

（昼食付き）

THE GOLDEN CIRCLE
ツアー番号：REK001
ツアー料金：大人＄１６０～
所 要 時 間：約８時間

子供＄５５～（３～１２歳）

レイキャビクからモスフェルシェルディ灌木地帯を経て、その歴史的、文化的及び地理的重要性
からアイスランド唯一の UNESCO 世界遺産に認定されたシンクヴェトリル国立公園に向かいます。
この国立公園は、北米大陸プレートとユーラシア地殻プレートがぶつかり大西洋中央海嶺となっ
て盛り上がって形成された大変珍しい場所なのです。現在でも常に地球の地殻を逆方向に引っ張
りあっている為、他では見られない不思議で印象的な風景が見られます。また１０００年以上も
前にアイスランド初の国会が開かれた所としても有名です。
引き続き肥沃な農業地帯を抜けて南に向かい、
“黄金の滝”とも称される神秘的なグルトフォスの
滝を観光します。美しい滝の光景に見とれると同時に滝の奔流が岩を叩く轟音を聞き自然のパワ
ーにも圧倒されることでしよう。
公園近くには地熱が噴き出す間欠泉地帯が広がっていて、多数の温泉や泥池、噴気孔その他多様
の地熱現象が見られます。その中で、毎数分の間隔で空に向かって高さ１８ｍの水柱を噴き上げ
る間欠泉ストレックールで停車してしばし驚異の光景を観察します。
地元のホテルで美味しいアイスランド伝統料理の昼食をいただいた後は、再び景観を楽しみなが
らのドライブで帰路に着きます。道中へリスシェルディ地熱プラントで休憩をとりますが、興味
のある方は地熱エネルギー展示場を訪れ、アイスランドで最も重要なエネルギー源となっている
地熱利用の仕組みを見学いただけます。
ご案内：このツアーはバスと歩行で行われます。徒歩にて約１時間荒地で起伏のある地面を歩き
ますが、大部分は車窓からの観光となっています。シンクヴェトリル公園には約 10 段
の階段があります。つま先が閉じられている強硬な靴を履き、防風・防水のジャケット
をご持参ください。グルトフォス滝地までは急勾配のぬかるんだ砂利道や泥道、滑りや
すく濡れた沢山の階段があることをご承知ください。

初めてのアイスランド
AN INTRODUCTION TO ICELAND
ツアー番号：REK030
ツアー料金：大人＄９５～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
古代に形成された溶岩の上に築かれた絵の様に美しいハフナルフィヨルズゥルの町を抜けアイス
ランドで最も深い湖のクレイヴルヴァトン湖に向かいます。地熱地帯のクリースヴィークに到着
し深い地殻から吹き上げるジェット噴流の様な間欠泉や様々な色合いの泥池といった驚異の光景
を見学します。
その後、印象的なレイキャネス火山性台地を過ぎ、漁村のグリンダヴィークを抜けてドライブを
続けます。ツアーの最後はバイキングワールド博物館の見学で、ここではバイキングが北大西洋
に進出して勢力を伸ばしていった歴史を様々な遺留品や地図や模型、オーディオヴィジュアル装
置などを通して学ぶことができます。またバイキング独特のロングシップの実物大模型も展示し
てあります。２０００年には“イスランディングル”（アイスランダー）“と呼ばれたこの船を率
いてバイキングの北米発見１０００年を記念して造船技師のグンナー・エゲルトッスンがアメリ
カまでの大西洋横断を果たしました。博物館を後にして藻で覆われた溶岩地帯を抜けながらレイ
キャビクに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。大部分の見学場所は荒地で泥や起伏の多い地
面にあります。歩き易いつま先を覆った靴と防風ジャケットをお勧めします。

レイキャビク・パノラマ観光
PANORAMIC REYKJAVIK
ツアー番号：REK010
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄１５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約２時間半
レイキャビクはヨーロッパで最も近代的で未来を見据えた科学を生かした都市のひとつとして定
評があります。このパノラマ観光ではアイスランドの地熱現象の一部とバイキングの定住史を学
び、変化に富む光景とアイスランドの歴史文化の紀元を学びます。印象的な火山クレーターが見
られるヘイドモクを見学した後、ザ・パールに向かいます。この驚異的でユニークな建物は，数
基の巨大な貯水タンクの上に造られたガラスの展望デッキを備えています。このタンクには自然
に湧いた温水が蓄えられ市の暖房の為に利用されているのです。ザ・バールのガラスのドームを
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散策しレイキャビク市街とその周辺のパノラマ眺望をお楽しみください。外地熱水泳プールがあ
る市の主要なスポーツとレクリエーショレン地区を車窓に、
“温水渓谷”と称されるロイガルダー
ルルへと向かいます。ここではまた１９８６年のレーガン･ゴルバチョフ会談の会場となった有名
なホヴジ･ハウスも見る事ができます。
引き続き色彩の溢れる木造家屋や狭い路のあるチャーミングなレイキャビクの旧市内へ。チョル
ニン湖を車窓に大学の周辺を走行し、旧港地区で写真撮影をどうぞ。
ご案内：このツアーはバスで行われます。駐車場からパール入口まで平坦な道を約２５メートル
歩きます。各階への連絡と展望デッキまでのエレベーターの数には限りがあります。

スーパー四輪駆動で行くアドベンチャー
SUPER 4X4 ADVENTURE
ツアー番号：REK011
ツアー料金：大人＄１９０～
所 要 時 間：約４時間

子供＄Ｎ／Ａ

スーパー４輪駆動車は何十年にも渡る技術の開発と発展の賜物で、法で定められた範囲での車道
上で使用可能な最大の車輪を使用しています。熟練の運転手が火山と氷、そして時間の魔法の力
が作り出した場所へと案内してくれます。
レイキャビクを出て間もなくパイプラインロードを走行し、フラッカスティグール山道へ。山道
からはピングヴァラヴァツン湖、活火山のヘンジル、地熱発電所のネスヤベトリルとその周辺の
息を呑むような光景が一望できます。
ネスヤベトリルからシンクバトラバトン湖に沿って南部の緑豊かな砂利道を走行します。カバの
木が茂るトラスタルルンドゥルに到着するまでに周囲の景色は移り変わります。冒険に出発する
前に、この美しく心地良い場所で一息入れましょう。
その後温泉町であるクヴェーラグルジを訪ねた後再び４輪駆動車に乗り、
「千の水の道」と称され
る踏み均された道を無数の川、泥沼の川岸や小川を通って走行します。この素晴らしい４輪駆動
車は最後の威力を発揮して近くの丘陵を昇り上がったあと、舗装道路を走行し市内に戻ります。
ご案内：このツアーは４輪駆動ジープを使用しており怪我をされている方やバウンドの多い道路
が身体に影響する方には適していません。妊娠されている方や、１２歳以下のお子様は
ご参加いただけません。

ホエールウォッチング
WHALE-WATCHING
ツアー番号：REK012
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
鯨を探して３時間のボートツアーに出かけましょう。アイスランドはホエールウオッチングのメ
ッカとして有名でシロナガスクジラ、ザトウクジラ、イワシクジラ、ミンククジラなどが見られ
ます。欧州地域には約３６種類の鯨が棲息していますが、その中の約半分をアイスランド海域で
見ることができるのです。毎回異なった体験が出来ますので、常に期待と興奮を覚えます。船内
には居心地の良い食堂とバーがあります。雄大なアイスランドの自然を近距離で感知されたい方
はデッキの座席にお座りください。
アイスランドでの鯨見物の最適な季節は春の終わり頃から秋のはじめ（５月～９月）にかけてで
す。
ご案内：このツアーはバスと小型船を利用して行われます。船酔いされる方は適宜な処置をお取
りください。ボートはキュナードのお客様専用ではありません。自然の現象を観察しま
すので、鯨を常に見る事ができる保障は致しませんが、可能性は充分にあります。軽食
は料金に含まれていませんが、ボートの中でお求めになることができます。ボートの中
には数段の階段があります。暖かいジャケットを持参し、底の平らな歩き易い靴をお履
きください。

温室栽培とホースショー観光(昼食付き)
FRIOHEIMAR GREENHOUSE & HORSE SHOW
ツアー番号：REK179
ツアー料金：大人＄１１４～ 子供＄５２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約６時間１５分
アイスランドは地熱エネルギーが豊富なことから、自然エネルギー利用では世界のリーダー的存
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在です。この研修型ツアーでは北太平洋の僻地とも見なされたこの国がいかに自然を上手に利用
し、１年を通じて草花や野菜の栽培に役立てているかを学びます。
景観を楽しみながらの約１時間半ドライブし、アイスランドで家族経営として最も成功している
温室事業を行っているフリオハイマルに到着します。この一家はアイスランドの代名詞となって
いる名馬のブリーダーでもあり、敷地内で素晴らしく、愉快なホースショーも見学することがで
きます。これらの馬の繁殖はアイスランドに人々が住み着いた頃からの長い歴史と文化や国土と
強く結びつく形でこの地に住み着いた時代より続けられてきました。厩舎を訪ね、目の前で馬た
ちの観察ができます。
その後、一家の案内で温室を数か所見学し、家族がなぜ馬と園芸に同じ様に情熱を注いだか、歴
史やそれらの事業を成功裏に導いていった苦労話などを聞かせて貰います。フリオハイマル専属
のシェフによるお料理のデモンストレーションも行われ、有名なトマトスープの美味しさの秘訣
を教わります。昼食には勿論ボウルにたっぷりの美味しいスープがついてきます。
ご家族に別れを告げた後、再びバスに乗りシンクヴェトリル国立公園をめざします。渓谷を見晴
らす展望台で撮影タイムを取った後、アイスランド最大の自然湖シンクヴァトン湖を見学してレ
イキャビクに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。約２０分間徒歩にて起伏のある道を歩き、何
段間の階段がありますます。

炎のリング
RING OF FIRE
ツアー番号：REK002
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所 要 時 間：約５時間
最後の噴火は２、０００年以上も前とはいえ、ヘインギットル火山は現在でも活発な活火山とさ
れています。その証拠に周囲に多数の温泉が湧きだし、絶え間ない噴煙が周囲の光景を覆ってい
るからです。へインギット火山は水源と地熱の相互作用で驚異的なエネルギーを産みだしていて、
お陰でレイキャビク一帯の水力と電力の大部分が賄える様になっているのです。ここではヘイン
ギット地熱プラント・ビジターセンターを訪問し地科学、地熱利用テクノロジー、地熱地帯の歴
史や環境を学んでいただきます。その後、古いマグマの上に築かれたクウェルゲルジの村に向か
います。景色を楽しみながら町のシンボルとなっている温室群を経て地元の地熱地帯で小休止し
ます。ここでは地面に埋めて焼くという伝統的な製法で作る焼きたてのパンにアイスランド産の
バターや各種つけあわせを添えたものを、お飲み物とともに味わっていただきます。
その後は、文字通りアイスランドを切り裂いている新火山分嶺帯を横断して一つの大陸から別の
大陸へ移動したと同じ意味を持つ UNESCO 世界遺産のシンクヴェトリル国立公園に向かいます。ア
イスランド最大の自然湖であるシンクヴェラバト湖を越えて見晴台に立つと、絶え間なく熱水を
吹き上げる硫黄泉の他驚異的光景を目のあたりにすることができます。月面の様な光景や地理上
の不思議現象を見ながら帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと歩行にて行われます。
舗装道路、起伏のある道路や砂利道を歩きます。

４輪駆動氷原サファリと雪洞観光

（昼食付き）

GLACIER SAFARI BY 4 X 4 & ICE CAVE
ツアー番号：REK178
ツアー料金：大人＄３２４～ 子供＄Ｎ／Ａ
所 要 時 間：約９時間
埠頭から巨大な改造スーパートラックに乗りこんで冒険が始まります。まずは UNESCO 遺産である
シンクヴェトリル国立公園へと出発。ここで停車した後にドラマチックな“氷の峡谷”沿いアイ
スランドの内陸地帯に向かいます。次のストップは、雪冠をめざしアイスランドで２番目に大き
な氷河ラングヨークル（ロング氷原）の純白の世界です。この氷原で熟練したドライバーにより
雪と氷の上で一生に一度の素晴らしい体験を楽しむことができます。
驚異的な体験の後は森林地帯にあるフーサフェットルに戻り昼食を味わっていただきます。昼食
後はその近くにあるアイスランドで最も美しいと言われるフレイン滝とバルナ滝を見学します。
レイキャビクまでの帰路では沿岸に沿ってクヴァ―ルヨルズゥルル・トンネルを通ります。
ご案内：ツアーは４ｘ４のスーパートラックと徒歩にて行われます。このツアーは首や背の状態
の悪い方にはお勧めしません。地面は濡れて滑りやすくなっていますのでご注意を。底
が平らでつま先が覆われた靴をお履きください。安全に関する事項など、ガイドの指示
に従ってください。このツアーは妊婦、及び１２才以下のお子様のご参加はお勧めいた
しません。昼食はアイスランドのミートスープとサンドイッチになります。
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ダブリン
DUBLIN
市内観光とギネスビール
CITY TOUR & GUINESS
ツアー番号：DUB009
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３７～（３～１２歳）
所要時間 ：約４時間
バスに乗り、歴史あるダブリンの市内の主な見どころ、ジョージ王朝様式のメリオン・スクウェ
アとフィッツウィリアムズ・スクウェア、旧議事堂、トリニティカレッジ、ダブリン城、市庁舎、
クライストチャーチ教会、セント・パトリック大聖堂を廻り、有名なギネスのビール工場に向か
います。ギネス・ストアハウスはギネス工場の中心部に位置します。ドラマチックな物語は２５
０年以上前に始まり、ダブリンを一望できる「グラヴィティ」スカイ・バーで終わります。
「ギネ
ス・アドベンチャー」は大きな扉を通り、巨大な建物、パイント・グラスの中に入ることから始
まります。アーサー・ギネスの名を冠したビールが世界中に知れ渡っているかお分かりいただけ
る事でしょう。最後に世界でも有名な黒ビールで喉を潤しましょう。世界でも有数のギネス商品
を揃えたギネスストアでお買物をするお時間もある事でしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。工場内に入ることは許可されていません。ギネス・
ストアハウス内にはいくつかの階段があります。ギネス・ストアハウスは人気が高く混
み合う場合もあるので自由散策となります。

ダブリン市内とダブリン城観光
CITY & DUBLIN CASTLE
ツアー番号：DUB025
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄５２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
ダブリンはアイルランド共和国の首都でアイルランドの主要港のある都市です。歴史的な１８世
紀の建造物が多く、市内の幅広い道路や広々とした広場を美しいものへと導いています。
港を出発し、リフィー川を渡りダブリンの南側に向かう途中に旧税関を通過します。市内をドラ
イブしながらダブリンの主要な名所を廻り、ジョージ王朝様式のメリオン・スクウェアとフィッ
ツウィリアムズ・スクウェアでは写真撮影のために下車します。
その後１３世紀築城のダブリン城の見学となりガイド同行で広壮な部屋の数々を見て回ります。
一時は英国総督の住まいでしたが、現在はアイルランド政府省庁の執務室として使用されていま
す。城の中で最も印象的な場所はセント・パトリック・ホールで高い天井に描かれた油絵が見事
なものです。低い場所にある庭には中世時代の耕作地が残存しており、小さな飼料運搬用小舟が
並んでおり、当時はリフィー川に係留している大型船からの食料や必需品を運び入れる為に使わ
れとものとされています。
帰路のドライブでダブリン川の北側を通り国際金融センタービルを経由してダブリン港に戻りま
す。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。約１時間半の徒歩及び立ち見観光があります。
階段を含む起伏ある地形を歩きます。中世の耕作地に行く際に狭い通路を通ります。底
の平らな、滑り止め付の付いた靴をお勧めします。ダブリン城内での撮影は禁止されて
います。

ダブリン名所とアイリッシュ音楽とダンス
DUBLIN SIGHTS & IRISH MUSIC & DANCE
ツアー番号：DUB018
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄６０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間半
アイルランドの国際都市ダブリンを巡り、途中ドアウェイズ・オブ・ダブリン、官庁街、セント・
パトリック大聖堂を写真撮影の為ストップします。
ギネス・ビール、リバーダンスはリフィー川の岸壁の上で産声をあげました。リバーダンスは元々
1994 年開催のヨーロッパ歌謡コンテストがダブリンからヨーロッパ全土に生放送された際に、７
分間のダンスが放映され、３億人以上の視聴者の目をくぎづけにした事から世界中で有名になっ
たものです。それ以来伝統的なアイルランド民謡とモダンな音楽をミックスしたサウンドにあわ
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せて、それまで誰もが見た事も無い複雑で高度なテクニックを要する足踏みダンスに世界中が魅
了されてきました。最初のＴＶ放映を見た若者も老人もたちまちアイルランドの魂そのものに触
れる感銘を覚えたといい、そこから長きにわたりリバーダンスは芸術的にも商業的にも最も高い
成功を収めたアイルランドを代表するダンス・パフォーマンスとなりました。
このツアーではリフィー川界隈にあるアイリッシュ・パブを訪ね、伝統的なアイリッシュ音楽と
ダンスのライブをお楽しみいただきます。生演奏を楽しむかたわら一杯のギネス・ビールや、お
好みできりっと冷えたベイリーズ・アイリッシュ・クリームなどのアルコールをご試飲ください。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。通常、生演奏の会場は１階に位置し、出入りが楽に
なっています。但し、週末は混雑の為、地下での演奏になる場合もあり、その際は１５
段の階段があります。

北部沿岸パノラマツアー
NORTH COUNTRY COASTAL PANORAMA
ツアー番号：DUB022
ツアー料金：大人＄４１～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
フェアビューとクーロックの郊外を経由して、ヨット・マリーナで有名な美しい海沿いの村マラ
ハイドに到着します。１９世紀後期の鉄道の出現により、マラハイドはリゾート・タウンとして
観光客の人気を集め、居住者も増加しました。その後、人口増加の中にもマラハイドは昔ながら
の典雅な雰囲気を保っています。ここでは約 100 ヘクタールの公園の様な敷地に建つ、８００年
もの間、城砦であったと同時に個人の邸宅でもあったマラハイド城を訪ね、写真撮影タイムをと
ります。
その後は沿岸沿いに車を走らせポートマーノック・ゴルフクラブで有名なポートマーノックの村
を通過します。このゴルフコースは長い間アイルランド・オープン・チャンピオンシップ・トー
ナメントの舞台となった所です。
次に訪れるのが近くのひなびた漁村、ホウスです。ホウス寺院の古代遺跡周囲に広がるこの漁村
は美しい漁港と、その下のマリーナにある 11 世紀建立のアビー・タバーンが有名で、タバーンで
はアイリッシュ・コーヒーを楽しみながら古き良き正当なアイルランドの雰囲気にひたっていた
だくことができます。その後は短い自由時間の間に、様々な形の個人所有のヨットや釣り漁船が
停泊しているマリーナの周辺を散策したり、アビー・タバーン内に留まってくつろぎのひと時を
味わうなど、思い思いの時を過していただけます。
ホウスからは山越えをし、美しいダブリン湾の光景とその先のダブリン山脈の景観を楽しんでい
ただきます。その後ドリーマウント、クロンターフといった村を通り港に戻ります。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。見学順序は前後する場合があります。徒歩での観光
は最小限に留めています。ホウスでの徒歩観光は各自の裁量におまかせします。

リバークルーズとダブリン観光
RIVER CRUISE & DUBLIN SIGHTS
ツアー番号：DUB008
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５１～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
ダブリンが築かれたリフィー川への移動からツアーは始まります。
「スピリッツ・オブ・ドックラ
ンド」号に乗船し、約４５分間のクルーズをゆったりと寛ぎながら楽しむ中、千年前にバイキン
グが初めて到着してから瞬く間に拡大していった都市ダブリンの物語に耳を傾けましょう。ハー
ペニー橋の隠された逸話を、そして建築家ガンドンの傑作、荘厳なカスタム・ハウスの話を聞き
ましょう。ダブリンのロイヤル運河と大運河に向かい、１６４９年にオリバー・クロムウェルが
上陸した地点をご覧ください。トリニティカレッジやオコネル・ストリート等、今日のダブリン
のほとんどが埋め立て地に築かれていることを学びましょう。
再びバスに乗り、ダブリンのパノラマ市内観光を始めます。ジョージ王朝様式のメリオンスクエ
アとフィッツウィリアムズ・スクエアを抜け、有名な“ドアウェイズ・オブ・ダブリン”とセン
ト・パトリック大聖堂で写真撮影タイムをお取りします。セント・パトリック大聖堂は１１９０
年に建立され、１７１３年から４５年までジョナサン・スウィフトが主席司祭を務めていたこと
が知られています。アイルランドを有名にした「Black Stuff 黒いヤツ」を製造するギネス・ビ
ール工場を通過し、ヨーロッパ最大の都市公園フェニックス公園、アイルランド大統領とアメリ
カ大使官邸を見、ダブリンのリフィー川の北側にあるアイルランドの裁判所が入るフォー・コー
ツを通ります。
ご案内：このツアーはバスと遊覧船で行います。遊覧船の乗り降りに数段の階段があります。
見学順序は前後する場合があります。
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ダブリン・ウォーキング・ツアー
A WALK IN DUBLIN’S FAIR CITY
ツアー番号：DUB004
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄５３～（３～１２歳）
所要時間 ：約４時間
ジョージ王朝風のメリオンスクエアに到着し、スクエアの庭園散策から徒歩観光を開始します。
その後アイルランド国立美術館、官邸、エリー・プレースを抜け、セント・スティーブンス・グ
リーンに向かいます。その奥のドウソン・ストリートにはダブリン市長の公邸マンション・ハウ
スがあります。ドウソン・ストリートを渡りサウス・アン・ストリートに入った所で地元の有名
パブに立ち寄り冷たい飲み物で一休みしていただきます。
気分を一新した後はダブリンのおしゃれなショッピング街のひとつグラフトン・ストリートに沿
って歩き、つきあたりのトリニティカレッジに向かいます。広い大学の構内を散策した後は自由
行動のお時間をお取りします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、約２時間半の徒歩移動をしていただきます。場所
によっては傾斜のきつい所や、階段、起伏のある道があります。入場して見物するとこ
ろはありません。底の平らな、歩き心地の良い靴をお勧めします。ガイドが帰りのバス
の出発時間と集合場所を案内しますので、間違いの無い様ご注意ください。

小グループで廻るダブリンハイライトとケルズの書
DUBLIN HIGHLIGHTS & BOOK OF KELLS SMALL GROUPS OPTION
ツアー番号：DUB0026
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄８５～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
バスで活気のあるダブリンの中心部に向かいます。壮麗なジョージアン広場、エドワード様式庁
舎や高名なセント・スティーブンス・グリーンなど町の名所を車窓から眺めます。
更に、１８世紀築城のダブリン城や市庁舎、クライストチャーチ大聖堂を通り、荘厳な１２世紀
の聖パトリック教会にて写真撮影の為ストップします。
ダブリンの中心部に戻り、有名なアイルランド最古の大学であり、１５９２年エリザベス１世に
より創立されたトリニティカレッジを訪問します。昔に戻ったような中庭を通り抜け、歴史ある
装飾が施された建物を通り、世界でも有名なケルズの書が収められている古い図書館を訪れます。
建物内に入ると興味深い「闇を照らす灯り」のケルトの書が展示されており、その歴史的全体像
と挿絵の制作過程が紹介されています。展示場の奥に、ベラム（子牛皮）にラテン語で手書きさ
れた９世紀の４福音書である魅惑的なケルズの書がご覧いただけます。西洋写本の傑作と言われ、
人間や動物、架空の生き物とケルトの結び目模様の組み合せが色鮮やかに描かれて華やかに装飾
されています。ケルズの書は世界でも素晴らしい芸術傑作のひとつと言われています。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。人数に限りがあるのでお早めのお申し込
みをお勧めします。１グループ最高２５名までとなります。トリニティカレッジに約１
時間１５分滞在します。内庭には石畳があります。トリニティカレッジでは約１時間１
５分の観光となり、敷地には砂利道があります。図書館内での写真撮影は禁止されてい
ます。ケルトの書見学に長い列ができている場合もあります。

ダブリンハイライトとケルズの書
DUBLIN HIGHLIGHTS & BOOK OF KELLS
ツアー番号：DUB0002
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４７～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間
バスで活気のあるダブリンの中心部に向かいます。壮麗なジョージアン広場、エドワード様式庁
舎や高名なセント・スティーブンス・グリーンなど町の名所を車窓から眺めます。
更に、１８世紀築城のダブリン城や市庁舎、クライストチャーチ大聖堂を通り、荘厳な１２世紀
の聖パトリック教会にて写真撮影の為ストップします。
ダブリンの中心部に戻り、有名なアイルランド最古の大学であり、１５９２年エリザベス１世に
より創立されたトリニティカレッジを訪問します。昔に戻ったような中庭を通り抜け、歴史ある
装飾が施された建物を通り、世界でも有名なケルズの書が収められている古い図書館を訪れます。
建物内に入ると興味深い「闇を照らす灯り」のケルトの書が展示されており、その歴史的全体像
と挿絵の制作過程が紹介されています。展示場の奥に、ベラム（子牛皮）にラテン語で手書きさ
れた９世紀の４福音書である魅惑的なケルズの書がご覧いただけます。西洋写本の傑作と言われ、
人間や動物、架空の生き物とケルトの結び目模様の組み合せが色鮮やかに描かれて華やかに装飾
されています。ケルズの書は世界でも素晴らしい芸術傑作のひとつと言われています。
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ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。トリニティカレッジでは約１時間１５分の観
光となり、敷地には砂利道があります。図書館内での写真撮影は禁止されています。ケ
ルトの書見学に長い列ができている場合もあります。

気ままなダブリン・ツアー
LEISURELY DUBLIN
ツアー番号：DUB003
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄５２～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間
リフィー川北岸にある税関を通過し南に向かいます。ここからは旧議事堂とアイルランド最古の
大学トリニティカレッジが見えてきます。
バスにてジョージ王朝様式のメリオン・スクウェアとフィッツウィリアムズ・スクウェアを抜け、
更には、有名な“ドアウェイズ・オブ・ダブリン”
、アイルランド国立美術館、官庁ビル、セント・
スティーブンス・グリーンを車窓から眺めます。
その後はダブリン城、市庁舎、クライストチャーチ大聖堂、そして１１９０年に建立され、１７
１３年から４５年までジョナサン・スウィフトが主席司祭を務めていたことで有名なセント・パ
トリック大聖堂を通ります。ヨーロッパ最大都市公園のフェニックス公園に行く途中、有名な
「Black Stuff 黒いヤツ」を製造するギネス・ビール工場を通ります。
北側に戻り、フォー・コーツと広々としたオコンネル・ストリートを通って帰路につきます。ツ
アー途中、紅茶またはコーヒーとスコーン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。全ての景色はくつろいだ車窓からご覧いただくのみ
となります。

ダブリン郊外ウィックロウ探訪
DISCOVER COUNTY WICKLOW
ツアー番号：DUB024
ツアー料金：大人＄６９～
所 要時間：約５時間

子供＄４５～（３～１２歳）

バスは美しいウィックロウ州を抜けウィックロウ山国立公園に向かいます。この公園では、切り
立った山並みが続く山脈やアイルランド特有の緑したたる渓谷（グレン）、そして美しい湖の眺望
と自然美の極地を味わうことができます。
グレンダロウに到着後、アイルランドで最も重要な修道院の跡地を訪ねます。初期キリスト教修
道院居留地は６世紀に聖ケヴィンによってこの地に結成され、ここには数多くの当時の遺跡が残
されています。特にヨーロッパで最高建築のひとつと言われる円形のラウンド・タワーが有名で、
大聖堂、石造りの教会、装飾のある十字架群も見逃せない見所となっています。ガイドの案内の
元、点在する数々の修道院の遺跡を見学します。見学後は地元のホテルでスコーンと、お茶又は
コーヒーをお楽しみください。
平和な渓谷の美しさを楽しんだ後は車に戻り帰途へ。可愛らしい村々を通り抜け沿岸道へ。沿岸
の景色を眺めると共に途中、歴史ある港ダンレオガレを通過します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。修道院遺跡では一部起伏のある地面や石畳み
の道を約１時間徒歩にて見学します。帰路には、車を止めて景色をカメラに収める撮影
時間をお取りします。
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Shore Excursion Terms and Conditions
ショアエクスカーションの規定と条件（概訳）
ショアエクスカーションの安全性について
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに
参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。
お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参
加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者
が催行するショアエクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしませ
ん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに
関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべての
ショアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守すること
を求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショア
エクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、
いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共
にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報
と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。
すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、
キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかな
る状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不
作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用は
お客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を
負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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