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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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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。 

 

 

・ 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。 

 

 



 

 

 

【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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クイーン・エリザベス 

アイルランド、アイスランドとフェロー諸島１３日間 

ショアーエクスカーション案内 

 
 
ダブリン 
DUBLIN 

 
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
舎や有みなセント・スティーブンス・グリーンなど有名な名所を通ります。 
そして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、印象的な１２世
紀の聖パトリック教会に向かいます。 
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るトリニティ・カレッジは１５９
２年エリザベス１世により創立されました。昔に戻ったような中庭を通り抜け、歴史があり装飾
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）に手で描かれた９世紀
の４福音書である素晴らしい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：このツアーはバスと徒歩で行います。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。オールドライブラリー内は写真撮影が禁止されてい
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 

 
リフィ川北岸にある税関を越して南に向かいます。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。 
市内パノラマ観光に出発したバスは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、有名な“ドアウェイズ・オブ・ダブリン”に到着します。続いてア
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見物します。 
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。 
ここからは北に方向を変えフォー・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。観光途中には紅茶またはコーヒー付きのスコーンをお楽しみください。 



 ２ 

 
ご案内：このツアーはバスで行います。くつろいで観光していただくため、全ての見学は車窓か

らのみとなります。 
                                                                 
 
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 
 
ツアーはジョージ王朝風のメリオン・スクエア庭園散策からはじまります。その後アイルランド
国立美術館、ガヴァメント・ビルデング、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
由時間となり思い思いの市内観光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。場所によっては傾斜のきつい所や凸凹の

ある歩道、階段などがあります。入場して見物するところはありません。ヒールの無い
歩き心地の良い靴をお勧めします。ガイドが帰りの送迎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。観光の順序は交通事情などにより前後
することがあります。 

                                                                 
                                        
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始まります。「スピリッツ・オブ・ドックランド」号
に乗船し、千年前バイキングが最初に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
を聞きながら、約４５分間のクルーズをゆったりと寛ぎながらお楽しみください。ハーフペニー
橋と建築家ガンドンの傑作や荘厳に建つカスタム・ハウスの話をお聞きください。つづいてダブ
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
埋め立てて築かれたかわかるでしょう。 
再びバスに乗り、ダブリンのパノラマ観光が始まります。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となります。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で有
名です。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
通ります。そして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
大使官邸を通ります。ダブリン川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。 
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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 
 
歴史あるダブリン見学の市内観光では主な見どころの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回り、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敷地内にあります。ドラマチックな物語は２５０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」は巨大なパイント・グラスの中に入ることから始まります。アーサー・ギネスの名前
が世界を知れ渡るのかお分かりいただけるでしょう。 
最後に世界でも有名な黒ビールで喉を潤しましょう。ギネスストアでお買物をする時間もありま
すので世界でも有数なギネス記念品を見つけることができるでしょう。 
 
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        
     
国際的雰囲気を持つアイルランドの首都ダブリンの代表的な見所、ドアウェイズ・オブ・ダブリ
ン、官庁ビル、セント・パトリック大聖堂を写真撮影の時間もとりながら巡ります。 
ギネス・ビールもリヴァーダンスもリフィー川の岸壁の上で産声をあげました。リヴァーダンス
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、そこからこの１０年間リヴァ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・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： このツアーはバスでの観光となります。通常、生演奏の会場は地面と地続きで、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段の階段の上り下りがあります。 

                                                        
 
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＄６７～ 子供＄５３～（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、住み着く人々も増えてきました。ただ爆発的に人口が増えたのにもかかわ
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らず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・ゴルフコース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。 
ホウスからはダブリン郊外の最高地点を経由して帰路につき、道中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
った村を通って港に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。交通事情などにより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とどめてあり、ホウスの徒歩観光は各自の裁量
におまかせします。 

                                                                 
 
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～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
車は美しいウィックロウ・カウンティを抜けウィックロウ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。ガイド付で二つ
の湖にまたがって点在する数々の修道院の遺跡を見学します。見学後はホテルでスコーン付きの
お茶や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、再び可愛らしい村々を通り抜けながら帰路につき
ます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。修道院遺跡では一部起伏のある地面や石畳みのあ

る道路を約１時間程歩く見学時間があります。帰路には、数個所の景観撮影スポットの
撮影時間を設けています。 

                                                                 
 
ダブリン市内とダブリン城観光                                                       
CITY & DUBLIN CASLE 
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。市街は特に１８
世紀の建造物が多く幅広い道路や広々とした広場の周りに立ち並び都市美を形成しています。 
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いて、小さな飼料運搬用小舟が
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並んでいますが当時はリフィ―川に係留している大型船から食料や必需品を運び入れる為に使わ
れたと思われます。 
帰路のドライブでダブリン川の北側を通り国際財務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での観光となります。約１時間の徒歩及び立ち見観光があり 

ます。起伏があったり石畳み、階段など様々な中世の耕作地に行くには狭い通路を通り
ます。ヒールの無い滑り止め付の靴をお勧めします。ダブリン城の中では撮影は禁止さ
れています。 

                                                                 
 
小グループで回るダブリンハイライトとケルズの書                   
DUBLIN HIGHLIGHTS & BOOK OF KELLS – SMALL GROUP OPTION 
ツアー番号：DUB026 
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中心地に向かいます。壮麗なジョージアン広場、エドワード様式庁舎
や有みなセント・スティーブンス・グリーンなど有名な名所を通ります。 
そして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、印象的な１２世
紀の聖パトリック教会に向かいます。 
ダブリンの中心に戻り、有名なアイルランド最古の大学、トリニティ・カレッジは１５９２年エ
リザベス１世により創立されました。昔に戻ったような中庭を通り抜け、歴史があり装飾が施さ
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）に手で描かれた９世紀
の４福音書である素晴らしい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で行います。人数に限りがあるのでお早めにお申し込みく

ださい。グループは最高２５名までとなります。トリニティ・カレッジに約１時間見学
します。トリニティ・カレッジ内庭には石畳みがあります。オールドライブラリー内は
写真撮影が禁止されています。ケルトの書見学に長い列ができている場合もあります。  
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ベリルファスト 
BELFAST 

 
ベリルファスト・パノラマ観光                 
BELFAST PANORAMA  
ツアー番号：BFS001 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 

 
人懐っこいガイドが語る生き生きとした地元の歴史話に耳を傾けながらグランド・オペラ・ハウ
ス、アルバート記念館、クイーンズ大学、植物園を含むベルファストの名所を巡るツアーです。 
印象的なルネッサンス様式のベルファスト市庁舎を過ぎた所で、１９１２年に遭難に遭っそ沈ん
だタイタニック号の建造地にちなんで建てられたタイタニック記念館を目にすることができます。 
喧騒の都会を逃れ、北アイルランド議事堂が置かれているストーモントへ向かう道中でアイルラ
ンドの動乱の歴史を学びながら、ベルファスト城を望むケイブ・ヒル・カウントリー・パークに
向かいます。ベルファスト城はアイルランドでも最も立派で歴史的重要性を持つ城のひとつです。
城外には美しい庭園と田園風の公園が連なっています。眼下に広がるベルファスト湖と市街の全
景をお見逃しなく。 
ケイブ・ヒルはベルファストの社会生活と文化そして人々の生活に密接に結びついている場所で
す。実際ヒルは１７９５年に反乱を計画したユナイテッド・アイリッシュマンが決起した岩場“マ
ックアーツ砦”と共にアイルランドで最も有名な名所のひとつにもなっているのです。 
対立していたプロテスタント・シャンキル・ロードとカトリック・フォール・ロードの間に政治
上の理由で建造された壁を見ると峻厳な文化体験を味わうことができるでしょう。旧クラムリ
ン・ロード裁判所、クラムリン刑務所、ピース・レーンの見学も興味深いものです。 

   
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。全ての観光はくつろぎながらの車窓見学で、数

ヵ所写真撮影の為、停車を予定しています。バスの乗り降りに支障がない方に限ります。 
                                                                 
 
ベリルファスト市内ウォーキング・ツアー                   
BELFAST CITY WALKING 
ツアー番号：BFS003                     
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間半 

 
魅力溢れるベルファストの市街を散策し３００年の歴史を感じていただきます。宝石の様な荘厳
な建築群を目のあたりにし、１６６０年に完成した都市計画のオリジナル図面にそって歩を進め
てゆきます。ベルファスト最古の場所クイーンズ広場からはじめて、カスタム・ハウス、アルバ
ート時計台を通りラガン川までぶらぶら歩いていただくと、ハートランド＆ウルフ造船所を見る
ことができます。この造船所こそあの悲劇の船タイタニック号が造船された場所で冷たい運命に
囚われた物語を聞きながらの見学はひとしお感慨深いものがあるでしょう。その後アイルランド
発祥の地であるハイ・ストリートやポテンジャーズ・エントリー、アン・ストリート、コーン・
マーケット、キャッスル・レーン、キャッスル・アーケード、ドネガル。プレースなどを見て回
ります。ベルファストのヴィクトリア様式建築のシンボルである市庁舎の華麗さにも驚かされま
す。この建物の地下にはタイタニック記念館が併設されています。 
ベルファストには気軽に入れるパブが何軒もあり人々の生活に欠かせない存在になっています。
そんなパブの１軒に入り紅茶やコーヒー、スコーンを味わいながら、地元の雰囲気にひたってい
ただきます。 
帰路のドライブでは有名なカトリック・フォール・ロードとプロテスタント・シャンキル・ロー
ドを通ります。ここでは対立する二つの宗派を保護する為に間に建てられた壁の写真撮影の為に
停車を予定しています。 

 
ご案内：このツアーはバスで徒歩での観光となります。徒歩観光では傾斜や階段のある道路を約

１時間半休まずに歩いていただきます。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。 
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ジャイアンツ・コーズウェイ観光 
A VISIT TO GIANT’S CAUSEWAY 
ツアー番号：BFS004 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄４６～（３～１２歳） 
所要時間 ：約６時間 
 
内陸に向かいバリーメナとブッシュミルズを通りドラマチックな景観を持つ北アントリム沿岸に
向かいます。この場所は UNESCO世界遺産に選ばれたジャイアンツ・コーズウェイがある所なので
す。コーズウェイの奇怪な岩石群は何百年もの間大西洋から吹きつける大嵐の様な浪から土地を
まもる自然の砦として存在してきたのですが、その粗削りながらきっかり六角形に形成された柱
石には誰もが驚かずにはいられないでしょう。神秘的な岩石群の周りを歩きながらそれぞれオル
ガンや巨大ブーツ、ラクダのコブや煙突群に似た岩石を見つけてみてください。 
一生記憶に残る観光の次には断崖絶壁の上に立つダンカン城の撮影タイムがあります。また時間
があれば２４メートルの高さがるキャリック・ア・レ―ドつり橋の撮影チャンスがあるかもしれ
ません。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。コーズウェイ見学の時間をより長くする

為にはバス停からコーズウェイ直結のシャトルバスの利用をお勧めします。片道５分で
到着します。コーズウェイは地形上から強風が吹き気温も低くなりがちなので、ジャン
パーや軽いジャケットをご持参ください。 

                                                                 
 
タイタニックの足跡を訪ねて              
THE TITANIC TRAIL                      
ツアー番号：BFS007 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間１５分 

 
クイーンズ島へのツアーでタイタニック号の設計、建造、進水式が行われた造船所の歴史をたど
ります。 
ガイド同行で、昔のハートランド＆ウルフ造船所の本部、タイタニック号の設計図が書かれた設
計部、タイタニック造船台、タイタニック・ドック、ポンプ・ハウスなどを見て回ります。タイ
タニック・ドックとポンプ・ハウスの構造はタイタニック造船の心臓部とも言える場所で、現在
でもほとんどの部分が手づかずのまま残されています。ドックの役割や造船所で働く人々の仕事
を学ぶにつれて、鉄の無い都市であの様に素晴らしい船が建造され得たことに驚異の念を覚えず
にはいられないでしょう。心臓部があったタイタニック・クォーターに案内されます。ダブリン
が築かれたリフィー川への移動から始まります。過去にもどって、この場所で轟いていた物音や
光景、蒸気ポンプの匂いを実感してください。オーディオ・ビジュアル装置で造船所の見習い技
士の仕事初めの１週間の様子なども手に取る様に見ることが出来ます。タイタニック号の巨大さ
やスケール感を味わうためドックを歩いてみてください。そこには１００年以上も前に使われた
進水式用のケーソン・ゲートもそのまま残されているのです。 
ポンプ・ハウス・カフェでお飲みものをいただき、ビジターセンターでタイタニック号の歴史に
思いをはせながらリラックスしたひとときをお過ごしていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアーにはタイタニック・ベルファスト・

アトラクションの訪問は含まれていません。クイーンズ島の再開発事業の為やタイタニ
ック・クォーターの改修の為予告なしに閉鎖される場所があるかもしれません。徒歩観
光ではおおむね平坦な地面を歩きます。 

                                                                 
 
風光明媚な沿岸地方とグレン観光 
PICTURESQUE COAST & SCENIC GLENS  
ツアー番号：BFS008 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所要時間 ：約４時間半 
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グレナリフ森林公園は世界的に何世紀もの間旅人の憧れの地だった有名なアントリム・グレンに
あります。グレナリフすなわち“グレンの女王”は９か所あるアントリムのグレンの中で一番美
しい場所と言われています。 
元のパークモア森林公園を組み入れた公園は２，９２８エーカーの面積があり、その内２，２２
４エーカーが樹木に覆われています。残りの面積は小さな池やレクリエーションエリアやオープ
ンスペースになっていて景観や自然を守っています。公園を分断しているのはインヴァ―川とグ
ラナリフ川という二つの小さく美しい川で、目の覚める様な滝や、穏やかな池があり、切り立っ
た岩場の峡谷の間では急流となって轟きながら流れる様子が見られます。 
自由時間には各自で散策をお楽しみください。その後は有名なグレナリフ・ティーハウスで紅茶
やコーヒー、美味しいホームメードのスコーンをお楽しみください。 
沿岸道路を通っての帰路のドライブではドラマチックな岬や美しい入り江を見ることができます。
晴天の日にはスコットランドのキンタイヤ岬をくっきりと見ることができるかもしれません。 
 
ご案内：バスと徒歩で行います。天気が変わりやすい時期には公園内が滑りやすくなっています

ので適切な履物をご用意ください。徒歩でどの位の距離を歩くかは各自の裁量にまかさ
れています。グレナリフ森林公園での自由時間は約１時間を予定しています。                                                      

                                                                 
 
ベリルファスト・ハイライトとタイタニック観光 
BELFAST HIGHLIGHT & TITANIC EXPERIENCE 
ツアー番号：BFS010 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄５３～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間        
     
ベルファスト市街をゆっくりと周るドライブでは北アイルランド最大の都市の様々な名所、グラ
ンド・オペラ・ハウス、アルバート記念館、クイーンズ大学、植物園、そして数多くの素晴らし
い建築物などを見ることができます。ルネッサンス様式の華麗な市庁舎ビルを通り過ぎる時には
知識豊かなガイドベルファストの奥深い歴史を学ぶことになるでしょう。市庁舎の地下にはタイ
タニック記念館が併設されています。 
このツアーのハイライトは正に、美術品といってもいいタイタニック・ベルファストで、タイタ
ニック号が製造されていた造船所の隣に建てられ象徴的な船艇部の形をした建物の内部に造られ
たものです。魅力的なタイタニック・エクスペリエンスはタイタニックの悲劇の１００年目を記
念して製作されたもので、様々な特殊効果を駆使してタイタニック号の遭難と全く同じ体験を味
いください。 
オーディオガイドを利用して各自自由に９つの巨大な展示場を見て回り、タイタニック号の新た
な物語を発見してください。当時の乗客や乗組員や英雄たちの話なども興味深いものです。最後
にユニークなオーシャン・エクプロレーション・センターで北大西洋の海底に沈んでいるタイタ
ニック号の姿も見ることができます。時間が許せばタイタニック号の進水式が行われた造船台の
見学をしたり、レストランでリラックスしたり、広いギフトショップでお土産物を探したりとご
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。タイタニック・ベルファストの見学は

オーディオセットを使った個人観光になります。６階全部にエレバーターがあり、ア
トラクションの見学時間は２時間を予定しています。 

                                                                 
 
ベリルファストとクレムリン・ロード刑務所見学 
BELFAST ＆ CRUMLIN ROAD GAOL 
ツアー番号：BFS011 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間        
     
ベルファストの市街を抜けるドライブの間にこの都市の長く時には苦難に満ちた歴史を学んでゆ
きます。色彩豊かな都市開発の時代から偉大な工業化の勝利そして不穏な社会情勢の時代が語ら
れるでしょう。 
グランド・オペラ・ハウス、アルバート記念館、クイーンズ大学などを通り抜け、ドネガル広場
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を圧倒する様に建っている印象深い市庁舎で撮影タイムを取ります。この場所で最も有名なもの
はタイタニック号の犠牲者を悼む為に建てられた大理石の女神ターネの像です。 
その後はプロテスタント・シャンキル・ロードとカトリック・フォール・ロードを訪ね間に建て
られた政治の壁を見学します。強い感動を覚える芸術的な壁の様子の撮影タイムがあります。 
このツアーの見どころはビクトリア様式のクレムリン・ロード刑務所で現在は全面的に改装が行
われ少々薄気味悪い雰囲気が漂っている所です。ガイド同行で歴史的にも建築史的にも重要な刑
務所の建物を見て回ります。この刑務所は建てられてから１５０年後の１９９６年に完全に閉鎖
されました。クレムリン刑務所の日常はどの様なものだったかを学び、死刑を宣告された囚人の
独房や処刑室があるＣウィングを見学します。また一時は裁判所につながっていて囚人をひった
てていたと思われる悪名高い地下トンネルも見ることができます。 
ツアーの最後には短時間小さなお店や博物館を訪問する機会があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では階段を含む道路を約１時間

歩くことになります。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。地下トンネルの見学も
ありますので閉所恐怖症の方はご注意ください。 

 
レイキャビク  （アイスランド） 
REYKJAVIK, ICELAND 

 
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＄１５０～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所要時間：約８時間 
 
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光景が見られます。また１０００年以
上も前にアイル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は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で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の観光になります。徒歩観光は約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。 

                                                                 
 
炎のリング 
RING OF FIRE                                           
ツアー番号：REK002 
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
２、０００年以上も前に噴火を見たヘインギットル火山は現在でも活火山に数えられています。
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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での観光になります。舗装道路、起伏のある道路や砂利道を歩
きます。 
                                                                 
 
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＄１０２～ 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説明をしてくれるでしょう 
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や土産物店を覗いたり、幅広いスキンケア製品を試してみたりしながら
お楽しみいただけます。 
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はツアー費には含まれ
ていません。現地でお求め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。 

 
 
ブルーラグーンとレイキャビク 景観ドライブ  
THE BLUE LAGOON & LEISURELY REYKJAVIK                             
ツアー番号：REK007 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄２６～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
レイキャネース半島の溶岩原に“地球のものとは思えない”ブルーラグーンがあります。バスは
ここで停車しますので、ゆっくりと自然の魅力をご鑑賞ください。水の青さ、湯気、またプール
を囲む高さ４メートルの溶岩の壁は独特な雰囲気を醸し出しています。その後は漁村のハフナル
ヨルズゥルルに向かいフィヨルクラン・バイキング村の彫刻を施した外観を持つ印象的な家並み
を見学します。首都に戻る道中ではゆっくりとレイキャビク の全体を見回った後ザ・パールに
向かいます。この場所は元々１９３０年代に温水を貯水する為に建てられた建物です。現在は優



 １１ 

雅なドーム型回転展望デッキを備えレイキャビク 市街の眺望を楽しめる理想的な場所になって
います。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。ブルーラグーンの駐車場から施設までは片道

約１５０メートル歩きます。ブルーラグーンでの通路は舗装されています。このツア
ーではブルーラグーンでの入浴時間はありません。  

 
 
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、旧い港地区で写真撮影をどうぞ。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光になります。駐車場からパールまで平坦な道を約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には人数制限があります。 
 
                                           
スーパー四輪駆動ドライブ  
SUPER 4X4 ADVENTURE                                          
ツアー番号：REK011 
ツアー料金：大人＄１８６～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所要時間：約４時間 
 
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。ブナの
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。 
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ホエール・ウオッチング                                         
WHALE-WATCHING EXPEDITION 
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ォッチングのメ
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夏の初め（５月～９月）にかけてです。 
 
ご案内：このツアーはバスと船を利用しての観光となります。船酔いされる方は適宜な処置をお

取りください。船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。 

                                                                 
                                 
アイスランド入門ツアー                    
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時間半 
 
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ヨルズゥル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。 
その後も印象的なレイキャネス台地を過ぎ、漁村のグリンダヴィークを抜けてドライブを続けま
す。ここは水蒸気の雲海と溶岩に包まれたブルーラグーンのそばにあり、人気の高い観光地の全
景を楽しむことができます。ツアーの最後はバイキング世界博物館の見学で、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１００年を記念して造船業のグンナー・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での観光となります。ブルーラグーンの駐車場から施設までは
片道約１５０メートル歩きます。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。   
                                                               
  
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＄３１８～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所要時間：約８時間半 

 
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。 
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その後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
世界へとドライブを続けます。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：ツアーにお申し込みになる前にこの冊子の「シンボルのご案内」の中の“行動を伴う遠

出のツアー”に関する項をご一読ください。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１２才以下のお子様のご参加はお勧めいたしません。                                                 

                                                                 
   
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＄４８～（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
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
間半のドライブでアイスランドで最も成功している家族経営の温室事業フリオハイマルに到着し
ます。この一家はまたアイルランドの代名詞となっている名馬のブリーダーで、敷地内で素晴ら
しく楽しいホースショーも見学することができます。これらの名馬はアイスランドに人々が住み
着く頃から長い歴史と文化や国土と強く結びつく形で育成されてきました。厩舎を訪ねて目の前
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など、
歴史やそれらの事業を成功裏に導いていったかの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ラ湖を見学してレ
イキャビク に戻ります。 

 
ご案内：飛行時間は船上の案内となります。このツアーは天候状況により突然中止になることも

ありますのでご了承を。天候にもよりますが、飛行時間は約１時間半です。 
                                                                 
                                                          
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＄５０～ 子供２６～（３～１２歳） 
所要時間：約１時間半 
 
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。 
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ご案内：このツアーはバスと小型ボートの観光になり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、お選び
になった場所（船の内側かオープンデッキ）に座席があるとは限りません。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。 

                                                                 
                                                          
氷原ウォーク(昼食付き) 
GLACIER WALK                            
ツアー番号：REK181 
ツアー料金：大人＄２３６～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所要時間：９時間半 
 
約２時間半景観を楽しみながらのドライブでアイスランドで４番目に大きな氷原であるミーダル
スヨークトルの一部であるショーハイマルヨークトル氷原に到着します。到着後はアイゼンと氷
斧が手渡され、安全に関する注意事項を聞いた後早速氷原ウォークに出発します。 
熟練したガイドが付き添いますので心行くまで荘厳な氷の彫刻や氷の嶺の美しさを味わい、深い
クレヴァスの底を覗きこんでみましょう。 
一生忘れ得ない体験の後はバスでスコゥガルに向かい地元のカフェで冒険のごほうびの昼食をい
ただきます。その後すぐ近くにあるスコゥガル滝で撮影タイムを取ります。 
船に戻る途中のセリャラントスフォス滝でも撮影タイムが予定されています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。氷原までは片道約２時間歩の移動となり

ます。この上級ウォーキングツアーは場所によっては起伏があり滑りやすい氷原の上を
歩きます。ウォーキング全体は約３時間半となります。ヘルメットが提供され常時、身
に着ける用に義務づけられています。アイゼンと氷斧の提供もあります。堅牢なハイキ
ングシューズ着用が必須です。ご自身のハイキングシューズが無い場合は８ユーロでレ
ンタルが可能です。（全サイズがあるとは限りません）お子様はこのツアーには参加でき
ません。昼食はアイルランドのミートスープになります。バスでは栄養補給用のエナジ
ー・バーとソフトドリンクもサービスされます。                                                                 

                                                          
ブルーラグーンでの入浴―見学のみ                            
BATHING IN THE BLUE LAGOON－SPECTATOR                         
ツアー番号：REK182 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２６～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
ご家族や友人たちが“ブルーラグーンの入浴”をお楽しみいただいているツアーに同行いたしま
すが、しかし入浴は含まないツアーです。 
お仲間たちが温かい温泉にひたっている間の約２時間半、ご自由にブルーラグーンの周囲を散策
していただきます。スパでのトリートメントの体験をしたり（お支払いは直接現地で）施設内に
あるレストランやカフェやバーでリラックスの時を過ごしたり、ギフトショップでお買い物を楽
しんだりと思い思いの時をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となります。このツアーはご家族かご友人が「REK006

ブルーラグーンでの入浴」ツアーに申し込まれた方にのみ参加可能で個別のお申込みは
受け付けません。移動はご家族ご友人と同じバスですが、ブルーラグーンでのご入浴は
できません。お買い物用にアイスランド・クローネかユーロのご持参をお忘れなく。 

                                                               
 
 
 



 １５ 

 
イーサフィヨルズゥル（アイスランド） 
ISAFJORDUL,ICELAND                
 
 

ヴィゴル島観光                    
VIGUR ISLAND VIEWS                                           
ツアー番号：ISF004 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所 要 時 間 :約３時間 
 
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。 
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
島の我が家を提供してくれている野生動物たちを細心の注意をはらって保護し続けているのです。
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１９世紀中頃に建てられた農夫一家でホームメードの美味しいケーキと共にコ
ーヒーや紅茶を楽しんでいただけます。 

 
ご案内：このツアーはボートと徒歩での観光となります。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いていただきます。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の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。 

                                                                                                                                   
                                                          
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＄９３～ 子供＄３９～（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さんや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の観光となります。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小型車が使用され、都会の様な最新
式のものでない事をご了承ください。                                               



 １６ 

                                                                
                                                            
イーサフィヨルズゥル裏街探訪 
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。町自体が長く平べったい鉤づめ型の砂利岩フィヨルドに突き出ている様な地面に形
成されています。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。１９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：このツアーは徒歩のみの観光となります。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。歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。 
                                                                                                                                   

                                                                 
                                                                      
捨てられた村ヘエスティエリ                                                              
THE ABANDONED VILLAGE OF HESTEYRI                                           
ツアー番号：ISF007 
ツアー料金：大人＄１０５～ 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船に乗り人里離れた場所にあるヒィエ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ヒィエスティエリの住民はこの場所から全員
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生、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とア
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：このツアーは船と徒歩での観光となります。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。船での移
動は約１時間です。                                                        
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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＄９０～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
ガイド同行でイーサフィヨルズゥルの観光をしている間、何世紀もの間この界隈の人々が続けて
きた生活を見てみましょう。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
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
を見せていただきます。 
オスヴォルの近くにあるのがボルンガルヴィク村で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、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軽食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の観光となります。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
り古い小型車が使用され、都会の様な最新式のものでない事をご了承ください。                                                                   

                                                                
   
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がわずか２００人という小さな村スオアヴィク村に向かいます。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。その後新町が旧町から
数分の所に建設されコフリ山のふもとに広がる美しい町になっています。 
分断された町の中央に、アイルランドで唯一野生動物に捧げられた北極きつね博物館と観察セン
ターがあります。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細い柱材の家並みを見学した後は地元の小さな教会を訪ね、楽しいアイス
ランドミュージックの演奏をお楽しみください。 
旧町を襲った雪崩の様子を物語る掲示板などを見た後で、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の観光となります。場所によってわずかに傾斜した土地や起

伏のある舗道を約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小型車が使用され、都会の様な最新式の
ものでない事をご了承ください。 
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スドゥレイリ味覚探訪                                                             
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 
 
北大西洋沿岸でほんの数人の住民しかいない小さな漁村スドゥレイリを訪問し、その生活ぶりを
学びます。 
村の観光では数人の住人との出会いの場があり、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は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の観光となります。徒歩観光では約１時間半、傾斜や起伏の
ある地面を歩きますのでヒールの無い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。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小型車が使用
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。 
                                                                                                                                                                               

アクレイリ （アイスランド） 
AKUREYRI, ICELAND 

 
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＄２９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
カラフルな街路を通ってアクレイリ植物園へ向かいます。幅広いアイスランド原種をはじめ世界
中の高山植物のほとんど全てを集めたといわれる素晴らしい植物園のさわやかな空気を吸い込み
ながら散策をお楽しみください。 
市内最古の地域にあるのが魅力的なアクレイリ民俗博物館です。ここ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、初期アイルランド入植者の住
まいの実物模型などが見られます。 
その後一年中通じてクリスマス用品が売られている可愛らしいサンタ・ハウスを訪問、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の１３日前までに窓に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のが伝統になっています。 
市内に戻りアクレイリの中心部に戻る途中では賑やかな港に漁船が並んでいるのが見られます。
リスタギル・ストリートまで足を延ばし職人たちの工作所やアートギャラリーを見て周り、市内
を見下ろす位置に聳えている近代的なアクレイリ大聖堂を訪れます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。植物園には砂利道や泥道があります。植物園の

植物は１年を通して受ける天候状況の下で発育状況を試している為、全ての植物を見ら
れるとは限りません。                                                      
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北極圏グリムスエイ飛行                                                         
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グリムスエイに向かいます。
島全体でわずか５平方キロしかない小さな島で誰でも簡単に徒歩で横断できる場所です。流木を
集めて建てられたひなびた教会があるこの島は、人里離れていても美しさはこの上もなく、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。住民のほとんどは小さな港の周囲の南側
と西側に快適なコミュニティを築いていて、本島から大きな石材が運び込まれる様になってから
島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人の男性が本島へ援助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ったのです。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、魅力一杯のコミュニティの見どころをた
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と航空機と徒歩での観光となります。グリムエイまでの飛行時間

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時間の観光時間があ
ります。 

                                                              
                                            
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
以上の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の観光となります。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の下で発育状況を試している為、
全ての植物を見られるとは限りません。ゴーザ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。 
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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 
 
ゴーザフォスの滝はスキャールバンダ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
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バ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と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。ツアー中お飲み物や軽食がつきます。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。砂利道や凸凹道を約１時間半～２時間歩
きます。殆どの名所は車窓から観光できますので、車内からご覧いただくことができま
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ご注意くださ
い。歩き易いヒールのないつま先を覆う靴をお勧めします。                                            

                                                                 
   
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 
 
街を後にしてスキャールバンダ川へと向かい、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の観光となります。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の下で発育状況を試している為、全ての植
物を見られるとは限りません。ゴーザ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。歩き易い歩行用の靴をお履きください。 

                                                                 
                                                                 
ミーヴァトン自然温泉   
MYVATN NATURE BATH                        
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
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ックスし至福のひとときを味わいください。温泉内には自然スチームバス、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ザ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の
観光で完璧な若返りの時間をご堪能ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ミーヴァ―トン湖までの移動は約１時間

半です。ゴーザ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。歩き易いヒールのない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。 

                                                                 
                                                                 

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大聖堂を訪問しま
す。１９４０年建立のアクレイリ大聖堂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の商人たちの交易都市
だ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の観光となります。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。アクレイリ大聖堂までは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、２
７５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。 

                                                                 
                                                                 

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ながら熟練の腕を
持つ船長が鯨が見られる地点までます。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、船を追って潜水
を見せることで人気のあるハラジロマイルカも見ることが出来るでしょう。 
 
ご案内：このツアーは船での観光となります。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
くございますが、必ず見られるかの保証はありません。 

                                                                 



 ２２ 

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 BATH                          
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スキヨルズゥルル・フィヨルドの沿岸をドライブ
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
印象的なゴーザフォスの滝を見学します。スキャールバンダ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ユニークなスクツスタディル似のクレーターで停車して見学した後、
昼食のため地元のレストランに向かいます。午後には神秘的なディムボルギルの見学で何本もの
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が見られます。 
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の観光となります。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。 
 

トースハウン （フェロー諸島） 
TORSHAVN,FAROES 

 
フェロー諸島景観観光とパンケーキ                                                          
SCENIC FAROES & PANKAKES  
ツアー番号：TOR001 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
北へ向かっての風光明媚なドライブで牧歌的な村やエアにある古い捕鯨基地などを見ながら大西
洋とフェロー諸島で２番目に大きな島エストゥロイ島を結ぶ唯一の橋を渡ります。アイオイ村を
過ぎると海から立ち上がっている特徴のある断崖群“巨人と魔女”が見えてきます。その後フェ
ロー諸島の最高峰スレッタラティンド山を過ぎてギョウン村に向かいます。 
１８２メートルの長さの海水が満ちている峡谷から名付けられたギョウン村は、峡谷が荒海から
船を守る為この土地の漁師たちにとって理想的な天然の港を提供している場所です。地元のゲス
トハウスでコーヒー、紅茶とともに味わう伝統製法のパンケーキは絶品です。共計の後はゆっく
りとリラックスして温かいゲストハウスで休みもよし、小さな漁村を散策して峡谷見学に出かけ
るのもお勧めです。山道を通ってトースハウン まで戻り首都を見下ろせる見晴し場所でパノラマ
光景の写真撮影タイムを取ります。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。ほとんどの観光は車窓からとなります。ギョウ

ンでは約４５分の自由時間がありますので、歩く時間は各自の裁量にお任せします。                               
                                                                 
   
トースハウン ・パノラマ観光                                                         
TORSHAVN PANORAMA  
ツアー番号：TOR003 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２０～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間 
 
首都トースハウン の活気のる市街を見下ろす山嶺の頂上までドライブし、その後ゆっくりと北に
向かい変化に富みドラマチックで美しいフェロー諸島の景観を楽しみます。谷と小さなノロラダ
ルア村を見下ろす見晴し場所で撮影タイムを取ります。天気がよければここからコルトゥル島ま
で見ることが出来ます。バスが谷底まで下りてゆくにつれて両側に広がるフィヨルやその周囲に
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点在するカラフルな小村が見えてきます。ここでは一番美しいと思える村で写真撮影タイムを取
る場合もあります。これらの村はフォロー諸島の初期の入植者たちが築いた村で木造の色彩豊か
な壁と芝草で葺かれた屋根に特徴があります。トースハウン への帰路ではトンネルを抜けフィヨ
ルドに沿ってのドライブとなります。 
 

ご案内：ミニバスと航空機と徒歩での観光となります。グリムエ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時間の観光時間があります。 

                                                                                                                                   
    
フェロー諸島スクーナー船クルーズ                                                         
FAROE ISLANDS SCHOONER SAIL  
ツアー番号：TOR004 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 
 
２本マストの改造スクーナー“ノルディリシオ＝北極光号”に乗り込むと船長から暖かい歓迎を
受けます。安全航海の為の注意を受けた後早速岩場の荒々しい沿岸に沿っての冒険クルーズに出
発です。出航してまもなく夥しい数のフルマカモメやシロカツオドリの群れに出合います。これ
らの鳥たちはしばしば船を追って飛ぶ習性があり、ノルソイ島の周辺では可愛らしいパフィンの
群れもを見ることができます。新鮮な海の空気を味わいながら、所によっては海面から３５０メ
ートルも突き出している断崖などのドラマチックな光景をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはスクーナー船での観光となります。天候によって航海に適しないと判断さ
れた場合は直前にキャンセルされることもあり得ます。暖かい服装で、防風ジャケット、双眼鏡、
飲料水のボトルのご持参は必須です。野生動物は必ず見られるという保証はありません。スクー
ナーの係留地点まで短時間バス移動をする場合があります。洗面所までは６段の階段があります。
片道３０分となります。 
                                                             
   
民俗伝承と伝説の旅                                                         
SAGAS & LEGENDS  
ツアー番号：TOR005 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
エストゥロイ島までドライブし、小さな村アイオイ村を過ぎ、海の中から３４３メートル海から
立ち上がっている海の断崖アイオイスコゥルを見下ろせる見晴し場所に向かいます。ここからは
島々を取り巻く美しい海や”巨人と魔女“と呼ばれている二つの特徴のある断崖を見ることがで
きます。中でも７５メートルの高さの巨大な岩塊にまつわる古い伝説の物語をお聞きください。 
山脈を横断しフニングゥルの町を見下ろす見晴し場所で停車します。伝承ではこの島に最初のバ
イキングが住みついたと言われています。水際すれすれに立っている鄙びた木造で芝草葺きの屋
根を持つ１８４７年建立のフニングゥル教会をご覧ください。 
その後かつては全ての島々を統治していた異教徒バイキングの首領、トロンドゥル・イ・ゴツが
住んでいた歴史的な地域のゴタを訪ねます。ゴタ博物館の見学では過去数世紀にわたるフェロー 
諸島の人々の文化や暮らしぶりを学ぶことが出来ます。また農民小屋、漁師小屋、古代の教会な
どが集まった完全な形での古いフェロー諸島共同体の様子を見る機会があります。 

 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、おおむね平坦な道路や砂利道を約４５分歩くこに

なります。       
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ヴァ―アル島観光                                                         
ISLAND OF VAGAR  
ツアー番号：TOR006 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
トースハウン から北に方向を取り海底トンネルを通ってヴァ―アル島に向かいます。ヴァ―アル
島にはミィオヴァグル、サンダヴァド、ソルヴァグルという３つの大きな村があり、ボル、ガサ
ダルル、ヴァタンソイラルという３つの小さな島があります。これらの島々のいくつかを訪ねて
島の文化と美しい景色をお楽しみいただきます。最初の訪問場所はサンダヴァド村でここでの発
掘では中世時代からの遺跡が見つかっています。特徴が際立つ赤い屋根の教会を訪問し１３世紀
のルーン文字が描かれたルーン石を見せてもらいます。次に訪ねるのは古い漁村のソルヴァグル
村でフェロー諸島で最古の島とも言われています。またここからの海の景色もフェロー諸島で一
番美しいと言われています。１９２１年に発見された新しい村ヴァタンソイラルではカメラの用
意をお忘れなく。この村は群島の中で唯一沿岸の上には無く、セルヴァグスヴァトンという大き
な湖の周囲に築かれています。ボル村に到着後は地元のガイドが選択自由のウォーキングツアー
に案内してくれます。海を見渡す目に覚める様な光景と、沢山の小山が点在する岩だらけのテイ
ンドルムル小島の絶景をお楽しみください。村には魅力的な木造の古民家や１８６５年に建てら
れた伝統的な黒いタ―ル壁の教会が見られます。最後の訪問場所は住民が２０人に満たないとい
う人里離れたガサダルル村です。この村はミキネス・フィヨルドの突端に位置し山中のトンネル
を抜けて到達できる場所です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩との観光で、選択自由のガイド付きツアーも含みます。道路は

わずかに傾斜があるところと砂利道があります。 
                                                                 
                                                                   

ゴムボードによるフィヨルド観光＆シーサファリ                                                         
FJORD & SEA SAFARI BY RIB  
ツアー番号：TOR007 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄Ｎ／Ａ 
所要時間：約１時間半 
 
フェロー諸島の手つかずの自然を持つ沿岸観光とゴムボート（ＲＩＢ）によるスリルに満ちた体
験を組み合わせたツアーです。ゴムボートに乗る前にオリエンテーションと安全に関する注意を
受けサバイバル・スーツと救命胴衣を見に着けます。 
船長がＲＩＢを操って様々な動きを見せてくれる間爽快な潮風を受けて海の冒険の雰囲気を味わ
います。ゴムボートはオープンウォーターの海綿を５０ノットのスピードで爆走します。 
驚異的なフィヨルドを疾走していく中聳えたつ海の断崖を見物したり、天候が許せば隠れた場所
にある洞窟に分け入ったり、海の断崖と岩の間を通り抜けたりと様々な冒険を味わいます。断崖
の中には海中から５５０メートルも突き出しているものもあり、また周辺にはパフィンやミツユ
ビカモメを含む４０種類位の海鳥の繁殖地が点在しているのを見ることができます。 

 
ご案内：このツアーは膨張性のボートで行われます。ＲＩＢボムボートの冒険は約１時間となり

ます。バウンドが激しいクルーズの為怪我をしていたり体調に問題がある方にはお勧め
できません。妊婦している方、１２歳以下のお子様はご参加できません。サバイバルス
ーツと救命胴衣が手渡され着用が義務付けられています。暖かい重ね着が出来る服装と
ヒールの無い靴を見につけてください。アウターウエアは全て防水、防風のものが必須
です。手袋、暖かい帽子、スカーフもお勧めします。野生動物が必ず見られるという保
証はありません。 
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伝統の村々訪問                                                         
TRADITIONAL VILLAGES  
ツアー番号：TOR008 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２６～（３～１２歳） 
所要時間：約３時１５分 
 
ドラマチックな景観の中をドライブし魅力的な山のタム（湖）を越え、手作りのサケ遡上ラダー
（誘導水路）を見学したりしながらレイナル湖に向かい、フェロー諸島の３つの島々、レイナル、
クヴヴィク、コラヨルズゥルルを訪問します。 
レイナルは趣のある古村でフェロー諸島の最も美しい場所の中にあります。ここではまだ実際に
使われている珍しい木材旋盤職所の一か所を見ることが出来ます。ひとつの木材から家財道具が
美しい形に削り出される様子をご覧ください。キヴィヴィクはフェロー諸島の最古の入植地のひ
とつで、古代バイキングが住み着いた場所でもありました。村の中心では１０世紀にバイキング
が使っていた石造りの農家と納屋の遺跡を見ることが出来ます。 
コラヨルズゥルルは西海岸の小さな入り江の周囲にある小さな村です。１８３７年に建てられこ
の島の中心部となっていたフォロー・パリッシュ教会を見学します。珍しい黒色の木造教会はヒ
ナゲシの花がびっしり生えている芝草の屋根で葺かれています。トースハウン への帰路ではトン
ネルを抜けフィヨルドに沿ってのドライブとなります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では、おおむね平坦な道路や砂

利道を約１時間歩くことになり、木材旋盤加工所には１０段の階段があります。道中ト
ンネルが２か所あり、その中の長い方は２．５キロ続きます。 

 

カークウォール（オークニー諸島、スコットランド） 
KIRKWALL, ORKNEY ISLANDS,SCOTLAND 

 
オークニー・パノラマ観光                                                          
ORKNEY PANORAMA  
ツアー番号：KOI004 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄３１～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間半 
 
素晴らしい沿岸道路を通りエビィー教区を抜けてドライブを続けます。ここではアインハロウ海
峡からラウジー島までの目の覚める様な光景が見られ、北海が大西洋と出会う場所にある神秘竹
なアインハロウ島の両側にうねる様な潮流が激しく打ち付けられ様子は絶景です。その近くのバ
ージー・ムーアＲＳＰＢ自然保護区にある、マーウィック・ヘッドの断崖が遠くに見えるバージ
ー・ベイの砂浜で小休止をとります。 
驚異的なイエスナビーの断崖周辺ではオークニー諸島で一番ドラマチックな光景が見られ、５月
と７月だけに咲く希少種のスコットランド・サクラソウが見られます。 
内陸に向かい肥沃な農業地帯や隆起のある丘、ムーアランド（泥土原野）などを抜けた後は UNESCO
世界遺産でリング・オブ・ブロガーとしても知られる“ハート・オブ・ネオリシック・オークニ
ー”遺跡で新石器時代の儀式用ストーンサークルを見ることが出来ます。英国にある初期のスト
ーンサークルの一つで威容を誇るスタンディング・ストーンズ・オブ・ステネスで停車して見学
をします。その後第一次、第二次世界大戦の英国海軍基地スカパ・フロー沿岸に沿ってブリング・
オ・ウェイスとカービスター・ロッホを通り抜けてゆきます。ガイドが語るこの海域を世界的に
有名なものにした手に汗握る海戦時代のドラマチックな逸話に耳を傾けましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスの観光になります。徒歩観光はほとんどありませんが、撮影タイムに

雑草の茂る平坦な地面か岩場の崖の淵を歩く事もありますが強制ではありません。 
                                                                 
   
オークニー驚異の考古学探訪                                                          
ORKNEY’S ARCHAELOGICAL WONDERS  
ツアー番号：KOI005 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
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肥沃な農場地帯や隆起のある丘、ムーアランド（泥土原野、雄姿を誇る断崖などを抜けた後は偉
大な儀式用巨石ストーンサークルとスタンディング・ストーンズ・オブ・ステネスを見学しその
後スカラ・ブラエ遺跡に向かいます。 
スカラ・ブラエは５千年以上前の新石器時代の村遺跡で、保存が行き届き見学設備が充実してい
るオークニー諸島で最も感銘を受ける最古の期の遺跡です。美しい三日月型のスカイル湾の横に
広がっているこの遺跡は数千年もの間砂の中に埋もれていたのですが１８５０年の激しい台風で
突然その姿を現したのでした。ここで最も魅力的な遺物は道具類やビーズ、陶器、鯨の骨の美術
品などです。島を見渡してみれば数世紀前の生活がどの様なものだったか容易に想像できるでし
ょう。家の遺構の中を見て周り、当時の日常生活を忍んでみましょう。スカラ・ブラエの苦難に
満ちた生活と完全に対照をなすのがその隣にあるオークニー諸島で最初の領主のスカイル・ハウ
スです。１６２０年に権力のあった大僧正が古代の墓地の上の奥まった敷地に建てたこの館は現
在は広々とした芝生のある庭園に囲まれ、海とスカイル・ロッホの間にある絶景の観光名所とな
っています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光になります。各停留所からスカラ・ブラエまでとスカ

イル・ハウスからの戻りは時には悪天候の中で比較的平坦な道路を約４５０メートル歩
きます。                           

                                                                 
   
民俗伝承、遺跡観光とウィスキー試飲                                                          
SAGAS, RELICS & WISKY  
ツアー番号：KOI006 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間半 
 
１７９８年に設立されたハイランド・パーク蒸留所は世界で最も有名なウィスキーを産出してい
る蒸留所です。ガイド同行で蒸留所内を見学して興味深い工程の数々の説明を受けた後伝統的な
“ピードル・ドラム”（ウィスキーのショットグラス）の試飲をお楽しみください。その後第一次、
第二次世界大戦時に英国海軍基地がおかれたスカパ・フローに沿ってドライブしながら世界中に
この海域を有名にしたドラマチックな海戦の逸話に耳を傾けます。チャーチル・バリアー・コー
ズウェーは複数の島を結びつけている道路で、元々は海軍基地への侵入を阻止する為石のブロッ
クで造られていたのですが、現在は以前フェリーでしか行き来できなかった島々をつなぐ幹線道
路に変貌をとげました。最初のチャーチル・バリアーを通ってラム・ホルム島に渡り、美しい手
塗り造りのイタリア礼拝堂を見学します。第二次世界大戦中にイタリアの捕虜によって建てられ
たこの礼拝堂はイタリア軍人との歴史的連帯を表すものとして保存されてきました。 
カークウォールに戻り、市内を見下ろしている壮大な１２世紀建造で赤い砂石造りの聖マグナス
大聖堂、別名“北極光＝オーロラ”を見学します。北スコットランドでは一番素晴らしい中世時
代の建物として知られています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光になります。蒸留所は６月、７月、８月の不定期な日

時が”沈黙付“となりウィスキーの蒸留を停止する期間となります。この時期は蒸留所
の数か所が閉鎖され、ウィスキー蒸留の過程の見学が出来なくなります。ハイランド・
パークには階段と砂利敷きの前庭があります。 

                                                                 
   
南島絶景観光                                                          
SCENIC SOUTH ISLES  
ツアー番号：KOI007 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３６～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
第一次、第二次世界大戦時に英国海軍基地がおかれたスカパ・フローに沿ってドライブしガイド
が語る歴史的に有名な海域にまつわる逸話に耳を傾けます。その後南下して島々を連結する幹線
道路のチャーチル・バリアーを渡って南の島に到着します。 
ラム・ホルムの小さな島では美しい手塗り造りのイタリア礼拝堂を見学します。捕虜収容所６０
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の奇跡として知られるこの素晴らしい建物は世界大戦中にイタリア人捕虜の手で建てられたもの
です。この礼拝堂はイタリア軍人との歴史的連帯を表すものとして保存されてきました。その後
南ロナルジー島に向かい、奥まった湾の突端に広がる聖マーガレット・ホープという美しい村を
訪ねます。ここでは島の工芸店を訪ねたり、数々のお店を覗いたり魅力一杯の海沿いを散策した
りの自由時間があります。 
再びバスに乗りバレイ島に渡ります。バレイ村の穏やかな港を見下ろし素晴らしい所に建つサン
ズ・ホテルでお飲物をいただいた後帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスでの観光になります。徒歩観光は各自の裁量におまかせします。全て

の道路は平たんで舗装がなされています。   
                                                                 
 
バルフォア城への特別招待                                                          
A SPECIAL INVITATION TO BALFOUR CASTLE  
ツアー番号：KOI008 
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄４０～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約４時間４５分 
 
MV シャーピンジー・フェリーに乗船してカークウォール湾を渡りシャーピンジー島に渡ります。
バルフォア城はシャーピンジー島の西南端の高台にあり、１６０年以上もカークウェル湾を見下
ろして建っています。到着後ガイド同行でバルフォア橋からバルフォア城内へゆっくりと歩いて
ゆきます。お城に到着後主要な居室を見て回ります。応接間も晩餐ホールもカークウェル湾のパ
ノラマ光景が一望にできる設計になっています。その後は受賞歴のあるスコットランド有名シェ
フ、ジャン・バプティスト・バディが調理した絶品のアフタヌーン・ティーをお楽しみいただき
ます。贅沢そのもののケーキ類、ホームメードの焼き菓子などを紅茶やコーヒーと共に味わいく
ださい。ツアーの最後は美しい庭園を散策で、その後再びフェリーでカークウォールに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとフェリーと徒歩での観光になります。地元の責任者が付き添い、ガ

イドとはシャーピンジーで合流します。フェリーの停泊埠頭次第でカークウォール・フ
ェリー乗船所までバスで５分の移動か、１００メートル程歩くかのどちらかになります。
フェリーには歩行者用乗船となり片道約２５分の航行となります。フェリーの内側座席
までは１１段の階段があり、外側座席には更に１１段の階段があります。フェリーはキ
ュナードの貸切りではありませんので必ず座れるという保証はありません。ツアー中比
較的平坦な道路を３時間歩きますが、場所によってはまばらな砂利道がある所もありま
す。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。城内はキュナード乗客のみの特別見学と
なっていますが、お城の招待客として滞在している数人の見学者と出会うことがあるか
も知れません。 
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Shore Excursion General Conditions  

 
ショアーエクスカーションの規定と条件（概訳） 

 
寄港地ツアー 
当社のショアーエクスカーションプログラムは、経験豊かな船客の皆様のご期待に応えられるよう、文化的、
景観的に優れた場所に焦点をあて計画され、キュナード社の総合的な経験に適合するよう、最良の運送機関
と地元のガイドを使用しております。遠隔地の寄港では、最良の機材とガイドが当社の水準に満たない場合
がありますが、ご了承下さい。観光で使われる飛行機の座席は、特別にお申し出がない限り、全てエコノミー･
クラスとなっております。 
 
寄港地ツアーの販売 
寄港地ツアーは、指定された締切日までは船内でご購入頂けます。どの寄港地ツアーも実施するには最小催
行人数を満たす参加者が必要となります。ツアーによっては参加人数が限られており、定員に達し次第締め
切らせて頂きます。乗船後に出来るだけ早く、船内ツアー･オフィスでお申し込みなさるようお勧めします。時と
してご乗船前のツアー予約が可能になる場合があります。この場合、本冊子の最後に「申し込み用紙」が挿
入されます。申し込み用紙に記載されたツアーのみが事前予約可能です。事前に購入されたツアー代金を除
く全ての寄港地ツアーの代金は、各自の船内口座へご請求いたします。子供代金は１２歳未満に適用されま
す。１２歳以上は大人代金となります。 
 
代金と日程 
予期せぬ交通料金や陸上手配料金の値上げ、大きな為替の変動があった場合、寄港地ツアーの代金が変
更される場合があります。このツアー案内に記載された日程は、記載通り全て実施される予定ですが、お客
様への利便、安全を考慮し、キュナード社は現地状況に応じて日程を調整、変更及び取消す権利を有します。
また、地元のツアー運行会社も個人客、団体に対しサービスを拒否する権利を有します。代金には本ツアー
案内に記載されている食事や飲み物（これらのサービスに対するチップを含む）に加え、別途記載がない限り
ガイドや入館料が含まれています。また、別途記載がない限り子供代金は大人の代金と同じです。各寄港地
ツアーの説明で特に記載のない食事及び飲み物は、料金に含まれておりません。また寄港地ツアーが終了
する前に離団される事により発生する費用は個人負担となります。 
 
取消料と払戻し 
乗船前に購入された寄港地ツアーを取消される場合、予約時より代金の５０％が取消料の対象となります。 
更に乗船の３０日前以降及び船内で取消す場合は代金の１００％が取消料となります。船上で購入された寄
港地ツアーの場合は、予約時より代金の１０％が取消料の対象となり、寄港地ツアーの申込み締切日以降の
取消には代金の１００％が取消料となります。各寄港地のツアー申込み締切日は、船内ツアー･オフィスでお
知らせします。「事前予約アイコン」のマークが付いたツアーの場合、船内での予約の取消には１００％が取消
料となります。含まれるべきサービスが、現地ツアー運行会杜によって欠落或いは不履行となった場合、欠落
又は不履行となったサービスに直接関わる費用の合計を払い戻します。キュナード社は、当社の管理範囲を
越える状況に対しての賠償は行いません。 
 
寄港地ツアーの出発時間 
寄港地ツアーの出発時間は船内発行のデイリー･プログラムに記載されます。キュナード社は現地の状況に
伴い日程を調整する権利を有します。キュナード社はツアー集合時間に遅れた顧客に対しての責任を負いま
せん。各寄港地到着前に催される寄港地ツアーの説明会にご参加ください。説明会の日時は、船内新聞で通
知されます。 
 
個人観光 
多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。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。これらの手配に関しては、他のツアーと同様の取消料などの条件が適用されます。 
 
キュナード社及び関連会社 
キュナード社及び関連会社は、航空会杜、バス会社、鉄道、その他のサービス提供会社に対する代理店とし
て、それらのサービスを提供する独立した運行業者の代理をするものです。クルーズ乗船券契約に明示され
た規定は、船客に対するキュナード社の責任範囲を指定するもので、提供される他のサービスに関してはい
かなる場合、事由に対しても、責任を負うものでは有りません。キュナード社は寄港地の普遍的な状況に対し
責任を負うことは出来ません。これらの状況の中には、計画された寄港地ツアーの安全、実質的運行のため
参加者にご不便をおかけする場合もあります。その際、船内ツアー･オフィスはお客様のご要望に適切に対応
すべく努力をいたします。現地の状況が、ツアー運行上、危険或いは実際的でない場合、キュナード社は計画
された寄港地ツアーの参加を拒否する権利を有します。キュナード社は、鉄道、航空機、船舶、その他の交通
機関の遅延、病気、天候、ストライキ、戦争、検疫、その他の原因による損失或いは追加費用に対する責任を
負いません。キュナード社は、当社の寄港地ツアーの参加中に購入されたいかなる物品の質及び配達に関
する一切の責任及び賠償の義務を負いません。陸地でのいかなる物品、サービスの購買は、あくまでもお客
様と売主の間の責任となります。 
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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
各自ご手配下さい。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。 
 
旅行書類 
全ての船客は訪問する各国に対し有効なパスポート、必要な査証、必要な予防接種証明の携行が必要で、
それらの取得はお客様の責任です。訪間する国々での現行の必要書類、予防接種などは、ご利用の旅行代
理店又は医療機関でご確認下さい。 
 
服装 
寄港地ツアーの多くはかなり歩きますので、履き心地のよいウォーキングシューズをお勧めします。また日よ
け帽、日焼け止めもお勧めします。天候は変わりやすいので、観光中は着脱しやすい重ね着が最も快適な服
装となるでしょう。 
 
チップ 
寄港地ツアーにおけるチップはお客様の任意となります。しかし、ほとんどの国で現地ガイドは、チップを期待
しています。食事および飲み物等がツアーに含まれている場合には、お食事の際のチップはツアー料金に含
まれています。 
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