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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。 

 
 

【健脚レベル：低】観光バス等によるツアー。 

平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り下りを伴います。 

 
【健脚レベル：中】上記よりアクティブなツアーです。 

ある程度の距離の歩行や階段の上り下りを伴います。 

 
【健脚レベル：高】さらに活動的なツアーです。 

体力的に自信のある方のみにお勧めします。 

 

【ショッピング】ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 

 

【食事付き】ツアーに食事が含まれています。 

 

【休憩付き】ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 
【ファミリー】ファミリーにおすすめです。 

・ 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 

ビッグバンド・ボール 6 日間 

ショアエクスカーション案内 
 
 
 
ロッテルダム  
ROTTERDAM 
 

 
ゆったりとしたロッテルダム観光 
LEISURELY ROTTERDAM                      
ツアー番号：RTM003 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄１９～(３～１２)                  
所 要 時 間：約２時間３０分 
 
風光明媚なロッテルダムの観光地をバスで巡るツアーです。古いファン・ネレ工場、ホフプレインに位
置する市の商業地区である Weena building へとご案内いたします。さらに、キューブハウスとロッテ
ルダムで最も大きいモスクであるメブラーナモスクもご覧になれます。その後、市の主要な商業道路で
あるコールシンゲルを通ります。そして、市役所や市の見どころを巡っていきます。 
活気ある港のデルフスハーヴェンはロッテルダムの自治町村であり、ニューウェ・マース川の右岸に位
置しています。１４世紀から丁寧に保護されている歴史の町として栄えており、有名な風車、美術館、
そして立派な商業倉庫が大切に保存されています。ガイド付きの短い徒歩ツアーの間、個性にあふれる
町並みを発見し、過去の生活様式を感じてみてください。デルフスハーヴェンはエラスムスの生れ故郷
であり、アメリカの“ピルグリム・ファーザーズ”が出発した港です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーでは石畳の道を約３０分間歩きます。 
                                             
 
アムステルダムの見どころ 
BEST OF AMSTERDAM                      
ツアー番号：RTM007 
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄４６～(３～１２)                  
所 要 時 間：約８時間 
 
風光明媚なドライブをお楽しみいただきながら、活気に満ちた街アムステルダムへとご案内いたします。
旅の途中、オランダの歴史のシンボルである農場や、運河、風車が点在している低地地方を巡ります。 
アムステルダムに到着するとすぐにパノラマツアーが始まります。ダム広場、アムステルダムの王宮、
アムステルダム新教会, そしてアムステルダム中央駅を含む見どころを巡っていきます。特に必見なの
は、市内の尖塔の集合建造物の中で最も有名で圧倒されるものの一つである、美しい１５世紀のウィー
パーの塔です。 
市内ではショッピングをする時間があります。その後、地元のレストランにて昼食を召し上がっていた
だきます。 
運河のクルーズに乗らずしてアムステルダムを訪れたとは言えません。ツアーの最後に運河のクルーズ
を体験できます。９６キロメートル以上の水路を有しているため、アムステルダムはヴェネツィアより
も運河と橋の数が多いのです。それ故に、運河のクルーズは水路の景観を知るのに最も良い手段の一つ
となっております。ガラス張りの船から、裕福で歴史のあるオランダ商人の立派な家、一風変ったボー
トハウス、アンネ・フランクの家、他多数の目を引くものを見て、写真に収めることができます。 
ご案内：このツアーはバス、船、そして徒歩での観光となります。ロッテルダムからアムステルダムへ

の移動時間は約１時間３０分ですが、交通状況により左右されます。数は限られておりますが、
船ではお手洗いがご利用いただけます。船に乗るためには険しい階段を上る必要がございます。
市内での自由時間は約１時間を予定しておりますが、こちらも交通状況によって左右されます。
あらかじめご了承ください。 
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アムステルダム自由散策 
AMSTERDAM ON YOUR OWN                      
ツアー番号：RTM008 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄２７～(３～１２)                  
所 要 時 間：約８時間  
 
もし１人で自由に自分のペースで観光することがお好きでしたら、このツアーはあなたにぴったりです。
バスでアムステルダムの中心に向かいます。 
実に約４時間、アムステルダムの活気あふれる景観とみどころをご自由に探索していただきます。どこ
を最初にまわるか悩ましいことでしょう！アムステルダムは世界中で最もカラフルな街の一つと言わ
れ、まさにその通りです。他にも有名な美術館や居心地の良い酒場、物珍しい店やフラワーマーケット
など、興味を引く場所が多々あることでしょう。 
おそらくあなたはアムステルダム国立美術館、アムステルダム市立美術館、そしてレンブラントハウス
美術館を含むこれらアムステルダムの素晴らしい美術館の中から一つを選び訪れることになるでしょ
う。ファン・ゴッホの絵画コレクションを世界で最も幅広く所蔵しているファン・ゴッホ美術館もあり
ます。ショッピングを楽しんだり、コーヒーを飲みながらリラックスしたりもできます。 
時間になりましたら、バスまで戻っていただきロッテルダムへ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ロッテルダムからアムステルダムまでの移動時

間は約１時間３０分を予定しておりますが、交通状況によって左右されます。あらかじめご了
承ください。このツアーにはガイドがついておらず、昼食と入場料も含まれておりません。ご
注意ください。 

                                             
 
ハーグとデルフト 
THE HAGUE AND DELFT                      
ツアー番号：RTM010 
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄２９～(３～１２)                  
所 要 時 間：約４時間３０分 
 
オランダの村の中でも静かな場所を通り、デルフトを目指します。デルフトは、デルフトブルーの陶器
などで名高いオランダ人画家であるフェルメールの生まれ故郷で有名です。到着するとすぐに、ガイド
とともに狭い道を通り、とても感じの良い１７世紀の街の運河、石畳の路地、破風造りの家を巡ります。 
デルフト工房は、他の大量生産している工房と違い、１６５３年に創立以来変らぬ方法で丹念に名高い
陶器を製造しています。ガイド付きの工場案内と、職人達によるデルフトの作品を仕上げていくハンド
ペインティングのデモンストレーションをお楽しみください。デルフト工房内のショップに立ち寄らな
ければデルフトへ旅に行ったとは言えません、ぜひお立ち寄りください。 
ツアーはオランダ政府の所在地であるハーグへと続きます。国際司法裁判所がある壮観な平和宮を含む
景観を見ることができます。大きな広場、広い道、印象的な建物、立派な邸宅、そして宮殿のような大
使館とともに、貴族的な街をお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには徒歩での時間が約３０分間含ま

れており、デルフトの道はでこぼこした石畳です。 
                                             

                                              

キンデルダイクの風車 
KINDERDIJK WINDMILLS                      
ツアー番号：RTM016 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄２９～(３～１２)                  
所要時間：約４時間 
 
ロッテルダムの郊外をドライブし、穏やかな運河と小さな農場が入り混じる風景を車窓に 
ダッチ・ポルダランドを通り、キンデルダイクの近くまで走行します。 
キンデルダイク元来の１９の風車の中の多くは未だに使用可能です。これらの風車はオランダで 
最も古く、よく知られた観光地でもあります。１９９７年に世界遺産に登録されたこの風車を探 
検することができます。また、風車の持ち主が今でも稼動している風車の内部を案内してくれ 
ます。 
ドライブ中にロッテルダムで最も古く、見事に保存されたデルスハーフェンを通ります。デルスハーフ 
ェンはロッテルダムの一部となってまだ１００年余りしか経っていません。１６２０年にこの地からピ 
ルグリムファーザーズ（清教徒団）がアメリカを目指して出帆しました。船に戻る前に写真撮影の時 
間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。石畳の路を約１時間半歩きます。風車の中には

急な階段があります。 
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デルフトブルー  
DELFTS BLUE                      
ツアー番号：RTM017 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２７～(３～１２)                  
所要時間：約４時間 
 
景色を楽しみながら、デルフトまでドライブします。デルフトで一番有名なのは陶磁器ですが、ここは
画家フェルメールの生誕地でもあり、またウイリアム・オブ・オレンジ公が暗殺された所でもあります。 
運河や石畳の狭い通路や切妻造りの家が立ち並ぶ魅力的な都市をガイドと一緒に短時間歩きます。 
ガイドがマーケット広場のカフェにご案内しますので、コーヒー、又はティーでお寛ぎください。 
そのあと、デルフトでお土産品を捜す自由時間があります。 
デルフト工場では未だに１６５３年に工場が創立した当時と同じ技法で陶磁器を作っています。工場で
絵付師が手書きで絵付けをしてユニークな作品を仕上げていく様子を見学します。 
デルフト工場を見学したのですから工場の売店で買い物をしない手はありません。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。石畳の路を約４５分歩きます。  
    
 
アムステルダムの概観 
INTRODUCTION TO AMSTERDAM                      
ツアー番号：RTM021 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄３２～(３～１２)                  
所要時間：約８時間 
 
国際的なアムステルダムの都市に到着すると、ダムスクエア、王宮、新教会、セントラル鉄道駅を含む
主要なハイライトのいくつかを通り抜け、パノラマの街を楽しんでください。素晴らしい 15 世紀の涙
の塔の写真は、ぜひ撮ってください。この街の塔や尖塔の中で最も有名なものの 1つです。 
このツアーのハイライトでもある、ゆったりとした運河クルーズでは、興味深いユネスコの世界遺産地
区を通ります。魅力的な切妻造りの家々、美しい教会や、アンネ・フランクの家を通って進んで行きま
す。 
アムステルダムでは、ご自身で探訪したり、昼食をとったりするための自由時間が 2時間ほど設けられ
ます。 
 
ご案内：このエクスカーションは、バス、運河の船、そして徒歩での観光となります。 ロッテルダム

からアムステルダムまでの所要時間は、約 1 時間３０分ですが交通状況に左右されます。数は
限られていますが、運河の船では、お手洗いがご利用いただけます。船に乗るためには急な階
段を上る必要があります。このツアーには、食事は含まれていません。  

    
 
ゴーダの見どころ 
GOUDA HIGHLIGHTS                      
ツアー番号：RTM025 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２６～(３～１２)                  
所要時間：約４時間 
 
オランダの「緑の心」と呼ばれるゴーダに向かいながら、ゆったりと座ってリラックスしてください。 
ゴーダは美味しいチーズが有名ですが、オランダで最も美しい歴史的な市内中心部での美しい歴史的建
造物、古代の運河や魅力的なお店などに驚きを隠せないでしょう。 
到着時に、魅力的な石畳の通り沿いをガイドと共に散策します。マーケット・スクエアで小し休み、オ
ランダで最も古いゴシック様式の市庁舎を見ることができ、１部の市庁舎は１５世紀にまでさかのぼり
ます。 向かい側には、ネオクラシカルスタイルで１６８８年に建てられた計量館があります。聖ヨハ
ネ教会を訪れ、オランダのさまざまな州の歴史を描いた美しいステンドグラスの窓をご覧ください。 
船に戻る前に、自由時間をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーでは、約１時間３０分歩きます。また、数段の階段があります。自由時間の際に、 
    さらに、散策の時間がございます。 
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ゼーブルージュ 

ZEEBRUGGE 
 

ブルージュ探訪 

A TASTE OF BRUGES                                                      

ツアー番号：ZE1001 

ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄３２～（３～１３歳） 

所要時間 ：約４時間４５分 
 
風光明媚なフラマンの田園地方を車窓に眺めながらブルージュへ向かいます。歴史的な町に到着すると
たちまち華麗な中世風の雰囲気に包まれます。石畳みの舗道がくねくねと曲がりながら続き、何世紀も
経た由緒ある建物が中央運河の周りに建ち並んでいます。ガイド同行で昔の商人のギルドハウスが並ぶ
マルクト広場、鐘楼、市庁舎、ゴシック様式の聖血礼拝堂を廻ります。(外観のみ) 
このツアーのハイライトはリラックスしたボートによる運河クルーズです。静謐な水面を航行してロマ
ンチックな歴史の町を船上からお楽しみいただきます。 
その後は各自ご自由に沢山のお店が並ぶブルージュでのショッピングをお楽しみいただきます。有名な
ベルギーチョコレート、精緻な織り込み模様のあるタペストリー、そして世界的に有名なレースなど、
数限りの無いお土産物への誘惑にあらがう事が不可能な程です。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河遊覧船と徒歩での観光となります。ツアー内の活動時間はほどほどで、

運河クルーズ船の乗降船時に数段の階段があります。徒歩観光では約２時間、階段や石畳みの
舗道を歩いていただきます。 

 

 

ブルージュ半日自由散策 

BRUGES AT YOUR OWN PACE                                                    

ツアー番号：ZE1005 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２６～（３～１３歳） 
所要時間：約４時間半 
 
 
景観を楽しみながらブルージュの中心地へ向かい、各自思い思いのペースで中世の美しい古都を半日満
喫していただきます。 
石畳の舗道のそぞろ歩きや、中世フラマン様式の建築物を見ながら散策を楽しんだり、静かな水路にそ
っての運河クルーズを楽しんだりと思い思いの時をお過ごしください。勿論ショッピングで掘り出し物
を探したり、数多くあるカフェやレストランでくつろぎながら道行く人々を眺めたりと、それぞれの楽
しみが味わえます。 
ベルギーは美味しいチョコレートの産地としても有名なので、数多くあるチョコレートショップに並ぶ
ありとあらゆる種類の中からお土産に相応しい品々を選ぶこともできます。 
自由観光終了後は、決められた時間に待ち合わせ場所に集合し、ゼーブルージュへと戻ります。 
このツアーにガイドは同行せず、お飲物や観光場所の入場料は含まれていません。バス内で各自に地図
を配布いたします。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩での散策となります。市の中心地からバス駐車場までは石畳

の舗道を２０～３０分歩いていただきます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないこ
とをご了承ください。 
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ブルージュ自由散策  

BRUGES ON YOUR OWN                                                   

ツアー番号：ZE1006 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄２９～（３～１３歳） 
所要時間：約７時間 
 
景観を楽しみながらブルージュの中心地へ向かい、ご自身で思い思いに美しい中世の古都を満喫してい
ただきます。 
ブルージュの歴史的な中心街は２０００年１１月にユネスコの世界遺産に加えられました。現在の市の
境界線は中世の市の境界線の場所と一致する所に位置し、都市空間の取り方や街並み等中世のブルージ
ュの典型的な造りは現在でもそのまま保存されています。 
賑やかな広場や清々しい公園、静かで親しみの持てる石畳の舗道などをゆっくりと時間をかけてご散策
ください。また豪壮な貴族の邸宅と同時に質素な私設救貧院などを訪れる事もお忘れなく。 
ブルージュでは４７個の鐘で構成された１３世紀建立の鐘楼付き要塞も有名です。市は現在でもそれぞ
れの鐘の音色を組み合わせて定期的に音楽を奏でる鐘つき人を正規に雇っています。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩での散策となります。市の中心地からバス駐車場までは石畳

の舗道を２０～３０分歩いていただきます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないこ
とをご了承ください。このツアーにはガイドは同行しません。また食事、飲み物、各施設への
入場料は料金に含まれません。 

 

 

イーペル、イン・フランダース・フィールズ博物館見学  
YPRES – IN FLANDERS FIELDS 
ツアー番号：ZE1007 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄３４～（３～１３歳） 

所要時間：約７時間 
 
大戦で常時爆撃に晒されたイーペルは瓦礫と化してしまいましたが、今日では以前の栄華のままに復興
した姿を見せています。ここでは戦争にまつわる数多くの胸が痛む悲痛な思い出のある場所や、記念碑
などを目のあたりにする事になります。 
イーペルにはドイツ軍と連合軍が勝敗の付かぬ戦いを繰り広げた戦場が沢山あります。そうした戦闘で
命を落とした兵士を祭るタインコット墓地で哀悼の祈りを捧げましょう。 
メニンゲイトは第一次大戦に於いて英国軍が当地で戦った証とする重要な英国の記念碑です。壁面には
行方不明になった５４，８９６人の兵士の名前が刻まれています。 
イン・フランダース・フィールズ博物館は典型的な戦争博物館とは異なっています。ここには司令官た
ちや戦略に関しての展示はなく、一般の市民や兵士、看護士、亡命者や子供達の記録が展示されている
のです。また、イン・フランダース・フィールズ博物館では退役軍人たちによる悲惨な戦争体験を後世
の若い世代に伝えてゆこうとする努力を続けています。また近代的なテクノロジーを駆使しているこの
博物館はヨーロッパで最も優れた博物館と称されています。 
その後、３度に渡るイーペル戦線の戦いで命を落とした数千人の兵士を祭るセントジョージ・メモリア
ル教会に短時間立ち寄ります。 
続くイーペルでの自由時間ではショッピングや、趣のあるカフェやレストランでリラックスしながらの
昼食をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。できるだけ各自自由にお楽しみいただける様に

昼食は含まれていません。ウォーキングの時間は約１時間半で、博物館内、メニンゲイト、墓
地には階段があります。 

 

                                                    

ブルージュ終日観光  
BRUGES IN A DAY 
ツアー番号：ZE1008 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄３８～（３～１３歳） 
所要時間 ：約７時間 
 
 
運河へと続く石畳みの舗道や数世紀にさかのぼる由緒ある建造物が並ぶ中世の古都ブルージュで新た
な見どころを発見しましょう。ガイド同行で昔の商人のギルドハウスが並ぶマルクト広場、鐘楼、市庁
舎、聖母教会、聖血礼拝堂などを見て回ります。 
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さらにこのロマンチックな歴史の町の思い出を深く刻む快適な運河ショートクルーズをお楽しみいた
だきます。 
ブルージュには多くのお土産物ショップが並び、美味しそうなベルギーチョコレート、精緻な織り込み
模様のタペストリー、世界的に有名なレースと、数限りないお土産物への誘惑にあらがう事が不可能な
程です。 
午後の残りの時間は自由時間となりご自由にこの魅力的な街を散策していただきます。 
 
ご案内：このツアーはバス、運河遊覧船と徒歩での観光となります。ツアー内の活動時間はほどほどで、

遊覧クルーズの乗降時に数段の階段があります。徒歩観光では約２時間、階段や石畳みの舗道
を歩いていただきます。 

  

美しい村々とチョコレートショップ訪問  
SCENIC VILLAGES & CHOCOLATES  
ツアー番号：ZE1180 
ツアー料金：大人＄３６～ 子供＄１８～（３～１３歳） 
所要時間：約４時間 
 
風光明媚なフラマンの田園地方を抜け、今でも典型的なフラマンの歴史が色濃く残された興趣豊かなダ
ムの村を訪問します。到着後はご自由に村内の散策を楽しんだり、カフェに立ち寄ってリラックスした
時間を過ごし、ベルギー名物の各種ビールの試飲等をお楽しみください。ダムは本の町としても有名で、
定期的にブック・フェアも開催されています。 
ダム村訪問の後は歴史的なブルージュ市の郊外までドライブし、道中、有名な風車や市を取り巻く印象
的な城壁などを車窓から見学します。このツアー参加者にとってのハイライト、ブルージュ最大のチョ
コレートショップの 1つであるローズ・チョコレート・ワールドを訪問します。 
その後はブルージュの南に向かい、のどかな村であるロッペンを訪問します。ここでの見どころは何と
いっても驚異的な左右対称の外観を誇るロッペン城です。その独特の建築様式と内装は現在までも建造
当時のままに保存されています。１８５６年、未来の城主となるチャールズ・フォン・カレオン男爵と
その妻、サヴィナ・ド・グルシー・セラインシャン侯爵夫人が、英国の建築家のエドワード・ウェルビ
ー・ピュージンを雇い入れて、ロッペン城の設計を依頼したのです。エドワード・ピュージンの父親オ
ーガスタス・ウェルビー・ノースモア・ピュージンは英国国会議事堂の建築にたずさわった建築家でし
た。ピュージンの設計は後に地元建築家のジャン・ベソンに受け継がれ、ベソンは城により強いフラマ
ン風の特徴をつけ加えました。ロッペン城は第一次世界大戦の終結時の重要な政治史の舞台となりベル
ギーの歴史に大きな役割を果たした城でもあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりますが徒歩での移動は最小限に留めてあります。ロ

ッペン城の敷地は凹凸があり、石畳みになっています。城の入口には約６段の階段がありま
す。    

 

 

ベルギーの沿岸と郊外  
BELGIAN COAST & COUNTRYSIDE  
ツアー番号：ZE1182 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３２～（３～１３歳） 
所要時間 ：約４時間半 
 
バスの背にもたれてリラックスして風光明媚な田園地方の光景を楽しみながらのドライブで中世の村 
ダムに向かいます。１３世紀にはベルギーの主要港だったダムは現在様々な性格を持つ絵の様な小村に 
変化しています。知識豊かなガイドと同行で村中を散策した後は、それぞれご自由に村の見学をお楽し 
みいただきます。 再びバスに乗りクノックという可愛いリゾートタウンに向かいます。１９世紀の初
頭にブリュッセルの富裕層がこの町を避暑地天国として選んだために有名となり、現在でも白砂のビー
チやデザイナーブランドショップが数限りなく並ぶリゾートとして繁栄しています。また典型的なフラ
ンドルの村としても誰からも愛される名所となっています。ガイド同行で町の中心へ向かい、ベルギー
版モノポリーの代名詞ともいえる最も高級なストリートのひとつである“リッペンスラーン”を訪れます。
ここからは自由時間となり、海岸沿いの舗道を散策したり、デザイナーブランドが並ぶ高級ショッピン
グ街を見て回ったり、地元のお店を訪ねたり、様々な風味で有名なベルギービールをカフェで試飲した
りと、思い思いのひと時をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用とダムでは１時間程の徒歩での散策となりますが、自由時間をより

長くお楽しみになられたい方は、ガイド同行ツアーを拒否することもできます。クノックでの
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徒歩時間はお客様次第となります。 
 

 
 
ゲント自由散策  
GHENT ON YOUR OWN  
ツアー番号：ZE1183 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２５～（３～１３歳） 
所要時間 ：約５時間 
 
フラマン地方のゲントは１６世紀頃にはパリに次ぐ勢力のあった都市で、中世とルネッサンス芸術の重
要な中心地でした。 
ハイウェイを走る１時間のドライブ中に、ガイドからナショナル・ジオグラフィック誌が世界で最も生
粋の歴史が生き残っている都市と認定したゲント市の地図を受け取ります。 
ゲントに到着した後、ガイドが市の中心地にご案内します、過去が現代でもそのまま存在していること
を実感する事でしょう。古い川の港と、有名な聖ニコラス教会タワー・鐘楼タワー・聖バーフ大聖堂タ
ワーの“３タワー揃い踏み”が見られる聖ミヒエル橋を散策します。 
ガイドと共に聖ヴァボ広場に到着した後は、自由散策となりますのでそのままの歴史が残った都市を心
ゆくまでご堪能ください。 
個人経営のチョコレート店やパン屋やデリ、おしゃれなブティックが並ぶ古い道を散策したり、教会、
宮殿や大聖堂といった中世の建築美を探訪したり、狭い中世の路地を歩きまわったりとご自由にこの都
市の魅力を味わっていただきます。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩での散策となります。市の中心地からバス駐車場までは石畳

の舗道を２０～３０分歩いていただきます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないこ
とをご了承ください。このツアーはガイドによる案内ありません。また食事、飲み物、各施設
への入場料は料金に含まれません。 

                                         
                                          
 
 
 
セント・ピーターポート 
ST. PETER PORT 
               
 
リブ・ボート・アドベンチャー  
RIB RIDE ADVENTURE  
ツアー番号：GCI003 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄６０～（５～１３歳） 
所要時間：約１時間１５分 
 
トルコ・ブルーの海をクルーズしながら野生動物との遭遇や、長い歴史を持つユニークなガーンジー島
をお楽しみください。 
岩棚の中で巣作りをしている驚く程の多種多用の海鳥たちや、ツノメドリ、カツオドリ、オオハシウミ
ガラス、海鵜などの群れが見られるかもしれません。特別仕様のゴムボートで崖や入江に接岸し、至近
距離で観察することができます。 
自然保護区として指定されたハーム島近くの岩礁では、時にアトランティック灰色アザラシが岩の上で
のんびり日向ぼっこをしている姿が見られます。また、運が良ければイルカや鯨を見ることができます。 
自然愛好家のガイド付で、野生観察とスリルの両方を味わえます。このツアーでは同時にガーンジー島
の素晴らしい海事の歴史を学ぶことができます。帰りはスピードを上げて戻りますので、ボートをしっ
かり掴んでください。 
 
ご案内：このツアーは複合性ゴムボートで行います。水上運行中のバウンドが激しい為、怪我をしてい

る方、体調がすぐれない方にはお勧めできません。妊娠中の方の参加は禁止されています。全
員に救命胴衣と雨具が支給されますが、暖かい服装でご参加されることお勧めします。野生動
物が見られるかどうかは保証できません。ボートの運航ルートは天候により変わることがあり
ます。 
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沿岸地方と田園地方のドライブ  
COAST & COUNTRYSIDE DRIVE 
ツアー番号：GCI004 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３６～（３～１３歳） 
所要時間：約３時間 
 
第二次世界大戦にまつわる史跡が残る島は、サイズこそ小さいものの魅力的、美しい景色に彩られてお
り、初めて訪れる人には最適のツアーです。南側の起伏に富んだ崖、西側の神秘的な湾と砂浜、そして
東側の首都であるセント・ピーターポートとガーンジー島を望む、全ての見所を網羅しています。 
セント・ピーターポートの素晴らしい港とショッピング・センターに沿って車を走らせ、１１世紀に建
立された町教会や１２世紀建立のコルネット城の前を通ります。ガーンジー島の静かな田園地方に立つ
ユニークで魅力的なミニチュア型のリトル・チャペルは外観の珍しさと同時にユニークな歴史も持って
います。わずか６ｍＸ５ｍの小さな礼拝堂は貝殻や小石、色とりどりの磁器の欠片で装飾が施され、小
さなアルコーブには一度に３人しか入る事ができないのです。 
西海岸へと向かう道中では、高台の見晴らし場所となるプレインモント・クリフで車を止め、美しい海
岸線を眺めながらの写真撮影タイムとなります。第二次世界大戦中は沿岸の防衛基地となったこの場所
で潮風を味わいながら、魅力的なガーンジー島の絶景を見ながら特別な時間をお過ごしください。 
途中、ケーキ付きの紅茶やコーヒーで小休止し、お土産などのショッピングタイムを設けております。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ドライバーがガイドを兼任します。リトル・チャペルへ

は舗装された平坦な道路を歩きますが、入り口に数段の階段があります。 
 
 
 
サーク島観光 
ISLE OF SARK 
ツアー番号：GCI006 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５０～（３～１３歳） 
所要時間：約６時間４５分 
 
ガーンジー島からフェリーに乗って、途中ハーム島、ジェソー島、ブレッシュ島などの小島の間を縫い
ながら、わずか４０分でサーク島に到着します。そこからはトラクターに牽引された“トースト・ラッ
ク”という車両に乗り、島一番の急勾配の丘を登って村の中心まで行きます。観光案内地図と地元のガ
イドの案内を頼りにしながら、自由行動でこの素晴らしい島を思う存分探訪してみましょう。 
多くの旅人にとってのサーク島の魅力は、自分の足で隠れた見所を発見したり、息を呑む様に美しい景
観を楽しんだり、岩陰にひっそりと広がる入り江でのんびりと時を過したりする事です。体力に自信が
あれば“占領下と史跡博物館”を訪ねたり、カラー・チョコレート工場でチョコレート作りを見学した
り、島の南にありビック・サーク島とリトル・サーク島を結ぶ有名な断崖絶壁の道ラ・クーピーなど見
物な場所が沢山隠されております。 
村のメインストリートに沿って興味深い珍しい店が沢山並んでいる他、飲み物や軽食を買える場所が数
多くあります。ツアー終了後は再び“トースト・ラック”に乗るか、又は歩いて丘を下り船付き場から
フェリーに乗ってガーンジー島に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは船とトラクター、徒歩で行います。島には本村を走る“トースト・ラック”の他

に交通手段はありません。島全体の自由観光には約５時間設けております。そのため歩く距離
は、お客様の計画によって異なります。ツアーには博物館などの入場料金は含まれていません。
ヒールのない歩きやすい靴と、日焼け止め、地元の通貨（英ポンド）、カメラをお忘れなく。 

 
 
ドイツ軍占領時代のガーンジー島の歴史探訪  
THE GERMAN OCCUPATION OF GUERNSEY 
ツアー番号：GCI008 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４５～（３～１３歳） 
所要時間：約４時間 
 
第二次世界大戦中、ドイツ軍に占領されガーンジー島は、占領統治の記憶を数多く留めています。 
ドイツ軍は拠点を頑丈なものにするために、断崖の上に要塞や見張り塔など建設し、現在でもはっきり
とみることができます。 
ドイツ軍占領博物館は空調設備のついたトンネル内にあり、もともとドイツ軍がＵボートの燃料保管庫
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として建てたものです。テーマ別に分かれたそれぞれの展示室があります。 
それぞれの展示には詳しい説明がつけられており、非常に心をゆさぶられる博物館をご体験いただくで
しょう。 
地下に設けられた野戦病院も当時の遺物ですが、そこは何といってもチャンネル諸島でドイツ軍が残し
た最大の遺物があることで有名です。網の目の様に掘られた地下トンネルは全体で約 7,000 平方メート
ルに及んでいます。野戦病院内にはトンネルの中に二本の主要な通廊があり、病室、手術室、レントゲ
ン室が造られていました。当時の備品はほとんど残っていませんが、それでもベッドや調理用具、暖房
施設などがあり、寒いじめじめした場所にいると一体どんな目的でそこが造られたのか沈思黙考せざる
をえません。 
その後のプレイモントでは、崖の上からガーンジー島西海岸の素晴らしい景色を楽しむことができ、巨
大な砲台を見る事ができます。道中紅茶やコーヒーとケーキなどで休憩し、至近距離でドイツ軍の防衛
施設を観察する機会もあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。博物館内には階段があります。野戦病院の床は平坦です

が、湿気があり、薄暗い照明しかありません。病院訪問の際は暖かい上着をご持参ください。
このツアーでは運転手がガイドを兼任します。 

 
 
徒歩で回る町とコルネット城      
A WALK TO TOWN & CASTLE CORNET 
ツアー番号：GCI022 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２９～（３～１３歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
桟橋でガイドに迎えられた後、魅力的な歴史を持ったセント・ピーターポートの街の中心まで歩きます。
セント・ピーターポートはローマ時代から多くの船が訪れる港です。水深が深く安全であり、フランス
から比較的距離があったことが、セント・ピーターポートをチャンネル諸島で最も栄えた港にしました。
石畳の道や狭い通り、海に面したマリーナなどがあり、セント・ピーターポートはヨーロッパでもっと
も美しい港だと考えられています。マストが林立した波止場から見ると、８００年にわたり街を守り続
けてきたコーネット城を見ることができます。その城は最初からガーンジー島に建てられたもので、歩
道を歩いて訪れることができます。そこから、港や海を見渡す素晴らしい景色を楽しむことができます。
この城の歴史は１３世紀中ごろまでさかのぼります。１３世紀にノルマンディーをフランスが統合した
ため、ガーンジー島はイングランドの味方として戦うことを決めました。そのためフランスに対抗する
形で島の要塞化が始まりました。その時から、駐屯地、兵器庫、牢獄として使われています。今日では、
この城には多くの博物館があり、本日のツアーでは最後に訪れることになっています。 
城内の喫茶室で紅茶かコーヒーと共に美味しいガーンジーケーキをご賞味ください。そして徒歩にて埠
頭に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは徒歩で行います。デコボコな斜面を含む地面を約２時間３０分から３時間歩きま
す。コルネット城には約３０段の階段があります。平底の履きなれた滑りにくい靴をご着用ください。 
 

 
自転車で周るガーンジー島 
GUERNSEY BY BIKE 
ツアー番号：GCI025 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄７２～（８～１３歳） 
所要時間：約３時間３０分 
 
ミニバスで短時間移動をし、西海岸にあるパレル湾に向かいます。身長にあった自転車を選び安全講習
を受けます。ヘルメットを装着し一般道へとペダルをこぎ始めます。 
魔女や妖精などの物語が多く残るカティオロックを含むガーンジー島の可愛らしい田舎道をサイクリ
ングします。自転車をこぎ進めると古代のお墓やシングルバンクスやコリン・ベスト自然保護区などを
通り抜けます。風光明媚な海岸線のロッククェーンやチャーミングなポーテレット港を通ります。 
内陸に入り自転車優先道路「リュエット・トランキル」を通り戻ります。これらの狭い道路は馬や自転
車が自動車より優先されるもので、牧草地に溢れる野生の花々や趣のあるコテージに風が吹き抜けます。
パレルに戻りミニバスでセント・ピーターポートに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと自転車で行います。8 歳未満のお子様はご参加いただけません。自転

車の区間は約 2時間です。体力があり自転車の経験がある方がご参加ください。殆ど平らな地
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面ですが一部斜面もあります。その日の天候に合わせ自転車に向いた服装でご参加ください。
日焼け止めなどご持参ください。平底の滑りにくい靴を又はスニーカーをお勧めします。お飲
物は含まれていないので、各自ボトル入り水などご持参ください。 

 
 
町の徒歩観光と伝統的なガーンジーアフタヌーンティー 
TOWN WALK & TRADITIONAL GUERNSEY AFTERNOON TEA 
ツアー番号：GCI028 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄４２～（３～１３歳） 
所要時間：約２時間４５分 

 

ガイドの案内で魅惑的なセント・ピーターポートの中心に向かい、活気のある通りや狭い路地を歩きな
がら、町の歴史を発見しましょう。絵のような海沿いの遊歩道と共にヨーロッパでも可愛らしい港町の
一つと考えられています。港からは８００年以上も町を守るように聳える１３世紀に建てられたコロネ
ット城が見えます。その昔は駐屯地や兵器庫や牢獄として使用されていました。次にビクトリア時代に
最初に作られた可愛らしいキャンディー ガーデンに向かいます。この公園には１８５６年から１８７
０年の間、ガーンジー島に滞在していた有名なフランス人小説家ビクトル・ユーゴーの銅像が建てられ
ています。この時期に多くの作品が執筆され完成し発行されましたが、その中でも一番有名な作品が１
８６２年に発行されたレ・ミゼラブルです。 
キャンディー庭園から徒歩で愛らしい５つ星のオールド・ガーバメント・ハウスホテルに向かい、伝統
的なガーンジーアフタヌーンティーを頂きます。フィンガーサンドイッチの数々や新鮮な焼きたてのス
コーンとガーンジークロッテットクリーム、お好みの紅茶をご賞味ください。アフタヌーンティーの後
はセント・ピーターポートまで歩き、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは徒歩で行います。このツアーは寄港日の４日前に締め切られます。それ以降の申

し込みは空き状況によります。このツアーは一度予約を入れると取り消しと返金は出来ません。
このツアーには徒歩による観光が約１時間３０分から２時間含まれ、でこぼことした地面や緩
やかな斜面など色々な地表が含まれます。平底の履きなれたウォーキングシューズをお勧めし
ます。参加人数が限られるため、お早目にお申込みください。 

 
 
ガーンジーの庭園 
GARDENS OF GURNSEY 
ツアー番号：GCI031 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３６～（３～１３歳） 
所要時間：約４時間 

 

セント・ピーターポートから広い田舎道を通って島を周ります。Sausmarez Manor にある熱帯庭園で停
車します。この庭園は王立園芸協会の一員で Good Garden Guide にも紹介されています。 
続いて、キャンディーガーデンに戻る前に、バスはプレイモントポイントからコボまで延びる美しい西
海岸に向かいます。キャンディーガーデンでは美しい花や植物をご覧いただけます。希望があれば、客
船まで見渡せるビクトリアタワーに上る鍵を博物館で手に入れることができます。 
最後の停車地は、個人的に所有されている邸宅です。この邸宅は、低木やヨーロッパブナを含む数多く
の木、そして美しいバラが特徴的です。その他にも、古いオレンジの栽培室や、ビクトリアのサボテン
温室などすべてが、セント・ピーターポートの美しい町に囲まれています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。草の上、不整地、転倒の可能性がある傾斜地で約 2時間

の歩行が含まれます。底が平ら履きなれたウォーキングシューズを強くお勧めします。 
 
 
カクテルと供に楽しむジン 
GIN WITH A TWIST 
ツアー番号：GCI032 
ツアー料金：大人＄６８～  
所要時間：約３時間 
 
埠頭から、サーク島やハーム島を見渡す素晴らしい景色を車窓にバスで港町のそばを通り抜けます。 
最初の停車地は写真を撮ったり景色を楽しむことができる美しいグランデス・ロックス湾です。その後
は、西海岸に沿って進みます。 
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ガーンジーの田舎に作られた特徴的な小さな教会を見るため内陸に向け進んでいきます。教会は 5.8m
×4.5m の大きさで貝殻や、小石、磁器などで飾られていて、同時に 3人までしか入ることができません。 
このツアーのハイライトは、圧巻のべラルースホテルでのジンの試飲です。ここが最後の停車地になり
ます。Wheadon のジンはホテルのオーナーである Luke Wheadon が作り出しました。このジンは画家ルノ
ワールが描いた Moulin Huet Bay 湾で集められた地元の材料を使って作られています。このツアーで、
ジンがどのように作られているのか知ることができます。また Wheadon の蒸留所で作られたジンはもち
ろん、その他世界中から集められたジンを試飲する機会があります。素晴らしいジントニックをお楽し
みください。 
埠頭に戻る途中、12 世紀のコルネット城の近くを通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。約 1時間の歩行が含まれます。底が平らな履きなれたウ

ォーキングシューズをお勧めします。参加されるお客様は 18 歳以上である必要があります。 
 
 
リンゴ酒農園 
ORCHARD CIDER FARM 
ツアー番号：GCI033 
ツアー料金：大人＄７２～  
所要時間：約２時間３０分 
 
メラ―一家の農園は、1998 年にリンゴ酒を作り始めました。農園に到着次第、果樹園を徒歩で案内して
くれる主人からおもてなしを受けます。一家は質の高い製品を作ることに熱心であり、果実酒作りに採
用している環境に配慮した工程を大事にしています。 
リンゴの果樹園を歩きながら、そこから作られる様々な果実酒を試飲してください。その際、ガーンジ
ーのチーズがビスケットや独自ブランドであるリンゴのチャツネと一緒に供されます。果樹園の有機栽
培の取り組みにより、すべての果実酒が自然素材で作られ、本来のリンゴの香りを楽しむことができま
す。 
このツアーは、ただリンゴの果樹園を見学するだけでなく、自然散策も兼ねています。途中、池で魚が
はねる光景や、トンボのふ化を見かけるかもしれません。また、猛禽類がしばしば頭上を飛び去り、数
羽を一度に見かけるでしょう。 
最後は船への短い移動で終わります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。約１時間の歩行が含まれます。底が平らな履きなれたウ

ォーキングシューズがお勧めです。参加されるお客様は１８歳以上である必要があります。野
生動物をご覧になれる保証はありません。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショアエクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショアエクスカーションに参加す

るお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショアエクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加するに

は独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショア

エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は注意

を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を求め

ます。お客様の健康、安全性と快適性が 重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ

加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、

お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションはいかなる天候でも催行されます。現地運

行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。

私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーシ

ョンについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してくだ

さい。 

すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、キュナ

ード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況でもエク

スカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責任を負

いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュ

ナード社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購

入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に短期の海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。

キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際に発生した損害に対し、

責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さ

い。 
 

ショアエクスカーションの代金 

ショアエクスカーション代金は米ドルで販売し、予告なく変更される場合があります。ショアエクスカーション代金は出発日や時間、

残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約されたツアーの代金は変更されません。事前

予約されたショアエクスカーション代金はクレジットカードに請求されます。ご乗船後に予約されたショアエクスカーション代金はお

客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込まれたショアエクスカーションの

取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の４８時間前までとなります。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によ

っては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは 低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーション内容書又は予約時にご

案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が

設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツ

アー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しかしながら場合によってはこの情報が変更になる場合

があります。ツアー内容書に追記されます。お子様のツアーチケットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と

同伴が必要です。 
 

出発時間と日程 

ショアエクスカーション案内書に記載された各ショアエクスカーションの所要時間はおおよそで、チケットに記載された出発時間は

後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の到着の遅延や特定のショア

エクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカーション案内書に記載されている箇所や訪

問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエク

スカーションの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。ツアー

は先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーにアクセスし、キャ

ンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取消が発生した場合は電子

メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤ

ージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パー

ソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちを

している場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点か

ら出発時間や料金などが変更になっている場合がありますのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーショ
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ンが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ

ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された

取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

乗船後ショアエクスカーションを取り消す場合、ショアエクスカーション取消締切日（通常該当寄港地到着の４８時間前）よりも前の

取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額返金いたします。

ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカード又はデビットカードへ

全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内

のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

ショアエクスカーション取消締切日(通常該当寄港地到着の４８時間前)より前に取り消す場合はツアーチケットをツアーオフィスに

ご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら返金できません。

全ショアエクスカーションには催行 低人数が設けられており、催行 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 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 良のバスを手配致

します。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで使用さ

れる飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とは

ツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される

車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

バスのステップを使って乗車が出来ない、又はスタンダードな車に乗れない場合はショア・モビリティー・アドバイザーに電子メー

ルでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアーの手配などの

助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バスのステップに乗るこ

とは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下

さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経

験や実践的情報が入ったツアー内容書をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式

車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを

手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがありますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはあり

ません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。

船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常

用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーは

お申し込みいただけない場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ

行います。 

 

情報の変更 
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェブサイ

ト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出来る限り事前

に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写された詳細や道具など特

定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

 

 


