クイーン・エリザベス
カナリア諸島クルーズ 13 日間
ショアエクスカーション案内

マデイラ
ラ・パルマ
グラン・カナリア島
ランザローテ島
リスボン

ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。
詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の
日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。
・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。
・ エクスカーションは事前予約が可能です。
その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。
船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。
船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。
・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。
・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。

[シンボルマーク]
英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。
ツアー選択の目安となさって下さい。
【健脚レベル：低】観光バス等によるツアー。
平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り下りを伴います。
【健脚レベル：中】上記よりアクティブなツアーです。
ある程度の距離の歩行や階段の上り下りを伴います。
【健脚レベル：高】さらに活動的なツアーです。
体力的に自信のある方のみにお勧めします。

【ショッピング】ツアー中に買い物のための時間をお取りします。

【食事付き】ツアーに食事が含まれています。

【休憩付き】ツアーに飲み物または軽食が含まれています。

【ファミリー】ファミリーにおすすめです。

【重要なご案内】
活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリング、カヤック、
ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいくつか含まれますことご承知くだ
さい。ツアーを申し込む際、例えば急発作、めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/
首の問題などの病歴がなく、心身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの
注意事項が記載されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康で活動に十分に
適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があります。活動的ツアーのため、
色々なリスクが伴います。エクスカーション供給会社の責任に影響を与えるか、または制
限する可能性がある文書に署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着
用ください。
責任
キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアーの手配をいたし
ます。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、代行はしません。キュナード
はエクスカーション供給会社を合理的で注意深くモニターをしますが、いかなる状態でも
エクスカーション供給会社より大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション
供給会社の過失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、損害、または傷
害の責任を負いませんのでご注意ください。
旅行保険
ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。お客様の責任で
適切な保険にご加入ください。

【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
カナリア諸島クルーズ

１３日間

ショアエクスカーション案内

マデイラ
MADEIRA
ファーマーズマーケットと植物園
FARMER’S MARKET AND BOTANICAL GARDENS
ツアー番号：FNC041
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄２３～（３～１２）
所要時間：４時間
フンシャルのもっとも美しく歴史的な見どころの景観の中をドライブします。途中、街中の喧騒を抜け、
自治広場、市庁舎、サンロレンツィオ城、サンタカタリーナ公園を眺めながら写真撮影の為にカラフル
な街並みを一望できる展望台に向かい走ります。地元の人々の生活の中心であるラブラドレス市場、フ
ァーマーズマーケットでガイドの案内の元エキゾティックな香りを追うと、小店にトロピカルフルーツ、
野菜、香り豊かな花が売られています。いくつかの地元の産物を試食しましょう。釣れたてのお魚もチェ
ックしましょう。季節により新鮮なマグロや黒太刀魚を見る事もあります。カメラをお持ちになる事を
お忘れなく。販売員の着ている色鮮やかな伝統の衣装や壁のタイルがこの地域を描き出しています。次
は美しい植物園の時間です。以前はリード家の個人的な住居でした。園内には世界各地から集められた
豊富な植物や花が植えられ、小道に沿って風そよぐテラス、ハーブ園、温室を廻り多くの希少植物や 地
元の植物を見る事ができます。植物園を出る前にフンシャルを見下ろす素晴らしい景色を満喫する時間
を取る事をお忘れなく。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。植物園ではガイドと共に園内を歩くか、自由行動に
するかをお選びいただきます。植物にはポルトガル語とラテン語の名札がついています。ツア
ー中は階段と坂があります。植物園の滞在時間は約 1 時間です。暖かいジャケットをお持ち
ください。

のんびり廻るマデイラの風景
LEISURELY SCENES OF MADEIRA
ツアー番号：FCN042
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄２２～(３～１２)
所 要 時 間：４時間
贅沢な景観を楽しむツアーは起伏の多い西海岸へのドライブで始まり、途中、ウインストン・チャーチル
卿が絵に画いた美しい漁村、カマラ・デ・ロボスを通ります。ユーカリの森を抜け、カボ・ジラオに到着
します。見事な展望台で、世界で２番目に高い海岸からそそり立つ絶壁をご覧ください。ここからは山の
斜面を切り崩し台地にした様子も眺めることができます。
ピコ・ドス・バルセロスでこの島の本来の美しさがわかります。フンシャルを遠くに望み、緑の丘陵に散
らばる周辺の村の景色をご覧ください。フンシャルの素晴らしい景色と南部沿岸を楽しんだ後は曲がり
くねった道をエイラ・ド・セラードに向かいます。短い登り坂でピコ・デ・セラード展望台に着き写真撮
影の小休憩を取ります。マデイラ島の最高峰や１６世紀にサンタクラーラの修道女が海賊の攻撃から逃
れる為に住んだとされる人里離れた村キュラ・デス・フレーラスを眼下に見る事ができます。エイラ・
ド・セラードの代表的なホテルの１つで休憩を取り、リラックスして自家製ケーキと共にお茶、コーヒー
またはマデイラワインをお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。展望台にはでこぼこ道や階段がありますが景色はバスの中
からでもご覧いただけます。ドライブの途中、急な坂のヘアピンカーブがありますのでめまいを
持病に持つ方には影響が出る恐れがあります。
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マデイラ

サイドカーツアー

MADEIRA SIDECAR TOUR
ツアー番号：FNC053
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供：お子様はご参加いただけません
所 要 時 間：２時間
あなたが風を感じ、鳥のような自由さが好きならこのツアーはあなたにぴったりです！マデイラは、自
然豊かなテラスの風景、壮大な花畑などの美しい景色で有名です。このツアーでは、これらを斬新な方法
でお楽しみいただけます。２つのルートとドライバーに関しては自分に合うものをお選びいただき、あ
なたのペースでスケジュールを決めることができます。１つ目のルートでは東に向かい、旧市街の雰囲
気、Pináculo のフンシャル湾の景色とキリストの武装した彫像があるガランジャウの両方をお楽しみい
ただけます。もう一つのルートでは西に向かい、カマラ・デ・ロボスの伝統的な漁村、まるで絵画のよう
な海辺、足元にガラスを１枚隔てただけの状態で海の上を５８０ｍ歩くことができる Estreito de Camara
と CaboGirão の風景をお楽しみいただけます。
ご案内：ツアー料金はバイク１台の値段です。大人１名分のチケットで２名様まで乗車することが出来
ます。参加者は８歳以上でなければなりません。サイドカーに乗り降りする際には動きやすさが
要求されます。旅行時の天候や交通機関の状態により、旅行のスケジュールが変更される可能性
があることにご注意ください。悪天候の場合は見通しの良い場所からの景色は保証されません。
各サイドカーは最大２名乗車できます。１人はドライバー（ガイド）の後ろに座り、もう１人は
サイドカーに座れます。

ディープシーフィッシング
DEEP SEA FISHING
ツアー番号：FNC010
ツアー料金：大人＄２８５～ 子供：お子様はご参加いただけません
所 要 時 間：４時間３０分
マデイラは釣りをするうえで大型回遊魚の移動ルートの理想的位置にあり、また、年間を通し様々な種
類の魚が生息しています。目標は主にマカジキ、ビンチョウ鮪、カジキです。運が良ければ、シロカジキ
とクロカジキに遭遇するかもしれません。初心者から熟練者までマデイラ周辺の美しさを背景に楽しい
釣りの経験をどうぞ。
大きな獲物が喰いつくのを待つ間、スナックとお飲み物をご用意しています。
ご案内：魚釣りをせず、ボートに乗る事をご希望のお客様は、ディープシーフィッシング・同乗者用 の
ツアーにお申し込みください。このツアーは初心者から経験者まで楽しめるツアーです。 妊娠
している方、お子様のご参加はできません。また腰に問題のある方のご参加はお勧めしません。
獲物が釣れることを保証することはできません。時期、その日の状況により異なります。お席に
限りがありますのでお早目のお申し込みをお勧めします。

ディープシーフィッシング・同乗者用
DEEP SEA FISHING – GUEST ONLY
ツアー番号：FNC034
ツアー料金：大人＄８５～ 子供：お子様はご参加いただけません
所 要 時 間：４時間３０分
ご家族・ご友人の連れとしてディープシーフィッシングツアーにご一緒に参加、ボートに同乗できます。
マデイラは釣りをするうえで大型回遊魚の移動ルートの理想的位置にあり、また、年間を通し様々な種
類の魚が生息しています。目標は主にマカジキ、ビンチョウ鮪、カジキです。運が良ければ、シロカジキ
とクロカジキに遭遇するかもしれません。マデイラ周辺の美しさを背景に、フィシングボートに座り、ど
うぞリラックスしてください。ご家族・ご友人が大きな獲物を釣り上げるのを待っている間、スナックと
お飲み物をお楽しみいただきます。
ご案内：このツアーはミニバスとフィシングボートにて行われます。このツアーはご家族・ご友人がツア
ーFNC010 にお申し込みのお客さまのみご参加可能です。FNC010 ディープシーフィッシングに
ご家族・ご友人がお申し込みにならずに個人的にお申し込みになる事は出来ません。ボートに同
乗することはできますが釣り自体に参加することはできません。妊娠している方、また腰に問題
のある方のご参加は適しません。獲物が釣れることを保証することはできません。時期、その日
の状況により異なります。お席に限りがありますのでお早目のお申し込みをお勧めします。ツア
ーお申し込み前に、本案内の【重要なご案内-ビーチ/ウォーターに関連して-】を必ずご一読く
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ださい。

トゥクシで廻るマデイラ・エコツアー
ECO CITY TOUR, TUKXI MADEIRA
ツアー番号：FNC039
ツアー料金：大人＄７０～ 子供：お子様はご参加いただけません
所 要時間：１時間
イタリア発祥のトゥクシは１９５０年代に流行った『甘い生活』でのライフスタイルの３輪車の現代版
の小さいカートです。今ではこの車はヨーロッパの他の地にも広がり、この移動手段は、真なる甘い生活
を再度作り出しています―良い生活、多くの楽しみ、きままさを象徴しています。
ガイドの案内の元ゆったりと腰掛けハーバーフロントまでの素晴らしい景観、一方に海をそしてもう一
方に広がる緑に点在する家々の景色をご覧ください。
旧市内に到着し美しく改修された家や地元レストランが立ち並ぶ細い道を走ります。市の商業的中心地
区にある賑わいのある車幅の広い道路、アベニダ・アリガとの違いを感じてください。道路端では伝統的
なカラフルな衣服をまとった美しい女性を探してください。この島のシンボルである有名な「パラダイ
スの鳥」を売っています、町の中心にはムニチピオ公園が広がり、建築の宝庫と言われる市庁舎も位置し
ています。
大きな車では見つけ出せない町の秘密の場所を見つけ出し、ソコロの展望台ではそびえ立つ崖やサンタ
カタリーナ公園を眺め、その下に素晴らしい港の景色が広がります。ツアー後も時間は十分にあります
ので、フンシャルを個人的に更に満喫してください。
ご案内：ツアー料金はトゥクシ１台の料金です。大人１名のチケットを予約した場合、３名様迄乗車可能
です。

ジープで冒険
JEEP ADVENTURE
ツアー番号：FNC024
ツアー料金：大人＄８９～ 子供：お子様はご参加いただけません
所 要時間：４時間
美しい景色を眺めながら小川を越え、渓谷に沿って曲がりくねった山道を走行。島固有の植物ラウリシ
ルヴァを観察する良い機会です。オフロードを走行する冒険のスリルを味わい、島の壮麗な景色を眺め
ながらガイドの興味深い説明に耳を傾けてください。ツアーの途中、軽い飲み物で休憩を取ります。
ご案内：走行の行程は現地の状況によって決めます。このツアーはバウンドの多い山道を走行しますの
で、怪我をしている方や健康上に問題のある方にはお勧めできません。妊娠中の方や１３才以
下のお子様は参加できません。各ジープはシートベルト付きですので、ベルト着用を必ずお願
いします。楽な服装でご参加ください。また、山の上は涼しいこともありますのでセーターか
暖かいジャケットをお持ちください。

お二人で楽しむレイズ・パレスのお茶
TEA FOR TWO AT REID’S
ツアー番号：FNC043
ツアー料金：大人＄１８９～ 子供:お子様はご参加いただけません
所 要時間：２時間
岸壁に専用車がお迎えに上がり、マデイラの最も伝説的なホテル、レイズ・パレスへお送りします。ドラ
マのような背景で、岬の突端の崖に据えたレイズはフンシャルワ湾の反対側の美しい眺望を提供してい
ます。前世紀に建てられ、完璧に保存された装飾は皆様を過去の時代へと誘う事でしょう。アフタヌーン
ティーで英国の神髄を経験してください。繊細なフィンガーサンドイッチ、焼き立てのスコーンと自家
製ケーキをお選びいただき、おいしいお茶と共にどうぞ。軽いお食事をとった後は、垂れ下がった葡萄の
葉や蔓がジェラニュームやハイビスカス、サルビアと共に青々と茂った南国の庭園を散策することもで
きます。
ご案内：ツアーは車で行われ、１台ごとの販売となります。大人お１人様がお申し込みになる事でお２
人様まで参加できます。ホテルの庭園には約２０段の階段と起伏があります。レイズ・ホテルで
は厳しいドレスコ・コードの指定があり、ジーンズ、Ｔシャツ、短パン、スポーツシューズ、サ
ンダルなどの軽装はお控えください。お茶を楽しむ場所はテラス又はカクテルバーとなり、到着
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時のご案内となります。

ケーブルカーとトボガン滑降
CABLE CAR & TOBOGGAN
ツアー番号：FNC011
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄３５～（４～１２）
所 要時間：４時間
以前は、アプト式小型歯車の鉄道で乗客をフンシャルから丘陵まで乗せ、海岸までの帰途にはトボガン
を使用しました。鉄道は１９３９年に廃止されましたが、オーストリアの企業が数多くの豪奢な家屋と
庭園で知られるモンテまでの交通機関としてケーブルカーを建設しました。フンシャルの駅は旧市街に
在り、フンシャルからモンテまでの所要時間は１５分です（ケーブルカーの乗り降りはスキーリフトと
同じしくみで、乗車時でも速度が少し落ちるだけで停止はしません）
。
昔ながらの柳で編んだ籠ソリに乗ってスリル満点のトボガン滑降を１０分間お楽しみください。運転係
員がトボガンと一緒に走り、押したり、舵を取ったり、ゴム底付きの長靴でブレーキを掛けたりしま
す。その後はバスで花に覆われた展望台のピコ・ドス・バルセロスまで走行し、島の東部の素晴らしい
景色を鑑賞します。
フンシャルに戻り、ワイン醸造所に立寄ります。辛口のセルシアルから甘いマルムジーに到るまで様々
な種類のマデイラワインをお試しください。
ご案内：ツアーはバス、ケーブルカー、トボガンで行われます。３歳以下のお子様はトボガン乗車の制
限によりこのツアーには参加できません。トボガンは観光客の人気の的ですので、行列が予想
されます。運動に向いた服装と靴をお履きください。トボガンに乗車後は運転係員の指示に従
ってください。トボガンは３人乗り（大人２人と子供１人）です。

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

サン・ビンセントの洞窟
THE CAVES OF SAO VINCENTE
ツアー番号：FNC037
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２５～（３～１２）
所 要時間：４時間
シントラの山に面した東側の斜面に位置するコラレスの小さな村は、地元のワイナリーとそこで作られ
る素晴らしいワインで有名です。コラレスのブドウは特別な気候のもとで育てられるので、小さなブド
ウ園で手作業によって栽培されています。これによりコラレスで作られるワインは、ポルトガルで最も
おいしいワインの一つと言われるような特徴的なものに仕上がります。
19 世紀に建てられた古いワインセラーの建物で、3 種類のコラレスで作られたワインの試飲をします。
コラレスの後は、大西洋に面したシントラの丘の上まで車窓に素晴らしい景色を眺めながら移動し、ロ
カ岬の頂上で停車します。ロカ岬はポルトガルとヨーロッパ大陸の最西端です。素晴らしい景色をカメ
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ラに収めることができます。
リスボンに戻る途中、素晴らしい海の景色をご覧になるでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。約４５分、歩きます。お子様は参加できません。ワイン
の試飲に参加される方は、１８歳以上である必要があります。

マデイラの庭園
THE GARDENS OF MADEIRA
ツアー番号：FNC047
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄５０～(３～１２)
所 要 時 間：約４時間３０分
キンタ・デ・パルヘイロの庭園はフンシャルから車ですぐのカマチャへ行く途中にあります。庭園は１８
世紀に当時庭を所有していた Conde de Carvalhal のために作られたもので、元の植物のいくつかは、ツ
バメの道を含め今日まで残っています。長年にわたり、多くの熱帯および亜熱帯植物が持ち込まれ、庭園
をマデイラの動植物の魅力的な象徴としています。この緑豊かな静かな場所にあるキンタのティーハウ
スでアフタヌーンティーをお楽しみください。あなたの花探しの冒険は、モンテパレストロピカルガー
デンへと続きます。世界各地の美しい木々を随所に見ることができる絶好の場所です。庭は７０，０００
平方メートルの面積をカバーし、多種多様な鯉が生息する池が数か所あります。また、世界の様々な地域
の植物を見ることもでき、旅行者に人気となっています。モンテパレストロピカルガーデンを訪れると、
歩道やその横の植え込みに沿って配置された大規模なタイルパネルのコレクションを見ることが出来ま
す。これらの特殊なパネルの歴史は１５世紀から２０世紀に遡り、ナショナル・タイル・ミュージアムの
後の国内で最も重要なコレクションと考えられています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ツアーは特別に Festival of Flowers クルーズ（V714）
のために設定されています。また、庭園内ではでこぼこした道やなだらかではない地面の上を歩
くことがあります。平らで歩きやすい靴の着用をお勧めします。

ラ・パルマ
La Palma
トロリー列車と徒歩で廻るサンタ・クルス
SANTA CRUZ TROLLEY TRAIN & WALK
ツアー番号：LPA010
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３８～（３～１２）
所要時間：２時間１５分
トロリ―列車に乗り町の景観ツアーへ。サンタ・クルス・デ・ラ・パルマの主要通りアヴェニーダ・マ
リティマを走行します。ヘッドセットを通したガイドの興味ある案内で、雑踏と活気のあるこの小さな
首都の姿があらわれます。コロンブスのサンタマリア号の複製バルコ・デ・ラ・ベルヘンが置かれて
いる場所から市内の徒歩ツアーが始まります。アラメダ広場やサン・フランシスコ広場、プラセータ・
ボレロなどの広場や通りを歩きます。ルネッサンス式の魅力的な２階建ての市庁舎、１７世紀の教会イ
グレシア・デル・サルバド―ルを眺めましょう。
サンタ・クルスの中心地では地元のバーで飲み物休憩を取った後、ジュノニア・ビジター・センターで
過去のカナリア諸島についてのガイドツアーを行います。
ご案内：このツアーはトローリ―列車と徒歩にて行われます。ツアー中ガイドの案内の元、徒歩にて石
畳とデコボコ道を約１時間半歩きます。楽な服装で、底が平らで歩きやすい靴をお履きくださ
い。
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バギーに乗ってパルマを冒険
LA PALMA BUGGY ADVENTURE
ツアー番号：LPA017
ツアー料金：大人＄２１３～ 子供：お子様はご参加いただけません
所 要時間：２時間３０分
バギーが待っているエル・リャニトの村迄景観ドライブを楽しみます。安全と走行についての簡単な説
明を受けた後、ヘルメットを被り、自分で運転するバギーに乗車します。
メインロードを通り、マゾへと出発します。上部山道に着くとオフロード経験が始まります。先導バギー
に従って走り、ブレナ・アルタとブレナ・バハ地方の岩の多い、起伏の激しい地域や、クンブレ・ヌエボ
の地質学的地域を縦走します。豊かな植物や豊富な種類の花々の間を抜けて走るスリルをお楽しみくだ
さい。アリダネ渓谷を横切る際には素晴らしい景観をお楽しみになると同時にラ・パルマを取り囲む周
囲の美しさを堪能することになるでしょう。バギー体験の後は、ミニバスで埠頭へと戻ります。
ご案内：このツアーはミニバス、バギー、徒歩によって行われます。定員数が限られているため早めのご
予約をお勧めします。このツアーはバギー１台単位でのお申込で定員は２名です。お互い譲りあ
い運転を行ってください。チケットはお１人様分のみお申込みください。１８歳以上で、有効な
運転免許書の提示が必要です。同乗者の最低年齢は８歳です。ヘルメットが用意されていますの
で必ず着用してください。重量制限があり、最大９５．２５キロとなります。怪我をしている方、
デコボコ路の走行が身体に影響するような状態の方にはお勧めできません。参加者は丈の長い
ズボンを着用してください。着ている物が汚れたり、破れたりすることもあります。履きやすい、
底の平らな靴をお勧めします。足の先が見えるような靴の着用はお控ください。日焼け止め、サ
ングラス及び飲料ボトルをご用意ください。走行中はトイレがありません。バギーの引き渡し場
所にのみトイレが設置されています。

絹、景観と砂糖邸宅
SILK, SCENERY & SUGAR ESTATE
ツアー番号：LPA028
ツアー料金：大人＄８０～ 子供：お子様はご参加いただけません
所 要時間：４時間１５分
バスに乗りリラックスして景観ドライブをお楽しみください。山間部を走りワイナリーとバナナ農園を
抜けエル・パソの村へ向かいます。短時間の徒歩にてシルク博物館を訪れ５００年続く伝統的な絹織物
を見学します。ここはヨーロッパで唯一今でも古い手法が保存されている場所です。美しいく作られた
衣類に感動する事でしょう。また、この島出身の有名靴デザイナーマノロ・ブラニクは地元の絹を使っ
た絶妙な靴を創り出しました。そして続いては美しく保存された１７世紀の砂糖邸宅、ホテル・ハシェン
ダ・デ・アバホです。野菜農園と植物園に囲まれ、邸宅には多くの絵画コレクション、家具や陶磁器が展
示されています。なかでも最大のコレクションを誇るのは絨毯の展示です。ガイドの案内の元、幾つかの
部屋を見学し、その後大西洋を眺めながらお茶とお菓子をお楽しみいただきます。
サンタ・クルスの町に戻る前に途中、ラ・グロリエタ広場で休憩を取り、地元の作家ルイス・モレラによ
る素晴らしいモザイク画を写真に収めます。
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、階段を含む平らな舗装路を歩きます。

ラ・パルマの中心
THE HEART OF LA PALMA
ツアー番号：LPA002
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２９～（３～１２）
所要時間：４時間３０分
バスに乗りリラックスしながら、短時間のドライブでサンツアリオ・ベルヘン・デ・ラス・ニエヴェスへ。
小さな漆喰の教会には最も聖なる島の守護聖人「雪の聖母マリア」の像があります。
壮観な景色を眺めながら山道を走行し、ラ・カルデラ・デ・タブリエンテに到着。国立公園に指定されて
おり、噴火口の幅は８キロで、その縁は島の北から南まで広がる山の尾根にまで広がっています。火口は
実際の火山の噴火によってできたものではなく、噴火によって起きた侵食によってできました。火事に
強い特殊なカナリア松が森林を形成しています。このあと、休憩を取り、地元の軽食を楽しみます。帰途
にミラドール・デ・ラ・コンセプシオン展望台で短時間停車します。海岸線に沿って島の北方まで見渡せ
る息をのむような景色をお楽しみください。
ご案内：ツアーはバスと徒歩にて行われます。荒れたデコボコ道を約４５分歩きます。適切な靴を履き、
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高度が上るにつれて風が冷たく、強くなりますので（季節にもよります）、セーターなどの暖か
い服をご用意ください。このツアーはめまい症の方には適しません。国立公園の石や植物の持ち
出しは禁じられています。公園内は禁煙です。またトイレ施設はありません。気温が非常に高く
強風の場合には安全の為国立公園の入場に制限を加えることがあります。この場合には公園を
一望できる、タザコルテ村訪問に変更となります。

ラ・パルマゆっくり観光
LEISURELY LA PALMA
ツアー番号：LPA018
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２９～（３～１２）
所 要時間：４時間
バスに乗り景観ドライブを楽しみながら、島の西方向、アリダネ渓谷の上部地域へと向かいます。この地
域は島の最高地点であり、又魅力的なエル・パソの町の中心です。到着後、小休止をして町の周りを楽し
みましょう。エル・パソを離れ短時間のドライブでラ・グロリエタ広場へ。マンリケ王の弟子であったこ
ともある地元の作家ルイス・モレラによる作品を見る事ができます。ランザローテで見る事の出来るマ
ンリケのデザインを思い起す独特でカラフルなモザイク画の床を眺め、写真に収めます。
その後、ラ・パルマの南端へと向かい、フェンカリエンテの地元レストランでお茶、コーヒー又はソフト
ドリンクを頂きながら休憩を取った後、港へ戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアー中ほとんど歩くことはありませんが、バスの乗
り降りに階段があります。ドライブ中はヘヤピンカーブが幾つかあり、めまい症の方にはお勧め
できません。

火山とワイン
VOLCANOES & WINE
ツアー番号: LPA005
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２９～（３～１２）
所 要時間：４時間
葡萄園、松の木々や小さな村を過ぎ、流れる溶岩でできた小川を通り、火山が圧倒する南部の奥地へと走
行します。有名なワイン製造地域フェンカリエンテに到着し、サン・アントニオ火山を訪れます。ここで
クレーターの縁を歩いたり、ビジターセンターの周辺をご散策ください。典型的なワイン店を訪れ、地元
産の赤と白のワインを試飲します。試飲したワインを購入することもできます。
短期間のドライブでマソのエル・モリーノ陶器センターへ。古い風車の中にあるベナオリータの人たち
の独特な陶器は現在でも大事に複製されています。大切なお土産をお買い求めになれる土産品店もあり
ます。
ご案内：このツアーはバスで行われます。火山の近くの道はデコボコや砂利道で狭く、また、坂道もあ
ります。道には手すりや仕切りがありませんのでガイドの指示に従い、路の端側には近付かな
いでください。エル・モリーノ陶器工房には急な坂と階段があります。暖かい服装をして歩き
やすい靴をお履きください。このツアーはめまい症の方には適していません。火山周辺での歩
行はご随意です。

火山ハイキング
VOLCANO HIKE
ツアー番号：LPA029
ツアー料金：大人＄７１～ 子供：お子様はご参加いただけません
所 要時間：５時間
バスに乗りリラックスして変わりゆく景色をお楽しみいただきながら島の最南端へ向かいます。あふれ
る緑の景色が黒と黄土色火山岩層へと移り変わります。
ハイキングはカナリア諸島の中で２番目の大きさを誇るワインセラーを持つロス・カナリオスいう小さ
な村から始まります。ガイドと共に３０００年の歴史を持つサン・アントニオ火山の噴火口へと歩き進
みます。灰に包まれた道をカナリア諸島の中では一番最近に出来たテンギアという雄大な赤い山に向か
い登ります。いくつかの場所ではマグマの温かさと岩の間を通してでてくる匂いを感じる事でしょう。
肥沃な火山層によって育ったブドウから年間約１００万リットルのワインが作り出されています。峰の
頂上からは南部と西部海岸の壮大な景色が広がります。
火山岩の流れに沿ってラ・パルマ最南端の塩田群とフェンカリエンテ灯台へと降りて行きます。小さな
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湾のクリスタルに光る透明な水に浸かり気分をリフレッシュしてください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩によって行われます。体力に自信のある方のみご参加ください。ハイキ
ング時間は約３時間です。起伏の激しい、デコボコ道や坂道に時間と努力を要するでしょう。ハ
イキング用の登山靴と重ね着をお勧めします。帽子、日焼け止め、飲料水をご用意ください。１
３歳以下のお子様はご参加いただけません。海に入るのは泳ぎに自信のある方のみとし、下に水
着を着用しタオルをお持ちしてご参加ください。ビーチに着替え施設はありません。

４輪駆動バスで行く原生自然ツアー
WILDERNESS 4x4 BUS ADVENTURE
ツアー番号：LPA030
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄５９～(３～１２)
所 要 時 間：約５時間３０分
４輪駆動バスで埠頭を出発し、生い茂る草木を横目に見ながらラスブレナスの丘に向かいます。途中で
島の主要な山脈であるクンブレ・ヌエバを見渡すことができます。そして Refugio del Pilar とクンブ
レ・ヌエバに向かって進みます。国立公園を横切っていくとミラドール・デル・ジャブレの景観スポット
に到着します。撮影スポットで立ち止まり、アリダーネ渓谷、カルデラ・デル・タブリエンテ、クンブレ・
ヌエバの丘の景色をお楽しみください。その後には、火山地帯を通ってフエンカリエンテに続く道があ
ります。サンフアン火山に立ち寄って、流れ出している溶岩の壮観を楽しみましょう。最後に、サンアン
トニオの火山があるフエンカリエンテの町に到着する前に、近くのピクニックエリアでカナリア島なら
ではの軽食をお楽しみください。
ご案内：このツアーは４輪駆動バスで運行されます。妊娠中の女性や怪我をしている方、揺れる乗り物が
苦手な方にはこのツアーはお勧めできません。ツアーお申し込み前に、本案内の【重要なご案内】
を必ずご一読ください。

グラン・カナリア島
GRAND CANARIA
グラン・カナリアのんびり観光
LEISURELY GRAN CANARIA
ツアー番号：LPS007
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２９～（３～１２）
所 要 時 間：４時間３０分
ラス・パルマスの港を出発して、主要なリゾート地、プラヤ・デル・イングレスまで南に向かって景観ド
ライブを楽しみます。途中、小休止をして素晴らしいマスプロマス砂丘や周囲の海岸の景観をお楽しみ
頂きます。
その後、活気に満ちた近代的なプエルト・リコのリゾートを一望する展望台へと向かいます。このリゾー
トには、沢山の休暇用アパートが海から続く険しい崖の上に建てられています。この景観を楽しむため
に、写真撮影のための小休止があります。
このツアーの仕上げには、最小で最も美しい南のリゾート、プエルト・モーガンを訪れます。ここで約１
時間の自由時間を取り、小さいけれど静かで、フレンドリーなリゾートをお楽しみ頂きます。港の周りを
散策したり、お土産店で買い物をしたり、又は小さなカフェで寛ぎながら行き交う人々を眺めたりした
後、船へ戻ります。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。たっぷりお楽しみ頂くために、幾らかの歩行が必要となりま
す。バスの乗り降りには階段があります。金曜日にはプエルト・モーガンで市場が開かれます。
そのため、バスの駐車が制限され、通常よりは町の中心までの歩行距離が長くなります。買物に
はユーロが必要です。ドライブは曲がりくねった車道を走行しますのでめまい症の方には適し
ません。途中、トイレ休憩はありません、必要な場合はプエルト・モーガンでカフェやレストラ
ンの施設をご利用ください。
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トレイル・ハイキング＆ワイン
WALKING TRAILS & WINE
ツアー番号：LPS030
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄７２～（３～１２）
所 要 時 間：４時間
車窓よりゆったりと景色を楽しみながら、途中いくつかのワイン畑を通り抜けカルデーラ・デ・バンドー
マに向かいます。知識豊富なガイドと共に、松の木、オレンジ、イチジクの木の生い茂るトレイルを歩き
クレーターに向かいます。ユーカリの香りを嗅ぎながら、人気のない農家や、段々畑の輪郭などこの地区
ならではのユニークな光景を目にするでしょう。１７世紀に、世界で唯一のクレーターの住人と考えら
れたオランダの起業家によってここにブドウの木が植えられました。軽食でお腹を満たした後、バンド
ーマの頂上まで登り素晴らしい北部と西部沿岸の景色を眺めます。ハイキング終了後はワイナリーに向
かいワインのティスティングが待っています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。デコボコな砂利道と階段を含む道を約１時間半歩き
ます。平らでつま先の閉じた歩きやすい靴と重ね着できるものをご用意ください。飲料水と日焼
け止めもお勧めします。ツアーは天候状況に左右され、急にツアー取り消しになる場合もありま
す。

四輪駆動車でのアドベンチャー（昼食付き）
4x4 ADVENTURE
ツアー番号：LPS031
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６５～（６～１２）
所 要 時 間：７時間３０分
屋根なしの４輪駆動車に乗り南岸を走り、写真撮影のためマスパロマス砂丘へと向かいます。緑深い渓
谷やトロピカルフルーツ農園を抜けます。見逃してはならない景色はラスニーナス・ダムの自然が創り
出す美しい景色です。ドライブを続け、松林と山村へ、千本ヤシの谷と呼ばれるファタガ渓谷へとたどり
着きます。
地元のレストランにてカナリア地方の昼食をお楽しみください。リフレッシュした後、ラス・パルマスに
戻る前の最後のフォトストップはグリエテ観光名所です。
ご案内：このツアーは四輪駆動車と徒歩にて行われます。走行ルートはオフロードと通常道路の両方が
入ります。妊娠している方や６歳未満のお子様はご参加いただけません。お体の具合の良くない
方やけがをしている方はデコボコ道を走りますのでお勧めしません。また、めまい症の方にも向
かないツアーです。ラスニーナス・ダムの代わりに Sorreuda Dam を訪問する可能性があります。
ジープに乗る際には高いステップがあり、８人乗りで内側に向かったベンチタイプのシートで
す。屋根や扉がないオープンタイプとなります。ツアーお申し込み前に、本案内の【重要なご案
内】を必ずご一読ください。

２ヵ所停車の自由散策ツアー
TWO STOP ON YOUR OWN
ツアー番号：LPS023
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄１８～（３～１２）
所 要 時 間：７時間
人気のリゾート地区マスパルモスはどこまでも続く砂丘の本場として有名です。到着後は思い思いにお
過ごしください。海で泳いだり、ショピングをしたり、もしくは町を散策してみてください。その後、プ
エルト・モーガンへ向かいます。グラン・カナリアで最も小さく、最も南に位置するリゾートです。滞在
中はお店を覗いてショッピング、港近くを散策もしくは小さなビーチに行かれて泳ぐこともできます。
それぞれのリゾートには、沢山のカフェがあります。ご希望であれば、飲物や昼食を各自お楽しみくださ
い。
各リゾートを訪れた後は決められた時間に決められた場所にご集合の上バスに再乗車となります。
ご案内：ツアーはバスと徒歩にて行われます。ガイドは同行しません。昼食や飲み物代、施設への入場料
は含まれていません。集合時間、場所を必ず控えておいてください。お時間を過ぎてお戻りのお
客様を待つことはできませんのでご注意ください。乗車時間は片道約１時間で、２つのリゾート
の滞在時間はそれぞれ約２時間です。プエルト・モーガンへのドライブは曲がりくねった道路の
走行が含まれますので、めまい症の方には適しません。どれだけ歩くかはお客様の判断です。バ
スの乗降には数段の階段があります。日曜、祭日は商店は閉店となります。プエルト・モーガン
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では金曜日には市が開かれます。そのためバスの駐車が制限されますので、通常よりは町の中心
までの歩行が長くなります。買物にはユーロをご利用ください。水泳をご希望の方は、水着、タ
オル及び日焼け止めをご用意ください。水泳の前の飲酒はお控え下さい。地元業者が各種ウォー
ター・スポーツの販売を行っています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結んでいな
い事をご承知おきください。

グラン・カナリア

ハイライトツアー

HIGHLIGHTS OF GRAN CANARIA
ツアー番号：LPS029
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２９～（３～１２）
所 要 時 間：４時間
バスにゆったりと座り、グラン・カナリアの必見観光地、バンダマ・センターへ。展望台から北東部の海
岸と西部の山脈を眺めます。続いては洗い出した白壁の家々と地元特有のバルコニーが可愛らしい村テ
ロールへ。ガイドと共に「聖母パイン」を祭る大聖堂へ。羊飼いたちが聖母マリアの幻影をみてからグラ
ン・カナリアで最も重要な教会の１つとなっています。
テロールの村にてアルーカスに向かう前に自由時間を取りますので地元の手工芸品店などを覗いて気ま
まにお過ごしください。鮮やかな白い家々と堂々たる小塔の教会がある歴史的な町アルーカスは傑作建
築の町です。マルキーズ庭園を訪れなくしてこの町に来た意味はありません。カナリアとトロピカルな
植物で埋め尽くされたロマンチックな庭を歩き、島の特産であるバナナリキュールを試します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。曲がりくねった道をドライブしますので、めまい症の
方には適しません。テロールとアルーカスは石畳でデコボコしています。歩きやすい靴でご参加
ください。日曜日のテロールは混雑が予想されツアー時間が長引く場合があります。マルケサス
庭園入り口付近には２２段の階段がありまた内部にも幾つかの階段があります。地面は砂利道
と舗装路があります。テロールの大聖堂は予告なしに閉じている事があります。教会内では肩や
膝を覆った適切な服装をしてください。

ランザローテ島
LANZAROTE
プエルト・デル・カルメンへの送迎
TRANSFER TO PUERO DEL CARMEN
ツアー番号：LAN002
ツアー料金：大人＄３４～ 子供＄１８～（３～１２）
所要時間：４時間３０分
ランサローテ島南端の最も長い歴史を誇るリゾート地プエルト・デル・カルメンまで送迎します。到着
後は自由気ままにビーチリゾートを楽しんだり、バーやカフェ、レストランでリラックスしたひと時を
お楽しみください。ショッピングが目的のお客様は衣服、靴、電気製品、お土産物などバラエティーに
富んだお店が立ち並び、お楽しみいただけます。
思い思いの時をお過ごしいただいた後は決められた場所と時間にエスコートが皆さまをお迎えし、船ま
でお送りいたします。
ご案内：このツアーはバスにて行います。リゾート内を歩く時間は参加者それぞれの裁量におまかせい
たします。このツアーには観光ガイドはつきませんので、昼食や飲み物代、観光場所の入場料
などは含まれていません。現地通貨のご用意をお勧めします。送迎は英語を話すエスコートが
お世話をいたします。日光浴用のビーチ・マットやビーチ・パラソルが必要な場合はそれぞれ
５ユーロ位でレンタルする事が出来ます。お帰りの待ち合わせ場所と時間はくれぐれもお間違
えの無い様にお願いいたします。時間に遅れた方をお待ちする事は出来ませんのでご注意くだ
さい。このプエルト・デル・カルメンのビーチでは地元業者が各種ウォーター・スポーツのサ
ービス提供をしています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結んでいない事をご承
知おきください。
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マンリケの魔法（少人数グループでのツアー）
THE MAGIC OF MANRIQUE - SMALL GROUP TOUR
ツアー番号：LAN004
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３０～（３～１２）
所 要時間：４時間３０分
セサール・マンリケは疑いなくカナリー諸島で最も重要な芸術家といえるでしょう。画家、建築家、彫刻
家として知られ、彼はまた芯からの環境保護論者でもあり、近代建築物の兆候をすべて嫌っていました。
北へ向かい、ハメオ・デル・アグアの洞窟を見学します。火山活動の結果出来上がった洞窟とセサール・
エンリケの建築の才能が合体したものです。小さい目の退化した蟹を探しましょう。ここの海水にのみ
生息する世界的にも珍しい蟹です。
サン・バルトロメ近くで、もう一つのセサール・マンリケの創作物、カンペシーノの記念碑を見学します。
農民の記念碑として、ランザローテで何世紀にも渡り農場作業に従事する男女に敬意を表し制作された
ものです。セサール・マンリケの家を訪問します。そこには彼の真の才能の縮図が示されています。セサ
ール・マンリケの家の基礎部分は火山活動によって造られた火山岩に半分覆われ、見事な白と漆黒に塗
りつくされています。マンリケの死後、家は彼の個人的なコレクションを展示したアートギャラリーと
して公開されています。火山岩の景色が広がる様子を大きな窓からご覧ください。深呼吸しましょう。溶
岩があなたに向かって流れてくる様に見えます。家の建てられた１８世紀の溶岩の流れを確認しましょ
う。階下には１７００年代の火山爆発の際の火山活動で造られた“溶岩泡の部屋”があります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行います。階段や、でこぼこ道を２時間程、徒歩にて廻ります。セ
サール・マンリケの家は屋根が低くできていますのでご注意ください。

火の山
MOUNTAIN OF FIRE
ツアー番号：LAN001
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２８～（３～１２）
所要時間：４時間
ランサローテの中心は恐ろしい赤と黒の火山、
“火の山”で、その容姿がこの島を支配しています。かつ
てこの島の住民の命を奪った休火山、火の山は、今ではランサローテの最大の見所の一つとなっていま
す。 制服を着た係員が地殻の下の猛烈な圧力を示し、火山はいまだに消滅しておらず、休眠状態である
ことを見せてくれます。血のような赤黒い火山錘で覆われた黒い不毛の溶岩灰の忘れられない光景の中
をドライブします。月の表面はかくやと想像力を掻き立てる風景です。農業というよりは芸術を思わせ
るような半円形の石壁に保護されたブドウ畑が点在しています。ランサローテの地元ワインを味わって
頂くために”ボデガ“に立ち寄ります。船へ戻る途中で、アロエ・ヴェラ農園に少しだけ停車します。
ご案内：火の山の上は風が強い場合もあるので、羽織るものかジャケットをお持ちください。火の山国立
公園は人気の観光名所のため、入場に時間がかかる場合もあります。つま先の隠れる、歩きやす
い靴がお勧めです。このツアーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の表面は所々
坂道になっています。

ラクダ乗りと「火の山」
CAMEL RIDE & FIRE MOUNTAIN
ツアー番号：LAN003
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３５～（３～１２）
所要時間：４時間３０分
全ての年齢層の方にお楽しみいただけます。ひとこぶラクダで約３０分間月面の様な火山砂漠の、赤と
黒の火山岩の続く曲がりくねった道を「火の山」まで進みます。地熱実験では地表下に隠れる恐ろしい熱
の強さにご注目ください。ラゲリアのワイン地区で地元ワインを味わって頂くためにワインショップ（ボ
デガ）に立ち寄ります。試飲及びお買い物をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスとラクダによって行われます。火の山の上は風が強い場合もあるので、羽織る
ものかジャケットをお持ちください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間がか
かる場合もあります。 つま先の隠れる、底の平らな歩きやすい靴をお勧めします。このツアー
は曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の表面は所々坂道になっています。ワインの
試飲は１８歳以上に限られます。
11

北部探検
DISCOVER THE NORTH
ツアー番号：LAN007
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄３０～（３～１２）
所要時間：４時間
ドライブで島の北部を訪ね、美しい景色の中古代の都市テギーゼを訪れます。
テギーセは土地の人たちにとってはのんびりと休暇を楽しめる場所です。訪問者にとっても昔に戻った
気分で歴史や、伝統的な建築物や、習慣を面白く味わうことができます。
美しい風景、透明に澄んだ水、
“千本の椰子”渓谷の圧倒的な眺めが特徴のこの地域の首都、ハリアで
休憩します。展望台ミラドール・デ・ロス・エレチョスでは素晴らしい眺望が楽しめます。天気の良い
日には、プンタ・ムヘーレス村やアリエタ村を望むことができます。
芸術家セサール・マンリケはかっては地表にある水穴であったものを、感動的な火山の洞窟、神秘的な
地下の水庭園、ハメオス･デル･アグアへと変貌させてしまいました。地下の湖を見渡す屋根のない洞窟
を螺旋階段で降りましょう。透明な水の中に目が退化した白い蟹が生息しているのを見つけることがで
きます。戻る曲がりくねった路を通って地上にでるとそこには輝く透き通った青色のプールがありま
す。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、沢山の急な階段とでこぼこした砂利道があります。洞窟
内見学のために、はき心地の良い、滑りにくい靴をお勧めします。念の為上に羽織るものかジ
ャケットをお持ちください。

隠れたランザローテ
HIDDEN LANZAROTE
ツアー番号：LAN019
ツアー料金：大人＄５８～
所 要時間：４時間３０分

子供＄３０～（３～１２）

北に向かって走行する途中で、かつての首都で歴史的にも建築学的にも重要な場所と認定されたテギーセ
を訪問します。ハリア展望台からは北端に連なる主要な島とそれを取り囲む島々の息を呑む様な眺望を楽
しむことができます。
次に向かうのがオルゾラという村に抱かれる様な場所にあるアロエ・ヴェラ農場です。アロエ・ヴェラは温
暖地区の典型的な植物で、ランサローテ島においては特によく育つ植物です。 この植物は、多目的に使用
され、ヴィタミン、鉄分、プロテインのような貴重な物質を含んでいます。また、傷からの感染を防ぐとと
もに、スキンケアーの貴重な成分もあり、経口薬にもなります。農場訪問の途中ではアロエ・ジュースやア
ロエ酒をお試しになる機会があります。
マンリケのサボテン庭園にはランサローテ、アメリカ、マダガスカルで発見された１００種類以上の
１５００本を越えるサボテンがあります。庭園そのものは、古代ローマ時代の円形劇場のような、見事な石造
りの囲いとなっていて、珍しい植物の素晴らしい背景となっています。この地域では、１００年以上にわたっ
てコチニール甲虫が養殖されています。 甲虫はサボテンに生息し、その幼虫からは貴重な赤色の有機着色
剤コチニールが抽出され、以前はカンパリのような飲物の着色に使用されていました。思い思いに庭園の
散策を楽しんだ後は園内のカフェでお飲み物をとりながらリラックスしたひとときを、お過ごしいただ
きます。その後はバスで港への帰路につきます。
ご案内：このツアーでは約１時間半、石畳みやでこぼこ歩道、砂利道などを徒歩で移動する行程が含まれます。
歩き易い靴をお勧めいたします。

リスボン
LISBON
３か所での自由時間
FREE TIME AT THREE SITES
ツアー番号：LIS178
ツアー料金：大人＄３４～ 子供＄２０～（３～１２）
所要時間：４時間
ベレンを象徴する場所には、リスボンの有名なモニュメントや歴史的な建物があります。発見のモニュ
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メントで停車します。また、歩道に堂々と建っているベレンの塔を見ることもできます。
ジェロニモス修道院はポルトガルのマヌエル様式の建物の代表例です。修道院とその庭園を見学した
り、ポルトガルの有名な菓子店のパステル・デ・ベレンを訪れるためにここで停車します。
最後の停車地は、リスボンの繁華街の中心であるコメルシオ通りです。少しの間歩くと、数々の店、レ
ストラン、カフェなどが軒を連ねるリスボンで最も大きな広場である黒馬広場につきます。
賑やかなアウグスタ通りの歩道は地元の人たちも、観光客も同様に待ち合わせ場所として人気の場所で
す。
様々な店をのぞいた後、指定された時間に集合しバスに乗車します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーはガイドなしで行われ、食事や入場料は
含まれていません。入場料はその場所でお支払いください。バスにお戻りになる場所と時間に
ご注意ください。バスは、遅れたお客様を待たずに出発します。それぞれの場所での観光時間
は約４５分～１時間です。歩く距離はお客様の予定で異なります。バスに乗り降りする際に、
段差があります。商店は日曜と祝日は閉まっています。博物館や史跡などは予告なく閉館にな
る場合があります。買い物にはユーロがお使いになれます。

電動自転車で行くリスボン
LISBON BY E-BIKE
ツアー番号：LIS198
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄５２～(１０～１２)
所 要 時 間：約３時間
電動自転車は斬新な旅行手段で、色々なことをもっと簡単に行いたいとお考えの方にぴったりです。桟
橋で運転ガイドと会い、説明を受けた後にリスボンの通りを出発します。アルファマやモウラリーアの
旧市街など、リスボンの名所をお楽しみください。リスボンの大聖堂も見ることができます。また、
Commerce Square と BelémHistorical Quarter を通ってタグス川沿いを走ります。乗車中に水のボトル、
エネルギーバー、果物が提供されます。
ご案内：このツアーは電動自転車と徒歩で行なわれます。１０歳未満の子供、妊娠中の女性や背中に問題
を抱えている人は参加することができません。約１１４キログラムの重量制限があり、参加者は
少なくとも１４７センチメートルでなければなりません。電動自転車は通常の自転車に似てい
ますが、走ることによって充電される小さな電気エンジンが前輪に搭載されています。参加者
は、以前に通常の自転車に乗った経験があり、身体的に健康でなければなりません。乗車は２時
間半ほど続き、硬い地面の上を通過します。すべての参加者はヘルメットを着用しなければなり
ません。

リスボンハイライトとエストリル海岸
LISBON HIGHLIGHTS & COAST OF ESTORIL
ツアー番号：LIS193
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２０～（３～１２）
所要時間：３時間３０分
テージョ川沿いをドライブし、狭い通りがある古いバイシャ地区に向かいます。両側に庭園とちょっと
変わった白と黒の石が敷かれた石畳などで有名な自由通りを含む名所を通ります。エドワード 7 世公園
に立ち寄り、リスボンと街を取り囲む丘の景色をご覧ください。
エストリルでは自由時間を設けますので、プロムナード沿いを散策したり、カジノの庭園を鑑賞したり、
ゆったりと地元のカフェでのんびりしたりお楽しみください。
リスボンに戻り、有名なベレムの塔とゴシック様式のジェロニモス修道院をご覧になり、大航海時代に
活躍したポルトガル英雄に敬意を表して作られた発見のモニュメントで写真タイムを設けます。ここか
ら吊り橋や川の対岸に建てられたキリスト像を見ることができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。エストリルは、ほとんど石畳の道です。エストリルの海
岸のプロムナードへは徒歩にて約２００メートルです。エストリルでの自由時間でプロムナー
ドに行く予定の方は徒歩で２００メートルの移動となります。
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ケル―ス宮とカスカイス
PALACE OF QUELUZ & CASCAIS
ツアー番号：LIS024
ツアー料金：大人$５７～ 子供$３７～（３～１２）
所要時間：４時間
シントラの村、南東に位置する丘の上にあるケルース宮は素晴らしい建築物の一つです。その宮殿は、１
７４７年に、ペドロ三世として知られるようになる、ドムペドロが王家の別荘として建てたもので、のち
にケルース宮と改名されました。
バロック式の噴水、彫像、遊戯場をもつ庭園は今ではケルース宮を代表するものになっています。ケルー
ス宮を訪れている間、それらをご自由に散策しお楽しみください。
カスカイスに向かう前に、ギンショ・ビーチを見渡せる場所に止まり、写真を撮る機会があります。湾を
一望する景色に感嘆することでしょう。カスカイスでは、絵画のように小さい町の路地の散策を楽しむ
か、地元のカフェでゆっくり座ってコーヒーをお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。カスカイスの交通規制によりバスに乗り降りしていた
だく場所は、町の中心部から歩いて約１５分の場所で、戻りの道には、わずかな傾斜がありま
す。履きなれたウォーキングシューズをお勧めします。フラッシュを使った撮影は禁止されて
います。

巡礼地ファティマへの旅（少人数グループでのツアー）
A JOURNEY TO FATIMA – SMALL GROUP TOUR
ツアー番号：LIS181
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄８８～（３～１２）
所要時間：５時間３０分
テージョ平原と闘牛の町ヴィラ･フランカを抜け、国際的に知られる巡礼の地ファティマへ向かいます。
地元の民間伝承によると、近くの村に住む３人の羊飼いの子供がコヴァ･ダ･イリア(平和の谷)の小さな
樫の木の上に「光の聖母」が浮かんでいるのを見たといいます。そして、それは５ヶ月間同じ日に現れた
後、今度は７万人以上の目撃者の前で空に奇跡を起こしたということです。今日では、世界中からたくさ
んの人々が奇跡を求めてファティマを巡礼しています。古い有名な聖堂では、３人の羊飼いの子供、ルカ
サントスと二人の従弟ジャシンタとフランシスコ・マルトが眠っている場所を見る事ができます。また、
聖母マリアが子供たちの前に現れたとされる場所に建てられた新しい大聖堂と三位一体教会を訪れる機
会を設けています。自由時間で各自昼食をとり、地元の店で土産物などをお買い求めください。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。このツアーにはガイドは付かず、ファティマまで
の道中、バスの運転手が英語にて皆様のご質問等に対応します。ファティマまでのドライブは約
１時間１５分です。比較的平坦な道を３時間程歩きますがご自分のペースで調整していていた
だけます。昼食は含まれていません。古い大聖堂では修復工事が行われています。旧塔、絵画、
ステンドグラスの見学には制限がありますのでご了承ください。

市内ドライブと海洋水族館
CITY DRIVE & OCEANARIUM
ツアー番号：LIS186
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３９～（３～１２）
所要時間：４時間
リスボンは歴史ある旧世界の都市と同時に現代的な首都でもある２面を持ち合わせている都市で、素晴
らしいコンテンポラリー建築が融合しています。
パルケ・ダス・ナソンイス地区は最もモダンな地区で、ポルトガルで行われたエキスポ９８国際博覧会の
跡地です。博覧会の目玉は海洋水族館でしたが、現在でも残されており世界最大級の海洋水族館です。
海洋水族館に到着後、自由時間を設けますので、海洋水族館や付近の庭園を自由に見学してください。巨
大な中央タンクは世界の海洋生物を見学することができ、その他４つのタンクには南氷洋、太平洋、イン
ド洋、大西洋のそれぞれの海洋生物が見られます。サメやエイ、カマスなどを含む２００種類以上の１万
５千の海洋生物が生息しています。広大な５万４千枚の手書きの陶製タイルには海洋相が表されていま
す。
現代のリスボンを体験した跡は、中央地区に向かい活気のある旧市街を車窓より見学いただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。水族館内の表示はポルトガル語と英語です。水族館での
滞在時間は約２時間１５分の予定で、徒歩と立ち見見学となり、階段が含まれます。水族館内で
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はフラッシュを使用した撮影は禁止されています。

リスボンの景観とベレン
PANORAMIC LISBON & BELEM
ツアー番号：LIS025
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２０～（３～１２）
所要時間：２時間
このツアーは町中を歩き回ることなくリスボン市を観光することができます。ベレン地区に入り大統領
官邸、ジェロニモス修道院、ベレンの塔そして発見のモニュメントなどが見えてきたら、カメラをご用意
ください。
１８世紀に作られ最近までリスボンに水を送るために使われていた、１７キロメートルにも及ぶ石造り
の水路を見ながら、各国の大使館が位置する高級住宅地を通り抜けます。市街を一望する眺めを楽しめ
る展望台で止まります。
その後、有名な自由通りをロッシオ広場まで走り、ギュスターブ・エッフェルの弟子が設計した、サン
タ・ジュスタのリフトを見ます。最後にリスボンでも指折りの広場の一つである黒馬広場を見学します。
このツアーは落ち着いてリスボンの景観を楽しみたい方に最適なツアーです。
ご案内：このツアーはバスで行われます。ベレンの塔でお手洗いに行かれる際は段差があります。

シントラ、ギンショとカスカイス
SINTRA, GUINCHO & CASCAIS
ツアー番号：LIS031
ツアー料金：大人$５８～ 子供$２３～（３～１２）
所要時間：４時間３０分
周囲を取り巻く山々の美しさを詩人に称えられたシントラの村は最も高い丘の上にある旧王宮の眺めが
有名です。この地域は一時ムーア人や王族に支配されていたポルトガルで最も古い入植地の一つであっ
たため、異なる支配階級のお城や宮殿が村のあちこちに点在し、それがこの村に独特の興趣を添えてい
ます。自由時間を各自のペースでお過ごしください。
ギンショ･ビーチでは写真撮影のために停車しますので、この機会を最大限に生かし、素晴らしい景色と
ヨーロッパ大陸最西端のロカ岬をカメラに収めましょう。
その後、元々は古い漁村が人気のリゾート地となったカスカイスへ。美しいカスカイス湾に沿って、20 世
紀初頭の家並みが現代的な建物と混ざり合い、楽しい雰囲気を作っています。自由時間で通りを歩き、景
色を楽しんだり、地元のお店を覗いたりしましょう。
帰途はテージョ川を隔てる沿岸通りをドライブし有名なエストリルの村を車窓からご覧ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。シントラの通りは険しい石畳の道なので、ご注意くださ
い。ツアーの行程は逆になる場合があります。カスカイスの交通規制によりバスの乗車場所は、
町の中心部から歩いて約１５分の場所で、戻りの道にはわずかな傾斜があります。カスカイスの
商店は日曜と祝日は閉まっています。

コラレスのワイナリーとロカ岬
COLARES WINERY & CAPE ROCA
ツアー番号：LIS188
ツアー料金：大人＄５６～ 子供：お子様はご参加いただけません
所 要 時 間：約４時間
シントラ山脈の東斜面に位置するコラレスの小さな村は、地元のワイナリーやワインの生産にとって重
要な場所です。特殊な気候条件下で生産されるコラレスのブドウは、小規模のブドウ園で栽培され、手作
業で収穫されています。そして、ポルトガルで最高のワインのひとつとされる独自のワインが生み出さ
れます。コラレスワイナリーでのワインテイスティングは、１９世紀に建てられた古く美しいワインセ
ラーで行われます。ここでは、彼らが作り出すワインを３種類試飲します。コラレスを発ちドライブで景
色を楽しみましょう。シントラの丘周辺を抜け、大西洋沿岸に向かいます。ポルトガルとヨーロッパ大陸
の最西端のロカ岬の崖の頂上で停車します。素晴らしいパノラマ景色の写真を撮る準備をしましょう。
リスボンへ帰るためハイウェイに乗る前に、グニチョの岩が横たわる海岸の美しい景色を眺めることが
できます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。徒歩で移動する時間は約４５分です。子供は参加するこ
とができません。ワインを試飲するためには、１８歳以上でなければなりません。
15

家族でリスボンへ
LISBON FOR FAMILIES
ツアー番号：LIS194
ツアー料金：大人＄４５～ 子供＄３０～（３～１２）
所要時間：４時間
このツアーは子供も大人も楽しめるように考えられています。家族全員の思い出に残る体験になるでし
ょう。バスの出発前にマスコットがお出迎えしてくれます。
ツアー中には、クリストファー・コロンブス、バルトロメウ・ディアス、ヴァスコ・ダ・ガマ、彼らの重
要な発見について学びます。
“発見のモニュメント”ではエンリケ航海王子について学びます。ジェロニモス修道院では、双方向型のゲ
ームに参加し、歴史を肌で感じることができるでしょう。
ベレンの塔では、地元のカフェでポルトガルの甘くておいしいお菓子を試食し、現地の文化に触れるこ
とができます。旧市街に到着後は、市街中心部を通る狭くて趣のある道を散策します。ここで、帰る前の
短い自由時間を楽しみましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。緩い斜面や階段を含む場所を、ゆっくりと２時間程度歩
きます。ツアーに申し込んだ子供たちには、一部ずつ小冊子が配布されます。このツアーには、
子供のエンターテイナーと公式ツアーガイドが同行します。平らで歩きやすい靴の着用をお勧
めします。甘いペストリーは支給されますが、飲み物は支給されませんので、ペットボトルの水
のご用意をお勧めします。

トゥクトゥクから見るリスボン
SEE LISBON BY TUK TUK
ツアー番号：LIS196
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄５６～(６～１２)
所 要 時 間：約３時間
トゥクトゥク（３輪タクシー）に乗り桟橋を出発して、より身近でプライベートな都市の旅を楽しむこと
ができます。リスボンは２つの面を持つ都市であり、乗車中には近代的な面と歴史的な面の両方を楽し
むことができます。通りを旅行するときは、その雰囲気にぜひ浸ってみてください。街の素晴らしい建築
物やタグス川の向こう側の素晴らしい景色を楽しんだ後は、狭い路地とでこぼこした道の通りがある旧
市街に戻って歩きましょう。ツアー中には道路沿いの写真スポットで何ヶ所か写真を撮ることができま
す。また、リスボンの有名なカスタードクリームケーキを試食する機会もあります！
ご案内：このツアーはトゥクトゥクで行われます。このツアーの空きは非常に限られているため、早期予
約をお勧めします。このツアーでは、１人あたり約９５キログラムの重量制限があります。トゥ
クトゥクは４人乗りです。６歳未満の子供は参加できません。トゥクトゥクは互いに向かい合う
設計となっております。トゥクトゥクは旧市街のでこぼこした地面の上を走り、乗り物は多少揺
れることがあります。首や背中に問題がある方や、揺れる乗り物が苦手な方にはお勧めできませ
ん。このツアーではあまり徒歩では移動しません。しかし、でこぼこした道等のルートを約１８
０メートル歩く必要があります。また、このツアーは雨天決行です。

陸と川から見るリスボン
LISBON BY LAND & RIVER
ツアー番号：LIS005
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄４９～(３～１２)
所要時間：３時間
陸と川面の両方を満喫できる完璧なセット・ツアー。市内の中心部を見た後、テージョ川のゆったりとし
た遊覧クルーズをお楽しみください。お飲み物を楽しみながら名所の数々を眺めます。
景観ツアーではポンバル公爵広場、自由通り、黒馬広場、ロッシオ広場など市の中心にあるリスボンの名
所を巡ります。地震による壊滅状態から復興したバイシャ地区を見て、エドワード７世公園の展望台か
らの素晴らしい景色をご覧ください。川から眺めるリスボンの魅力をとらえるのにカメラは必携です。
リバークルーズでは中世の街並みが残る地域をご覧ください。ゴールデンゲートブリッジを思い出させ
る見事な吊り橋の下を通り、キリスト像を写真に収めましょう。ツアーのハイライトはべレン地区の川
岸に沿っての遊覧です。ここからその昔帆船が発見への大航海に出発しました。その史跡の数々は川か
ら見ると特に素晴らしく、発見のモニュメント、ユニークなベレンの塔、華麗なゴシック様式のジェロニ
モス修道院などがあります。
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ご案内：このツアーはバス、ボート、徒歩で行われます。徒歩による観光は僅かです。ボートに乗るには
数段の階段があります。川の遊覧クルーズの時間は１時間半です。ツアーの行程は逆になる場
合があります。

市電とバスで巡るリスボン
LISBON BY TRAM & COACH
ツアー番号：LIS012
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄６２～(３～１２)
所要時間：３時間
リスボンで最も有名で代表的な交通機関である市電は見逃せません。車中でウェイターがポートワイン
や伝統的なペストリーを給仕するユニークな市電ツアーは大人気です。このツアーではリスボンの見所
を更に味わっていただく為、由緒ある市電から近代的なバスに乗り換えてパノラマ観光を楽しみます。
市電に乗り、７つの丘を持つ大都市をのんびりと巡ります。国会議事堂、大聖堂、サンタルシア展望台な
ど、
「旧市街」とテージョ川の数多くの名所をご覧ください。エストレラ広場で伝統衣装をまとったウェ
イターに別れを告げ、バスでツアーの第２部をはじめます。印象的なゴシック･マヌエル様式のジェロニ
モス修道院の前では、ガイドがこの堂々たる建物の説明をします。近くには同じく印象的で贅沢な装飾
のベレンの塔やエンリケ航海王子とポルトガルの素晴らしい発見の旅を記念した発見のモニュメントが
あります。
ご案内：このツアーは市電とバスによるツアーです。市電乗車の際には比較的高めの階段を上ります。

魅力的なオビドス村
CHARMING OBIDOS
ツアー番号：LIS032
ツアー料金：大人＄４１～ 子供＄２９～（３～１２）
所要時間：４時間３０分
迷路のように通る古風な石畳の小道と明るい色で塗られた家々、咲き乱れる花が溢れ、オビドスはどこ
をとっても写真撮影に最適の場所です。実際にこのロマンテッィクなオビドスは 1282 年、村全体がデニ
ス王と花嫁イザベルの婚礼の場として使われました。
中世の城壁をくぐると、村の中心に１２世紀の城が堂々と聳え立ちます。旧要塞と王宮は最近ポルトガ
ルの七不思議の一つに選ばれました。徒歩でのツアーにて可愛らしい道を歩き、白壁のサンタマリア教
会を通ります。その後、自由時間を設けますのでオビドスを自由に散策ください。隠れた小道など、写真
のモチーフには事欠きません。お土産探しには街のメインストリートのディレイタ通り（RUA DIREITA）
が最適でしょう。種類豊富な工芸品や特産物、手染めのタイル‘アズレージョ’や地元で作られたリキュ
ールなど扱うお店が並びます。道路に面する小さなカフェに腰掛け、中世の雰囲気を楽しむのも素敵で
す。ポルトガルの田舎を車窓に、喧騒のリスボンに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。オビドスまでは車で約１時間１５分です。このツアーは
比較的平坦な石畳の道を２時間程歩きます。履きなれたウォーキングシューズをお勧めします。

リスボンの景色とアンヒビアスダック
LISBON SIGHTS & AMPHIBIOUS DUCK
ツアー番号：LIS195
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄４９～(３～１２)
所 要 時 間：約２時間３０分
水陸両用車に乗り、リスボンの街をドライブしてコマース広場、リバティーアベニュー、マルケスデポン
バルのような名所を楽しみましょう！ジェロニモス修道院で一旦足を止め、その素晴らしい景観を楽し
みましょう。市内の有名なカスタードクリームケーキを試食する機会もあります。次は BelémQuay に向
かいます。そこではあなたの運転手がガイドとなり、いよいよタグス川に入っていきます！ゆったりと
船に揺られながら、発見のモニュメントとベレンの塔の側を通ります。そして今度は水上からジェロニ
モス修道院をもう一度見られるチャンスがあります。陸地に戻ったら、港へドライブで戻り水陸両用車
体験は終了します。
ご案内：このツアーは水陸両用車、ダックで行われます。このツアーにはあまり徒歩での移動はありませ
ん。しかし、水陸両用車に乗る際には急な階段を５段上がる必要があります。車椅子用の収納ス
ペースはありません。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
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る場合があります。
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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いかなる天候でも催行されます。現地運行業
者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達
は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションに
ついての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。
すべてのショアエクスカーションに関連した損失、損害または傷害がキュナード社の法的義務違反から生じる場合を除き、キュナー
ド社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいかなる状況でもエクスカ
ーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/不作為について責任を負いま
せん。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュナード
社はショアエクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購入はあく
までもお客様と売主との責任となります。

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

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

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

ショアエクスカーションの順番待ちについて
多くのショアエクスカーションは定員が定められており、落胆されない為に事前にお申し込みいただくことをお勧めします。ツアーは
先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザーにアクセスし、キャン
セル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにクルーズの出発前に取消が発生した場合は電子メ
ールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤー
ジ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パーソ
ナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをして
いる場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発
時間や料金などが変更になっている場合がありますのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り
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上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。

取消料と払戻し
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ
ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された
取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。
(i)事前に支払い済みのツアー

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

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

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

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

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

情報の変更
パンフレットとウェブサイト上の情報はキュナード社のプランと趣旨が描かれ、作成時の情報となっております。その為ウェブサイト
上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出来る限り事前に
通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写された詳細や道具など特定の
活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。
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