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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。 

・ 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。 

【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。 



ヴィーゴ 

VIGO 

バイヨーナ観光
BAYONA LA REAL 
ツアー番号：VGO001 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２２～（３～１２） 
所要時間：約３時間４５分 

コロンブスの新大陸発見のニュースは１４９３年にこの港に着いたピンタ号によって伝え
られました。バイヨーナ村は現在では人気のある夏のリゾート地で、１６世紀の素晴らし
い要塞は改造されて 4つ星のパラドールホテルになっています。 
バイヨーナに向かう景観ドライブの途中、ヴィーゴの最高地点の一つラ・グイアの丘に立
ち寄ります。ここでは街や入り江そしてクルーズ船の素晴らしい光景を堪能できます。 
バイヨーナに到着後、パラドール・コンデ・デ・ゴンドマールにて素晴らしい景観を楽し
みながら、紅茶やコーヒー、ソフトドリンクと一緒に地元のスペイン風おつまみのタパス
をご賞味ください。 
その後は旧市街地を訪れ、ドミニカ修道院、ミセリコルディア礼拝堂や今では市庁舎とな
っているロレンツォ・コレアの館などを見ながら趣ある石畳の道を散策します。 
ツアーの最後の自由時間で、地元のお店など覗いた後、海岸道路を通りヴィーゴの街に戻
ります。 

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、バイヨーナの旧市街の凸凹の石畳の上を約
20から 30分歩くことが含まれます。自由時間を希望する場合はガイド同行の徒歩観
光から抜けることができます。軽食を取る場所までは１０分程緩やかな上り坂と数
段の階段があります。 

サンティアゴ・デ・コンポステラ
SANTIAGO DE COMPOSTELA   
ツアー番号：VGO005 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄２５～（３～１２） 
所要時間：約５時間 

壮大なサンティアゴ大聖堂はキリストの使徒ヤコブの記念碑であり、９世紀に彼の遺骨が
ここで発見されたと云われています。一時はエルサレムとローマに次ぐ第３番目に重要な
巡礼の地とされ、その素晴らしい聖堂には毎年５０万人もの巡礼者が集まります。 
大聖堂は４つの立派な広場に囲まれていて、それぞれの特徴についてガイドが説明します。
巡礼者が今もなお市内に着くと必ず足を踏み入れる印象的なオブラドイロ広場に感嘆しま
しょう。 
時間が許せば地元の店でお土産品のお買い物をお楽しみいただけます。 
軽食は１５世紀に建てられたパラドール・ホスタル・デ・ロス・レイエス・カトリコスで
頂きます。 
サンティアゴ・デ・コンポステラは間違いなくガリシア地方のハイライトであり、ヴィー
ゴ港に寄港するならば絶対に見逃せない観光地です。 

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われ、凸凹で石畳の路や大聖堂の階段などを比較的
長時間歩きます（約２時間）。軽食を取る場所には限られた数しか椅子がありませ
ん。大聖堂の中ではガイドの説明はありません。大聖堂の中では控えめな服装を
してください。ミサが執り行われている間は見学や写真撮影は禁じられています。
サンチャゴ・デ・コンポステラへは片道約 1時間 15分の道のりです。大聖堂は２
０１７年中復元作業が行われています。 
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ゆっくりとヴィーゴの景観を楽しむ 

LEISURLEY VIGO VIEWS
ツアー番号：VGO016 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄２２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間 

バスは市内の曲がりくねった通りを走行し、ラ・グイア・ヒルへ。ここからはガリシアの
田園地方の風景や、無数のムール貝養殖場が趣を添える湾の景色が広く見渡せます。 
引き続き市内を走行し、エスパニャ広場やアメリカ広場にあるエレガントな建物の正面を
車窓から楽しみます。圧巻の噴水や、漁師の銅像や野生の馬の銅像を含む数々の素晴らし
い彫像や記念碑をガイドが示してくれますので、カメラのご用意をお忘れなく。 
１７世紀のカストレロス公園ではフランス様式の素晴らしい庭園をご自由にご散策くださ
い。この庭園内にある１６２０年に建立された宮殿は最近修復され、キニョーネス・デ・
レオン市営博物館になっています。（外観のみ見物） 
ヴィーゴに戻る前に１９世紀のガリシアの田舎の邸宅、パソ・ロス・エスクドスに立ち寄
ります。現在では５ツ星の高級ホテルになっており、１５世紀～１９世紀のガリシアの一
族の紋章の素晴らしいコレクションを保有しています。種々の典型的なスペインのタパス
をワイン、コーヒー又は紅茶、ソフトドリンクをご賞味いただき、雄大な景色をお楽しみ
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、多少歩きますが道はほぼ平坦で砂利で
舗装されています。庭園には数段の段がありますが、段差を踏まなくても景色は
楽しめます。 

シエス諸島自然保護区
CIES ISLAND NATURE RESERVE 
ツアー番号：VGO019 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 

ガリシアの大西洋の海岸線に沿って４０分の船旅をし、海岸地方の目玉の一つであるシエ
ス諸島を目指します。船でゆっくりとくつろぎ景色を堪能している間に、ガイドがシエス
諸島に関する知識を教えてくれます。
シエス諸島はかつて海賊が出入りしていましたが現在は無人の自然公園となっており、
様々な動植物、自然歩道、野鳥観測所や魚にあふれた礁湖があります。
島々を散策する時間は３時間ほどあり、ロダス・ビーチで泳いだり日光浴をしたり、ある
いはガイドと共に１．６キロほど（１時間２５分程度）アルト・ド・プリンシペまで散策
することもできます。このアルト・ド・プリンチペまでの道はロダス・ビーチから緩やか
に傾斜して崖まで続いており、崖からはシエス諸島の素晴らしい景色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の観光となります。動き易い服装で参加の上、日焼け
止めクリームを持参してください。船旅には軽いジャケットを着ることをお勧め
します。船の乗り降りには７段の階段があります。歩きなれた平底のウォーキン
グシューズをはき、飲料水を持ってきてください。お菓子は島で購入することが
できます。島にあるいくつかの浜辺は着衣なしで過ごせる場所がございます。 
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徒歩でまわるヴィーゴ 小グループツアー
EXPLORE VIGO ON FOOT-SMALL GROUP TOUR  
ツアー番号：VGO112 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所要時間：約２時間１５分 

ヴィーゴの街を体験するなら徒歩で周るのが最適です。モンテロ・リオス通り沿いをゆっ
くり歩けば、ジュール・ヴェルヌの像を見ることができます。彼は有名な小説「海底二万
里」の第２章でヴィーゴの美しい湾を舞台にしました。その後コンセプシオン・アレナル
通りを歩きコンポステーラ広場と庭園へ向かいます。地元の雰囲気とモダニスト様式の建
物をご堪能ください。 
可愛らしいカフェで足を止め、紅茶やコーヒーと地元のお菓子で休憩をします。 
休憩後は引き続きガイドと共に街の中心へ向かい、「お金の交差点」と呼ばれる交差点、現
代美術館、プリンチペ通り、ガルシア・バーボン劇場の前を通り、エル・シレノ（男の人
魚）と呼ばれる印象的な彫像に導かれつつ、街の中心にある広場プエルタ・デル・ソルに
行きます。 
さらに旧市街に向かい、憲法広場、セステイラス通り（籠作り通り）、聖母マリア教会を通
ります。 
最後は有名なオイスター・ストリートの通過時に、牡蠣の殻開け職人の女性たちの笑顔に
出会えるでしょう。 

ご案内：このツアーは埠頭より徒歩でのみ行われる観光で、階段や坂道や凸凹道が含まれ
ます。歩きなれた平底のウォーキングシューズをお勧めします。ツアー後は、街
中にとどまることもできますが、ご自身で船にお戻りください。 

サンチャゴ・デ・コンポステラ 自由観光
SANTIAGO DE COMPOSTELA ON YOUR OWN  
ツアー番号：VGO114 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１８～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 

サンティアゴ・デ・コンポステラに向かう車内では、バスの座席に身体を預けてくつろぎ
ましょう。走行中は地元のエスコートがスペインで最も美しい都市の一つと言われるこの
素晴らしい都市についての概要を説明します。 
サンティアゴ・デ・コンポステラは古くからヨーロッパの巡礼の中心地として世界的に有
名であり、目を見張るようなバロック調のファサードを持つロマネスク様式の壮大な大聖
堂が都市の中心にあります。そのほかにも歴史ある大学や、ロマネスク様式のサンタ・マ
リア・デル・サル教会、へルミレス宮殿など、たくさんの見所があります。 
このツアーは参加者が自由に計画することができ、自分の時間を最大限に使って魅力的な
都市を楽しめるものとなっています。ツアー中の３時間が自由時間となっており、参加者
が思い思いに歩きまわることができます。 

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーには往復の移動代のみが含ま
れ、入場料や飲食代などは含まれていません。サンチャゴ・デ・コンポステラま
では片道 1時間 15分の道のりです。バスの中で地図が配られます。バスの下車地
点からエスコートと一緒に徒歩で約 15分の移動で大聖堂の目の前にある大きな広
場のオブラドイロ広場へ到着します。ミサの最中は室内の訪問と写真撮影はでき
ません。エスコートが決めた時間にオブラドイロ広場に再集合し、バスの駐車場
まで徒歩で移動しヴィーゴに戻ります。 
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トロリー列車周るラ・トハ島
LA TOJA ISLAND BY TROLLEY TRAIN  
ツアー番号：VGO116 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄２８～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 

ガルシア地方で最もスタイリッシュなリゾートの一つ、ラ・トハ島へ景観ドライブをしま
す。スペイン本土と橋でつながるラ・トハ島は国際リゾート地で、温泉スパと静かなライ
フスタイルで有名で、夏になると大勢の著名人がここを訪れます。 
オ・グローブの小さな漁村でトロリー列車に乗車し、シンプルに無理なく人気の地域を観
光します。４５分ほどトロリー列車に乗り、美しいラ・トハ島へ橋を渡り、アロウサ湾の
素晴らしい景色を満喫することができます。 
トロリー列車を降り、少し歩いたところのホテル・ルクソ・イソラ・デ・ラ・トハでは、
選りすぐりの極上タパスを地産のワインと共にお楽しみください。 
その後は自由時間となり、散策やショッピングをするなどしてお過ごしください。ご自分
へのご褒美に島で有名なバス製品の購入してみたり、訪問の思い出にお土産物を覗いたり
するのもよいでしょう。 

ご案内：このツアーはバス、トロリー列車と徒歩で行われます。徒歩による観光の時間は
お客様次第で、ホテルからお土産屋までは５～１０分程歩きます。ホテルへは１
０段の階段があり、車いす用のスロープがあります。お土産屋や屋台ではユーロ
のみご利用になります。ラ・トハ島へは片道１時間１５分の道のりです。 

ウォーターフロントでのセグウェイ体験
SEAFRONT SEGWAY RIDE  
ツアー番号：VGO118 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄５８～（８～１２歳） 
所要時間：約１時間 

波止場で知識豊富なセグウェイのインストラクターと合流し、セグウェイ乗車の訓練を受
けた後、海岸通りの楽しい 1時間の旅に出発します。 
セグウェイに乗り、ヴィーゴの美しい海岸エリアを周ります。アベニダ・プロムナードを
通り、エストレッラ広場に到着します。ここよりモンテロ・リオス通りからコンポステー
ラ庭園に向かい、お写真タイムを設けます。青々と緑豊かな庭園には様々な植物や木が植
えられており、ヴィーゴの喧騒から離れたのどかな時間を過ごすことができます。 
海岸通り沿いを走り、途中に街のヨットクラブを通って埠頭に 戻ります。 

ご案内：このツアーはセグウェイで行われ、体重約 38㎏から 114㎏の方が参加いただけま
す。8歳以下のお子様と妊娠中の女性はご参加いただけません。走行距離は約 1.5
㎞です。このツァーは体力がある方に向いており、途中揺れる為怪我をしている
方や体調が悪い方には向きません。平底の爪先がとじた靴の着用をお勧めします。
ボトル入りのお水を持参し、日焼け止めを付けることをお勧めします。ヘルメッ
トは配られ着用が義務付けられています。 
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ガリシアのルーツを辿る
GALICIAN ROOTS  
ツアー番号：VGO122 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄５８～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間３０分 

テラス・ガウダ・ワインセラーへ向かう旅路はゆったりとくつろいで青々としたガリシア
の景観を満喫しましょう。ワインセラーでのツアーでは、アルバリーニョの白ワインの独
特なワイン製法の過程をすべて学び、そこで作られている多種多様なワインを試飲します。 
サンタ・テクラ山では歴史をさかのぼり、ガリシアに根付くケルトの起源を探索していき
ましょう。紀元前１世紀頃のケルト人の定住を示す独特の丸い岩壁の住居の遺跡があり、
カメラに収めることができます。さらに山からはミーニョ川の河口やポルトガルとスペイ
ンの自然によって作られた国境を一望できる壮大な景色が広がっています。 
続いてバヨーナの歴史ある村に行き美しいホステル・コンデ・ドゥ・ゴンドマールに入り
ます。このホステルは１６世紀に造られた要塞の中にあり、伝統的で美味なガリシア料理
のランチには最適な場所となっています。 
その後はバヨーナの石畳の旧市街を知識豊富なガイドと一緒にのんびりと散策しましょう。
俗世間から離れたドミニカ修道院、ミセリコルディア協会そして現在は市役所となってい
るロレンツィオ・コレアの館を通りましたら、ヴィーゴに帰るまでの間地元の店を見て回
る自由時間があります。 

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。徒歩による観光時間は２時間程あり、凸
凹道が含まれます。歩きなれたウォーキングシューズをお勧めします。バヨーナ
のテラス・ガウダ・ワインセラーでの買い物の際は地元の通貨もしくはクレジッ
トカードの持参を強くお勧めします。自由時間を希望する場合はバヨーナでのガ
イド同行の徒歩観光から抜けることができます。 

完全サンティアゴ・デ・コンポステラ 小グループツアー
COMPLETE SANTIAGO DE COMPOSTELA – SMALL GROUP TOUR  
ツアー番号：VGO124 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４８～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 

歴史都市サンチャゴ・デ・コンポステラはガリシアで最も有名で華々しい世界遺産の街で
あり、荘厳なロマネスク様式の大聖堂があります。大聖堂には聖ヤコブの墓所があり、何
千ものキリスト教の巡礼者が「聖ヤコブの道」を歩きガリシアを横断する聖地巡礼の最終
目的地となっています。 
小グループで知識豊富なガイドと共に大聖堂内を見学します。教会内部の見事なデザイン
に驚嘆しつつ、主祭壇と聖ヤコブの像をじっくりご覧ください。狭い階段を降りて地下室
には、聖ヤコブの遺骨が葬られていると信じられている場所があります。 
続いて大聖堂内博物館行くと、素晴らしい考古学上重要な展示されており、サンティアゴ・
デ・コンポステラの豊かな歴史を示しています。 
都市に来る巡礼者の中心地であるオブラドイロ広場、そして華麗な装飾が施された「馬の
噴水」があるプラテリアス広場で写真撮影の為に立ち止まります。旅の最後はパラドール・
ホステル・ドス・レイエス・カトリコスで美味しいカナッペをワインと共にお召し上がり
ください。 

ご案内：このツアーは凸凹で石畳の路や大聖堂の階段などを含む約２時間の徒歩による観
光が含まれます。大聖堂内では混雑を防ぐためにイヤホンガイドを使用します。
ミサが執り行われている間は見学や写真撮影は禁じられています。地下聖堂内の
写真撮影は禁止されています。大聖堂は２０１７年中復元作業が行われています。
サンチアゴ・デ・コンポステラへは片道約 1時間 15分の道のりです。 
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ガリシアの歴史ある庭園
GALICIAN HISTORICAL GARDENS 
ツアー番号：VGO129 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３３～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 

ヴィーゴ港からの短い景観ドライブの後は、ソウトマイヨールの城で自然植物の空間を楽
しみましょう。ガイドと共にツバキやツツジ、樹齢千年のクリの木、古来のセコイア、ナ
ンヨウスギ、ヒノキやカシを見つけることができます。ソウトマイヨールの城は１２世紀
に建てられ保存状態もよく、ツアーでは城の城内を散策しましょう。 
次はスペインが６００年前に公認した３人の貴族のうちの一人が建てた、パゾ・デ・ルビ
アネスという館に向かいます。ガイド付きのツアーで豪華な内装を見た後、およそ４．４
ヘクタールあるのどかな庭園を散策します。庭園には８００種類ものツバキが見られ、幾
何学模様の迷路のような場所や、ブドウ園なども見ることができます。 
ブドウ園では実際に生産されているパゾ・デ・ルビアネスの白ワインを試飲することがで
きます。スペインオムレツやエンパナーダ（ガリシアのパイ）、地元のチーズなどのタパス
料理と一緒にお召し上がりください。 

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われ、１１月～４月の月曜日に参加することができ
ます。徒歩での移動が多く、階段や凸凹道の移動も含まれます。パゾ・デ・ルビ
アネスではユーロと主要なクレジットカードのみ利用できます。 

リア・デ・ヴィーゴでゴルフ
GOLD AT RIA DE VIGO 
ツアー番号：VGO130 
ツアー料金：大人＄１４５～ 子供＄１４５～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 

ランデ海峡を通り、ヴィーゴ湾側の丘の上にあるリア・デ・ヴィーゴ・ゴルフクラブに行
きましょう。ゴルフ場では貸出用クラブとバギーと軽食が渡されます。 
リア・デ・ヴィーゴのゴルフ場は、スペインで有名なゴルフコースをいくつか手掛けた建
築家ラモン・エスピノーサによるデザインです。パー７２のコースで、バックティーまで
約６キロあります。難しいコースですが滑らかなトラックとなっており、池が６つと沿っ
た川が一つあります。 
お茶休憩後、すべてのラウンドを制覇したいと思うでしょう。ご自身の試合後も、ヴィー
ゴ湾の素晴らしい景色を楽しみながら練習することもできます。 

ご案内：プレー料金、クラブとバギーの貸出料、４０球のゴルフボール、軽食の料金は全
てツアー代金に含まれています。軽食にはサンドイッチ、果物、飲み物が含まれ
ます。ゴルフに適した靴と服装で参加下さい。クラブのショップにある軽食、飲
み物、お土産、ゴルフボールなどはユーロで購入することができます。ツアーに
参加する際、事前にこの冊子の記号案内の段落の下にあるアクティビティ・ツア
ーの項目を参照してください。 

リスボン 

LISBON 
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エストリルビーチ
ESTORIL BEACH 
ツアー番号：LIS004 
ツアー料金：大人＄３８～ 子供＄２０～(３～１２歳) 
所要時間：約４時間 

一日の過ごし方に、静かな海と美しい砂浜で知られているエストリルビーチに行くよりよ
い選択肢はないでしょう。エストリルビーチはとても美しい景勝地です。大西洋の暖かい
海水で泳ぎ、ゆっくりと座ってくつろぎながら太陽の日差しを浴びるというのはいかがで
しょうか。有名なカジノやその庭園だけでなく、たくさんの店やバー、レストランといっ
た店舗が軒を連ねる海辺の散策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。このツアーはガイドなしで行われ、昼食
や入場料は含まれていません。日光浴用のベッド、パラソル、設備の交換はその
場で直接お支払いいただくことで利用が可能です。ビーチは夏の間混雑している
可能性があることにご注意ください。  

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歳) 
所要時間：約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。リー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。 

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歳) 
所要時間：約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お楽しみいただきます。有名な黒馬広場で市電に乗り、７つの
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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
を上っていただくことになります。 

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歳） 
所要時間：約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、１７４７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いただけます。 
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。カスケイスでは、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。カスケ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。 

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歳） 
所要時間：約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。 
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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歳） 
所要時間：約４時間３０分 

周囲を取り巻く山々の美しさを詩人にたた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るのです。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。 
帰途はテージョ川と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見学
します。 

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。シントラの通りは険しい石畳の道です、
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。カスケイスの交通規
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。カスカイスの商店は日曜と祝日
は閉まっています。 

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歳） 
所要時間：約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。 

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歳） 
所要時間：約４時間 
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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いただけます。 

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歳） 
所要時間：約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歳） 
所要時間：約４時間 
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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９
８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
て頂きます。巨大の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と
なります。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。 

リスボンとエストゥファ・フリア植物園 
VIEWS OF LISBON & ESTUFA FRIA GARDEN 
ツアー番号：LIS187 
ツアー料金：大人＄５３～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 

リスボンは温暖な気候の為、街の中心に熱帯植物園を作ることが可能でした。植物園の中
にはリスボンの原種ではない種類豊富な熱帯植物が植えられえおり、木製屋根葺きスレー
トにより光が遮光されて、ここでの栽培が可能となっています。
エストゥファ・フリア、又は冷温室として知られるこの植物園はリスボンで一番に寛げる
緑地スペースとなっています。知識豊富なガイドと共に湖、小川、像や世界中から集めら
れた種類豊富な植物を散策してみましょう。
散策後は車窓より景観を楽しみながら最長のつり橋の一つ 4 月 25 日橋を通過します。テー
ジョ川の南側に渡り、第二次世界大戦中ポルトガルの中立の謝意としてリオデジャネイロ
にある同様な像を模して建てられたキリスト像の記念碑の土台に続きます。この巨大な像
の土台からは街と堂々とした橋や港まで素晴らしい景色が楽しめます。快晴の日には遥か
遠くのシントラの丘や有名なエストリルの海岸や大西洋まで見ることが出来ます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーには庭園内の階段、傾斜道や
凸凹道を含む約 1時間 30分の徒歩観光が含まれます。 

コラレス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～ 
所要時間：約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
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飲をしていただけます。 
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分ほど歩きます。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。 

リスボンの味覚（少人数グループでのツアー）
A TASTE OF LISBON -SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：LIS189 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄５９～(３～１２歳) 
所要時間：約４時間 

バスに乗り、どのガイドブックにも取り上げられているベレン交差点や、パステル・デ・
ベレンに向かいます。この素晴らしい菓子店はパステル・デ・ナタの老舗です。紅茶やコ
ーヒーとともにこの美味しいカスタードタルトをお楽しみください。 
続いて、バイロ・アルトとシアードの近くに向かい、短い徒歩ツアーに参加しましょう。
狭い通りを歩きながら、知識豊富なガイドの話を聞き街についての知識を深められます。
途中でサンジョルジェ城や大聖堂、旧市街の写真を撮ることができる場所で停まります。 
次の目的地はセルベジャリア・トリニダーデです。この人気のレストランは１８００年代
から色とりどりのタイルで飾られています。１８３６年にリスボンで最初のビアハウスに
なる前、この店は女子修道会の夕食の場として始まりました。地元のビールやポルトガル
のタパスなどをお楽しみください。 
最後は、ポルトガルの甘いおやつの老舗 Casa dos Ovos Moles em Lisboaに向かいます。 
ツアーの締めくくりはサンタ・ジュスタのエレベーターを見学します。 

ご案内：このツアーはミニバス、エレベーター、徒歩によるツアーです。乗車の際の段差
に加え、１時間の徒歩観光が含まれます。 

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歳） 
所要時間：約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いただき
ます。 
エストリルでは自由時間を設けますので、プロムナード沿いを散策したり、カジノの庭園
を鑑賞したり、ゆったりと地元のカフェでのんびりしたりお楽しみください。 
リスボンに戻り、有名なベレムの塔とゴシック様式のジェロニモス修道院をご覧ください。
大航海時代に活躍したポルトガル英雄に敬意を表して作られた発見のモニュメントで写真
タイムを設けます。ここから吊り橋や川の対岸に建てられたキリスト像が見ることができ
ます。 

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。エストリルはほとんど石畳の道です。エ
ストリルの海岸のプロムナードへは徒歩にて約 200 メートです、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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ポルト 

OPORTO 

ドウロ川クルーズとワインの試飲
DOURO RIVER CRUISE AND WINE TASTING 
ツアー番号：OPO002 
ツアー料金：大人$７２～ 子供$４０～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 

ポルトはポルトガルで 2 番目に大きな都市です。忙しい近代的な町でありながら商業が繁
栄した 18 世紀に裕福な商人達が建てた多くが家々の当時の特色が残っております。 
市庁舎、12 世紀に建立された大聖堂、印象的かつユニークな鐘楼のあるクレリゴス教会等
の素晴らしい建築物を車窓から見物します。
リベイラ地区までドライブし、そこからリバークルーズに乗船します。遠くに御影石のフ
ァサードと赤い屋根が絵のように美しい家並みと古い宮殿や貴族たちの館、ドウロ川を渡
る有名な 6 つの橋や多くの古い教会が連なっている光景をお楽しみ頂きます。 
反対側の川岸には、ポート・ワインが成熟するワイン貯蔵所で有名なヴィラ・ノヴァ・デ・
ガイアの町があります。この地域で最も有名なワイン・ロッジを訪ね、ポート・ワインの
生産と歴史について学んだ後、特別なワインの試飲をお楽しみ頂きます。
この後は、直接港に戻ります。

ご案内：このツアーはバスと観光船、徒歩で行われ、徒歩での観光ではある程度いろいろ
な地表の上を歩くことが含まれます。川岸から道路へは勾配のある石畳の道を通り
ます。船の係留する浮桟橋へは勾配のあるギャングウェイを使用します。船への出
入りには数段の段差があり、その日に使用される船により異なります。内部ではさ
らに段差がある場合があります。平底の滑りにくい靴の着用をお勧めします。 

魅力的なギマランイス
CHARMING GUIMARAES 
ツアー番号：OPO003 
ツアー料金：大人$５０～ 子供$２７～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 

ギマランイスは 1143 年ポルトガルが独立を宣言した街で、ポルトガルの「揺籃の地」とし
て知られています。スロベニアのマリボルと共に２０１２年欧州文化首都に指定され、こ
の成功に引き続き、２０１３年欧州スポーツ首都として賞されました。
ハイウェイを北にギマラインスに向かってドライブし、車窓にはミンホ地方の緑の丘陵が
広がります。
中世の城、最初の王の為のロマネスク様式の小さな教会やブラガンサ侯爵の宮殿がある城
址公園で写真撮影のために立ち寄ります。
その後、さらに町を詳しく知るために古い街を歩きます。非常に狭い古い通り、絵の様な
中世の家々、上品な 18 世紀のファサード等があるこの街は歩いて巡るのがふさわしい町で
す。最も魅力的な広場の一つは、聖母マリアに捧げられた 10 世紀の教会の周りにカフェ
やテラスが並ぶ“ノッサ・セニョーラ・ダ・オリヴィエイラ”です。徒歩ツアーは庭園や
工芸品のお店やカフェが並ぶ美しい大通りにある“トーレ・ダ・アルファンデーガ”の
古い塔の前で終わりです。このあたりで自由に散策した後、バスで船に戻ります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、石畳や起伏のある地表を約２時間歩くこと
が含まれます。城址へは緩やかな坂道を上ります。平底の歩きやすいウオーキング
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シューズを着用ください。 

ポルトの歴史とワイン
OPORT0 CITY AND WINE 
ツアー番号：OPO004 
ツアー料金：大人$６０～ 子供$３３～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 

歴史的にポルトは疑いもなくポルトガルで最も重要な都市の一つです。現在の町の中心は
主に 18 世紀にさかのぼります。この時代に商業が繁栄し、商人たちは大きな広場や大通り
でこの町を美しく飾り立てました。それは古い中世時代の地区にある狭い小さな通りとは
大きな対照となっています。周りには古き良き時代に彼らが如何に裕福であったかを表わ
すエレガントなファサードや宮殿を見ることが出来ます。
最初に訪れるのは 12 世紀に建てられ 17 世紀、18 世紀に広範囲に再建されたロマネスク様
式のポルト大聖堂です。聖堂の内部や、バロック時代の祭壇の素晴らしさに感心するでし
ょう。
次に、ヨーロッパの投資家達に印象づける為 19 世紀に建てられた証券取引所宮殿を訪ねま
す。不思議なムーア風に装飾された部屋は、今日では商工会議所、大統領そして政府役人
達の公式レセプションの際に使われています。
ドウロ川にかかるユニークな二階建てのドム・ルイ橋を渡り、ガイアにある有名なワイン
セラーでポート・ワインの試飲をお楽しみ頂きます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、大聖堂訪問の際にいくらかの歩行がありま
す。ワインセラーでは約 20 分の歩行に加え数段の階段があります。証券取引所で
は約55分の歩行と30段の階段があります。大聖堂は祝祭日には閉鎖されています。
その場合には、代替としてカルモ教会を訪れます。 

ドウロ渓谷
THE DOURO VALLEY 
ツアー番号：OPO005 
ツアー料金：大人$８５～ 子供$４９～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間３０分 

ポルトガル北部の田舎町の眺めは、あなたの興味を惹いて止まないでしょう。ドウロ渓谷
は 21 世紀初めに世界遺産に登録されました。 
ドウロ渓谷では、ブドウ園が美しい眺めを引き立てています。また、このブドウ園は、ワ
インを作って生活する現地の人にとって欠かすことができないものです。
ペーゾ・ダ・レグアに到着すると、ビュッフェの昼食をとるためにキンタ・ダ・パチェカ
に立ち寄ります。特産のワインもお楽しみいただけます。
昼食をとった後、キンタ・ダ・パチェカの中庭でおくつろぎいただけます。その後、小さ
いながらとても美しい町であるアマランテに向かいます。アマランテはローマ式の橋、木
のバルコニーがある教会や古い家を写真に収めることのできる、写真家にとっての楽園と
なるでしょう。
ポルトに戻る前にアマランテの街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。ワイナリーに入るための数段の段差を含
む、約３０分の歩行があります。 

ポルトの全景とポート・ワイン
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PANORAMIC OPORTO AND WINE 
ツアー番号：OPO006 
ツアー料金：大人$６２～ 子供$２７～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 

ツアーは、ポルトの中心の景観ドライブから始まります。この街が大きな通りと古く狭い
絵の様な通りに囲まれた広場とが大きな対照を示し、陶製のタイルで覆われた簡素で古い
ファサードと、商業が繁栄した栄光の 18 世紀に豊かな商人達によって建てられた優雅な邸
宅が並びあって建っているのがご覧いただけます。有名な建築物の中には、この街のシン
ボルとなっているユニークな鐘楼のあるバロック様式とロココ様式のクレリゴス教会のサ
ファードやロマネスク大聖堂の 12 世紀のファサードも見ることが出来ます。大聖堂の見晴
台で写真撮影のための小休止を致します。ここからはポルトの街とドウロ川の印象的な光
景を眺めることが出来ます。ポルトガルの歴史上の有名な出来事を描いている陶製タイル
の壁画がホールを飾るサン・ベント駅の内部は賞賛に値します。その後、19 世紀からある
2 階建ての橋を渡り、川の反対側にあるヴィラ・ノヴァ・デ・ガイアへと向かいます。有名
なワインセラーを訪ね、ユニークで特別なポート・ワインの試飲をお楽しみ頂きます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーは約 30分の歩行観光が含まれ、
ワインセラーでの数段の階段があります。 

トラム乗車体験とリベイラ地区観光
TRAM RIDE & RIBEIRA QUARTER   
ツアー番号：OPO007 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄６９～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間３０分 

港から短時間バスでポルト市街の中心地へ移動し、そこから 20 世紀初頭から活躍していた
トラム（路面電車）に乗りこみます。この路面電車はポルトではおなじみの名物電車で、
ドウロ川に近接するウォーターフロントに沿って走ります。電車内ではリラックスしてポ
ルト市街を取り囲む光景をご鑑賞ください。
リベイラ地区は別名“中世地区”と呼ばれ、魅力溢れる入り組んだ狭い路地には中世の歴
史が数多く詰め込まれています。ガイド同行の徒歩観光ではリベイラ地区を歩くと、有名
なポートワイン醸造所が並ぶ対岸のガイアが良く見えます。ここでは 19 世紀に建造された
鉄橋や旧埠頭に係留されていて昔はワイン運搬に使用されていた伝統的なラベーロ船も見
る事ができます。徒歩観光の途中では地元のスナック・カフェに立ち寄り地元特産のチー
ズやポートワインの試飲をお楽しみいただきます。

徒歩観光の後はバスに戻りポルト市の中心街のパノラマ観光を楽しみながら船への帰途に
つきます。

ご案内：このツアーはバス及び路面電車による観光と徒歩で行われます。徒歩観光では約 1
時間、所々石畳みの道路や起伏のある路面や階段のある場所を歩いていただく事に
なります。路面電車は市街の交通渋滞や遮断物回避のために遅れる場合がある事を
ご承知ください。路面電車の乗車時には乗車口の少し高い位置にある踏み段を上る
ことになります。リベイラ地区ヘの往復の道路は傾斜がある石畳みの路面になって
います。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。 

ポルト徒歩観光
WALKING TOUR OF OPORTO 
ツアー番号：OPO008 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
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所要時間：約３時間３０分 

ポルトの市街の中心やウォーターフロントの概要を知るため景観ドライブをしながら、ド
ウロ川の河口に到着します。コルドアリアに到着後ガイド同行の徒歩観光が始まります。
古く歴史のある町を知るのには徒歩観光が最適です。徒歩観光中、１８世紀の青と白の陶
製タイルのファサードで有名なカルモ教会の外観をご覧ください。クレリゴス通りを下る
と町で一番有名なバロック様式のクレリゴスの塔があります。
引き続き屋外カフェやエレガントなホテルに囲まれ大きな記念碑が並ぶアリアドス大通り
を通ります。サン・ベント鉄道構内に入るとホールに張られた有名な画家ホセ・コラソに
よって作られた２０世紀のタイルに魅了されます。
ロマネスク様式ポルト大聖堂からは街や旧港の美しい全景が楽しめます。ガイド同行の徒
歩観光はさらに続き、証券取引所やサン・フランシスコ教会を通り、街で一番古く趣のあ
るリベイラ地区に入ります。この地域を少し見学した後に自由時間を設けますのでお土産
物さがしや川岸のカフェテラスでのんびりしたりそれぞれお楽しみください。

ご案内：このツアーは徒歩での観光で大部分は舗装をされた所を歩きます。 

セント・ピーターポート
ST. PETER PORT 

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～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間４５分 

ガーンジー島からフェリーでわずか４０分で、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。より行動派であれば“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～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
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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
の燃料保管庫として建てられたものです。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は二本の主
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～（３～１２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・ピーターポートの彩り豊か
な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続く多くの船が訪れ
る港で、 
深くて安全な停泊地でチャンネル諸島の最初の港として作られました。石畳みの道、狭い
路地、絵のような美しい海のあるこの街はヨーロッパで最も可愛らしい街のひとつと言え
るでしょう。 
ガイドは賑やかな通りを歩きながら、街の歴史の話などをして楽しませてくれるでしょう。 
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。 
もともとは島の上に作られた城ですが、現在では舗装された道を渡り城まで行くことがで
きます。 
そして、城からはセント・ピーターポートの街や海のすばらしい光景を見ることができま
す。 

１３世紀中頃まで歴史を遡ります。セント・ピーターポートはノルマンディーの敗戦の後、
この島がイギリス側につくことを決めた後、フランスに対する要塞として使われ始めまし
た。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。 
お城の中には興味深い博物館が入っており、このツアーの最後に訪れる時間を設けており
ます。 

英国本土から 112km,フランス最北端から 48kmに位置するこの群島をご紹介する絶好の機会
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です。快適なウォーキングではこの美しい島に秘められた歴史を肌で感じていただけるで
しょう。埠頭でガイドと合流し、ロウアー・ポレットへ向け徒歩を進め、免税の島のため
大勢の買物客で賑わっているハイストリートを通ります。途中、この可愛らしい町の開発
がわかります。 
徒歩観光のハイライトはコルネット城訪問で、ガーンジーで人気の観光名所となっていま
す。 
１３世紀中頃まで歴史が遡ります。お城や城内にある博物館と庭園を自由に散策する機会
があります。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。デコボコとして斜面を含む多様な地面を約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～（８～１２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に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。こられの狭い道
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。殆ど平らな地面ですが一部斜面もあります。その日の天候に合わせた
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。 

ヴィンテージバスで周るガーンジー島 
INSIGHT INTO GUERNSEY BY VINTAGE COACH 
ツアー番号：GCI027 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 

ソーマレズ・パークにある民俗衣装博物館で島の歴史を感じ、フォート・ホメットの興味
深い要塞を訪れた後、美味しい伝統的なガーンジーアフタヌーンティーをジャーボーグホ
テルで頂きます。 
ナショナルトラスト民族衣装博物館は島で一番大きなソーマレズ公園にあります。ここで
島民の過去 250 年の歴史を習います。ご自分のペースでこの小さな島の日常生活を紹介す
る展示物をご覧ください。 
次に島の西側をドライブし、ガーンジーで最も人気のある観光名所のリトル・チャペルを
見学します。 
博物館だけでなくガーンジー島の誇る美しい庭園を歩き、楽しむ時間を設けております。 
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芸術作品で無償の奉仕活動で建築されたこのチャペルは 1914 年の建物で、おそらく世界で
一番小さな礼拝堂として知られています。 
ツアーの最後は愛らしい絵のような場所に建つジャーボーグホテルを訪れます。ホテルで
ガーンジークラブサンドイッチ、伝統的ガーンジーガッシュケーキ、スコーンのジャムと
ガーンジークリーム添え、コーヒー又は紅茶をいただきます。 

ご案内：このツアーはヴィンテージバスと徒歩で行います。ドライバーがガイド案内をし
ます。このツアーには約 1時間 45分ゆったりとした速度で歩き、凸凹で、緩やか
な傾斜や階段など色々な地表が含まれます。平底で履きなれた靴をお勧めします。
使用される乗り物は年代物のバスとなります。もし年代物のバスが運行できない
場合は通常のバスで運行されます。 

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～（３～１２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ズ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
ィー庭園に向かいます。この公園には１８５６年から１８７０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１８
６２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ズポートに歩き、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時間半から２
時間含まれ、でこぼことした地面と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～（３～１２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。王立園芸協会の庭園で 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。 
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、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
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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。底が平らな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、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り景色を楽しむことができる美しい Grandes Rocques 湾です。そ
の後は、西海岸に沿って進みます。 
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、ベラ 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’s gin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 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～（５～１２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みましょう。 

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の限りでは
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ありません。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。 

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～（３～１２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絶大、美しい景色に
彩らており、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。 

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 

メラー家の農園は、1998 年にリンゴ酒を作り始めました。農園に到着すると、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、ガーンジーチーズがビスケットと独自ブランドであるリンゴのチャツネと一緒に提供
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、一度空を見上げると 6羽ほどご覧いただけるでしょう。 
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、安全性と快適性が最重要で

す。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、

独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお

子様達の安全を保護する必要があります。ショアエクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥

当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇を

あらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を共にする同行者の安全の為にエクスカーションについ

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

てください。 

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

を除き、キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナ

ード社はいかなる状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運

行業者の過失行為/不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求し

ます。現地病院の通院費用はお客様の負担となります。キュナード社はショアエクスカーションの参加中に購入し

た物品に対し、いかなる義務や責任を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任

となります。 

保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配

下さい。キュナード社はお客様のお荷物、又は他の方のお荷物がホテル、航空会社又は他のサービスを受けた際

に発生した損害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合

にはご利用の旅行代理店にお尋ね下さい。 

ショアエクスカーションの代金 

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

出発日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済

みのツアー代金は変更されません。事前予約されたショアエクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカ

ードに請求されます。ご乗船後に予約されたショアエクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツ

アーチケットはお客様のお部屋に届けられます。一度申し込まれたショアエクスカーションの取消しをする場合、基

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

車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは最低参加年齢が設けられおり、ショアエクスカーション内容又は予約

時にご案内します。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお

子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大

人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子様を膝の上に座らせれば無料となります。しか

しながら場合によってはこの情報が変更になる場合があります。ツアー内容に追記されます。お子様のツアーチケ

ットをお忘れなくご予約下さい。１８歳未満の未成年者は大人と同伴が必要です。 

出発時間と日程 

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

出発時間は最後のバスが出発する時間です。各寄港地での出発時間は船内新聞に記載されます。各寄港地の

到着の遅延や特定のショアエクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショアエクスカ

ーション案内に記載されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物まで

かなりの距離を歩くことがあります。催行するショアエクスカーションの種類は船や寄港日により異なります。 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

22 



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

します。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パー

ソナライザーにアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショアエクスカーションにク

ルーズの出発前に取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作

られます。電子メールを受け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参

加を了承し、予約手続きを完了させてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場

合は、お客様の名前で作られた予約は取り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希

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

発時間や料金などが変更になっている場合がありますので時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めしま

す。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ

船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボ

ヤージ･パーソナライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要

で、通常よりも早めに設定された取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内の記載

をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

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

間前）よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビ

ットカードに全額返金いたします。ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金は

できません。クレジットカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて

頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

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

アーオフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消

は残念ながら返金できません。全ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達

しない場合、ショアエクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理

由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショ

アエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口

座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジット

を臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配

のお手伝いが出来ます。ご希望の場合は、寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、

他のショアエクスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご

確認ください。手配後の予約の取消は取消料が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、

交通機関の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出

来る限り最良のバスを手配致します。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車や

タクシーが使用されます。バスによってはステップが非常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注

意をしてください。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が無い限り、すべてエコノミークラスです。

同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバ

スになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してくださ

い。 
 

ツアー中の移動について 

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

ーに電子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプラ
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イベートツアーの手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切

と見なした乗り物）バスのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさ

の車椅子）は電子メールにてプライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡くださ

い。バスの階段を上がることができる人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容をご

参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限り

があります)を載せる事が出来ます。バス運転手は折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出

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

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

をお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーター

することができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限さ

れます。テンダーボートにて外出するツアーかどうかご確認ください。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船

のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

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

の為ウェブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更

がある場合は出来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲

気を描いており、写された詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますので

ご注意下さい。 

 

※ショアエクスカーション規定と条件は 2016 年 1 月 20 日時点の情報です。 

各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。 
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