
 
 

 
                            

                                   

 

 

 

 

 

クイーン・エリザベス 
  

ブルージュとアムステルダム 6 日間  
ショアエクスカーション案内 

 
 

 

ゼーブルージュ 

アムステルダム 

シェルブール 

 

 

 

 

 

 

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。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【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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ゼーブルージュ 
Zeebrugge 
 

 
ブルージュ自由散策（1 日） 
Bruges, On Your Own 
ツアー番号：ZE1006 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間 
 
チョコレートの中心地といっても過言ではないブルージュの中心地へ訪れ、その伝統的なチョコレート
を味わいましょう。ブルージュの街の地図を手にすると、ガイドが地元ならではの視点で街の見どころ
を教えてくれます。街の散策を計画するための一つのヒントになるでしょう。 
街の外れに到着すると、ガイドは１時間ほど駐車場に残りますので、聞きたいことは彼らに聞きながら
自由散策の計画をお立てください。 
その後は、各自ご自由に街散策をお楽しみください。 
世界遺産に登録されているブルージュの街はとても魅力的です。１３世紀に建てられた鐘楼付きの要塞
に上ると、息をのむような美しい景観が広がっており、また、賞を獲得した多くの醸造所や運河沿いにあ
るビールカフェでは、鐘楼付き要塞に向かう３６５段の階段を上った疲れを癒すことができます。チョ
コレート店やレース店の立ち並ぶ趣ある小道を散策したり、街を一望する人気の運河ツアーに参加した
りすることもおすすめです。ブルージュが北のベニス呼ばれる所以がわかるでしょう。 
街の見どころを訪ねたり、魅力的なカフェ、レストラン、そしてショッピングを楽しんだりしているうち
に、あっという間に船に戻る時間になってしまうことでしょう。 
 
ご案内：バスが市の中心地に入れないことからゼーブルージュから出発したバスは同一の駐車場で停車

し、市の中心地からバス駐車場までは石畳の舗道を２０～３０分歩き、途中数段の階段を通過
します。ブルージュでの自由時間終了後の集合場所は、下車した時と同じバス駐車場です。 

 
 
ブルージュのクリスマス・マーケット                                      
Christmas Spirit in Bruges                                                     
ツアー番号：ZE1003 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄２９～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間４５分 
 
ブルージュまでの道中はドライバーガイドの説明を聴きながら車窓からフラマンの田舎風景をお楽しみ
ください。ブルージュに到着後はウォーキングツアーとなり、その後はショッピングなど楽しむ自由時
間となります。 
歴史ある古都に足を踏み入れた瞬間から美しい中世の雰囲気を感じ取ることができます。石畳の舗道は
曲がりくねり、何世紀もの年月を経た建物群が静寂な運河をとり囲んでいます。ガイド同行で絵の様に
美しい旧市街を歩き、商人のギルドハウスが建ち並ぶマーケット広場やベルフリー塔、市庁舎、ゴシック
スタイルのホリーブラッド礼拝堂(外観のみ)を見て回ります。その後はハンドメイドのクリスマス飾り
やチョコレートなどを売る、可愛らしいお店が並ぶクリスマス・マーケットを散策しましょう。キラキラ
と輝く電飾で飾られた伝統的な切妻壁の建物や巨大なクリスマスツリーが立てられアイススケート場も
作られたマーケット広場などから、心ゆくまでクリスマスムードを満喫していただきます。 
バスへ戻る際に、ガイドが「愛の湖」へご案内します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ウォーキングツアーでは石畳の舗道をほどほど

の距離を歩きます。出来るだけ各自でご自由にお過ごしいただくため昼食は含まれておりませ
ん。 
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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～（３～１２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 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
の魅力ご堪能ください。 
 
ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩にて行われます。市の中心地からバス駐車場までは石畳で舗

装された道を２０～３０分歩きます。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。 

 

 
ブルージュ自由散策（半日） 
Bruges at Your Own Pace 
ツアー番号：ZE1005 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２６～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約４時３０分 
 
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間
満喫します。景観ドライブでは、街の散策を計画するための地図が配布されます。 
街のはずれに到着すると、ガイドはみなさまの自由散策の計画を立てるお手伝いをするために１時間ほ
ど駐車場に残りますので、お気軽にご質問ください。 
その後は、各自でご自由に街散策をお楽しみください。 
石畳の道を歩きながら、中世フラマン様式の建築物を見て楽しんだり、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、様々な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。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。バスが市の中心地に入れないことからゼーブルージ

ュから出発したバスは駐車場で停車します。バス駐車場から市の中心地までは石畳で舗装され
た道を２０～３０分歩きます。途中数段の階段があります。ブルージュでの自由時間終了後の
集合場所は、下車した時と同じバス駐車場です。 
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ブリュッセルで楽しむクリスマス 
Christmas Spirit in Brussels 
ツアー番号：ZE1011 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所要時間：約８時間 
 
ブリュッセルへ到着すると、キング ボードウィン スタジアムを通り、アトミウムで写真撮影を行ない 
ます。このモニュメントは、１９５８年のブリュッセル万国博覧会のために建設されたもので、鉄の分 
子の原子を象徴しています。ブリュッセル中央駅の周辺の旧市街を散策し、サンチュベールのアーケー
ドとブッチャーズ通りの数多くのカフェやレストランを見て回ります。クリスマスの華美な装飾品で飾
られたグラン・プラスの美しさには、思わず息をのんでしまうはずです。自由時間では、ぜひ毎年恒例
のクリスマス・マーケットを訪れてみてください。 低２２０軒もの木造のシャレーがマーケットに設
置されています。また、クリスマスグッズや手芸品、そしてたくさんのご馳走が華やかに装飾されたシ
ョッピングエリアに陳列されています。約４８メートルもある巨大な観覧車に乗ると、街全体の景観だ
けでなく、伝統的なクリスマスツリーとその装飾も眺望することができます。年末に近づくと、ベルギ
ーの各町でクリスマス・マーケットが華々しく開催されます。マーケット全体に広がる心を躍らせる電
飾と食欲をそそる香り、そしてたくさんの屋台は、おめでたい雰囲気を感じさせてくれます。ゼーブル
ージュへ向かう帰りの車内からは、ロイヤルパレスや欧州議会、サンカントネール凱旋門そして国立コ
ーケルベルグ大寺院をご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ブリュッセルまではバスで約１時間４５分かかり、

到着すると、下車し徒歩で行うツアーの前に、約１時間３０分の景色をお楽しみいただくツア
ーがあります。街の数か所では、起伏のある道を散策します。出来るだけ各自でご自由にお過
ごしいただくため昼食は含まれておりません。 
  

 
 
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＄８０～ 子供＄３４～（３～１２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 も優れた博物館と称されています。 
その後、３度に亘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にて行われます。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。 
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アムステルダム 
AMSTERDAM 
 

 
市内観光と運河クルーズ 
City Walk & Canal Cruise 
ツアー番号：AMS029 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２４～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
アムステルダムの有名な花市場やムント塔を観光できる市内中心部のガイド付き徒歩観光を楽しんだ後、
pittoresk beguinage へ向かいます。また道中では、市の中心部に位置するランドマークのダム広場や、
古典風のアムステルダム王宮もご覧いただけます。その後は約１時間の自由時間の中で、市内の通りに
並ぶ屋台やお店を観光することができます。６０マイル以上の水路が通っているアムステルダムには、
ヴェネツィアよりも多くの運河や橋があり、水辺の風景を堪能するにはうってつけの場所でしょう。ガ
ラス屋根の観光船に乗り体験する運河クルーズでは様々な景色を楽しむことができます。オランダの商
人たちの立派なお屋敷、絵画のように浮かぶ屋形船やアンネ・フランクの家をご鑑賞ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと運河ボートと徒歩にて行われます。また、ツアーの順序は異なる場合がご

ざいます。運河クルーズ内ではお手洗い等の設備が限られているのでご注意ください。観光船
の船着き場には約１０段の階段があり、更に船の入り口には３段の急な階段があります。この
ツアーはガイドと共に約９０分歩き、自由時間中歩く距離は、お客様の計画によって異なりま
す。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 

 
 
運河クルーズ 
Canal Cruise 
ツアー番号：AMS016 
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄１８～（３～１２歳）  
所要時間：１時間３０分 
 
アムステルダムの歴史は水を抜きにしては語れません。７０もの島々からなるアムステルダムは全長９
６．５km に及ぶ運河と１０００本の橋を持つ国際都市としての姿を誇っています。古くは１３世紀から
夥しい数の小船がこのアムステルダムの港から荒々しいゾイデル海へ漕ぎ出していったのです。 
ガラス屋根の観光船に乗りこみ、アムステルダムの運河を巡ります。船からは代表的な観光名所である、
海事博物館、市庁舎、アンネ・フランクの家などを通り過ぎます。ゆったりと寛いで、狭い水路を滑る様
に移動する観光船の中から、アムステルダム名物である運河を縁取る破風付の細い家並みなどをご鑑賞
ください。 
 
ご案内：このツアーは観光船と徒歩にて行われます。歩く時間はほとんどありませんが、船の停泊位置

によっては、運河クルーズ船の停泊場所まで５分から７分ほど歩く場合もあります。観光船の
船着き場には約１０段の階段があり、更に船の入り口には３段の急な階段があります。 

 
 
ゴッホ美術館 
Van Gogh Museum 
ツアー番号：AMS022 
ツアー料金：大人＄８９ 子供＄３９（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
小さなグループに分かれて、有名なゴッホ美術館に向かいます。アムステルダム観光に欠かせないこの
美術館は毎年１５０万人のお客様を迎えています。特別ガイドの案内で約１時間ヴァン・ゴッホのもっ
とも有名な作品の一部を鑑賞します。その後、自由に１時間鑑賞いただけます。１年を通し、美術館では
数多くの展示会やイベントが行われています。今回の訪問中に開催されている内容については船内のツ
アー・オフィスで確認できます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。１ガイドにつき 大１５名となります。ヴァン・ゴ

ッホ美術館内の写真撮影は禁止されています。 
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世界遺産ベームステル干拓地を訪ねて 
Scenes of the Lowlands 
ツアー番号：AMS028 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄３０～（３～１２歳）  
所要時間：4時間 
 
ゆったりと美しい景色を眺めながら北アムステルダムの低地地方をドライブします。ベームステル干拓
地はオランダが干拓した土地の中でも特に素晴らしいもので、ユネスコの世界遺産に登録されています。
道中ではオランダの風車を鑑賞し写真撮影をする時間が設けられており、ウエストヘーゼンやエダム、
フォーレンダムといったアムステルダムの町も通ります。古風で趣のあるブルック・イン・ウォーターラ
ンドでのガイドツアーの後は地元のチーズ農家へ向かいます。ここでは何種類ものオランダ・チーズを
試すことができ、気に入ったものは購入もできます。船に戻る前に、紅茶やコーヒー、ケーキなどの軽食
をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ある程度歩くことを予めご了承下さい。観光の訪問

順序が逆になる場合があります。 
 
 
国立美術館見学 
Rijksmuseum 
ツアー番号：AMS023 
ツアー料金：大人＄９６～ ＄３７～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
世界で も大きく も興味深い美術館のひとつであるアムステルダム国立美術館の見学をお楽しみくだ
さい。１８００年に設立されたこの美術館は２００３年に一旦閉鎖され、美術館の歴史が始まって以来
初めて全面的改装と展示作品の見直しが行われました。この改装には１０年の年月が要され、２０１３
年の４月に再び公開される運びとなりました。この美術館では世界に比類のない歴史や美術を鑑賞する
ことができます。知識豊富なガイドによるガイドツアーの後は、ご自身で自由に鑑賞する時間も設けら
れています。館内には８０以上の展示室があり、レンブラント、フランス・ハルスやフェルメールの傑
作を含むオランダ絵画や美術を鑑賞できます。美術館内のギフトショップでは美術書をはじめ様々なお
土産品を取り揃えていますのでショッピングも楽しむことができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ガイド１名に対し 大２０名のお客様１グループと

なります。 
 
 
風車とエダム観光 
Windmills & Edam 
ツアー番号：AMS002 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄１９～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
アムステルダム市内から北へ向かい、ザーンセスカンスを訪れ、オランダ一有名な野外博物館を見学し
ます。その後、外皮が赤いエダム・チーズで有名なエダムの村を訪ねます。 
村に向かう道中には牧場が広がり、所どころで農場やのんびりと草を食む動物たちを見ることができま
す。ザーンセスカンスは有名な風車が建ち並ぶ昔ながらのオランダ風景をそのまま切り取った様な野外
博物館で、実際は１８世紀のザーン・コミュニティを完全に再現したものです。興趣に溢れた村の道路を
歩いて行くと、様々な職人たちがかつてのランダ交易時代と同様な仕事に励んでいる姿がみられ、往時
のオランダを偲ぶ事ができます。ここザーンセスカンスには一時６００塔もの風車があったといわれて
いますが、現在、当時のものはほんの一握りしか残っていません。風車見物の他にもクロッグ（木靴）作
りなどのオランダ伝統工芸を見物し、また、オープンカフェでくつろぎながらのんびりと時を過ごす事
もできます。その後、オランダを代表する村のひとつ、エダムに向かい石畳が敷かれた道を散策します。
ユニークな鐘楼や、縦横に村を巡る美しい運河、都心につながっている跳ね橋などの観光名所も見所の
ひとつです。途中地元のチーズ工場に立ち寄り、試食や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徒歩にて行われます。徒歩観光では所々に石畳みのある舗道をゆっくりと

したペースで約１時間半歩きます。舗道周辺の景色の美しさも見応えがあり、海抜より低い箇
所もあります。 
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シェルブール 

CHERBOURG 

 
アーグ岬 
Cape La Hague 
ツアー番号：CHE025 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄４６～（３～１２歳）  
所要時間：約４時間 
 
オモンヴィル・ラ・プティットを抜け、村々や農家を通りながら、フランスでは も小さいとされている
漁港ラシーヌ港へ向かいます。ラ・ブランシャール救命艇で有名な、沿岸警備隊の駐屯地がある 
グリーに到着する前に、短時間の写真撮影をお楽しみください。この救命艇はノーマン海岸とオルダニ
ー島の間を流れる激しい潮流にちなんで名付けられました。 
ヨーロッパで も高い崖の 1つであるネ・ド・ジョブールを訪れます。ここからアーグ岬、ベ・デカルグ
ランやチャンネル諸島の景観をお楽しみください。 
シェルブールに戻る途中、青々としたノルマンディーの地方の景色をご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは起伏のある道を約１時間３０分歩きま

す。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。グリーへの移動時間は約４５分です。 
 
 
バイユー・タペストリー  
Bayeux Tapestry  
ツアー番号：CHE003 
ツアー料金：大人＄９３～ 子供＄６２～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 
 
瑞々しい緑が生い茂った草原と、りんごから作る良質なブランディーのカルバドスが生産されるりんご
園が有名なコタンタン半島の中心地をドライブします。 
バイユーではバイユー・タペストリー博物館を訪れます。バイユー、またはクイーン・マチルダと呼ばれ
ているタペストリーの全長は約６６メートルで、ノルマン人がイングランドを征服した物語が描かれて
います。宮廷に於ける生活からヘイスティングでの戦いでウィリアムが征服に成功した時の様子に至る
まで詳細に描写された５８の絵から成り立っています。この作品は現存する中世の作品としては も正
確で鮮明な記録であると考えられていて、当時の服装や船舶、武器や一般の生活様式に関する詳細な知
識を得ることができます。 
ウィリアム征服王のお気に入りであったバイユーの町をガイドと一緒に歩いて探訪しましょう。Ｄ-デイ
に連合軍に占領された為に戦争での大きな被害を蒙らずに済みました。見事に保存された中世やルネッ
サンス時代の建造物を見学し、１０７７年に完成した巨大なノルマン･ゴシック様式のノートルダム寺院
を訪れます。シェルブールに戻る前に短時間の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。バイユーまでのドライブ時間は約１時間３０分です。比

較的平坦な道を約２時間３０分歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。２０１
３年１０月からフランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランスから始まる又は終わる
旅行の地上手配業者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ２換算量）
を提示することが求められています。キュナード社でもこの試みに進んで参加しています。これ
らについては現地ツアーオペレーターにより計算されています。各カーボンフットプリントに
ついてバス１台につき乗客が４０名と見込んで算出されており、お客様のカーボンフットプリ
ントは正確な乗客数とは異なる場合があります。このツアーでのカーボンフットプリントは乗
客 1人に付き二酸化炭素量が４．４６kgs-co2 と計算されています。 
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モンサンミッシェル観光 
Mont Saint Michel 
ツアー番号：CHE022 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄８２～（３～１２歳） 
所要時間：約９時間 
 
ゆったりとバスの背もたれに揺られながら魅力あふれるノルマンディーの田舎を約２時間３０分ドライ
ブし、「西洋の驚異」と呼ばれているモンサンミッシェルに向かいます。どの季節に訪れても島の環境、
深い歴史と建築美と忘れられない印象を与えます。 
モンサンミッシェルに到着し、古い家々やレストラン、小さなお店が並ぶ曲がりくねる石畳の歩道を上
っていきます。麓から頂上までは約３６５段の階段があると言われており、夏になると土産物を販売す
る屋台で賑わいをみせ、まるで中世の熱のこもった巡礼路といった趣となります。 
修道院はノルマンディー建築の傑作です。修道院内部の有名な食堂では修道士たちの生活様式や、空と
海からも浮かんでいるような美しいゴシック様式の回廊をご覧ください。城壁を訪れ、歩哨の歩道から
は湾や修道院の庭園の素晴らしい眺望が楽しめます。 
この中世の町では男性も女性も商店主の伝統を守り、このユニークな思い出に残る滞在を求める訪問者
や巡礼を千年以上も世話を続けています。種類豊富なお土産には銅製品、陶器、磁器やバタークッキーや
その他ノルマンディーの特産が見つかるでしょう。自由時間がありますのでお土産物など探すことがで
きます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。小石道や上り坂、石畳や４００段の階段を含む約２

時間の徒歩観光です。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。２０１３年１０月からフ
ランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の地上手配業
者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ２換算量）を提示すること
が求められています。キュナード社でもこの試みに進んで参加しています。これらについては
現地ツアーオペレーターにより計算されています。各カーボンフットプリントについてバス１
台につき乗客が４０名と見込んで算出されており、お客様のカーボンフットプリントは正確な
乗客数とは異なる場合があります。このツアーでのカーボンフットプリントは乗客１人に付き
二酸化炭素量が７．６８kgs-co2 と計算されています。 
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コタンタンＤデイ上陸ビーチ 
Cotentin D Day Landing Beaches 
ツアー番号：CHE024 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄６２～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間３０分 
 
オーバーロード作戦は大規模な戦略でその計画に１０か月も要しました。１９４４年６月４日作戦が開
始され１９４４年８月２５日に終結しましたが、ノルマンディー地方全土に爪痕を残しました。今日で
もノルマンディーの人々には兵士達の勇敢な命が記憶され、ノルマンディーの軍墓地、戦場や博物館に
て追悼されています。ノルマンディーの田舎を眺めながらドライブし、アズヴィルにてドイツ軍の掩蔽
壕を見学します。４つあった小要塞は無傷のまま現存しています。狭い通路が張り巡らされたここに駐
屯した１７０名の兵士の日常生活について習います。ユタビーチでは写真撮影や７０年前に兵士達が猛
攻撃を行った海岸に立つ機会があります。シェルブールに戻る前に、落下傘部隊だった兵士ジョン・ステ
ィールのパラシュートが引っかかった尖塔のあるサン・メール教会に立ち寄ります。彼は死んだふりを
して２時間もぶら下がったままでしたが、ドイツ軍の捕虜となりました。教会の尖塔にはマネキンが記
念として吊るされています。その事件は映画「史上 大の作戦」に描かれました。 
パラシュートが開いた形をした特徴ある建物が空挺博物館です。Ｃ-４７型航空機やワーコ・グライダー
などの展示、写真や記念品などを鑑賞しましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、サン・メール教会では石畳の道や、ユタビーチでは砂利や

砂の上を歩くことが含まれる約 2 時間半の徒歩観光が含まれます。歩きやすい平底の靴をお勧
めします。２０１３年１０月からフランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランスから始
まる又は終わる旅行の地上手配業者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含め
たＣＯ２換算量）を提示することが求められています。キュナード社でもこの試みに進んで参加
しています。これらについては現地ツアーオペレーターにより計算されています。各カーボンフ
ットプリントについてバス１台につき乗客が４０名と見込んで算出されており、お客様のカー
ボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。このツアーでのカーボンフッ
トプリントは乗客１人に付き二酸化炭素量が３kgs-co2 と計算されています。 

 
 
米国軍が上陸した海岸 
The American Landing Beaches 
ツアー番号：CHE001 
ツアー料金：大人＄１６６～ 子供＄９５～（３～１２歳）  
所要時間：約９時間 
 
このツアーでは、コタンタン半島からサント・メール・エグリーズへと、ノルマンディー上陸作戦の史 
跡をめぐります。 
サント・メール・エグリーズは作戦の日の早い時間にアメリカ空挺隊の手に落ちました。パラシュート 
が開いた形が特徴の街の空挺博物館を訪れ、Ｃ-４７型航空機やワーコ・グライダーなどの展示、写真や
記念品などを鑑賞しましょう。 
そのあとは、アメリカ人墓地を訪れます。オマハビーチを望む高台に位置しており、1万人のアメリ 
カ軍兵士が安らかに眠っています。緑色のコケに覆われ、荒涼とした白い墓石群のあいだを歩いていき 
ます。ビジター・センターにはオーバーロード作戦に関する展示があり、連合国軍の能力・勇気、そし 
て犠牲という３大テーマに焦点を当てて解説しています。墓地の隣には記念碑と礼拝堂もあります。 
ツアー中には、アメリカ軍第４歩兵師団が上陸作戦を決行したユタビーチで記念撮影をする時間 
もあります。特殊部隊がドイツ軍の監視所を襲うために３０メートルの高さの崖を登ったポワント・ド 
ュ・オックや、何千という兵士と彼らのための補給物資が上陸を果たした人口港、アロマンシュなども 
訪れることができます。 
地元のレストランで、ノルマンディーの伝統的な昼食をワインとともにお楽しみください。 
 

ご案内：このツアーでは約２時間歩きます。歩きやすい平底の靴をお勧めします。２０１３年１０月か
らフランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランス又はフランス領の海外領土から始ま
る又は終わる旅行の地上手配業者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めた
ＣＯ２換算量）を提示することが求められています。キュナード社でもこの試みに進んで参加
しています。これらについては現地ツアーオペレーターにより計算されています。各カーボン
フットプリントについてバス１台につき乗客が４０名と見込んで算出されており、お客様のカ
ーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。このツアーでのカーボンフ
ットプリントは乗客１人に付き二酸化炭素量が５.４kgs-co2 と計算されています。 

 



9 
 

 
渓谷の眺め 
The Saire Valley 
ツアー番号：CHE009 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４９～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間 
 
ノルマンディーの田舎道を走行し、可愛らしいル・ヴァストの村を通りラ・ペルネルへ向かいます。コタ
ンタン半島の東海岸を一望できるスポットで停車するので、そこからの絶景をお楽しみください。 
そして景観ドライブでは牡蠣の主要な養殖所で、人気のあるサン・ヴァースト・ラ・ウーグーのマリーナ
へ向かいます。ガイドと一緒にこのチャーミングな小さい町を散策します。港を守る要塞はラ・ウーグー
海戦で敗戦した後の１７世紀に造られました。自由時間がありますので地元の店を覘いたり、カフェの
ひとつでリラックスするのもよいでしょう。 
ウィリアム征服王時代から英国とフランスを繋ぐ重要な役割を担ってきたバルフルールの港も訪れます。
徒歩観光の後、シェルブールに戻る前にこの町を散策する自由時間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。比較的平らな地面を約１時間半歩きます。２０１３年

１０月からフランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行
の地上手配業者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ２換算量）を提
示することが求められています。キュナード社でもこの試みに進んで参加しています。これらに
ついては現地ツアーオペレーターにより計算されています。各カーボンフットプリントについ
てバス１台につき乗客が４０名と見込んで算出されており、お客様のカーボンフットプリント
は正確な乗客数とは異なる場合があります。このツアーでのカーボンフットプリントは乗客１
人に付き二酸化炭素量が１．８kgs-co2 と計算されています。 

 
 
英国軍が上陸した海岸  
The British Landing Beaches 
ツアー番号：CHE002 
ツアー料金：大人＄１５６～ 子供＄１０５～（３～１２歳） 
所 要 時 間：約９時間 
 
 
シェルブールから絶景を楽しみながらベヌービルへ走行し、ペガサス橋を見ます。１９３３年に架けら
れた橋は１９９３年に運河から移されました。この橋は 初に大陸フランスで架け替えられた橋で、６
年の間空き地に保管されていました。今日ではペガサス記念公園で展示されています。 
上陸記念博物館は小さな村、アロマンシュ・レ・バンにあり、Ｄ-デイ上陸を記念しています。オーバー
ロード作戦時の連合軍の英雄的犠牲精神や偉業をたたえる短いフィルムを見ましょう。 
また、６月６日の朝、連合軍の戦艦を攻撃したドイツのロング砲台も見学します。ロングは海岸線の砲台
としては大砲を備えた唯一の物で“大西洋の壁”の大砲の配置の状況が良く分かります。 
昼食はワインと共に地元の料理を味わいます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。シェルブールから上陸海岸までのドライブは約２時間

です。約２時間平坦な地を歩きます。踵が低く、歩き易い靴をお履きください。２０１３年１０
月からフランス法規制２０１１－１３３５が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の地
上手配業者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ２換算量）を提示す
ることを要求されています。キュナード社でもこの試みに進んで参加しています。これらについ
ては現地ツアーオペレーターにより計算されています。各カーボンフットプリントについてバ
ス１台につき乗客が４０名と見込んで算出されており、お客様のカーボンフットプリントは正
確な乗客数とは異なる場合があります。このツアーでのカーボンフットプリントは乗客１人に
付き二酸化炭素量が６．６５kgs-co2 と計算されています。 

 

 



 

 
 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 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

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

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

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

の種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショア・エクスカーションの順番待ちについて 

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

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

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

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

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

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

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

どが変更になっている場合がありますので時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。クルーズ開始後、取消待ちのシ

ョア・エクスカーションが繰り上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
 



 

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 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 (船内ツアーオフィスにて) 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船内のツアーオフィスでは個人用観光手配のお手伝いが出来ます。ご希望

の場合は、ご乗船後、ツアーオフィスにて寄港の 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、船内口座に請求されます。 

※専用車の事前手配、お問い合わせは承っておりませんので、ご乗船後にご確認ください。 
 

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。

港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用されます。バスによってはステップが非

常に高い場合がありますので、バスの乗り降りには特に注意をしてください。ツアーで使用される飛行機の座席は特別にお申し出が

無い限り、すべてエコノミークラスです。同行者と離れ離れにならない為にも、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツ

アースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してく

ださい。 
 

ツアー中の移動について 

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

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

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

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

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

入ったツアー内容をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には

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

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

申し込みのツアーがご自身に適したツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しく

お尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限がある方

はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーかどうかご確認ください。車椅子補助は、要

望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

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

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

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

動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

 

※ショア・エクスカーション規定と条件は 2018 年 11 月 6 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。 


