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・ 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。
ワールドクルーズでは、連続乗船をされるお客様向けに乗下船地のコースも掲載しており
ますのでご了承ください。

[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。

【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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ハミルトン
Hamilton
歴史、隠れ家＆有名な邸宅
HISTORY, HIDEAWAYS ＆ FAMOUS HOMES
ツアー番号：BDA006
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所要時間：２時間
２デッキモーターボートでこの面白い観光クルーズの旅にご参加ください。海岸線に沿ったこの楽しい
ツアーでは、歴史的事柄だけでなく島に関するユーモラスな話をたくさん知ることができます。
パステルカラーで塗装された歴史的な植民地時代の住宅だけでなく、
「ミリオネアズ・ロウ」として知ら
れる独特の地域をご覧になれます。この地域には、マイケル・ダグラスとキャサリン・ゼタ・ジョーンズ
をはじめとする有名人の家があります。劇作家ユージネ・オニールの娘はチャーリーチャップリンと結
婚していたと言われています。イラストレーターのウィリアム・デンスロウ氏は、
「オズの魔法使い」の
作品で最も有名です。
また、西半球で最も古い鋳鉄の灯台であるギブスヒル灯台などの伝統的なバミューダの名所や、ボート
でのみアクセス可能な静かな島の隠れ家をご覧になれます。バミューダの絶妙なターコイズブルーの海
を静かに巡りながら島の過去と現在、動植物と素晴らしい海洋生物についてより詳しく学びましょう。
ご案内：このツアーはボートで行われます。トップデッキに上るには６段の梯子を登る必要があります
が、上るかどうかはお客様の自由裁量です。

カヤック・エコアドベンチャー
KAYAK ECO ADVENTURE
ツアー番号：BDA008
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄４５～（８～１２歳）
所要時間：３時間３０分
ボート（またはバス）に乗り込み、地元のビーチサイトに移動し、カヤック、ライフジャケット、シット・
オン・トップ・ダブル・カヤックについて説明を受けます。このナレーション付きの海岸線のツアーでは
ガイドが気象条件に応じて最適な場所とルートを選択します。
海岸線に広がる岩場、無人島やビーチをご覧ください。途中で、バミューダのロングテール、エジプトや
ヒレなどの海岸線の鳥の生活や、さまざまなサンゴや海洋生物を見ることができます。カヤックで冒険
した後は、ビーチで自由な時間を過ごして、日光浴したり、飲み物を楽しんだり、時には海に入ったりし
てからボートに戻ります。
ご案内：このツアーはボートやバス、カヤックで行われます。ボートトランスファーはバイクツアーと
共有され、約２０〜２５分です。これはバスで代用することがあります。８歳未満のお子様は
参加できません。身体的に健康で、泳ぐのが得意な方にお勧めのツアーです。水にぬれること
が多いツアーです。カヤッキングの時間は約４５分、ビーチでの時間は約２０分です。服の下
に水着を着て、タオル、日焼け止め、ミネラルウォーター、帽子をご用意ください。カヤック
は２人で合計１７７キログラムまでの体重の方が乗ることができます。身長が１２２センチ未
満の方は参加できません。

バミューダ島ドライブ
BERMUDA ISLAND DRIVE
ツアー番号：BDA014
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄６６～（３～１２歳）
所要時間：５時間
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景観を楽しむこのツアーは、ロイヤルナバールドッグヤードを通って世界最小のドローブリッジを含む
サマセットビレッジに入ります。ギブスヒル灯台で簡単に写真を撮り、海抜約３６メートル近くの高さ
まで登ります。サウスショアのビーチのピンクの砂と青空の青い海という印象的な景色をお楽しみくだ
さい。
世界遺産に登録されているセントジョージに到着すると、狭く曲がりくねった路地、石畳の通り、絵に描
いたようなコテージ、美術館が見られ、この特徴的な町を撮影する時間が設けられます。ノースショアロ
ードに沿って、フラットの村を通り、バミューダの首都ハミルトンの賑やかな都市に到着します。桟橋に
戻る前に、有名なフロントストリートを眺める自由時間があります。
ご案内：このツアーはミニバスで行われます。車椅子やベビーカーにお乗りの方はご乗車できません。
ハミルトンでの自由時間は約３０分です。どのくらい歩くかはお客様の自由裁量です。

バミューダ・バイクツアー
BERMUDA BIKE TOUR
ツアー番号：BDA015
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄６６～（１０～１２歳）
所要時間：３時間３０分
ボート（またはバス）でピックアップポイントに移動し、トレッキングマウンテンバイクと着用義務のバ
イクヘルメットを受け取ります。受け取った後に乗車と安全に関する説明を受けると、独自のバミュー
ダ鉄道トレイルに沿ったサイクルツアーが始まります。自転車に乗っている間、ガイドは途中で興味深
い様々なポイントで停止します。多くの地域では道を包み込むように咲いているたくさんの木々、植物、
花々をご覧になれます。サイクリングの終わりには、時間が許す限りビーチで泳いでリフレッシュする
ことができます。
ご案内：このツアーはボートやバス、自転車で行われます。ボートトランスファーはカヤックツアーと
共有され、２０〜２５分ほどです。これはバスで代用することができます。 １０歳未満のお
子様は参加できません。自転車に乗り様々な種類の道路を約９．６キロメートル走ります。乗
り物に乗る時間は、そのグループによって変わります。身長が１５３センチ未満の方は参加で
きません。つま先が閉じた靴と軽い衣服を着用することをお勧めします。バックパックスタイ
ルのバッグがお勧めです。タオル、日焼け止め、ボトルウォーター、帽子をご用意ください。

南海岸の景観＆ハミルトン
SOUTH SHORE SCENERY ＆ HAMILTON
ツアー番号：BDA002
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄５９～（３～１２歳）
所要時間：３時間
エアコン付きのタクシーでワーウィック・ロング・ベイからホースシュー・ベイまで約１．６キロメート
ルの距離にある絵のように美しい南海岸沿岸公園を探索します。ロイヤルナバールドッグヤードを離れ
ると、ドライバーが美しいバミューダの島について説明をしてくれます。その歴史は小さいコテージで
あるヘイドン・トラスト・チャペルがあった１６１６年まで遡ります。そして世界最小のドローブリッジ
であるサマーセット橋を渡り、バミューダの美しいピンクの砂浜を見られるビューポイントに到着しま
す。この景観ドライブで多くの小さな湾やカラフルな石灰岩の家を通り過ぎた後は、ギブスヒル灯台で
写真を撮ることができます。これは世界で最も古い鋳鉄の灯台の 1 つであると言われています。この灯
台は１８４６年に完成し、約３５メートルの高さがあり、その光は海を約６４キロメートル照らすこと
ができます。賑やかなハミルトンの町に到着すると、港に帰る前にフロントストリートのブティックを
訪れる自由時間があります。
ご案内：このツアーはバスとタクシーにて行われます。タクシー１台には６人まで乗車できます。ハミ
ルトンでの自由時間は約１時間です。どのくらい歩くかはお客様の自由裁量です。

バミューダ・グラスボトムボート
BERMUDA GLASS BOTTOM BOAT
ツアー番号：BDA005
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所要時間：２時間
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カスタマイズされたグラスボトムボートで、興味深い２時間のクルーズをお楽しみください。バミュー
ダを囲む魅力的なサンゴ礁体験では、クリスタルのように透明で澄んだブルーの海に生息するカラフル
な魚を見ることができます。魅力的な水中のワンダーランドを航海している間は、現地のガイドが様々
な興味深いポイントを教えてくれ、現地の知識を得ることが出来ます。難破船ビクセンや餌をあげると
群がってくる活気のある様々な魚の姿は驚くべきものです。
ご案内：このツアーはグラスボトムボートで行われます。ボートのトップデッキには３段の階段があ
り、ボートの底に行くには２段の階段を降りる必要があります。海洋生物が見られるかどうか
は保証できません。

バミューダ・トロリーツアー
BERMUDA TROLLEY TOUR
ツアー番号：BDA010
ツアー料金：大人＄４４～ 子供＄２２～（３～１２歳）
所要時間：１時間
トロリー列車に乗って、バミューダの歴史あるロイヤル・ナショナル・ドックヤードと絵のように美しい
景観のナレーション付きツアーをお楽しみください。ツアーコンダクターは、ユーモラスな物語、様々な
逸話や歴史的事柄について語ります。バミューダ海事の歴史的要素が豊富なドックヤードコンプレック
スを見ながら、大英帝国の全盛期まで時を遡りましょう。エレガントな古いビクトリア朝の海軍の建物
を通過します。これらは現在レストラン、ショップ、クラフトワークショップに変わりました。ドックヤ
ードを出ると、美しく保護され、現地の人にピクニックスポットとして人気があるラグーンパークを通
ります。バミューダの息を呑むように美しい海岸線とサマセットビレッジを通って、王立墓地で停車し
ます。ドックヤードコンプレックスに戻るとトロリー列車は時計塔のショッピングモールで停車します。
ここで下車するか、またはそのまま乗って船に帰るか選ぶことができます。
ご案内：このツアーはトロリー列車にて行われます。参加人数が限られますので、お早めにお申し込み
ください。このツアーでは、徒歩で移動することはあまりありません。しかしトロリー列車に
乗る際には高い段差を上る必要があります。時計台で降りるお客様は、船に戻る際に少しの距
離を歩く必要があります。

バミューダ＆クリスタルケイブ
BERMUDA ＆ THE CRYSTAL CAVE
ツアー番号：BDA013
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄６５～（４～１２歳）
所要時間：３時間３０分
港からのドライブで、くつろぎながら島の美しい景観をお楽しみください。美しいパステル色の家、砂
浜、青い海岸線を眺めることができます。その後、ガイドと共に自然の素晴らしさを楽しめるクリスタル
ケイブツアーに向かいます。８１段の階段を下り地下約３６メートルを降りていくとそこでは、透明な
湖をご覧になれます。上を見上げると、入り口から約１５メートル下の壮大な地形を見ることができま
す。この洞窟は２人の男の子が無くなったボールを探しているうちに発見したもので、
「バミューダの真
の隠された宝」と呼ばれています。時間が経つにつれて、バミューダの理想的な景色をもっと楽しむこと
ができます。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われます。参加人数が限られますので、お早めにお申し込み
ください。身体障害がある方にはお勧めできません。このツアーには約１時間３０分の歩行が
含まれます。洞窟に出入りする際、８１段の階段を昇り降りする必要があります。たいへん滑
りやすくなっている個所があるのでご注意ください。底が平らで滑りにくいウォーキングシュ
ーズでご参加ください。訪問するのはクリスタルケイブであり、ファンタジーケイブではあり
ません。４歳未満のお子様は参加できません。
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ニューヨーク
NEW YORK
ハーレム・ジャズとブルース
HARLEM JAZZ & BLUES
ツアー番号：NYC113
ツアー料金：大人＄１０６～
所 要 時 間：３時間４５分
ジャズの歴史におけるハーレムの果たした役割と著名なミュージシャンのおかげで、ニューヨークに音
楽の文化が根付きました。
ハーレムに着くと、ジャズとブルースに関連する地区の観光ドライブを楽しみます。デューク・エリント
ンとレナ・ホーンが世界中から集まる人々を何時間もの間興奮させたコットン・クラブが見えます。ベニ
―・グッドマンとチック・ウェッブが“バンド・バトル”で戦い、
“チャールストン”
、”リンディー・ホ
ップ”、
“ビッグ・アップル”のダンスがアメリカの文化にしっかりと組み込まれていったヴォイ・ボー
ルルームもご覧になれます。かつてサラ・ヴォ―ン、エラ・フィッツジェラルドが登場した世界的に有名
なアポロ・シアターの外観を見るために、１２５番街で少しの間過ごします。
その後、夜のハイライトとして、ハーレムの最もホットなジャズクラブ“コットン・クラブ”に向かいま
す。ジャズあるいはブルース・バンドの音を聞いたりしながら飲み物をご堪能ください。
ご案内：このツアーはバスで行われます。お子様は参加いただけません。このツアーではあまり歩きませ
んが、参加者はバスの乗り降りができる方に限ります。必要な方は、コットン・クラブで飲み物
を購入するために米ドルをお持ちください。コットン・クラブは有名ですので混雑する可能性が
ございます。

ニューヨーク・ハイライト観光ドライブ
NEW YORK HIGHLIGHTS
ツアー番号：NYC141/NYC145
ツアー料金：大人＄７３～ 子供＄４６～（３～１２歳）/ 大人＄８５～ 子供＄５７～（３～１２歳）
所 要 時 間：４時間
マンハッタンから観光ドライブを始め、ロックフェラー･センター、タイムズ･スクエア、劇場地区、エン
パイア･ステイト･ビル、セント・パトリック大聖堂などを快適な空調付きのバスで巡ります。さらに流行
発信地のグリニッジ･ビレッジ、リトル･イタリー、金融街、デザイナーブティックが連なる五番街を通
り、メトロポリスの人々を寛がせる緑のオアシスのある敷地面積約３．４平方キロメートルのセントラ
ル･パークを眺めます。
９/１１メモリアルを訪れ、二つの記念碑の間にある水が流れるモニュメントを見ます。命を失った人々
の名前は、水が流れるモニュメントの角付近にある欄干上の銅板に刻まれており、穏やかに追悼されて
います。
その後、バスで再びバッテリー・パークへドライブし、自由の女神を遠くに眺めることができます。ニュ
ーヨークの数々の通りをドライブし、船の停泊する埠頭に戻ります。
ご案内：このツアーの大半はバスで行われますが、多少の徒歩も含まれます。このツアーでは９/１１メ
モリアルのみを訪れ、９/１１ミュージアムは訪れません。ツアー所要時間は交通状況により変
化し、見学順序も替わる場合があります。渋滞と道路封鎖により、見学箇所を訪問できない場合
があります。
小グループご案内：このツアーはミニバスで行われます。参加人数が限られていますので、お早めにお申
し込みください。グループの人数は通常２０～２４名です。このツアーの大半はミニ
バスで過ごしますが、歩く時間も少しあります。ツアー所要時間は交通状況により変
化し、見学順序も替わる場合があります。渋滞と道路封鎖により、見学箇所を訪問で
きない場合があります。

ニューヨークの街の明かりとエンパイア・ステイト・ビル
NEW YORK CITY LIGHTS & EMPIRE STATE BUILDING
ツアー番号：NYC111
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄６５～（３～１２歳）
所 要 時 間：５時間
イースト川からブルックリンへ移動し、歴史的なフルトン・ランディングの場所であるブルックリン橋
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の下から輝くニューヨークのスカイラインを眺めます。ブロードウェイのまばゆい光、照らされた街の
象徴の数々、ブルックリン橋が続く真珠が連なるような光景、壮大なアールデコ調のクライスラー・ビル
すべてが輝いて見えます。
ミッドタウンに戻ると、街で一番高いビルの８６階にある展望デッキから、息をのむような夜景を眺め
るためにエンパイア・ステイト・ビルへ向かいます。
自由時間でタイムズ・スクエアの喧騒を楽しみ、夜の活気ある雰囲気をご堪能ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。８６階の展望デッキで過ごす時間は待ち時間に左右さ
れ、最大で１時間ほどになります。エンパイア・ステイト・ビルはニューヨークで人気のある場
所のため大変な混雑になる場合があります。とても限られた時間の滞在になる可能性があるこ
とに留意してください。このツアーは天候状況によらず催行しますが、景色が見えることは保証
されません。

ニューヨークとロックフェラー・ビル観光
NEW YORK INSIGHT & TOP OF ROCKEFELLER
ツアー番号：NYC132/NYC146
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄７４～（３～１２歳）大人＄１３４～
１２歳）
所 要 時 間：７時間３０分

/ 子供＄１０５～（３～

アッパー・ウェストサイドへドライブし、ダコタ・ハウス付近で止まります。そこはジョン・レノンがか
つて住んでいた場所です。ここから、ニューヨークの歴史的なランドマークであり、世界で最も有名な公
園の一つであるセントラル・パークの散策ツアーを楽しみます。
次に、ロックフェラー・ビルを訪れます。その展望デッキはジョン・Ｄ・ロックフェラーがニューヨーカ
ーの憩いの為に１９３３年オープンしました。なつかしいオーシャンライナーの時代のデザインで、瞬
く間に街を眺める代表的な展望台となりました。
“ロックの頂上”は街の絶景が楽しめるナンバー１の場
所です。
地上に戻り、バスでミッドタウンを通り抜けてグランド・セントラル駅で止まります。この駅はニューヨ
ーク訪問者の交通の要所であり、目的地そのものでもあります。この魅力的なボザール様式の建物は、復
元されることでかつての栄光を取り戻しました。自由行動と昼食の購入を済ませた後、金融街を通り９/
１１メモリアルへ向かいます。そこでは二つの記念碑の間にある水が流れるモニュメントを見ます。命
を失った人々の名前は、水が流れるモニュメントの角付近にある欄干上の銅板に刻まれており、穏やか
に追悼されています。
このツアーではハーレム、リンカーン・センター、メトロポリタン・オペラハウス、グリニッジ・ビレッ
ジ、ソーホーなどその他数多くの名所も通過します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーにはロックフェラー・ビル展望台が含まれま
す。９/１１ミュージアムは含まれません。交通渋滞により見学順序が変わります。グランド・
セントラル駅内でのお買物の際には米ドルをご利用ください。このツアーには２時間半の散策
が含まれます。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。ロックフェラー・ビルからの眺望は
天候状態により変化し、景色が見えることは保証されません。
小グループご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われます。参加人数が限られていますので、お早め
にお申し込みください。グループの人数は通常２０～２４名です。このツアーにはロ
ックフェラー・ビル展望台が含まれます。９/１１ミュージアムは含まれません。交
通状況によって見学順序が変わります。グランド・セントラル駅内でのお買物の際に
は米ドルをご利用ください。このツアーには２時間３０分の散策が含まれます。歩き
やすい底の平らな靴でご参加ください。ロックフェラー・ビルからの眺望は天候状態
により変化し、景色が見えることは保証されません。

ニューヨークの街の明かり
NEW YORK CITY LIGHTS
ツアー番号：NYC104
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄４６～（３～１２歳）
所 要 時 間：４時間
夜の“ビッグ・アップル”を見て“ニューヨークの輝く光”を捉えましょう。
壮大なアールデコ調の建築物である鋼で覆われたクライスラー・ビルディングが見えます。また、ロック
フェラー・センターやウールワース・ビル、そして遠くには壮大な自由の女神の景色もお楽しみくださ
い。
イースト川からブルックリンへ移動し、ブルックリン橋の下でのひとときをお楽しみください。そこか
らは有名なニューヨークのスカイラインを眺めることができます。
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タイムズ・スクエアでは散策しながら夜の活気ある雰囲気を感じてみてください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。タイムズ・スクエアに滞在する間、約１時間の自由行動
があります。

オープントップバス＆スカイラインクルーズ
OPEN TOP BUS ＆ SKYLINE CRUISE
ツアー番号：NYC176
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄７９～（３～１２歳）
所要時間：５時間３０分
オープントップ観光バスに乗ってニューヨーク市街を巡ります。
「ビッグアップル」の歴史的名所を通過
しながら、ナレーション付きオーディオガイドをお楽しみください。
次に、ナレーション付きのスカイラインハーバークルーズで、ニューヨークを別の視点からお楽しみい
ただけます。ボートクルーズからはブルックリン橋とエンパイアステートビルやクライスラービルのよ
うな街の高層ビルを眺めることができます。スタテン島とアメリカへの移民の門であるエリス島を通り
ます。有名な自由の女神像も見ることができます。
クルーズを終えた後は、桟橋へ戻る際に再びオープントップバスに乗車します。
ご案内：このツアーはオープントップバスとボート、徒歩で行われます。このツアーには現地ガイドが
同行します。あまり歩くことはありませんが、バスに乗り降りしたり、デッキに降りる際は段
差を登る必要があります。ボート上でさらに上のデッキに移動する際はある程度すばやく移動
しなければなりません。ボートに乗るまでは３０分ほど立ってお待ちいただく必要がありま
す。サウスストリート港は、２０１５年のハリケーン・サンディの被害を受けまだ改修中で
す。必要に応じて、ボート上で軽食を取ることができます。現地通貨をお忘れなく。スカイラ
インハーバークルーズボートはキュナードをご利用のお客様専用ではなく、一般の方や観光客
も予約が可能です。旅程は順番が前後することがあり、自由の女神像に上陸することはできま
せん。ボートクルーズは約９０分です。ツアーの所要時間は地域の交通状況に大きく左右され
ることにご注意ください。

自由の女神とエリス島
STATUE OF LIBERTY & ELLIS ISLAND
ツアー番号：NYC109
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄６５～（３～１２歳）
所 要 時 間：６時間
“自由の女神”の台座に立ってこの象徴的な像の歴史を詮索します。また、エリス島を訪れてアメリカの
歴史上この島が果たした役割の根幹に触れます。
マンハッタンの南端にあるバッテリー・パークへのちょっとしたドライブの後、フェリーに乗りブルッ
クリンとその有名な橋、スタテン島、ニュージャージー、遠くに望むマンハッタンのスカイラインを含む
街の美しい景色が満喫できるニューヨーク港をお楽しみください。
リバティ島に着いた後、壮大な像の台座上を散策します。他にも少しの間ギフトショップを訪れ、外部の
展示物を見ることができます。ガイドは１８８６年の完成やユニークな歴史に関する話などを交えて“自
由の女神”の詳細な情報を教えてくれます。
再びフェリーに乗り、もう一つの国の歴史的シンボルであるエリス島へ向かいます。エリス島は、１８９
２年から第二次世界大戦までアメリカの移住の玄関口の１つでした。１２００万人を超える移民がこの
島で手続きされ、今日では４０％を超えるアメリカ人の祖先をエリス島にさかのぼることができます。
博物館では約１時間半の自由時間があります。
ご案内：このツアーはバスとフェリー、徒歩で行われます。フェリーはキュナード社の貸切りではないの
で混雑する場合があります。フェリーに乗船する前には航空形式のセキュリティーチェックを
通過する必要があります。どちらの箇所も人気のために列待ちをする場合があります。飲食物は
自由の女神とエリス島どちらでも購入することができます。歩きやすい底の平らな靴でご参加
ください。

ロウアー・マンハッタンとハイ・ライン
LOWER MANHATTAN & HIGH LINE
ツアー番号：NYC118
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄４４～（３～１２歳）
所 要 時 間：５時間
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マンハッタンのダイナミックな通りをドライブし、ブロードウェイを通過しながら名所を堪能します。
９/１１メモリアルを訪れ、二つの記念碑の間にある水が流れるモニュメントを見ます。そこでは命を失
った人々の名前が痛烈に刻まれています。次に金融街を通り抜け、ウォール・ストリート、ニューヨーク
証券取引所（外観のみ）のような象徴的な名所を見ていきます。バッテリー・パークにも少しの間留まり
ます。そこでは遠くの方に自由の女神を望むことができます。
その後、バスに再び乗車して、活気あるグリニッジ・ビレッジやソーホーの地域をドライブし、
“ミート・
パッキング・ディストリクト”として知られるチェルシー地区へ向かいます。そこでは街の西側高さ約１
０メートルに設けられた、かつての高架線路であるハイ・ラインを歩きます。今日では、曲がりくねった
小道、ストリート・アート、賑やかな街の通りを見下ろせる景色のある公園に生まれ変わり、ニューヨー
クの中で最も人気のある観光地のひとつになっています。
ハイ・ライン訪問後は、賑やかなチェルシー・マーケットで現地の人に混ざって自由時間を楽しみます。
その後埠頭へ戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーでは比較的平坦な道を約２時間半～３時間
歩きます。ハイ・ラインでは約３０分様々な道を歩きます。歩きやすい底の平らな靴でご参加く
ださい。お買物の際には米ドルをご利用ください。

ハーレム＆ゴスペル体験
HARLEM ＆ GOSPEL EXPERIENCE
ツアー番号：NYC131
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄６０～（３～１２歳）
所要時間：４時間
世界的に有名なアフリカ系アメリカ人文化の中心であり、豊かな音楽の歴史を持つハーレムにバスで向
かいます。ハーレムには伝説的なアポロ劇場、コットンクラブ、アフガン・アメリカン文化研究のための
ショーブルグ・センターなどの名所があります。デューク・エリントンがかつて住んでいたシュガー・ヒ
ルの魅力的な郊外を見ると、ハミルトン・ハイツとストライバー・ローがあります。ツアーのハイライト
は地元のハーレム教会で ARC ゴスペル合唱団の音楽を聞くことです。彼らは「力の時」の賛美歌を演奏
します。彼らの力強い声は、喜びの歌と前向きなエネルギーで教会の空気を満たします。教会を離れ桟橋
に戻る時には、つい歌を口ずさみ足でリズムを取ってしまうことでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。教会に適した服装でお越しください。ショーツは禁止
で、膝や肩が出る服も好ましくありません。写真撮影も制限されるかもしれませんので、ガイ
ドの指示に従ってください。ビデオカメラは固く禁止されています。このツアーには、約１時
間のゆったりとしたウォーキングが含まれます。ヒールの無い履きなれた靴をお勧めします。
賛美歌は約１時間です。ARC のゴスペル合唱団は様々な依存症からの回復を目指す団体でもあ
ります。このツアーを予約することで、ARC が提供する慈善事業に貢献することになります。

ブルックリン探索
DISCOVER BROOKLYN
ツアー番号：NYC143
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄４５～（３～１２歳）
所要時間：５時間
民族的に多様な地域であるブルックリンの車窓観光をお楽しみください。アメリカ人の８人に１人がこ
の地域にルーツを持つと言われています。またバーバラ・ストレイサンドやウーディ・アレン、ジョー
ジ・ジャースウィンなどアメリカの有名人の出身地でもあります。
このドライブではマンハッタン橋を渡ってダンボエリアに向かい、ブルックリン橋の下にある撮影スポ
ットに立ち寄ります。ここでは、マンハッタンスカイラインとブルックリン橋の景色を眺めることがで
きます。魅力的なブルックリン・ハイツを通り、ニューヨークの最高の地域のひとつとされる豊かなパー
ク・スロープに向かって進みます。ここでも一旦立ち止まり、周りの景色を楽しんだ後、プロスペクトパ
ークへ向かいます。そして、ウィリアムズバーグの繁華街を訪れ、桟橋に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。階段を含む比較的なだらかな土地を約２０分間歩きま
す。ヒールの無い履きなれた靴をお勧めします。お買い物の際には米ドルをお使いください。
ブルックリン橋については写真を撮るだけで、実際には訪れません。
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ニューヨーク遊覧飛行
THE NEW YORK HELICOPTER EXPERIENCE
ツアー番号：NYC158
ツアー料金：大人＄２７８～ 子供＄２７８～（３～１２歳）
所 要 時 間：２時間
マンハッタン・ダウンタウン、そしてイーストリバー・ヘリポートへ向かう間に車窓観光をお楽しみくだ
さい。遊覧飛行に関する説明を受けた後、いよいよ離陸します。空中ではニューヨークの素晴らしい景色
を見渡すことができます。
セントラル・パーク、ハドソン川、ニューヨーク港を見下ろし、街の有名な摩天楼も目にすることができ
ます。さらに、自由の女神とエリス島を眺め、グリニッジ・ビレッジとブルックリン橋の上空を飛行しま
す。
他にも多くの素晴らしい見どころを楽しんだ後、ヘリポートに着陸します。
ご案内：このツアーはミニバスとヘリコプターで行われます。このツアーは、ご予約後のお取消しに対し
ては１００％の取消料がかかります。お子様は３歳以上のみ参加できます。１人につき１２７キ
ロという厳しい重量制限があり、身長は約１９３センチ以下推奨です。体重と身長は搭乗時に確
認されますが、ヘリコプターの形状を左右するため正確に伝える必要があります。お客様が規定
の制限を超過していた場合、追加席料が必要となります。ヘリコプターは定員６名で、前部に１
席、中央部に３席、後部に２席あります。中央の座席は両側から景色が見えますが、窓際ではあ
りません。座席は当日のご案内となります。飛行時間は約１５分です。このツアーは当日の天候
状況に左右されます。お客様はミニバスとヘリコプターの階段の上り下りをする必要がありま
す。

ウッドベリー・コモン・ショッピング・アウトレット
WOODBURY COMMON SHOPPING OUTLET
ツアー番号：NYC115
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所 要 時 間：７時間
ニューヨークから車で１時間～１時間半ほどのセントラル・バレーにウッドベリー・コモンがありま
す。そこは最大２５％～６５％割引した有名なブランド商品があり、最も人気のあるプレミアム・アウ
トレットの一つになっています。
到着後、３時間半～４時間ほどショッピングの時間があります。魅力的なアメリカのコロニアルな村の
セットを通り抜け、ディーゼル、ジョルジオ・アルマーニ、Gap、ミス・シックスティ、ナイキ、ポ
ロ・ラルフローレン、ヴェルサーチ、アディダスなど２２０を超えるアウトレット店を訪れることがで
きます。訪れている間、屋外施設やエンターテイメント施設を楽しむこともできます。数多くのレスト
ランや飲食店が立ち並び、昼食や軽食を食べることができます。
ご案内：このツアーはバスで行われます。このツアーではガイドはされませんが、現地のエスコート役が
付きます。歩く距離は各お客様で異なりますが、参加者はバスの乗り降りができる方に限りま
す。お買物の際には米ドルをご利用ください。クレジット・デビットカードも利用することがで
きます。

ニューヨーク３か所巡り
NEW YORK THREE STOP
ツアー番号：NYC130
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所 要 時 間：７時間
はじめにニューヨークの富裕層が住むアッパー・イーストサイドを訪れます。デザイナーブティックが
立ち並ぶことで有名なマディソン・アベニューを歩きます。ここはセントラル・パークやミュージアム・
マイルの散策にもピッタリです。
次にマンハッタンのミッドタウン、象徴的なロックフェラー・センターやニューヨークの高層ビルが立
ち並ぶ地区を訪れます。数ブロック先のタイムズ・スクエアやラジオシティー・ミュージックホール、聖
パトリック教会にも行くことが出来ます。さらには、ロックフェラー・ビルの展望台に登ったり、５番街
にショッピングに出かけたりすることができるかもしれません。
最後に訪れるのはロウアー・マンハッタンで、ウォール・ストリートや金融街沿いを散策し、ニューヨー
ク株式証券所やトリニティ教会を見ます。有名なブリックリン橋を渡ることも出来ます。ロウアー・マン
ハッタンには、テロで失われた大勢の命を追悼する９/１１メモリアルとビジターセンターがあります。
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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ニューヨークの３地区を巡
るツアーです。飲み物や食事、入場料などが一切含まれません。各箇所で約１時間半から２時間
滞在しますが、その日の交通状況に左右されます。名所を訪問する際はバスに歩いて戻る時間を
含め、時間配分をご考慮ください。集合場所へは時間通りにお戻りください。遅刻した方の為に
バスが待つことはありません。歩く距離は各お客様で異なりますが、バスの乗り降りができる必
要があります。お店や観光箇所は日曜日や祝日に閉まっている場合や、予告なしに閉まる場合が
あります。お買物の際には米ドルをご利用ください。

ブルックリン橋散策
WALK THE BROOKLYN BRIDGE
ツアー番号：NYC139
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄４９～（３～１２歳）
所 要 時 間：４時間
埠頭を出発後、マンハッタンの入り口であるブルックリン橋に向かい、ここから散策が始まります。
散策中、いくつものベンチや歴史的な刻板を見ることで橋への歴史的理解を深められます。多くのシャ
ッターチャンスがあり、マンハッタン橋の近くなど印象的な風景を楽しめます。そして、運が良ければ、
空を飛ぶハヤブサを見つけることができるかもしれません。
ブルックリン橋の終わりに着くと、かつてブルックランド・フェリーとして知られ、ブルックリンの戦い
で有名になった歴史的名所であるフルトン・ランディングへ向かいます。散策や軽食の購入、ニューヨー
クの素晴らしいスカイラインの眺めなどを楽しみながら自由時間をお過ごしください。
その後再びバスに乗車して、タイムズ・スクエア、金融街、ワールド・トレード・センターのようなラン
ドマークを通りつつマンハッタンへ向かい、埠頭に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーは約２時間の散策を含みます。橋の歩くとこ
ろは舗装され、木でできており、比較的平坦になっています。橋を歩く時間は約１時間１５分で、
距離は約２．５キロあります。橋の出口には２５段ほどの階段があります。フルトン・ランディ
ングまでは１０～１５分ほどかかり、下り坂かつ舗装された石畳の道になっています。歩きやす
い底の平らな靴でご参加ください。ブルックリン橋は改築中のため、景色を楽しむ際に支障が出
る場合があります。このツアーは場合によっては橋のブルックリン側から始めなければならな
いことがあります。

ブルックリン探訪

小グループ

DISCOVER BROOKLYN SMALL GROUP OPTION
ツアー番号：NYC156
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄７２～（３～１２歳）
所 要 時 間：５時間
多様な民族が暮らすブルックリンでのドライブをお楽しみください。アメリカ人の８人に１人の祖先は
この地になります。また、バーブラ・ストライサンド、ウディ・アレン、ジョージ・ガーシュウィンとい
ったアメリカの有名なスターが生まれた場所でもあります。
マンハッタン橋を通過後、ダンボ地区へ向かいます。ブルックリン橋の土台で写真撮影ができます。そこ
では、マンハッタンのスカイラインやブルクリン橋の景色を見ることができます。続いてブルックリン・
ハイツを通り、ニューヨークで最も素晴らしい地区の一つといわれるパーク・スロープへ向かいます。
次に、プロスペクト・パークとボロ―・パークを経由してコニー・アイランドで少しの間停車します。遊
歩道を歩いたり、ネイサンの有名なホットドッグを買ったりすることができるかもしれません。最後は、
かつて工業地帯で今では芸術コミュニティーとして栄えているウィリアムズバーグに向かいます。
ご案内：このツアーはミニバスで行われます。参加人数が限られていますので、お早めにお申し込みくだ
さい。グループの人数は通常２０～２４名です。このツアーでは階段を含む比較的平坦な道を約
１時間４５分歩きます。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。お買物の際には米ドルをご
利用ください。このツアーでは、ブルックリン橋の近くに停車しますが、実際にブルックリン橋
には訪れず、写真を撮るために土台から眺めるのみとなります。

９/１１メモリアルとミュージアム
9/11 MEMORIAL & MUSEUM
ツアー番号：NYC149
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄６８～（３～１２歳）
所 要 時 間：４時間３０分
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マンハッタンの西側をドライブしてワールド・トレード・センターに向かいます。到着後、９/１１メモ
リアル＆ミュージアムへガイドについて行き、約２時間各々自由に行動します。メモリアル＆ミュージ
アムは２００１年９月１１日に起きた悲劇を強く想起させます。
ミュージアムには写真、オーディオ・ビデオテープ、個人所有物、追悼の品、記録された証言が集められ
ています。各展示物を見るといかに衝撃的な事件であったかを痛感させられます。
最後は、ガイドとともに博物館の隣にある記念碑に向かいます。二つの記念碑の間にある水が流れるモ
ニュメントを見ます。そこには命を失った人々の名前が刻まれています。ここでは約１時間散策します。
帰り道には、座席からニューヨークの景色を望みながら埠頭へ戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。９/１１ミュージアムではすべての訪問客がセキュリテ
ィーチェックを受けます。一人につき、２１センチ×４４センチ×４９センチを超えない大きさ
のバッグを一つだけ持ち込むようにしてください。この大きさを超えてしまうと入場できない
うえに、荷物を預ける場所もありません。個人的な写真撮影は許可されますが、ビデオ撮影は禁
止されています。商業的な目的の写真、ビデオの撮影も禁止されています。このツアーでは石畳
や階段を含む様々な道を歩きます。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。ツアーの所要時
間は交通状況により変化する場合があります。

金融街とワン・ワールド展望台
FINANCIAL DISTRICT & ONE WORLD OBSERVATORY
ツアー番号：NYC159
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄７５～（３～１２歳）
所 要 時 間：４時間
バッテリー・パークまでドライブし、降車後に自由の女神を眺めます。その後ガイドの案内と共に、金融
街や９/１１メモリアルのあるロウアー・マンハッタン地区を歩きます。有名なウォール街やトリニティ
教会、ニューヨーク証券取引所のような象徴的な建物のそばを通ります。
２つの記念碑の間にある２つの魅力的な水が流れるモニュメントで構成された９/１１メモリアルを訪
れます。そこでは命を失った人々の名前が刻まれた記念碑を見ることができます。
その記念碑の敷地内には、５４１メートルの高さを誇り、アメリカで最も高いビルとして正式に認定さ
れたワン・ワールド展望台があります。まず、展望台の建設に関する理解を深めるためのビデオを見ま
す。次に、エレベーターに乗り、たった６０秒で１０２階を上り展望デッキまで行きます。頂上では、素
晴らしいニューヨークの街の景色を３６０°眺めることができます。
最後に船へ戻りながらドライブをして終わります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーは徒歩が大半を占め、石畳を含む様々な歩道
を歩きます。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。展望台は人気があるため非常に混雑す
る場合があります。すべての訪問客と手荷物はセキュリティーチェックを受ける必要がありま
す。２１センチ×４４センチ×４９センチの大きさを超える手荷物は持ち込めません。また、手
荷物の数もなるべく少なくする必要があります。建物内には手荷物を預ける場所はありません。
展望台からの景色は天候状況に左右され、当日景色が見えることは保証されません。

セントラル・パーク散策
A WALK AROUND CENTRAL PARK
ツアー番号：NYC151
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所 要 時 間：４時間
セントラル・パークはニューヨークの都市部に新鮮な空気をもたらします。岩が多く荒れ果てた場所と
して始まったこの公園は、ニューヨーカーにとって最も有名で愛される公園の一つに急速に変わってい
きました。
ツアーは、公園南部にある主要箇所を通り、曲がりくねった道を歩きながら、ガイドが公園の歴史やデザ
インについて説明してくれます。途中、セントラル・パーク・モール、ベセスダの噴水、ストロベリー・
フィールズ、ベルヴェデーレ城などに止まります。穏やかな森林地域であるランブルを歩くこともでき
ます。
公園のランドマークのロブ・ボートハウス・カフェにも立ち寄ります。そこでは飲み物を買ったり、周囲
の景色を楽しんだりします。
その後、帰りのドライブではセントラル・パーク北部の外側を通ります。ひっそりとしたオアシスやコン
サバトリー・ガーデンで写真撮影のために少し停車した後、埠頭へ戻ります。
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ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われます。このツアーでは坂道や階段を含む様々な歩道を約
２時間３０分歩きます。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。また雨や晴天でも催行され
ますので、天候にあった服装を心がけてください。道順は変更する場合があります。セントラ
ル・パークは予告なくイベントに使用されることがあり、特定の箇所への訪問が制限されること
があります。飲料水をお持ちすることをお勧めします。お買物の際には米ドルをご利用くださ
い。

フォート・ローダデイル
FORT LAUDERDALE
エバーグレーズの冒険
EVERGLADES ADVENTURE
ツアー番号：FLL001
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄５０～（３～１２歳）
所要時間：３時間
エバーグレーズに到着後、エアーボートに３０分～４０分ほど乗って、ユニークな生態系を観察しまし
ょう。平底のボートと船尾の大きなプロペラにより、浅瀬の水面を浮かぶように“海の草地”を進みま
す。原住民のセミノール族のインディアンはこのソーグラス(湿地性多年草)を“海の草”と呼びまし
た。
エバーグレーズではアリゲーター、熱帯の鳥、固有の魚などの多種多様な野生生物が生息しています。
種類豊富なショウキン類の鳥が生息していることで有名です。経験豊富なガイドが国立公園の独自の生
態系について説明します。また、ここはアリゲーターとクロコダイルが同じ場所に生息する世界で唯一
の場所でもあります。
エアーボートの後は公園内を自由に散策し、爬虫類の展示とショーを見て、アメリカのアリゲーターに
関する知識を深めましょう。
ご案内：このツアーはバスとエアーボートにて行われます。エアーボートに乗る際に大きな段差があり
ます。エアーボート乗り場ではギフトショップとお手洗いがご利用になれます。エアーボート
のエンジンは大音量のため、ウレタンフォームの耳栓をご用意します。エアーボート乗船中は
風の関係で寒く感じるかもしれないので、ジャケットやジャンパーの持参をお勧めします。

エバーグレーズとフラミンゴ・ガーデン
EVERGLADES & FLAMINGO GARDENS
ツアー番号：FLL005
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄４９～（３～１２歳）
所要時間：４時間３０分
セミノール族のインディアンに“草で覆われた水辺”と呼ばれていましたが、現在ではエバーグレーズ
の“草の川”として知られています。エアーボートに３０分ほど乗り、エバーグレーズの自然美と野生
生物を堪能しましょう。さまざまな種類の鳥、アリゲーターやクロコダイルなどの野生生物に目を凝ら
しましょう。
次に自生の植物や亜熱帯の植物に囲まれた植物園に行き、３０分ほどトラムに乗って説明を聞きながら
園内を巡ります。その後、自由時間となりますので、鳥が自由に飛ぶ鳥小屋やかつてフロイドとジェー
ン･レイが所有していた邸宅を見たり、ギフトショプでのお買い物を楽しんだり、カフェやバニヤンの
木の下で寛いだりしましょう。
ご案内：このツアーはバス、エアーボートと徒歩にて行われます。このツアーではあまり歩きません
が、エアーボートに乗る際に４５メートルほど歩き、大きな段差があります。ガーデンでは舗
装された平坦な道を歩きます。エアーボートのエンジンは大音量のため、ウレタンフォームの
耳栓をご用意します。エアーボート乗船中は風の関係で寒く感じるかもしれないので、ジャケ
ットやジャンパーの持参をお勧めします。
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ソーグラス・ミルズ・ショッピングアウトレットへの送迎
TRANSFER TO SAWGRASS MILLS SHOPPING OUTLET
ツアー番号：FLL013
ツアー料金：大人＄４９～ 子供＄３５～（３～１２歳）
所要時間：５時間３０分
このツアーはソーグラス・ミルズ・ショッピングアウトレットへの送迎になります。３時間半から４時
間の自由時間をお楽しみください。
モール内にはサックス・フィフス・アベニューアウトレット、ラストカル、ニーマン・マーカスのクリ
アランスセンター、ディズニーキャラクター・プレミア、ケニスコール、トミー・フィルフィガー、ミ
カサ・ファクトリーストア、バナナリパブリック・ファクトリーストア、カラバン・クラインアウトレ
ット、ギャップアウトレット、ポロ・ラルフローレンアウトレットなどなど多くのお店が入っていま
す。その他レストランや軽食店などが入っており、飲み物や軽食などを購入することが出来ます。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。クレジットカ
ードがご利用いただけます。到着後、地図が配られ、バスの集合時間と集合場所を説明しま
す。地図には集合場所が記されています。カスタマーサービスデスクにはクーポンブックや地
図も用意されています。
陸と海から訪ねるフォート･ローダデイル
FORT LAUDERDALE BY LAND & SEA
ツアー番号：FLL002
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４４～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
埠頭を出発し、フォート･ローダデイルの商業地区、美しい白砂のビーチ、深い青色の大西洋、ファッ
ショナブルなラス･オラス大通りの景色の良いドライブし、カラフルなフロリダの景色を写真に収めま
す。その後、外輪船“キャリーＢ”に乗って、インターコースタル･ウォーターウェイ沿いを遊覧クル
ーズする間、船長が“アメリカのベニス”と呼ばれるフォート･ローダデイルの豪華で有名な邸宅を示
してくれます。船には室内の座席とオープンデッキがあり、スナックバーでは飲み物を買い求めること
ができます。
ご案内：このツアーはバス、ボートと徒歩にて行われます。市街地で自由時間に歩く距離は各お客様に
よります。
“キャリーＢ”ではお手洗いがご利用になれます。

マイアミ遊覧飛行
EXPERIENCE MIAMI BY HELICOPTER
ツアー番号：FLL020
ツアー料金：大人＄２２０～ 子供＄２２０～（３～１２歳）
所要時間：２時間３０分
ヘリポートまで景観ドライブをした後、飛行体験に関する説明を受けます。ヘリコプターに搭乗後、
マイアミの輝く砂浜の沿岸や有名なサウスビーチ上空を通過します。前方にネオンが輝くサウスビーチ
の通りが見え、片側には大西洋が、もう片側にはビスケーン湾が望めます。さらに、フィッシャー・ア
イランドと内陸水路上空を通過した後、マイアミの繁華街を通って戻っていきます。
他にも多くの素晴らしい見どころを楽しんだ後、ヘリポートに着陸します。
ご案内：このツアーはミニバスとヘリコプターにて行われます。参加人数が限られていますので、お早
めにお申し込みください。乗客は全員個人写真付き証明書が必要です。このツアーはご予約後
のお取消しに対しては、１００％の取消料がかかります。お子様は３歳以上のみ参加できま
す。１人につき１２７キロという厳しい重量制限があり、身長は１９３センチ以下推奨です。
体重と身長は搭乗時に確認されますが、ヘリコプターの形状を左右するため正確に伝える必要
があります。お客様が規定の制限を超過していた場合、追加席料を要求されます。ヘリコプタ
ーは定員４名で、前部に１席、後部に３席あります。座席は当日のご案内となります。飛行時
間は約１５分です。お客様はミニバスとヘリコプターの階段の上り下りをする必要がありま
す。手荷物は機内に持ち込めません。ロッカーはありませんが、ヘリポートの受付で預けられ
ます。カメラ、レコーダー、携帯電話は持ち込み可能です。このツアーは当日の航空交通規制
や天候状況に左右されるため、キャンセルになる場合があります。
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マイアミ市内観光
MIAMI HIGHLIGHTS
ツアー番号：FLL018
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄４８～（３～１２歳）
所要時間：４時間３０分
湾に面した壮麗なヴィスカヤ博物館を訪れます。精巧に装飾され骨董品と調度品が展示された部屋を回
ります。１５世紀から１９世紀のイタリアとフランスに影響を受けたこの邸宅は豪華でヨーロッパ風の
造りになっています。そして、植物と花に囲まれた約４ヘクタールの庭園の散策をお楽しみください。
その後景観ドライブでは、ビスケーン湾からマイアミビーチへ行き、アールデコ地区とファッショナブ
ルなサウスビーチを眺め、マッカーサー･コーズウェイを渡り、スター･アイランドと世界でも賑わいの
あるマイアミ港をご覧ください。ブリッケル通りは湾沿いに瀟洒な邸宅と近代的なオフィスビルが建ち
並んでいます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。博物館での滞在時間は約４５分で、ガイドはつきま
せん。邸宅は立ち入りが制限されていたり、時間帯により全てをご覧いただけなかったりする
場合があります。２階に上がる際に３５段ほどの階段があります。庭園では砂利や土の上を歩
きます。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。

サウスビーチとアールデコ地区の自由散策
SOUTH BEACH & ART DECO DISTRICT ON YOUR OWN
ツアー番号：FLL009
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所要時間：５時間
ガイドがサウスビーチの見どころを紹介しますので、自由散策でそれらを訪れてみましょう。アールデ
コ地区では、１９００年初頭のアールデコ様式の建築物をご覧ください。
その後、自由時間となります。サウスビーチを散策したり、オーシャン･ドライブに軒を連ねるレスト
ランで食事をしたり、リンカーン通りでの買い物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。交通状況によりますが、フォート･ローダデイルからの送
迎時間は４５分ほどです。バスの下車地点はオーシャン･ドライブと５番街の交差点ですが、
悪天候の場合はコリンズアベニューとリンカーンロードの交差点となります。自由時間は２時
間４５分～３時間ほどです。
フラミンゴガーデンズ
FLAMINGO GARDENS
ツアー番号：FLL021
ツアー料金：大人＄６２～ 子供：＄４８～（３～１２歳）
所要時間：４時間
フラミンゴガーデンズは約２４ヘクタールもの広さを誇る熱帯の楽園です。ここでは約６ヘクタールの
植物園と、怪我をし野生に帰れない動物の永住地となっている野生動物保護区を探索することができま
す。
フラミンゴガーデンズに到着すると、青々とした自然に囲まれ、亜熱帯の植物園の中を走る３０分間の
ナレーション付きのトラムライドをお楽しみください。その後はトルの気の向くままに探索をしていた
だける２時間３０分の自由時間があります。ぜひ、
“フリーフライト”という鳥小屋や、初代の土地所
有者であるフロイドとジェーン・レイの自作農場を訪れてみてください。お土産屋さんを見て回った
り、カフェでリラックスしたり、または園内を一望できるベンガル菩提樹のもとで優雅な時間を過ごし
たりして、港に帰るまでの時間をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスとトラムで行われます。ツアーを最大限にお楽しみいただくには、徒歩が必
要です。しかしこれはお客様の自由裁量です。このツアーでは様々な地形を通り、平坦ではな
い道が含まれる場合があります。トラムに乗車する際、段差があります。
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億万長者のマイアミとベイサイド
MILLIONAIRES MIAMI & BAYSIDE
ツアー番号：FLL019
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６４～（３～１２歳）
所要時間：６時間
港を出発してマイアミへ向かいます。マイアミはフロリダの南端に位置し、豪華なサウスビーチ・エリ
ア、カラフルなアールデコ調の建物、きれいなビーチが有名です。
到着後、
“アイランド･クイーン”に乗り込み、１時間半の遊覧クルーズでビスケーン湾を巡ります。セ
レブの象徴で知られる、パーム･アイランド、ハイビスカス･アイランド、スター･アイランドをカメラ
に収めましょう。
その後、マイアミ・ベイサイド・マーケットでの自由時間があります。屋台店を巡ったり、数あるレス
トランやフードコートで軽食を購入したりできます。
最後にアールデコ地区とサウスビーチの景観ドライブをした後、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。見学順序は入れ替わる場合があります。ベイサイド
での自由時間は約１時間ですが、当日の交通状況により変わる場合があります。お買い物の際
には現地の通貨をご利用ください。

オーチョ・リオス
OCHO RIOS
007 のようなプライベート・ビーチで一休み
007 PRIVATE BEACH BREAK
ツアー番号：OCJ032
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄４５～（３～１２歳）
所要時間：６時間
オーチョ・リオスからミニバスで、天国のような１日を過ごせるパーリー・ビーチへ向かいます。
純粋な暖かい砂と涼しいカリブ海に魅了されるでしょう。透き通ったターコイズブルーの海の波打ち際
を歩いてみましょう。
ウルスラ・アンドレスがジェームズボンドの「Dr No」の水から浮かび上がったときの 007 のような雰囲
気を味わって下さい。
到着後、美味しいドリンクが用意されビーチや施設の案内があります。そして、無料のビーチチェアでの
んびりと過ごし、太陽や海や砂をお楽しみください。
滞在後、約束の時間で船に戻ります。
ご案内：このツアーはミニバスにて行われます。日差しが強いため、日焼け止めをお持ちください。泳
ぎたい方は水着とタオルもご用意ください。買い物をする際は米ドルが必要になります。ビー
ル、ソーダ、水はビーチで販売されています。泳ぐ前にアルコールを摂取するのはお控えくだ
さい。ビーチではウォータースポーツを提供する地元業者がいますが、キュナード社とは一切
関係がありません。

コノコ・ガーデンとダンズの景色
KONOKO GARDENS AND DUNN’S VIEW
ツアー番号：OCJ002
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄４６～（３～１２歳）
所要時間：３時間
蛇行する川が流れているトロピカルガーデンである Konoko River Gardens をお楽しみ下さい。この魅力
的な庭園ではトロピカルフローラ、泉、滝、川をご堪能下さい。庭園内の小さな博物館は、島の最初の住
民である Arawak Indians を表しています。また、伝説のボブ・マーリーに関する興味深い情報も得られ
ます。美味しい飲み物も提供されるのでお楽しみください。
ジャマイカのナンバーワンのアトラクション、ダンズ・リバー・フォールズを見てみましょう。１８２メ
ートルの滝と、ビーチとカリブ海から見られる小さなプールをご覧下さい。景色を楽しみ、写真を撮り、
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滑りやすい岩を登っている方を見てみて下さい。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。Konoko River Gardens には約２０段の階段がありま
す。ダンズ・リバー・フォールズを眺められる場所までには約９０段の階段があり、さらにビ
ーチまでを眺められる場所までは約９０段の階段があります。ヒールの無い歩きやすい靴でご
参加ください。

シオンバスでめぐるボブ・マーリー
BOB MARLEY BY ZION BUS
ツアー番号：OCJ020
ツアー料金：大人＄６８～
所要時間：５時間
田園地帯のセント・アンとクレアモントの景観ドライブをする際は、色付きのシオンバスにご乗車下さ
い。
狭いレーンを通り、ボブ・マーリーの人生についての魅力的な話を聞きながらレゲエのスーパースター
のリズムを感じてください。ナイン・マイルの村に到着し、ボブ・マーリーの出生地と最期の場所を見る
ことができます。レゲエの「グレースランド」の雰囲気を感じ、懐旧の念に浸りオーチョ・リオスに戻り
ましょう。
ツアー中にはジャマイカの昼食を食べることができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。１８歳以上の方がご参加になれます。非常に長旅に
なることがあります。このツアーは起伏のある道を約１時間３０分歩きますので、ヒールの無
い歩きやすい靴をお勧めします。

３つで 1 つの熱帯雨林アドベンチャー
3-IN-ONE RAINFOREST ADVENTURE
ツアー番号：OCJ031
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄９０～（８～１２歳）
所要時間：４時間
熱帯雨林のアドベンチャーでは、スカイエクスプローラのチェアリフト、ジャマイカボブスレー、熱帯の
沿岸森林を通るジップラインツアーを体験できます。
エアコン完備のミニバスでミスティック・マウンテンへ向かいます。スカイエクスプローラーのチェア
リフトで、２１３メートルの熱帯雨林をお楽しみください。ピーク時には、ジャマイカとその人々の歴史
と文化に関する興味深い教育の展示を見る時間があります。また、魅力的な蝶とハチドリの庭に行くこ
とができます。
次に、ジャマイカ・ボブスレーでしか味わえないスリルをお楽しみください。オリエンテーションの後、
オーダーメイドのボブスレーに乗り、８４７メートル山を下ります。停止後は、また頂上に戻ります。
３つ目の冒険としてジップラインがあります。木々と陸上で結ばれているプラットフォームでジップラ
インをする前に、安全に関するオリエンテーションを受けハーネスを受け取ります。ジップラインは、チ
ェアリフトの中央部で終わります。そして再び頂上に戻ります。素晴らしい景色を堪能し、プールで泳い
だり、レストランで美味しい昼食をお楽しみ下さい。
その後、スカイエクスプローラーのチェアリフトで地上に戻り、シャトルバスで船に戻ります。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。このツアーは体調の良い人のみ参加できます。
怪我や体調の優れない方は参加できません。このツアーは、妊娠中の方、８歳未満の方、９４
センチに身長が満たない方は参加できません。１２０キロの体重制限があります。チェアリフ
トは搭乗の際にも停止はしませんのでご注意ください。リフトはゆっくりと動き続けます。日
差しが強いため、日焼け止めをお持ちください。泳ぎたい方は水着とタオルもご用意くださ
い。買い物をする際は米ドルが必要になります。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。

マーサー・ブレアの川下り
RAFTING ON THE MARTHA BRAE
ツアー番号：OCJ006
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄４８～（３～１２歳）
所要時間：５時間
マーサ・ブレア川の静けさをご体験下さい。アラワクのインド人の女の子は超自然的な力を持っている
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というマーサ・ブレアのおとぎ話をガイドが話してくれます。２人乗りのバンブー・ラフトで９キロ程川
を下る際には、リラックスして静かな環境を楽しむことができます。
川下りをしているときは素晴らしい景色をご覧になれます。到着時には無料のフルーツ・ドリンクをお
飲みください。
ご案内：このツアーは徒歩とラフティングにて行われます。川への移動時間は約１時間３０分です。ラ
フトに乗るときは約１５段の階段があります。１つのラフティングにつき２名で乗船します。
ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。このツアーでは濡れることも想定されます。ラフ
ティングは多少遅れることがあります。

究極のジャマイカ冒険
ULTIMATE JAMAICAN ADVENTURE
ツアー番号：OCJ017
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄１１０～（８～１２歳）
所要時間：５時間３０分
インストラクション後、梢とジャングルへの冒険が始まります。プラットフォームから飛び降り、複雑に
組み合わさった滑車を使って木々を飛び越える際は息を呑むでしょう。３２メートルから２０１メート
ルもある８回のトラバースによって、Laughlands River 峡谷の木々の間を横切ります。壮大な風景を楽
しんで、遠くの海を見ることができます。
谷から滝まで、次の冒険では有名なダンズ・リバー・フォールズを登ります。 経験豊富なガイドと共に、
壮大な滝を登ります。この究極の冒険の後、「Scotchies」での昼食のジャマイカ料理をお楽しみくださ
い。
ご案内：このツアーはバスとジップと徒歩にて行われます。ハーネスを付けて頂き、参加するには１９
キロ以上１０７キロ以下の方に限られます。このツアーは、妊娠中の方、８歳未満の方、また
は体重制限を満たしていない方には適していません。覆われている靴と長ズボンをご用意くだ
さい。ダンズ・リバー・フォール登りは、険しく滑りやすいです。滝登りをする際はウォータ
ー・シューズをご用意下さい。
（サンダルなどでは参加できません）登るには約６０分かかり
ます。 水着、タオル、そして、写真を購入したり靴を借りたりするための現地通貨をご用意
ください。ダンズ・リバー・フォールのガイドに状況に応じてチップをお渡しください。

乗馬、遊泳、ダンズ・リバー・フォールズ体験
HORSE RIDE, SWIM AND DUNN’S RIVER FALLS
ツアー番号：OCJ028
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄６５～（６～１２歳）
所要時間：５時間
馬に鞍をつけ乗馬を楽しみましょう！乗馬体験の際、ガイドからジャマイカの豊富な歴史、文化、植物、
動物についての説明を受けます。
美しい海岸線に沿って馬に乗り、カリブ海の心地よいそよ風に当たりながら、海を見渡し、ビーチに向か
います。
ビーチでは飲み物でリラックスをしたら、ガイド無しで乗馬体験をします。そしてこのツアーの見どこ
ろである乗馬体験とカリブ海での遊泳が始まります。
その後、お土産屋に立ち寄ってから、世界的に有名であるダンズ・リバー・フォールズに登ります。壮大
な約１８２メートルの流れ落ちる滝を登り、スリルと興奮を味わってください。その後、埠頭へ戻りま
す。
ご案内：このツアーはバスと乗馬にて行われます。６歳未満のお子様は参加することができません。体
重が１１４キロより重い方は参加できません。乗馬の際、支給されるヘルメットを着用してく
ださい。このツアーは過去に乗馬経験のない方でも参加できますが、乗馬と水に抵抗がある方
には参加をおすすめできません。動きやすい服、水着、タオル、日焼け止め、つま先がしっか
り固定されるヒールの無い歩きやすい靴をご用意ください。
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ジュエル・ダンズ・リバー・ビーチ・リゾートでのひととき
JEWELS DUNN’S RIVER BEACH RESORT
ツアー番号：OCJ034
ツアー料金：大人＄９０～
所要時間：６時間３０分
クルーズターミナルから少し移動してオーチョ・リオスの港の奥深さを発見しましょう。島の王道アト
ラクションであるダンズ・リバー・フォールズを通り過ぎると、ジュエル・ダンズ・フォールズ・リゾー
トに到着します。そこでは、ゆっくりとした１日があなたを待っています。
約６時間、至福のひとときを自由にお過ごしください。数えきれないほど種類のある食べ物や飲み物を
お楽しみください。
ビーチバレーやプールバレー、ダンスや歴史を学ぶレッスン、ジャマイカ語講習を含む様々なアクティ
ビティや、暖かいカリブの太陽に照らされながら、美しい白い砂浜でリラックスなどをしてお楽しみく
ださい。
このツアーに参加することで、ジャマイカでの素晴らしい思い出を手に入れることができるでしょう。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。１８歳未満の方は参加することができません。
歓待、食事、軽食、飲み物は全て料金に含まれています。日焼け止めと、泳ぎたい方は水着を
ご用意ください。水に入る前にアルコール飲料を飲むことはお控えください。ビーチにはウォ
ータースポーツを提供する団体がいることがありますが、キュナード社とは一切関係ありませ
ん。

ボブスレー・ジャマイカ
BOBSLED JAMAICA
ツアー番号：OCJ021
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄６８～（３～１１歳）
所要時間：４時間３０分
ミニバスで港から車ですぐの所へ向かいます。ここでガイドと合流し、１８２メートルの滝を登ります。
登山が終わった後にミニバスに乗り換え、ミスティック・マウンテンへ向かいます。到着後、スカイエク
スプローラーのチェアリフトで、２１３メートルの熱帯雨林をお楽しみください。ピーク時には、ジャマ
イカとその人々の歴史と文化に関する興味深い教育の展示を見る時間があります。
次に、ジャマイカ・ボブスレーでしか味わえないスリルをお楽しみください。オリエンテーションの後、
オーダーメイドのボブスレーに乗り、８４７メートル山を下ります。停止後は、また頂上に戻ります。そ
の後、ミスティック・マウンテンを堪能してください。プールで泳ぐこともできます。ご滞在中は、併設
のレストランで軽食などを食べることができます。その後、バスで再び船に戻ります。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。このツアーは体調の良い人にのみ参加できま
す。怪我や体調の優れない方は参加できません。妊娠されている方や１２歳未満の方、身長が
１４６センチ未満の方は参加できません。１２０キロの体重制限があります。チェアリフトは
搭乗の際にも停止はしませんのでご注意ください。リフトはゆっくりと動き続けます。日差し
が強いため、日焼け止めをお持ちください。泳ぎたい方は水着とタオルもご用意ください。買
い物をする際は米ドルが必要になります。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。

クール・ランニング体験
COOL RUNNINGS
ツアー番号：OCJ005
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４５～（３～１２歳）
所要時間：３時間
リラックスしながらジャマイカの海岸線に沿って船に乗り、美しい景観を楽しみます。クール・ランニン
グという全長約２２メートルの帆船に乗って、カリブ海の輝く海を通り、ジャマイカで王道のアトラク
ションであるダンズ・リバー・フォールズを体験しに行きます。そこでは、泳いだり、熱帯の太陽を浴び
たりして思う存分楽しみましょう。勇気がある方はガイドと共に滝を登ってみましょう。
帰る途中、船の中でパーティが開かれます。島の音楽に合わせて踊りながら、お酒やフルーツポンチを楽
しみましょう。
ご案内：このツアーは双胴船と徒歩にて行われます。このツアーでは全長約１５メートルの双胴船を使
います。水に入る前にアルコール飲料を飲むことはお控えください。とても滑りやすく、岩に
よって起伏があるため、ダンズ・リバー・フォールズは体力に自信がある方のみ登ってくださ
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い。ダンズ・リバー・フォールズを登るには約３０分から４０分かかります。登る方は、米１
０ドルで借りることのできるウォーターシューズを必ず履いてください。ビーチサンダルやサ
ンダルを履いて登ることはお控えください。水着、タオル、そして、写真を購入したり靴を借
りたりするための米ドルをご用意下さい。ダンズ・リバー・フォールのガイドに状況に応じて
チップをお渡しください。

ジャマイカの奥深さ
JAMAICA INSIGHT
ツアー番号：OCJ035
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５８～（３～１２歳）
所要時間：６時間４５分
オーチョ・リオスから、ノース/サウスハイウェイを通り、ジャマイカの広大で美しい景色を楽しみなが
ら、キングストンへ向かいます。キングストンは、ブルーマウンテンと、世界で７番目に大きな天然港と
の間に位置しています。
ジャマイカ政府の所在地であった旧ジャマイカ・ハウス、そして１６９４年に建設され、首相官邸である
Vale Royal を巡ります。
続いて、このツアーの見どころである豪華なデヴォンハウスを訪れます。このジャマイカのジョージ王
朝時代風の大邸宅は、図書館、舞踏室、応接間、裁縫室、食堂、そして寝室が惜しげなく装飾されており、
それらはすべて１８８１年にジャマイカで最初の黒人億万長者であるジョージ・スティーベルによって
建てられました。
この大邸宅を訪れたことのあるエリザベス２世とフィリップ王子の軌跡を歩いて辿ってみましょう。大
邸宅の庭園には離れ家、芝生、歴史ある巨大な木々があり、とても美しい景観となっています。馬車置き
場と中庭は今や Grog Shoppe レストランとなっており、ここで昼食や、デザートとして島で一番美味し
いと名高いアイスクリームを楽しみます。その後、興味をそそるブティックショップへと向かいます。
夕暮れ時になったら、輝かしい山々の景観を楽しみながら、バスでオーチョ・リオスまで戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。キングストンまでの所要時間は約１時間です。この
ツアーには歩行が約２時間含まれます。デヴォンハウスの敷地内はすべて舗装されており、大
邸宅内には階段が二つあります。

四輪駆動車で行くダンズ・リバー・フォール
4×4 SAFARI TO DUNN’S RIVER FALLS
ツアー番号：OCJ004
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄７８～（６～１２歳）
所要時間：４時間３０分
「シダの渓谷」へのジープツアーでは、２００種類のシダと素晴らしい山の景色をご覧になれます。
地元の生活を垣間見ることができる村々を通ります。ジャマイカで最も古いコーヒー農園の１つを訪れ
ることができ、そこではジャマイカの素晴らしい果物を試食することができます。 息を吞むような景色
を堪能できるマーフィー・ヒルへの旅をお楽しみ下さい。
このツアーの見どころはダンズ・リバー・フォールで、１８２メートルのカスケードを登ることができま
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。ダンズ・リバー・フォール登りは、険しく滑
りやすいです。山登り全体の時間は３０分から４０分です。滝登りをする際はウォーター・シ
ューズをご用意下さい。
（サンダルなどでは参加できません）水着、タオル、そして、写真を
購入したり靴を借りたりするための米ドルやクレジットカードをご用意下さい。ダンズ・リバ
ー・フォールのガイドに状況に応じてチップをお渡しください。このツアーでは怪我をされて
いる方や体調がすぐれない方はご参加できません。妊娠中の方や６歳未満の方は参加できませ
ん。

川下り
RIVER TUBING
ツアー番号：OCJ009
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄５５～（６～１２歳）
所要時間：３時間
島の緑豊かな丘陵を通り、地方のドライブを３０分程お楽しみ下さい。
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ホワイト川での息をのむような４.８キロの旅に出る前に、ガイドと合流し簡単な説明を受けます。下流
に向かう際はリラックスして雄大な景色をお楽しみ下さい。
ホワイトリバーバレーで飲み物を飲みながら休憩します。 その雰囲気を楽しみながら、お土産を購入す
ることもできます。
ご案内：このツアーはバスもしくはジープ、またチューブにて行われます。妊娠中の方や６歳未満の方
は参加できません。水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ち下さい。泳ぐことができる方
に限られます。濡れてもかまわない靴やトレーナーをご着用下さい。チューブに乗っている際
はぶつかることが予想され、川の状態により水上にいる時間は変わることがあります。水位が
低ければ、チュービングのスピードが遅くなるでしょう。このツアーでは背中や首に怪我をさ
れている方はご参加できません。このツアーには１０７キロの重量制限があります。個人の持
ち物はピックアップポイントに送られます。

最高のオーチョ・リオス
BEST OF OCHO RIOS
ツアー番号：OCJ001
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所要時間：４時間
ダンズ・リバー・フォールズは１８２メートルの高さがあります。滝壺まで１８５段の階段があり、そこ
から滝登りを始めます。経験豊富なガイドと共に壮大な滝を登り、登るのに疲れた時は途中で一休みす
ることもできます。滝壺に残るか、ビーチや暖かいカリブ海を堪能するかは選ぶことができます。
その後、静かなショー・パーク・ガーデンズを訪ねます。これらの庭園は、ジャマイカの果物や花の印象
的なコレクションを誇っています。地元のガイドと共に、反射池と小さな自然の滝のツアーを見学しま
す。
熱帯地方である「シダの渓谷」へのドライブをお楽しみください。この緑豊かな森林の森は、険しい山々
に囲まれており、様々なシダがあります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ダンズ・リバー・フォール登りは、険しく滑りやす
く、全て登りきるには約３０分から４０分かかります。滝登りをする際はウォーター・シュー
ズをご用意下さい。
（サンダルなどでは参加できません）水着、タオル、そして、写真を購入
したり靴を借りたりするための米ドルやクレジットカードをご用意下さい。ダンズ・リバー・
フォールのガイドに状況に応じてチップをお渡しください。

ジップラインとリバーチュービングのコンボ
ZIP LINE AND RIVER TUBING COMBO
ツアー番号：OCJ027
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄６０～（６～１２歳）
所要時間：５時間
約３０分間、バスに乗り、田舎の絵のような景観を楽しみながら、ホワイトリバーバレーに向かいます。
そこで、熟練のガイドから安全のための説明を受けます。
ジップラインの長さは約１９メートルから４８メートルです。澄んだホワイトリバーの川を見下ろしな
がら、木々の間を水平に横切ってる間、ターザンやジェーンのような感覚を味わうことができるでしょ
う。
次に、チューブでホワイトリバーの涼しい川水を約４．８キロメートル下りながら、ココナッツのプラン
テーションや竹藪などの美しい自然を見て楽しみましょう。リバーチュービングを終えたら、歴史ある
ジャマイカの村で冷たい飲み物を飲んで楽しみましょう。船に帰るまでの間、お土産店を覗いたり、リラ
ックスしたりしてお過ごしください。
ご案内：このツアーはミニバス、ジップライン、チューブにて行われます。妊娠している女性、または６
歳未満のお子様は参加できません。衣服の下に水着を着用し、タオルと日焼け止めをご用意くだ
さい。泳げない方は参加をご遠慮ください。濡れても気にならないウォーターシューズかトレー
ナーを着用して参加してください。チューブでは衝突が想定され、所要時間は川の状態によって
左右されます。水位が低いほどチューブの速度は遅くなります。衝突によって悪化する可能性が
あるため、首や背中に怪我をされてる方の参加はおすすめできません。体重が１０７キロより重
い方は参加できません。チューブに乗る際に預けた携帯品はチューブの終了ポイントで受け取
ることができます。
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アルバ（オランジェスタッド）
ARUBA
アルバの隠れた宝石
HIDDEN GEMS OF ARUBA
ツアー番号：AUA021
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２７～（３～１２歳）
所要時間：４時間３０分
岩の中に組み込まれている個性的なローマカトリック教会、ルルド洞窟で下車し、写真を撮影しつつ、オ
ランジェスタッドへの景観の良いドライブをお楽しみください。また、アルバの最近の開発の一つであ
る帯状公園に立ち寄ります。この公園は約１６キロメートルのまっすぐな散歩道であり、カリブ海周辺
の帯状公園の中で最大のものになろうとしています。
続いて Guadirikiri Cave とフォンテイン・ケーブが位置するアリコック国立公園を訪れます。一番人気
のフォンテイン・ケーブにはアラワク族の描いた絵が天井に描かれており、島の歴史と原住民について
学ぶことができます。
次は洞窟の天井にある穴から入る太陽光で明るく照らされた二つの房で有名な Guadirikiri Cave を訪れ
ます。約３０メートルにも及ぶこの洞窟の中でも、光のあまり入らない暗い場所は、コウモリの休憩所と
して最適な環境となっています。
次は別名 Frenchman’s Pass と呼ばれるカシバリ岩へ向かいます。この別名は、１７世紀初期にフラン
スの海賊がアルバを侵略しようとした際にこの狭い海峡で原住民と直面したという伝説から付けられた
ものです。カシバリ岩に到着すると、閃緑岩でできた岩の周りを散策し地元の動植物を観察しましょう。
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、
通り抜けに約２０段の段差を越えます。洞窟の中は滑りやすいため、滑りにくい靴を着用して
ください。サンダルのような、不適切な靴を着用されたお客様は、ツアーに参加することがで
きません。洞窟の数か所は暗くなっています；ヘルメットと懐中電灯（２人で１つ）が支給さ
れます。また、ツアー中にペットボトルの水が１本支給されます。コウモリを必ず見られると
いう保証はありません。
アルバの見どころ
ARUBA HIGHLIGHTS
ツアー番号：AUA006
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄１９～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
風変わりな島の景色とアルバの見どころを巡ります。
風光明媚なイーグル･ビーチ沿いをドライブしてリゾート･ホテル街を抜け、島最古のカリフォルニア灯
台に向かいます。ここから島の壮大な風景を車窓に、１５６０年頃スペイン人宣教師が先住民をキリス
ト教に改宗させた場所と伝えられるアルト･ヴィスタ礼拝堂が見えてきます。
さらに北海岸沿いを走り、２００５年に崩れ落ちるまでアルバ最大の名所だった、かつての天然橋の隣
りにあるベビー・ナチュラル・ブリッジ（小天然橋）へ。硬い珊瑚や石灰岩が波に刻まれてできた自然の
造形美をご覧ください。
帰路は、巨大な閃緑岩で形成されたカシバリ巨石群を通り、南海岸にある世界最大の造水プラントを見
てから、オランジェスタッドに戻ります。
ご案内：このツアーでは荒地や凸凹道を歩きますので、平底の歩きやすい靴でご参加ください。カシバリ
岩と小天然橋では岩に登らないでください。天然橋跡への道路は起伏を含むため、走行中の揺れが予想
されます。アルバ島すべてのお手洗いは５０セントの有料トイレとなっています。
セグウェイとビーチ、シュノーケルでの冒険
SEGWAY, BEACH & SNORKEL ADVENTURE
ツアー番号：AUA028
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄５９～（１０～１２歳）
所要時間：４時間
オフロード車であるセグウェイ X2 SE に乗車しながら、息をのむほどの絶景や素晴らしいアルバのビー
チをご堪能ください。
ツアーの間に、専門的知識を持った地元のガイドからアルバの長く、そして色鮮やかな歴史を学びまし
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ょう。のどの渇きが癒えるココナッツや、ほかの冷たい飲み物を楽しみつつ、アルバで最も高層のカリフ
ォルニア灯台の最上階で島の魅力的な景観及び海岸線を眺めましょう。
続いて、有名なアラシ ビーチへ戻ると、セグウェイを停車させて、１時間３０分の間ビーチを楽しみま
す。太陽の下でのんびりしたり、海水浴やシュノーケリングをして水面下の世界へと冒険に出かけまし
ょう。
ご案内：このツアーはミニバスとセグウェイにて行われます。このツアーには体重制限があり、最低体
重は６．４キロ、最高体重は１３３．３キロです。セグウェイでの移動は約８キロメートルで
す。妊娠している方及び１０歳以下の子供は参加できません。シュノーケリングの道具は含ま
れています。参加者は水泳が得意でなければいけません。水着、タオル、そして日焼け止めを
ご用意ください。サマーベッドはビーチにて有料で借りることができます。
アルバ島観光とビーチ散策
ARUBA SIGHTS & BEACH
ツアー番号：AUA015
ツアー料金：大人＄５１～ 子供＄２２～（３～１２歳）
所要時間：４時間３０分
風光明媚なアルバ島の美観を満喫した後はビーチでリラックスの時をお過ごしください。
景色を楽しみながらイーグル・ビーチに沿ってのドライブで豪華なリゾート・ホテル群や島で最も古い
灯台カリフォルニア灯台などを車窓から見学します。灯台からは美しい島の全体が見渡せます。
北部沿岸に沿ってドライブを続け旧ナチュラル・ブリッジの隣に形成されたベビー・ナチュラル・ブリッ
ジ（小天然橋）に向かいます。旧ナチュラル・ブリッジは１時アルバ名所として有名でしたが２００５年
に崩壊してしまいました。それは波の強さを物語っていて、何年にも渡ってサンゴや石灰石が削り取ら
れてきました。その後車はカシバリ巨大岩石群に向かいます。ここの岩石群は巨大な閃緑岩（デオライ
ト）や花崗岩が固まって形成されたものです。
ツアーの終わりにはアルバ島で一番人気のあるビーチを訪れます。ここでは約１時間海辺を散策したり
日光浴をしたりとご自由にお過ごしください。その後は再び車でオラニエスタッドまでの帰路につきま
す。
ツアーの途中ではミネラル・ウォーター１本が提供されます。
ご案内：アルバ島内では全てのお手洗い使用に５０セントの費用がかかります。ツアーには荒地や起伏
のある地面を歩く行程が含まれます。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。カシバリ巨大岩
石群やベビー・ナチュラル・ブリッジでは岩に登ったりしないでください。ナチュラル・ブリッ
ジ跡までの道路は起伏が激しくバウンドが予想されます。日光浴用の折りたたみ椅子や日傘は
ツアー費用には含まれていませんが在庫があれば US10～15 ドルでレンタルする事が出来ます。
必ず水着を着用し、タオルと日焼け止めをご持参ください。ビーチでは地元の業者が各種ウォー
ター・スポーツへ勧誘を行っています。これらの業者はキュナード社とは全く関係がありませ
ん。ビーチは一般に開放されていますので混雑する場合があります。このツアーご予約の際はパ
ンフレットの活動基準シンボルマークが記載されたページで“アクティビティ・エクスカーシ
ョン”の条項をお読みください。
いかだで冒険とシュノーケリング
CATAMARAN SAIL & SNORKEL
ツアー番号：AUA026
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２８～（８～１２歳）
所要時間：３時間３０分
いかだの上でリラックスしながら、最初のシュノーケリングサイトであるボカ・カタリナ礁へ向かいま
す。人里離れた場所に位置し、深さ約４．５メートルのこの礁には、種類豊かな熱帯魚が生息しています。
また、シュノーケリングが初心者の方、または経験がある方にも最適な場所となっています。
続いて、第二次世界大戦の遺物であるアンティラ難破船にて下船します。水深１８メートルで部分的に
むき出しになった姿で横たわるアンティラ号はカリブ海の中で最大級の難破船です。色とりどりの生き
物を引き付けるこの船は、珊瑚と tube sponges の住みかとなっております。
シュノーケリングを楽しんだ後は、無制限に飲むことができるラムパンチやジュース、そしてソーダと
共にアルバの美しい西海岸の景観をご堪能ください。
ご案内：このツアーはイカダによって行われます。シュノーケリングに必要な道具はすべて含まれてい
ます。泳ぎに自信がない方の参加はご遠慮ください。８歳以下のお子様はご参加いただけませ
ん。水着、タオル、そして日焼け止めの着用をお願いします。水泳前のアルコール飲料はお控
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えください。
潜水艦アトランティス
ATLANTIS SUBMARINE EXPEDITION
ツアー番号：AUA002
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄３４～（４～１２歳）
所要時間：２時間
アトランティスの近代的なジェット駆動の乗客シャトルに乗船し、ダイビングスポットへと向かいます。
そしてスリル満点のダイビングが始まるアルバの南東の海岸で、アトランティスＶＩ潜水艦に乗りかえ
ます。
水深約３６メートルの深さまで潜り、異国情緒漂う海洋生物を間近でお楽しみください。彩色豊かな熱
帯魚の群れや巨大なスポンジの生息地、そして魅惑的な美しさを持つサンゴ礁や難破船にはきっと圧倒
されることでしょう。豊富な経験を持ち、専門的な知識を持つガイドによる娯楽的でためになるナレー
ションは、このユニークな体験のハイライトとなるはずです。これら全ては空調の整った居心地の良い
環境で、濡れることなく行われます。窓から、たくさんの色と素晴らしい海の青色をご覧ください。
一生に一度の体験になるこの旅の終わりとして、今までに６００万人の乗客を感動させてきたこの素晴
らしい体験に参加した証として、公式なダイビングライセンスをお渡しします。
ご案内：このツアーは船と潜水艦にて行われます。４才以下のお子様にはご参加いただけません。シャ
トルボートまで、約１００メートル歩きます。潜水艦に乗るまでに、１２段の急な梯子があり
ます。
奇岩と海底観光
SEMI SUB & SIGHTS
ツアー番号：AUA001
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３７～（４～１２歳）
所要時間：４時間
埠頭から短時間ドライブの後に乗り移り沖合のシーワールド･エクスプローラーを目指します。
シーワールド・エクスプローラーは半潜水艇で主としてグレート・バリア・リーフで使用する為オースト
ラリアで開発された特殊艇です。完全に潜水する事は無く、乗客の方が水深約 1.5 メートルに沈んだ船
の空調完備された船底に降りてくつろぐ形になっています。
第二次世界大戦中に海底に沈没したドイツの貨物船で全長約１２２メートルのアンティラ号の上を滑る
様に航行し、ベテランの艦長が様々な方向に船体を動かしてカリブ海で最大の沈没船に住み着いている
魚群や周囲の光景を楽しませてくれます。
岸壁に戻った後はバスに乗り換えパームビーチ地区やアルバ最北端に立つ灯台がある場所を訪れます。
その後カシバリの奇岩群を観光した後サンゴや石灰岩が固まって出来た橋ベビー・ネーチャー・ブリッ
ジ（小天然橋）に向かいます。２００５年に崩れ落ちた最初の天然橋もご覧になれます。
その後、金鉱跡を車窓から見学しながらアルバの首都オランジェスタッドに戻ります。
ご案内：このツアーでは荒地や凸凹道を若干歩きますので、平底の歩きやすいウォーキングシューズで
ご参加ください。シーワールド･エクスプローラーに乗る際に１１段の急な階段があります。水
中の眺望は海況によります。４歳未満のお子様は参加できません。天然橋跡への道は起伏を含む
ため、走行中の揺れが予想されます。カシバリ岩と小天然橋では岩に登らない様にお願いしま
す。
蝶の鑑賞と島の名所めぐり
BUTTERFLIES & ISLAND SIGHTS
ツアー番号：AUA013
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３２～（３～１２歳）
所要時間：３時間
アルバの蝶飼育農場を訪れ、島の見どころのいくつかを巡ります。
港から短時間のドライブでアルバ環境保存の試みのひとつである蝶の飼育農場へ向かいます。熱帯植物
園の様な農場内に足を踏み入れると様々な種類のカラフルな蝶が頭上を飛びかっているのに出会います。
ここでは多数の蝶の種類とその生態を学ぶことが出来ます。
その後は島の先住民族のかつての聖地アヨ岩山へ。ユニークな形成を見せてそそり立つ２つの巨石の周
囲を散策します。
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さらに北海岸沿いを走り、２００５年に崩れ落ちるまでアルバ最大の名所だった、かつての天然橋の隣
りにあるベビー・ナチュラル・ブリッジ（小天然橋）へ。硬い珊瑚や石灰岩が波に刻まれてできた自然の
造形美を見てから、オランジェスタッドに戻ります。
ご案内：このツアーでは荒地や凸凹道を歩きますので、平底の歩きやすい靴でご参加ください。アヨ岩山
と小天然橋では岩に登らないでください。天然橋跡への道は起伏があり揺れることが予想され
ます。
水中トレッキングとデ・パーム島観光（昼食付）
SEATREK & DE PALM ISLAND
ツアー番号：AUA009
ツアー料金：大人＄１３５～ 子供＄９９～（１０～１２歳）
所要時間：６時間
愉快な水中トレッキングに挑戦した後は可愛らしいリゾートのデ・パーム島でリラックスのひと時をお
過ごしください。
短時間のドライブとフェリーでデ・パルマ島に向かいます。
各種説明と安全に関する注意を受けた後水中トレッキングへの挑戦がはじまります。２０段のはしごを
伝って海中に下りていった後、顔と頭は完全に防水状態で全く濡れる事なく大海原の海の底を歩くとい
う不思議な感動を味わうことができます。目の前を通り過ぎる色とりどりの熱帯魚や、海底に沈んだ飛
行機の残骸に多数の魚が住み着いている様子など驚くべき光景が広がっています。普通に呼吸をしなが
ら、眼鏡を常用している方は眼鏡をかけたままでも約６メートルの深さの海底を観察することができる
のです。
その後は緊張をほぐしてご自由にデ・パーム島をお楽しみください。気分転換に水泳を楽しんだり、ビー
チに寝そべってリラックス満点の時を過したりと思い思いの楽しみを見つけてください。デ・パーム島
には小規模のウォーター・スライドや各種ビーチ用の遊具などを備えています。
島の滞在中ビュッフェ式の昼食やオープン・バーなどを存分に楽しむことも出来ます。
ご案内：持病に喘息、糖尿病、心臓疾患、癲癇、鼻腔炎をもっている方はこのツアーには参加出来ません。
妊婦や１０歳未満のお子様にもお勧め出来ません。参加者は事故免責書類に署名をする必要が
あります。水中歩行用の靴を推奨します。参加者は水泳に自信のある方に限ります。ウォータ
ー・スポーツに参加される方は事前にアルコール飲料を摂取しない様にお願いします。追加料金
でウェットスーツのレンタルが出来ます。海中散歩の際にプロのカメラマンが撮影した DVD や
写真も記念に購入することが出来ます。お買い物には US ドルも使用できます。島内での追加ア
クティビティーに参加される場合追加費用が必要な場合がありますが、その際は現地にてお支
払いください。シュノーケル用の器具レンタルはツアー費用に含まれています。このツアーご予
約の際はパンフレットの活動基準シンボルマークが記載されたページで“アクティビティ・エ
クスカーション”の条項をお読みください。
UTV で冒険
UTV ADVENTURE
ツアー番号：AUA019
ツアー料金：大人＄１５８～
所要時間：３時間１５分
バスでの短い移動で観光地へ到着すると、UTV があなたを待っています。安全事項の確認の後、ヘルメッ
トを装着し、ご自身で運転できる UTV にご乗車ください。
ガイドとなる UTV の後を追いながら、踏み固められた道と思わず息をのむ島有数の絶景を楽しみ、黄色
の外観が輝く小さなカトリック教会である、チャペル アルト ビスタで一度下車します。
その後は、UTV に再び乗車し、Bushiribana Gold Mill Ruins へ向かうスリル満点の冒険をお楽しみくだ
さい。１８７２年から金を掘りつくすまでの１０年間、この旧製錬工場は金を掘り続けました。
旅の終わりに、島の北西に訪れアルバの砂漠の一部を臨みます。どこまでも吹き続ける風、そして白い小
さな砂丘と巨大な岩が、１９０８年に近郊で沈没した船から名前が付けられ１００周年を迎えるカリフ
ォルニア灯台の周りを囲んでいます。中に入って観光することはできませんが、丘の頂上まで登り、素晴
らしい景色を一望することができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩と UTV にて行われます。このツアーは UTV１台につき２名乗車できる
計算で販売されています。運転をしないお客様は１６歳以上でなければいけません。このツア
ーは、凹凸の多い道を通るため、妊婦やけがを負っている方には不向きです。ヘルメットは供
給され、着用が必須です。ヒールが無く、つま先などが開いていない靴を着用してください。
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足の出ない長ズボンと帽子と日焼け止めの着用をお勧めします。お手洗いのあるすべての施設
の利用には、５０セントから１ドルの利用費用が必要となります。
デ･パーム島でのひととき（昼食付）
DE PALM ISLAND
ツアー番号：AUA010
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄５５～（３～１２歳）
所要時間：６時間
小さなリゾート島のデ･パームでリラックスして過ごしましょう。
短時間バスとフェリーを乗り継ぎ、小さなデ･パーム島に到着します。到着後施設に関する説明を手短に
受けます。
島での過ごし方は参加者自身の選択におまかせします。気分転換に水泳、のんびりとした散歩、ただただ
ビーチでリラックスと時間の使い方は思いのままです。アルバの海洋生物やサンゴを間近にご覧になり
たい方は透明な海水に身を浸しシュノーケリングなどをお楽しみください。アルバ島には小型のウォー
ター・スライドや楽しいビーチ・アクティビティの設備も備えています。
アルバ島滞在中は、ビュッフェ形式の昼食と飲み放題のドリンクバーをご用意しています。
ご案内：参加者は泳ぎに自信のある方に限ります。マリン・スポーツの前にはアルコール類はお飲みにな
らない様にお願いします。８歳未満のお子様は参加できません。ビーチでのマリン・スポーツに参加する
場合追加の参加料金が必要になる場合があり、その場合は現地払いのみとなります。シュノーケル用の
器具はツアー費に含まれています。水中歩行用の靴をお勧めします。このツアーご予約の際はパンフレ
ットの活動基準シンボルマークが記載されたページで“アクティビティ・エクスカーション”の条項を
お読みください。

プエルト・ケツァル
Puerto Quetzal

チャピン・サファリ・パーク
CHAPIN SAFARI PARK
ツアー番号：PQ1009
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄６４～(３～１２歳)
所 要 時 間：４時間３０分
港を出てチャピン・サファリ動物公園へと向かいます。途中、絵に描いたように美しい低地と、天気が良
ければ地平線を覆う火山の景色を楽しむことが出来ます。
１９８０年に自然保護地域として設立されたチャピンはドライブスルー用エリア、歩行者用エリア、レ
クリエーションエリアを兼ね揃えた地域最大の動物公園です。空のもとに広がる公園内で、様々な動物
を、エアコン付きの快適なバスから見学することが出来ます。
その後、他の動物やグアテマラ固有の生物を見るために、周辺のエリアを散策します。
プエルト・ケツァルに戻る前に施設で軽食が提供されます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。チャピンへの移動時間は約１時間１５分です。公園の
規則により、サファリでの運転中は車外に出ることが出来ません。車両は空調が整備されてい
るため、窓は開きません。このツアーは起伏のある道を約４５分歩きます。トイレは公園入口
にありますが、数に限りがあります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

グアテマラでバードウォッチング
GUATEMALAN BIRD WATCHING
ツアー番号：PQ1014
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄９０～(３～１２歳)
所 要 時 間：６時間
このツアーは全ての鳥愛好家と自然愛好家にお勧めです。このツアーでは感性を研ぎ澄まされ、グアテ
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マラの自然、景色、音、亜熱帯の香りで満たされています。
港からエアコンの効いた快適なバスに乗り、グアテマラの緑豊かな南部の低地と山々を通って、La
Reunion Golf Resort and Residences に向かいます。雄大なフエゴ火山近くにありますが、安全な距離
が保たれている場所です。この施設は１４７ヘクタールの湿潤亜熱帯森林に広がり、豊富な鳥類が生息
しています。キヌバネドリ属や Pacific Parakeet、シロスジムクドリモドキ、Black-Winged Vultures、
アカオノスリなど数多くの種を撮影する機会があるでしょう。
魅力的な野鳥観察の後、バスに乗る前に軽食が提供されます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーには約２時間３０分の立ち見時間が含まれ
ます。ヒールの無い歩きやすい靴と長ズボンでご参加ください。山道は日陰になっていないた
め、日焼け止めと帽子、十分な量の水をお持ちください。

マカダミアの冒険
MACADAMIA DISCOVERY
ツアー番号：PQ1005
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄５２～（３～１２歳）
所要時間：４時間
太平洋沿岸の低地を北に向かい、Valhalla 有機マカダミアナッツ・ファームへ向かいます。途中、天気
が良ければアカテナンゴやアグア、フエゴといった火山の壮大な景観をお楽しみ頂けます。この農場は
環境にやさしい農業を通じて、地球の保護と再生に貢献しています。２０年以上にわたってマカダミア
の木を植え、維持し、熱帯雨林を保護してきました。
農場では、収穫から異なる用途に使用されるマカダミアナッツの加工過程を見ることが出来ます。特に
美容石鹸、クリーム、スナックになるまでの過程に関して学ぶことが出来ます。土産店を回るための自由
時間があります。
船に戻る前に、マカダミアで作られた軽食が提供されます。
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。Valhalla 有機マカダミアナッツ・ファーム
への移動時間は約１時間１５分です。

フィラデルフィア・コーヒー農園と眺望
FILADELFIA COFFEE ESTATE & PANORAMA
ツアー番号：PQ1004
ツアー料金：大人＄８７～ 子供＄５３～（３～１２歳）
所要時間：５時間３０分
フィラデルフィア・コーヒー農園まで、低地の美しい景色をお楽しみください。ここでは約１００ヘクタ
ールをカバーした環境プロジェクトを行っています。森林回復のためシロマツ、グレビレア、マホガニ
ー、スギ、ヒノキを植林して、国の生態系に寄与しています。
ウェットミル、ドライミル、仕分けの作業を見学するツアーに参加します。香り、豆や酸味が最高級のコ
ーヒーを２種類ご用意しております。また、農園訪問中に軽食やソフトドリンクもご提供致します。
次の停車地は今日、ラ・アンティグア・グアテマラとして知られるサンティアゴ・デ・ロス・カバエロス
の街です。ラ・メルセー教会（外観のみ）を見学し、アルコ通りを徒歩で通り、中央広場へ向かいます。
スペインの植民地であったこの街の色鮮やかなファザードや教会、宮殿、美しいブーゲンビリアは世界
中の観光客から非常に人気です。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。フィラデルフィアへの移動時間は約１時間３０分
で、ラ・アンティグアからの帰りの移動時間は約１時間３０分です。このツアーは起伏のある
道を約１時間歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。地方自治体の規制によ
り、大型バスで中央広場までは入れません。そのためこのツアーは小型バスで運行されます。
降車地点によってバスから広場まで約７００メートル歩く場合があります。

ティカル探検
TIKAL EXPEDITION
ツアー番号：PQ1015
ツアー料金：大人＄４９５～
所要時間：９時間

子供＄３９５～(３～１２歳)
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港から地方の飛行場へ移動し、ティカル近くのフローレスまで１時間のフライトをします。到着し、ティ
カルへは１時間車で移動します。そこから、現地の熟練ガイドとともに、古代の「都市の声」と表現され
る砂利道や小道を４キロ程度歩き始めます。約２．４メートルの大ジャガー神殿のある中央広場に到着
します。また、ノース・アクロポリス、Palace of the Masks、Pyramid IV、その他複合施設を訪問しま
す。ティカルは考古学研究が盛んな場所であるため、一部の地域や通路は予告なく閉鎖される場合があ
ります。
ご案内：このツアーはバス、飛行機と徒歩で行われます。パスポートを必ずお持ちください。ウォーキ
ングツアーでは２～３時間歩き、計４キロの砂利道や緩やかな傾斜や段差を含む道を歩きま
す。ヒールの無い歩きやすい靴と長袖シャツ、ズボンでご参加ください。カッパやポンチョ、
傘も携帯すると良いでしょう。ティカル近くのムンド・マヤ国際空港（予告なしに変更される
可能性あり）では警備費として１人３米ドルが必要となります。空港では飛行機に持ち込まれ
る可能性のある液体、ジェル、腐食剤、可燃性及び爆発性のある材料やナイフなどを FAA 規制
に基づき制限しています。このツアーは天候の影響により安全のための遅れ、又は一部の変更
が生じる可能性があります。遺跡の一部は足場を建設することで保護されています。

アティトラン湖とパナハチェル散策
LAKE ATITLAN & PANAJACHEL
ツアー番号：PQ1003
ツアー料金：大人＄１４６～ 子供＄７５～(３～１２歳)
所 要 時 間：９時間
美しい旅の途中で、火山、農地、農村を訪れます。旅の目的地はアティトラン湖をボートで１時間かけて
行く、湖畔の村サン・ルカス・トリマンです。パナハチェルに向かう途中、美しい自然の景色をお楽しみ
ください。
８００年前のプエブロで、約１４０００人の住人のほとんどがマヤ族であるパナハチェルの村での自由
行動をお楽しみください。マヤの文化はコミュニティーごとにはっきりと残っています。時間が許す限
り、パナハチェルを自由に散策し、地元の工芸品や、アティトラン湖の景色を楽しめます。訪問中にホテ
ルで地元料理の昼食がビュッフェ形式で提供されます。
ゆっくりと腰をかけながらプエルト・ケツァルに帰るまでにもう一度、グアテマラの景色をお楽しみく
ださい。
ご案内：このツアーはバス、ボートと徒歩で行われます。サン・ルカスへの移動時間はトイレ付きのバ
スで２時間３０分です。港でボートに乗るために石畳みと傾斜があります。ボートに乗るため
に約２５段の段差を超えます。ボート乗船時間は片道１時間です。パナハチェルでは起伏のあ
る道や険しい通路を歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴と軽量ジャケットでご参加くださ
い。アティトラン湖とパナハチェルは人気のため、ボート乗船の際に待ち時間が発生する場合
があり、パナハチェル訪問時間に影響する可能性があります。

パカヤ火山をハイキング
PACAYA VOLCANO HIKE
ツアー番号：PQ1013
ツアー料金：大人＄１４０～ 子供＄９０～(３～１２歳)
所 要 時 間：８時間
エアコン付きのバスに乗って旅が始まります。サンフランシスコ・デ・セールス・ヴィレッジ・ツーリス
ト・センターに向かいます。周囲の美しい景色を楽しみながら、緑豊かな田園地帯を１時間くつろいでお
過ごし下さい。約２５５０メートルのパカヤ火山を有するパカヤ国立公園に到着します。ここへは毎年
約６５０００人が訪れています。この道は海抜１５２４メートルまで上がります。異なる地質のプレー
トが組み合わさっていて登るごとに周囲の生態系と気候が変わるため、景色が数回変化します。
正式な自然観光ガイドと合流し、自然の素晴らしさに関する説明を受けた後、２時間の山登りが始まり
ます。最後に美しい色をした火山の岩に到達します。天候と安全性が確認されれば、カメラで素晴らしい
絶景を収めるポイントにも行くことが可能です。周りの景色を楽しみつつ、軽食でエネルギーを補充し
てから下山をします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。火山への移動時間は片道約１時間１５分です。このツ
アーは砂利道を含む約４キロの険しい上り坂を歩きます。体力に自信のある方のみご参加くだ
さい。活火山でのハイキングのため、出発前またはツアー催行中にいつでもキャンセルでき、
常に参加者の安全を保証しています。ヒールの無い歩きやすい靴と長ズボンでご参加くださ
い。山道は日陰になっていないため、日焼け止めと帽子、十分な量の水をご用意ください。
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ラ・アンティグア・グアテマラの文化
LA ANTIGUA GUATEMALA
ツアー番号：PQ1002
ツアー料金：大人＄１４５～ 子供＄７５～（３～１２歳）
所要時間：８時間３０分
ラ・アンティグア・グアテマラは、植民地時代の豊富な建築物により世界遺産に登録されました。地震の
被害を受けたこの遺跡には、つるに覆われて崩壊したドームや奇跡的に難を逃れた広場や礼拝堂などが
あります。
バスに戻るとすぐに、かつてこの土地最古の部族が定住地を築き、豊かで肥沃な土地を生かして耕作や
狩猟をしていた低地を通ります。今日では耕されたサトウキビ農園を見ることが出来ます。これらの美
しい景色を楽しみながら、かつてグアテマラ王国の首都であった場所へ向かいます。
ラ・アソテア文化センターの一部である Casa ‘K’Ojom’を訪れます。音楽を意味する K'Ojom は、この
地域の祭りや踊り、伝統を伝える興味深い博物館です。彼らの音楽に関するショートムービーを見ます。
その後、コーヒー博物館ではアンティグアのコーヒー精製の過程を学び、アンティグアコーヒーを試飲
出来ます。また、Antigueños の再会の場所である中央広場を訪れます。旧総督邸や市政機関、教会、新
世界に３番目に設立されたサン・カルロス大学を見学しつつ、現地の雰囲気に浸りましょう。ツアー中、
中央広場で宝石店に立ち寄ることも出来ます。
市内のホテルで地元のスタイルのランチビュッフェが提供されます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。バスの停車場所にもよりますが、石畳や起伏のある
道を歩きます。体力に自信のある方に適しています。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加くだ
さい。ラ・アンティグアへの移動時間は約１時間１５分です。

ラ・アンティグア自由散策
LA ANTIGUA ON YOUR OWN
ツアー番号：PQ1008
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所要時間：８時間
バスで元首都ラ・アンティグア・グアテマラの世界遺産に移動します。ここでは、状態のいい建築物や印
象的な遺跡の残る街を楽しむための自由時間が５時間あります。家や公園、広場、教会などスペイン植民
地時代の形跡を至る所で目にするでしょう。ラ・アンティグアは翡翠や陶磁器でも有名です。
ラ・アンティグア到着時に、コーディネーターが街の地図をお渡しし、一日を最大限活用するためのアド
バイスをいたします。
訪問後、指定された時間と場所に集合しプエルト・ケツァルへ戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ラ・アンティグアへの移動時間は約１時間３０分で
す。このツアーにガイドはつきません。また、料金には食事や軽食、入場料も含まれません。
現地通貨、又は少額の米ドルを持つことをお勧めします。健脚力はお客様の目的地により異な
ります。このツアーは起伏のある道を歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加くださ
い。帰りの時間と場所にお気をつけください。遅刻者に対して新たなバスの手配は致しませ
ん。

カボサンルーカス
CABO SAN LUCAS
地の果てとカボの景観
LANDS END & CABO VIEW
ツアー番号：SJD002
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２９～（３～１２歳）
所 要 時 間：２時間３０分
ボートでバハ半島南端の“地の果て”へ向かいます。
飲み物でくつろぎながら録音案内に耳を傾けましょう。有名な岩のアーチ、アシカの住処、広大な純白の
砂浜、そり立つ花崗岩の岩などの景色をご覧ください。
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その後、埠頭に戻って車に乗り換え、魅力的なカボサンルーカスの中心へ向かいます。なぜメキシコの隠
れた宝石と呼ばれるのかがお分かりいただけるでしょう。
ダ･ジョルジオス･レストランに立ち寄り、ソフトドリンクでくつろぎつつ眺望を楽しんだ後、埠頭に戻
ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。比較的平坦な道を、乗り物間の移動やレストランの移
動など、合計で約５分～１０分歩きます。ボートの乗り降りで約４段、レストランでは約６段
の階段があります。参加者はバスの乗り降りができる方に限ります。歩きやすく、滑りにくい
靴でご参加ください。

サルサ＆サルサ
SALSA & SALSA
ツアー番号：SJD011
ツアー料金：大人＄９２～
所 要 時 間：３時間３０分
バスで近くのメキシコレストランに向かい、到着後すぐにエプロンとシェフ帽子を身に着け、踊るシェ
フが実践的なメキシコ料理のレッスンを行ってくれます。
本格的なメキシコ風の様々なサルサや伝統的マルガリータ、フローズンストロベリー・マルガリータな
どの作り方をご覧頂きます。これは自家製サルサにはピッタリです。味わいあるケサディーリャやカリ
ッとしたタキトスとトルティーリャと共に味わいましょう。
料理法を習得し、シェフの料理を味わった後、シェフと共にダンスフロアへ向かい、ダンスのサルサのス
テップをマスターしましょう。
こんなに楽しいサルサ作りは滅多にないでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。歩くことはほとんどありませんが、立ち作業が含まれ
ます。希望があれば、シェフと一緒にサルサを踊ることもできます。

サンタマリアでのセイリングとシュノーケリング
SANTA MARIA SAIL & SNORKEL
ツアー番号：SJD003
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３０～（８～１２歳）
所 要 時 間：３時間１５分
乗組員の歓迎を受け、双胴船に乗って沿岸をセイリングします。途中、アシカの住みかとして有名なラバ
ーズ・ビーチを通って、そり立つ岩が印象的な“地の果て”へと向かいます。湾を横切って東へ向い、サ
ンタマリアの入り江を目指します。
入り江の沖合で錨を降ろし、透き通るメキシコの海への探訪の準備を進めます。シュノーケリングで美
しい水中世界をお楽しみください。船上でくつろいで、美しい景色に囲まれながらの日光浴ご堪能くだ
さい。ツアーの間に飲み物が提供されます。
また、カボサンルーカスへの帰路ではメキシコのカクテルまたはビールをお楽しみください。
ご案内：このツアーは双胴船と徒歩で行われます。８歳未満のお子様は参加できません。このツアーで
は、埠頭から双胴船乗り場まで歩き、下船・乗船口を上り下りします。底の平らで滑りにくい
靴または水中で履けるウォーターシューズでご参加ください。シュノーケリングの装備は料金
に含まれおり、参加者は泳げる方に限ります。水着、日焼け止め、タオルをご持参ください。
海の状況によっては別の場所に変更になる場合があります。泳ぐ前の飲酒はお控えください。

見どころと景観ドライブ
HIGHLIGHTS & SCENERY
ツアー番号：SJD001
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２９～（３～１２歳）
所 要 時 間：３時間３０分
バスで近くのガラス工場へ行き、１世紀の歴史ある芸術を見てみましょう。熟練の職人によるガラス細
工の実演をご覧になれます。また、完成した作品を購入する機会もあります。
その後、住宅地やビーチ沿いのホテル地区の景観を楽しみながら、崖の上のレストランまでドライブを
します。軽食でくつろぎつつ、カボサンルーカスの港湾の素晴らしい眺めをお楽しみください。
さらに北へ向い、より植民地感が強く、カボサンルーカスの姉妹都市であるサンホセデルカボを訪れ、教
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会や商店をのぞいてみましょう。
その後、カボサンルーカスの繁華街に戻り、中央広場で止まります。ガイドがカボサンルーカスの歴史や
この地方の動植物相などについて説明します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ご希望の方は約３０分間凸凹の道を散歩することがで
きます。参加者はバスの乗り降りができ、教会の１２段の階段を上り下りできる方に限りま
す。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。

ホエール・ウォッチング
WHALE WATCHING
ツアー番号：SJD004
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄３２～（４～１２歳）
所要時間：２時間
埠頭からカボサンルーカス湾を越えて、コルテス海へ向います。ここへは暖かい気候を求めて、数千頭の
クジラが冷たいアラスカからやってきます。
ここに集まるクジラはカリフォルニアコククジラ、ナガスクジラ、ザトウクジラや巨大なシロナガスク
ジラなどで、カメラを用意してクジラたちの出現を待ちましょう。クルーズ中は海岸の景色を楽しむこ
ともでき、船上では飲み物もご用意いたしております。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。クジラ探しに全力を尽くしますが、見られる保証はあり
ません。船に酔いやすい方は酔い止めなどを服用ください。このツアーは４歳未満のお子様は
参加できません。参加者はカメラ、双眼鏡、帽子、日焼け止めをご持参ください。船にはお手
洗いがあります。乗組員は動物保護の国際規則を遵守して、ツアーを催行しています。

サンフランシスコ
SAN FRANCISCO
サンフランシスコの見どころ
SAN FRANCISCO CITY HIGHLIGHTS
ツアー番号：SFO002
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄４５～（３～１２歳）
所 要 時 間：３時間３０分
絵に描いたようなアラモ広場で、美しく復元されたビクトリア時代の家々を見て、ゴールデンゲート公
園の穏やかな湖と芝生の眺めをお楽しみください。カフェやビストロがある華やかなノースビーチを、
車窓から眺めながら、賑やかなチャイナタウンへ。
世界的に有名なゴールデンゲートブリッジを渡らずして、サンフランシスコの旅は終われません。橋か
らは街の素晴らしい景色が見られるでしょう(天候状況による)。橋を渡った後は、サンフランシスコの
ユニークな町々を通ります。天候良好で時間があれば、ツインピークからの「西の宝石」として知られる
素晴らしい景色が見えるでしょう。この景観ツアーではバスの中から素晴らしい街のハイライトを見る
ことができます。
ご案内：このツアーはバスで行われます。このツアーではほとんど歩きませんが、バスの乗り降りで階
段があります。見学順序は入れ替わる場合があります。時々ゴールデンゲートパークは事前の
知らせもなく道路規制がひかれる場合があります。

アルカトラズ島とサウサリート
ALCATRAZ & SAUSALITO
ツアー番号：SFO003
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄６８～（３～１２歳）
所 要 時 間：５時間３０分
まずはフェリーで、悪名高いかつての連邦刑務所、アルカトラズへ向かいます。アル・カポーネやロバー
トストラウドなどが収監され、現在でも近寄りがたい島でしょう。当時の看守や囚人へのインタビュー
や伝説の脱出などを聞きながら、分かりやすいオーディオガイドと共に各自のペースで見学します。
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フェリーで市内に戻り、バスに乗り換えて美しいゴールデンブリッジを渡ります。芸術家の村サウサリ
ートは、刑務所の島と鮮やかな対象をなしています。曲がりくねっている道や、断崖の上に建てられた邸
宅、ハウスボートなど、とてもユニーク地域です。短い自由時間があり、この海辺の村にあるたくさんの
画廊、ブティック、趣のある店をご覧ください。
ご案内：このツアーはバス、フェリーと徒歩で行います。国立公園への入場料３３ドルは、ツアー料金
に含まれています。このツアーでは多く休憩を取りながら、２時間ほど歩きます。凸凹道や砂
利道を歩き、アルカトラズでは階段があります。ツアーの行程は逆になる場合があります。予
約は寄港日の７日前に締め切り、それ以降のキャンセルの場合、料金の払い戻しはできませ
ん。

夜のチャイナタウンとサンフランシスコ
CHINATOWN & SAN FRANSISCO BY NIGHT
ツアー番号：SFO011
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所 要 時 間：２時間３０分
ツアーは、夕暮れ時にガイドと共にサンフランシスコで有名なチャイナタウンのゲートから始まります。
アジア圏以外では最大の中華系コミュニティーの一つで、隠された秘宝を見つけられるかもしれません。
秘密の狭い路地を散策するうちに、雰囲気と音楽で感情の高鳴りを覚えるでしょう。中華市場、劇場、漢
方薬店、寺院などを堪能ください。景気づけにフォーチュンクッキーの工場へも立ち寄ります。
その後、サンフランシスコの夜景をお楽しみいただくため、バスへとお乗りいただきます。フィッシャー
マンズワーフの華やかな明りやテレグラフヒル、コイトタワー、ブロードウェイストリップ、歴史的なフ
ェリービルディングをご覧いただきます。ベイブリッジを渡り、トレジャーランドからうっとりするよ
うな街の夜景を眺めた後、船へとお戻りください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーの見学箇所は「サンフランシスコの見どこ
ろ」のツアーと一部重複します。

ナパ･バレーへの旅

昼食付

NAPA VALLEY EXPERIENCE
ツアー番号：SFO010
ツアー料金：大人＄２２９～
所 要 時 間：９時間
特別なツアーで、アメリカで最も有名なワイン地帯である、美しいナパ･バレーへ。
クロ･ペガス･エステート･ワイナリーを訪れ、ワイン造りの世界を見学します。賞に輝いた特別なワイン
の試飲を楽しみます。
その後、世界的に名高いカリナリー･インスティテュート･オブ･アメリカで昼食となります。この壮大な
歴史的建造物は、かつてのクリスチャン･ブラザーズ･ワイナリーであり、現在は有名なグレイストーン･
レストランが入っています。オープンな厨房で調理される、おいしい３品のコースランチをお楽しみく
ださい。
一日の最後に、ナパで最も魅力的な場所のひとつ、テタンジェ社のドメーヌ･カーネロス･ワイナリーへ。
フランスのシャンパンメーカーテタンジェ社の歴史あるシャトー、シャトー・ドゥ・ラ・マルケテールに
ヒントを得たエレガントなシャトーです。ここでは、スパークリングワインが作られる、まったく異なる
過程について学びます。案内の後、一般には公開されていないダイニングルームで、地元のワイン専門家
と特別な試飲をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスで行います。お子様はご参加いただけません。参加人数が限られていますの
で、お早めにお申し込みください。同等なレベルの会場に変更になる場合があります。

モントレーとカーメル 昼食付
MONTEREY & CARMEL
ツアー番号：SFO001
ツアー料金：大人＄１５４～ 子供＄１０５～(３～１２歳)
所 要 時 間：約１１時間
サンフランシスコの南は、カリフォルニア州で最も景色が美しく歴史的な地域のひとつであるモントレ
ー半島で有名です。朝サンフランシスコを出発し、カリフォルニア海岸の終日アドベンチャーが始まり
ます。くつろいだ景観ドライブで、サンタクルーズやキャピトラといった趣のある浜辺の町を車窓に、モ
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ントレーへ向かいます。途中モントレー湾と荒々しい海岸線を眺めるために小停止します。モントレー
ではスタインベックの小説に登場するキャナリー･ロウの興味深い眺めや美しいモントレー湾を見る時
間をお取りします。地元のレストランで、カリフォルニア産グラスワイン、ミネラルウォーター、コーヒ
ー付きの昼食をお楽しみください。昼食後、景色のよい１７マイル･ドライブ沿いに、海辺の町カーメル
へ。１７マイル・ドライブは太平洋の素晴らしい景色が広がり、美しい敷地や豪邸、ゴルフ選手権が行わ
れるパブロビーチ・ゴルフコースがあります。カーメルでは、有名なたくさんの画廊やブティックを自由
時間でご覧ください。ハイテク産業の中心地シリコン･バレーを通って、サンフランシスコに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーでは２時間ほど歩きます。このツアーの予約
はサンフランシスコの他のツアーより早く締め切られる場合があります。

ミュアウッズのセコイア
THE BEAUTY OF MUIR WOODS
ツアー番号：SFO017
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄４７～（３～１２歳）
所 要 時 間：４時間
市内の名所を見ながらサンフランシスコをお楽しみください。美しいゴールデンゲートブリッジを渡り
ながら、湾とその周囲の絶景をお楽しみください。
ドライブの後、ミュアウッズに到着し、２時間ほどご自分のペースで散策いただきます。現存する数少な
いセコイアの処女林で、ミュアウッズの自然遊歩道を歩けば、大聖堂のような林の中心部にたどり着き
ます。荘厳な雰囲気の中、沿岸に生息するセコイアの歴史に触れましょう。聳え立つ木々を写真に収めま
しょう。ビジターセンター又は周りの遊歩道を散策する時間もあります。
帰りはゴールデンゲートブリッジの北西側からパノラマをお楽しみいただくため、お写真を撮る時間を
設けます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。景観は天候次第で変わります。ツアーを満喫するために
少し歩く必要があります。ミュアウッズ内の幾つかの遊歩道は一部凸凹道です。ミュアウッズ
では気温が低く感じられるかもしれませんので、ライトジャケットをお持ちください。歩きや
すく滑りにくい靴でご参加ください。

ナパバレー蒸気機関車とワイン、昼食
NAPA VALLEY VINTAGE TRAIN, WINE & LUNCHEON
ツアー番号：SFO018
ツアー料金：大人＄２９９～ 子供＄２９９～（３～１２）
所要時間：７時間
港に到着後、ゴールデンゲートブリッジ、ワインの名産地であるナパバレーに向かいます。
ナパでは復元されたプルマン蒸気機関車に乗り込み、往復３時間をかけてセントヘレナを散策します。
乗車中は、マホガニーの羽目板やガラスの装飾が１９００年代初頭の鉄道が活躍した時代を彷彿とさせ
ます。蒸気機関車に引かれ、静かな田舎の丘陵地帯に広がるブドウ畑の景色と美しいナパバレーの景色
を眺めながら、ゆっくりお過ごしください。電車に乗っている間、
「ワインフライト」と呼ばれる地元で
最高のワインの試飲も行われます。美味しい３つのコース料理も提供されます。
電車でナパまで戻り、バスを使ってサンフランシスコに向かいます。
ご案内：このツアーはバス、電車と徒歩にて行われます。このツアーは定員が３２名です。一度予約が
満席になると、キャンセル待ちのみとなるのでご予約の確証はできません。ナパバレーへの移
動時間は片道１時間３０分です。電車からの車窓は、行き帰りで変わりありません。ワインの
提供は２１歳以上の方のみが対象です。ワインのご購入を希望される方は現地の通貨又は、ク
レジットカード、デビットカートをご持参ください。電車に乗る際には、段差を通る必要があ
ります。列車にはトイレがあります。列車はキュナード専用車ではありません。ご予約の受け
付けは２０１８年の１月１５日までです。それ以降の予約キャンセルは返金致しかねます。
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クラシックな消防車体験
VINTAGE FIRE TRUCK EXPERIENCE
ツアー番号：SFO014
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄５９～（３～１２歳）
所 要 時 間：１時間３０分
光り輝く赤い１９５５年製マック消防車に乗り、ゴールデンゲートブリッジからサウサリートへサンフ
ランシスコの街中をドライブします。消防士の制服を身につけプロの消防士の仲間入りです！
消防車でフィッシャーマンズワーフから前軍事施設で、今は国立公園となったプレシディオに向かいま
す。ゴールデンゲートブリッジの付け根にフォートポイントがあります。ここからエンジニア技術の傑
作であるゴールデンゲートブリッジが良く見えます。この有名な橋を通りサウサリートへ向かいます。
丘の斜面にあるアーティストコミュニティーでここからサンフランシスコの素晴らしい景色が楽しめま
す。
フォート・ベイカーでお写真タイムを設け、サンフランシスコのスカイラインをご覧ください。ユニオン
ストリート地域を通り、クルーズターミナルに戻ります。
ご案内：このツアーはビンテージ消防車で行います。このツアーでは徒歩による観光は多くはないです
が、消防車へ乗り降りが出来る方に限られます。参加者には消防士の制服が与えられますが、
着用の義務はありません。消防車には屋根がありません。天候の状況では軽いジャケットをご
持参ください。消防車で約１時間移動します。車椅子を保管する場所がありません。

60 年代の’マジックバス’でサンフランシスコを堪能
SAN FRAN SWINGING 60’S ‘MAGIC BUS’
ツアー番号：SFO013
ツアー料金：大人＄８５～
所 要 時 間：２時間
座ってくつろいで居ると、１９６０年代サンフランシスコへタイムトラベルするような幻覚に陥いるで
しょう。この素晴らしい街を通るにつれて、バスの中は映像と音楽に溢れていきビートルズやダスティ・
スプリングフィールドの音楽に高揚してくることでしょう。
車窓観光では文化的に活気のあるチャイナタウン、ビートニック・ジェネレーションの歴史的中心部、ノ
ースビーチなどの見どころがあります。ジャック・ケルアックとその世代の先駆者たちが過ごした、シテ
ィ・ライツ・ブックストアも通ります。
ゴールデンゲートパークでは、アースデイがなぜアメリカの郊外にある最大の公園で初めて開催された
のかということが学べるでしょう。愛くるしい景観をお楽しみいただいた後で、
「マジックバス」へ再び
お乗りになり、埠頭までのドライブと最後の６０年代の曲をお楽しみ下さい。
ご案内：このツアーはバスで運行されます。このツアーはお子様にはお勧めしません。ツアーの大部分
はバスで運行されています。このツアーには、時代の人気のある文化を紹介する資料が含まれ
ています。車椅子はマジックバスには収容できません。参加人数が限られていますので、お早
めにお申し込みください。

セグウェイで行くサンフランシスコ
SAN FRANCISCO BY SEGWAY
ツアー番号：SFO020
ツアー料金：大人＄７６～
所要時間：１時間３０分
セグウェイに乗ってサンフランシスコを楽しみましょう。
桟橋でガイドと合流し、サンフランシスコの水辺でセグウェイ運転の安全指導を受けてから出発します。
フィッシャーマンズワーフや、イタリアからの移住者が多くリトルイタリーの別名を持つノースビーチ
エリアを観光します。ガイドの説明をコンパクトなラジオのレシーバーを通して聴くことで、街をより
詳しく知ることができます。
サンフランシスコ湾やシティースカイラインでは写真撮影のための休憩があります。
ご案内：このツアーはセグウェイにて行われます。お子様と妊娠している方はご参加いただけません。
体重が４４．５キロ未満の方、１２７キロ以上の方はご参加いただけません。このツアーは怪
我をしている方、膝、腰、足首に問題のある方、めまいなどによりバランスを保つのが難しい
方には適していません。ヒールの無いつま先の閉じた靴でご参加ください。セグウェイの乗車
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時間は約１時間、旅程の順番は異なる場合があります。乗車中はカメラや携帯電話のご使用は
お控えください。途中で写真撮影のため停車します。セグウェイのタイヤに巻き込まれたり、
地面のものにひっかかるような、サロンやルーズなズボンなど、丈の長い服は避けてくださ
い。リュックサックと日焼け止め、飲み物をお持ちください。

世界の中心地、シリコンバレー
SILICON VALLEY - TECH CAPITAL OF THE WORLD
ツアー番号：SFO019
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄８９～（３～１３）
所要時間：６時間
地元の人々に世界で最も景色がいいといわれている高速２８０号線に乗ってシリコンバレーを旅します。
到着後すぐに、スティーブジョブスが最高責任者をしていたアップルキャンパスに写真撮影のために立
ち寄ります。すぐ近くにはスペースシップの愛称を持つ、５０億円をかけて新設されたビルを見るこが
できます。続いてインテル博物館では、マイクロチップというコンピューターの基本的な構造パーツを
みて、インテルの一番最初のマイクロプロセッサーの製作秘話や、インテルが世界や技術ににどう変化
をもたらしたのかに触れられます。その後、地元の会場で軽食が提供され、グーグルの本社に向かいま
す。カラフルなロリポップ、ゼリービーン、キットカットやマシュマロの彫像がご覧になれます。それら
は、実際に、グーグルがアンドロイドのプラットフォームのオペレーションシステムに使用しているコ
ードネームです。フェイスブックキャンパスでは、いいねの像の前で写真撮影ができます。
ひらめきをえた１日を終えて、バスで高速１０１号線に乗り桟橋に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。シリコンバレーへの移動時間は約１時間です。様々
な地形の道を２時間ほど歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。本社の中に
入ることはできません。写真撮影のための休憩場所はキャンパスの中、周辺のみです。
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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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