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[シンボルマーク]  

英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 

 

【健脚レベル：低】観光バス等によるツアー。 

平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り下りを伴います。 

 
【健脚レベル：中】上記よりアクティブなツアーです。 

ある程度の距離の歩行や階段の上り下りを伴います。 

 【健脚レベル：高】さらに活動的なツアーです。 

体力的に自信のある方のみにお勧めします。 

 

【ショッピング】ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 

 

【食事付き】ツアーに食事が含まれています。 

 

【休憩付き】ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 

【ファミリー】ファミリーにおすすめです。 

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の            

日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。  

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。 



 

 

  

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリング、カヤック、
ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいくつか含まれますことご承知くだ
さい。ツアーを申し込む際、例えば急発作、めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/
首の問題などの病歴がなく、心身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの
注意事項が記載されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康で活動に十分に
適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があります。活動的ツアーのため、
色々なリスクが伴います。エクスカーション供給会社の責任に影響を与えるか、または制
限する可能性がある文書に署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着
用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアーの手配をいたし
ます。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、代行はしません。キュナード
はエクスカーション供給会社を合理的で注意深くモニターをしますが、いかなる状態でも
エクスカーション供給会社より大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション
供給会社の過失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、損害、または傷
害の責任を負いませんのでご注意ください。 

 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。お客様の責任で

適切な保険にご加入ください。 
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クイーン・エリザベス  

ワールドクルーズ 2018 年  

ショアエクスカーション案内 

 
 
 
ニューキャッスル 
NEWCASTLE 
 

 
ドルフィンウオッチングとポート・ステファンズ 
DOLPHIN WATCHING & PORT STEPHENS 
ツアー番号：NTL002 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄５８～（３～１２歳） 
所 要時間：約５時間４５分 
 
ポート・ステファンズに移動しボートに乗り換え、エキサイティングな約１時間３０分の野生生物探訪
クルーズが始まります。ネルソン湾を出ると好奇心旺盛なバンドウイルカやこの湾内を住処にしている
海洋生物達を探しに目を凝らしましょう。湾内には約１５０匹のイルカが生息しているため、高い確率
でイルカを見ることができます。カメラを準備し魅力ある生き物達を写真に収めましょう。 
ゆったりと座ってくつろぎ、船からの美しい風景を眺めつつポート・ステファンズに戻ります。 
ポート・ステファンズに戻り、１時間１５分ほど自由に散策をお楽しみください。美しい海岸線を散歩し
たり、ユニークな工芸品や自家製食品の買い物、昼食をとりながら通りゆく人々を眺めたりするのもい
いでしょう。 
そして風光明媚なショアル湾とフィンガル湾をドライブしながら帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバス、船と徒歩で行われます。ポート・ステファンズへは片道１時間１５分です。

船には簡素なトイレの施設があります。野生動物は高い確率で目にすることができますが、保証
は致しかねます。船内でお飲物を購入することができます。ヒールのない歩きやすい靴、軽めの
ジャケット、お金と日焼け止めをお持ちください。ポート・ステファンズで水泳又は日光浴をす
る方は水着とタオルをお持ちください。 

 

 
ハンターバレーの体験 
HUNTER VALLEY EXPERIENCE 
ツアー番号：NTL004 
ツアー料金：大人＄１３４～ 子供＄９０～（３～１２歳） 
所要時間：約８時間 
 
ハンターバレーには受賞歴のあるワインで知られる１００種以上ものワイナリーがあります。ブドウ畑
は１８００年代初期からこの美しい地方に光彩を添えています。バレーをドライブすると遠く彼方まで
ワイン畑が続いています。 
このツアーでは、何世代にも渡って経営されているワイナリーを２か所訪れます。 
次に、ハンターバレーワイン地域の中心に位置し、樹齢４５年のシラーズ種のブドウ畑の中にあるハン
ターバレーリゾートに向かいます。美しい景色の中、更なるワインの試飲、そして美味しい３コースメニ
ューの昼食を、その各々に最適な厳選ワインと共にお召し上がりください。ツアーの締めくくりとして、
ハンターバレーチーズ工房で製造された各種自家製チーズを試食し、港へ帰ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーには５段の段差があります。どのくらい歩く

かはお客様の裁量によって異なります。 
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ニューキャッスル ハイライト 
NEWCASTLE HIGHLIGHTS 
ツアー番号：NTL001 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄５４～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間４５分 
 
ニューキャッスルの魅力ある歴史的ランドマークや植民地時代の建物、喧噪の商業地域を車窓より見学
します。さらに地元の生活や歴史をニューキャッスル博物館、ブラックバット・リザーブやフォート・ス
クラッチリーで発見しましょう。 
ニューキャッスル博物館は旧鉄道車両基地にあり、地元の軍隊や科学、鉄道や炭鉱の歴史など数多くの
興味深い展示物があります。光と音のショーよって、多くの人が見落としているニューキャッスルの側
面が映し出されます。来場者は偉大な産業の歴史を学ぶことができます。１時間ほど博物館の見学をお
楽しみください。 
ブラックバット・リザーブは修復された熱帯雨林やユーカリの森、一部の重要な残留植物が見どころで、
数多くの珍しく傷つきやすい種の生息地となっています。約４０分間、自由に美しい庭園や固有の野生
動物を探しながら自然の森林地帯散策をお楽しみください。 
フォート・スクラッチリーは１８００年代まで時代が遡る興味深い歴史ある沿岸要塞です。ハンター川
の入り江を守る司令塔は、間違いなくニューキャッスル一番の景観ポイントでしょう。要塞からはノビ
ーズ・ビーチ、灯台、太平洋や港の素晴らしい景色が広がります。約４５分間、フォート・スクラッチリ
ーの散策や、素晴らしい景色をご堪能ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ブラックバット・リザーブには石畳の歩道が、フォー

ト・スクラッチリーには坂道があります。どのくらい歩くかはお客様の裁量によって異なりま
す。博物館では５段の階段があります。ブラックバット・リザーブでは砂利道を通り、フォート・
スクラッチリーでは緩やかな坂を通過します。ニューキャッスル博物館での光と音のショーは
１時間おきに上映され、大きな音を発します。 

 
 
四輪バイクで砂丘を探検 
QUAD BIKE SAND DUNE ADVENTURE 
ツアー番号：NTL009 
ツアー料金：大人＄８４～ 
所要時間：２時間３０分 
 
他に例を見ない、砂丘を走る四輪バイク体験をどうぞお楽しみください！ 
港からバスに乗り、ネルソンベイと砂丘探検に向かいます。到着すると洋服とヘルメットを着用し、乗車
と安全についての説明を受けます。そして四輪バイクに乗車すると、冒険に出かける準備は完了です！ 
専門家であるガイドの案内で、ウォリミ砂丘とストックトン・ビーチへ向かいます。約１時間の間、南半
球で最も標高の高い砂丘を含む、この砂丘にて不思議な探検をお楽しみください。小さな砂丘の上を昇
り降りしたり、滑り降りたりし、スリルをどうぞご堪能ください。途中何度か停車し、美しい海岸線を一
望できます。 
砂丘と四輪バイクでの冒険の思い出とともに、港までの帰り道をごゆっくりとお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは天候に関係なく実施されます。妊娠中

の方、または１８歳以下の方は参加をお控えください。前科のない普通免許証が必要です。お
客様には安全に関する説明をよく聞いてもらい、またお客様の適性を図るための簡単な実演を
行ってもらいます。このツアーは、怪我をしている方や、起伏のある道での走行によって影響
を受ける症状を持っている方にはおすすめしておりません。長ズボンおよびヒールの無い歩き
やすい靴を着用してすることが必須です。水のボトル、サングラス、そしてリュックサックを
ご用意ください。四輪バイクのある場所までは、片道約３０分です。四輪バイクのある場所に
はお手洗いがないことをあらかじめご了承ください。棄権証書にサインしてもらう場合があり
ます。 

 

 
ポート・ステファンズでの自由行動 
PORT STEPHENS ON YOUR OWN 
ツアー番号：NTL005 
ツアー料金：大人＄４９～ 子供＄４６～（３～１２歳） 
所 要時間：約６時間 
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ポート・ステファンズは数多くの黄金の海岸や、大きな青い湾と美しい入り江があるのどかな保養地で
す。１時間のドライブで、ネルゾンズ湾ポート・ステファンズビジターセンターの前に到着します。到着
後、約４時間の自由時間がありますので、各自ご自由に散策してください。 
湾内には大きなバンドウイルカの大群が生息していることから、ネルゾンズ湾内はオーストラリアのイ
ルカの首都として知られています。湾内で捕獲された新鮮なシーフードや地元のワイナリー、水辺のカ
フェやレストランといった野外でのお食事など楽しめます。そのほかにも、ネルソンズ・ヘッド・史跡灯
台、ネルソン・ベイ・ビーチ、自然遊歩道やハイキング道がある自然保護区やタマレ国立公園などが見ど
ころとなっています。 
 
ご案内：このツアーはバスで行われます。バスの停留所はネルゾンズ湾のポート・ステファンズビジター

センター前です。バスを離れる前に集合時間を必ずお控えください。定刻時に不在のお客様を待
つことはできませんのでご注意ください。最大限自由にお過ごしいただくため、この往復トラン
スファーには昼食や入場料は含まれておりません。 

 

 
ニューキャッスルのコロニアルな街並み 
COLONIAL NEWCASTLE 
ツアー番号：NTL003 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄５９～（３～１２歳） 
所 要時間：約４時間 
 
バスに乗ってニューキャッスルの市街を通り、メイトランドとモルペスのコロニアル地区に向かいます。 
メイトランドは１９世紀における石炭鉱山の中心地で、悪名高いお化けが出るとささやかれるメイトラ
ンド監獄がありました。監獄は１８４９年より１５０年間運営されており、オーストラリアで最も凶悪
な囚人が収監されていました。この監獄を案内するガイドは、元監獄の看守又は囚人であったため、監獄
については知り尽くしています。過酷な監獄の状態や、服役中の独特な生活について、時に背筋も凍る出
来事も交えながらガイドが説明します。 
モルペスはメイトランド監獄とは対照的な歓迎ムードです。この絵に描いたように美しい町はハンター
川の河畔にあります。自由時間を設けますので、美しいコロニアル風の町の散策をお楽しみください。き
れいな小道を歩いたり、古風で趣のあるお店をのぞいたり、数多くの飲食店の一つでのんびりしたり、モ
ルペスの歴史を深めるために史跡めぐりなど各々お過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーには５段の段差があります。メイトランド監

獄見学は約１時間です。 
 

 
プリン・キッチンと海岸景色  
PUDDING KITCHEN & COASTAL VIEWS 
ツアー番号：NTL008 
ツアー料金：大人＄３３～ 子供＄３３～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
アダムズタウン･プリン･キッチンは教会の１人のメンバーが祖母のプリンのレシピを使って資金を集め
たことをきっかけに、１９７１年に設立されました。この資金集めは今日では非常に盛況なビジネスと
なっており、今でもとてもおいしいプリンとソースをつくっています。プリン・キッチンはボランティア
団体によって運営されており、その収益はニューキャッスル、オーストラリア、そして海外にある福祉団
体や地域社会建設計画に寄付されています。 
キッチンを見学し、ボランティアの方々と交流し、そしてコーヒー又は紅茶と一緒に伝統的なプリンの
試食をお楽しみください。少し買い物ができる時間もあります。 
次にストレゼレッキへ移動し、見晴らしの良いアンザック・メモリアル・ウォークへ向かいます。このエ
リアは、１９１５年のアンザックの上陸から１００周年を記念して、またニューキャッスルで製鋼が開
始されたことを祝して建設されました。この記念碑は、国家のために働いてきた全ての人々にとってふ
さわしいものなのです。港に帰る前に、景色を眺めながら歩道を散歩します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。プリン・キッチンでは立ったままの時間や、徒歩が

含まれます。バスからの下車地点から見晴らしの良い地点までは、約２００メートルの徒歩が
ございます。アンザック・メモリアルまでの徒歩には、比較的平らな下り坂が含まれており、
約２５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。お買い物の際は現
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地通貨をお持ちすることをお忘れなく。 
 
 
ゆったりとしたニューキャッスル 
LEISURELY NEWCQASTLE 
ツアー番号：NTL007 
ツアー料金：大人＄４４～ 子供＄４０～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
フォートスクラッチリーとクライストチャーチ大聖堂を通過し、港の前浜沿いをバスで観光しましょう。
最初の停車場所はスクラッチリーと、オーストラリア有数の素晴らしい海岸沿いでの散歩が楽しめるニ
ューキャッスル・アンザック・メモリアルウォークです。このエリアは、１９１５年のアンザックの上陸
から１００周年を記念して、またニューキャッスルで製鋼が開始されたことを祝して建設されました。
このエリアはひとのため、および国家のために働いてきたハンター地域の住民にとって壮大な記念物と
いう意味合いを持っているのです。 
この景色が楽しめるドライブはミアウェザーへと続き、モーペスではこの歴史的な街を自由に探索して
できます。ここでは店を探索したり、飲み物を購入したり、もしくはモーペス・サワードウの発祥の地で
あるキャンベルズストアとアーノッツ・ベイクハウスを訪れることもできます。 
モーペスを出発すると、ニューキャッスルの郊外の景色を楽しみながら、港に到着するまでゆったりと
した時間をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。このツアーにはあまり徒歩が含まれていませんが、バスの

乗り降りができる必要があります。また、バス下車位置から展望台までの任意の徒歩が約２０
０メートルあります。モーペスでの自由時間は約４５分で、その間の歩く時間はお客様の自由
裁量です。買い物の際は現地通貨をお持ちすることをお忘れなく。 

 

 
ニューキャッスル徒歩観光 
NEWCASTLE WALKING TOUR 
ツアー番号：NTL006 
ツアー料金：大人＄３９～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所 要時間：約３時間 
 
ガイド付きウォーキングツアーで歴史あるニューキャッスルの街を楽しみましょう。ゆっくりとした速
さでカスタムズ・ハウス、裁判所、クライストチャーチ教会などの目を引くランドマークを通り過ぎ、旧
囚人材木置き場であるコンビクト・ランバー・ヤード、ソルジャーズ・バース、ノビーズ・ヘッドランド
や歴史あるアッパーワットストリートなど通ります。 
囚人達の労働が現代のニューキャッスルの姿を作る上で重要な役割を果たしたことが分かる地域史につ
いて学びます。 
シャトルバス乗り場で徒歩観光が終わり、船に戻るか街を更に散策するかお選びください。 
 
ご案内：このツアーはシャトルバスと徒歩で行われます。シャトルバスはツアーの出発地への移動で使

用されます。このツアーには、比較的平坦な場所での歩行が約２時間１５分含まれます。 
 
 
 
 
ブリスベン 

BRISBANE 
 
オーストラリア動物園と野生動物病院 
AUSTRALIA ZOO & WILDLIFE HOSPITAL 
ツアー番号：BNE010 
ツアー料金：大人＄１１３～ 子供＄６２～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 
 
このツアーはオーストラリア動物園野生動物病院の訪問から始まります。施設内の見学では病気や怪我、
孤児となったコアラやその他固有の野生動物を集める、熱心なレスキューチームが従事する舞台裏を垣
間見ることができます。 
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病院の近くには「クロコダイル・ハンター」のスティーブ・アーヴィンによって設立されたオーストラリ
ア動物園があり、今でも彼の熱心な家族により運営されています。オーストラリア有数の環境団体の一
つでオーストラリアの野生動物と生態の保護に尽力しています。 
約３時間の自由時間で、自分のペースで園内をお楽しみください。淡水性や海水性ワニやカンガルー、ト
ラやウォンバットなど数多くの固有種の動物を見つけましょう。可愛いコアラを見たり、堂々とした猛
禽類を眺めたり、カンガルーの餌付けをする機会があります（餌代は各自でお支払ください）。 
動物園の最も新しい展示は非常にワイルドなアフリカエリアです。平原にはキリン、シマウマやサイな
どが生息しています。独別なアフリカシャトルバスに乗って、窓から魅力的な動物たちをご覧ください。
毎日動物紹介の時間があります。みどころのワニのショーでは、「クロコセウム」と呼ばれるショーのた
めに建てられた施設の中の水辺からワニが攻撃のために飛び出す姿をご覧ください。まさに忘れられな
い１日となることでしょう。 
 
 

ご案内：このツアーはバスにて行われます。動物園に到着後、ワニのショーやアニマルトーク、餌付けの
時間や動物紹介などのスケジュールをご確認ください。このツアーにはガイドの説明はありま
せん。歩く距離、見る箇所はお客様の自由裁量となります。園内はほとんど平坦に舗装されてお
り、トロリー列車が動物園内を定期的に運航しています。歩行に難がある方は園内で電動スクー
ターを約２５オーストラリアドルで借りることができます（現地でお支払ください）。動物園内
は車いす対応となっています。 

 
 
自転車で楽しむブリスベン 
BRISBANE BY BIKE 
ツアー番号：BNE017 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄８０～（８～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
港からサウスバンク・パークランドへ移動します。そこで自転車とヘルメットを装着し、ゆったりとした
冒険に出かけます。 
２時間で、美しいブリスベン川や歴史的なカンガルー・ポイント、そして代表的なストーリーブリッジへ
と続く道を自転車で走ります。続いて、魅力的な郊外の都市であるニュー・ファームへ向かい、歴史的な
並木道とニュー・ファーム・パークを走ります。そして、ブリスベンで最も素晴らしいレストランが水辺
に並ぶ都心部周辺に戻ります。港に戻る前に屋外に彫刻があり、そして外来の植物が集められている植
物園の中を自転車で走りましょう。 
自転車での旅が終わりに近づくと港に戻るまでの間、サウスバンク・パークランドでの自由時間があり
ます。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと自転車にて行われます。３歳以下のお子様は参加をお控えください。 

このツアーには１１４キロの体重制限があります。お客様は体調がよく、自転車の運転に自 
信がある、または経験があることが必須です。道は比較的に平らですが、わずかな坂が数か所 
あります。サイクリングの道は込み合うことがあります。自転車に乗車するのに適した服装 
を着用してください。ヘルメットはお客様に提供され、着用は必須です。ヒールの無い歩きや 
すい靴をご用意ください。日焼け止めと水のボトルは用意されています。 

 
 
サンボリン山へ四輪駆動車アドベンチャー 
TAMBORINE MOUNTAIN 4WD ADVENTURE 
ツアー番号：BNE014 
ツアー料金：大人＄１５０～ 
所要時間：約８時間 
 
地元のプロのガイドに案内され、オーストラリアの緑あふれる丘陵地の終日探検が始まります。ツアー
の一部ではタンボリン山のごつごつとしたオフロードの斜面道を走り、四輪駆動車しか訪れることの出
来ない部分に踏み入ります。 
道中、古風な山小屋で伝統的な朝のお茶を試飲します。オプションでユニークな工芸品やお土産物など
で知られるギャラリー・ウォーク沿いにあるお店を数軒覗く事もできます。そしてゆっくりとしたガイ
ド付きツアーで、雨林を歩きます。自然散策では滝が山の渓流に流れ落ち、びっしりと覆う緑の雨林には
固有の鳥たちが飛び交う様子がわかるでしょう。 
爽快な気分になれるウォーキングの後はスプリング・ガリーに移動し、プライベートな環境で伝統的オ
ーストラリア料理の昼食をお楽しみください。昼食後はブーメランの投げ方実演の参加や付近の岩場の
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水たまりで水浴びなどを楽しみましょう。 
再び四輪駆動車に乗り、地元のワイナリーを訪れオーストラリア産ワインの試飲の後、市内に戻ります。 
 

ご案内：このツアーは四輪駆動のミニバンにて行われます。妊娠している方やお子様はご参加をお控え
ください。このツアーは岩場や起伏のある道の四輪駆動車用草道を約９０分間走行します。怪我
や体調が悪い方にはお勧めしません。森林の中をガイドと共に約４５分間歩きます。ヒールの無
い滑りにくい靴でご参加ください。途中車が弾む場所があります。遊歩道の一部ではゆるやかな
傾斜があります。悪天候の場合、予告なく日程が変更になる場合があります。 

 
 
‘XXXX’の蒸留所ツアーとパブ  
‘XXXX’BREWERY TOUR & PUB 
ツアー番号：BNE018 
ツアー料金：大人＄７０～ 
所要時間：６時間 
 
暑い日の冷たいビールほど美味しいものはないですよね、、、醸造所ツアーに参加しブリスベンの醸造を
見学し、街で最も人気のパブを訪れましょう！ 
１８７７年に、アイルランドから移住してきたフィッツジェラルド兄弟が潰れかけた蒸留所を買収し、
醸造所を建設しました。今日でも、ミルトンの郊外に位置するキャッスルメイン・パーキンス醸造所は、
有名な’XXXX’というビールのブランドを醸造しています。この醸造所ツアーではこの有名な醸造の遺産
を見学します。ここではビールの完璧な注ぎ方を教わり、試飲ができます。 
続いて、クイーンズランド州で人気の社交場であるブレックファーストクリークホテルへ向かいます。
港へ戻る前に、グラスビールとおつまみ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。このツアーに参加できるのは、１８歳以上の方のみ

です。醸造所までの移動時間は約１時間３０分です。約１時間のガイド付きの散策がありま
す。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 

 
 

ワーナーブラザーズ・ムービーワールド 
MOVIE WORLD ENTRANCE TICKET & TRANSFER 
ツアー番号：BNE019 
ツアー料金：大人＄１１１～ 子供＄９０～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
楽しさやスリル、そして映画に出てくるような魔法がいっぱいの一日を過ごしたい方は、ワーナーブラ
ザーズ・ムービーワールドを訪れてみてください。何歳であっても、子供心をお持ちの方々にぴったりな
この場所では、オーストラリア唯一の映画をもとにして作られたテーマパークで楽しい一日を過ごすこ
とができます！ 
このツアー料金には送迎の移動とテーマパークの入場料が含まれており、自由に園内を探索できる時間
が約５時間３０分あります。最新の DC コミックスのヒーローの周辺に設置されたアトラクションに乗車
するか、時速１１５キロの、南半球で最も長くて早いハイパーコースターを訪れてみてください。ハリウ
ッドスタントドライバー２のショーやワイルド・ウェスト・フォールズ・アドベンチャー、スーパーマン 
スペース ショット、アーカム・アサイラム、そして他にもたくさんのエンターテインメントをお楽しみ
ください！おなかがすいた時や、のどが渇いたときは、多く設置されている飲食店でいつでも飲み物や
お菓子を購入できます。 
ツアーが終了に近づくと、指定された場所に集合し、船まで車で移動します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。移動にはガイドはついておらず、昼食や飲み物、そ

して追加するアクティビティにかかる費用は含まれていません。移動時間は片道約１時間１５
分です。お時間を過ぎてお戻りのお客様を待つことはできませんのでご注意ください。買い物
に、現地通貨とクレジットカード、そしてデビットカードを使用することができます。園内を
十分に楽しむためには、ある程度の徒歩が必須です。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加くだ
さい。入場券はワーナーブラザーズ・ムービーワールドのみ有効です。入場時やアトラクショ
ンの乗車時に、長い列ができる可能性がありますので、一日の計画の中にそれをご考慮くださ
い。すべてのアトラクションに乗車できるとは限らず、いくつかのアトラクションは当日に閉
まっているかもしれません。 
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レッドランズ・トレール散策とシロメィワイナリー 
REDLANDS TRAIL WALK & SIRROMET WINERY 
ツアー番号：BNE015 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄６５～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
港を出発しレッドランズ ベイ地域とレッドランズ・インディジスケープス・センターに向かいます。こ
こでは、熱心なガイド付きの散策にご参加ください。散策しながら、野草のガーデンなどのような、美味
しいブッシュ・タッカーの味の豊富な知識を学べます。また、伝統的な方法で醸造された紅茶やコーヒー
を試飲し、甘いお菓子を食べられる機会もあります。 
続いては、写真のように美しいマウント・コットンの郊外に位置する有名なシロメィ・ワイナリーへ向か
います。この地域は美しい自然を誇りとしており、自国の低草原地帯に設置された潟があります。ここで
は地下室でワインの試飲を楽しむことができ、家にお持ち帰りできるワインを一本差し上げます。 
広がったオーストラリアの自国の低草原地帯の知識と味覚が満足したところで、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。インディジスケープス・センターでは、数段の階段

と坂道、そして起伏のある地形があるため、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。軽
量の服装を着用し、日よけ帽、日焼け止め、そして水のボトルをご用意ください。ワインの試
飲は１８歳以上のお客様にのみ提供されます。 

 
 
ブリスベン景観ドライブ 
LEISURELY BRISBANE  
ツアー番号：BNE002 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間半 
 
ブリスベンでは最近成長したばかりの街の面影が見えます。古くて見栄えの悪かった場所の多くは整備
されて、光り輝くガラスとコンクリートのタワー、ホテルやショッピングモールが占めています。 
この国際的で活気あるブリスベンの町をゆっくりとドライブするツアーでは、州議事堂、財務省、税関、
市庁舎などの歴史的建造物など、多くの名所を巡ります。マウント・クーサ展望台ではモダンでお洒落な
摩天楼や絵のように美しい郊外など、素晴らしい景色が楽しめます。晴れていると、北には遠くのグラ
ス･ハウス山脈、南にはゴールド･コーストの内陸部、東にはモレトン島やストラドブローク島まで見渡
すことが出来ます。 
１９８８年の万国博跡地に造られた約１７ヘクタールの広さを持つ亜熱帯公園サウス･バンク･パークラ
ンズを車窓から見ながらカンガルー･ポイント･クリフへ向かいます。ここからはビル群や曲がりくねっ
たブリスベン川の景色が楽しめます。 
歴史的建造物と現代の建物と緑あふれる公園とが珍しく調和しており、この街は旅行者にとって必見の
場所となっています。 
 

ご案内：このツアーはバスにて行われます。快適なバスからの車窓観光となり、途中写真撮影のための休
憩があります。 

 
 
ゴールドコーストへのトランスファー 
GOLD COAST TRANSFER 
ツアー番号：BNE013 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３５～（３～１２歳）  
所要時間：７時間 
 
太陽が降り注ぐ亜熱帯性の気候、サーフィンができるビーチ、運河や水路の設備、そして高い位置から望
むことのできる地平線と熱帯雨林の奥地から、ゴールドコーストは旅行者の主要な観光地となっていま
す。 
ゴールドコーストのサーファーズ・パラダイスで約４時間の自由時間があります。たくさんの店やデザ
イナーアーケードを巡ったり、昼食にオーストラリアのフィッシュアンドチップスを食べたり、たくさ
んある上品な海沿いのレストランをお訪ねください。太陽が燦燦と降り注ぐ浜で、太陽光を全身で感じ、
そして海で気持ちよく泳いでみてはいかがでしょう。 
魅惑的なゴールドコーストを探索した後は、バスで船まで戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。ゴールドコーストまでは片道約１時間３０分です。乗車と

下車はーファーズ・パラダイス乗換駅（バス停）で行われます。徒歩はお客様の自由裁量で
す。移動費はツアー料金に含まれていますが、そのほかの出費はお客様自身の負担となりま



8 
 

す。水着、タオル、日焼け止め、そして現地通貨をお忘れなく。泳ぎたいお客様は、旗の立っ
ている範囲内でお願いいたします。ビーチには業者がウォータースポーツなどを提供していま
すが、キュナード社とは一切関係がありません。 

 
 
セグウェイで行くサウス･バンク 
SOUTH BANK BY SEGWAY 
ツアー番号：BNE016 
ツアー料金：大人＄１３０～ 
所要時間：３時間 
 
セグウェイは自動車や自転車では行くことができない場所を訪問するのに最適です。セグウェイは操作
がしやすく、直観で動きをコントロールしたり、思った通りにスピードを落とすことができるので、ブリ
スベンを探索するには最適です。 
ブリスベンのサウス・バンクに到着後は安全に関する重要な説明を受け、セグウェイの操作を練習し、安
全ベストとヘルメットを着用し、セグウェイでの冒険を始めます。出発地点からブリスベン川沿いを走
り、サウス・バンクとストーリー・ブリッジの素晴らしい景観を眺めます。また、グッドウィル・ブリッ
ジへ向かい、シティ ボタニック ガーデンの中を走行します。 
運転中には休憩時間があるので、よろしければ飲み物をご購入下さい。また、途中で写真撮影の時間を設
けます。 
 
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。お子様と妊娠中の方は参加をお控えくだ

さい。体重制限は４４キロから１２７キロです。膝、腰、足首に怪我をしている方や、めまい
などの平衡制御に問題がある方はこのツアーへの参加をお控えください。ヒールの無い歩きや
すい靴でご参加ください。セグウェイの乗車時間は約１時間で、訪問順序は変わる可能性があ
ります。セグウェイの運転中にカメラや携帯を使用することは禁止されています。停車時に休
憩や写真撮影をすることができます。セグウェイのタイヤに巻き込まれたり、地面に落ちてい
るものに衝突する可能性のある、サロンや長くて緩いズボン、緩い洋服は着用しないで下さ
い。 

 
 
放牧場から食卓まで 
PADDOCK TO PLATE 
ツアー番号：BNE020 
ツアー料金：大人＄１１１～  
所要時間：７時間 
 
港から運転手兼ガイドがサンシャイン・コーストにご案内します。グルメな人にはぴったりな体験がで
きます。 
２つの地元の農家を訪ね、普段目にすることのない生産の現場を見学します。ここではどのようにして
放牧場の産物が種から作られ、食卓に上るのかを知ることができます。また、各農家がどのようにして進
化を遂げ、そして何が農家の方々の心持を後押ししているのかを学びます。種類豊富な試食や新しい美
味の発見ができます。 
ツアーの締めくくりとして、モントビルで季節のグルメランチを取り、港へと帰ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。坂道と階段を含む起伏のある道を、約１時間３

０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。このツアーはお子様には適して
いません。 

 
 
ブリスベンの見どころとコアラ保護区 
BRISBANE SIGHTS & KOALA SANCTUARY 
ツアー番号：BNE006 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄５２～（３～１２歳） 
所要時間：約６時間 
 
バスの車窓から植物園、歴史ある州議事堂、財務省、市庁舎、旧税関をご覧ください。サウス･バンク･パ
ークランズ、美術館、劇場、博物館、図書館からなるリバーサイドに建つ文化センターを車窓から見た後、
コアラ保護区へ向かいます。途中、マウント･クーサ展望台からブリスベンの景観が楽しめます。 
１９２７年に開園されたローン･パイン･コアラ保護区は世界最古･最大のコアラ保護区で、１３０頭以上
のコアラが飼育されています。美しく自然な環境にあるこの保護区には他にも、カンガルー、タスマニア
ン･デビルズ、ウォンバット、ハリモグラ、ワライカワセミ、エミュー、ヒクイドリ、多種の爬虫類、カ
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モノハシなど数多くのオーストラリア固有の動物が生息しています。 
コアラを抱いて一緒に写真撮影(有料)をしたり、自由に歩き回るカンガルーやワラビーに手から餌を与
えたりできます。これらの珍しい動物についてお話や、ショー、プレゼンテーションが毎日行われていま
す。また、施設内に飲み物や昼食を購入できるカフェがあります。 
 

ご案内：このツアーはバスにて行われます。コアラ保護区の中は自由行動となり、各自のペースで見て回
ります。このツアーでは舗装道、板張りの遊歩道、砂利道、芝土などを歩きます。風邪またはイ
ンフルエンザにかかっている方はコアラに触ることができません。毎日行われるショーの時間
は保護区到着時にご確認ください。現地通貨（AUD）かクレジットカードをお忘れなく。 

 
 
リバークルーズと市内観光 
RIVER CRUISE & CITY SIGHTS 
ツアー番号：BNE004 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄７９～（３～１２歳） 
所要時間：約５時間 
 
ブリスベンを郊外に向けドライブし、ブリスベンの素晴らしい景色が一望できるストーリー橋を渡りま
す。 
船着場から大きな木製のミシシッピー風の外輪船に乗って、ブリスベン川を上り、ブリスベンの中心部
や埠頭地域をクルージングします。街のランドマーク、文化や人々についての興味深い説明をお聞きく
ださい。ノーマン公園の川沿いに建つ数百万ドルの大豪邸、カンガルー･ポイントの歴史的建物シャフス
トン･ハウス、ストーリー橋が見えてきます。歴史的建築と現代建築が混在している風景を見た後は、１
９８８年の万国博跡地に造られた広大なサウス･バンク･パークランズに進みます。 
堂々とした外輪船内の雰囲気を味わいながら３コースの昼食をご賞味ください。帰路は、バスでブリス
ベンの内陸部を走り、魅力的な街の観光を終えます。 
 

ご案内：このツアーはバスと外輪船にて行われます。バスから外輪船乗り場まで４６０ｍほど歩き、乗船
する際に３段ほどの階段があります。サンデッキへはさらに１０段ほどの階段があります。 

 
 
ゴールド・コーストクルーズと市内観光 
GOLD COAST CRUISE & SIGHTS 
ツアー番号：BNE011 
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄５１～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間 
 
リバークルーザーに乗船し、太陽が輝くゴールドコースト沿いと運河をゆったりとクルーズします。 
軽食を味わいながら、美しいゴールドコースト水路運河を通ります。オーストラリアの６つ星ホテルの
マリナ・ミラージュ、シーワールドとパラッツォ・ヴェルサーチホテルが見えます。世界でも最も美しい
高層アパートやサーファーパラダイスを空調付のゆったりとしたカナルクルーザーからご覧ください。 
サーファーパラダイスに到着した後、約２時間３０分の自由時間で有名なリゾート地を自分のペースで
お楽しみください。見どころが沢山あり、数多くのお店やデザイナーブティックが入るアーケードを見
たり、ビーチで日光浴や海水浴をしてお寛ぎください。 
 

ご案内：このツアーはバスとモーター付きクルーザーにて行われます。ボートに乗る際、数段の段差があ
り、ボートのアッパーデッキへは１０段の段差があります。クルーズの時間は約１時間で、キュ
ーナード社の貸切ボートではありません。ゴールドコーストへの移動時間はバスで片道約１時
間３０分です。自由時間を最大限に楽しむために昼食は含まれていません。サーファーズパラダ
イスには数多くのカフェやレストランがあります。このツアーに申し込む前に、この冊子の最後
に記載されている“海・水関連”という段落をご覧ください。ビーチで泳ぐ方は旗の間を泳ぎ、
水着とタオル、日焼け止めをご用意ください。数に限りがありますが、更衣室の設備があります。 
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ラバウル 
RABAUL 
 

 
ラバウルの見どころ 
RABAUL HIGHLIGHTS 
ツアー番号：RBL002 
ツアー料金：大人＄１１６～ 子供＄５４～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
１９９４年にタブルブル、ヴルカン、レバラナカイアの３つの活火山が噴火しましたが、組合と人々の取
り組みのお蔭で、ラバウルに住む８万人全員が怪我もなく無事に避難しました。火山活動を観測してい
るこの国唯一の火山展望台を訪れます。ラバウル湾を見渡す丘の上にあり、港と海、火山の景色をご覧に
なれます。 
再びバスに乗り、日本の記念碑を車窓に見ながら、ラバウルの景観ドライブを楽しみ、潜水艦の基地へ向
かいます。第二次世界大戦中に日本軍が最初に上陸した場所で、トンネルに物資を隠した補給基地でし
た。トンネルは今も当時の姿を留めています。 
最後にタブルブルの温泉へ行き、火山から噴出した温泉が湧き出る様子をご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われます。温泉にあまり近づかないようにご注意ください。行

程は逆回りになる場合があります。このツアーでは起伏のある道を含めて中程度に歩きます。 
 
 
ラバウルの戦跡を訪ねて 
PACIFIC MEMORIES 
ツアー番号：RBL001 
ツアー料金：大人＄１１６～ 子供＄５４～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
このツアーでは第二次世界大戦下のラバウルの戦跡を巡ります。 
日本軍の攻撃対象であったため、１９４１年に女性と子供たちは避難を促され、避難は慎重に行われました。
数千もの日本海軍が上陸した翌年の初めからラバウルでの戦争が始まりました。占領後、日本軍は連合
軍の攻撃から身を守るために数多くのトンネルを掘りました。最初に、日本軍のバージトンネルを訪れ
ます。日本軍が大型船から岸へ人や物の輸送を行う上陸用舟艇をバージトンネルにどのように隠し、ま
た、ラバウルをどのようにして強力な軍事拠点にしたかを学びましょう。 
地元の村を訪れ、伝統的なトライ族の歌と踊りの文化をお楽しみください。ココポ戦争文化博物館では
地元の芸術品と文化の展示物、戦闘機やドイツ植民地時代と日本軍占領時の銃などの展示品をご覧くだ
さい。 
最後にビタ･パカ戦争博物館とビタ･パカ戦没者墓地を訪れます。ここは連合軍兵士と地元の人々が祀ら
れている場所であり、痛ましい戦争の記憶が残っています。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われます。行程は逆回りになる場合があります。このツアーで

は起伏のある道を含めて中程度に歩きます。 
 
 
 
 
沖縄 
OKINAWA 
 

 
第二次世界大戦下の沖縄 
WWII BATTLE OF OKINAWA 
ツアー番号：OKA003 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄７０～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
沖縄戦は連合軍と日本軍との地上戦が９０日間以上も行われ、沖縄市民の半分の命を奪い去りました。 
旧日本海軍司令部壕を訪れ、苦難を引き起こした決議について学びます。広大な景色を眺めた後、現在
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は博物館ですが、太陽の光が入らない入り組んだトンネルへ１０５段の階段を降りていきます。暗くジ
メジメした荒削りの通路を歩くと兵士が劣悪な状況で生活し、戦い、最終的に亡くなっていった状況が
思い起こされます。 
地上に戻り、戦争に動員された２２２名の女学生が追悼されているひめゆり平和祈念資料館を訪れま
す。看護要員として動員された女学生は勉強が遅れないように教科書をカバンに入れ持参しましたが、
最終的に最前線で手術や死体の埋葬などをするようになりました。資料館には数少ない個人の所有物や
集められた思い出の品々が展示されています。 
沖縄の軍隊の歴史から戦後日本のアメリカによる占領までを展示する沖縄県平和記念資料館を訪れ、こ
の戦いがいかに残酷であったかを学びます。沖縄地上戦の９０日間で病気や餓え、敵による発砲、自決
などにより２４万７３４人が亡くなりました。穏やかな平和記念公園を訪れ、ここで起きた事を深く考
える時間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。資料館内には残虐な戦争の画像や展示など、繊細な展

示物が含まれています。このツアーは歩行に難がある方にはお勧めしません。訪問順序が変わ
る場合があります。ご自分で何か購入される場合は日本円が必要です。 

 
 
沖縄の過去と現在 
OKINAWA PAST & PRESENT 
ツアー番号：OKA005 
ツアー料金：大人＄１４２～ 子供＄１１０～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
琉球王国は１９世紀の終わりに日本国に編入され沖縄になるまでは一つの国家でした。琉球の人々の歴
史と遺産を発見するのには琉球村に行くのが最適でしょう。 
琉球時代の建物がここに移築されているため、この消滅した社会の美しさ、文化、工芸について発見し学
ぶことができます。陶芸や三線などの伝統技能を体験してみましょう。ハンドメイドのお土産を探す間
に踊りや音楽のパレードなどお楽しみください。 
昼食後も琉球王国にまつわる訪問は続き、首里城を訪れ、華やかな沖縄名所をご覧ください。 
時代は近年に進み、過去と現在を見るのには最適な国際通りに向かいます。この賑やかな繁華街は楽し
みが溢れ、自由時間をたっぷり設けますので地元の生活を直に感じましょう。 
 
ご案内：洞窟に入る際は地面がたいへん滑りやすくなっているのでご注意ください。洞窟には多くの段

差があります。閉所恐怖症の方にはお勧めできません。首里城では写真撮影が出来ますが、博
物館内は写真撮影が禁止されています。首里城訪問では急な階段と起伏のある地面がありま
す。歩きやすい靴でご参加ください。首里城の南殿と正殿に入る際は、靴を脱ぎます。正殿の
一部は白い布で覆われていることがあります。現地の売店では日本円のみご利用になれます。 

 
 
琉球王国 
ANCIENT KINGDOM 
ツアー番号：OKA001 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄７０～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
琉球王国は１９世紀の終わりに日本国に編入され沖縄になるまでは一つの国家でした。そのため沖縄に
は日本にはない文化と習慣が築かれています。 
琉球村はこの失われた王国の工芸、料理や衣装などを紹介する文化村で、古い習慣が今でも引き継がれ
ています。この村では三線の演奏や現地の踊りをご鑑賞ください。また、伝統建築に囲まれたこの場所で
お土産物を購入したり、特産品を味見したりすることができます。 
そして１８世紀の終わりに琉球王家の為に造られた静かで穏やかな織名園に向かいます。煉瓦屋根の簡
素な木造建築や東屋が伝統的な庭園に雅な石橋、小さな林と池の間に芸術的に建てられています。小道
を散策し、香しい色とりどりに咲く花や日本と中国建築を繊細に合わせた沖縄式建物をご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。観光地訪問の順序は変わることがあります。このツア

ーには徒歩による観光が約２時間含まれます。識名園は起伏のある道や階段があります。琉球
村のパレードエリアは混雑している場合があります。歩きやすいウォーキングシューズとボト
ル入り飲料水をお持ちください。現地の売店では日本円のみご利用になれます。 
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沖縄の伝統工芸 
TRADITIONS OF OKINAWA 
ツアー番号：OKA004 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄８０～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
琉球王朝の代表的芸術の一つが紅型芸術です。もともとは王家の為に作られ氏族を魅了してきた染物で、
色鮮やかで優雅なこの工芸は現代にも引き継がれています。 
那覇伝統工芸センターを訪問し自身のオリジナルの染物の紅型を作ることが出来ます。作る喜びを味わ
うことができ、良い休暇の思い出とお土産になります。またここは今でも伝統工法で作られる高品質の
沖縄土産を購入するのに最適です。 
伝統工法を学んだ後は琉球王朝の中心であった首里城に向かいます。その昔紅型の正装をまとった王と
廷臣達を想像するのは容易な事でしょう。現代的な博物館と忠実に復元された城は素晴らしい眺望で、
過ぎ去りし日々の思い出が残されています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。紅型染めの工程で洋服にシミがつくかもしれないの

で、汚れてもいい適切な服装でご参加いただき、紅型染めの制作中はお気を付け下さい。首里
城内は写真撮影が出来ますが、博物館内は禁止されています。塗装の工程の一環で、首里城正
殿の左右に保温と保湿のため白い布がかけられていることがあります。首里城の南殿と正殿に
入る際は、靴を脱ぎます。このツアーには階段や起伏のある地面を含む徒歩による観光が約１
時間半含まれます。現地の売店では日本円のみご利用になれます。 

 
 
洞窟と首里城観光 
CAVES & CASTLES 
ツアー番号：OKA006 
ツアー料金：大人＄１２２～ 子供＄９０～（３～１２歳）  
所要時間：７時間３０分 
 
沖縄観光は那覇の見どころである首里城観光から始まります。ガイドの案内で首里城と博物館を観光し
ます。忠実に復元された正殿、王家の墓、荘厳な守礼門など散策すると琉球王国が蘇るようです。 
現在にいたるまで石灰岩の洞窟は、台風の避難場所、第二次世界大戦中の防空壕や戦場、そして映画
「ゴジラ」の背景など、人々の生活と密接な関係にありました。なかでも最も大きい見事な洞窟は玉泉
洞です。全長６.４㎞の見事な鍾乳洞内には小川、滝、鐘乳石と石筍が見られ、３０万年の年月をかけ
形成されてきました。伝統的琉球の村を再現した公園おきなわワールドの敷地内にある鍾乳洞を見学す
ることができます。おきなわワールド内では伝統工芸の実演と販売が行われています。太鼓と踊りが見
事な伝統芸能のエイサーをお見逃しなく。 
沖縄では、洞窟内は現地の地酒泡盛の保管場所として使用されていました。島内でのみ作られる泡盛は
日本酒と同じくらい有名で、米を原料としますがその工法は醸造法ではなく蒸留法で作られます。地元
の蔵元を訪れ、このユニークな飲み物を試飲することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。洞窟に入る場合、通路は場所により滑りやすいのでご

注意ください。洞窟内には数多くの段差があります。閉所恐怖症の方にはお勧めしません。首
里城では写真撮影が出来ますが、博物館内は写真撮影が禁止されています。首里城訪問では急
な階段と起伏のある地面があります。首里城の南殿と正殿に入る際は、靴を脱ぎます。現地の
売店では日本円のみご利用になれます。 

 
 
那覇ハイライト観光 
NAHA HIGHLIGHTS 
ツアー番号：OKA002 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄６０～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
那覇市にはユネスコ世界遺産に登録された首里城があり、５００年間琉球王朝の権力の座がおかれてい
ました。第二次世界大戦で破壊されましたが１９９２年に復元され、丘の上に建てられた首里城からは
那覇市内を見下ろす素晴らしい景色がご覧いただけます。首里城で最も重要なのは正殿です。本来の姿
に復元され、華やかな装飾と鮮やかな赤色が施された首里城は、琉球の王を取り巻いた当時の華やかさ
を感じさせるでしょう。 
次に那覇の商業の中心にある活気ある国際通りに向かいます。ここで１時間自由時間を設けますので、
ホテルやデパート、劇場、レストランが並ぶ、世界と地元沖縄の雰囲気が溶け込んだ国際的な通りで散
策をお楽しみください。真の地元体験をお望みなら牧志公設市場がいいでしょう。色とりどりの特産品
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や新鮮な魚や肉類などが売られており、お菓子や美味なスナックがその場で調理販売されている数多く
の屋台が並びます。元気のよい賑やかな沖縄の台所は立ち寄り、見学、味見に最適です。 
カメラに写真をたくさん収め、お腹が地元の名物で満たされた後は短時間バスに乗り、港に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。首里城では写真撮影が出来ますが、博物館内は写真撮

影が禁止されています。首里城訪問では急な階段と起伏のある地面があります。首里城内では
１時間の観光があります。歩行に難がある方にはお勧めしません。ヒールの無い歩きやすい靴
で参加し、ボトル入り飲料水をお持ちください。首里城の南殿と正殿に入る際は、靴を脱ぎま
す。現地の売店では日本円のみご利用になれます。 

 
 
 
 
大阪 
OSAKA 
 

 
京都パノラマ観光 

KYOTO PANORAMA 
ツアー番号：OSA009 
ツアー料金：大人＄１５０～ 子供 ＄１１０～（３～１２歳） 
所要時間：８時間 
 
京都は千年の間日本の首都としての役割を果たしてきました。京都には千六百以上の寺院があり数百社
の神社があります。市内を巡るドライブでは平安京遷都１１１０年を記念して１８９５年に建立された
平安神宮、市の中心を流れる鴨川、城砦となる石垣や濠で守られた二条城などを車窓から見学します。途
中には京都駅、京都タワー、東寺などの京都名所も見ることができます。 
京都観光では金閣寺別称金色堂の見学は欠かせません。ここでは華麗な本堂、静かな日本庭園、鏡の様な
池などを写す撮影タイムが設けられています。（外観のみの観光） 
京都工芸センターは７階建てのビルで、中には美術工芸品、手工芸品、着物、日本人形、提灯、凧、下駄
などが並べられています。京都訪問のお土産をお求めになるのにこれ以上の場所はありません。京都市
内のレストランでは和洋折衷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。金閣寺での停車は撮影のみとなりますのでご了承く

ださい。金閣寺見学は離れた場所からで、寺院までは短時間石畳みの参道を歩くことになりま
す。寺院までとバスの乗り降りで階段を使う必要があります。交通渋滞などにより時間が遅れる
場合があります。 

 
 
日本の古都探訪 
ANCIENT JAPAN 
ツアー番号：OSA001 
ツアー料金：大人＄１８２～ 子供 ＄１３０～（３～１２歳） 
所要時間：１０時間３０分 
 
日本で最も有名なお寺といえば奈良の東大寺がその一つに数えられるでしょう。東大寺の大仏は奈良の
シンボルとして有名ですが、東大寺も現存する木造の建造物としては世界最大のものになります。春日
大社は紀元７６８に最初に建造され、神社内を清浄に保つ神道の習慣にならって５０回以上も再建され
てきました。鳥居前の参道には２０００基の石灯篭が並び、鳥居を過ぎると独特の様式の建物、鮮やかな
朱色と緑色の神殿などを拝観することができます。その後市内のホテルまたはレストランで和洋折衷の
昼食をお楽しみください。金閣寺金色堂（外観のみ）は京都必見の名所のひとつ。金箔貼りの三層からな
る和風建築は、静謐な庭園と池があり古都ならではの風情を見せてくれます。１６０３年に徳川将軍の
京都の邸宅として建設された二条城は、煌びやかな内装と対照的な荘重な外観をしています。このお城
は唐門や二の丸御殿を含む１６世紀の文化的貴重品があることで有名です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。交通渋滞などにより時間の遅れが見込まれます。春日

大社の宝物殿の入場は含まれません。このツアーは階段や坂道を含む徒歩での移動が含まれま
す。ヒールの無い滑りにくい靴と飲料水のボトルをご用意ください。 
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京都の文化遺産探訪 
KYOTO’S TREASURES 
ツアー番号：OSA012 
ツアー料金：大人＄１５５～ 子供 ＄１２０～（３～１２歳） 
所要時間：９時間３０分 
 
京都までのドライブで伏見稲荷大社をめざします。伏見稲荷大社は日本中に４万以上もある稲荷神社の
総本山で、ここで人々は事業の成功、福縁、技能の向上を祈ります。参道の両側には狭い間隔で連なって
いる無数の朱色の鳥居が立ち並び、神社の敷地の中で高々と聳えている稲荷山へのトンネルの様な雰囲
気を醸し出しています。 
次の訪問場所は三十三間堂です。このお寺の廊下は日本一長い木造建築として知られています。三十三
間堂というのは文字通り柱と柱の間が三十三あるということで、この間隔は日本建築で寸法を測る為の
基礎となっています。本堂の中央には巨大な木造の千手観音像が安置されています。この像の両側には
それぞれ５００体の人間の等身大の大きさの千手観音が１０列に並んでいて、その圧倒的な印象は一生
忘れられない思い出になるでしょう。 
市内のレストランで日本食の昼食を楽しんだ後は室町時代である１４８９年に足利義政によって建てら
れた、２階層の銀閣寺となります。足利義政の死後、城はその地位の高さから銀閣寺と改名されました。
ここの庭は、室町時代の造園のとてもいい例となっています。 
 
ご案内： 京都までは片道約１時間半を要します。交通渋滞などにより時間の遅れが見込まれます。この

ツアーではかなりの数の階段の上り下りを含む全体で約３時間の徒歩移動が含まれます。ヒー
ルの無い滑りにくい靴と飲料水のボトルをご用意ください。三十三間堂内は写真撮影が禁止さ
れています。 

 
 
相撲観戦と鉄板焼き夕食 
SUMO WRESTLING & JAPANESE BBQ DINNER 
ツアー番号：OSA017 
ツアー料金：大人＄２９９～ 子供 ＄２９９～（３～１２歳） 
所要時間：５時間１５分 
 
相撲は千年前からその歴史を遡りますが、観戦型スポーツとして盛んになったのは１６００年代からで
す。現在、相撲は年６回日本国内の各都市で巡業されていますが、観光客が観戦チケットを手に入れるの
は至難の業です。今回は相撲文化の歴史に触れる貴重な機会となるでしょう。 
相撲観戦初心者にはガイドの説明が望ましく、相撲取りが土俵の外の西へ押し出す事は、実に深く精神
的で儀式的な風習に関わりがあるのです。土俵は神社を表しており、色や形、使用される材料にはそれぞ
れ隠れた意味があります。ガイドが相撲界にある厳しい番付と若年で入門し、成功するまで無給で見習
いになる相撲部屋にどのように入るのか説明いたします。番付で一番高いのは横綱ですが、相撲史上７
０名しかおらず、現在２名の横綱が戦っています。喧噪と巨漢がぶつかり合う相撲観戦は忘れられない
経験となり、取組みのハイライトを約２時間観戦します。 
たくましい相撲取りの紹介の後、腰を落ち着かせ夜の思い出を語り合いながら美味しい鉄板焼きの夕食
をお召し上がりください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩行われます。座席の数が限られているためお早めにお申し込みくださ

い。返金はできません。座席の位置はまちまちです。現地の売店では日本円のみ使うことができ
ます。 

 
 
京都ハイライト観光 
HIGHLIGHTS OF KYOTO 
ツアー番号：OSA002 
ツアー料金：大人＄１７４～ 子供 ＄１２５～（３～１２歳） 
所要時間：９時間３０分 
 
金色堂として知られる金閣寺は京都名所の中でも代表的なもののひとつです。世界遺産にも登録された
和風建築の粋を集めた建物は三層からなり、純金の金箔が貼られています。穏やかで落ち着いた雰囲気
の池に反射する金閣寺の美しさは例えようもないもので、世界中の写真愛好家の目を惹きつけるもので
す。寺院の外観観光をお楽しみください。徳川将軍の居城として１６０３年に建てられた二条城は荘厳
な外観を持ち、城内の優雅な内装とは対照的なものです。城内は１６世紀から伝わる数々の宝物や文化
遺産で溢れ、特に唐門や二の丸庭園は有名なものです。 
鮮やかな朱色の建物と緑釉瓦が美しい平安神宮には魅力的な庭園と池があり、京都の中世宮廷の優雅な
暮らしを映し出しているかの様です。平安神宮は平安京遷都の１１００年を記念して１８９５年に建立
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されました。 
次に訪れる京都工芸センターでは日本伝統の美術工芸品や幅広いお土産品を取り揃えています。 
市内のレストラン又はホテルで和洋折衷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。京都までは片道約１時間半を要します。交通渋滞など

により時間の遅れが見込まれます。二条城及び平安神宮の内部撮影は禁止されています。二条城
入場の際には履物をお脱ぎください。ツアー全体では約３時間、徒歩での移動が含まれ、金閣寺
観光では３０段の階段を上ります。ヒールの無い滑りにくい靴と飲料水のボトルをご用意くだ
さい。二条城の一部では改装が行われていて覆いがかけられている場所があるかもしれません。 

 
 
京都での１日 
KYOTO BY DAY & NIGHT 
ツアー番号：OSA006 
ツアー料金：大人＄２８０～ 子供＄２００～（３～１２歳）  
所要時間：８時間３０分 
 
世界遺産に登録されている京都の主要な見どころ、「金閣寺」をお楽しみください。 三層の高い寺院は純
金箔で覆われており、穏やかな池の水面に鏡のように反射する寺院が印象的な情景を作り出しています。 
世界中の観光客が写真に収めるべき絶景です。（建物の外観のみの見学） 
丸石の西村屋では、華麗な色彩と柄が着物に広がる壮大な友禅染めを見学します。友禅染めは３３０年
前の江戸時代に確立されました。友禅染めの体験をしながら、型染めのプロセスを学びましょう。 
地元のレストランで、夕食のしゃぶしゃぶをお楽しみください。食事をしながら、舞妓や芸者のパフォー
マンスも見ることができます。カメラを持って舞妓や芸者の素敵な伝統衣装を写真に収めましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。京都までの移動時間は約１時間３０分です。交通の

遅れも見込まれます。このツアーには登り坂や多くの階段の上り下りが含まれます。古代友禅
苑はエレベーターのない４階建ての建物です。買い物をする際は日本円をお持ちください。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。 

 
 
大阪への誘い 
OSAKA INTRODUCTION 
ツアー番号：OSA004 
ツアー料金：大人＄８７～ 子供 ＄４９～（３～１２歳） 
所要時間：４時間３０分 
 
大阪が日本の歴史の中で大きな役割を果たすきっかけになったのは、有名な戦国大名で後に太閤となっ
た豊臣秀吉が１６世紀この地に大阪城という華麗な城を造築してからでした。元のお城はそれ以来の長
年に渡っての何度かの火災で落城しましたが、現在の形は１９３１年まで遡るもので、元の姿ほど大き
なものではありませんが、いまだに日本の数ある古城の中では最も有名なお城の一つになっています。
１階から７階にある展示物には数々の武器、鎧などが並べられています。８階にある天守閣からは大阪
の俯瞰眺望を楽しむことができます。 
次の訪問場所は、更に数ある日本の神社の中で最も有名な神社の一つである住吉大社です。ここは日本
全国に散らばる２千以上の住吉大社の総本山をなす場所で、毎年のお正月には３百万人以上の参詣客が
初詣でに訪れる他、海の守り神を祭っている神社として船乗りたちの間で広く知られています。本宮の
ひさしは最も古い神殿建築様式で建てられたもので真っ直ぐな形をしているのが特徴で、住吉大社の全
ての建造物は国宝に指定されています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。バスの停留所から大阪城までは約２０分歩きます。大阪

城の中にスロープ式回廊やエレベーターもありますので楽に移動ができます。大阪城美術館で
は撮影が禁止されています。 

 
 
大阪スカイウォークと日本酒博物館 
SKYWALK & SAKE BREWERY MUSEUM 
ツアー番号：OSA016 
ツアー料金：大人＄８１～ 子供 ＄５５～（３～１２歳） 
所要時間：４時間 
 
バスに乗り南東の方向へ景観ドライブをして神戸の灘地区へ向かいます。灘地区は高品質のお米とお水
があり、神戸港に近いことから日本酒醸造で有名です。ガイドの案内で日本酒博物館を訪れ、醸造過程を
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見学し、日本酒の試飲ができます。大阪に戻り梅田スカイ・ビルと付属の空中庭園を訪れます。１７３メ
ートルの高さを持つ４０階建てのビルが２軒並び、ビルとビルの屋上が橋で結ばれ、中央の広いアトリ
ウムの様な空間があります。天気が良ければスカイウォークからの３６０°のパノラマ眺望をご覧にな
れます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。博物館内には階段があり、エレベーターやスロープは

ありません。徒歩と立見での観光が２時間含まれます。 
 
 
都会の冒険―関西魂 
URBAN ADVENTURES – KANSAI SOUL 
ツアー番号：OSA020 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄７５～（３～１１歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
旅行者が日本を弾丸旅行する時、大阪はしばしば見逃されます。超近代的な東京の明るい光と速いペー
ス、そして伝統溢れる京都の魅力と文化との両世界の最高のものを組み合わせた都市が存在することは
忘れられがちです。大阪の街は、洗練された高層群、鮮やかな色彩、とても近代的な雰囲気です。さらに
南に行くと、中心地に到達します。大阪の豊かで活気にあふれた文化は、「もうご飯を食べました？」と
お互いに挨拶するほど親しみやすくパワフルです。 
ツアーは日本橋駅の外から始まり、新鮮な肉、魚、野菜を売る活気の屋台が５００メートル以上連なる
「黒門市場」に行きます。豊かな香りと地元の人々の関西弁に足を引き留められながら、商業地区の典型
的な市場文化を垣間見ることができます。 
道具屋筋に行って数限りない日本調理器具を見たり、至る所にある食品サンプルを見て立ち止まること
でしょう。このユニークな食品サンプルの商売には驚くほど大きな経済的マーケットがあります！ここ
から動物園前駅に行き、商業地の真の中心となる新世界まで歩きます。 
新世界は、ニューヨーク市をモデルにしたアミューズメントエリアとして１９１２年に創設されました。
通天閣と今は廃れているルナパークを完成させた新世界は、輝かしい未来に向かっての活動を表してい
ます。この地域は１００年以上たった今でもネオンライトの雑踏と伝統的な灯篭の優しい揺れに捕らわ
れた野望の住みかです。伝統的な銭湯やたくましい日本の日常生活を支えている新しいスーパー銭湯を
見てみましょう。新世界を離れると、大阪南部の煌びやかなネオンを輝く街、道頓堀に移動する前に人々
が愛してやまない串カツを試食したり、雰囲気のある伝統的な居酒屋を垣間見ます。 
道頓堀は、大阪で最も有名な観光地で、賑やかな店やレストラン、有名なグリコの看板、巨大なカニが並
んでいます。たくさんの記念写真を撮りたくなるような無数のレストラン、露店、バー、パブなどがあり
ます。大阪の代表的な料理「たこ焼き」を試食して、運河に沿って歩きながら絶え間なく動いているネオ
ンサインや大阪の活気に満ちたレストランを見ながら進みます。もし京都が西日本の中心ならば、大阪
は関西の魂です。 
 
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。１２歳未満のお子様は参加をお控えください。ご予約の前に 

重要情報をお読みになり、日本橋駅の集合場所までお越しください。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

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

お客様にキュナード社の責任について説明しています。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ショアエクスカーションの代金 

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

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

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

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

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

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

す。ほとんどのショアエクスカーションではショアエクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられて

おり、お子様の参加も向いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に

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

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

す。 
 

出発時間と日程 

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

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

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

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

ョンの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

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

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

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

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

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

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

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

時間や料金などが変更になっている場合がありますのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り
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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 低人数が設けられており、催行 低人数に達しない場合、ショアエクスカーションは催行されま

せん。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由によるツアー開始前の取消、又修正する権

利を有します。その場合事前予約をしているショアエクスカーションの場合はクレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込

みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボ

ードクレジットを臨機応変に手配します。 
 

ガイド付き専用車の手配 

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

来ます。ご希望の場合は、寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショアエクスカーションと異

なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後の予約の取消は取消料

が発生します。船内口座に請求されます。 
 

交通手段 

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

は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り 良のバスを手配致し

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

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

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

は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

スにて更に詳しくお尋ねいただけます。タクシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動

きに制限がある方はテンダーボートを使用しての外出が制限されます。テンダーボートにて外出するツアーはお申し込みいただけ

ない場合があります。車椅子補助は、要望があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

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

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

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

活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 


