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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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マラッカ 
MALACCA 
 

 
マラッカの名所巡りとティータイム 
LEISURELY MALACCA AND TEA 
ツアー番号：MKZ004 
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄２６～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
車内でくつろぎながらマラッカの主要な名所を巡ります。 
まず、写真撮影のためにフローラ・デ・ラ・マール号の近くで停車します。これは１５１１年にポルトガ
ルへ向かう途中、マラッカ沿岸で沈没したポルトガル船の模型です。 
さらに、ババ・ニョニャ・ヘリテージ博物館などの歴史的な建物、活気あるジョンカー・ストリート、ブ
キッチナをご覧になれます。ブキッチナは中国国外で最大の華人墓地のひとつであると言われています。 
オランダ広場では、マラッカの主要なランドマークであるスタダイスを写真に収めたり、お土産屋で記
念品を購入したりするなど、ゆっくりとお過ごしください。 
続いて、ホテル・プリを訪れます。昔のプラナカン・ハウスが修復されたことでこの魅力的な高級ホテル
が生まれました。お茶またはコーヒーとともに地元のケーキやサンドイッチをお召し上がりください。 
メナラ・タミン・サリで高さ８０メートルの展望台からマラッカの景色を楽しんだ後、船へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ホテル・プリの入口にある５段の階段を含め、約２

５分歩きます。車いす用の入口は設けられていませんので、ご了承ください。 
 
 

マラッカの車窓観光とリバークルーズ 
SCENIC MALACCA AND RIVER CRUISE 
ツアー番号：MKZ005 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２８～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
マラッカで最も有名なランドマークのひとつであるサンチャゴ要塞を訪れ、写真撮影をします。１６世
紀につくられたこの要塞は、アジアに現存する数少ない最古のヨーロッパ式建造物のひとつです。 
港湾の美しい景色が見られる“マラッカ海峡モスク”で写真撮影を楽しんだ後、ブキッチナを訪れます。
ブキッチナは、中国国内外で最大かつ最古の華人墓地であると言われています。 
「赤い広場」の異名をもつオランダ広場では、鮮やかな赤色が特徴のスタダイスを見ることができます。
スタダイスは１６５０年にオランダ総督の居住地として建てられ、今では街の主要なランドマークとな
っています。写真撮影やお土産屋巡りなど、自由にお過ごしください。 
このツアーのハイライトは、マラッカの歴史上重要な役割を果たしたマラッカ川を遊覧する４５分間の
リバークルーズです。ボートでくつろぎながら写真撮影をお楽しみください。 
メナラ・タミン・サリで高さ８０メートルの展望台からマラッカの景色を楽しんだ後、船へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとボート、徒歩にて行われます。ボート乗船時にある４段の階段を含め、約

１時間歩きます。リバークルーズの際には、オーディオガイドをご利用になれます。悪天候の
場合、リバークルーズの代わりにマラッカ王宮博物館を訪問することがあり、その際はツアー
代金の１０％が返金されます。ツアー中はソフトドリンクが提供されます。 

 
 
マラッカの遺産 
MALACCA’S HERITAGE 
ツアー番号：MKZ002 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄２６～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
マレーシアの歴史はマラッカから始まったと言われています。マラッカは当時、ポルトガルやオランダ、
イギリスが入れ違いで支配する重要な港でした。今日のマラッカは歴史、文化、そして料理の宝庫と言え
るでしょう。街の至るところで、様々な国から影響を受けた歴史を感じることができます。 
１５１１年にポルトガル人によって造られたサンチャゴ要塞を訪れます。オランダによる侵略によって
要塞はダメージを受け、イギリスがマラッカを支配した際には、破壊しようと試みました。しかし、１８
０８年、スタンフォード・ラッフルズの介入により要塞の一部が保護されたことで、今も見ることができ
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るのです。 
オランダ広場では、スタダイスを撮影したり、お買い物を楽しんだりして自由にお過ごしください。 
マレーシアで最も古い中国の寺院であるチェンフーテン仏教寺院を訪れた後、ババ・ニョニャ・ヘリテー
ジ博物館へ向かいます。ここでは、華人との結婚から生まれた独特な文化について学ぶことができます。 
最後にマレー民族博物館でお茶と伝統的なケーキ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にて行われます。マレー民族博物館にある５０段の階段を含め、約１

時間半歩きます。ババ・ニョニャ・ヘリテージ博物館の２階の見学を希望される方は１５～２
０段の階段をのぼり、靴を脱ぐ必要があります。博物館では写真・ビデオ撮影が禁止されてい
ます。 

 
 
散策ツアーと人力車 
WALKING TOUR AND RICKSHAW 
ツアー番号：MKZ003 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２８～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
マレーシア唯一の回転式展望台であるメナラ・タミン・サリを訪れ、８０メートルの高さからマラッカの
素晴らしい景色をご堪能ください。 
ポルトガル船のレプリカであるフローラ・デ・ラ・マール号の写真撮影を楽しんだ後、マラッカ王宮博物
館を訪れます。この博物館はマラッカ王国の宮殿が復元されたもので、マラッカの歴史に関わる展示物
があります。その後、ポルトガル人によって造られたサンチャゴ要塞をご覧ください。 
続いて、セントポールの丘からセントポール教会の史跡を眺めた後、有名なオランダ広場とスタダイス
へ向かい、歴史民族博物館を見学します。 
オランダ広場とジョンカー・ストリートではお土産を買う時間が設けられ、人力車に乗ることができま
す。 
 
ご案内：このツアーはバスと人力車、徒歩にて行われます。ほとんどの訪問場所にある階段を含め、約

１時間半歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。帽子、日焼け止め、飲料水
をご用意ください。歴史民族博物館にはガイドが同行しますが、見学は各自で行います。 

 
 
マラッカの見どころ 
INTRODUCTION TO MALACCA 
ツアー番号：MKZ001 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２２～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
水上に浮かぶ“マラッカ海峡モスク”を訪れ、その素晴らしい外観を撮影しましょう。 
続いて、ブキッチナ周辺をドライブします。この丘陵地帯はかつて中国王妃ハン・リ・ポーの側近の居住
地でした。明の皇帝はマラッカと中国の関係を強化するために、王妃をスルタンと結婚させたのです。側
近は１５１１年にポルトガルがマラッカを支配するまで、この地に住み続けました。 
次に、伝説のマレー人戦士ハン・トゥアを称えてつくられたハン・トゥア村のレプリカを訪れます。マラ
ッカ王国時代の５人の有名なマレー人戦士をそれぞれ表した家を巡り、ハン・トゥア博物館を見学しま
しょう。 
その後、かつてオランダ総督と士官の居住地であったスタダイスへ向かいます。スタダイスは東南アジ
アにおいて、最も古いオランダの建造物であると言われています。また、ビクトリア女王噴水やタン・ベ
ン・スウェー時計台、キリスト教会をご覧になるとともに、写真撮影やお土産購入のための自由時間をお
楽しみください。 
最後に、写真撮影のためにフローラ・デ・ラ・マール号を訪れます。これは、戦利品を運ぶためにポルト
ガルへ向かう途中、マラッカ沿岸で沈没したポルトガル船の模型です。 
 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、約１時間歩きます。帽子と日焼け止めをご用意くださ

い。 
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ペナン 
PENANG 
 

 
ペナン島の動植物と香辛料 
FLORA, FAUNA & SPICES 
ツアー番号：PEN006 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２８～(３～１２歳) 
所 要 時 間：５時間 
 
ジョージタウンの郊外に向かい、美しい植物園を散策します。滝の庭園とも呼ばれるこの植物園は、１８
８４年にイギリス人によって造られました。種類豊富な蘭の花、サボテン、シダ、竹、低木などが見られ
ます。尻尾の長いマカクもいます。 
沿岸の景色を楽しみながら、島の北端にあるバタフライファームへ向かいます。立ち入り可能な蝶舎に
はミズトカゲや巨大サソリとともに、１００種を超える蝶が飛んでいます。 
約３．２ヘクタールの谷間に隠れたテロク･バハンの岸にはトロピカル･スパイス･ガーデンがあります。
園内には世界中から５００種以上の植物が集められ、特に熱帯のハーブと香辛料を中心としています。
コースのひとつをたどったり、ガーデンルームを訪ねたりしてみましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ツアーには中程度の歩行が含まれ、バタフライファー

ムには起伏のある道と狭い階段があります。スパイスガーデンには階段と勾配のある坂道があ
ります。底の平らな歩きなれた靴でご参加ください。 

 
 
徒歩で巡るジョージタウン 
GEORGETOWN ON FOOT 
ツアー番号：PEN015 
ツアー料金：大人＄３６～ 子供＄２２～(３～１２歳) 
所 要 時 間：３時間１５分 
 
ペナンには歴史、文化、そして見事な遺跡があります。このツアーによってそれら３つの秘密が明らか
になります。 
このガイド付きウォーキングツアーでは、以前はピットストリートとして知られていた Jalan Masjid 
Kapitan Keling に沿った多文化共同体の宗教的な調和を学ぶことができます。ここでは多様なコミュニ
ティー、宗教が同じ空間内にあります。ピットストリートには４つの主要な宗教的建造物があります。
セントジョージ教会、観音寺、スリマリアンマン寺院、カピタン・クリン・モスクなどです。 
ペナンの最も重要な寺院の一つである慈悲寺の女神の中や、裕福なストレイト・チャイニ・マンション
のブン・ケン・クーイ・マンションを訪問します。そこでは現在、ババとニョニャが展示されていま
す。途中、クイーンビクトリア時計塔、コーン・ウォリス砦、市庁舎、リトルインディアでの写真撮影
をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーは徒歩で行なわれます。このツアーは全て徒歩で行われ、約３時間１５分ほど歩

き、またツアー中にはいくつかの階段があります。 
 

 

ジョージタウンの眺めと午後のお茶 
VIEWS OF GEORGETOWN & TEA 
ツアー番号：PEN013 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄２６～(３～１２歳)  
所 要 時 間：４時間 
 
ツアーはまず「ハーモニーの通り」と呼ばれる４大宗教が調和する通りへの景観ドライブから始まりま
す。この通りには主にカピタン・クリン・モスク、東南アジア最古の英国国教会、観音寺、マハマリアマ
ン寺院があります。 
写真撮影の後はジョージタウンの中心へ進み、ペナンの空に高くそびえるマレーシア第６番目の高いビ
ル、コムター・タワーを通ります。 
次にペナン・ヒルの山麓に向かい頂上を目指して眺望が楽しめる登山列車に乗車します。ペナン・ヒルの
頂上は爽やかな庭園の様な雰囲気で、昔のイギリスの村を彷彿とさせる歴史のあるコロニアル様式の邸
宅が並んでいます。ここからジョージタウンのパノラマ風景や山頂周辺の美しい光景もご覧になれます。 
ガイドによる案内の後、自由時間を設けますので散策をお楽しみください。ツアーの締めくくりはベル
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ビュー・ホテルでの簡単なアフタヌーンティーをどうぞ。そして登山列車で山麓に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバス、登山列車と徒歩で行われます。徒歩による観光が約１時間半含まれます

が、一部の徒歩観光は参加自由となっています。登山列車の駅とペナン・ヒル山頂では数段の
階段があります。ベルビュー・ホテルのテーブルは庭園の屋内又は屋外となります。人数に限
りがありますので、お早めにお申し込みください。 

 
 
島内一周ツアー 
AROUND THE ISLAND 
ツアー番号：PEN004 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２２～(３～１２歳) 
所 要 時 間：５時間１５分 
 
ジョージタウンの賑やかな海岸地区から手つかずのペナンの郊外へとドライブし、世界で４番目に大き
な涅槃仏を持つ泰仏寺（タイ式寺院）へ向かいます。 
クラフト･バティック工房では複雑で昔から変わることのない染めの技術を見学し、製品を購入すること
もできます。 
海岸沿いの景色を楽しみながら島の北端へと向かい、バトゥ･フェリンギの入江や湾を車窓にバタフライ
ファームへ向かいます。滝、池、岩のトンネルを特徴とした美しい庭にある立ち入り可能な蝶舎には、１
００種を超える蝶が飛び交います。他にもミズトカゲ、コイ、ヘビ、巨大サソリなどの興味深い生き物が
多数見られます。 
続いて、クローブやナツメグが香る中、丘を抜けて走ります。地元の果物と香辛料の露店で新鮮な作物を
間近にご覧ください。 
ペナンのもうひとつの顔である、静かなマレーの村を見ます。地元の人にはカンポンの名で呼ばれてい
ます。ガイドがカンポンの家や敷地内に植えられている果物や植物などについて解説します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーでは１時間ほど歩きます。バタフライファ

ームには起伏のある道や狭い階段があり、時折混雑する場合があります。歩きやすく滑りにく
い靴でご参加ください。バス内では軽食が提供されます。 

 
 
マレーシア体験 
 A MALAYSIAN EXPERIENCE 
ツアー番号：PEN007 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２０～(３～１２歳) 
所 要 時 間：３時間３０分 
 
最も古い生鮮市場の一つを訪れ、さまざまな野菜、肉、魚などをご覧ください。新鮮な食材は地元産の香
辛料やハーブとともに売られ、地元の人々がどのように買い物をしているかを見ることができます。 
クー･コンシーは威厳のある古い宗族の家で、国内で最も歴史的･文化的価値を持つ印象的な建物の一つ
です。複雑な彫刻や像、絵画や色鮮やかなタイルで装飾された壁や柱や天井などが見どころとなってい
ます。クー･コンシーはペナンで「必見」の名所のひとつです。 
続いてジョージタウンのもうひとつの名所、ババ・ニョニャ・へリテッジ・ミュージアムを訪ねます。鄭
景貴邸の別名でも知られるこの屋敷は、海山という秘密結社の首領であった中国人が所有していました。
建物は見事に復元され、骨董品の家具や木工品は息をのむばかりです。 
木造で幅の狭い足場を歩きながら、中国の氏族桟橋の一つに向かいます。その際、中国移民の慎ましい起
源に思いを馳せてみてください。 
ツアーの締めくくりはマレーシアで最長の要塞、コーン・ウォリス要塞で写真撮影の時間を設けます。そ
の後船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。マーケットは典型的な生鮮市場で、肉などが解体され

売られています。生鮮市場では手回品から目を離さないようにお気を付けください。鄭景貴邸
とクー･コンシーでは階段があります。歩きやすく滑りにくい靴でご参加ください。買い物に
は現地通貨(マレーシア･リンギット)が必要です。 
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三輪自転車で周るジョージタウン 
GEORGETOWN BY TRISHAW 
ツアー番号：PEN016 
ツアー料金：大人＄４８～ 子供＄２２～（３～１２歳）  
所要時間：２時間 
 
ペナンの沢山の魅力を快適な三輪自転車から発見する旅に出発しましょう。運転手にペダルを漕いでも
らいながら、リトルインディアやチャイナタウンの活気のある景色や音を訪ねます。三輪自転車のゆっ
くりとしたペースはしばしば「道路の王様」と呼ばれ、欠かすことのできない経験です。 
ツアーの最中に中国国外に建てられた中国の一族の家で最も美しいと評されるクーコンシーを訪れます。
精巧な木造装飾と花崗岩などを含んだ２４個の石を使って建築された寺院は必見です。こちらには、古
典的な親孝行をテーマとした場面が描写されています。 
三輪自転車に戻り、ジョージタウンのもう一つの宝石、チュンケンキーの邸宅としても知られるババ・ニ
ョニャ・へリテッジ・ミュージアムに向かいます。これは、正式にはハイサン（海山）という客家系秘密
結社のトップであった中国のカピタン・チナに属する私邸で、美しいアンティーク家具と木工がみられ
ます。 
ドライバーの運転する三輪自転車に乗って港まで戻り、街に点在する美しい植民地時代の建物を写真に
収めましょう。 
  
ご案内：このツアーは三輪自転車にて行われます。このツアーには約１時間１５分の徒歩と数段の段差

が含まれます。三輪自転車は一台につき定員が一人のみのため、一人一枚チケットをご予約く
ださい。 

 

 

ペナンの熱帯のおもてなし 
TROPICAL TREATS OF PENANG 
ツアー番号：PEN020 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３８～（３～１２歳）  
所要時間：５時間１５分 
 
海抜約２４４メートルに位置するテロックバハンの緑豊かな熱帯果樹園は、オアシスを連想させます。
約１０万平方メートルの土地には果樹園があり、２５０種類以上の果物の木には多様で異国感のある珍
しい果物がなっているので、敷地内の散歩は魅力的なものになるでしょう。バスから小さなミニバンに
乗り換えてこのツアー最大の見どころに向かいます。 
フルーツの酵素試飲セッションでは、体のコレステロールレベルを維持し炎症を軽減するための解毒を
促す効果を持つ酵素についての説明を受けます。その後、美味しいフルーツビュッフェと様々なフルー
ツジュースをお楽しみください。これにより、「ファイブ・ア・デイ（１日５皿分以上の野菜と２００グ
ラムの果物を摂取し、健康的な食生活を送ること）」に貢献できます。 
その後、トロピカルハーブとスパイスを中心に５００種以上の地元の植物があるトロピカルスパイスガ
ーデンを訪れましょう。この場所は、多くの土着の野生動物、鳥類、昆虫にとっての自然が豊かな環境を
提供しています。 ３つの起伏のある小道に沿って庭園を探索する時間を楽しめます。ハーブ、スパイス、
バンブー、シダ、ジンジャー、ヘリコニア、ラン、そして貴重ななヤシを特徴とする魅力的なガーデンル
ームが１１室あります。 
その後、香ばしいマレーシア料理の実演や試食をします。これらの料理について学んでから港に戻りま
す。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーには約３時間の徒歩と数段の段差が含ま

れます。 
 
 
オラウータン保護区 
ORANGUTAN SANCTUARY 
ツアー番号：PEN010 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄３４～(３～１２歳) 
所 要 時 間：５時間３０分 
 
世界で５番目に長いペナン橋を渡り、マレーシア本島に向かいます。 
目的地は穏やかな約２８平方キロメートルの湖に囲まれたウォーター･テーマパークのブキットメラで
す。この広々とした場所には小さな島々が点在しています。その中の一つがオラウータン保護島です。 
到着時、ボートに乗って島に渡ります。ここはオラウータンの繁殖を目的とする保護区だけでなく、絶滅
危惧種のためのリハビリや保護施設という役割もあります。この島では、１００メートルほどの歩行者
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用トンネルからオラウータンが自然な生息地で自由に歩き回る様子をすぐ近くから見ることができます。
素晴らしい体験を通して、この魅力的な霊長類動物について学ぶことができます。 
その後、ボートでブキットメラの桟橋に戻り、ペナンへバスで戻ります。 
このツアーでは軽食をご提供致します。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボートと徒歩で行われます。ツアーの催行は潮位の高さに左右されます。

このツアーでは１時間半ほど階段などの起伏を含む場所を歩きます。爪先の閉じた底の平らな
履き慣れた靴を履き、虫除けと日焼け止めをお持ちください。ボートはキュナードラインの貸
切りではありません。 

 
 
ペナン周遊 
PENANG GRAND TOUR 
ツアー番号：PEN001 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄３６～(３～１２歳) 
所 要 時 間：７時間３０分 
 
１８世紀と１９世紀の中国建築を用いた堂々たる中国式邸宅、チョン･ファッ･ツィー･マンション（ブル
ー・マンション）へ向かいます。このマンションは２０００年にユネスコのアジア太平洋文化遺産保護の
「最優秀プロジェクト」に選ばれました。 
続いて、世界で４番目に大きな約３３メートルの涅槃仏が安置された華麗な泰仏寺（タイ式寺院）を訪れ
た後、きらびやかな緬仏寺（ビルマ寺院）に立ち寄ります。 
国際料理のランチビュッフェの後、島の北端にあるバタフライファームへ向かいます。美しく整えられ
た庭にある立ち入り可能な蝶舎では、ミズトカゲや巨大サソリとともに、１００種を超える蝶が飛んで
います。 
続いて熱帯の田園地帯や島の美しい風景を形作る水田を横目にドライブします。果物や香辛料の屋台に
立ち寄り、島で作られたたくさんの果物や香辛料を間近でご覧ください。 
ツアーの締めくくりに、ババ･ニョニャ･マンションを訪れます。鄭景貴邸の別名でも知られるこの屋敷
は、海山という秘密結社の首領であった中国人が所有していました。 
 
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１時間半ほど歩き、バタフライファー

ムでは起伏のある道や狭い階段があります。歩きやすく滑りにくい靴でご参加ください。寺院
の敷地にはところどころ滑りやすい箇所があります。寺院を訪問しますので、控え目な服装で
ご参加ください。 

 
 
ゴールデン・サンズ・リゾートでのひと時 
GOLDEN SANDS RESORT GETAWAY 
ツアー番号：PEN011 
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄４５～(３～１２歳)  
所 要 時 間：６時間 
 
景観を楽しみながらジョージタウンの次に人気の観光地であるバトゥ・フェリンギにあるゴールデン・
サンズ・リゾートに向かいます。 
シャングリラホテルグループの傘下のゴールデン・サンズ・リゾートは、この界隈で最も名高い豪華ホテ
ルの一つで最高の寛ぎを与えてくれるでしょう。 
ホテルのプールサイドで日光浴をしたり、海岸を散歩したり、又は海水浴をお楽しみ下さい。 
ホテルのプライベートビーチ付近にあるシギズバー＆グリルにて美味なランチビュッフェをお楽しみく
ださい。 
風のない太陽の下、のんびりとするのに最適です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ゴールデン・サンズ・リゾートへは片道約４５分間で

す。水着と日焼け止めをお持ちください。デッキチェアーとタオルはプールサイドにてご用意
しています。ビーチでのデッキチェアーの使用はできません。このエリアにはクラゲが頻繁に
出没するので、海で泳ぐ際は保護ネット以内をご利用ください。泳ぐ前のアルコール飲料はご
遠慮ください。ビーチでは業者が水中スポーツを販売していますが、これらはキュナードライ
ンとは関係がありません。 
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ジョージタウンの歴史 
HISTORICAL GEORGETOWN 
ツアー番号：PEN019 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２０～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
まず、世界で４番目に大きい横たわっている仏像のあるタイの仏像寺院を訪れます。ここから美しいビ
ルマの仏教寺院に向かいます。 
ペナン島のマレー人の居住に関する歴史を知るために、ペナン博物館を訪れましょう。様々な展示室で、
ペナン州の貿易活動、宗教、週間、宝石、生活様式が紹介されています。 
中国国外に建てられた中国の一族の家で最も美しいと評されるクーコンシーは見逃せません。２４個の
石を含んだ、複雑な木と花崗岩の彫刻は必見です。こちらには、古典的な親孝行をテーマとした場面が描
写されています。中国様式の一つである木製の桟橋を歩き、入植初期の中国人移民による質素な生活を
感じましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーには約２時間の徒歩と、寺院での階段が

含まれます。ペナン博物館は２階建てで、エアコンはついていません。歩きやすく滑りにくい
靴でご参加ください。寺院では地面が滑りやすくなっています。派手でない服を着用しましょ
う。 

 
 
ペナン・ヒル＆寺院観光と登山列車乗車体験 
PENANG HILL, TEMPLE & FUNICULAR 
ツアー番号：PEN012 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２２～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
景色を楽しみながらのドライブでエア・ラタムとペナン・ヒルの山麓に向かいます。その後、頂上を目指
して眺めのいい登山列車に乗車します。 
ペナン・ヒルの頂上は爽やかな庭園の様な雰囲気で、昔のイギリスの村を彷彿とさせる歴史のあるコロ
ニアル様式の邸宅が並んでいます。ここからはジョージタウンのパノラマ風景や山頂周辺の美しい光景
もお楽しみいただけます。 
ガイド同行でベルビュー・ホテルに向かい華麗な花々が咲き乱れる庭園を鑑賞した後、再び登山列車に
乗って丘の麓まで下りていきます。 
クレーン・ヒルの斜面の突端にあるのが、一万釈迦寺院としてもしられる極楽寺(Kek Lok Si)です。極彩
色の中国式仏教寺院はマレーシア最大のもので、中国、タイ、ビルマの建築様式が混じりあった７層の豪
華なパゴダがあります。寺院訪問中には、亀の愛好家が長生き動物を解放して自由に泳がせている“長寿
亀池 Tortoise Pond of Longevity”の見学もお見逃しなく。 
 
ご案内：このツアーにはバス、登山列車、徒歩で行われます。徒歩での移動は約２時間半を予定してい

ます。極楽寺院の入口までには２００段の階段があります。歩きやすい靴と帽子を着用してご
参加ください。 

 
 
モンキービーチでのひととき  
MONKEY BEACH BREAK 
ツアー番号：PEN0014 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２６～(３～１２歳)                  
所 要 時 間：６時間３０分 
 
バトゥ・フェリンギでボートに乗り、カニクイザルが生息しているためモンキービーチと呼ばれる Teluk 
Duyung を訪れます。 
到着後は、約３時間３０分自由にお過ごしください。日光浴をしたり、静かな青い海に入ったり、釣りを
したりしてお楽しみください。 
滞在中においしい BBQ ランチが提供されます。 
 
ご案内：このツアーはバスとボートで行われます。モンキービーチへの移動には、片道約１時間１５分か
かります。バスで４５分、ボートでさらに３０分。ボート乗降時にはしごを使います。到着すると、乗客
はビーチに行くために短い距離を移動する必要があります。乗客は水着を着用し、タオルと日焼け止め
をお持ちください。ビーチには徒歩やボートでしか行けないので、整った設備はありません。更衣室はな
く、トイレは質素なものです。サンラウンジャーとパラソルは利用できません。ランチにはお飲物一杯が
含まれています。追加の飲み物は現地通貨または米ドルで購入することができます。クラゲはこの地域



8 
 

にはよくいます。泳ぐ前にアルコール飲料を飲むことを控えてください。野生動物が見られるかは保証
されていません。ビーチにはウォータースポーツを提供する業者がいるかもしれませんが、これらは、キ
ュナードクルーズと関係のない当事者によって提供されています。このツアーを予約する前に、ショア
ツアーのパンフレットの「シンボルへのガイド」の下の「ビーチ/水関連」の段落をご参照ください。 
 
 
 
コロンボ 
COLOMBO 
 

 
キャンディの見どころ 
HIGHLIGHTS OF KANDY 
ツアー番号：CLB018 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄６８～（３～１２歳）  
所要時間：１２時間 
 
バスで約４時間ゆったりと移動し、キャンディに到着します。１９８８年に世界遺産に登録されたキャ
ンディはスリランカで２番目に大きな都市であり、スリランカの文化的中心地とされています。 
到着後、種類豊富なランの花があることで有名なペラデニア植物園を訪れます。この植物園には３００
を超える種類のランや熱帯植物、香辛料、薬用植物、そしてヤシの木があります。 
カンボジア宮殿のダラダー・マーリガーワ寺院を訪問する前に、地元のランチビュッフェをお楽しみく
ださい。この寺はブッタの遺産である歯を祭ったために作られたものです。ブッタの歯を手にした人は
国を統治できると言われているので、現地の政治に何世紀もの間大きな影響を与えました。 
ツアーの締めくくりとして、カンボジア宮殿の中に位置する Tusker Museum を訪れましょう。この博物
館は半世紀以上に渡り Sacred Relic Casket を運搬し、巨大な象牙の持ち主であったラジャを祭って作
られたものです。ラジャは５０年にも及びキャンディの式典に参加し、その様子が非常に崇高なもので
あると言われ、アジアで最も有名な象でした。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。この港では重要なお知らせを参考にしてください。キ
ャンディへの移動時間は約４５分です。このツアーは起伏のある道を約２時間３０分歩きます。 
 
 
コロンボ車窓観光 
LEISURELY COLOMBO 
ツアー番号：CLB007 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄４９～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
コロンボには、イギリス植民地時代の建物と超高層ビルが混在して立ち並んでいます。活気に満ちたこ
の街の見どころを余すところなく車窓観光にてお楽しみください。 
完成１００年の古い時計塔、ペター、色鮮やかなバザー、小さな装飾品や様々な掘り出し物を販売してい
る露店、ヒンドゥーの寺院、キリストの教会、ムスリムのモスクや仏教の寺などを通ります。 
バンダラナイケ記念国際会議場、フォート地区の古い議会、コロンボ大学のある高級住宅地に向かった
後は、独立記念広場にて写真撮影を行います。 
港に戻る前に、商業と行政の中心地であるフォート地区とシーポートを通り過ぎます。 
 
ご案内：このツアーはバスで行われます。観光はバスからの車窓観光に加えアソカラマヤ寺院、独立記

念公園、コロンボ国立博物館での写真撮影が含まれます。 
 
 
ニゴンボビーチでのひととき 
NEGOMBO BEACH ESCAPE 
ツアー番号：CLB014 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄５４～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
伝統的な漁村で、人気ビーチリゾートでもあるニゴンボまでの車窓観光の後、広い砂浜沿いにあるジェ
ットウィングホテルに向かいます。このホテルはリラックスするには最適な場所です。 
到着後は約５時間の自由観光となり、ホテルのプールでリラックスしたりビーチの散歩や海水浴をする
など、思い思いにお過ごし下さい。 
滞在中には、国際色豊かなランチビュッフェをお楽しみください。 



9 
 

 
ご案内：このツアーはバスで行われます。ニゴンボまで片道約１時間半を要します。水着と日焼け止め

をお持ちください。ホテルのビーチチェアーには限りがございます。海水浴前のアルコール摂
取はお控え下さい。ビーチにて現地業者によるウォータースポーツの勧誘がありますが、これ
らはキュナード社とは関係がありません。 

 
 
セイロン茶体験 
CEYLON TEA EXPERIENCE 
ツアー番号：CLB009 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４９～（３～１２歳）  
所要時間：８時間３０分 
 
紅茶を育てるのに最適な地域であるアクレッサまで約３時間の車窓観光をします。紅茶栽培はスリラン
カの主要産業であり、セイロン茶は世界でも有数の紅茶であるといわれています。紅茶の歴史と生産過
程を学びましょう。 
Galaboda 紅茶工場は１９３５年から代々受け継がれてきた歴史ある紅茶工場で、その土地は１５ヘクタ
ールにも及び、有機紅茶栽培を行っています。ここでは、茶葉の手摘み作業や、紅茶の品質を決める前に
茶葉がランク付けされる様子を観察することができます。緑茶のように、手摘み後茶葉が発酵する前に
乾燥させる、または蒸すという方法の他に、黒茶やその他の紅茶のようにわざと発酵させる方法も見る
ことができます。 
紅茶の製造を見学した後は、軽食とセイロン茶の試飲をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。移動中には休憩があります。軽食が含まれています

が、朝食を取ることをお勧めします。紅茶工場で約２０段、紅茶試飲の場で約４段の階段があ
ります。約１時間半様々な地形や緩やかな坂道を歩きます。ヒールの無い歩やすい靴でご参加
ください。 

 
 
徒歩で探索するコロンボの旧市街  
EXPLORE OLD COLOMBO ON FOOT 
ツアー番号：CLB022 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄５６～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
コロンボの中心地に到着すると、沢山の写真撮影ができる時間があり、ガイドと共に市内を徒歩で観光
するツアーに参加します。コロンボで最も古い地域の一つであるペター地区を散策しましょう。その昔、
船に積まれていたゴムや紅茶、シナモン、糖蜜、綱、そしてクジャクを牛車が運んでいた場所に位置する、
賑やかな市場を堪能しましょう。道中に、カーン時計台とジャミ・ウル・アルファー・モスクを含む多く
の価値ある建物をご覧ください。 
また、かつて香辛料を手に入れるためにスリランカを支配したオランダが及ぼした影響も目にすること
ができます。１７世紀に建てられたマンションの一つは一時期、オランダ東印度会社の長官の邸宅でし
た。印象的なグランド・オリエンタル・ホテルでは、紅茶かコーヒーをお召し上がりください。 
最後に、植民地時代の遺産であるダッチホスピタルコンプレックスに向かいます。広々とした中庭に作
られたこの建物は、今では高級レストランと商店が結集しており、劇的に刷新されています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは起伏のある道を約３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。参加者は帽子、日焼け止め、サングラス、
飲料水をご用意ください。また、水分補給もお忘れなく。 

 
 
修道士の目線で見る仏教  
BUDDHISM THROUGH A MONKS EYES 
ツアー番号：CLB021 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄３２～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
キャラニア・ラジャ・マハー・ヴィハーラは緑が茂るカラニ川の川岸に位置する、非常に崇拝されている
寺院です。この寺院は多くの信者によって、ブッタが実際に訪れ神聖な場所となっている数少ない場所
として信じられています。巨大な白い舎利塔（宗教的な遺跡）では、たくさんの蓮が奉納されている様子
をご覧ください。ここでは、聖なる菩提樹の麓に浄化された水がかけられており、ココナッツオイルのラ
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ンプが灯火されています。 
このツアーは、スリランカの仏教徒の崇高な生活を垣間見ることのできる魅惑的なツアーになっていま
す。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーには約１時間の徒歩と約２５段の階段が含ま

れています。肩とひざの隠れた控えめな服装でご参加ください。不適切な服装だと思われた場
合、入場が許可されない可能性があります。靴と帽子はお寺に入る前に脱いでください。キャ
ラニアへの移動時間は約４５分です。 

 
 
コロンボの見どころ 
COLOMBO HIGHLIGHTS 
ツアー番号：CLB002 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄５５～（３～１２歳）  
所要時間：３時間４５分 
 
スリランカの美しい首都であるコロンボへ出発します。コロンボは急速に発展した街と言われています
が、１００年の歴史をもつ時計塔やイギリス人が植民地時代に作った建物、ペターと呼ばれる色鮮やか
なバザーを見れば、美しく古い街並みもまだ残っていることが感じられるでしょう。政府や商業オフィ
スがあるフォート地区へ向かうと、そこの建物が現代に作られたことが分かります。 
ムスリムのモスクとヒンドゥー寺院、キリストの教会や仏教の寺などを通り過ぎた後、アソカラマヤ寺
院に立ち寄ります。そこには２０世紀初期の美しい壁画があり、１００年以上も前から知られています。 
寺院を訪れた後は、バンダラナイケ記念国際会議場とコロンボ大学のある高級住宅地を通り抜け、独立
記念広場へ写真撮影のために立ち寄ります。 
港に戻る前に、コロンボ国立博物館を訪れます。植民地時代の建物であるこの国立博物館は、スリランカ
の文化遺産の一部で、数多くある本のコレクションや、４０００以上ものヤシの葉に書かれた古代書物、
古代の街から発掘された石の彫刻、スリランカの王族が使っていた王宮武器、悪魔の仮面などが展示さ
れています。その中でもっとも興味深い展示品は１７世紀のキャンディ王の礼服です。 
 
ご案内：このツアーはバスで行われます。この港では重要なご案内を参考にしてください。博物館には

約３０分滞在し、写真とビデオはそれぞれ＄３と＄１０の追加料金がかかります。寺院では５
段ほど、博物館では２０段ほど階段があります。購入用に米ドルをお持ちください。 

 
 
ゴール探検ツアー 
DISCOVER GALLE 
ツアー番号：CLB017 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄５４～（３～１２歳）  
所要時間：９時間４５分 
 
ゴールに到着すると、地元の魚市場に訪れ、住民の方々と一緒に現地の食材を購入する事ができます。 
続いて、ゴール・フォートに向かいます。１５８８年に建築されたこの要塞は街の中心的な建物であり、
世界遺産として登録されています。３６ヘクタールにも及ぶこの印象的な建物は、現存する中で最大の
要塞です。塀に囲まれた中では、何世紀にも渡る人々の生活を映し出す、驚くばかりの構造と陸標をたく
さん見ることができます。最初にポルトガル人によって建てられ、１７世紀以降にオランダ人によって
広範囲を要塞化されたゴール要塞は、スリランカの考古学局による大規模な立て直しにより、建設から
４２３年たった今でも上品な外見を保っています。 
歩きながら、知識豊富なガイドから要塞の豊かな歴史を学び、時代を遡りましょう。狭い道を歩いて、バ
ロックのファサードを持つオランダ協会を訪れましょう。灯台、時計塔、そして塁壁を見る前に、中庭を
通りダッチホスピタルコンプレックスを訪れます。 
地元のレストランで絶品のランチビュッフェを召し上がる前に、要塞をさらに探索したり、旅のお土産
を購入したりすることができます。 
ツアーの締めくくりとして、スリランカで最も著名な作家の一人を賛辞して建てられたマーティン・ウ
ィクラマシンハ・フォーク博物館を訪れましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ゴールへの移動時間は約２時間です。ツアーには約

３時間の徒歩が含まれます。オランダ協会を訪れる際には、控えめな服装が必須です。 
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Mohara Dole とスリランカ料理教室 
SRI LANKAN COOKING WITH MOHARA DOLE 
ツアー番号：CLB019 
ツアー料金：大人＄９９～  
所要時間：４時間 
 
美食家の皆様に朗報です！かの有名なシェフ、Mohara Doleと共にスリランカの興味深い料理文化につい
て知ることができる、貴重な経験をお楽しみください。また、小規模なツアー団体なので Moharaがコロ
ンボ郊外に位置する自宅で暖かく迎えてくれるという特別なツアーとなっています。 
Mohara の料理は、彼女の持つマレーの文化的背景のみに影響を受けているわけではありません。彼女の
作る米を使用した料理、カレー、サンバル、そしてサラダを見れば、彼女が長い年月をかけて友人や近隣
住民から学んだり、シンハラとタミルの伝統からも影響を受けたりしていることが分かるでしょう。 
Mohara が中心となって料理を進め、彼女がたくさんの美味しい料理を作る間に、香辛料や味、そしてレ
シピについて学ぶ機会がたくさんあります。そして、彼女が料理を作る様子を間近で見ることができる
ため、料理の技術を学ぶことができ、家でも同じ料理を作ることができるようになるかもしれません。ま
た、もしかしたら料理のお手伝いをする機会があるかもしれません！ 
料理が完成すると、昼食の時間です。Mohara の美味しい料理を口いっぱいに味わいながら、彼女からス
リランカの食文化についてお話を聞くことができます。 
そして最後に、記念に Moharaの考案したレシピを受け取ることができます。これは間違いなくこのツア
ーの最高の思い出となるでしょう。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。お子様は参加をお控えください。徒歩時間は少

ないですが、立っている時間は長時間となります。敷地内に約５段の階段がございます。
Mohara の自宅への移動時間は約４５分です。 

 
 
 
ポートヴィクトリア 
PORT VICTORIA 
 

 
マヘ島の見どころとビーチ 
MAHE SIGHTS & BEACH 
ツアー番号：PTV001 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄３６～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
港を出発しエレファントアップルやオクトパスツリー、固有植物であるオオミヤシなどが溢れる植物園
に向かいます。そこでは、オオコウモリやアルダブラゾウガメなどがのんびり過ごしているのが分かる
でしょう。 
植物園を楽しんだ後は、世界でも最も小さい都市の一つであるヴィクトリアで、色鮮やかな市場やお土
産屋さんをガイドと共に巡ります。途中、裁判所やロンドンのヴィクトリアにある時計塔のレプリカを
見ることができます。 
北へ向かい、美しいビューバロンビーチと海岸沿いの風景をご覧になった後は、海水浴やビーチ散策、
温かい砂の上でリラックスするなど、提供されるソフトドリンクと共に思い思いの時間をお過ごしくだ
さい。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバス、徒歩で行われます。バスの空調が管理されていない場合があ

ります。１時間程の起伏のある道や階段を歩くツアーを含みます。訪問順序が異なる場合がご
ざいます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。水着を着用し、タオルと日焼け止め
をお持ちください。ビーチの滞在は約１時間となります。ユーロ、米ドルどちらでもご利用に
なれます。 

 
 
セイリングとシュノーケリング 
SAIL & SNORKEL 
ツアー番号：PTV005 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄４５～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
桟橋から双胴船に乗り込み、汚れのない美しい生態系を見るためにヴィクトリアからすぐのサンタンヌ
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国立海洋公園に向けて出発します。 
サンタンヌ国立海洋公園に到着し、碇を下し準備を整えます。シュノーケリング体験をする前に簡単な
安全説明を受けます。ガイドと共に魚に餌をあげることも可能です。 
海底世界に興味がおありなら、半潜水艦に乗って色鮮やかな海の世界を見ることができます。また少し
海に入ったり、ビーチでのんびりすることもできます。ツアー中はソフトドリンクをご用意していま
す。 
その後は桟橋に戻るまで、海岸線の景色をお楽しみください。 
 
ご案内：シュノーケリング道具をご用意しています。泳げない方の参加はご遠慮下さい。海の状況によ

っては、海洋生物をご覧になれない場合もあります。水着と日焼け止め、タオルをお持ちくだ
さい。波の状況により、停泊場所が異なる場合があります。ウォーターシューズがお勧めです
が、双胴船に乗船する際は、靴をお脱ぎください。 

 

 

マヘ探訪 
MAHE DISCOVERY 
ツアー番号：PTV007 
ツアー料金：大人＄１２５～ 子供＄５３～（３～１２歳）  
所要時間：７時間３０分 
 
世界でも最も小さい都市の一つであるヴィクトリアまで車で移動して、国立図書館と裁判所、また１９
０３年にヴィクトリ女王を偲んで建てられたロンドンのヴィクトリアにある時計塔のレプリカなどを見
ることができます。 
その後、植物園へと向かいそこではアルダブラゾウガメやオオコオモリなどの希少種、また、世界一、
種が大きくセーシェルのシンボルでもあるオオミヤシなどを見つけられるでしょう。 
街の上にある曲がりくねったサンスーシロードを登り、Mission Lodge Ruinsへ向かいます。その途中
でかつて子供の奴隷を教育していた学校の廃墟を見ることができるでしょう。 
地元のビーチのレストランに着いたら、ビュッフェ形式の地元料理を堪能する前に、短い時間ですが海
水浴をお楽しみ下さい。 
最後に港に戻る前にヴィクトリアへ行き、Craft Village にて伝統的なアーティストの作品をご覧にな
れます。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバス、徒歩での観光となります。起伏のある道や階段、傾斜を含

め、約２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。海水浴をお楽しみいた
だく方は、水着と日焼け止め、タオルをお持ちください。ユーロと米ドルどちらでもご利用で
きます。 

 
 
マヘ島の見どころ 
MAHE HIGHLIGHTS 
ツアー番号：PTV004 
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所要時間：３時間３０分 
 
世界でも最も小さい都市の一つであるヴィクトリアまで車で移動して、国立図書館と裁判所、また１９
０３年にヴィクトリ女王を偲んで建てられたロンドンのヴィクトリアにある時計塔のレプリカなどを見
ることができます。 
街の上にある曲がりくねったサンスーシロードを登り、Mission Lodge Ruinsへ向かいます。その途中
でかつて子供の奴隷を教育していた学校の廃墟を見ることができるでしょう。 
その後、サンスーシロードへと下っていき、そこでは小休憩と美しい海岸線などを見るための時間があ
ります。 
最後には、エレファントアップルやオクトパスツリー、固有植物であるオオミヤシなどが溢れる植物園
を訪れます。そこでは、オオコウモリやアルダブラゾウガメなどがのんびり過ごしている様子を観察し
てお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーでは傾斜や起伏のある道や階段を含め、約１時間歩きます。訪問順序は異なる場合

がございます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
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クルージングとスパイス 
CRUISES & SPICE 
ツアー番号：PTV006 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：４時間 
 
桟橋で双胴船に乗り込み、マヘの南東の海岸沿いへ向かいます。目的地に着くと、錨が下ろされた後は
海洋生物を探すのに最高の場所でシュノーケリングをお楽しみください。他にも、座りながらセーシェ
ルの美しい海岸沿いの風景を堪能することもできます。その後はアンス・ロワイヤルで小型のボートに
乗り換えます。 
熱帯雨林渓谷を抜け、Jardin du Roiまでの車窓観光をお楽しみください。ピーターペッパーで有名な
ピエール・ポワブルは緯度の関係からスパイスを育てる絶好の場所とされています。元々の土地は焦土
となっており未開発でしたが、１８６０年以降ウィリアム・グリーンが今日の Jardin du Roiを建てま
した。大農園の中を歩くと、多彩なスパイスや南国の果物、油を作り出す植物などを見つけられるでし
ょう。農園での滞在が終わると、ヴィクトリア港までの美しい海岸沿いの車窓観光を再びお楽しみ下さ
い。 
ツアー中はソフトドリンクをご用意しています。 
 
ご案内：このツアーは双胴船、ミニバス、徒歩での観光となります。傾斜や階段を含む起伏のある道を

３０分～４０分ほど歩きます。ヒールの無い滑りにくい靴でご参加ください。シュノーケリン
グ道具をご用意しています。泳げない方の参加はご遠慮下さい。水着と日焼け止め、タオルを
お持ちください。ウォーターシューズがお勧めですが、双胴船に乗船する際は靴をお脱ぎくだ
さい。訪問順序は異なる場合ございます。ユーロと米ドルどちらでもご利用できます。 

 
 
 
モーリシャス 
MAURITIUS 
 

 
島北部の観光 
NORTHERN DISCOVERY 
ツアー番号：PLO008 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４０～（３～１２歳）  
所要時間：６時間 
 
まずはモカに向けドライブが始まります。島に残る最古のコロニアル・ハウスの一つ、１９世紀のエウ
レカ・コロニアル・ハウスを訪問します。ガイドの説明と共に、素晴らしいアンティーク家具がある屋
敷内を廻り、植民地での興味深い生活を垣間見ることができます。邸宅見学後は静けさのある庭園を堪
能し、ソフトドリンクと軽食を取りながらテラスでのんびりとすることができます。 
ラ・シタデル（英国風要塞）を登り、ポート・ルイス町と港の景観をお楽しみください。さらに北部に
ドライブするとＳＳＲ植物園（旧パンプルムース植物園）に到着し、ガイドと共にこの素晴らしい植物
園を歩きます。植物園には熱帯植物と土地特有の植物、そして、有名で巨大な大鬼蓮やスパイスガーデ
ン、枯れるまで６０年ごとに花が咲くタリポットヤシなど多くの種類の植物があります。多くの木々は
マーガレット妃やインディラ・ガンジー、ロバート・ムガベなどを含む世界のリーダーや王族の方々が
植樹したものです。 
植物園をのんびりと散策した後、景観ドライブでラベンチュール・ドゥ・シュークル博物館に到着しま
す。この博物館ではモーリシャスの歴史を１８世紀まで遡り、その頃主要な産業であった砂糖は金と同
じくらい重宝されていました。砂糖はとても重要な産物で、モーリシャスの歴史とアイデンティティー
に深く影響を与えました。 
北部海岸の絵葉書ポイントの一つ、マルール岬で写真撮影の時間を設けます。そしてポート・ルイスに
戻ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われます。一部起伏のある道と木の根や草などがある庭園を

ゆったりとしたペースで４５分間ほど歩きます。各訪問箇所には階段があります。砂糖博物館
の２階へは階段がありますが、１階に残ることもできます。訪問箇所は車椅子対応をしていま
せん。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
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島の南部観光 
SOUTHERN DELIGHTS 
ツアー番号：PLO021 
ツアー料金：大人＄１３６～ 子供＄４４～（３～１２歳）  
所要時間：７時間３０分 
 
島の南部に広がるモーリシャスの素晴らしい景色をご堪能ください。トルゥ・オ・セルフ火山口、グラ
ン・バッサン、ブラックリバー・ジョージ展望台とシャマレルなどの見どころが含まれます。 
トルゥ・オ・セルフは死火山のクレーターです。島の中央盆地に位置し、島の素晴らしい景色を楽しめ
ます。 
グラン・バッサンは火山の火口にあり、その美しさと伝統の二面を持ち合わせています。ヒンドゥー教
のコミュニティーでは聖なる湖と考えられています。湖の水はインドのガンジス川とつながっていると
言われており、ヒンドゥー系モーリシャス人の巡礼地となっています。 
ブラックリバー・ジョージ展望台からはモーリシャスの深い渓谷を見渡せます。渓谷付近にある美しい
レストランにてランチビュッフェをお楽しみください。 
シャマレルでは素晴らしく流れ落ちるシャマレルの滝を写真に収め、珍しい７色の大地を訪れます。こ
の地層は赤、茶、バイオレット、緑、青、紫と黄色とカラフルな地層で、豪雨や悪い気象条件でも浸食
はしません。 
 
ご案内：このツアーはバスで行われます。見学箇所はいずれもバスから歩いて５分以内にあり、各見学

箇所での徒歩はお客様の自由裁量です。湖では数か所段差があります。ほとんどの場所はユー
ロ、米ドルやクレジットカードがご利用になれます。 

 
 
パラダイス島でのひと時 
PARADISE ISLAND ESCAPE 
ツアー番号：PLO014 
ツアー料金：大人＄１３６～ 子供＄５６～（３～１２歳）  
所要時間：７時間１５分 
 
景観を楽しみながらモーリシャスの東海岸をドライブし、途中サトウキビ畑や青々と茂る畑や村々を通
ります。ボート乗り場に到着するとボートにて美しい島イル・オ・セルフに渡ります。モーリシャスの
小さなエデンの園と知られ、幅広の光り輝く砂浜や温かいクリスタルのように透明な海は、トロピカル
な隠れ家を完璧に作り上げています。 
島に到着後、フルーツカクテルとモーリシャスの民族ダンスショーのお出迎えを受けます。温かい歓迎
の後は約 3時間の自由時間がありますのでビーチで日光浴や海水浴、島の散策などご自由にお楽しみく
ださい。 
ツアー中は島にあるビーチレストランの一つでランチビュッフェをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバス、船と徒歩で行われます。ボートのある桟橋まで５分〜１０分

ほど歩きます。移動のボートに乗り降りできる必要があります。ビーチマットはご利用になれ
ます。水着、日焼け止めとタオルをご用意ください。ビーチにて現地業者によるウォータース
ポーツの勧誘があります。これらのアクティビティは直接モーリシャス・ルピーでのお支払い
となりますが、これらはキュナード社とは関係がありません。泳ぐ前の飲酒はお控えくださ
い。追加購入の為に現地通貨をお持ちください。 

 
 
ロングビーチでのひと時 
LONG BEACH GATEWAY 
ツアー番号：PLO023 
ツアー料金：大人＄１００～ 子供＄３６～（３～１２歳）  
所要時間：７時間 
 
景観を楽しみながらモーリシャスの東海岸をドライブします。幅の広い長く続く白砂の海岸線には数多
くのリゾートホテルがあります。 
宮殿のような豪華なリゾートホテルに到着し、歓迎の飲み物で喉を潤します。約４時間の自由時間を設
けていますので、彼方に見えるインド洋に溶け込むような青色のインフィニティープールでのんびりし
たり、白砂のビーチのサンベッドで休んだり、ヤシの木が並ぶビーチ沿いを散策したり、珍しいサンゴ
礁があるターコイズ色の環礁で泳いだりと、それぞれお楽しみください。 
お昼には甘いお菓子やスナックをリゾートレストランでご用意しますので、カクテルやソフトドリンク
とともにご賞味ください。 
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最後に送別のソフトドリンクをいただいた後、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われます。ポート・ルイスからロングビーチまでは約１時間

のドライブでガイドの説明はありません。ロングビーチリゾートには色々な地表があり、階段
が含まれます。散策はお客様の自由裁量です。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。
タオルの用意がありますが、水着と日焼け止めをお持ちになることをお勧めします。ウォータ
ーアクティビティに参加される場合は泳げる方に限られ、参加前の飲酒はおやめください。ス
パとビューティートリートメントやその他サービスは追加料金でご利用になれます。モーリシ
ャス・ルピーでお支払いください。 

 
 
四輪バイクで巡るイエメン・サファリ 
YEMEN SAFARI BY SINGLE QUAD BIKE（1人乗り） /  BY DOUBLE QUAD BIKE（2人乗り） 
ツアー番号：PLO020 /  PLO019（2人乗り） 
ツアー料金：大人＄１７０～ / 大人＄２９２～ （2人乗り） 
所要時間：６時間１５分 / ６時間１５分 
 
島の西部へドライブし、途中サトウキビ畑や青々とした緑地や村々を通り抜け、モーリシャスの秘境の
一つカゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャーに到着します。元々鳥類の公園として建設されたものです
が、美しい景色のカゼラは魅力あるイエメン自然保護区を含み、多種多様な動物が生息しています。イエ
メン自然保護区の敷地面積は４４５１万平方メートルで、あらゆる地元の野生生物やエキゾチックな固
有の植物が生息し、アフリカのサバンナを連想させます。 
到着後、４輪バイクに乗車し、イエメン自然保護区のアドベンチャードライブが始まります。渓流，丘陵
地、森林や平野などいろいろな地表を走り、生息する野生動物（シマウマ、アンテロープ、ダチョウ、イ
ノシシ、ゾウガメ、シカやサル等）を見ることができます。自然が身近に感じられる楽しい体験ができる
でしょう。 
ドライブ後は約２時間１５分の自由時間がありますので、カゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャー内の
探索をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと４輪バイクと徒歩で行われます。ツアー日から逆算して８日以内の取消し

では１００％の取消料がかかります。 
    (１人乗り) 

運転者は１８歳以上で免許証の提示が必要です。このツアーは１名の料金で、１名まで乗車で
きます。 
(２人乗り) 
４輪バイクには２人ご乗車いただけるのでチケット１枚をご購入いただければ２人ともご乗車
いただけます。ドライバーは必ず１８歳以上であり、運転免許証を提示しなければなりませ
ん。運転しない方は１６歳以上でなければなりません。もし２人とも運転される場合は定期的
にある停車ポイントにて交代で運転をすることができます。 
(共通のご案内) 
４駆バイクに乗る前か乗った後に公園を散策する自由時間があります。４輪バイク乗り場まで
は１５分歩きます。入り口で起伏のある道を歩きます。四駆バイクに乗る前か乗った後に公園
を散策する自由時間があります。妊娠中の女性や怪我又は体調の悪い方は途中揺れるので参加
できません。身長１３７センチ以上の方がご参加ください。安全に関する説明の後、確認のた
め単純動作をする必要があります。ヘルメットが配られますので着用ください。長いパンツ又
はふくらはぎ位の長さのパンツとヒールの無いつま先が覆われた歩きやすい靴でご参加くださ
い。帽子、虫よけスプレー、日焼け止め、汚れても構わない洋服の着用をお勧めします。参加
前に免責書類の記入が必要です。保護区までは７０分のドライブです。カゼラ・ワールド・オ
ブ・アドベンチャーではキリン、ピグミーカバ、ラクダやラマの観察、ふれあい農園、ビッ
グ・キャット観察やサルの王国、Tortolse pen、トボガン、４Ｄ映画（混雑状況による）を楽
しむ機会があります。その他すべてのアクティビティは有料で、直接支払う必要があり、身長
や年齢の制限があります。各箇所はクレジットカードや米ドルがご利用になれます。 

 
 
モーリシャスの紅茶街道観光 
THE TEA ROUTE 
ツアー番号：PLO002 
ツアー料金：大人＄１４０～ 子供＄４９～（３～１２歳） 
所要時間：７時間４５分 
 
紅茶街道ではモーリシャスの早期からの料理と文化の旅を体験できます。最初に訪れるのはドメイン・
セン・オバン・エステートで、ここは砂糖、ラム酒とバニラビーンズを生産しています。敷地には１９世
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紀のコロニアル風農家があり、砂糖、ラムやバニラがアンスリウムやバニラ農園、ラム酒醸造所で作られ
る工程を見ることができます。 
次にモーリシャス最初で最大のお茶メーカーのボワ・シェリに立ち寄り、お茶の歴史を知るとともに茶
葉がフレイバー付のティーバックや緑茶、ハーブティーに生まれ変わる様子を見学します。美味しい昼
食とお茶の試飲を、景観が素晴らしい農園の中央でお楽しみください。 
最後に訪れるのはドメーヌ・デ・オベノウで、１９世紀後期の典型的なコロニアル邸宅の一つです。邸宅
は博物館になりモーリシャスのお茶の歴史が展示されています。カンフォール茶園で散策する時間があ
り、多様な熱帯植物や土地固有の森林散策を堪能ください。 
南部の景観は、お茶農園や地元の村々、各宗派の寺院や南から南東に広がる海岸の景色など、お写真に収
める機会があるでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバス、徒歩で行われます。このツアーは徒歩による観光が合計約１

時間半含まれており、邸宅やお茶工場では数段の階段が含まれます。ヒールの無い歩きやすい
靴でご参加ください。農園は茶葉の香りが強いのでハンカチをお持ちすることをお勧めしま
す。帽子や日焼け止め、防虫剤をご用意ください。ボワ・シェリでの活動時間はその月の収穫
量によって変わることがあり、たとえ農園が解放されていても収穫量が少ない場合はあまりお
茶の展示ができない場合があります。 

 
 
双胴船でのセイリング 
CATAMARAN SAILAWAY 
ツアー番号：PLO022 
ツアー料金：大人＄１０５～ 子供＄３９～（８～１２歳） 
所要時間：５時間３０分 
 
景観を楽しみながらモーリシャスの東海岸をドライブします。双胴船へは小さなスピードボートで僅か
な時間、移動となります。 
ゆったりと美しい景色に浸りながらクルーズを楽しみ、途中、風光明媚な海岸線に立ち寄ります。双胴船
内にとどまり日光浴をするのも良いですし、シュノーケリングや水泳を楽しむこともできます。 
双胴船に戻り、インド洋の透明なターコイズ色の海を見ながら新鮮な海風を感じましょう。 
船内ではソフトドリンクをご用意しています。ビールやラム酒を帰路にお出しいたします。 
 
ご案内：このツアーはボートとバスまたはミニバスと徒歩にて行われます。双胴船での景観クルーズは

片道１時間です。ボートの桟橋へは徒歩で５分です。移動用ボートや双胴船の乗り降りができ
る必要があります。シュノーケリング用機材はご用意しています。シュノーケリングは泳げる
人が対象です。８歳未満のお子様は参加できません。水着、日焼け止めとタオルをお持ちくだ
さい。安全上の理由からシュノーケリングの際は２つのグループに、水泳の際は１つのグルー
プになっていただきます。泳ぐ前の飲酒はご遠慮ください。ヒールの無い歩きやすい靴でご参
加ください。 

 
 
イエメン・サファリとカゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャー 
YEMEN SAFARI AND CASELA WORLD OF ADVENTURES 
ツアー番号：PLO018 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄３８～（３～１２歳）  
所要時間：５時間４５分 
 
島の南部へドライブし、途中サトウキビ畑や青々とした緑地や村々を抜け、モーリシャスの秘境の一つ
カゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャーに到着します。美しい景色のカゼラは元々鳥類の公園として建
設されたものですが、魅力あるイエメン自然保護区を含み、多種多様な動物が生息しています。イエメン
自然保護区の敷地面積は４４５１万平方メートルで、あらゆる地元の野生生物や、豊富な固有でエキゾ
チックな植物が生息しアフリカのサバンナを連想させます。 
到着後、両側が開いているサファリトラックに乗車し、ワクワクするようなイエメンのサファリドライ
ブが始まります。生息する野生動物（シマウマ、アンテロープ、ダチョウ、イノシシ、ゾウガメ、シカや
サル等）を眺めながら、保護区内に広がる美しい自然や風景を鑑賞しましょう。 
その後は約２時間１５分の自由時間がありますので、カゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャー内の探索
をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス、側面が開いているサファリトラックと徒歩で行われます。イエメンサファ

リドライブは約４５分間です。カゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャーではキリン、ピグミ
ーカバ、ラクダやラマの観察、ふれあい農園、ビッグ・キャット観察やサルの王国、Tortolse 
pen、トボガン、４Ｄ映画（混雑状況による）を楽しむ機会があります。トボガン乗りには身
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長と年齢の制限があります。その他すべてのアクティビティは有料で、直接支払う必要があ
り、身長や年齢の制限があります。各箇所はクレジットカードや米ドルがご利用になれます。
保護区へは平坦な所を１５分歩きます。入場箇所には段差があり、凸凹な個所があります。サ
ファリバスは段差の高い段差があり、シートベルトはありません。サファリカーで移動中立ち
上がることはできません。保護区には車で約７０分です。軽めで動きやすい洋服を着用し、日
焼け止め、帽子、虫よけスプレー、ヒールの無いつま先の閉じた歩きやすい靴でご参加くださ
い。 

 
 
 
レユニオン島 
REUNION ISLAND 
 

 
サン・ドニ観光 
ST DENIS 
ツアー番号：REU002 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４０～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
美しい景観が続く北東海岸を通り、島の首都サン・ドニに到着します。三方を山に囲まれ、島の北東端に
位置しています。温かく非常に親しみやすいフランス植民地時代最大の町です。町の名前は付近の湾で
座礁した船のサン・ドニからつけられたもので、小さなバラショワ埠頭から町が拡がりました。 
地元のガイドが旧東インド会社の建物を案内し、その後パリ通りに並ぶ日除けのある白いベランダが特
徴の荘厳なクレオール建築の家々を通ります。国有公園と以前は領事の公邸であった歴史自然博物館に
立ち寄ります。 
ヒンズー寺院とキリスト教会を通ると、様々な人種と文化が溶け込む調和の所以をご理解いただけるで
しょう。この小さな離島では音楽のようなクレオール語が人々を結びつけています。 
典型的なクレオール製品が販売されている工芸市場に少し立ち寄ります。手工芸品、レユニオンやマダ
ガスカルでとれる香料やスパイスなどを販売する人々と値引き交渉してみてはいかがでしょうか。 
 
ご案内：交通状況によっては訪問順序が入れ替わる場合があります。 
 
 
レユニオンの沿岸と滝 
COAST & WATERFALLS 
ツアー番号：REU008 
ツアー料金：大人＄１１８～ 子供＄６６～(３～１２歳) 
所 要 時 間：８時間 
 
くつろぎながらレユニオン島の景観を楽しみましょう。このツアーでは、海岸道路を通り北部海岸を探
索します。島の首都サン・ドニを通過しサン・マリとサン・スザンヌに向かいます。 
サンタンドレに立ち寄り、バニラ農園の見学とバニラ栽培の過程を習います。そして島の中心に向かい
ます。青々と育つサトウキビ畑やバニラ農園、ライチ農園を通過し、見事なヴァル・デ・ラ・マリエの滝
に到着します。別名花嫁のベール滝と知られ、約１００以上の滝が一帯を取り囲む素晴らしい景勝地で
す。昼食は美しいクレオールのエルブール村で取り、帰路は景色を楽しみながら街中に残る幾つかの修
復されたクレオール風建物の前を通ります。 
 
ご案内：このツアーでは、ほとんど舗装された道路を１時間以上歩きます。 
 
 
アントル・ドゥーと植物園 
ENTRE DEUX AND BOTANICAL GARDEN 
ツアー番号：REU012 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄４６～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
壮大なディミタイル山脈の景色を背景に、サン・ピエールの北部の丘陵に位置するアントル・ドゥーへの
景観ドライブをします。町の名前はサン・テチーヌ川の支流、西にブラウス・デ・クライオス、東にブラ
ナス・デ・ラ・プレインの２つの間の「アントル・ドゥー」に由来しています。その孤立した状況と何世
紀にも及ぶアクセスの困難さは、クレオール建築、熱帯庭園、現地の手工芸品の伝統を維持するのに役立
ちました。今日では、ブラナス・デ・ラ・プレインにまたがる有名な高さ１５０メートルの橋のおかげで
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簡単にアクセスできます。 
クレオール住宅は木製で、前部にトタン屋根とベランダがあります。家の上にある白い装飾は「マントリ
ング」と呼ばれ、といの一種です。村の訪問中に、工場で手作りされた現地の履物を探してみてください。 
サン・ピエールへ進み、Domaine duCaféGrilléの庭園を訪れます。４万平方メートルの面積を保有する
この庭園は、緑豊かな植物の繁殖地を介して、あなたをレユニオンの現在から過去の旅へと連れていき
ます。 
現代的なレユニオン庭園では、エキゾチックな岩性植物、プルメリア、イランイラン、リアナ、ヤシ、ラ
ン、竹を見つけることでしょう。レユニオン庭園には島の歴史を形作った植物、サトウキビ、バニラ、ベ
チバー、コーヒーがあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーには約２時間半の徒歩が含まれます。ヒ

ールの無い歩きやすい靴でご参加ください。参加者は帽子、日焼け止め、ボトル入りの水をご
用意ください。 

 
 
レユニオン島の景観ドライブ 
SCENES OF REUNION 
ツアー番号：REU004 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４０～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
西海岸のサンポールに向けドライブし、レユニオン島の中心にある山を登っていきます。標高９００メ
ートル以上の高い絶壁にある展望台に向かいます。眼下には山々に取り囲まれたマファタ山の旧火口の
息をのむような絶景が楽しめます。荒々しい野生的な圏谷は島に存在する３つの円形の大きな凹地の一
つで、徒歩又はヘリコプターでしか行くことができません。 
ゼラニウム栽培が盛んな中心地区のラ・プティ・フランスの村に立ち寄ります。レユニオンはゼラニウム
オイルの一大産地で、オイルは香水の定着液として使われます。小さなゼラニウムオイル抽出所に立ち
寄り、オイル生産の過程の説明を受け、ゼラニウムのエッセンスオイルや香水を購入することができま
す。とても質素な家内工場で、現代的な生産方法からかけ離れた繊細な工程を踏んでいます。 
 
ご案内：急斜面を伴うヘアピンカーブの道路を通ることが含まれるため、眩暈症の方にはご考慮くださ

い。高所は低地より気温が低めなのでジャケットをご用意ください。山頂や高所は霧や雲がし
ばしば発生し、日中は上がったり下がったり渦巻いたりすることが断続的に起こる為、ツアー
中の視界に影響します。 

 
 
サンルーとカメの観察場見学 
ST LEU AND TURTLE OBSERVATORY 
ツアー番号：REU011 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４４～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
レユニオンの西海岸沿いでの景色の良いドライブの後、ウミガメの保護施設と観察場であるケロニアに
到着します。 
約６０種のウミガメの棲息地で、これらは全て絶滅に瀕しています。保護施設では年間１５～３０頭の
カメを回復させ、放流しています。ケロニアに持ち込まれたカメは、プロペラとの衝突や漁網との絡ま
り、さらにプラスチックを摂取するなど、さまざまな理由で負傷してしまいます。ケロニアは、その診
療所で重要な役割を果たすとともに、ウミガメの移動と生息数の変化についても研究しています。彼ら
がしていることはすべて、ウミガメが再び繁殖できるための手助けになっています。 
公園を探索すると、彼らが１億年前に訪れたウミガメの神秘的な世界についてもっと知ることができま
す。公園はかなり小さく、歩きやすくなっています。いくつかの亀のプールと生息数の変化が見られま
す。その後、このツアーはサンルーの歴史地区に続きます。今日のレユニオン文化は、マダガスカル、
フランス、インド、アフリカ、アラブ、中国といった豊富な国々の組み合わせです。島を管理していた
東インド会社は、コーヒー、ナツメグ、クローブの生産を導入し、その建物のいくつかは依然として残
っています。ここでは、彼らの影響、奴隷革命、コーヒーなどについてもっと学ぶことができます。帰
りのドライブの前にショッピングのための自由な時間を少々設けています。ぜひお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーには約３時間の徒歩が含まれ、場所によ

っては起伏のある道もあります。 
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野性的な南部観光 
WILD SOUTH 
ツアー番号：REU006 
ツアー料金：大人＄１１６～ 子供＄６８～(３～１２歳) 
所 要 時 間：８時間１５分 
 
海岸沿いの道を通って、レユニオン島北部の海岸へ向かいます。島の首都サン・ドニを横断し、東へサ
ン・マリとサン・スザンヌに進みます。１９７７年に火山から流れた溶岩から奇跡的に被害を免れたノー
トルダムデラーブ教会のあるサンローズを通ります。トラムブレット地区で発生した最後の噴火により
冷たい溶岩が流れ込んだ興味深い光景をご覧ください。 
昼食はかわいらしいサンフィリップの町にある伝統的レストランでクレオール料理をお楽しみください。
この町はバニラ栽培で有名で、そのほか手相見でも有名です。 
特別ガイドと共に香料とスパイスをつくる庭園があるマレ・ロング森林を見学します。ジョゼフ・フバー
トによりもたらされ野生の自然環境のまま保存された各種固有の植物やスパイスをご覧ください。帰路
では景観を楽しみながら途中、いくつかの手つかずの入り江のある海岸を通り戻ります。 
 
ご案内：このツアーは約２時間の徒歩と３０段ほどの段差を含みます。また、日焼け止めと防虫剤、帽

子をご用意し、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
 
 
火山観光 
VOLCANIC EXPERIENCE 
ツアー番号：REU007 
ツアー料金：大人＄１２５～ 子供＄６５～(３～１２歳) 
所 要 時 間：８時間３０分 
 
島の南部に向け出発し、海辺の村々を通り過ぎサン・ピエールに到着します。途中景観の良い道路からは
雄大な沿岸の眺めが楽しめます。サン・ピエールより島の高台に向け火山道路を通ります。美しい青々と
植物が茂る光景から息を呑むような月面光景に変化する景色の中を通り過ぎます。 
ネズ・ル・ブフに立ち寄り、深い火山の峡谷や色鮮やかな花が咲き誇る緑あふれる田舎の景色を堪能くだ
さい。標高２１００メートルのパ・ドゥ・ベルコムの火山口に到着し、おそらく島で最も人気の景観スポ
ットである活火山のピトン・ド・ラ・フーネーズを見下ろしましょう。素晴らしい光景を目に焼き付けた
後、地元の人気レストランにて典型的なクレオール料理をお楽しみください。 
昼食後、営業を再開したシテ・ドゥ・バルコン（火山博物館）を訪れます。この博物館はユネスコ世界遺
産であるラ・レユニオン国立公園の中にあり、インド洋地域にある最も活発な活火山の近くにあります。
４Ｄ映画を鑑賞したり、レプリカの溶岩トンネルを散歩したり、今から３００万年前に起こった海中火
山の噴火がこの島を作り上げた様子が明かされます。 
 
ご案内：このツアーは、バスと徒歩にて行われます。このツアーでは、ほとんど舗装された地面を約１

時間歩きます。火山付近の視界は天候状況によります。山でのドライブは、ヘアピンカーブの
道路の通行が含まれるため、眩暈症の方には適していません。高所のため気温が下がりやすい
ので、上着をご用意ください。 

 
 
サラジーとバナナ農園観光 
SALAZIE & VANILLA PLANTATION 
ツアー番号：REU010 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄４６～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
このツアーは、北海岸沿いの美しいドライブから始まります。その後、首都サン・デニを通り、サン・マ
リとサン・スザンヌに向かうため東へと進みます。 
バニラはレユニオンの歴史と文化の中で重要なものであり、バニラ農園を訪れる意味を知ることが出来
るはずです。新鮮なバニラポッドがなぜ高価なのか疑問に持ったことがありますか。それらを育てるこ
とは労力を要するということがわかるでしょう。そして、バニラがなぜバーボンと呼ばれることがある
のか疑問に思ったことがありますか。それはレユニオンがイル・バーボンと呼ばれていたからです。 
その後、ツアーはシルク・ド・サラエジへと続きます。そこでは、壁のように反り立つ峡谷や谷、轟きな
がら流れる滝を見ることが出来ます。最も息を飲む場所は有名な花嫁のベール滝です。港に戻る前に、レ
ユニオンで最も人気の滝を撮影するため停車します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーには約１時間半の徒歩が含まれます。 
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ポートエリザベス 
PORT ELIZABETH 
 

 
４輪駆動車で周るアッド・エレファント・パーク 
ADDO ELEPHANT PARK BY 4x4 
ツアー番号：PLZ010 
ツアー料金：大人＄１２２～ 子供＄７２～（６～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
景観を楽しみながら１時間のドライブの後アッド・エレファント・ナショナルパークに到着します。 
絶滅寸前の１１頭の象を保護する為に１９３１年に設立されたアッド・エレファント・パークは南アフ
リカ最大で、３５０頭の象とその他数多くの動物が生息しています。 
４輪駆動車に乗車し、公園内のドライブが始まります。ドライブ中、うまくいけばとても珍しいアッド・
エレファントが見られるかもしれません。アフリカゾウ種の赤色をしたアッド・エレファントは小柄で
耳は丸みを帯び、メスには通常牙がありません。 
目をよく開き、多種多様なゲームアニマルを観察しましょう。最近この保護区に連れてこられた、ライオ
ン、ハイエナ、ヒョウ、シマウマ、エランド、クーズー、シカレイヨウなどがいます。注目すべきは、空
を飛べないユニークなフンコロガシで、これはアッドでしか見ることができません。 
 
ご案内：このツアーはバスと４輪駆動車で行われます。野生生物を見られる保証はありません。４輪駆

動車への乗り降りができる方がご参加ください。ゲームリザーブの道路は傾斜のある砂利道
で、よく揺れる場所があります。このツアーは背中に問題がある方にはお勧めできません。快
適な服装で参加し、双眼鏡と帽子をお持ちください。ゲームドライブ中は喫煙や大声で話をし
たり、立つことは禁止されています。携帯電話の電源はお切りください。ゲームドライブ用の
車両には食べ物は持ち込めません。安全上の理由により６歳未満のお子様はオープンカーには
ご乗車になれません。 

 
 
ガーデンルート 
THE GARDEN ROUTE OVERLAND 
ツアー番号：PLZ800/PLZ801 
ツアー料金：２人部屋使用＄１５５０～ １人部屋使用＄１８００～ 
所要時間：２泊３日 
 
１日目：ザ プレッテンベルグ ホテル 

まず、ポートエリザベスからガーデンルートを通り、ザ プレッテンベルグ ホテルへ向かいま
す。この５つ星ホテルは、岩々しい岬に建ち、思わず息をのむほど美しい海や山、そして何キロ
にも及ぶ黄金の砂浜を臨むことができます。時間があれば、ツィツィカマ国立公園で下車しその
魅力的な景観をご覧いただけます。ホテルのチェックイン後、自由時間が設けられています。テ
ラスより、イルカやクジラが頻繁に目撃される海を眺めたり、もっと活動的な方には、別料金の
たくさんのアクティビティをご用意しております。 

 
２日目：（昼・夕食付き）ボットリアスコップ プライベート ゲーム リザーブ 

朝食の後は、ボットリアスコップまでの景観の良いドライブを約２時間お楽しみください。巨大
なオウテニカ山地と昔のままの姿で残るインド洋の浜の間に、ボットリアスコップ プライベー
ト ゲーム リザーブがあります。空調の整ったテント状のスイートルームでは、自分専用の木製
のデッキと川と山の景色をご堪能ください。それぞれの部屋は、四柱式ベッドで上品に装飾され
ています。寝室と続きになった浴室には深さのある卵型の浴槽と爽快感のある野外のシャワー
があります。自由時間の前に、十分に休憩を取り、昼食をお楽しみください。ボットリアスコッ
プは、サファリに初めていらっしゃるお客様に最適な場所です。夕方になると、象の群れの中で
アフリカンティーをご堪能いただける夕暮れゲームドライブへ向かいます。ボットリアスコッ
プでは、約４０ヘクタール内でサイやライオン、キリンやシマウマをご覧になれます。ホテルに
戻ると、夕食を食べつつ、一日の大冒険について花を咲かせましょう。 

 
３日目：（朝・昼食付き）ケープタウンへ向かうガーデンルート 

朝早くにかかるモーニングコールで起床し、早朝のゲームドライブで気温が上がる前に野生動
物の大半を観察した後、ホテルに戻り朝食を取ります。ボットリアスコップを出発すると、ケー
プタウンへのゆったりとしたドライブをお楽しみください（下車を合わせて約５時間）。昼食は
途中で立ち寄るレストランで提供されます。モーセル・ベイやリバーズデール、そして土地の肥
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えた農業地帯と景観が良いサーローリーのパスを含む多くの小さい町々を通り、ケープタウン
の郊外に入ります。ケープタウンに停泊している船に戻り、港で一泊します。翌日は一日かけて
町を散策しましょう。 

 
 
ご案内：このオーバーランドツアーは４輪駆動車にて行われます。このツアーのお申込みは２０１７年

１２月１８日に締切ります。締切日以降はリクエストベースとなります。このツアーには最少
催行人員と最大定員があります。２人部屋は PLZ800、１人部屋は PLZ801のツアーにお申込く
ださい。ツアー料金は一部屋ではなく、お一人様の料金です。このツアーは予約後の払い戻し
は受けられません。このツアーは４月２１日ポートエリザベスを出発し、４月２３日ケープタ
ウンに戻ります。ご予約の前に下船・乗船の日付をお間違えの無い様にお願します。 
このツアーは体力を要します。ゲームドライブでは起伏を含む場所を通ります。早朝の出発や
長時間の観光、天候の変更などにお備え下さい。野生生物が見られる保証はありません。新鮮
な料理を提供するため、食事の提供に時間がかかる場合があります。このツアーは包括旅行の
為、参加されなかった場合の払い戻しはありません。明記されたアクティビティと順番は現地
事情により変更になる場合があります。 

 
環境について：このオーバーランドツアーの楽しみの一つは未開の地へ探索や文化や自然環境の見識を 

深めるまたとない機会でしょう。現地の文化や伝統と観光を留意し責任のある行動をお願いし 
ます。 

 
ツアー料金に含まれる費用：明記されたバス観光、食事、宿泊。食事の際のお一人様２杯までの飲み物 

（ソフトドリンク、ビール、ワイン）とゲームドライブ中に提供される飲み物。追加の飲み物、 
プレミアムなブランド、シャンパンは含まれていませんので各自でお支払いください。 

 
ツアー料金に含まれない費用：通話料金、チップ、ルームサービス、医療費、処方箋の費用、常備薬の 

費用、旅行保険といった個人的な費用。ロッジ内では追加のアクティビティが用意されていま 
すが個別に提供されるもので、これらはお客様各自でお支払いください。このツアーでは船か 
ら出発したときの港と違う港に到着するので国籍、そして滞在期間によってはビザが必要とな 
ります。有効な書類をお客様が受け取っているかどうかはお客様の責任となります。ビザと入 
国条件に関してはお客様にとって適切な政府のホームページを確認してください。 

 
持ち物：空白のページが２ページ以上あるパスポート。ワールドクルーズ中、入国スタンプが数多く押さ

れるので、査証ページを２ページ確保する事をお勧めします。早朝と夕方の為の温かいお洋服と
日焼け止めをご持参ください。 

 
マラリア：イースタンケープはマラリア・フリーとされていますが、医療機関に相談をすることをお勧め

します。 
 
 
アッド・エレファント・パーク 
ADDO ELEPHANT PARK 
ツアー番号：PLZ002 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄６５～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
１９２０年代、雇われ猟鳥獣類ハンターのＰＪプレトリウス少佐によりイースタンケープに生息する象
の群れのほとんどが殺されてしまいました。幸いかろうじて生き延びた象から繁殖し、その数は３００
頭まで増え、現在はアッド・エレファント・パークにて保護されています。アフリカゾウ種の赤みがかっ
た毛を持つアッド・エレファントは小柄で、耳は丸みを帯び、メスには通常牙がありません。 
公園内をバスでドライブし、ドライバー兼ガイドが広大な公園内を通り、茂みに潜むこのおだやかで大
きな生き物を探します。 
目をよく開き、多種多様なゲームアニマルを観察しましょう。最近この保護区に連れてこられた、ライオ
ン、ハイエナ、ヒョウ、シマウマ、エランド、クーズー、シカレイヨウなどがいます。注目すべきは、空
を飛べないユニークなフンコロガシで、これはアッドでしか見ることができません。 
 
ご案内：このツアーは全てバスで行われます。野生生物が見られる保証はありません。ゲームリザーブ

の道路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場所があります。このツアーは背中に問題がある方
にはお勧めできません。ゲームドライブ中は喫煙や大声で話をしたり、立つことは禁止されて
います。携帯電話の電源はお切りください。ゲームドライブ用の車両には食べ物は持ち込めま
せん。快適な服装で参加し、双眼鏡と帽子をお持ちください。 
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クワンツ・ゲーム・リザーブ 
KWANTU GAME RESERVE 
ツアー番号：PLZ013 
ツアー料金：大人＄２４４～ 子供＄１３５～（３～１２歳）  
所要時間：７時間４５分 
 
プレデターの教育リハビリセンターへは約１時間３０分の道のりです。この手つかずの自然はアフリカ
のビッグ５が歩き回っていた昔とそう変わりません。 
リザーブ内のシドベリ村に到着すると、レンジャーが飲み物と共に歓迎してくれます。その後、一生に一
度の体験が始まります。 
プロのゲームレンジャーと共にオープンカーに乗車し、保護区内でシマウマ、バッファロー、キリン、カ
バ、ライオン、ゾウ、ライオンや様々な種類のアンテロープ種などを観察します。ライオンは保護区内で
歩き回っているだけでなく、閉鎖されたエリアにも収容されています。 
チーター、ベンガルトラ、ライオンが収容されているプレデター教育リハビリセンターへも訪問します。
ここで動物たちは再び自然へ戻るためにリハビリをしています。 
その後、美味しいランチビュッフェを、コサ族のダンスと歌と共にお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと４輪駆動車で行われます。このツアーにご予約の前にゲームリザーブに関

する重要案内をご一読ください。野生生物が見られる保証はありません。ゲームリザーブの道
路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場所があります。このツアーは背中に問題がある方はお
勧めしません。快適な服装で参加し、双眼鏡と帽子をお持ちください。ゲームドライブ中は喫
煙や大声で話をしたり、立つことは禁止されています。携帯電話の電源はお切りください。ゲ
ームドライブ用の車両には食べ物は持ち込めません。このゲームドライブは約３時間です。ク
ワンツ・リゾートでは、一切のアルコール類の提供はなく、厳しいアルコールの規則を事前に
ご了承ください。安全上の理由により６歳未満のお子様はオープンカーにはご乗車になれませ
ん。 

 

 
プンバ・プライベート・ゲーム・リザーブ・サファリ 
PUMBA PRIVATE GAME RESERVE SAFARI 
ツアー番号：PLZ804/PLZ805 
ツアー料金：２人部屋使用＄１９５０～ １人部屋使用＄２２５０～ 
所要時間：２泊３日 
 
１日目：（昼･夕食付き）プンバ 

ポートエリザベスを出発し、オープンハイウェイを通り低木林地へドライブが始まります。プン
バ・プライベート・ゲーム・リザーブはイースタンケープにある敷地面積６５００ヘクタールの
個人所有地で、マラリアフリーゾーンに指定されています。プンバ・ウォーター・ロッジは５つ
星の豪華ホテルにカジュアルさを完璧に兼ね備え、カリエガ湖を見渡せ、伝統的アフリカスタイ
ルのサファリを有しています。リザーブはアフリカのビック５のほか、キリン、シマウマ、カバ、
プンバとして知られるイボイノシシなどの有名な動物が生息しています。ウォーター・ロッジに
到着後、昼食をお楽しみください。丸太で作られた歩道を通りプライベートデッキと屋外シャワ
ーを完備した藁ぶき屋根のシャレー風別荘に案内されます。お部屋で一息休憩後、アフタヌーン
ティーをお楽しみください。その後、野生生物が最も活動する夕刻にゲームドライブに出発しま
す。夕食はロッジでお楽しみいただき、午後のアドベンチャーの経験など語り合いながら、最高
の南アフリカ料理やワインをご堪能ください。 

 
２日目：（朝･昼・夕食付き）日の出と日没のゲームドライブ 

早朝のモーニングコールを受けた後、朝のゲームドライブに出発します。その後、ロッジに戻り
朝食をお取りください。午前は自由時間となっています。広々としたラウンジやオープンデッキ
でのんびりしたり、湖にいる野生動物を見たりとお過ごしください。昼食はロッジ内で取り、リ
ラックスしながら素晴らしいロッジの雰囲気に浸るのもよいでしょう。夕刻にゲームドライブ
に出発し、経験豊富なレンジャーと共に茂みで動物の探訪など時間を過ごしたのち、地に沈みゆ
く夕日を見ながら飲み物をお楽しみください。このあたりに生息するホワイトライオン、象、得
体のしれないヒョウがもしかしたら見られるかもしれません。ロッジに戻り夕食をお楽しみく
ださい。 

 
３日目：（朝食付き）朝のゲームドライブとケープタウン 

早起きをし、ビック５を探しに最後のゲームドライブに出発します。ゲームドライブから戻り、
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ゆっくりと朝食をお楽しみください。その後、プンバに別れを告げ、ポートエリザベス空港に向
かい、１時間３０分のフライトを経て、ケープタウンに戻ります。その後、市内を少し巡り、午
後になったら港へ向かい船に再び戻ります。興味がある方は、翌日ケープタウンの見どころを散
策することもできます。 

 
ご案内：このツアーのお申込みは２０１７年１２月１８日に締切ります。締切日以降はリクエストベー

スとなります。このツアーには最少催行人員と最大定員があります。２人部屋は PLZ804、１人
部屋は PLZ805のツアーにお申込ください。ツアー料金は一部屋ではなく、お一人様の料金です。
このツアーは予約後の払い戻しは受けられません。このツアーは４月２１日にポートエリザベ
スを出発し、４月２３日にケープタウンに戻ります。ご予約の前に下船・乗船の日付をお間違え
の無い様にお願いします。フライト時間と詳細は船内でご案内します。ポートエリザベスからプ
ンバまでは約１時間３０分のドライブで、行程のほとんどはスムーズな高速道路を通ります。こ
のツアーは体力を要します。早朝の出発や長時間の観光、天候の変更、飛行機の遅延などにお備
え下さい。このツアーは包括旅行の為、参加されなかった場合の払い戻しはありません。野生生
物が見られる保証はありません。明記されたアクティビティと順番はロッジ運営会社より予告
なしに変更になる場合があります。プンバ・プライベート・ゲーム・リザーブの天候の状態や危
険野生生物の動きによるものです。 
プンバ・ウォーター・ロッジはフェンスのない保護区で夜間は野生生物がロッジ周辺を自由に歩
き回ります。レンジャーの指示に従い、建物との間を移動する際は常にレンジャーに同行しても
らってください。４輪駆動車にはシートベルトの設備がなく、車が移動している間は立ち上がる
ことはできません。 

 
環境について：このオーバーランドツアーの楽しみの一部は未開の地への探索や文化や自然環境の見識 

を深められるいい機会でしょう。現地の文化や伝統と観光を留意し責任のある行動をお願いし 
ます。 

 
ツアー料金に含まれる費用：ミニバスと飛行機代金（エコノミークラス席）、明記された観光、食事、宿 

泊。ロッジ内のワインとスピリッツは含まれますが、プレミアムなブランドとシャンペンは含ま 
れていませんので各自でお支払いください。 

 
ツアー料金に含まれない費用：個人的な費用、飲み物代、通信費、ランドリー、チップ、ルームサービス、 

医療費、旅行保険ロッジ内では別のアクティビティが用意されていますが個別に提供されるも 
ので、これらはお客様各自でお支払いください。このツアーでは船から出発したときの港と違う 
港に到着するので国籍、そして滞在期間によってはビザが必要となります。有効な書類をお客様 
が受け取っているかどうかはお客様の責任となります。ビザと入国条件に関してはお客様にと 
って適切な政府のホームページを確認してください。 

 
持ち物：空白のページが２ページあるパスポート。ワールドクルーズ中、入国スタンプが数多く押される

ので、査証ページを２ページ確保する事をお勧めします。常備薬はお手荷物に入れてください。
早朝と夕方の為の暖かいお洋服と日焼け止めをご持参ください。荷物は最大重量２０キログラム
までのソフトケースをお１人様１個までとさせていただきます。 

 
アクティビティ：このツアーに申し込む際、ツアーブックのゲームリザーブに関する重要案内事項の欄 

をお読みください。 
 
マラリア：イースタンケープはマラリア・フリーとされていますが、医療機関に相談をすることをお勧め 

します。 
 
 
プンバ・ゲーム・リザーブ 
PUMBA GAME RESERVE 
ツアー番号：PLZ005 
ツアー料金：大人＄２１０～ 子供＄１２０～（６～１２歳）  
所要時間：８時間３０分 
 
ポートエリザベスから約１時間半のところに位置するプンバ・プライベート・ゲーム・リザーブは、６０
平方キロメートル以上の土地を有しており、自然環境で５本の指に入るスリリングな体験ができます。
プンバは７つの生態系のうち５つを網羅しており、東ケープ州禁猟区においてホワイトライオン育成プ
ログラムを導入した最初の地区です。 
プンバ・プライベート・ゲーム・リザーブでは驚くべき動物たちと出会えるとともに、鳥愛好家にとって
は３００種以上の鳥類が見られる素晴らしい場所でしょう。また、ここにはキリン、シマウマ、カバ、チ
ーター、ヒョウ、山犬等が生息しています。経験豊富なレンジャーと共に野生動物や野鳥を観察し、また
保護区の美しさを堪能し、２時間のドライブをお楽しみ下さい。 
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その後ロッジにて紅茶、コーヒー又はジュースが提供されます。 
ロッジでのランチビュッフェの後、さらに１時間のドライブがあります。 
 
ご案内：このツアーはバスとオープンカーと徒歩で行われます。参加者は車での移動に十分耐えられる

お客様のみとなります。ゲームリザーブの道路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場所があり
ます。このツアーは背中に問題がある方はお勧めしません。快適な服装で参加し、双眼鏡と帽
子をお持ちください。ゲームドライブ中は喫煙や大声で話をしたり、立つことは禁止されてい
ます。携帯電話の電源はお切りください。ゲームドライブ用の車両には食べ物は持ち込めませ
ん。安全上の理由より、６歳未満のお子様はオープンカーにはご乗車になれません。野生生物
が見られる保証はありません。ゲームリザーブのツアーはお早めにお申し込みください。昼食
会場に小さなお土産物屋がありますが、現地通貨の南アフリカ・ランドのみ使用できます。 

 
 
サンデーズリバーをカヌーで 
SUNDAYS’RIVER BY CANOE 
ツアー番号：PLZ015 
ツアー料金：大人＄１２２～ 子供＄７９～（８～１２歳）  
所要時間：６時間 
 
川の上ではしゃぐこと以上に楽しいことはありません！サンデーズリバーで、特注設計されたカヌーに
乗って穏やかな時間を過ごしつつ、川辺の野鳥を観察しましょう。川は、アドゥ・エレファント国立公園
を通り、南の国境線に沿って流れています。 
簡単な安全事項の説明が終わると、冒険の始まりです。この区域は多種多様なカワセミや様々な生物の
住みかとなっています。水鳥だけでなく、巨大なタカも頻繁に目撃されています。頭上にも注意を払うこ
とを忘れないようにしましょう。数時間のカヌーイングの後は、待ちに待った昼食の時間です。船に戻る
前に、川辺で軽食や軽いバーベキューの昼食をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスとカヌーにて行われます。このツアーは約２時間３０分間カヌーを漕ぐ

時間が含まれます。カヌーは安定感があり、二人乗りのシットインカヌーです。８歳未満のお
子様と妊娠中の方は参加をお控えください。野生動物が見られる保証はありません。参加者は
うまく泳げて身体的に健康である必要があります。帽子、濡れてもいい靴、タオルと日焼け止
めをご用意ください。水着を着用し、替えの洋服をお持ちください。用意されているライフベ
ストは必ず着用してください。持ち物をしまうための防水ケースを利用できますが、持ち物は
最小限にとどめてください。 

 
 
ラリベラ・プライベート・ゲーム・リザーブ 
LALIBELA PRIVATE GAME RESERVE 
ツアー番号：PLZ812/PLZ813 
ツアー料金：２人部屋使用＄１８９９～ １人部屋使用＄２２７５～ 
所要時間：２泊３日 
 
１日目：（夕食付き）ラベイラの夜 

ポート・エリザベスを出発し、高速道路に沿って移動しラリベラ・プライベート・ゲーム・リザ
ーブの原生林へと向かいレンタバサファリロッジに到着します。レンタバサファリロッジは、南
アメリカの東ケープに位置し、近隣にはポートエリザベス、アドがあります。ラリベラはマラリ
ア・フリー地区に指定されており、５つの生態系が共存しているためさまざまな種類の動植物が
生息しています。保護区９０００へクタールで構成されており、ハイテナ、ジャッカル、リンゴ、
キリン、シマウマ、ヒョウなどの有名な種だけでなくビッグ５と呼ばれる動物たちの住処となっ
ています。ロッジに到着し木の歩道を歩くと、プライベートデッキを備えた茅葺きのシャレーに
辿り着きます。ゆったりとくつろぎ、昼食をお楽しみください。その後、アフタヌーンティーを
楽しんで、夕暮れ時にゲームドライブに出発します。野生動物が最も活発に活動する様子を見ら
れる最高の機会です。夕食はロッジで提供され、美味しい南アフリカの料理やワインを楽しみな
がら夜の冒険について語らうことができます。 

 
２日目：（朝・昼・夕食付き）夜明けとダスクゲームドライブ 

早朝のモーニングコールの後は朝のゲームドライブに出発し、ロッジに戻って朝食をお楽しみ
ください。残りの朝の時間は広々としたラウンジやオープンデッキでリラックスして、野生動物
を観察できます。くつろぎながらロッジの素敵な雰囲気を満喫した後は昼食が提供されます。ア
フタヌーンティーに続いて、ダスクゲームドライブに繰り出しましょう。経験豊富なレンジャー
と共に原生林の中で動物たちを追った後は夕暮れ時の一杯をお楽しみください。運が良ければ、
現地に生息している白いライオン、ゾウ、または珍しいヒョウのいずれかを見つけることができ
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るかもしれません。ロッジに戻った後は夕食が提供されます。 
 
3 日目：（朝食付き）夜明けとダスクゲームドライブ＆ケープタウン 

再び早朝にスタートするこのゲームドライブは、ビッグ５を探す最後のチャンスです。ロッジに
戻ったらゆっくりと朝食を取り、ロッジに別れを告げてポートエリザベス空港に戻り約１時間
３０分のフライトでケープタウンに戻ります。到着した後、午後に船に乗る前に街の一部をドラ
イブします。翌日、ケープタウンの見どころを思う存分味わうことができるでしょう。 

 
ご案内：このツアーはバスと４輪駆動車と徒歩で行われます。このツアーのお申込みは２０１７年１２

月１８日に締切ります。締切日以降はリクエストベースとなります。このツアーには最少催行
人員と最大定員があります。２人部屋は PLZ812、１人部屋は PLZ813のツアーにお申込くださ
い。ツアー料金は１部屋ではなく、お１人様の料金です。このツアーは４月２１日にポートエ
リザベスを出発し、４月２３日にケープタウンに戻ります。ご予約の前に下船・乗船の日付を
お間違えの無い様にお願いします。このツアーは予約後の払い戻しは受けられません。飛行時
間やその他の詳細については機内でお知らせします。 

     
ラベイラからポートエリザベスのドライブは約１時間３０分で、そのほとんどは快適な高速道
路上を走ります。このツアーは体力を要します。ゲームドライブでは起伏を含む場所を通りま
す。早朝の出発や長時間の観光、天候の変化や飛行機の遅れなどにお備え下さい。このツアー
は包括旅行の為、参加されなかった場合の払い戻しはありません。野生生物が見られる保証は
ありません。悪天候やラベイラ・ゲーム・リザーブ内の危険な野生動物の移動が見受けられた
場合、明記されたアクティビティと順番はロッジ管理者により事前の通知無しに変更となる場
合があります。 

     
    ラリベラ・ゲーム・リザーブとサファリ・ロッジは、フェンス等が設置されていない保護区内

にあり、野生動物が夜間ロッジ周辺に出没するかもしれません。必ずレンジャーの指示に従
い、建物の間を移動する際には常にレンジャーに同行してもらってください。４輪駆動車には
シートベルトが付いておらず、走行中に立ち上がることは禁じられています。 

     
 
環境について：このオーバーランドツアーの楽しみの一部は未開の地へ探索や文化や自然環境の見識を 

深めるまたとない機会でしょう。現地の文化や伝統と観光を留意し責任のある行動をお願いし 
ます。 

 
ツアー料金に含まれる費用：バス、エコノミークラスの航空券、明記された観光、食事、宿泊。ロッジ 

内で提供されるワインとスピリッツは含まれますが、その他特別なブランド酒とシャンパンは 
含まれていませんので各自でお支払いください。 

 
ツアー料金に含まれない費用：個人的な費用、飲み物代、通信費、ランドリー、チップ、ルームサービ 

ス、医療費、旅行保険。ロッジ内では追加のアクティビティが用意されていますが、これらは 
ツアーからは独立して提供されるものなのでお客様ご自身で代金をお支払いください。この陸 
上ツアーでは、船を離れて別の港に再入港する必要があるためあなたのビザ発行要件は国籍や 
滞在期間によって異なる場合があります。有効な書類を受け取ったことを確認し、ビザや入国 
の要件については該当する政府のウェブサイトをチェックすることをお勧めします。 

 
持ち物：空白のページが２ページ以上あるパスポートが必要です。ワールドクルーズ中、入国スタンプ

が数多く押されるので、査証ページを２ページ確保する事をお勧めします。薬を服用されてい
る方は、全て手荷物の中にお入れください。早朝と夕方の為の暖かいお洋服と日焼け止めをご
用意ください。手荷物制限は 1 人につき 1 つのソフトケースで、最大重量は２０キログラムで
す。 

 
アクティビティ：このツアーを予約する前に、このパンフレットのゲーム予約の重要な情報の詳細部分 

を参照してください。 
 

マラリア：イースタンケープはマラリア・フリーとされていますが、医療機関に相談をすることをお勧 
めします。 
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スコーティア・ゲーム・リザーブ 
SCHOTIA GAME RESERVE 
ツアー番号：PLZ012 
ツアー料金：大人＄２１５～ 子供＄１２２～（６～１２歳）  
所要時間：８時間１５分 
 
ポートエリザベスからイースタンケープ沿いに車で１時間１５分の場所に位置するスコーティア・プラ
イベート・ゲーム・リザーブではアフリカの自然美をご堪能ください。 
スコーティア・プライベート・ゲーム・リザーブは１８３３年より個人家族による所有と運営がされてお
り、今では６代目となりました。ケープ州の私営動物保護区として歴史が古く、ライオン自身に狩りをさ
せる最初の保護区です。到着すると歓迎の飲み物で喉を潤し、４輪駆動のオープンカーに乗車し３時間
のゲームドライブが始まります。自由に動き回る種類豊富な野生動物を探しに保護区内をドライブしま
す。 
スコーディアには２０００頭近くの異なる４０種の動物が生息しています。カメラを構え大群のレイヨ
ウ種や、ライオン、カバ、サイ、キリン、象、シマウマ、オーストリッチや多くのサルを写真に収めまし
ょう。ドライブ中、大型動物に目を向けるだけでなく、目立たない小さな哺乳類や鳥類、昆虫にも注目し
てみましょう。 
ランチビュッフェを伝統的草ぶき建物でお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーをご予約する前にゲームリザーブに関する重要案内をご一読ください。野生生物が

見られる保証はありません。昼食は午後２時ごろの予定ですので、船を出発する前に朝食をし
っかりお取りください。オープンカーに乗り降りができる方がご参加ください。ゲームリザー
ブの道路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場所があります。このツアーは背中に問題がある
方はお勧めしません。快適な服装で参加し、双眼鏡と帽子をお持ちください。ゲームドライブ
中は喫煙や大声で話をしたり、立つことは禁止されています。携帯電話の電源はお切りくださ
い。ゲームドライブ用の車両には食べ物は持ち込めません。安全上の理由により６歳未満のお
子様はオープンカーにはご乗車になれません。野生生物が見られる保証はありません。ゲーム
リザーブのツアーはお早めにお申し込みください。 

 
 
シブヤ 動物保護区 
SIBUYA GAME RESERVE 
ツアー番号：PLZ014 
ツアー料金：大人＄２１５～ 子供＄１３５～（６～１２歳）  
所要時間：９時間３０分 
 
南アフリカで最も美しい鳥獣保護区だとされているシブヤには、３０平方キロメートル以上の土地に
様々な地形と植生が存在します。この息をのむような絶景の鳥獣保護区には、「ビッグファイブ」とも称
される野生のライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファローからカワウソまで、多種多様な生き物がたく
さん生息しています。 
到着すると、リラックスできるリバー・クルーズにてオープンデッキのサファリカーが待つキャンプ場
まで、お客様をお連れします。リザーブを車で散策すると、ライオンや象、サイ、バッファロー、チータ
ー、キリン、シマウマ、ウシカモシカ、そしてサルなどの動物たちに遭遇できるかもしれません。このツ
アーはアフリカのかの有名な生態系を間近で観察する絶好の機会になること間違いなしです。 
次に、デイ・センターでビュッフェランチをお召上がった後、ボートに乗って受付に戻り、バスにてポー
トエリザベスに帰ります。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボート、そしてオープンデッキのサファリカーにて行われます。このツア

ーに申し込む前に、この冊子に記載の鳥獣保護区についての需要なお知らせをご覧ください。
シブヤ・ゲーム・リザーブへの移動時間は約１時間４５分です。昼食をとる予定の場所にある
小さなお土産屋は、現地通貨（ランド）のみ取り扱っています。野生動物は見られる保証があ
りません。このツアーには人数制限がありますので、早めのご予約をお勧めします。 

 
 
ラリベラ・ゲーム・リザーブ 
LALIBELA GAME RESERVE 
ツアー番号：PLZ007 
ツアー料金：大人＄２１５～ 子供＄１０２～（７～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
ラリベラ・プライベート・ゲーム・リザーブはポートエリザベスより８８キロメートル、車で約１時間半
の距離にあります。東ケープ州はエスニック文化と多様性が色濃く残り、独自の自然体験をすることが
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出来ます。ここはマラリアのない環境で、５つの生態系を網羅しており非常に多様な動植物相が見られ
ます。 
デイ・ビジターセンターにてリフレッシュした後、オープンカーにてゲームドライブが始まります。豊富
で多様な野生動物が自由に活動する保護区をドライブします。ビッグ５から小さなブルーダイカーやロ
ックハイラックスまで、大勢の動物たちと遭遇するかもしれません。ラリベラやカバ、キリン、シマウマ、
イボイノシシやエランド、クーズー、ブッシュバックやヌーなどのアンテロープ種が生息します。うまく
いけばゲームドライブ中色々な野生動物が見られるでしょう。しかし野生動物が見られるとは限りませ
ん。 
コサ族のダンサーと歌手によるショーをご覧になりながらランチビュッフェをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスとオープンカーにて行われます。このツアーにご予約の前にゲームリザーブ

に関する重要案内をご一読ください。７歳未満のお子様はこのツアーの参加をお控えくださ
い。昼食会場に小さなお土産物屋がありますが、現地通貨の南アフリカ・ランドのみ使用でき
ます。コサ族では未婚の女性はトップレスになる習慣があります。野生生物が見られる保証は
ありません。 

 
 
カリエガ・ゲーム・リザーブ 
KARIEGA GAME RESERVE 
ツアー番号：PLZ009 
ツアー料金：大人＄２３２～ 子供＄１３５～（６～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
ポートエリザベスより車で約１時間半の所に位置するカリエガ・ゲーム・リザーブはその敷地面積が５
０平方キロメートルで、マラリアのない原野で素晴らしい野生生物をご覧になれます。カリエガには豊
富な動物や鳥類、さらにビッグ５が生息します。保護区内にはライオン、ヒョウ、象、サイ、カバ、キリ
ン、シマウマ、エランド、シカレイヨウ、数多くのアンテロープ種、ゴマバラワシ、カンムリクマタカ、
ミサゴなどを含む２５種類の動物や２５０種の鳥類が生息しています。南アフリカの東ケープ州にある
カリエガ・ゲーム・リザーブは原始的な環境にあり静寂かつ雄大で、見る人を驚かせるに違いありませ
ん。 
雄大なカリエガリバーバレーの上にあり、この素晴らしいアフリカの大原野以上に自然へ近づくことは
出来ないでしょう。１８２０セトラーカウンティーの中心にあり、深い歴史遺産があります。 
ロッジに到着し、紅茶やコーヒーまたはジュースで喉を潤した後、経験豊富なレンジャーと共にオープ
ンカーに乗車し３時間１５分のゲームドライブが始まります。ロッジに戻り、丘陵や平野を見渡せる高
い山の背に位置するレストランにてランチビュッフェをお召し上がりください。 
 
ご案内：このツアーはバスとオープンカーで行われます。ゲームドライブ用のオープンカーの乗り降り

が出来る方がご参加ください。ゲームリザーブの道路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場所
があります。このツアーは背中に問題がある方にはお勧めできません。快適な服装で参加し、
双眼鏡と帽子をお持ちください。ゲームドライブ中は喫煙や大声で話をしたり、立つことは禁
止されています。携帯電話の電源はお切りください。ゲームドライブ用の車両には食べ物は持
ち込めません。安全上の理由により６歳未満のお子様はオープンカーにはご乗車になれませ
ん。野生生物が見られる保証はありません。ゲームリザーブを訪問するツアーはお早めにお申
し込みください。 

 
 
ポートエリザベス市内観光 
PORT ELIZABETH HIGHLIGHTS 
ツアー番号：PLZ001 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄６０～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
港を離れて、町で最も有名なカンパニール記念碑を通り過ぎます。１９２３年に建てられ、１８２０年に
初めて英国人が上陸したことを記念し、カリヨンの２３の鐘と共に上陸した場所に建てられています。
そして、多くのゲストハウスやホテルのある非常に人気のビーチエリアであるサマーストランドの郊外
のビーチ沿いを進み、ネルソン・マンデラメトロポリタン大学へ行きます。 
ビーチフロント沿いで、写真撮影のためにシャーク・ロック埠頭に停車します。その後、市内中心部に移
動し図書館、郵便局、市役所などの名所を見ます。市庁舎は１９７７年に火災によって深刻な被害を受
け、大規模な修復計画が行われました。ポートエリザベスの名前の由来となったルフェイン・ドンキン卿
の妻エリザベスを記念に建てられた石のピラミッド状のドンキン記念館に向かいます。 
ヨーク公爵のフレデリックにちなんで命名されたフレデリック砦へと赴き、セントジョージズクリケッ
ト競技場を通り、ネルソン・マンデラスタジアムで写真撮影のため停車をします。 
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ご案内：このツアーはバスによって行われます。このツアーは最低限の歩行が求められ、訪れる場所の

一部では砂利や舗装されてない場所があります。帽子の着用とヒールの無い歩きやすい靴でご
参加ください。ご希望であれば写真撮影のための停車時に、車内で待機することが出来ます。 

 
 
 
ケープタウン 
CAPE TOWN 
 

 
カーステンボッシュとワイン 
KIRSTENBOSCH & WINE 
ツアー番号：CPT005 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄３８～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
デビルズ・ピークの裾野に広がるカーステンボッシュ国立植物園は、テーブルマウンテンの東部斜面に
広がりその敷地面積は５．３平方キロメートルで、８５００種類以上の固有植物があります。美しい植物
園の散策や、自由時間には種類豊富なクリオショップでお買い物などをお楽しみください。 
そして高級住宅街のビショップコートを通り、３世紀以上も前に始まった南アフリカのワイン産業の発
祥の地コンスタンシアに向かいます。グルート・コンスタンシア・エステートは最も豪華なケープダッチ
農場の一つです。かつてオランダ総督シモン・ヴァン・デール・ステルの邸宅であったマナーハウスを僅
かですが見学することができます。そこには欧州の知恵、アジアの職人技、アフリカの材料が用いられて
おり、西洋、東洋、アフリカが見事に融合しています。ガイドツアーでセラー内を見学後、ワインテイス
ティング会が行われます。 
帰路はホウト・ベイを経由し、大西洋に面したキャンプベイ、クリフトンとバントライ・ベイを通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。庭園とワイナリーで約１時間の徒歩観光が含まれま

す。ヒールの無い歩きやすい靴と帽子を身に着けてご参加ください。クルート・コンスタンシ
アのワインセラーには２か所階段があります。訪問順序が変わる場合があります。 

 
 
チャンプマンズ・ピーク 
CHAPMAN’S PEAK 
ツアー番号：CPT010 
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄３２～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
景観を楽しみながら大西洋側の海辺をドライブし、シー・ポイント、バントライ・ベイ、クリフトン、キ
ャンパス・ベイを通ります。メイデンス・コーブに立ち寄り、キャンパス・ベイ・ビーチやトゥエルブ・
アポストルの壮大な景色をお楽しみください。そして海岸道路沿いを進み、高級住宅地のランディドノ
を通り、漁村のホウト・ベイに向かいます。ここから眺望が美しいことで世界的に有名な道路の一つであ
るチャップマンズ・ピーク・ドライブをドライブし、ホウト・ベイやセンティネルを通り抜けた先には、
大海原の壮大な景色が広がります。光り輝く白砂のノルドフックビーチを通りノルドフック農村で休憩
します。オ・カプス・ウェグ（古いケープ通り）を通り南半島とケープ・フラットとフォルス・ベイの景
観を楽しみます。再びＭ３高速道路を通り街へ戻り、ケープタウン大学、ロードス・メモリアル、モスタ
ーズ・ミルと有名なグルート・シューア病院を通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。この景観ドライブツアーでは徒歩による観光が少し

あり、途中休憩が含まれます。途中幅の狭い曲がりくねった道を通るので、眩暈症の方にはお
勧めしません。チャップマンズ・ピークは政府運営のため、予定なく閉鎖される場合がありま
す。 

 
 
ステレンボッシュとワイン試飲 
STELLENBOSCH & WINE TASTING 
ツアー番号：CPT003 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄４２～（３～１２歳）  
所要時間：４時間４５分 
 
ステレンボッシュは１６７９年イールスタ川が流れる肥沃な谷を発見した総督シモン・ヴァン・デール・
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ステルによってその名が付けられました。現在、ここは南アフリカの優良ワイン産地の一つとなってい
ます。 
ステレンボッシュは南アフリカ内陸にある街で最も美しい場所の一つです。道沿いには樫の木が並び、
透明な水が流れ、クラシックな建物は全て保護されており、建物のいくつかは国立史跡となっています。
ステレンボッシュ観光には徒歩が一番適していて、短時間ですがガイドと一緒に歩きながら学園都市を
回ります。 
ステレンボッシュ博物館は建築様式と建てられた時代の異なる４つの建物から構成されています。博物
館見学後自由時間をお楽しみください。 
最後にステレンボッシュ地域にある個人所有のワイナリーを訪れ、ワイン試飲に参加し、セラーで魅力
あるワイン技術を垣間見てみましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ワイナリーには階段があり、ガイドツアーでは３０ 

分の徒歩による観光が含まれます。自由時間の徒歩に関してはお客様にお任せします。混雑を
避けるため、訪問順序が変わる場合があります。 

 
 
ケープ終日観光 
COMPLETE CAPE EXPLORER 
ツアー番号：CPT038 
ツアー料金：大人＄１９２～ 子供＄８０～（３～１２歳）  
所要時間：１０時間３０分 
 
ゆったりと寛ぎながらケープタウンの美しさを満喫ください。テーブルマウンテンとライオンズ・ヘッ
ドの鞍部にあるクルーフ・ネックをドライブし、麓のケーブルカー駅へ向かいます。その後テーブルマウ
ンテンの頂上まで登ります。５分間の遊覧ではケープタウンの町や海原や付近の山々が３６０度見渡す
ことができ、山頂では自由時間を設けますので自由に小道を散策し、世界で最も豊かな生態系をお楽し
みください。 
そしてバスに乗り大西洋沿岸へ景観ドライブが始まります。キャンパス・ベイ・ビーチ、トゥエルブ・ア
ポストルの素晴らしい景色を満喫し、漁村のホウト・ベイに向かって沿岸の道路を進みます。ここから景
勝ルートとして名高いチャプマンズ・ピーク・ドライブを通り、喜望峰自然保護区に向かいます。ここは、
大西洋とインド洋が交わるため、多様な生態系が集中すると考えられています。ケープ・ポイントとその
躍動的な海に切り立つ断崖は南アフリカで一番の高さで、自然保護区内で最高の見どころとなっていま
す。到着後、フライング・ダッチマン・フェニキュラーでケープ・ポイントの頂上まで向かい、息をのむ
ような素晴らしい景色を楽しみ、絶景を写真に収めましょう。 
美味しい２品のコースランチをお取り頂いた後、ブルダーズ・ビーチでアフリカペンギンのコロニーに
立ち寄ります。カメラを忘れずにお持ちになってください。ここにはよちよち歩きの飛べない鳥が約３
０００頭自由に歩き回っています。 
ツアーの最後は南アフリカ最古のワイン産地のコンスタンシアで素晴らしい旅を締めくくります。ワイ
ナリーにてワインの試飲をお楽しみの後、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとケーブルカー、フェニキュラーレイルと徒歩にて行われます。ヒールの無

い歩きやすい靴と帽子を身に着けてご参加ください。徒歩による観光が約３時間含まれ、平ら
な舗装道または木の遊歩道を歩きます。テーブルマウンテンの訪問は天候によります。悪天候
の場合はケーブルカーの部分は省略されます。フェニキュラーとケーブルカーは人気なアトラ
クションのため、乗車駅に長い列ができる場合があります。チャップマン・ピーク・ドライブ
は幅の狭い曲がりくねった道路のため、眩暈症の方には向かず、政府により運営されているた
め、予告なく閉鎖される場合があります。この素晴らしい景観を回るため、バスでのドライブ
は約４時間を予定しています。昼食時のメインコースは魚です。 

 

 
市内観光と希望城 
CITY TOUR AND CASTLE OF GOOD HOPE 
ツアー番号：CPT033 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３４～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
細部まで保存されたエドワード朝とヴィクトリア朝建築物が溢れる「母なる都市」のオリエンテーショ
ンツアーを楽しみ、町の中心に位置するカンパニー庭園に向かいます。ゆったりとしたペースで歩きな
がら周りを囲む聖ジョージ大聖堂や国会議事堂、国立美術館を通ります。 
希望城は南アフリカで最古の建築物で、ミリタリー博物館やウイリアム・フェールコレクションを含む
内部を見学します。文化歴史博物館には古いケープダッチ様式の磁器や歴史ある絵画、多くのアンティ
ーク家具などが展示されています。 
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シグナル・ヒルに向かい、景色をお写真に収めた後、美しい海辺の町キャンパス・ベイ、バントレイ・ベ
イとシー・ポイントを通り船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーには石畳のある地区やシグナル・ヒルの

傾斜を含む約２時間の徒歩による観光が含まれます。 
 
 
ロベン島観光 
ROBBEN ISLAND 
ツアー番号：CPT031 
ツアー料金：大人＄１０８～ 子供＄５５～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
１９６０年以来、ロベン島は南アフリカでのアパルトヘイト政策に対する政治的闘いと同じ意味を表し
てきました。激動の歴史の中、ネルソン・マンデラや詩人デニス・ブルタスなどの囚人を収監したことで
も有名です。囚人を収容してきたロベン島ですが、２０種以上の哺乳類や３番目に大きなアフリカペン
ギンのコロニーも含め１３０種の鳥類などの生息地でもあります。 
短時間の移動でネルソン・マンデラ・ゲートウェイフェリーターミナルに向かいます。博物館を見学後フ
ェリーに乗りテーブル湾に浮かぶ島に向かいます。到着後バスに乗りオリエンテーションツアーが始ま
ります。古いハンセン病施設、イスラム寺院、難破船や囚人が石灰の採掘に使った採掘所などを見学でき
ます。 
かつて囚人であったガイドによる最高レベルの警備がされていたネルソン・マンデラの牢獄見学では、
当時の牢獄の状態をじかに見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバス、フェリーと徒歩にて行われます。徒歩による観光が約１時間含まれます。

天候状態にもよりますが、フェリーに片道約３０分乗船します。フェリーは揺れるため、船酔
いをする可能性があります。フェリーは政府所有の物で、突然キャンセルが発生したり、スケ
ジュールが変更になったりする場合があるため、ツアーの所要時間が変わる場合があります。
島内の交通手段は様々なサイズのバスとなるため、ツアーグループは分かれる場合がありま
す。島内は元囚人がガイドとなるので、収監されていた経験などにより話してくれる内容は異
なります。通常のガイドはこの島でガイドできませんのでご注意ください。このツアーは人気
があり、船の到着７２時間前までに最終人数を報告しなければならないので、ご予約はお早め
にお願い致します。 

 
 
テーブルマウンテン観光 
TABLE MOUNTAIN 
ツアー番号：CPT002 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄５２～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
頂上が平らのテーブルマウンテンは半島の最北端に位置し、ケープタウンの町に長くそびえています。
街から見上げると、中央山塊の左側にはデビルズ・ピーク、右側にはライオンズ・ヘッドがあり、前面に
はシグナル・ヒルがあります。それらが街を取り囲み円形劇場のように形成されています。 
テーブルマウンテンの頂上へ上るため、バスで麓のケーブルカーの駅に向かいます。ケーブルカーは僅
か４分間の乗車となり、昇り降りの際、ケーブルカーが３６０度回転するので、この地域のパノラマ景色
をお楽しみいただけます。頂上からは街の全景やテーブルベイ、ネルソン・マンデラが投獄されていたロ
ベン島などの素晴らしい景色を眺めることができます。 
このツアーは、当時の姿のまま保存されていることで名高いエドワード朝とヴィクトリア朝建築物群の
残る「母なる都市」を巡る、ケープタウンのちょっとしたオリエンテーションツアーが含まれます。 
 
ご案内：このツアーはバスとケーブルカーにて行われます。ツアーの催行は天候状況により左右されま

す。悪天候の場合はケーブルカーの部分は省略され、代わりに南アフリカ博物館を訪れます。
バスに乗り降りができる必要があります。ジャケットやセーターをご用意し、ヒールの無い歩
きやすい靴と帽子を身に着けてご参加ください。このツアーは高所恐怖症の方には向きませ
ん。ケーブルカーは人気なアトラクションのため、乗車駅に長い列ができる場合があります。 
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ケープ・ポイント半島 
CAPE POINT PENINSULA 
ツアー番号：CPT004 
ツアー料金：大人＄１５２～ 子供＄６０～（３～１２歳）  
所要時間：８時間３０分 
 
バントリー・ベイとクリフトンを抜け、背後にトゥエルブ・アポストルの堂々とした峰が聳えるキャンパ
ス・ベイをドライブします。大西洋沿岸を通り漁村のホウト・ベイに続きます。 
そして喜望峰自然保護区と２つの大洋が交わるケープ・ポイントへ向かいます。この地域は豊かな固有
の生態系が見られ、ドラマチックな海に聳える断崖（南アフリカで一番高い）とともにケープ・ポイント
の主要観光名所となっています。フェニキュラー列車に乗りポイントの頂上にある展望台に向かいます。
息をのむような景色や写真撮影をお楽しみください。プラットフォームからさらに１２０段の階段を登
って頂上まで行くことができ、そこには灯台があります。 
美味しい昼食は風光明媚なレストランでお取りいただきます。 
ブルダーズ・ビーチにあるペンギンのコロニーや素晴らしいキルステンボッシュ植物園などのハイライ
トが含まれます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩、フェニキュラーレイルにて行われます。フェニキュラーは人気なア

トラクションのため、乗車駅に長い列ができる場合があります。帽子をご着用ください。徒歩
による観光が約２時間含まれますので、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。チャッ
プマン・ピーク・ドライブは幅の狭い曲がりくねった道路のため、眩暈症の方には向かず、政
府により運営されているため、予告なく閉鎖される場合があります。この素晴らしい景観を廻
るため、バスでのドライブは約１時間を予定しています。ブルダーズ・ビーチへは、一部だけ
岩場となっている砂地を約１０分間歩いて移動します。混雑を避けるため、訪問順序が変わる
場合があります。 

 
 
アキラ動物保護区 
AQUILA GAME RESERVE 
ツアー番号：CPT012 
ツアー料金：大人＄２８８～ 子供＄２００～（３～１１歳）  
所要時間：８時間３０分 
 
アキラ私営動物保護区は格式ある４つ星保護区で、サザンカローハイランドに敷地面積３０３５万平方
メートルの広さを誇り、息をのむような荘厳さを誇る山脈や川、渓谷が大切に保護されています。 
４輪駆動車にレンジャーガイドと共に乗り込み２時間のサファリドライブが始まります。１９８５年自
然保護区に登録されたアキラには自然の湿地、雄大な山々と渓谷があることから種類豊富な生き物達が
見られます。象や水牛、サイ、キリンやカバなどが自由に歩き回っています。保護区にはオジロヌーやサ
バンナシマウマ、セグロジャッカルなど大型動物も見られます。 
アキラでは、繁殖が難しい絶滅危惧種でこの保護区の名前の由来となったカザノワシなどを含む１７２
種類の鳥類が生息しています。少し移動するとカルー・チャットやサンコウチョウなどを見ることがで
きます。 
保護区内レストランにてランチビュッフェをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス、４輪駆動車と徒歩にて行われます。アキラへは片道約２時間のドライブで

す。このツアーは途中揺れるところを通るため、怪我または体調が良くない方には向きませ
ん。妊娠中の方と１２歳未満のお子様は参加をお控えください。動きやすい服装でヒールの無
い歩きやすい靴でご参加ください。４輪駆動車にはシートベルトの装備はなく、車が動いてい
る時は立ち上がることが禁止されています。到着後免責書類に記入いただきます。野生動物を
見られる保証はありません。この保護区はクルーガー公園、サビ・サンドやフィンダとは比較
ができませんが、南アフリカを訪れるのが初めてで他の地域を旅行する予定がない観光客にと
っては、ウエスタンケープに生息する動物を眺める絶好の機会となります。 
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ウォルビス・ベイ 
WALVIS BAY 
 

 
アザラシとイルカクルーズ 
SEAL & DOLPHIN CRUISE 
ツアー番号：WVB003 
ツアー料金：大人＄１４９～ 子供＄７９～（３～１２歳） 
所要時間：４時間 
 
港より短時間の移動で桟橋に移動しスキーボートに乗船すると、ウォルビス・ベイ・ラグーンのクルーズ
が始まります。ラグーンをクルーズすると、ボートの近くまで餌をもらいに近づいてくる好奇心旺盛な
アザラシが見られるかもしれません。 
ペリカンポイントには大きなアザラシの巣やイルカの生息地があるため、ボート脇を一緒に伴走してく
れるかもしれません。ここではコシャチイルカとハンドウイルカが見られます。また、ペリカンや鵜の他
に、ヒメウミツバメ、アシナガウミツバメ、ケープシロカツオドリ、クロミヤコドリなどがよく見られる
ので、愛鳥家の方は必見です。 
ツアーの最後に、スパークリングワイン、ソフトドリンクとオープンサンドイッチをお召し上がりくだ
さい。 
 
ご案内：このツアーはミニバスとボートにて行われます。このツアーの運行は天候状況に左右されます

海上の気温は陸上より低いので、ジャケットをお持ちください。野生生物を見られる保証はあり
ません。ツアーは海辺で解散となり、そこからはシャトルバスで船までお戻りください。 

 

 
ナミビアの至宝 
TRESURES OF NAMIBIA 
ツアー番号：WVB002 
ツアー料金：大人＄１８９～  
所要時間：４時間３０分 
 
海岸線を通りスワコップムントに向かい、そこから東にあるナミブ・ナウクルフト国立公園に向かいま
す。ナミブ砂漠は世界最古の砂漠の一つで、風により絶えずその姿が少しずつ変化します。万華鏡のよう
に変化する華やかな色の数々をご覧ください。到着後、現地ならではの植物や乾燥した地面散策をお楽
しみください。 
次に、スワコップリバーバレーとムーンランドスケープに向かいます。広大な侵食渓谷は月面に似てお
り、風により山が浸食され、素晴らしい岩群と砂丘を作り上げています。 
その後、何千ものウェルウィッチアの植物があちらこちらに育つウェルウィッチア・バレーを訪れます。
この魅惑的な植物や多様な地衣植物をご覧ください。ウォルビス・ベイに戻る前に、スパークリングワイ
ン、オレンジジュース、様々な軽食をお召し上がりください。 
オフロード車に乗り、砂丘ベルトのデューン７を通り、桟橋に戻ります。途中ウォルビス・ベイ・ラグー
ンに立ち寄ります。 
 
ご案内：このツアーは４輪駆動車で行われます。砂漠は非常に高温で乾燥しているため、帽子、日焼け止

め、サングラス、飲料水をお持ちください。このツアーは揺れの激しい道を通るため、怪我をし
ている方や体調が悪い方にはお勧めしません。妊娠中の方と１２歳未満のお子様はご参加いた
だけません。 

 

 
スワコプムント観光 
SWAKOPMUND 
ツアー番号：WVB007 
ツアー料金：大人＄１２５～ 子供＄８８～（３～１２歳） 
所要時間：５時間 
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漁港の町ウォルビス・ベイには一年のある時期になるとペリカンやその他海鳥の群れが現れる湾があり
ます。 
スワコプムンドへの途中、この地域で一番高い砂丘のデューン７に止まります。海岸線に作られたスワ
コプムントはスワコプ川の河口に位置する美しい町で、しばしば「砂漠の端にあるドイツ」と例えられて
います。多くの建物は１９世紀の終わりのもので国立史跡となり、かつてドイツの植民地であった名残
があります。 
ツアー中、スワコプムント博物館や世界最大の水晶の集中エリアであるクリスタル・ギャラリーを訪れ
ます。宝石や原石の展示をお楽しみください。町の中心にある小さなショッピングアーケードのブラウ
ハウギャラリーを訪れる機会もあります。 
 
ご案内：このツアーには徒歩による観光が２時間半含まれ、砂地のデューン７を除き、ほとんどは舗装さ

れており平面です。クリスタル・ギャラリーでお買い物をされるお客様はパスポートのコピーを
お持ちください。日曜日にはほとんどのお店が閉まっていますのでご注意ください。 

 

 
モンデサ非白人居住地区 
MONDESA TOWNSHIP 
ツアー番号：WVB009 
ツアー料金：大人＄１８５～ 子供＄９９～（３～１２歳） 
所要時間：４時間３０分 
 
海岸沿いの道を通り、スワコップムントにあるモンデサ非白人居住区へ向かいます。ここは１９５０年
代の初めに設立され、スワコップムントで働くオワンボ、ダマラ、ヘレロ族の人々の住居として提供され
たところです。 
モンデサに入るとそこは別世界探訪のように思えるでしょう。町の隅はアフリカ系住民が多く複雑です
が、専門ガイドがツアー参加者に付き添い説明してくれます。モンデサは貧困と失業率が高く、低所得の
家族が多く住んでいます。旅行者と訪問者に門戸を開くことにより、非白人居住地区のコミュニティー
の認識を高め、発展や友好関係、支援や各種文化のより深い理解の機会を提供することができます。各個
別のツアーは約３時間を予定しています。 
このユニークな文化体験はツアー参加者に異なるライフスタイルを紹介し、非白人居住地区の生活を経
験してもらうことを目的としています。コミュニティー内でのふれあいでは常に現地の人々のプライバ
シーを尊重し、節度あるマナーで行われます。歴史を学び、理解を通して文化の隔たりを埋め、マハンゴ
の料理実演の見学や、珍しい料理の味見をし、子供たちのダンス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。このツアーでは起伏を含む地表を時々止まりながら

１時間ほど歩きます。居住地区内では個人の身の回りの物にはご注意ください。このツアーで訪
れる箇所はアフリカ人の居住地区で貧困が深刻なところです。華美で豪華なツアーではないこ
とをご了承ください。訪問順序は変わる場合があります。日焼け止めと帽子をご用意し、歩きな
れた靴でご参加ください。 

 
 
ペリカンポイントでのカヤッキング 
PELICAN POINT KAYAKING 
ツアー番号：WVB013 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供$５２～（８～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
このツアーは自然に興味のある方には魅力的でしょう。この冒険は４輪駆動車の待つ港の波止場の門へ
のシャトルバスから始まります。重要な湿地であるウォルビス・ベイ・ラグーンを通り、岩塩坑を過ぎて
ペリカンポイントへ向かいます。 
この地域にはフラミンゴやペリカン、カモなどたくさんの野生生物が生息していますが、どんな動物に
出会えるかはその日次第です。 
ペリカンポイントに到着すると、カヤックが準備されています。この場所には１年を通して５万頭もの
ミナミアフリカオットセイが生息しています。彼らはよく「海の犬」とも呼ばれ、フレンドリーで遊び心
に溢れており、ほかのオットセイと違って耳が隠れていないことが特徴です。たとえ彼らの近くでパド
ルを漕いでも怖がることはないので、触れ合える距離まで近づいてくれるかもしれません。 
水上で２時間楽しんだ後、軽食を浜辺でとり、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと４輪駆動車にて行われます。カヤックは安定していて、２人まで乗船



34 
 

できます。妊娠中の女性、８歳未満の方は参加をお控えください。帽子、サングラス、濡れて
もよい靴、タオル、日焼け止めをご用意ください。水着や着替えの服をお持ちください。用意
されたライフジャケットは必ずご着用ください。お持物を保管するための防水区間はあります
が、ご利用は最小限にしてください。野生動物は見られる保証がありません。ペリカンポイン
トへの移動時間は片道約１時間です。 

 

 
砂漠の生き物探検 
LIVING DESERT 
ツアー番号：WVB008 
ツアー料金：大人＄１８９～ 
所要時間：５時間１５分 
 
ナミブとは何もないという意味で、このツアーでは荒れ果てた大地に潜む生命を４輪駆動車で観察しま
す。有名なナミブ砂漠で暮らす生物を探すドライブが始まります。知識豊富なガイドが砂漠に生息する
パルマトヤモリやデザートサイドワインダーを見つける手助けをしてくれるでしょう。砂漠を横断し、
何も知らないアポロサウラ・トカゲを待ち伏せるかのように、砂漠の中に身を伏せているサイドワイン
ダーが見つかるかもしれません。 
４輪駆動車で広大な砂漠を駆け抜け、途中止まりながらドライバーより生態系などの説明を受けます。
地球にあるこの独特な地域での素晴らしい思い出を写真に収めてください。サンダウナー砂漠に飲み物
休憩の為に立ち寄り、くつろぎながらこの絶景をご堪能ください。セイヨウムシの生息場所を発見し、砂
漠のとどろきを聞くこともあるでしょう。海岸道路を通り船に戻る前に、絶滅危惧種の鳥であるダマラ・
アジサシを見かける機会があるかもしれません。 
 
ご案内：このツアーは４輪駆動車と徒歩にて行われます。４輪駆動車に乗る前に、ナミブ砂漠へのバスの

送迎があります。砂漠は非常に高温で乾燥しているため、帽子、日焼け止め、サングラス、飲料
水をお持ちください。野生生物を見られる保証はありません。このツアーは揺れの激しい道を通
るため、怪我をしている方や体調が悪い方にはお勧めできません。妊娠中の方と１２歳未満のお
子様はご参加できません。 

 

 
月面の風景とウェルウィッチア・バレー 
MOON LANDSCAPE & WELEITSCHIA VALLEY 
ツアー番号：WVB010 
ツアー料金：大人＄１１９～ 子供＄１１０～（３～１２歳） 
所要時間：４時間３０分 
 
果てることのない砂丘を通りナミブに向かい、デューン７に写真撮影の為に立ち寄ります。 
ぽつぽつと点在する奇妙なウェルウィッチア・ミラブリス植物の風景が広がるウェルウィッチアドライ
ブに入ります。この先史の植物はナミビアでも珍しく、荒涼とした生息環境に順応し、生涯に２度しか葉
をつけず、５００年以上もの寿命があります。 
その後、浸食により作られた広大なエリアである「ルナー・ランドスケープ」を訪れます。そこでは、ま
るで月にいるような錯覚を覚えます。息をのむようなすばらしい景色を堪能した後、片側には砂丘が、そ
の反対側には海が見える海岸道路を通り船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは岩場の上と起伏を含む地表を歩きま

す。日照りの中で観光しますので、快適な服装と靴を着用し、帽子と日焼け止めをお持ちくださ
い。 

 

 
４輪駆動車で回るサンドイッチハーバー 
SANDWICH HARBOUR BY 4x4 
ツアー番号：WVB012 
ツアー料金：大人＄２０９～ 
所要時間：４時間３０分 
 
４輪駆動車に乗り、南のサンドイッチハーバーに向けドライブが始まります。海とナミブ砂漠に挟まれ
たサンドイッチハーバーは南部アフリカでも豊かでユニークな湿地帯の一つです。広大な干潟には渡り
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鳥の海鳥や渉水鳥、フラミンゴが多く集まることから、野生生物愛好家にとって夢のような土地になっ
ています。 
途中ウォルビス・ベイ・ラグーンに少しの間停車するので、南半球最大の自然湿地帯に生息するフラミン
ゴやその他鳥類の群生を写真に収めることができます。 
見知らぬこの独特な土地を散策する際は、カメラ撮影の準備は万全にしておきましょう。そしてドライ
バー兼ガイドが最適な場所を見つけたら、グラスのスパークリングワインやソフトドリンクで喉を潤し
ましょう。 
帰路は度胸試しに最適です。砂漠に向け４輪駆動車のエンジンを全開にし、高さ３０メートルの波打つ
砂漠を駆け抜けます。 
 
ご案内：このツアーは４輪駆動車で行われます。海が荒波又は高潮の場合、サンドイッチバーバーには行

けない可能性があります。４輪駆動車で湿地にアクセスできない場合、代わりに展望台から湿地
帯を望む機会があります。砂漠は非常に高温で乾燥をしているので帽子、日焼け止め、サングラ
スと飲料水をお持ちください。このツアーは揺れが激しい所を通るため、怪我をしている方や体
調が悪い方にはお勧めできません。妊娠中の方と１２歳未満のお子様は参加できません。道中か
なり起伏のある箇所もあります。野生動物が見られる保証はありません。 

 

 
 
テネリフェ 
TENERIFE 
 

 
北の大地の景観 
NORTHERN PANORAMA 
ツアー番号：TCI003 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
このツアーは、サンアンドレスの漁村を通り、アナガ山のドライブから始まります。途中、「ドラゴンツ
リー」や階段状の耕作地などを含むカナリアの植物相に驚くでしょう。美しい眺めの場所で少々停車し、
写真を撮ることができます。 
タガナナの小さな村では、白い家とむき出しの火山を見ることができます。ご希望であれば、ガイドとと
もに「雪の聖母」が収められている簡素な教会を見ることができます。（日曜日は除く）タガナナのレス
トランでは、現地のワインとチーズをお召し上がりください。 
ピコ・デル・イングレーセの観測地点からは、島の南北の美しい眺望をご覧になれます。（天候状況によ
る） 
ご案内：このツアーはバスにで行われます。このツアーは、主に車窓観光ですがタガナナにて砂利道や段

差があります。散策はオプションです。このツアーは急カーブや険しい道を通るため、眩暈症の
方にはお勧めできません。 

 
 
テイデ国立公園 
MOUNT TEIDE NATIONAL PARK 
ツアー番号：TCI035 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２６～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
ツアーは美しい環境に囲まれたアギーレ谷に位置する植民地時代の首都、ラ・ラグーナに向かうドライ
ブで始まります。ラ・ラグーナからは山沿いに進み、エスペランザ松林を通り抜けテイデ国立公園へ向か
います。公園の中心部へと進む前に、現地レストランにて休憩を取ります。 
１９５４年に国立公園となったラス・カニャーダス・デル・テイデ国立公園には、１９０９年から活動を
休止した周囲４６キロメートル以上の噴火口をもつ火山があります。スペインで最も高いテイデ山はク
レーターまで３７５０メートルあります。西洋映画のセットのようだと言われるクレーターの殺伐とし
た風景と印象的な頂上の景色をご覧ください。ガルシア岩で自由行動を楽しんだ後、帰路につきます。帰
りの道中に美しい景色を撮るため数回停車します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。テイデ国立公園を通り抜けるまで約１時間３０分かか

ります。このツアーは山々を通り、海抜約２１３０メートルまで登ります。暖かい服装でご参加
ください。国立公園から石や植物を持ち帰ることは禁止されています。テイデ山のケーブルカー
はこのツアーに含まれていません。砂利道や舗装された道を含む比較的平坦な地面を歩きます。
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ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
 
 
サンペドロ散策とアバコ邸宅 
SAN PEDRO WALK AND ABACO MANSION 
ツアー番号：TCI041 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３５～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
景観保護が施されたランブラ・デ・カストロの海岸では、感動的な崖や海、そして遠方まで望める景色を
楽しめます。たくさんの生き物たちがこの多くの塩分を含む土地を住みかとし、風土に順応してきまし
た。散策の際には、この地に多く生息するカナリア諸島のヤシとドラカエナ・コンキンナ、そしてその他
多くの魅力的な植物相を観測できます。 
小さな丘の頂上にそびえたつサンペドロを称えて建設されたお寺を訪れ、小さな要塞のサン・フェルナ
ンドと、かつて崖の上にある作物に水を供給する際に使用されたラ・ゴルデショラをご覧ください。少し
下った場所には、１６世紀に建設され、海岸線で最も有名なハシエンダ・デ・ロス・カストロがあります。 
散策の後は、美しいプエルト・デ・ラ・クルスの豪華な邸宅であるカサ・アバコで飲み物とカナリアのパ
ン菓子をお召し上がりください。この建物は１８世紀に建てられ、文化的に重要な建築物とされていま
す。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは起伏のある道を約１時間半歩きます。

ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。参加者は水と日焼け止めをご用意ください。ツ
アーのお申し込みの前に、「重要なご案内」をご覧ください。 

 
 
テイデ山のケーブルカー 
MOUNT TEIDE CABLE CAR 
ツアー番号：TCI036 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄５９～(２～１２歳) 
所 要 時 間：５時間 
 
テイデ山はカニャーダス・デル・テイデ国立公園内にあり、スペインで一番高い山です。印象的な頂上の
風景と周囲の殺伐とした地形は、対照的な景色を生み出します。ケーブルカーで頂上へ行き海抜３５４
０メートルから国立公園を見下ろしましょう。 
サンタ・クルーズからのドライブは美しいエスペランザの森を抜け、国立公園へと向かいます。海抜２３
５０メートルにあるケーブルカーの駅で景色を堪能した後ケーブルカーに乗ります。２番目の駅で降車
し、息をのむような美しい景色をお楽しみください。 
再度ケーブルカーに乗車し、拠点地まで下り、サンタ・クルーズへ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。頂上では気温が下がりますので、ジャケットやジャンパ

ーをお持ちください。１０月から４月にかけて気温は氷点下に達することがあります。国立公園
から石や植物を持ち帰ることは禁止されています。このツアーは山々を通り、海抜約２１３０メ
ートルまで登り、最終的にケーブルカーで３５４０メートルまで上がります。このツアーは心臓
に病のある方、心臓の手術を過去に受けたことのある方、妊娠中の女性、喘息を含む呼吸器系の
疾患を患っている方、１歳未満の乳児の方にはお勧めできません。ヒールの無い歩きやすい靴で
ご参加ください。このツアーは天候の影響を受けやすいため、予告なく中止となる場合がござい
ます。人気のため、ケーブルカーに乗車する際、並ぶ可能性がございます。 

 
 
渓谷の庭 
GARDENS OF THE VALLEY 
ツアー番号：TCI019 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２８～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
プエルト・デ・ラ・クルーズに向かうまで、くつろぎながらゆったりとした時間をお過ごしください。こ
のツアーの最初の見どころは、園内の設計が素晴らしい植物園です。１７８８年にスペインのチャール
ズ３世の勅命によって設立されたこの植物園は、コンキスタドールによって新世界から持ち込まれた植
物、低木や花をスペインの土壌に適応させる目的で作られました。庭園内の多くの植物は原種であり、中
心の巨大なイチジクの木はたくさんの枝と根で奇妙な木の家を創り出しています。 
リスコベージョ庭園は植物園とは対照的な独特の庭園です。庭園愛好家の方はきっと魅力的な滝と現地
の花が咲くカラフルなテラスをお楽しみいただけることでしょう。最後にシーティオ・リットの蘭園を
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訪れます。この庭はプエルト・デ・ラ・クルーズの歴史の一部で、アガサ・クリスティ、アレクサンダー・
フォン・フンボルト、マリアンヌ・ノースなど多くの歴史的有名人がここを訪れました。この植物園の目
玉は、カナリア諸島で最大の蘭のコレクションとプエルト・デ・ラ・クルーズで一番古いドラカエナ・コ
ンキンナです。蘭園では、地元のワインが提供され、お土産を買うための時間が少々設けられています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーは平坦で舗装された道を４５分ほど歩きま

す。蘭園とリスコベージョにはある程度の傾斜が伴います。 
 
 
プエルト・デ・ラ・クルーズとオロタバ渓谷 
PUERTO DE LA CRUZ & OROTAVA VALLEY 
ツアー番号：TCI032 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄２６～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間 
 
島の最初の首都であり、タコロンテの村であるラグナの学園都市をバスでゆっくりと観光します。海岸
線の道路を通り、驚くほど緑豊かなバナナ農園で写真撮影のために停車します。ラオロタヴァの狭い通
りをガイドとともに散策しましょう。過去の時代の文化の素晴らしさに敬意を持ちつつ、このかわいら
しい村の雰囲気をお楽しみください。１７世紀のスペインの伝統的な家であるカサ・デ・ロス・バルコネ
スは手作り木製バルコニーの最高の一例であるといわれています。その後、プエルト・デ・ラ・クルーズ
のにぎやかな休日の町へ向かいます。並木通り、大きくモダンなホテル、そして様々なお店が、かつては
静かであった漁村を、島の北側の主要観光地へと変えました。ショッピングや遊歩道を散策したり、冷た
い飲み物を飲んだりして、自由時間をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。スロープや段差を含み、１時間ほど歩きます。歩きやす
く滑りにくい靴でご参加ください。 
 
 
 
マデイラ 
MADEIRA 
 

 
マデイラのトゥクシで廻るエコツアー  
ECO CITY TOUR, TUKXI MADEIRA 
ツアー番号：FNC039 
ツアー料金：大人＄７０～ 
所 要 時 間：１時間 
 
イタリア発祥のアペ・カレッシーノ・トゥクシは１９５０年代に流行った『甘い生活』風の現代版の小さ
い３輪車です。今ではこの車はヨーロッパの他地方にも広がり、この移動手段は『甘い生活』の多くの楽
しみと贅沢を再度作り出してくれます。 
ガイドの案内の元、ゆったりと腰掛け、ハーバーフロントまでの素晴らしい景観や海、そして広がる緑に
点在する家々の景色をご覧ください。旧市内に到着すると、美しく改修された家や地元レストランが立
ち並ぶ細い道を走ります。市の商業的中心地区にある活気のある広い道路、アベニダ・アリガとの違いを
感じてください。道路端では伝統的なカラフルな衣服をまとった美しい女性がいるかもしれません。こ
の島のシンボルである有名な「パラダイスの鳥」を売っています。町の中心には魅力的なムニチピオ公園
が広がり、建築の至宝である市庁舎があります。 
大型車では見ることの出来ない町の秘密の場所を見つけ、ソコロの展望台ではそびえ立つ崖やサンタカ
タリーナ公園を眺め、眼下に広がる素晴らしい港の景色を楽しみましょう。 
観光の後は自由時間をお取りしていますので、フンシャルを満喫してください。 
 
ご案内：このツアーはトゥクシ１台ごとの販売です。大人１名のチケットを予約した場合、３名様迄乗

車可能です。 
 
 
ケーブルカーとトボガン滑降 
CABLE CAR & TOBOGGAN 
ツアー番号：FNC011 
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄３５～(４～１２歳) 
所 要 時 間：４時間 
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以前は、アプト式小型歯車の鉄道で乗客をフンシャルから丘陵まで乗せ、海岸までの帰途にはトボガン
を使用しました。鉄道は１９３９年に廃止されましたが、オーストリアの企業が数多くの豪奢な家屋と
庭園で知られるモンテまでの交通機関としてケーブルカーを建設しました。フンシャルの駅は旧市内に
あり、フンシャルからモンテまでの所要時間は１５分です（ケーブルカーの乗り降りはスキーリフトと
同じしくみで、乗車時でも速度が少し落ちるだけで停止はしません）。 
昔ながらの柳で編んだ籠ソリに乗ってスリル満点のトボガン滑降を１０分間お楽しみください。運転係
員がトボガンと一緒に走り、押したり、舵を取ったり、ゴム底付きの長靴でブレーキを掛けたりします。
その後は花に覆われた展望台のピコ・ドス・バルセロスまでバスで移動し、島の東部の素晴らしい景色を
鑑賞します。 
フンシャルに戻り、山小屋風ワイン醸造所に寄ります。辛口のセルシアルから甘いマルムジーに到るま
で様々な種類のマデイラワインをお試しください。 
 
ご案内：ツアーはバス、ケーブルカー、トボガンで行われます。３歳以下のお子様はトボガン乗車の制

限により参加をお控えください。トボガンは観光客の人気の的ですので、行列が予想されま
す。運動に向いた服装と靴でご参加ください。トボガンに乗車後は運転係員の指示に従ってく
ださい。トボガンは３人乗り（大人２人と子供１人）です。 

 

 

リブボートでクジラとイルカ発見の旅 
DISCOVER WHALES & DOLPHINS BY RIB 
ツアー番号：FNC031 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄６５～(８～１２歳) 
所 要 時 間：３時間 
 
マデイラ諸島周辺の大西洋は海洋哺乳類にとって理想的な場所であり、多くて２０種類のクジラ目がこ
の海域で発見されています。 
短いドライブでフンシャル・マリーナへ行き、簡単な説明の後、高速リブに乗りスリリングな冒険を満喫
します。マデイラの海を訪れる様々なタイプの海洋哺乳類について、海洋学者が皆様のご質問にお答え
します。 
ゴンドウクジラ、バンドウイルカ、大西洋マダライルカ、マイルカらがアクロバティックな動きであなた
を驚かせてくれるでしょう。運が良ければ、時々マデイラを訪れることのあるカマイルカ、エスクリクチ
ウス属のクジラやシャチを見ることが出来るでしょう。 
お見逃しなく！ 
 
ご案内：このツアーは、バスとリブで行われます。８歳未満のお子様、首や背中を怪我されているお客

様、妊娠中の女性は参加をお控えください。クジラやイルカの目撃は保証できません。リブに
小部屋等はございません。ライフジャケットが用意されていますので、必ず着用ください。乗
車中、跳ねたりスピードが速かったりします。ヒールの無い歩きやすいゴム底の靴でご参加く
ださい。このツアーは天候次第で中止になる可能性があります。予約をする前に、このパンフ
レット内のガイドはシンボルへの手引きの下にある「アクティビティ・エクスカーション」と
「ビーチ/水関連」の段落を参照してください。 

 
 
サン・ビセンテの洞窟群 
THE CAVES OF SAO VICENTE 
ツアー番号：FNC037 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２５～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間 
 
マデイラの南西の海岸沿いをドライブすると、緑豊かな渓谷に囲まれた静かな村セラ・デ・アグアに着き
ます。少しの停車の間に写真撮影や現地の伝統的なバーを訪れ、ラムと蜂蜜で作られた「ポンチャ」を試
飲してみましょう。 
次に、サン・ビセンテの洞窟と火山活動センターに行き、地球の内部を探検しましょう。洞窟は４０万年
前の火山噴火の際に形成された溶岩管によってできたものです。火山性の鍾乳石である「溶岩のケーキ」
と不規則な形のブロックに感銘を受けることでしょう。洞窟の探検は火山活動センターで、約５００万
年前にマデイラを形成したときの再現３Ｄ映画で締めくくられます。 
フンシャルに戻る前にサン・ビセンテの自然の美しさと息を飲むような景色を楽しむための自由時間を
設けています。 
 
ご案内：このツアーは、バスと徒歩で行われます。地下では冷え込むためジャケットなどをお持ちにな

ることをお勧めします。起伏があり、濡れた地面を歩くのに適した靴が必要になります。洞窟
は滑りやすいので注意が必要です。このツアーは、起伏がある道を１時間ほど歩きます。 
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ディープシーフィッシング 
DEEP SEA FISHING 
ツアー番号：FNC010 
ツアー料金：大人＄２８５～ 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
マデイラは様々な大型魚の通り道として理想的な場所にあり、年間を通して様々な種が生息しています。 
フィッシングの目標となる種はマカジキ、ビンナガ、カマスサワラ、ドラドです。運が良ければ真旗魚と
白旗魚の両方に遭遇するかもしれません。素人から玄人まで、美しいマデイラの海を背景に楽しいフィ
ッシングを体験できます。 
「ビッグワン」が噛みつくのを待つ間、軽食やお飲み物をお楽しみください。 
 
ご案内：フィッシングをせず、ボート乗船のみのお客様は「深海フィッシングゲストオプション」へご

予約ください。このツアーは初心者の方から経験豊富な玄人の方まで楽しめます。妊娠中の女
性や小さなお子様は参加をお控えください。このツアーは、背中に問題のあるお客様には適し
ておりません。魚が釣れる保証はありません。時間はその日のコンディションや時期によって
変化します。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。 

 
 
ディープシーフィッシング 乗船のみ 
DEEP SEA FISHING – GUEST ONLY 
ツアー番号：FNC034 
ツアー料金：大人＄８５～ 
所 要 時 間：４時間３０分 
 
ディープシーフィッシングのツアーに参加する家族や友人の付き添いとして一緒に乗船しましょう。 
マデイラは様々な大型魚の通り道として理想的な場所にあり、年間を通して様々な種が生息しています。 
フィッシングの目標となる種はマカジキ、ビンナガ、カマスサワラ、ドラドです。運が良ければ真旗魚と
白旗魚の両方に遭遇するかもしれません。マデイラの美しさに囲まれながら、船上でのゆっくりとくつ
ろいでください。 
家族や友人の竿に「ビックワン」がかかるまで、軽食やお飲み物をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと釣舟で行われます。家族又は友人が FNC010深海フィッシングツアー

に参加されている方のみ予約可能です。このツアーの予約者は、乗船はできますがアクティビ
ティには参加できません。妊娠中の女性、背中に問題のある方はこのツアーへの参加をお控え
ください。魚が釣れる保証はありません。時間はその日の状況や時期によって変化します。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。予約をする前に、このパンフレ
ット内のガイドはシンボルへの手引きの下にある「ビーチ/水関連」の段落を参照してくださ
い。 

 
 
ジープで冒険 
JEEP ADVENTURE 
ツアー番号：FNC024 
ツアー料金：大人＄８９～ 
所 要 時 間：４時間 
 
美しい景色を眺めながら小川を越え、渓谷に沿って曲がりくねった山道を走ります。島固有の植物ラウ
リシルヴァを観察する良い機会です。 
オフロードを走行する冒険のスリルを味わい、島の壮麗な景色を眺めながらガイドの興味深い説明に耳
を傾けてください。 
ツアーの途中、軽い飲み物で休憩を取ります。 
 
ご案内：このツアーはジープにて行われます。走行の行程は現地の状況によって決まります。激しく揺

れの多い山道を走行しますので、怪我をしていたり健康上に問題のある方にはお勧めできませ
ん。妊娠中の方や１３才未満のお子様は参加をお控えください。各ジープはシートベルト付き
ですので、ベルト着用を必ずお願いします。軽装でご参加ください。また、山の上は涼しいこ
ともありますのでセーターか軽めのジャケットをお持ちください。 
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リーズにて二人のためのティータイム 
TEA FOR TWO AT REID’S 
ツアー番号：FNC043 
ツアー料金：大人＄１８９～ 
所 要 時 間：２時間 
 
専用車が港から直接、マデイラで最も有名なホテルである豪華絢爛なリーズ・パレスへお連れします。 
岬の崖の上のドラマチックな場所で、リーズはフンシャル湾の広大な景色を提供します。前世紀に建て
られ、きれいに保存されてきたインテリアはあなたを過去へと誘うでしょう。本格的なアフタヌーンテ
ィーをお楽しみください。一口サイズの繊細なサンドイッチ、焼きたてのスコーン、自家製のペーストリ
ーを様々な種類の紅茶と共にお選びください。お好みのティフィンをお召し上がりになりましたら、ブ
ドウやゼラニウム、ハイビスカス、サルビアの展示がある緑豊かな熱帯庭園をゆっくりとお散歩してみ
ましょう。 
 
ご案内：このツアーは車で行われます。このツアーは、車両単位で販売されています。もし大人１枚分

のチケットをご購入されると、最大２名様までアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。
ホテル内の庭園では、２０段ほどの段差と傾斜があります。リーズには厳しいドレスコードが
あります。ジーンズ、Tシャツ、ショーツ、運動靴やサンダルは禁止となります。テラス又は
カクテルバーでお茶が用意されます。 

 

 
のんびり廻るマデイラの景観 
LEISURELY SCENES OF MADEIRA 
ツアー番号：FNC042 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄２２～(３～１２歳) 
所 要 時 間：４時間 
 
贅沢な景観を楽しむツアーは起伏の多い西海岸へのドライブで始まり、途中、ウインストン・チャーチル
卿が絵に画いた美しい漁村、カマラ・デ・ロボスを通ります。 
ユーカリの森を抜け、カボ・ジラオに到着します。見事な展望台より世界で２番目に高い海岸にそそり立
つ絶壁をご覧になれます。ここからは山の斜面を切り崩してできた台地も眺めることができます。 
ピコ・ドス・バルセロスでこの島の本来の美しさがわかります。フンシャルを遠くに望み、緑の丘陵に散
らばる周辺の村の景色をご覧ください。フンシャルと南部沿岸の素晴らしい景色と南部沿岸を楽しんだ
後は曲がりくねった道をエイラ・ド・セラードに向かって走ります。短い登り坂を歩くとピコ・デ・セラ
ード展望台に着き、写真撮影の小休憩を取ります。マデイラ島の最高峰や１６世紀にサンタクラーラの
修道女が海賊の攻撃から逃れる為に住んだとされる人里離れた村キュラ・デス・フレーラスを眼下に見
る事ができます。 
エイラ・ド・セラードの代表的なホテルの１つで休憩を取り、ゆったりとコーヒー、紅茶やマデイラ島の
有名なマデイラワインを自家製ケーキと共にお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。展望台には起伏のある道や階段がありますが景色はバスの

中からでもご覧になれます。ドライブの途中、急な坂道のヘアピンカーブがありますので眩暈
を持病に持つ方には影響が出る恐れがあります。 

 

 

マデイラ サイドカーツアー 
MADEIRA SIDECAR TOUR 
ツアー番号：FNC053 
ツアー料金：大人＄１１５～ 
所 要 時 間：２時間 
 
髪をなびかせる風や、空を飛ぶ鳥のような自由さを感じたい方にお勧めのツアーです！マデイラは、自
然豊かなテラスの風景や壮大な花畑などの美しい景色で有名です。このツアーでは、これらを斬新な方
法で楽しめます。 
２種類あるルートのどちらに進みたいのかを専属ドライバーに伝えることができます。また、速度や巡
る順番なども自由に決めることができます。１つ目のルートでは東に向かい、旧市街の雰囲気、Pináculo
のフンシャル湾の景色とキリストの武装した彫像があるガランジャウなどをご覧になれます。もう一つ
のルートでは西に向かい、カマラ・デ・ロボスの伝統的な漁村、絵に描いたように美しい海辺、全長５８
０メートルの海上に作られたガラス張りの床を歩き、下に広がる海の景色を眺めることのできる
Estreito de Camara と CaboGirãoの風景をご覧になれます。 
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ご案内：ツアー料金はバイク１台の値段です。大人１名分のチケットで２名様まで乗車することが出来

ます。８歳以上の方が参加できます。参加者はサイドカーの乗り降りをスムーズに行える必要が
あります。旅行時の天候や交通機関の状態により、旅行のスケジュールが変更される可能性があ
ることにご注意ください。悪天候の場合は見通しの良い場所からの景色は保証されません。各サ
イドカーは最大２名乗車できます。１人はドライバー（ガイド）の後ろに座り、もう１人はサイ
ドカーに座ります。 

 

 

マデイラの庭園 
THE GARDENS OF MADEIRA 
ツアー番号：FNC047 
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄５０～(３～１２歳)  
所 要 時 間：４時間３０分 
 
キンタ・デ・パルヘイロの庭園はフンシャルから車ですぐのカマチャへ行く途中にあります。庭園は１８
世紀に当時庭を所有していた Conde de Carvalhalのために作られたもので、当時の植物の中には、ツバ
メの道を含め今日まで残っているものもあります。長年にわたり、多くの熱帯および亜熱帯植物が持ち
込まれ、庭園はマデイラの動植物の魅力的な象徴となっています。この緑豊かな静かな場所にあるキン
タのティーハウスでアフタヌーンティーをお楽しみください。その後、モンテパレストロピカルガーデ
ンへと向かいます。世界各地の美しい木々を随所に見ることができる絶好の場所です。庭は７０，０００
平方メートルの面積を誇り、多種多様な鯉が生息する池が数か所あります。また、世界の様々な地域の植
物を見ることもでき、旅行者に人気となっています。モンテパレストロピカルガーデンを訪れると、歩道
やその横の植え込みに沿って配置された大規模なタイルパネルのコレクションを見ることが出来ます。
これらのパネルは１５～２０世紀につくられたもので、ナショナル・タイル・ミュージアムの次に国内で
最も重要なコレクションと考えられています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。庭園内では起伏を含む場所も歩きます。ヒールのない歩

きやすい靴でご参加ください。 
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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。 


