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クイーン・エリザベス 
  

ビッグバンド・ボール ５日間  
ショアエクスカーション案内 

 
 

 

ロッテルダム 

 

 

 

 

  

ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 
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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。 
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【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 

ビッグバンド・ボール ５日間 

ショアエクスカーション案内 
 
 
ロッテルダム 
ROTTERDAM 
 

 
アムステルダム自由散策 
AMSTERDAM ON YOUR OWN                      
ツアー番号：RTM008 
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄２８～(３～１２歳)                  
所 要 時 間：約８時間  
 
もし１人で自由に自分のペースで観光することがお好きでしたら、このツアーはあなたにぴったりです。
バスでアムステルダムの中心に向かいます。 
約４時間、アムステルダムの活気あふれる景観とみどころをご自由に探索していただきます。どこを最
初にまわるか悩ましいことでしょう！アムステルダムは世界中で最もカラフルな街の一つと言われ、ま
さにその通りです。他にも有名な美術館や居心地の良い酒場、物珍しい店やアムステルダムの花市場な
ど、興味を引く場所が多々あることでしょう。 
おそらくあなたはアムステルダム国立美術館、アムステルダム市立美術館、そしてレンブラントハウス
美術館を含むこれらアムステルダムの素晴らしい美術館の中から一つを選び訪れることになるでしょう。
ファン・ゴッホの絵画コレクションを世界で最も多く所蔵しているファン・ゴッホ美術館もあります。シ
ョッピングを楽しんだり、コーヒーを飲みながらリラックスしたりもできます。 
決められた時間にご集合の上バスにてロッテルダムへ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ロッテルダムからアムステルダムまでの移動時間は

約１時間３０分を予定しておりますが、交通状況によって左右されます。あらかじめご了承くだ
さい。このツアーにはガイドがついておらず、昼食と入場料も含まれておりませんのでご注意く
ださい。 

 
 
ハーグとデルフト 
THE HAGUE AND DELFT                      
ツアー番号：RTM010 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３０～(３～１２歳)                 
所 要 時 間：約４時間３０分 
 
オランダの村の中でも静かな場所を通り、デルフトを目指します。デルフトは、デルフトブルーの陶器と
名高いオランダ人画家であるフェルメールの生まれ故郷で有名です。到着後、ガイドとともに狭い道を
通り、可愛らしい１７世紀の街の運河、石畳の路地、破風造りの家を巡ります。 
デルフト工房は、他の大量生産している工房と違い、１６５３年に創立以来変らぬ技法で丹念に名高い
陶器を製造しています。ガイドによる工場案内と、職人達によるデルフトの作品を仕上げていくハンド
ペインティングのデモンストレーションをお楽しみください。デルフト工房内のショップは一見の価値
ありです、ぜひお立ち寄りください。 
ツアーはオランダ政府の所在地であるハーグへと続きます。国際司法裁判所がある壮観な平和宮を含む
景観を見ることができます。大きな広場、広い道、印象的な建物、立派な邸宅、そして宮殿のような大使
館とともに、貴族的な街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。約３０分歩きます。デルフトの道は起伏がある石畳で

す。 
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アムステルダム名所観光 
THE BEST OF AMSTERDAM 
ツアー番号：RTM027 
ツアー料金：大人＄１０９～ 子供＄４６～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
風光明媚なドライブを楽しみながら、活気に満ちた街アムステルダムへとご案内します。 
旅の途中、オランダの歴史のシンボルである農場や、運河、風車が点在している低地地方を巡ります。 
アムステルダムに到着後ガイドと共に街を散策します。ダム広場、アムステルダムの王宮、アムステルダ
ム新教会を含む見どころを巡っていきます。 
また、有名なアムステルダムの花市場やムント塔も訪れます。市内では約１時間の自由時間があります。
その後、地元のレストランにて昼食をお召し上がりください。 
運河のクルーズに乗らずしてアムステルダムを訪れたとは言えません。ツアーの最後に運河のクルーズ
を体験できます。９６キロメートル以上の水路を有しているため、アムステルダムはヴェネツィアより
も運河と橋の数が多いのです。それ故に、運河のクルーズは水路の景観を知るのに最も良い手段の一つ
となっています。ガラス張りの船から、かつて財を成したオランダ商人の立派な家、一風変ったボートハ
ウス、アンネ・フランクの家、他多数の目を引くものを全て、写真に収めることができます。 
 
ご案内：このツアーはバス、船、そして徒歩にて行われます。ロッテルダムからアムステルダムへの移動
時間は片道約１時間３０分です。このツアーは約１時間３０分の歩行が含まれます。自由時間中歩く距
離は、お客様の計画によって異なります。数は限られておりますが、船ではお手洗いがご利用いただけま
す。船に乗るためには急な段差があります。市内での自由時間は約１時間の予定ですが、交通状況によっ
て左右されます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
 
 
キンデルダイクの風車 
KINDERDIJK WINDMILLS                      
ツアー番号：RTM016 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３０～(３～１２歳)                  
所要時間：約４時間 
 
ロッテルダムの郊外をドライブし、穏やかな運河と小さな農場が入り混じる風景を車窓にダッチ・ポル
ダランドを通り、キンデルダイクの近くまで走行します。 
キンデルダイクには、１７４０年に設置された当初の１９台の風車があり、その多くは今でも順調に動
いています。これらの風車はオランダで最も古く、よく知られた観光地でもあります。１９９７年に世界
遺産に登録されたこの風車を探検することができます。また、風車の持ち主が今でも稼動している風車
の内部を案内してくれます。 
ドライブ中にロッテルダムの歴史地区であるデルスハーフェンを通ります。デルスハーフェンはロッテ
ルダムの一部となってまだ１００年余りしか経っていません。１６２０年にこの地からピルグリムファ
ーザーズ（清教徒団）がアメリカを目指して出帆しました。船に戻る前に写真撮影の時間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。石畳の道を約１時間半歩きます。風車の中には急な段
差があります。 
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ゴーダ探訪 
DISCOVER GOUDA 
ツアー番号：RTM028 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３０～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
風光明媚なドライブを楽しみながら、オランダで歴史的に栄えるゴーダの街へとご案内します。ゴーダ
の街は地元で生産されるチーズで有名ですが、それ以外にも美しい建物や古くから使われる運河、魅力
的な店も街の見どころです。オランダを代表する街の一つであるゴーダには、その他にも数々の見どこ
ろがあります。 
街に到着後、知識豊富なガイドと共に伝統ある市街を巡ります。聖ヨハネ教会を訪れ、その後街の中心街
へ向かいます。 
マーケット広場では、１５世紀から続き、国内で最も由緒あるゴシック様式の市庁舎を訪れます。反対側
には１６８８年に建てられた新古典主義建築が見られます。かつてその建物ではチーズや工芸品の重量
が測られ、取引が行われていました。現在は現地のチーズや工芸品といった展示する博物館になってい
ます。その後はゴーダ市街を自由に散策して、バスで船へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。約１時間３０分歩き、数段の段差を越えます。自由時
間中歩く距離は、お客様の計画によって異なります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
 

 
ゆったりロッテルダム観光 
LEISURELY ROTTERDAM                      
ツアー番号：RTM003 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２２～(３～１２歳)                  
所 要 時 間：約２時間３０分 
 
風光明媚なロッテルダムの観光地をバスで巡るツアーです。古いファン・ネレ工場、ホフプレインに位置
する市の商業地区であるウィーナへとご案内します。さらに、キューブハウスとロッテルダムで最も大
きいモスクであるメブラーナモスクもご覧になれます。その後、市の主要な商業道路であるコールシン
ゲルを通ります。そして、市役所や市の見どころを巡っていきます。 
活気ある港のデルフスハーヴェンはロッテルダムの自治町村であり、ニューウェ・マース川の右岸に位
置しています。１４世紀から丁寧に保護されている歴史の町として栄えており、有名な風車、美術館、そ
して立派な商業倉庫が大切に保存されています。ガイド付きの短い徒歩ツアーの間、個性にあふれる町
並みを発見し、過去の生活様式を感じてみてください。デルフスハーヴェンはエラスムスの生まれ故郷
であり、アメリカの“ピルグリム・ファーザーズ”が出発した港です。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。石畳の道を約３０分歩きます。 
 
 
初めてのアムステルダム 
INTRODUCTION TO AMSTERDAM 
ツアー番号：RTM026 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄３２～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
国際色豊かなアムステルダムの都市に到着後、運河を巡る船着き場まで歩きます。ガラス天井のボート
に乗船しリラックスした時間を過ごしながら、ユネスコの世界遺産に認定された由緒ある地区を通りま
す。魅力的な破風造りの家や美しい教会、アンネ・フランクの家といった景観をお楽しみください。 
アムステルダムでは、自由に市内を探索したり、昼食をとったりするための約２時間の自由時間があり
ます。決められた時間にご集合の上、バスにてロッテルダムへ戻ります。 
 
ご案内：このツアーは、バス、運河の船、徒歩にて行われます。 ロッテルダムからアムステルダムまで
の移動時間は片道約１時間３０分です。船に乗るためには急な段差があります。数は限られていますが、
運河の船ではお手洗いがご利用いただけます。このツアーには、食事は含まれていません。自由時間は約
２時間を予定していますが、交通状況によって左右されます。 
 
 

  



7 
 

 
デルフトブルー  
DELFTS BLUE                      
ツアー番号：RTM017 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３０～(３～１２歳)                  
所要時間：約４時間 
 
景色を楽しみながら、デルフトまでドライブします。デルフトで一番有名なのは陶磁器ですが、ここは画
家フェルメールの生誕地でもあり、またウイリアム・オブ・オレンジ公が暗殺された所でもあります。運
河や石畳の狭い通路や切妻造りの家が立ち並ぶ魅力的な都市をガイドと一緒に短時間歩きます。 
ガイドがマーケット広場のカフェにご案内しますので、コーヒー、又は紅茶でお寛ぎください。 
そのあと、デルフトでお土産品を探す自由時間があります。 
デルフト工場では未だに１６５３年に工場が創立した当時と同じ技法で陶磁器を作っています。工場で
絵付師が手書きで絵付けをしてユニークな作品を仕上げていく様子を見学します。 
デルフト工場を見学したのですから工場の売店で買い物をしない手はありません。 
 

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。石畳の道を約４５分歩きます。 
 
 
マウリッツハイス、ハーグとデルフトのフェメールセンター 
MAURITSHUIS, THE HAGUE & VERMEER CENTRE DELFT 
ツアー番号：RTM024 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄５９～（３～１２歳）  
所要時間：７時間３０分 
 
かの有名なオランダ人画家であるヨハネス・フェルメールが生まれた村である、デルフトへ向かいます。
ここでは、１７世紀のフェルメールを垣間見ることができるフェルメール・センターを訪れます。彼は生
涯で３７もの絵画を完成させましたが、オランダには７つしか絵画が所蔵されておらず、デルフトには
そのうち 1 つも所蔵されていません。そのためセンターにはフェルメールの代表作である「真珠の耳飾
りの少女」を含む、本物の作品と同じ大きさのレプリカが展示されています。音声ガイドとともに、自由
にセンターを見学しましょう。 
その後、少し歩いてマルクト広場を訪れ、昼食を自由にお楽しみください。 
他のグループと合流したらバスでハーグに向かい、マウリッツハイス美術館を訪問します。１７世紀に
建造されたこの美術館は Royal Cabinet of Paintingsの聖地であり、オランダ黄金時代の絵画を始めと
した作品を計８４１点保管しています。 
美術館では少人数のグループに分かれ、専門知識を持ったガイドと共に美術館の展示室を巡ります。フ
ェルメール作の「真珠の耳飾りの少女」、カレル・ファブリティウス作の「ゴシキヒワ」、そして「若い牛」
をご覧ください。また、館内にはレンブラント・ファン・レインにささげた一室も現存しています。港に
帰る前に、美術館の自由散策をお楽しみください。 
 
ご案内： このツアーはバスと徒歩にて行われます。約２時間歩き、数段の段差を越えます。自由時間

中に歩く距離は、お客様の計画によって異なります。マウリッツハイス美術館のガイド付きツ
アーは１グループ最大２０名です。美術館内では、フラッシュ付きの撮影は禁じられていま
す。 
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Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショアエクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

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

お客様にキュナード社の責任について説明しています。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ショアエクスカーションの代金 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

す。 
 

出発時間と日程 

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

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

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

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

ョンの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

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

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

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

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

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

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

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

時間や料金などが変更になっている場合がありますのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り
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上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ

ライザーから行って頂けます。一部のショアエクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも早めに設定された

取消締切日のショアエクスカーションもありますので、詳細はツアー案内書の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

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

取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全額返金いたします。

ショアエクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジットカード又はデビットカードへ

全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショアエクスカーションの取消はツアーチケットを船内

のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

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

返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念ながら返金できません。全

ショアエクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショアエクスカーションは催行されま

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

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

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

ードクレジットを臨機応変に手配します。 
 
ガイド付き専用車の手配 

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

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

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

が発生します。船内口座に請求されます。 
 
交通手段 

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

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

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

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

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

は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

 


