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 ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク]  

英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 【健脚レベル：低】観光バス等によるツアー。 

平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り下りを伴います。 

 
【健脚レベル：中】上記よりアクティブなツアーです。 

ある程度の距離の歩行や階段の上り下りを伴います。 

 
【健脚レベル：高】さらに活動的なツアーです。 

体力的に自信のある方のみにお勧めします。 

 【ショッピング】ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 

 【食事付き】ツアーに食事が含まれています。 

 【休憩付き】ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 
【ファミリー】ファミリーにおすすめです。 

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

日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・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。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【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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ブリスベン 

BRISBANE 
 
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＄１５４～ 
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、直感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、飲み物も購入できます。また、途中で写真撮影の時間があります。 
 
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がありますので、サロンや長くて緩いズボンなどのゆったりした洋服
は着用しないでください。 

 
 
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＄１７９～  
所要時間：８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
放牧場の産物が作られ、食卓に上が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。 

 
 
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＄６３～（３～１２歳） 
所要時間：７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。 
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
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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。特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、ワニのショーや動物の話、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です。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。 

 
 
‘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、街で人気のパブの一つを訪れましょう！ 
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。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パブ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。 

 
 
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＄６２～ 子供＄４９～（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訪ねたりと自由にお過ごしください。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

下車場所は、サーファーズ・パラダイス乗換駅（バス停）となります。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。泳がれる方は、旗の立って
いる範囲内でお願いします。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。 
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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＄７８～ 子供＄５４～（３～１２歳） 
所要時間：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
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。 
ここでは、飼育員による解説や動物によるショーが毎日開催されていて、柵の向こう側を自由に歩き回
るカンガルーやワラビーに餌を与えることもできます。時間があえば、コアラを抱いて写真を撮ること
ができるかもしれません（有料） 
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。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。コアラの公開フォトセッションに参加できるかは混雑状況によります。このツアー自体に
はコアラのフォトセッションは含まれていません。 

 
 
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＄９２～（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したり、
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！お腹がすいた時や、喉が渇いたときは、多く設置されている飲食店でいつでも飲み物や軽食を購
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運航して
いない可能性があります。 

 
 
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＄６８～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：４時間３０分 
 
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
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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。続いてマウント・クーサ展望台を訪れます。展
望台からは、市内のモダンでおしゃれな摩天楼や絵のように美しい郊外の風景など、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できます。 
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。 

 
 
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＄１１４～ 子供＄８９～（３～１２歳） 
所要時間：６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。 
 
 
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＄８５～ 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。８歳未満のお子様は参加できません。このツ

アーには１１４キロの体重制限があります。参加者は体調がよく、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混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。日焼け止めとボトル入りの水は用意されています。 
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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＄１５３～ 
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
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。 

 
 
レッドランズ・トレール散策とワインテイスティング 
Redlands Trail Walk & Wine Tasting 
ツアー番号：BNE015 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄６６～（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を楽しみましょう。散策の途中で、ブッシュタッカーやリリーピリーな
どの野草の群生地についての知識を学べます。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、絵画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。この土地は野生の低木林が茂るラグーンと共に存在し、自然の美しさを誇っています。ここでは
地下室でワインの試飲を楽しむことができ、お土産用のワインを１本受け取ります。 
オーストラリアの自国の低草原地帯の知識が広がり、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。 

 
 
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＄９９～ 子供＄５１～（３～１２歳） 
所要時間：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ズ・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。 
サーファーズ・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たりしてお寛ぎください。 
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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、数段の階段があ
り、ボートのアッパーデッキへは１０段の階段があります。クルーズの時間は約１時間で、キュ
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。予約をされる前に Voyage Personaliser の
予約画面にある‘Beach / Water Related’のセクションを必ずお読みください。ビーチで泳ぐ
方は旗の立っている範囲内で泳ぎ、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。 

 
 
 
アロタウ 
Alotau 
 

 
ミルン湾の戦い  
The Battle of Milne Bay 
ツアー番号：GUR002 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄５０～（３～１２歳）  
所要時間：２時間 
 
ミルン湾の戦いはオーストラリア軍と１９４２年の８月２７日から９月７日に行われた日本軍の侵攻に
おける太平洋戦争の流れに重要な関わりを持ちます。 
まずは、アロタウの近郊をドライブで巡り、ジョン・フレンチ伍長の記念碑を見に行きます。この地域に
住む人々に、ミルン湾の戦いがどれほど大きな影響を及ぼしたのかを学びましょう。また、ミルン湾の息
をのむような景観が見られる上に戦いの概要も学べる、the Hiwe Hiwe Look Outも訪れます。 続いてカ
インコに向かう途中、一番の激戦地であった㎅ミッションを通り過ぎます。この場所はオーストラリア
空軍のリーダーであったピーターセントジョーンズターンブルがミルン湾の戦いで戦死した場所であり
第二次世界大戦中の第三臨時滑走路のあった場所です。町に戻り２００２年に沿岸部に建てられたオー
ストラリアの戦没者の記念碑を訪れます。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。この地域のバスはごく基本的なものでエアコン

設備や PAシステムは付いていません。このツアーでは約３０－４０分歩きます。 
 
 
アロタウの文化フェスティバル体験  
Alotau Cultural Festival 
ツアー番号：GUR004 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄４０～（３～１２歳）  
所要時間：２時間 
 
ミルン湾の地元の生活にはクヌとクンドゥの太鼓が大きく関わっています。長い歴史を通し、二つの太
鼓は儀式などに広く使われ、特別な木材を使用し注意深く作られています。厳格な風習の元に作り出す
ことが神を鎮めるとされています。アロタウの訪問では小規模のクヌとクンドゥのお祭りを再現した特
別なイベントで、その色と音を感じてください。 
会場では最大２５名が乗り込める装飾されたロパワーのカヌーや伝統的な漕技法を展示している他、
様々な行事や出し物を見ることができます。出し物も充実しており、色とりどりの民族衣装に身を包ん
だダンサー達の踊りも見られます。ショーの終わりには旅の記念にダンサーと太鼓奏者と共に写真を撮
るチャンスもあります。地元のコーラスでは伝統的な歌を披露、また電子レンジやオーブン、ガスを使
わない伝統的調理方法での料理の披露もあります。並べられた手工芸の中からミルン湾州とパプアニュ
ーギニアのお土産として地元で作られた製品を購入する事もできます。パプアニューギニア文化のるつ
ぼに触れるまたとない機会です。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。ツアー代金には入場料とミルン湾学習センター

への移動代が含まれています。バスは港とフェスティバル会場の間を定期的に運行します。こ
の地域のバスはごく基本的なものでエアコン設備や PAシステムは付いていません。フェステ
ィバルはツアーにお申し込みの方専用のものです。パプアニューギニアの人々は最小限の衣服
を身にまとい部分的に肌を見せています。お買い物には現地通貨またはオーストラリアドルを
ご用意ください。 
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アホイマの文化体験 
Ahoima Cultural Experience 
ツアー番号：GUR003 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄５０～（３～１２歳）  
所要時間：２時間 
 
この心に残るツアーは町や早いペースで進む現代社会から遠く離れ、どこにも見られることのない、伝
統と文化、風習の世界へ入り込みます。 
まずドノバナにて伝統的な歓迎の儀式を受け、パプアニューギニアのビートルナッツの重要性を知りま
す。メラネシアのおもてなしを体験し、ジャングルの植物の中から鉄綿の代用品と惚れ薬を見つけ出す
方法を習います。ここの生活様式では日課は皆でこなすことにより楽しくなるとされます。家族一人ひ
とりの幾つかの日常的な活動を体験する機会もあります。伝統的衣装に身を包んだ若手のダンサーの創
造性に驚くことでしょう。エネルギッシュな種族による楽しいダンスを披露してくれます。続けてゲイ
ゲイへ向かい、近代的且つ伝統的な魚釣りの漁法を習います。泳いだり、釣り用のカヌーを漕いだり、
村の庭でとれた新鮮な生産物を試すこともできます。地元のセレナーデの歌を聞き、子供たちとゲーム
や遊びをする機会もあります。  
帰路は美しい海沿いの景色を楽しみ、現実の世界へと戻る中、ツアーで出会った人たちを思い出すこと
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。この地域のバスはごく基本的なものでエアコン

設備や PAシステムは付いていません。パプアニューギニアの人々は最小限の衣服を身にまと
い部分的に肌を見せています。底の平らな歩き安い靴と防水性の服装をお勧めします。泳がれ
る方は事前に水着を着用しタオルと日焼け止めをお持ちください。マリンシューズを履き、濡
れても構わないトレイナーを着用してください。 

 
 
アロタウの見どころ 
Alotau Highlights 
ツアー番号：GUR001 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄５０～（３～１２歳）  
所要時間：２時間 
 
町を見下ろす展望台からツアーは始まります。アロタウとかつての州都サラマイの位置関係を把握しま
しょう。ツアーを通してミルン湾の戦いが世界をどう変えたか、そして何故町をすべてアロタウに移し
たかを知ります。実際にそれらを行った人々に会う機会もあることでしょう。 
ガイドからミルン湾地区で初めて設立されたカメロン高校をはじめとした、訪問するいくつかの場所に
纏わる話を聞き、高校では笑顔と歌で迎えられ、校内を見学、従来の活動の一つであるこの沿岸地域の
伝統的な文化的遺産といえるフェイスペインティングを含む手工芸を見学します。 
その後、地元の市場を散策するために町の中心部に戻ります。ガイドが新鮮な果物や野菜、工芸品など
を紹介してくれます。もちろん購入することも可能です。 
帰路に、興味深い伝統的な生活習慣と現代的生活習慣の融合をみることで、アロタウとミルン湾州に更
なる興味を覚えることでしょう。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。この地域のバスはごく基本的なものでエアコン

設備や PAシステムは付いていません。約１時間歩きます。露店などの商店は現地通貨の使用
のみとなります。 

 
 
ワガワガ島でのシュノーケリング-少人数でのオプション  
Waga Waga Island Snorkel - Small Group Option 
ツアー番号：GUR006 
ツアー料金：大人＄１１５～   
所要時間：４時間 
 
美しい周囲の環境に囲まれた the Driftwood Resort は賑やかなアロタウの町から少し車で離れたところ
にある熱帯の隠れ家のようなところです。ここからミルン湾の南岸にあるワガワガ島へボートで向かい
ます。鉄製の難破した帆船 Muscootaに関する裏話を聞き、海洋生物も探しながら、澄みきった海の中に
沈む難破船の周りをシュノーケリングしましょう。 
リゾートに戻ったら、海に面したバンガロースタイルのレストランでおいしいシーフードのランチを食
べます。その後、時間が許せば、小さな砂浜や桟橋、植物の生い茂った庭などを散策しましょう。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。この地域のミニバスはごく基本的なもので、エ
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アコン設備や PA システムは付いていません。お子様は参加できません。ランチの時には、一
杯のソフトドリンクが提供されますが、追加の飲み物も直接購入できます。現地通貨をお持ち
ください。シュノーケリングに参加する人は泳げるうえに健康でなければなりません。参加者
はボートからシュノーケリングの際に水中に飛び込む必要があります。服の下に水着を着て、
タオル、ボトル入りの水、日焼け止めをお持ちください。買い物には現地通貨が使えます。 

 
 
タワリ・リゾートでのシュノーケリングとスクル・ケイブ-少人数でのオプション 
Tawali Resort, Snorkel & Skull Cave – Small Group Option 
ツアー番号：GUR007 
ツアー料金：大人＄１９０～  
所要時間：８時間 
 
タワリ・リゾートはミルン湾を望む火山の崖の上にあります。ボートでしかそこに行くことはできませ
ん。この地は本島から離れているため静寂に包まれており、また驚くほど美しい景色が見られます。 
バスに乗った後、リゾートへボートに乗って向かいましょう。海岸には the House Reef があり、そこで
は海洋生物を観察しながら海中を探検することができます。また、少しリラックスする時間をとったり、
おいしい現地様式のビュッフェランチを楽しむこともできます。 
続いて、少しボートに乗って、少し不気味でもあり、しかし魅力的なスクル・ケイブに向かいます。到着
後、洞窟まで歩いていき、現地民の祖先のものとして信じられている頭蓋骨を見ましょう。洞窟から出た
ら、現地の人々から手作りの物品を購入することができます。 
最後に、ボートに乗って戻って、アロタウに戻るためのバスに乗ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスとボート、徒歩にて行われます。参加人数が限られていますので、お早

めにお申し込みください。この地域のミニバスはごく基本的なものでエアコン設備や PAシス
テムは付いていません。タワリへは片道で約１時間３０分ほどです。現地の道路は舗装されて
おらず、でこぼこな箇所もあります。段差を含む起伏のある道を歩きます。ヒールの無い靴で
ご参加ください。シュノーケリングに参加する人は泳げるうえに健康でなければなりません。
参加者はボートから水中に飛び降りることが求められます。服の下に水着を着て、タオル、ボ
トル入りの水、日焼け止めを持ってきてください。買い物には現地通貨が使えます。 

 
 
 
パプアニューギニアの料理 
Culinary Delights of Papua New Guinea 
ツアー番号：GUR005 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄６０～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
各文化にはそれぞれの料理が定義付けられており、自宅のキッチンで思い出の味を再現することは旅行
先を思い出すとても良い方法といえるでしょう。パプアニューギニアの食材は新鮮なフルーツと野菜、
サツマイモ、タロイモそしてココナッツを使用している点に特徴があります。マスリナロッジにて多く
のパプアニューギニア料理を習いましょう。グループに分かれ、新鮮な地元の食材を使った伝統的な土
鍋料理の準備をします。アロタウで初めてホテルとして建てられたロッジではくつろぐ時間もあるでし
ょう。大規模ではないもののユニークな第二次世界大戦の記念品コレクションを見ることも、バーでド
リンクを飲んだりプールに浸かってくつろいだりすることもできます。 
土鍋料理のランチの準備が整ったら、皆で腰かけてフルーツを楽しみ、お腹一杯になったらレシピを手
にして船に戻りましょう。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。料理の準備をお手伝いする形となり、すべての

過程をご自身で行うものではありません。泳がれる方は水着、タオル、日焼け止めをお持ちく
ださい。この地域のバスはごく基本的なものでエアコン設備や PAシステムは付いていませ
ん。 
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ラバウル 
RABAUL 
 

 
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＄１１７～ 子供＄５４～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
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、日本軍のトンネルを訪れます。い
かにして日本軍が、丘の側面部に複数の入り口を持つトンネルの中に通路を築いたのか、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にて行われます。ツアーの順序は逆順と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。 
 
 
ラバウルの見どころ 
Rabaul Highlights 
ツアー番号：RBL002 
ツアー料金：大人＄１１７～ 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、レバラナカイアの三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、ラバウルの景観ドライブを楽しみながら、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にて行われます。温泉にあまり近づかないようご注意ください。ツ

アーの順序は逆順と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。 

 
 
 
マニラ 
MANILA 
 

 
ブラカン歴史観光 
Bulacan Heritage Tour 
ツアー番号：MNL009 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３９～（３～１２歳）  
所要時間：５時間１５分 
 
まず初めに、１８８８年にマロロス市に建造されたバラソアイン教会を訪れます。１８５９年にアウグ
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スチノ会宣教師らによって設立されたこの教会は、内部の装飾や展示物で有名です。１９７３年からは
国立聖堂に登録されています。 
その後、フィリピン国家歴史委員会により現代風になった初の国立博物館である、１８８９リパブリッ
ク博物館を訪れます。この博物館では、特に旧植民地時代から独立を達成するまでのフィリピンの歩み
に焦点が当てられています。１５８０年に建立されたカサ・レアル堂も訪れます。ここは、スペインとア
メリカによって占領されていた際、マロロス地区で権力の象徴となっていました。また、フィリピン第一
共和国時代には国立博物館、印刷所として使用されていました。激動の時代を見つめ続けてきたこの建
物は、１８５２年に修復され、現在では博物館、図書館として使用されています。 
次に、マロロス大聖堂を訪れます。この聖堂はアワー・レディ・オブ・イマキュレート・コンセプション・
マイナー・バシリカとしても知られています。船へと戻る際、Kameztisuhan Streetを通ります。ここで
は、この街の長い歴史を物語る伝統的な家並みを見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは約２時間３０分歩き、３０段の階段

を上ります。バス内では軽食が提供されます。 
 
 
ゆったりマニラ観光とお茶 
Leisurely Manila and Tea 
ツアー番号：MNL008 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４０～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
港に到着後、バスに乗り込み景観ドライブに出発します。初めにスペイン植民地時代に形成された城壁
都市イントラムロスの眺めをお楽しみください。次に、スペイン、アメリカ、日本の入植者によって１９
４５年の崩壊まで軍事司令部として使用されていたサンチャゴ要塞を見ることができます。１９５３年
に開始された復元作業は現在も続いています。 
その後、写真撮影のためにマニラ大聖堂にて一時停車します。再びバスに乗った後は、カサ・マニラを通
過します。サン・アグスティン教会にもご注目ください。この教会は、１５８７年から１６０４年にかけ
て建設されたフィリピンに現存する最古の教会です。また１９４５年のマニラ解放時、イントラムロス
が瓦礫と化した際に、無傷で残った唯一の建物でもあります。さらに景観ドライブを続けると、ココナッ
ツ・パレス、フィリピン文化センター、フィリピン国際会議場、マカティ金融街、アメリカ人墓地などを
見ることができます。 
リサール公園で写真撮影のために一時停車した後、マニラホテルへ向かいます。ホテル到着後は、サンド
イッチ、ケーキと一緒にお茶、またはコーヒー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。このツアーでは約２０分歩きます。食事場所へ向か

うには、約５段の階段を上る必要があります。 
 
 
マニラ旧市街の魅力 
Charms of Old Manila 
ツアー番号：MNL001 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：約３時間４５分 
 
 
ゆったり寛ぎながらマニラ湾から旧スペイン統治都市の中心イントラムロスへ長さ６マイルのロハス通
りをドライブします。ガイドと一緒にスペイン、アメリカそして日本と１９４５年に破壊されるまで各
統治国の軍司令部として使われていたサンチャゴ要塞を回ります。短い自由時間がありますので、工芸
店でお土産を見たりしてお楽しみください。次に訪れるのはフィリピン最古の建物で１５７１年に作ら
れたサン・アグスティン教会と修道院です。大きなルネッサンス様式のファサードやだまし絵的効果を
出した天井や教会に関する遺物の膨大なコレクションをご覧ください。幅広く刈り込まれた芝生とほと
ばしる噴水を進んでいくと城壁都市で歴史あるリサール公園に到着します。フィリピンの英雄ホセ・リ
サールが埋葬されているリサール記念像で写真撮影の時間があります。船に戻る前にかつて太平洋で最
も閉鎖的な場所で、第二次世界大戦中マッカーサー司令官の本部が置かれていた歴史あるラッフルズス
タイルのホテル、マニラホテルに立ち寄ります。 
 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。カサ・マニラでは約３０段の階段があります。市内

の交通状態は予想がつかず、ツアーの所要時間に影響しバスの乗車時間が長くなる場合があり
ます。訪問順序は混雑を避ける為入れ替わる場合があります。 
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モダンなマニラ 

Modern Manila 
ツアー番号：MNL003 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄３４～（３～１２歳） 
所要時間：約４時間３０分 
 
 
現代のマニラはフィリピンの芸術や経済の絶え間ない流れの重要性により急速に成長しています。 
マルコスの繁栄した時代の名残で噴水が見事なフィリピン文化センターを車窓から眺めます。フィリピ
ン国際会議場と国内外のイベントやコンサートや演劇が上演される民族芸術劇場を通ります。反対側に
は建物の大部分がココナッツ材で建てられているココナッツパレス、マニラ湾の素晴らしい景色が見ら
れるデラックスホテルのソフィテルフィリピンプラザがあります。 
経済と商業の中心マカティ地区に向かい、有名なアヤラ博物館を訪れます。博物館の歴史的なコレクシ
ョンは奥深いフィリピンの歴史の場面を６０のジオラマで紹介しています。その他ユニークな船のギャ
ラリー、フィリピン北部から南部からの考古学的で民俗学的な展示物や良質な芸術コレクションがあり
ます。最後にアメリカ本土外で最大の米軍記念墓地に立ち寄り、ロハス通りを通り有名なマニラ湾を見
ながら戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーではほぼ舗装された地表を１時間程歩きま

す。 
 
 
コレヒドール島観光 
Corregidor Island 
ツアー番号：MNL004 
ツアー料金：大人＄１３０～ 子供＄７２～（３～１２歳）  
所要時間：７時間３０分 
 
このツアーでは、まずマニラから西に約４０ｋｍ離れた場所に浮かぶオタマジャクシの形をしたコレヒ
ドール島へと向かいます。この島は、第二次世界大戦中に侵攻してきた日本軍に対するアメリカ兵とフ
ィリピン兵の徹底抗戦の姿勢の象徴となっています。 
港に到着後、約１時間フェリーに乗船し、ロクサス通りに沿って島へと向かいます。マニラ・ベイや小さ
な島々の眺めをお楽しみください。到着後トラムに乗車し、名所を眺めながら歴史をたどる旅へと出発
します。島内には、さび付いた砲台や戦いの傷跡が残る建物が至る所に点在しており、これら一つ一つが
悲惨な戦争の歴史を物語っています。一番の見どころは、オタマジャクシの頭の部分に位置するマイル
ロング兵舎です。ここは、軍事司令部、錬兵場、劇場を含む複合施設兼兵舎であり、かつて８０００人も
の兵士が暮らしました。島の中部にはより多くの兵舎や病院があります。 
さらに、マリンタトンネルにて光と音のショーを観ます。ダグラス・マッカーサー元帥はかつてこの場所
から作戦を指揮していました。このショーは、第二次世界大戦中の劇的な出来事を再現したものとなっ
ており、このツアーのもう一つの見どころとなっています。 
昼食には現地のレストランでビュッフェランチをとります。ソフトドリンクやフィリピン料理の数々を
どうぞお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスとフェリー、トラム、徒歩にて行われます。このツアーでは、約２時間起伏

のある道を歩くので歩きやすい靴でご参加ください。フェリーはキュナード社の貸し切りでは
ありません。 

 
 
タガイタイ観光 

Tagaytay 
ツアー番号：MNL002 
ツアー料金：大人＄１２９～ 子供＄６２～（３～１２歳） 
所要時間：約７時間３０分 
 
 
景観ドライブでは田舎のパイナップルやココナツ農場、居住地域を通過し、この国のすばらしさを体感
してください。途中、写真撮影時間を設けますので、道なりに並ぶ花や果物の屋台をお楽しみください。
タガイタイ山の隅にひっそりと、さわやかで新鮮な気候が自慢のタガイタイ・ハイランドは標高 685 メ
ートルの所にあります。タガイタイに到着するとなぜここが人気の避暑地なのかすぐお分かり頂けるで
しょう。緑と豊かな植物が溢れる丘陵地の中に絵葉書のようなタアル・ビスタ・ホテルがあります。ホテ
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ルにてビュッフェ式伝統料理の昼食をお楽しみいただき、ホテルのベランダからは息をのむようなタア
ル湖と世界最小として知られる火山の景色をご堪能ください。 
フィリピンの味覚を楽しんだ後、自由時間がありますので自然の美しさ、素晴らしい景色、ヒヤッとする
火山性気候をお楽しみください。帰りに時間が許せばリサール公園にて写真撮影とオールドマニラの光
景を車窓よりお楽しみいただきます。 
 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。タガイタイへは片道 1時間半のドライブです。交通状況は平

日は混雑しており、週末はそこまで混雑していないことからツアー所要時間は変わる場合があ
ります。 

 
 
 
長崎 
NAGASAKI 
 

 
長崎の景観ドライブ 
Panoramic Nagasaki 
ツアー番号：NGS005 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄７２～（３～１２歳）  
所要時間：２時間 
 
バスで稲佐山展望台へ向かい、車内から湾や周囲の丘などの眺望を楽しみます。町の中心部、原爆資料
館、一本柱の鳥居を見ることができます。 
平和公園でバスを停め、爆心地の近くに位置する美しい記念噴水と平和記念像をご覧ください。長崎市
民である彫刻家、北村西望は神の愛と仏の慈悲の象徴としてこの像を作りました。毎年８月９日に像の
前で平和記念式典が行われ、世界の人々に対して平和宣言がなされます。長崎市の約１/３が原爆で破
壊され、１５万人が死傷しました。当時、この地域には７５年間植物が生えないと言われました。現
在、爆心地は国際平和のための公園と世界融和の願いの象徴となっています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーではほとんど歩きません。地元のお店で

は日本円のみご利用になれます。ツアーの順序は変更になる場合があります。稲佐山展望台で
は、バスの中から景色をお楽しみいただけます。交通規則により、バスから降りて写真撮影を
することはできません。 

 
 
心に残る長崎のツアー 
Nagasaki Memorial Tour 
ツアー番号：NGS001 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄６４～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
長崎平和公園は１９４５年８月９日に投下された原爆の爆心地の北に当たる低い丘の上にあります。公
園は世界平和を願い、このような悲劇的な戦争が決して繰り返されないよう誓う意味で作られました。
高さ約９ｍの平和記念像は世界中からの寄付により１９５５年に作られ、平和への願いを象徴していま
す。空を指した右手は核の脅威を意味し、水平に上げた左手は永遠の平和を象徴しています。閉じた目
は、被爆者の鎮魂を祈っています。 
公園の近くにある長崎原爆資料館は写真と原爆の遺品を展示し、核の恐怖と平和の大切さを訴えていま
す。原爆落下中心地はこの町を滅ぼした原爆の爆心地を示しています。 
途中見事に再建された浦賀天主堂を通り、一本柱の鳥居について知ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。資料館には戦争の残虐さを示す画像や展示物などが

あります。写真撮影は禁じられています。このツアーでは１時間３０分ほど歩きますので、歩
きやすく滑りにくい靴を履き、ボトル入りの水をお持ちください。お体の不自由なお客様には
不向きなツアーです。地元のお店では日本円のみご利用になれます。ツアーの順序は変更にな
る場合があります。 

 

  



13 
 

 
島原半島への旅 
Shimabara Peninsula 
ツアー番号：NGS004 
ツアー料金：大人＄１５２～ 子供＄１５０～（３～１２歳）  
所要時間：８時間３０分 
 
景観ドライブを楽しみながら、長崎の東側へ向かい、有明湾を経て山が連なる島原半島へ。 
島原市は１７世紀の城下町です。印象的な島原城を巡り、小さな博物館を見学します。ここには日本にお
ける初期のキリスト教に関する展示物と藩主の刀や武具が展示されています。島原の徒歩ツアーで鉄砲
町にある封建時代からの武家屋敷をご覧ください。地元のレストラン又はホテルにて和食の昼食となり
ます。 
その後、みずなし本陣の小さな村の跡を訪ねます。ここは１９９１年の普賢岳の噴火で火山灰に埋もれ
た場所です。灰と瓦礫の間に複数の屋根が残っています。村は命を落とした人々の追悼の証として保存
されています。 
長崎に戻り、最後に平和公園で停車します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。島原半島へは約２時間の距離です。有明湾の眺望は

天候によります。このツアーでは２時間ほど歩きますので、歩きやすく滑りにくい靴を履き、
ボトル入りの水をお持ちください。島原城では約１５０の階段がございます（リフトやスロー
プはございません）。お体の不自由なお客様には不向きなツアーです。ツアーの順序は変更に
なる場合があります。 

 
 
長崎の歴史と稲佐山のケーブルカー 
Memorial & Mount Inasa Cable Car 
ツアー番号：NGS007 
ツアー料金：大人＄１５０～ 子供＄１４０～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
長崎市内をドライブし、平和公園と原爆資料館へ向かいます。 
１９４５年８月９日、長崎に世界で２番目の原爆が投下されました。平和公園は爆心地の近くに作られ、
美しい噴水と高さ約９ｍの平和記念像があります。ガイドの案内で原爆資料館を訪れ、原爆投下直後に
長崎周辺で撮られた写真や展示品をご覧ください。 
バスに戻り、一本柱の鳥居を車窓に見て、稲佐山のケーブルカーへ。海抜３３３ｍの稲佐山は長崎で最
高の展望ポイントです。ケーブルカーに乗車し、美しい湾と市内の眺望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２時間半ほど歩き、階段がありま

す。歩きやすい靴でご参加ください。お体の不自由なお客様には不向きなツアーです。資料館
には戦争の残虐さを示す画像や展示物などがあります。稲佐山のケーブルカーは車椅子でのご
乗車はできません。稲佐山からの景色は天候により異なります。ツアーの順序は変更になる場
合があります。 

 
 
有田と長崎 
Arita and Nagasaki 
ツアー番号：NGS006 
ツアー料金：大人＄１５０～ 子供＄１４０～（３～１２歳）  
所要時間：７時間３０分 
 
有田は優れた日本の陶器の発祥地として世界中に知られています。かつて陶芸家が暮らしていた１９３
０年代にさかのぼる白い家々が立ち並ぶ町を散策します。 
源右衛門窯またはしん窯を訪ね、伝統的な職人の仕事を見て、日本の陶器の世界に浸ります。源右衛門窯
は現代的なデザインと伝統的な技術を結合した現代陶芸で有名で、しん窯は伝統的な食器類を専門に扱
っています。小さなギャラリーで陶器を購入することもできます。 
有田のレストランで日本料理と西洋料理のランチビュッフェをお楽しみください。 
長崎に戻り、平和公園に立ち寄ります。この公園は１９４５年８月９日の原爆の爆心地の場所を示すた
めに作られました。平和の象徴としてそびえる平和記念像をご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。有田までは約１時間３０分の距離です。このツアー

では２時間ほど歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。日除けの帽子、サングラス、飲料
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水をお持ちください。有田の商店では主要なクレジットカードがご利用できます。窯元での職
人による実演は土曜日、日曜日と祝日には行われません。 

 
 
長崎の見どころ 
The Best of Nagasaki 
ツアー番号：NGS003 
ツアー料金：大人＄１５８～ 子供＄７２～（３～１２歳）  
所要時間：７時間 
 
長崎の観光ドライブの後、１９４５年の原爆投下の記憶を残すために作られた平和公園を訪問し、世界
中からの寄付によって建造された平和記念像をご覧ください。平和公園の近くにある長崎原爆資料館に
は多くの写真と原爆の遺品が展示され、原爆落下中心地はこの町を滅ぼした原爆の爆心地を示していま
す。 
次に、元々は人工島であった出島歴史博物館へ。オランダ人居留地だった出島は２００年以上にわたり
西洋と日本の唯一の窓口でした。 
和食の昼食の後、グラバー園へ。長崎の旧外国人居住地にあり、多くの歴史的建造物が見られます。中で
も主要な建物は１８６３年に建てられた日本最古の木造西洋建築、グラバー邸です。庭と歴史的な建物
をご覧ください。年代物の装飾をほどこしたものもあれば、１９世紀の長崎の写真を展示したものもあ
ります。訪問後は、ゆっくりと街並みを楽しみながら、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。原爆資料館には戦争の残虐さを示す画像や展示物な

どがあります。写真撮影は禁じられています。このツアーでは若干の上り坂と起伏のある道を
含んで、４時間ほど歩きます。歩きやすく滑りにくい靴を履き、ボトル入りの水をお持ちくだ
さい。お体の不自由なお客様には不向きなツアーです。地元のお店では日本円のみご利用にな
れます。ツアーの順序は変更になる場合があります。 

 
 
有田、陶芸品とギャラリー 
Arita, Ceramics & Gallery 
ツアー番号：NGS008 
ツアー料金：大人＄９８～ 子供＄８２～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
有田は優れた日本の陶器の発祥地として世界中に知られています。かつて陶芸家が暮らしていた１９３
０年代にさかのぼる白い家々が立ち並ぶ町を散策します。これらの家の裏側を囲む、レンガや古風な陶
器で作られたトンバイ塀をぜひカメラに収めましょう。 
源右衛門窯またはしん窯を訪ね、伝統的な職人の仕事を見学し、日本の陶器の世界に浸ります。源右衛門
窯は現代的なデザインと伝統的な技術を結合した現代陶芸で有名で、しん窯は伝統的な食器類を専門に
扱っています。深川製磁のギャラリーで陶磁器を購入するための時間もありますので、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。有田までは約１時間３０分の距離です。このツア

ーでは２時間ほど歩くので、歩きやすい靴でご参加ください。お体の不自由なお客様には不向
きなツアーです。有田の商店では主要なクレジットカードがご利用できます。窯元での職人に
よる実演は土曜日、日曜日と祝日には行われません。 

 
 



 

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現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除

き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を

共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情

報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

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

き、キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいか

なる状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/

不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用

はお客様の負担となります。キュナード社はショア・エクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責

任を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 
保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。

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

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代

理店にお尋ね下さい。 
 

ショア・エクスカーションの代金 

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

日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済みのツアー代

金は変更されません。事前予約されたショア・エクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカードに請求されます。

ご乗船後に予約されたショア・エクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部

屋に届けられます。一度申し込まれたショア・エクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の

４８時間前までとなります。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは

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又は予約時にご案内します。ほとんどのショア・エクスカーショ

ンではショア・エクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向

いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子

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

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

出発時間と日程 

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

時間は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に記載

されている箇所や訪問順序は変わる場合があります。寄港地の中には使用される乗り物までかなりの距離を歩くことがあ

ります。催行するショア・エクスカーションの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショア・エクスカーションの順番待ちについて 

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

す。ツアーは先着順に受け付けます。 ご希望のツアーが満員の場合はインターネット経由でボヤージ・パーソナライザー

にアクセスし、キャンセル待ちにご登録下さい。キャンセル待ちに登録したショア・エクスカーションにクルーズの出発前に

取消が発生した場合は電子メールにてお知らせします。その時点でお客様の名前で予約が作られます。電子メールを受

け取った時から７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセス頂き、ツアーの参加を了承し、予約手続きを完了さ

せてください。７２時間以内にボヤージ・パーソナライザーにアクセスされない場合は、お客様の名前で作られた予約は取

り消されます。一つのツアーで数名分の取消待ちをしている場合は、希望人数分の取消が発生した時にお知らせします。 

取消待ちにしているツアーは取消待ちに登録した時点から出発時間や料金などが変更になっている場合がありますので

時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。クルーズ開始後、取消待ちのショア・エクスカーションが繰り上

がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 



 

 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショア・エクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･

パーソナライザーから行って頂けます。一部のショア・エクスカーションは取消不可又は取消手数料が必要で、通常よりも

早めに設定された取消締切日のショア・エクスカーションもありますので、詳細はツアー案内の記載をご確認下さい。 
 

 (i)事前に支払い済みのツアー 

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

よりも前の取消は１０％の取消料が船内口座に請求され、事前にお支払い頂いたクレジットカード又はデビットカードに全

額返金いたします。ショア・エクスカーション取消締切日を過ぎた取消に関しては、残念ながら返金はできません。クレジッ

トカード又はデビットカードへ全額返金しますが、船内口座には１００％の取消料を請求させて頂きます。ショア・エクスカー

ションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

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

オフィスにご返却ください。１０％の取消料を船内口座に請求させて頂きます。取消締切日を過ぎた後の取消は残念なが

ら返金できません。全ショア・エクスカーションには催行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 (船内ツアーオフィスにて) 

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

す。ご希望の場合は、ご乗船後、ツアーオフィスにて寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関して

は、他のショア・エクスカーションと異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご

確認ください。手配後の予約の取消は取消料が発生し、船内口座に請求されます。 

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

キュナード社は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。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用され

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

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

も、同行者とはツアーに参加する前に合流してください。ツアースタッフが同じバスになるよう誘導します。他のお客様への

配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

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

子メールでご相談下さい。ショア･モビリティー･アドバイザーは可能であれば適切な乗り物*を使用したプライベートツアー

の手配などの助言と補佐をする事が可能です。（使用される適切な乗り物*とはキュナード社が適切と見なした乗り物）バ

スのステップに乗ることは無理だが、スタンダードな車に乗れる方（車のトランクに入る大きさの車椅子）は電子メールにて

プライベートカーをご依頼下さい。又は予約部門か船のツアーオフィスへご連絡ください。バスの階段を上がることができ

る人は、キュナード社の運行実績経験や実践的情報が入ったツアー内容をご参考下さい。一般的に大型バスには小さな

折りたたみ式スクーターや折りたたみ式車椅子（詰める台数には限りがあります)を載せる事が出来ます。バス運転手は

折りたたみ式スクーターや車椅子の積み込みを手伝う事が出来ません。ミニバスやトロリー列車など含まれるツアーがあ

りますが、車椅子やトロリーを保管するスペースはありません。ツアー内容を熟読し、お申し込みのツアーがご自身に適し

たツアーかどうか、ツアー内容を熟読することをお勧めします。船内ツアーオフィスにて更に詳しくお尋ねいただけます。タ

クシーは通常、港付近にてチャーターすることができます。車椅子を常用する方、又は動きに制限がある方はテンダーボ

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

があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

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

ブサイト上に掲載された又は印刷されたパンフレットの情報は変わる場合があります。大きな変化や変更がある場合は出

来る限り事前に通達します。パンフレットやウェブサイトに掲載される写真は典型的な場所と雰囲気を描いており、写され

た詳細や道具などは特定の活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

※ショア・エクスカーション規定と条件は 2018 年 11 月 6 日時点の情報です。 

各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。 


