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心に響く発見の旅
感動と刺激に満ちたイベント＆体験
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キュナードのスタッフ一同、他に類を見ないスタイルでお客様を発見の旅へとお誘いします。クイーン・エリザベスで一生の
思い出に残る、刺激的で驚きに満ちた船旅をお楽しみください。
本パンフレットでは、通信機器のご利用方法、楽しい旅の思い出が詰まったギフトの数々、ゆったりと贅沢なひとときが過ご
せる船内でのエンターテインメントなどをご紹介しています。また寄港地でも最高の時間をお過ごしいただけるよう、現地
に詳しい専門ガイドがご案内するオプショナルツアーも各種ご用意いたしております。本パンフレットをご覧いただき、今す
ぐ素晴らしい発見の旅をスタートしてください。

わくわくするような体験と、心から寛げる時間が創る極上の旅。キュナードでは日常の疲れを癒し、心身ともにリ
フレッシュいただける旅を、お客様にご提供できるよう努めております。健康を促進し、ベストな状態に整える

Mareel Wellness and Beauty（マレール・ウェルネス＆ビューティー）で、至福の時間をお過ごしください。

健康とウェルネス

究極の癒しを体験
Mareel Wellness and Beauty（マレール・ウェルネス＆ビューティー）で
は、日々のストレスをやさしく解きほぐし、芯から疲れを取り除くボディ
トリートメントで、お客様に安らぎのひとときをご提供いたします。心身
のバランスを整えるヨガクラスやフィットネスセンターでの1時間のエク
ササイズ、肌が目覚めるフェイシャルエステなど、メニューも盛りだくさ
ん。ワンランク上のスパサービス、健康促進プログラムやアクティビティ
を揃えたMareel Wellness and Beauty（マレール・ウェルネス＆ビューテ
ィー）は、キュナードでの船旅をさらに充実させ、お客様を心身ともに満
たします。

リラクゼーション・パッケージ

Body Works Package（ボディ・ワーク・パッケージ）
 Organic Crystal Wrap（オーガニック・クリスタル・ラップ） | 50分

 Waves of Beauty（ウエイブス・オブ・ビューティー） | 50分

 Mareel Stone Massage（マレール・ストーン・マッサージ） | 80分

Corrective Skin Care Package 
（コレクティブ・スキンケア・パッケージ）
 Self-Discovery Radiance Facial 

（セルフディスカバリー・ラディアンス・フェイシャル） | 50分

 Restorative Facial（リストレイティブ・フェイシャル） | 80分

Gentleman's Grooming Package 
（男性向けグルーミング・パッケージ）
 Intense Defence for Men 

（インテンス・ディフェンス・フォー・メン） | 50分

 Mareel Massage（マレール・マッサージ） | 50分

 Gentlemen’s Pedicure（男性向けペディキュア） | 30分

 Gentlemen’s Manicure（男性向けマニキュア） | 20分

上記のパッケージやトリートメントのご予約をご希望のお客様は、デッキ9前方のMareel 
Wellness and Beauty（マレール・ウェルネス＆ビューティー）受付にてお申し込みください。
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ようこそ

キュナードのスタッフ一同、他に類を見ないスタイルでお客様を発見の旅へとお誘いします。クイーン・エリザベスで一生の
思い出に残る、刺激的で驚きに満ちた船旅をお楽しみください。
本パンフレットでは、通信機器のご利用方法、楽しい旅の思い出が詰まったギフトの数々、ゆったりと贅沢なひとときが過ご
せる船内でのエンターテインメントなどをご紹介しています。また寄港地でも最高の時間をお過ごしいただけるよう、現地
に詳しい専門ガイドがご案内するオプショナルツアーも各種ご用意いたしております。本パンフレットをご覧いただき、今す
ぐ素晴らしい発見の旅をスタートしてください。

わくわくするような体験と、心から寛げる時間が創る極上の旅。キュナードでは日常の疲れを癒し、心身ともにリ
フレッシュいただける旅を、お客様にご提供できるよう努めております。健康を促進し、ベストな状態に整える

Mareel Wellness and Beauty（マレール・ウェルネス＆ビューティー）で、至福の時間をお過ごしください。

健康とウェルネス

究極の癒しを体験
Mareel Wellness and Beauty（マレール・ウェルネス＆ビューティー）で
は、日々のストレスをやさしく解きほぐし、芯から疲れを取り除くボディ
トリートメントで、お客様に安らぎのひとときをご提供いたします。心身
のバランスを整えるヨガクラスやフィットネスセンターでの1時間のエク
ササイズ、肌が目覚めるフェイシャルエステなど、メニューも盛りだくさ
ん。ワンランク上のスパサービス、健康促進プログラムやアクティビティ
を揃えたMareel Wellness and Beauty（マレール・ウェルネス＆ビューテ
ィー）は、キュナードでの船旅をさらに充実させ、お客様を心身ともに満
たします。

リラクゼーション・パッケージ
Bath House（バス・ハウス）パス
Bath House（バス・ハウス）は水を使った至
福の癒しと安らぎをお届けします。パスを
ご購入いただくと、サウナやスチームサウ
ナ、ハイドロセラピー・プール、リラクゼーシ
ョン・ラウンジ、ロッカールームなどの充実
した設備を完備したBath House（バス・ハ
ウス）を、当日午前8:00～午後8:00まで何度
でもご利用いただけます。さらに、バスロー
ブ、スリッパ、タオル、お飲み物も無料でご
用意いたしております。

至福のひとときを存分に満喫されたいお客
様は、お得なマルチパスをご利用ください。  
 1日パス | $35
 3日パス | $70
 5日パス | $120
 10日パス | $190

Body Works Package（ボディ・ワーク・パッケージ）
 Organic Crystal Wrap（オーガニック・クリスタル・ラップ） | 50分

 Waves of Beauty（ウエイブス・オブ・ビューティー） | 50分

 Mareel Stone Massage（マレール・ストーン・マッサージ） | 80分

Corrective Skin Care Package 
（コレクティブ・スキンケア・パッケージ）
 Self-Discovery Radiance Facial 

（セルフディスカバリー・ラディアンス・フェイシャル） | 50分

 Restorative Facial（リストレイティブ・フェイシャル） | 80分

Gentleman's Grooming Package 
（男性向けグルーミング・パッケージ）
 Intense Defence for Men 

（インテンス・ディフェンス・フォー・メン） | 50分

 Mareel Massage（マレール・マッサージ） | 50分

 Gentlemen’s Pedicure（男性向けペディキュア） | 30分

 Gentlemen’s Manicure（男性向けマニキュア） | 20分

パッケージ料金 
$340 

$113割引

パッケージ料金 
$226 

$75割引

パッケージ料金 
$240 

$80割引

上記のパッケージやトリートメントのご予約をご希望のお客様は、デッキ9前方のMareel 
Wellness and Beauty（マレール・ウェルネス＆ビューティー）受付にてお申し込みください。
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世界のトップブランドや上質な品々を取り揃えたショップで、ショッピングをお楽しみください。広々とし
た店内には、高級ジュエリーや時計、ハイファッションのほか、キュナード特製グッズが並んでいます。 

またお土産に最適な最高級ウイスキーやアルコール類も豊富に取り揃えております。

優雅にお買い物を満喫

船内でのお買い物のメリット
 

寄港地での時間を有効に活用
世界有数のブランドから厳選の品々を集めた船内のショッ
プで安心してショッピングをお楽しみいただけるので、寄港
地では買い物に時間を取られることなく、ゆったりと観光を

満喫していただけます。 

プロのショップ店員
最高級ジュエリーや時計、美容に関する豊富な知識を有す
る専門スタッフがアドバイスをご提供し、お客様にぴったり

のアイテムを見つけるお手伝いをいたします。 

アフターセールスケア 
キュナードでは陸上にアフターセールスケアチームを備え
ておりますので、ご帰宅後、船内でご購入いただいた商品

に不備があった場合でも、気軽にご相談いただけます。

キュナードでは船上でもインターネットをご利用いただけるよう、Wi-Fiを完備しております。（有料） 
電波が届く限り、携帯電話での通話も可能なほか、客室に備えられたお電話をい 

つでもご利用いただけます。

ご友人やご家族とのコミュニケーション

衛星インターネットを利用したネットサーフィン*
キュナードではSSNのチェックやEメールの送受信に便利
な、衛星インターネットを船内に装備しております。分単位
でご契約いただけますので、必要に応じていつでも気軽に
ご利用いただけます。お持ちのデバイス、またはLibrary（図
書室）やConneXions 1（コネクションズ1）にある共用コンピ
ューターからログインしてください。
衛星インターネットのタイムプランは15分から最大1,920分
まで選択いただけ、料金は$15～となります。さらに柔軟性
の高いプリペイドプランなら、1分$0.75でご利用いただけ
ます。
*船内のWi-Fiは人工衛星を介したインターネット接続を利用しているため、通信速度
に限りがあり、ご自宅でご利用の高速データ通信はご提供できませんので、予めご了
承ください。

キュナード・ワールドクラブ会員様向け 
衛星インターネットの無料サービス

キュナード・ワールドクラブ会員のお客様は、衛星インターネットを一定時間、無料でご利用いただけます。 

ゴールド会員 
最大120分無料

プラチナ会員 
最大240分無料

ダイヤモンド会員 
最大480分無料

インターネット無料サービスをご利用いただくには、通常の方法で衛星インターネットをご契約ください。後ほどキュナ
ード・ワールドクラブの会員ステータスに応じて、料金の払い戻しを行います。 

衛星インターネットのご契約方法
1.船内の「Guest Internet（ゲスト・インターネット）」Wi-Fiに接続し、 
ブラウザのアドレスバーに「login.com」とタイプしてください。
2.画面の指示に従って操作してください。「Cruise Card number（クルーズ
カード番号）」はクルーズカードに記載されている下4桁の番号を入力しま
す。ご自分にとって覚えやすく、他人に推測されにくいユーザー名とパスワ
ードを設定し、大切に保管してください。
3. 衛星インターネットのタイムプランまたはプリペイドプランを選択し、お
支払いの手続きを行ってください。インターネットの利用を終了するとき
は、ブラウザのアドレスバーに「login.com」とタイプしてください。 
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世界のトップブランドや上質な品々を取り揃えたショップで、ショッピングをお楽しみください。広々とし
た店内には、高級ジュエリーや時計、ハイファッションのほか、キュナード特製グッズが並んでいます。 

またお土産に最適な最高級ウイスキーやアルコール類も豊富に取り揃えております。

優雅にお買い物を満喫

高級ブランド
世界各地の有名ブランドを集めた、他にはない贅沢な空間で、
思う存分ショッピングをご堪能ください。またクイーン・エリザ
ベスでは、Sophia Fiori Diamonds（ソフィア・フィオリ・ダイアモ
ンズ）の商品も取り扱っており、高級品からお手頃価格のものま
で、多彩なダイアモンドや宝石をお買い求めいただけます。人
気のコンテンポラリーブランドが誇る、極上のクオリティと革新
的デザインがお客様の心を虜にします。またキュナードでは新
ブランドと契約を結び、ラインナップを拡大しました。モンブラ
ン、ケイト・スペード、ジョー マローン、ダンヒル、トムフォードの
香水などもお買い求めいただけます。 

信頼のおける確かな品々
自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントをお探しのお客様
は、当店のスタッフにご相談ください。豊富なアイテムの中か
ら、新作やセンスの光るアイテムなど、お客様に満足いただけ
る商品をご案内いたします。プロのアドバイスを参考に、数あ
る時計やジュエリーの中から最高の品をお選びください。贈答
品をお買い求めのお客様には、ギフトラッピングのサービスも
ご提供いたしております。 

船内でのお買い物のメリット
 

寄港地での時間を有効に活用
世界有数のブランドから厳選の品々を集めた船内のショッ
プで安心してショッピングをお楽しみいただけるので、寄港
地では買い物に時間を取られることなく、ゆったりと観光を

満喫していただけます。 

プロのショップ店員
最高級ジュエリーや時計、美容に関する豊富な知識を有す
る専門スタッフがアドバイスをご提供し、お客様にぴったり

のアイテムを見つけるお手伝いをいたします。 

アフターセールスケア 
キュナードでは陸上にアフターセールスケアチームを備え
ておりますので、ご帰宅後、船内でご購入いただいた商品

に不備があった場合でも、気軽にご相談いただけます。

キュナードでは船上でもインターネットをご利用いただけるよう、Wi-Fiを完備しております。（有料） 
電波が届く限り、携帯電話での通話も可能なほか、客室に備えられたお電話をい 

つでもご利用いただけます。

ご友人やご家族とのコミュニケーション

衛星インターネットを利用したネットサーフィン*
キュナードではSSNのチェックやEメールの送受信に便利
な、衛星インターネットを船内に装備しております。分単位
でご契約いただけますので、必要に応じていつでも気軽に
ご利用いただけます。お持ちのデバイス、またはLibrary（図
書室）やConneXions 1（コネクションズ1）にある共用コンピ
ューターからログインしてください。
衛星インターネットのタイムプランは15分から最大1,920分
まで選択いただけ、料金は$15～となります。さらに柔軟性
の高いプリペイドプランなら、1分$0.75でご利用いただけ
ます。
*船内のWi-Fiは人工衛星を介したインターネット接続を利用しているため、通信速度
に限りがあり、ご自宅でご利用の高速データ通信はご提供できませんので、予めご了
承ください。

キュナード・ワールドクラブ会員様向け 
衛星インターネットの無料サービス

キュナード・ワールドクラブ会員のお客様は、衛星インターネットを一定時間、無料でご利用いただけます。 

ゴールド会員 
最大120分無料

プラチナ会員 
最大240分無料

ダイヤモンド会員 
最大480分無料

インターネット無料サービスをご利用いただくには、通常の方法で衛星インターネットをご契約ください。後ほどキュナ
ード・ワールドクラブの会員ステータスに応じて、料金の払い戻しを行います。 
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歓びと感動が詰まったキュナードの旅。キュナードではお客様の最高の瞬間をカメラに収めて、記念写
真としてご提供いたしております。旅先での楽しいひとときを捉えた写真を、大切な思い出としてお持

ち帰りください。

旅の思い出を美しいお写真に

Photo Gallery（フォト・ギャラリー）はデッキ3の船尾にございます。 
営業時間はデイリー・プログラムをご覧ください。

カメラ＆付属品
新しいカメラをお探しですか？ブレなく、綺麗な写真が撮
れる三脚が必要ですか？Photo Gallery（フォト・ギャラリ

ー）では、最新のカメラからメモリーカードなど、付属品を
各種取り揃えております。

ポートレート撮影
フォーマルな夜のパーティーには、キュナードの写真撮影チームが待機し
ております。船内のベストスポットにプロ仕様の照明を設置し、美しいポー
トレートをお撮りいたします。クイーン・エリザベスをモチーフにした背景
幕も数種ご用意いたしておりますので、旅の記念撮影にぜひご利用くださ
い。また、くつろいだ雰囲気の写真をご希望のお客様のために、パーティー
が予定されていない日には、照明を使った斬新な演出を駆使した新しいタ
イプのポートレート撮影も承っております。 

思い出のフォトブック
写真には言葉では言い表せないストーリーを伝える力があります。旅の思
い出が詰まったフォトブックを旅の記念に、ご自宅のコーヒーテーブルに置
いてお楽しみください。キュナードでは今年から専門業者に製本を委託し、
フォトブックの品質を向上しました。ご注文いただいたフォトブックはお客
様のご自宅に直接郵送いたしますので、お帰りの際に荷物の重量制限を気
にする必要もございません。ハードカバーの表紙に包まれた美しいフォトブ
ックには、船上でのお写真はもちろん、クルーズ日程などの旅の情報が盛り
だくさん。心躍る感動の瞬間が写真に刻まれたフォトブックは、ご旅行中い
つでもご注文いただけます。

Clarendon Fine Art（クラレンドン・ファイン・アート）は、英国や海外の現代絵画や彫刻を集めたギャラ
リーです。ダニエル・オコナー・アキヤマ、シェリー・ヴァレンタイン・デインズ、クリスチャン・フック、ファ
ビアン・ぺレス、ダグ・ハイドなど、多様なスタイルやジャンルで活躍する、世界的に有名なアーティスト

の作品を鑑賞いただけます。

Clarendon Fine Art（クラレンドン・ファイン・アート）へようこそ
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歓びと感動が詰まったキュナードの旅。キュナードではお客様の最高の瞬間をカメラに収めて、記念写
真としてご提供いたしております。旅先での楽しいひとときを捉えた写真を、大切な思い出としてお持

ち帰りください。

旅の思い出を美しいお写真に

Photo Gallery（フォト・ギャラリー）はデッキ3の船尾にございます。 
営業時間はデイリー・プログラムをご覧ください。

Clarendon Fine Art（クラレンドン・ファイン・アート）はデッキ3の船中央にございます。

Clarendon Fine Art（クラレンドン・ファイン・アート）は、英国や海外の現代絵画や彫刻を集めたギャラ
リーです。ダニエル・オコナー・アキヤマ、シェリー・ヴァレンタイン・デインズ、クリスチャン・フック、ファ
ビアン・ぺレス、ダグ・ハイドなど、多様なスタイルやジャンルで活躍する、世界的に有名なアーティスト

の作品を鑑賞いただけます。

Clarendon Fine Art（クラレンドン・ファイン・アート）へようこそ

キュナードの公式パートナーであるClarendon Fine Art（クラ
レンドン・ファイン・アート）が、安らぎと気品を感じる広々とし
た空間で、お客様をアートの世界へと誘います。明るく開放感
のあるスペースと、スタイリッシュなディスプレイを配したギ
ャラリーで、優雅にくつろいで絵画をご鑑賞ください。多様な
ジャンルのコンテンポラリーアートを厳選し、定期的に入れ替
えを行っているため、常に新しい作品をお楽しみいただけま
す。またClarendon Fine Art（クラレンドン・ファイン・アート）で
は展示方法にもこだわり、優れたアート作品にふさわしいベ
ストなディスプレイを追求しております。すべての作品は真作
を保証する鑑定書付きですので、安心してお買い求めいただ
けます。

ご旅行中24時間いつでもご利用いただけます。また、各種イ
ベントも開催いたしておりますので、デイリー・プログラムで
詳細をご確認ください。 

取り扱う作品も、ファビアン・ぺレス、スカイ・アーツ・アワード
受賞のクリスチャン・フック、エクストリームアーティストのフ
ィリップ・グレー、「英国の印象派を代表する現代画家」として
知られるシェリー・ヴァレンタイン・デインズなど、受賞歴のあ
る一流アーティスのものばかり。BBCニュースで「英国の現存
するアーティストの中で最も人気のある画家」と報じられたダ
グ・ハイドの作品も並びます。ダグ・ハイドは世界各地に多く
の収集家がおり、日本国内各地で定期的に開催される展示会
は、毎回売り切れとなっています。愛くるしいキャラクターが描
かれた心温まる彼の作品は、楽しい船旅の記念品にぴったり
です。

作品の価格は$100から$100,000を超え
るものまで様々。プロの目で厳選され
たコレクションはキュナードのお客
様から評価され、一生の思い出に
残る旅のお土産として高い人気を
誇ります。
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Empire Casino（エンパイア・カジノ）はデッキ2の船体前方にございます。 
営業時間はデイリー・プログラムをご覧ください。

ラスベガスを思わせるゴージャスできらびやかな雰囲気の中、興奮とスリルみなぎるカジノ体験をお
楽しみください。カジノ初心者の方のために、無料のレッスンも実施いたしております。

幸運の女神を味方に

テーブルゲーム
ディーラーを囲んでテーブルに座り、ルーレット、スリーカード
ポーカー、ブラックジャックなどの運試しに興じてください。初
心者向けに、ゲームのルールを説明する無料レッスンを日中
に開催いたしております。

スロットマシン
最も人気の高いビデオスロットを種類も豊富に揃えました。
クルーズカードを挿入するだけで、簡単にゲームを始めるこ
とができます。スロット初回のご利用時に$20以上課金いた
だくと、$5の無料ボーナスをプレゼントいたしております。ま
たスロットご利用中は、ドリンクも無料でお楽しみいただけ
ます。

ビンゴ
船上での娯楽の代表と言えばビンゴ。毎回5等までの賞金を
ご用意しているほか、回を重ねるごとに金額がどんどん跳ね
上がるスノーボール・ジャックポットにも挑戦していただけま
す。

スクラッチ
キュナードでは最大$50,000の賞金が当たるスクラッチを各
種ご用意しています。スクラッチはCasino Desk（カジノ・デス
ク）にてお買い求めいただけます。

お支払い方法
カジノで使用するチップは各テーブルのディーラーから
ご購入いただけ、料金はお客様の船上アカウントにチャ
ージされます。スロットマシンは現金のほか、ゲストIDカ
ードでもご利用可能です。カードを直接マシンに挿入し
てください。 

ご注意：獲得した賞金は、ゲストIDカードを通して精算を
行ってください。船内クレジットをカジノでご利用いただ
くことはできません。

横浜

東京 フリープラン

多彩な魅力が詰まった東京の街をご自身のペースで観光されたいお客様にぴったりのツアーです。
近代的な街並みと日本古来の伝統が共存し、ネオン輝く高層ビルやアニメショ
ップがひしめく雑踏から一歩入ると、歴史ある寺院や美しい桜並木が広がる日
本の首都、東京。当ツアーではお客様のお好みに合わせて、東京を自由に散策
いただけます。
最初の訪問地は、高級ブティックが立ち並ぶ世界的にも
有名な繁華街、銀座。デビアスやティファニーなどの有
名ブランドの旗艦店で一流品のショッピングが楽しめる
ほか、ソニー・ビルで最新鋭の技術に触れることができ
ます。 
日本の文化に興味をお持ちの方は、多種多様なアートギ
ャラリーや日本の伝統芸能である歌舞伎の本拠地、歌舞
伎座を訪ねてみてはいかがでしょう。ほかにも、天皇の住
居である皇居は徒歩で訪問できる距離にあり、その広大

Ideal for those who like to explore at their own pace, this easy transfer to Tokyo offers endless possibilities. Escorted in English.

 

鎌倉＆三渓園

初代将軍源頼朝が開いた鎌倉幕府の本拠地、鎌倉を訪ねる終日ツアーです。
鎌倉までの道中、桜並木とツツジの名所として有名な若宮大路を通ります。長
さ約2kmの参道には、レストランや土産物屋が並びます。最初の訪問地、高徳
院では創建750年の鎌倉大仏を見学します。鎌倉幕府を開いた将軍、源頼朝
の命を受けて建立された鎌倉大仏は、高さ約11m。その巨大な姿に圧倒され
ます。 
高徳院のすぐそばには、日本最大級の木彫観音像で有名
な長谷寺もあります。次に訪れるのは鶴岡八幡宮。源氏を
はじめ、武家の守護神である八幡神をお祀りした神社で
す。小町通りで自由時間を設けておりますので、お買い物
やランチをお楽しみください。 
ツアーの締めくくりには、美しい日本庭園で有名な三溪園
を訪ねます。庭園を造った原富太郎は生糸貿易で財を成
した実業家兼茶人で、彼の称号である三溪から三溪園と
名付けられました。庭園には京都や鎌倉などから移築し

Travel to Kamakura, the capital of Japan’s first shogunate, on this full-day tour. Guided in Japanese.

 

キュナードではお客様の旅への情熱に応えるべく、現地の事情に詳しい専門スタッフを揃え、お客様が寄港地にて有意義な
時間をお過ごしいただけるようお手伝いいたします。有名観光地の隠れた穴場スポットを訪ねたり、グルメを唸らす新たな
味覚を追求したり、丁寧に細かく練り上げられたオプショナルツアーを各種ご用意いたしました。

今回のご旅行でご利用いただけるオプショナルツアーの詳細は、以下のページをご覧ください。また寄港地にて、お客様の
好みの応じたオーダーメイドのツアーをご希望のお客様は、船内スタッフにご連絡ください。ご意見をお伺いし、お客様の
ご要望に合わせたプランをご提案いたします。 

各ツアーで使用される言語は、各国の国旗（  または  ）で示されています。

オプショナルツアー
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ラスベガスを思わせるゴージャスできらびやかな雰囲気の中、興奮とスリルみなぎるカジノ体験をお
楽しみください。カジノ初心者の方のために、無料のレッスンも実施いたしております。

幸運の女神を味方に

お支払い方法
カジノで使用するチップは各テーブルのディーラーから
ご購入いただけ、料金はお客様の船上アカウントにチャ
ージされます。スロットマシンは現金のほか、ゲストIDカ
ードでもご利用可能です。カードを直接マシンに挿入し
てください。 

ご注意：獲得した賞金は、ゲストIDカードを通して精算を
行ってください。船内クレジットをカジノでご利用いただ
くことはできません。

横浜

東京 フリープラン
所要時間：7時間

YOK014 Tokyo On Your Own

多彩な魅力が詰まった東京の街をご自身のペースで観光されたいお客様にぴったりのツアーです。
近代的な街並みと日本古来の伝統が共存し、ネオン輝く高層ビルやアニメショ
ップがひしめく雑踏から一歩入ると、歴史ある寺院や美しい桜並木が広がる日
本の首都、東京。当ツアーではお客様のお好みに合わせて、東京を自由に散策
いただけます。
最初の訪問地は、高級ブティックが立ち並ぶ世界的にも
有名な繁華街、銀座。デビアスやティファニーなどの有
名ブランドの旗艦店で一流品のショッピングが楽しめる
ほか、ソニー・ビルで最新鋭の技術に触れることができ
ます。 
日本の文化に興味をお持ちの方は、多種多様なアートギ
ャラリーや日本の伝統芸能である歌舞伎の本拠地、歌舞
伎座を訪ねてみてはいかがでしょう。ほかにも、天皇の住
居である皇居は徒歩で訪問できる距離にあり、その広大

な面積を誇る見事な庭園を含め、一見に値する観光スポットです。銀座からさ
らに足を伸ばして東京観光を楽しみたい方は、地下鉄をご利用ください。
都内には博物館や美術館、名所、娯楽が盛りだくさん。約5時間の自由時間を使

って、東京の魅力を発見してください。
注：横浜から東京までの所要時間は1時間を想定していま
すが、交通事情により変わる可能性がございます。本ツア
ーはガイドによる案内はございません。また、昼食、入場
料は含まれておりません。バスに電動車椅子を積み込む
ことはできません。また乗降には階段の上り下りが必要と
なります。 

Ideal for those who like to explore at their own pace, this easy transfer to Tokyo offers endless possibilities. Escorted in English.

  

鎌倉＆三渓園
所要時間：8時間

YOK017 Kamakura and Sankei-en Garden (Guided in Japanese)

初代将軍源頼朝が開いた鎌倉幕府の本拠地、鎌倉を訪ねる終日ツアーです。
鎌倉までの道中、桜並木とツツジの名所として有名な若宮大路を通ります。長
さ約2kmの参道には、レストランや土産物屋が並びます。最初の訪問地、高徳
院では創建750年の鎌倉大仏を見学します。鎌倉幕府を開いた将軍、源頼朝
の命を受けて建立された鎌倉大仏は、高さ約11m。その巨大な姿に圧倒され
ます。 
高徳院のすぐそばには、日本最大級の木彫観音像で有名
な長谷寺もあります。次に訪れるのは鶴岡八幡宮。源氏を
はじめ、武家の守護神である八幡神をお祀りした神社で
す。小町通りで自由時間を設けておりますので、お買い物
やランチをお楽しみください。 
ツアーの締めくくりには、美しい日本庭園で有名な三溪園
を訪ねます。庭園を造った原富太郎は生糸貿易で財を成
した実業家兼茶人で、彼の称号である三溪から三溪園と
名付けられました。庭園には京都や鎌倉などから移築し

た重要文化財の歴史的建造物のほか、池、小川が流れ、花々に囲まれた散歩道
が整備されています。
注：横浜から鎌倉までは片道約60分のドライブとなります。鶴岡八幡宮若宮（下
宮）は現在改修工事中であり、シートに囲まれて建物の全貌を見ることはできま

せん。本ツアーは歩行が困難なお客様には適していませ
ん。歩きやすい靴でご参加ください。バスに電動カートを
積み込むことはできません。訪問順序が変更される場合も
ございますので、予めご了承ください。公園の一部は現在
改修工事中で、シートで囲まれている箇所がございます。 

Travel to Kamakura, the capital of Japan’s first shogunate, on this full-day tour. Guided in Japanese.

 

キュナードではお客様の旅への情熱に応えるべく、現地の事情に詳しい専門スタッフを揃え、お客様が寄港地にて有意義な
時間をお過ごしいただけるようお手伝いいたします。有名観光地の隠れた穴場スポットを訪ねたり、グルメを唸らす新たな
味覚を追求したり、丁寧に細かく練り上げられたオプショナルツアーを各種ご用意いたしました。

今回のご旅行でご利用いただけるオプショナルツアーの詳細は、以下のページをご覧ください。また寄港地にて、お客様の
好みの応じたオーダーメイドのツアーをご希望のお客様は、船内スタッフにご連絡ください。ご意見をお伺いし、お客様の
ご要望に合わせたプランをご提案いたします。 

各ツアーで使用される言語は、各国の国旗（  または  ）で示されています。

オプショナルツアー

ツアー料金：大人　＄70~　子供＄70~
＊Q913からの連続乗船のお客様のみ対象

ツアー料金：大人　＄89~　子供＄79~
＊Q913からの連続乗船のお客様のみ対象
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広島パノラマツアー
所要時間：2.5 時間

HIJ001 Hiroshima Panorama

平和都市として国際的に有名な広島の名所を巡るツアーです。
海と山に囲まれた広島は、世界で初めて被爆した都市として知られています。
ガイドの案内を聞きながら、広島郊外から市内中心部へ向かいます。途中いく
つかの平和史跡や人々で賑わう広島の街並みをご覧ください。
広島のシンボルである原爆ドーム（外観）は、かつて産業
奨励館として利用されていた建物ですが、原爆の衝撃に
よって現在は崩れかけた壁とドーム状の鉄枠が残ってい
ます。次に訪れる平和記念公園はかつて市内有数の繁華
街でしたが、現在は原爆の被害者を追悼し、平和を祈る
ための公園となっています。
安土桃山時代から江戸時代に築かれた広島城（外観）
は、原爆の爆風によって破壊されましたが、1958年に再
建され、天守閣は現在博物館となっています。荘厳な外
観を背景に、写真撮影をお楽しみください。さらに市街地

をバスで走り、広島の繁華街およびビジネス街を巡ります。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。本ツアーには最大30
分の徒歩移動があります。電動スクーターはご利用いただけません。本ツアー

には内部見学は含まれていません。原爆ドームはメンテ
ナンス作業のために、カバーで覆われている場合もござ
います。

Enjoy a panoramic tour of Hiroshima, a city internationally known as a city of peace. Guided in English.

広島の名所ツアー
所要時間：4時間

HIJ002 Sights Of Hiroshima

平和のシンボル、原爆ドームから静かで落ち着いた雰囲気の縮景園まで、広島の名所や観光スポットを巡るツアーです。
ガイドによる案内付きの観光バスツアーで、広島を代表する観光名所をご覧い
ただけます。まずは、世界初の原爆による犠牲者を追悼するためにつくられた
平和記念公園を訪れます。公園内には広島平和記念資料館と記念碑があり、資
料館には被爆の惨状を生 し々く伝える写真や遺品が展示
されています。
次に、平和のシンボルとして国際的にも有名な原爆ドー
ムを見学します。  
かつての産業奨励館であった原爆ドームは爆心地のす
ぐ近くにあったにもかかわらず、爆風に耐えた数少ない
建物ですが、その衝撃によって内部のほとんどは大破し、
崩れかけた壁とドーム状の鉄枠が残るだけとなりまし
た。平和のシンボルとして静かにたたずむ原爆ドームを
外からご覧いただきます。

次に、1620年に江戸時代の武将、浅野長晟が築成した縮景園を訪れます。池や
小川、見事に剪定された松が織り成す、静かで心安らぐ庭園は、中国杭州の西
湖を模して縮景したとも言われています。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
資料館には戦争の悲惨さを生 し々く伝える画像や遺品が
展示されております。また館内での写真撮影は禁止されて
いますので、ご了承ください。本ツアーには約2時間の徒歩
移動があります。歩きやすく滑りにくい靴を着用し、お飲み
物を持参されることをお勧めします。原爆ドームはメンテ
ナンス作業のために、カバーで覆われている場合もござ
います。

View some of the key sights of Hiroshima, from the Atomic Bomb Dome to the oasis of calm at Shukkeien Gardens. Guided in English.

宮島観光
所要時間：4時間

HIJ003 Miyajima Island

本ツアーでは日本人がこよなく愛する宮島にある、国宝の厳島神社を訪問します。 
1時間のドライブの後、標高535mの弥山がそびえる小さな島、宮島までフェリ
ーで向かいます。地球上で最も美しい場所の一つに数えられている宮島には厳
島神社が居を構え、古くから信仰の対象になっています。   
国宝・重要文化財であり、世界遺産にも登録されている
厳島神社の本社とその他の周辺建造物は、瀬戸内海上
に広がる回廊や廊下でつながっています。満潮時にはま
るで神社が波の上に浮いているかのように見え、ロマン
チックで神秘的な情景を生み出します。
小さな入り江に建つこの神社は6世紀に創建されたと
伝えられており、瀬戸内海の海上に建つ有名な鳥居と共
に、日本を代表する美しい景観の一つです。

注：本ツアーには観光バス、フェリー、徒歩での移動が含まれます。本ツアーで
は階段や起伏のある道を、徒歩で約2時間移動します。歩きやすく滑りにくい靴
の着用をお勧めします。フェリーは貸し切りではありません。

Visit one of Japan’s national treasures, the Itsukushima Shrine on Japan’s beloved Miyajima Island. Guided in English.

広島

 

 

 

路面電車と徒歩で楽しむ広島観光

広島の路面電車を利用する趣向を凝らしたウォーキングツアーで、現地の美味しいお料理をお楽しみください。
ガイドの案内で広島の市街地をバスで巡った後、徒歩で平和記念公園と資料
館へ向かいます。  
次に大通りや賑やかな下町を走る路面電車で広島の街を観光します。ランチは
専門店が並ぶお好み村で、広島名物お好み焼きを味わ
います。魚介類や肉、麺などお好きな具材を選んで、広島
ならではの味をご堪能ください。 
その後、再び路面電車に乗り、最後の訪問地である縮景
園へ向かいます。縮景園という名には、「景観を縮小し
た庭園」という意味が込められており、山川の景、京洛の
態、深山の致が庭の中に縮景されています。 
注：資料館には戦争の悲惨さを生 し々く伝える画像や遺
品が展示されております。また館内での写真撮影は禁止
されていますので、ご了承ください。本ツアーには約3時

Hop aboard a Hiroshima tram for a city walking tour with a twist, and try one of the delicious local dishes. Guided in English.

新幹線で行く錦帯橋

本ツアーは新幹線を利用し、岩国市を代表する観光スポット、錦帯橋を訪問します。
広島駅までバスで移動、新幹線こだまに乗って新岩国駅に向かいます。新岩国
には、日本三名橋の一つとして有名な錦帯橋があります。錦川に架かる錦帯橋
は、全長193.3mの優雅な木造5連アーチが特徴の橋です。洪水に耐えうる橋を
造るために研究を重ね、試行錯誤を繰り返した結果、卓
越した技術を結集した見事な橋が誕生しました。
錦帯橋の横には吉香公園があり、公園内には漆喰壁を使
った伝統的な武家屋敷が建ちます。
近くの和食レストランでの昼食後、バスで広島へと向か
います。原爆ドーム（外観）を写真撮影した後は、原爆の
被害者を慰霊するために造られた平和記念公園を散策
します。最後にバスで広島城の横を通り、船へと戻ります。

Experience Japan’s high-speed bullet train as you visit Iwakuni’s most popular sight, the great Kintai Bridge. Guided in English.

宮島と広島観光

この終日ツアーでは寄港地での時間を最大限に使い、広島を代表する観光名所を巡ります。
広島湾を渡るフェリーに乗り、船の上から島の名前の由来となった厳島神社を
見学します。到着後、神秘的な雰囲気漂う宮島の観光を約2時間たっぷりお楽し
みください。厳島神社へ向かう道中、さまざまな店舗が立ち並ぶ表参道商店街
で、島の伝統工芸品である宮島彫りなど、土産物のお買い物をお楽しみいただ
けます。周りを囲む深い海の色と朱塗りの神社がコントラ
ストを成し、巨大な鳥居（神域と人間が住む俗界を区画
する門）を美しく際立たせます。 
宮島から広島に戻り、市内のホテルで昼食をいただきま
す。ランチ休憩後、午後の散策へと向かいます。原爆ドー
ムは、世界的に有名な平和の象徴です。世界初の原爆に
よる犠牲者を慰霊するために造られた平和記念公園で、
被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や資料が展示さ
れた資料館を訪問します。 

This full day tour shows you the most important sights of Hiroshima. Available in English or Japanese.

 

 

 

ツアー料金：大人　＄64~　子供＄39~

ツアー料金：大人　＄78~　子供＄50~

ツアー料金：大人　＄80~　子供＄55~
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広島パノラマツアー
所要時間：2.5 時間

HIJ001 Hiroshima Panorama

平和都市として国際的に有名な広島の名所を巡るツアーです。
をバスで走り、広島の繁華街およびビジネス街を巡ります。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。本ツアーには最大30
分の徒歩移動があります。電動スクーターはご利用いただけません。本ツアー

には内部見学は含まれていません。原爆ドームはメンテ
ナンス作業のために、カバーで覆われている場合もござ
います。

Enjoy a panoramic tour of Hiroshima, a city internationally known as a city of peace. Guided in English.

広島の名所ツアー
所要時間：4時間

HIJ002 Sights Of Hiroshima

平和のシンボル、原爆ドームから静かで落ち着いた雰囲気の縮景園まで、広島の名所や観光スポットを巡るツアーです。
次に、1620年に江戸時代の武将、浅野長晟が築成した縮景園を訪れます。池や
小川、見事に剪定された松が織り成す、静かで心安らぐ庭園は、中国杭州の西
湖を模して縮景したとも言われています。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
資料館には戦争の悲惨さを生 し々く伝える画像や遺品が
展示されております。また館内での写真撮影は禁止されて
いますので、ご了承ください。本ツアーには約2時間の徒歩
移動があります。歩きやすく滑りにくい靴を着用し、お飲み
物を持参されることをお勧めします。原爆ドームはメンテ
ナンス作業のために、カバーで覆われている場合もござ
います。

View some of the key sights of Hiroshima, from the Atomic Bomb Dome to the oasis of calm at Shukkeien Gardens. Guided in English.

宮島観光
所要時間：4時間

HIJ003 Miyajima Island

本ツアーでは日本人がこよなく愛する宮島にある、国宝の厳島神社を訪問します。 
注：本ツアーには観光バス、フェリー、徒歩での移動が含まれます。本ツアーで
は階段や起伏のある道を、徒歩で約2時間移動します。歩きやすく滑りにくい靴
の着用をお勧めします。フェリーは貸し切りではありません。

Visit one of Japan’s national treasures, the Itsukushima Shrine on Japan’s beloved Miyajima Island. Guided in English.

広島

路面電車と徒歩で楽しむ広島観光
所要時間：6時間

HIJ005 Hiroshima by Tram & Foot

広島の路面電車を利用する趣向を凝らしたウォーキングツアーで、現地の美味しいお料理をお楽しみください。
ガイドの案内で広島の市街地をバスで巡った後、徒歩で平和記念公園と資料
館へ向かいます。  
次に大通りや賑やかな下町を走る路面電車で広島の街を観光します。ランチは
専門店が並ぶお好み村で、広島名物お好み焼きを味わ
います。魚介類や肉、麺などお好きな具材を選んで、広島
ならではの味をご堪能ください。 
その後、再び路面電車に乗り、最後の訪問地である縮景
園へ向かいます。縮景園という名には、「景観を縮小し
た庭園」という意味が込められており、山川の景、京洛の
態、深山の致が庭の中に縮景されています。 
注：資料館には戦争の悲惨さを生 し々く伝える画像や遺
品が展示されております。また館内での写真撮影は禁止
されていますので、ご了承ください。本ツアーには約3時

間の徒歩移動があります。履きやすく、滑りにくい靴の着用をお勧めします。 
昼食会場のレストランはお好み焼き専門店であり、その他特別なお食事のリク
エストには対応できませんので、ご了承ください。訪問順序が変更される場合

もございますので、予めご了承ください。平和記念資料館
は現在大規模な改修工事を行っており、東館のみの見学
となります。

Hop aboard a Hiroshima tram for a city walking tour with a twist, and try one of the delicious local dishes. Guided in English.

新幹線で行く錦帯橋
所要時間：7.5時間

HIJ004 Kintai Bridge By Bullet Train

本ツアーは新幹線を利用し、岩国市を代表する観光スポット、錦帯橋を訪問します。
広島駅までバスで移動、新幹線こだまに乗って新岩国駅に向かいます。新岩国
には、日本三名橋の一つとして有名な錦帯橋があります。錦川に架かる錦帯橋
は、全長193.3mの優雅な木造5連アーチが特徴の橋です。洪水に耐えうる橋を
造るために研究を重ね、試行錯誤を繰り返した結果、卓
越した技術を結集した見事な橋が誕生しました。
錦帯橋の横には吉香公園があり、公園内には漆喰壁を使
った伝統的な武家屋敷が建ちます。
近くの和食レストランでの昼食後、バスで広島へと向か
います。原爆ドーム（外観）を写真撮影した後は、原爆の
被害者を慰霊するために造られた平和記念公園を散策
します。最後にバスで広島城の横を通り、船へと戻ります。

注：本ツアーには観光バス、新幹線、徒歩での移動が含まれます。新幹線の乗車
時間は片道約20分です。座席は指定席ではありませんので、グループの方も別
の車両に分かれてご乗車いただく場合がございます。新幹線内のスペースに

は制限があるため、電動車椅子や電動スクーターはご利用
いただけません。本ツアーでは階段や狭い路地を、徒歩で
約2時間移動します。歩きやすく滑りにくい靴の着用とお飲
み物のご持参をお勧めします。

Experience Japan’s high-speed bullet train as you visit Iwakuni’s most popular sight, the great Kintai Bridge. Guided in English.

宮島と広島観光
所要時間：7.5時間

HIJ006 (English) HIJ009 (Japanese) Mijayima & Hiroshima

この終日ツアーでは寄港地での時間を最大限に使い、広島を代表する観光名所を巡ります。
広島湾を渡るフェリーに乗り、船の上から島の名前の由来となった厳島神社を
見学します。到着後、神秘的な雰囲気漂う宮島の観光を約2時間たっぷりお楽し
みください。厳島神社へ向かう道中、さまざまな店舗が立ち並ぶ表参道商店街
で、島の伝統工芸品である宮島彫りなど、土産物のお買い物をお楽しみいただ
けます。周りを囲む深い海の色と朱塗りの神社がコントラ
ストを成し、巨大な鳥居（神域と人間が住む俗界を区画
する門）を美しく際立たせます。 
宮島から広島に戻り、市内のホテルで昼食をいただきま
す。ランチ休憩後、午後の散策へと向かいます。原爆ドー
ムは、世界的に有名な平和の象徴です。世界初の原爆に
よる犠牲者を慰霊するために造られた平和記念公園で、
被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や資料が展示さ
れた資料館を訪問します。 

注：本ツアーには観光バス、フェリー、徒歩での移動が含まれます。資料館には
戦争の悲惨さを生 し々く伝える画像や遺品が展示されております。また館内で
の写真撮影は禁止されていますので、ご了承ください。本ツアーには約2時間の
徒歩移動があります。快適で滑りにくい靴の着用をお勧めします。訪問順序が

変更される場合もございますので、予めご了承ください。平
和記念資料館は現在大規模な改修工事を行っており、東館
のみの見学となります。

This full day tour shows you the most important sights of Hiroshima. Available in English or Japanese.

 

 

 

 

 

 

ツアー料金：大人　＄175~　子供＄120~

ツアー料金：大人　＄144~　子供＄105~

ツアー料金：大人　＄115~　子供＄105~
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岩国と錦帯橋
所要時間：6.5時間

HIJ010 Iwakuni & Kintai Bridge

岩国の歴史と魅力を満喫する終日ツアーです。
岩国のシンボルであり、日本三名橋の一つとして有名な錦帯橋と吉香公園を訪
れます。
ケーブルカーで岩国城へ向かう道中、息をのむほど素晴らしい街と岩国錦帯
の景観をお楽しみください。岩国城は、江戸時代初期の
1608年に築城されました。岩国城は地の利を活かし、お
堀としての役目を果たすに錦川に半分囲まれた、天然の
要塞となる山の頂上に建てられています。 
近くのホテルまたはレストランで和食ランチを楽しみ、ゆ
っくりリラックスした後、バスで船へと戻ります。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
本ツアーは日本語でのご案内となります。本ツアーでは
階段や狭い路地を、徒歩で約3時間移動します。歩きやす
く滑りにくい靴の着用とボトル入りの水の携帯をお勧め

します。錦帯橋には階段と狭い路地があります。歩行が困難な方は、本ツアーへ
の参加をご遠慮ください。訪問順序が変更される場合もございますので、予め
ご了承ください。

Enjoy a full day trip filled with History of Iwakuni. Guided in Japanese.

三段峡と温井ダム
所要時間：7.5時間

HIJ011 Sandankyo & Nukui Dam

本ツアーでは、息をのむほど美しい風景で有名な三段峡峡谷で、素晴らしい景色の中のハイキングをお楽しみいただけます。
広島で最も美しい場所とされている三段峡は、太田川の支流である柴木川に沿
って広がる13kmの大峡谷です。
数多くの滝や淵、巨石のある三段峡は、清流と原生林に囲まれ、母なる自然が
生み出した芸術作品といわれてます。ここでは、経験豊
富な現地ガイドと2時間のハイキングをお楽しみいただ
けます。
次に、バスで地元のレストランへ移動してランチを取っ
た後、もう一つの観光スポット、温井ダムを訪れます。日
本で2番目の高さを誇るアーチ式ダムの温井ダムでは、
見事な景観が楽しめます。
ダム資料館でダム建設に関する興味深いエピソードを
聞き、温井ダムについて学んでください。 

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。本ツアーは日本語で
のご案内となります。本ツアーには2時間のハイキングが含まれているため、歩
行が困難な人には適していません。険しく、舗装されていない起伏のある小道

を散策するアクティブなツアーです。歩きやすいアウトドア
用ウォーキングシューズを着用してください。軽量ジャケッ
トまたはウインドブレーカーをご持参ください。悪天候ま
たはハイキングコースが閉鎖されている場合、ツアーが中
止になる可能性があります。本ツアーは4月から11月のみ
実施されます。交通渋滞や遅延の可能性がございます。訪
問順序が変更される場合もございますので、予めご了承く
ださい。

Enjoy a breathtaking hike in Japan’s beautiful Sandankyo George, renowned for its special scenic beauty. Guided in Japanese.

平和記念公園・原爆ドーム・平和記念資料館
所要時間：3.5時間

 HIJ012 Peace Memorial Park, Atomic Bomb Dome & Museum

本ツアーでは、世界で最も重要な平和史跡の一つである平和記念公園と資料館を訪問します。
1955年に設立された平和記念公園と資料館は、1945年8月6日に原爆で命を落
とした7万人の広島市民を追悼し、恒久平和を訴える場所です。 
バスを下車し、ユネスコ世界遺産に登録されている原爆ドームへ向かいます。
そこから平和記念公園まで徒歩で移動し、資料館を訪れ
ます。公園内での移動中に、平和の時計塔の前を通りま
す。空に向かって伸びる高さ約20mの塔は、3つの鉄柱で
構成されています。この柱は平和を願う広島の人々の深
い祈りの手を表現しています。塔上には、原爆が投下さ
れた時刻の午前8時15分に毎日チャイムが鳴る時計があ
ります。さらに進むと、日本や世界で平和を願って捧げら
れた折り鶴で飾られた原爆の子の像があります。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。本ツアーは日本語で
のご案内となります。資料館には戦争の悲惨さを生 し々く伝える画像や遺品が
展示されております。また館内での写真撮影は禁止されていますので、ご了承
ください。平和記念資料館の本館は現在、改修工事のために閉館となっていま

すが、東館に展示品を集めて、一般公開を行っております。
原爆ドームはメンテナンス作業のために、カバーで覆われ
ている場合もございますので、予めご了承ください。本ツア
ーには約1時間30分の徒歩移動があります。歩きやすく滑
りにくい靴の着用とお飲み物をお持ちになることをお勧め
します。訪問順序が変更される場合もございますので、予
めご了承ください。

Take a tour of one of the world’s most enduring legacy to peace - the Peace Memorial Park and Museum. Guided in Japanese.

  

  

 

寺院と茶会

このツアーでは、釜山の寺院の一つ、梵魚寺、錦江寺、または3番目のいずれか寺院を訪れた後、伝統的な茶会をお楽しみいただけます。
茶は元来、仏への6つの供え物の一つでした。お茶をいれ、飲むことは仏教の八
正道の実践にふさわしいと考えられています。韓国茶道は魂を浄化し、自然と
調和することを目的とした瞑想の一種です。寺院の僧侶や茶道家の指導の下、
伝統的な茶会の独特な体験をお楽しみください。
梵魚寺は藤で覆われた渓谷の美しい景色の中にあり、
地元や外国の観光客を魅了する豊富な文化的、歴史的
資産を誇ります。山の小川の上のアーチ型の石の橋を
渡り、3つの威厳のある入り口の門ごご覧いただけます。
境内の大部分を占めるのは優雅な7世紀の石造りの塔
です。
錦江寺は森に囲まれた山の中にある僧院です。現代の人
々の忙しく疲れた心を仏の腕の中に導きます。

Enjoy a visit to one of Pusan’s temples, Beomeosa, Kumgangsa or a 3rd temple, followed by a traditional tea ceremony. Guided in English.

海東龍宮寺と市内観光

このツアーでは、約7kmの長さの広安大橋を渡り、慈悲の女神に捧げられた寺院を訪問します。
通常、山岳地帯にある他の寺院とは異なり、海東龍宮寺は海のそばにありま
す。1376年に最初に建造され、構造に伝統的に使用されていたすべての色を
使用して1970年に再築されました。寺院へは108段の階段があり、これは仏教
の人生における108の煩悩を表します。 
次に訪れるのはヌリマルAPECハウスです。ヌリマルは 

「世界のトップ」を意味し、象徴的なドームは迎賓のため
の静けさの場所と言われています。釜山の海岸のすぐそ
ばに位置し、椿と松の木の美しい森に囲まれた岩の多い
島の先端に建つ12本の柱に支えられています。
次の訪問先に向かう前に、韓国料理と各国料理のバイキ
ングランチが提供されます。 

Cross the 4½ mile-long Gwangan Grand Bridge to visit the temple devoted to the Buddha Goddess of Mercy. Guided in English.

慶州と釜山ハイライト

このツアーでは、新羅時代の首都であり、韓国で最も人気のある観光地の一つである慶州を訪れます。
この終日ツアーでは、この地域の魅力的な見どころをいくつかご紹介します。ユ
ネスコの世界遺産である慶州には、韓国の優れた仏教美術が数多くあります。
吐含山の斜面に位置する仏国寺は、素晴らしい新羅建築と仏教への献身文化
の両方を代表するものです。 
大陵苑には東西に走る、土で覆われた並木の部屋である
天満塚を含む、新羅時代（西暦668～936年）の王家の墓
が20棟あります。
韓国音楽や踊りのエンターテイメントが行われる中、韓
国伝統料理のバイキングランチをお楽しみください。
龍頭山公園からは釜山の素晴らしい景色を見渡すこと
ができます。 
ジャガルチ市場は韓国最大の水産物市場です。   

Visit the Gyeong-ju, capital of the ancient Silla Dynasty and one of South Korea’s most popular destinations. Available in English or Japanese.

 

 

 

釜山

ツアー料金：大人　＄140~　子供＄140~

ツアー料金：大人　＄145~　子供＄145~

ツアー料金：大人　＄70~　子供＄55~
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岩国と錦帯橋
所要時間：6.5時間

HIJ010 Iwakuni & Kintai Bridge

岩国の歴史と魅力を満喫する終日ツアーです。
します。錦帯橋には階段と狭い路地があります。歩行が困難な方は、本ツアーへ
の参加をご遠慮ください。訪問順序が変更される場合もございますので、予め
ご了承ください。

Enjoy a full day trip filled with History of Iwakuni. Guided in Japanese.

三段峡と温井ダム
所要時間：7.5時間

HIJ011 Sandankyo & Nukui Dam

本ツアーでは、息をのむほど美しい風景で有名な三段峡峡谷で、素晴らしい景色の中のハイキングをお楽しみいただけます。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。本ツアーは日本語で
のご案内となります。本ツアーには2時間のハイキングが含まれているため、歩
行が困難な人には適していません。険しく、舗装されていない起伏のある小道

を散策するアクティブなツアーです。歩きやすいアウトドア
用ウォーキングシューズを着用してください。軽量ジャケッ
トまたはウインドブレーカーをご持参ください。悪天候ま
たはハイキングコースが閉鎖されている場合、ツアーが中
止になる可能性があります。本ツアーは4月から11月のみ
実施されます。交通渋滞や遅延の可能性がございます。訪
問順序が変更される場合もございますので、予めご了承く
ださい。

Enjoy a breathtaking hike in Japan’s beautiful Sandankyo George, renowned for its special scenic beauty. Guided in Japanese.

平和記念公園・原爆ドーム・平和記念資料館
所要時間：3.5時間

 HIJ012 Peace Memorial Park, Atomic Bomb Dome & Museum

本ツアーでは、世界で最も重要な平和史跡の一つである平和記念公園と資料館を訪問します。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。本ツアーは日本語で
のご案内となります。資料館には戦争の悲惨さを生 し々く伝える画像や遺品が
展示されております。また館内での写真撮影は禁止されていますので、ご了承
ください。平和記念資料館の本館は現在、改修工事のために閉館となっていま

すが、東館に展示品を集めて、一般公開を行っております。
原爆ドームはメンテナンス作業のために、カバーで覆われ
ている場合もございますので、予めご了承ください。本ツア
ーには約1時間30分の徒歩移動があります。歩きやすく滑
りにくい靴の着用とお飲み物をお持ちになることをお勧め
します。訪問順序が変更される場合もございますので、予
めご了承ください。

Take a tour of one of the world’s most enduring legacy to peace - the Peace Memorial Park and Museum. Guided in Japanese.

寺院と茶会
所要時間：4時間

PUS002 Temple and Tea Ceremony

このツアーでは、釜山の寺院の一つ、梵魚寺、錦江寺、または3番目のいずれか寺院を訪れた後、伝統的な茶会をお楽しみいただけます。
茶は元来、仏への6つの供え物の一つでした。お茶をいれ、飲むことは仏教の八
正道の実践にふさわしいと考えられています。韓国茶道は魂を浄化し、自然と
調和することを目的とした瞑想の一種です。寺院の僧侶や茶道家の指導の下、
伝統的な茶会の独特な体験をお楽しみください。
梵魚寺は藤で覆われた渓谷の美しい景色の中にあり、
地元や外国の観光客を魅了する豊富な文化的、歴史的
資産を誇ります。山の小川の上のアーチ型の石の橋を
渡り、3つの威厳のある入り口の門ごご覧いただけます。
境内の大部分を占めるのは優雅な7世紀の石造りの塔
です。
錦江寺は森に囲まれた山の中にある僧院です。現代の人
々の忙しく疲れた心を仏の腕の中に導きます。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。定員があるため、ツ
アーに含まれている寺院は1つのみで、どの寺院になるかは確約いたしかねま
す。梵魚寺を通り抜けるには100段以上の階段を上る必要があります。茶会では

30～40分間ほど床にお座りいただきます。

Enjoy a visit to one of Pusan’s temples, Beomeosa, Kumgangsa or a 3rd temple, followed by a traditional tea ceremony. Guided in English.

海東龍宮寺と市内観光
所要時間：6.25時間

PUS003 Temple and Tea Ceremony

このツアーでは、約7kmの長さの広安大橋を渡り、慈悲の女神に捧げられた寺院を訪問します。
通常、山岳地帯にある他の寺院とは異なり、海東龍宮寺は海のそばにありま
す。1376年に最初に建造され、構造に伝統的に使用されていたすべての色を
使用して1970年に再築されました。寺院へは108段の階段があり、これは仏教
の人生における108の煩悩を表します。 
次に訪れるのはヌリマルAPECハウスです。ヌリマルは 

「世界のトップ」を意味し、象徴的なドームは迎賓のため
の静けさの場所と言われています。釜山の海岸のすぐそ
ばに位置し、椿と松の木の美しい森に囲まれた岩の多い
島の先端に建つ12本の柱に支えられています。
次の訪問先に向かう前に、韓国料理と各国料理のバイキ
ングランチが提供されます。 

他の伝統的な市場とは異なり、国際市場では多種多様な国際的な商品が販売
されています。韓国最大の魚介類や魚の市場に移動して地元の生活を味わう
前に、釜山最大の市場の迷路のような路地をゆっくりとご探索ください。 

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。寺
院を通り抜けるには110段以上の階段を上る必要がありま
す。公園や市場では床が濡れ、滑りやすくなっていることが
あるため、足元にご注意ください。快適で滑りにくいウォー
キングシューズの着用をお勧めします。

Cross the 4½ mile-long Gwangan Grand Bridge to visit the temple devoted to the Buddha Goddess of Mercy. Guided in English.

慶州と釜山ハイライト
所要時間：7.75時間

PUS004 (English) PUS012 (Japanese) Highlights of Gyeongju and Busan

このツアーでは、新羅時代の首都であり、韓国で最も人気のある観光地の一つである慶州を訪れます。
この終日ツアーでは、この地域の魅力的な見どころをいくつかご紹介します。ユ
ネスコの世界遺産である慶州には、韓国の優れた仏教美術が数多くあります。
吐含山の斜面に位置する仏国寺は、素晴らしい新羅建築と仏教への献身文化
の両方を代表するものです。 
大陵苑には東西に走る、土で覆われた並木の部屋である
天満塚を含む、新羅時代（西暦668～936年）の王家の墓
が20棟あります。
韓国音楽や踊りのエンターテイメントが行われる中、韓
国伝統料理のバイキングランチをお楽しみください。
龍頭山公園からは釜山の素晴らしい景色を見渡すこと
ができます。 
ジャガルチ市場は韓国最大の水産物市場です。   

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。釜山から慶州までの
ドライブは約1.5時間です。このツアーには2時間以上の徒歩での移動が含ま
れるため、快適で滑りにくいウォーキングシューズの着用をお勧めします。ジャ
ガルチ市場の床は床が濡れ、滑りやすくなっていることがありますのでご注意

ください。

Visit the Gyeong-ju, capital of the ancient Silla Dynasty and one of South Korea’s most popular destinations. Available in English or Japanese.

 

 

 

 

 

 

釜山

 

 

ツアー料金：大人　＄100~　子供＄69~

ツアー料金：大人　＄125~　子供＄105~

ツアー料金：大人　＄135~　子供＄99~
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梵魚寺と市場
所要時間：4.25時間

PUS006 (English) PUS013 (Japanese) Beomeosa Temple and Markets

このツアーでは、釜山で最も有名な寺院である梵魚寺への訪問と地元の市場の探索をお楽しみいただけます。 
西暦678年に建造された梵魚寺は、韓国5大仏教寺院の一つであり、豊富な文
化的歴史的資産を誇ります。藤で覆われた渓谷の美しい景色に囲まれ、地元の
観光客や外国の観光客を魅了します。 
山の小川の上のアーチ型の石の橋を渡り、「天国の門」と
して知られる3つの威厳のある入り口の門をご覧いただ
けます。寺院の境内の大部分を占めるのは優雅な7世紀
の石造りの塔です。
釜山で最大の魚市場であるジャガルチ市場は、朝鮮戦争
中に女性の売り子たちによって立ち上げられました。市
場で魚を売る人のほとんどは女性です。韓国で有名なこ
の市場は、地元の人々のライフスタイルを垣間見ること
ができる場所です。

他の伝統的な市場とは異なり、国際市場では多種多様な国際的な商品が販売
されており、電気製品、衣料品、魚、果物、野菜を買い求めることができます。港
に戻る前に、釜山最大の市場の迷路のような路地をゆっくりとご散策ください。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。駐
車場から寺院までは徒歩10分ほどで、110段以上の階段を
上る必要があります。公園や市場では床が濡れ、滑りやすく
なっていることがあるため、足元にご注意ください。快適で
滑りにくいウォーキングシューズの着用をお勧めします。 

Enjoy a visit to the most famous Temple in Busan – Beomeosa and explore the local markets. Available in English or Japanese.

釜山のスナップショット
所要時間：4.25時間

PUS007 (English) PUS015 (Japanese) Snapshot of Busan

この半日のシティーツアーでは、釜山の見どころを回ります。
7kmの長さの広安橋を渡り、海岸線、広安里海水浴場、街の高層ビルの素晴ら
しい景観をお楽しみください。次に、「世界のトップ」を意味するヌリマルAPEC
ハウスを訪問します。象徴的なドームのこの会議場は、訪れた各国政府高官に
とって静けさの場所です。 
次に、釜山シネマセンターに向かい、アジアで最も人気
のある映画祭の一つである釜山映画祭の公式会場で写
真撮影を行います。 
その後、釜山の中心部と龍頭山公園に向かいます。龍頭
山にあり、70種類の木が自慢のこの公園は、地元の人々
の間で人気のリラックススポットの一つであり、釜山港と
周辺の美しい景色を眺めることができます。 

ジャガルチ魚市場は釜山の漁港に隣接しており、1950年代に女性の売り子た
ちによって立ち上げられました。現在、豊富な種類の新鮮な漁獲は世界のどの
市場にも引けを取りません。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。こ
のツアーには少々傾斜のある舗装道路を1.5時間ほど徒歩
で移動する部分があります。訪問順序が変更される場合も
ございますので、予めご了承ください。 
快適で滑りにくい靴の着用をお勧めします。       

See the highlights of Busan on this half-day city tour. Available in English or Japanese.

海東龍宮寺
所要時間：7.25時間

PUS009 Haedong Yonggungsa Temple

このツアーでは、釜山の美しい景色の海岸沿いの広安大橋を渡り、慈悲の女神に捧げられた寺院を訪問します。
1376年に最初に建造された海東龍宮寺は、構造に伝統的に使用されていたす
べての色を使用して、1970年に再築されました。寺院へは108段の階段があり、
これは仏教の人生における108の煩悩を表します。 
次に訪れるのはヌリマルAPECハウスです。ヌリマルは 

「世界のトップ」を意味し、象徴的なドームは迎賓のため
の静けさの場所と言われています。釜山の海岸のすぐそ
ばに位置し、椿と松の木の美しい森に囲まれた岩の多い
島の先端に建つ12本の柱に支えられています。
ロッテ免税店やデパートでのお買い物の前に、伝統的な
韓国の焼き肉ランチをお楽しみください。 
他の伝統的な市場とは異なり、国際市場では多種多様な
国際的な商品が販売されています。韓国最大の魚介類や
魚の市場に移動して地元の生活を味わう前に、釜山最大
の市場の迷路のような路地をゆっくりとご探索ください。 

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれ、日本語のガイドが手配さ
れています。寺院を通り抜けるには110段以上の階段を上る必要があります。公
園や市場では床が濡れ、滑りやすくなっていることがあるため、足元にご注意く
ださい。快適で滑りにくいウォーキングシューズの着用をお勧めします。

Cross the Gwangan Grand Bridge to visit the temple devoted to the Buddha Goddess of Mercy. Guided in Japanese.

 

   

  

国際市場でのランチ

釜山最大の市場の迷路のような路地をゆっくりと散策し、ランチをお楽しみください。
国際市場は、韓国での戦争難民たちが生計を立てるために屋台を開く場所とし
て作られました。現在、この商業地区にある市場は釜山最大の市場に成長しま
した。ここでは、衣服、シルク、リネン、カーテン、バッグ、メガネのほか、多くの輸
入品を最高の卸価格で見つけることができます。
ソウルの南大門市場と同様、店舗は小さく、行商人であ
ふれる路地は広くありません。国際市場は複数の通りに
広がり、富平市場や中央の商業とショッピングエリアで
ある南浦洞に続きます。南の境界線はジャガルチ魚市
場です。
市場をガイドと共に回り、自由時間にお買い物を楽しん
だ後は、地元レストランでのバイキングランチ。シーフー
ドを中心とした様々な韓国料理、日本料理、各国料理が
提供されます。 

Explore the maze-like alleyways of the city’s largest market at your leisure and enjoy a buffet lunch. Guided in Japanese.

長崎メモリアルツアー

本ツアーでは、原爆の爆心地であった原爆資料館と平和記念公園を訪れます。
長崎の平和公園は、1945年8月9日に投下された原爆の爆心地の北に位置する
低い丘の上にあります。悲惨な戦争を二度と繰り返さないという誓いと、世界平
和への願いを込めて造られました。平和を象徴する高さ9.7mの平和祈念像は、
世界中からの寄付によって1955年に建設されました。  
公園の近くにある長崎原爆資料館は、原爆被害の写真や
遺品を展示し、核兵器の恐ろしさと平和の尊さを伝えて
います。原爆の爆心地は、町を破壊した核兵器の爆発の
中心を示します。 
再建された美しい教会、浦上天主堂を見学し、一本柱鳥
居が伝える戦争の傷跡について学んでください。

Visit the hypocentre, the Atomic Bomb Museum and the Peace Memorial Park. Available in English or Japanese.

長崎の見どころ

平和公園やグラバー園など、長崎の観光名所を巡る終日ツアーです。
長崎のパノラミックなドライブの後、1945年に投下された原爆の犠牲者を追
悼し、平和を祈るために造られた平和公園を訪れ、世界中からの寄付により建
てられた平和祈念像を見学します。平和公園の近くに位置する長崎原爆資料
館には、原爆による惨状を伝える写真や遺品が数多く展示されています。原爆
の爆心地とは、町を破壊した核兵器の爆発の中心を示
します。
次に扇形の人工島、出島の歴史博物館を訪問します。出
島のオランダ商館は200年もの間、日本で唯一西洋に開
かれていた貿易の窓口でした。 
和風ランチの後、長崎の旧外国人居留地に位置し、複数
の歴史的建物を擁するグラバー園を訪れます。中でも特
に重要なのは、日本で最も古い洋風木造建造物である
1863年建造の旧グラバー住宅。グラバー邸の美しい庭園
と歴史ある建物の見学をお楽しみください。建物内部は

Enjoy a full day discovering the city of Nagasaki, including the Peace Park and the Glover Garden.Available in English or Japanese.

 

 

長崎

 

ツアー料金：大人　＄74~　子供＄49~

ツアー料金：大人　＄72~　子供＄48~

ツアー料金：大人　＄130~　子供＄105~
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梵魚寺と市場
所要時間：4.25時間

PUS006 (English) PUS013 (Japanese) Beomeosa Temple and Markets

このツアーでは、釜山で最も有名な寺院である梵魚寺への訪問と地元の市場の探索をお楽しみいただけます。 
他の伝統的な市場とは異なり、国際市場では多種多様な国際的な商品が販売
されており、電気製品、衣料品、魚、果物、野菜を買い求めることができます。港
に戻る前に、釜山最大の市場の迷路のような路地をゆっくりとご散策ください。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。駐
車場から寺院までは徒歩10分ほどで、110段以上の階段を
上る必要があります。公園や市場では床が濡れ、滑りやすく
なっていることがあるため、足元にご注意ください。快適で
滑りにくいウォーキングシューズの着用をお勧めします。 

Enjoy a visit to the most famous Temple in Busan – Beomeosa and explore the local markets. Available in English or Japanese.

釜山のスナップショット
所要時間：4.25時間

PUS007 (English) PUS015 (Japanese) Snapshot of Busan

この半日のシティーツアーでは、釜山の見どころを回ります。
ジャガルチ魚市場は釜山の漁港に隣接しており、1950年代に女性の売り子た
ちによって立ち上げられました。現在、豊富な種類の新鮮な漁獲は世界のどの
市場にも引けを取りません。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。こ
のツアーには少々傾斜のある舗装道路を1.5時間ほど徒歩
で移動する部分があります。訪問順序が変更される場合も
ございますので、予めご了承ください。 
快適で滑りにくい靴の着用をお勧めします。       

See the highlights of Busan on this half-day city tour. Available in English or Japanese.

海東龍宮寺
所要時間：7.25時間

PUS009 Haedong Yonggungsa Temple

このツアーでは、釜山の美しい景色の海岸沿いの広安大橋を渡り、慈悲の女神に捧げられた寺院を訪問します。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれ、日本語のガイドが手配さ
れています。寺院を通り抜けるには110段以上の階段を上る必要があります。公
園や市場では床が濡れ、滑りやすくなっていることがあるため、足元にご注意く
ださい。快適で滑りにくいウォーキングシューズの着用をお勧めします。

Cross the Gwangan Grand Bridge to visit the temple devoted to the Buddha Goddess of Mercy. Guided in Japanese.

国際市場でのランチ
所要時間：3.5時間

PUS014 Gukje Market with Lunch

釜山最大の市場の迷路のような路地をゆっくりと散策し、ランチをお楽しみください。
国際市場は、韓国での戦争難民たちが生計を立てるために屋台を開く場所とし
て作られました。現在、この商業地区にある市場は釜山最大の市場に成長しま
した。ここでは、衣服、シルク、リネン、カーテン、バッグ、メガネのほか、多くの輸
入品を最高の卸価格で見つけることができます。
ソウルの南大門市場と同様、店舗は小さく、行商人であ
ふれる路地は広くありません。国際市場は複数の通りに
広がり、富平市場や中央の商業とショッピングエリアで
ある南浦洞に続きます。南の境界線はジャガルチ魚市
場です。
市場をガイドと共に回り、自由時間にお買い物を楽しん
だ後は、地元レストランでのバイキングランチ。シーフー
ドを中心とした様々な韓国料理、日本料理、各国料理が
提供されます。 

ご希望のお客様は、帰路にロッテ免税店でのショッピングをリクエストすること
ができます。
注：本ツアーは観光バス、徒歩での移動を含み、日本語ガイドがご案内いたし

ます。国際市場は迷路のように入り込んだ路地のため、ガ
イドの指示を注意してお聞きください。ベジタリアン向けま
たは特別なお食事のリクエストは、当日レストランでお受
けすることはできませんのでご了承ください。ロッテ免税店
でのお買い物をご希望されたお客様は、ご自身で船にお戻
りいただきますようお願いいたします。免税品を購入する
には、パスポートのコピーが必要です。 

Explore the maze-like alleyways of the city’s largest market at your leisure and enjoy a buffet lunch. Guided in Japanese.

長崎メモリアルツアー
所要時間：3時間

NGS001 (English) NGS011 (Japanese) Nagasaki Memorial Tour

本ツアーでは、原爆の爆心地であった原爆資料館と平和記念公園を訪れます。
長崎の平和公園は、1945年8月9日に投下された原爆の爆心地の北に位置する
低い丘の上にあります。悲惨な戦争を二度と繰り返さないという誓いと、世界平
和への願いを込めて造られました。平和を象徴する高さ9.7mの平和祈念像は、
世界中からの寄付によって1955年に建設されました。  
公園の近くにある長崎原爆資料館は、原爆被害の写真や
遺品を展示し、核兵器の恐ろしさと平和の尊さを伝えて
います。原爆の爆心地は、町を破壊した核兵器の爆発の
中心を示します。 
再建された美しい教会、浦上天主堂を見学し、一本柱鳥
居が伝える戦争の傷跡について学んでください。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。資料館には戦争の悲
惨さを生 し々く伝える画像や遺品が展示されており、中には衝撃的な内容のも
のもあることにご留意ください。また写真撮影は禁止されています。本ツアーに

は約1時間30分の徒歩移動があります。歩きやすく滑りにく
い靴の着用とボトル入りの水の携帯をお勧めします。本ツ
アーは体の不自由なお客様には適していません。訪問順序
が変更される場合もございますので、予めご了承ください。 

Visit the hypocentre, the Atomic Bomb Museum and the Peace Memorial Park. Available in English or Japanese.

長崎の見どころ
所要時間：7時間

NGS003 (English) NGS012 (Japanese) The Best Of Nagasaki

平和公園やグラバー園など、長崎の観光名所を巡る終日ツアーです。
長崎のパノラミックなドライブの後、1945年に投下された原爆の犠牲者を追
悼し、平和を祈るために造られた平和公園を訪れ、世界中からの寄付により建
てられた平和祈念像を見学します。平和公園の近くに位置する長崎原爆資料
館には、原爆による惨状を伝える写真や遺品が数多く展示されています。原爆
の爆心地とは、町を破壊した核兵器の爆発の中心を示
します。
次に扇形の人工島、出島の歴史博物館を訪問します。出
島のオランダ商館は200年もの間、日本で唯一西洋に開
かれていた貿易の窓口でした。 
和風ランチの後、長崎の旧外国人居留地に位置し、複数
の歴史的建物を擁するグラバー園を訪れます。中でも特
に重要なのは、日本で最も古い洋風木造建造物である
1863年建造の旧グラバー住宅。グラバー邸の美しい庭園
と歴史ある建物の見学をお楽しみください。建物内部は

当時のままの調度品で飾られ、19世紀の長崎の姿を写した写真などが展示さ
れています。観光の後は、ゆっくり長崎の街を散策しながら船へと戻ります。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。資料館には戦争の悲

惨さを生 し々く伝える画像や遺品が展示されており、中に
は衝撃的な内容のものもあることにご留意ください。また
写真撮影は禁止されています。本ツアーでは起伏のある
道を約4時間、徒歩で移動します。快適で滑りにくい靴の着
用をお勧めします。本ツアーは体の不自由なお客様には適
していません。訪問順序が変更される場合もございますの
で、予めご了承ください。

Enjoy a full day discovering the city of Nagasaki, including the Peace Park and the Glover Garden.Available in English or Japanese.

 

   

長崎

  

ツアー料金：大人　＄99~　子供＄65~

ツアー料金：大人　＄86~　子供＄64~

ツアー料金：大人　＄158~　子供＄72~
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島原半島
所要時間：8.5時間

 NGS004 Shimabara Peninsula

本ツアーでは島原の古城を見学した後、江戸の暮らしを今に伝える武家屋敷街を散策します。
観光バスの座席にゆったりと座り、長崎の東側に位置する有明海から、山々の
連なる島原半島までのパノラミックなドライブをお楽しみください。
堂々たる島原城がそびえる島原の町は、17世紀に造られた昔ながらの城下町
です。荘厳な城を訪れ、日本のキリシタン史料のほか、江
戸時代の刀や鎧を展示する小さな博物館を見学します。
次にウォーキングツアーに参加し、鉄砲町と呼ばれた地
区に、島原藩士の住居が当時の姿のまま今も残る武家屋
敷街を徒歩で巡ります。
島原のホテルやレストランで和食ランチを楽しんだ
後、1991年の雲仙普賢岳の噴火により土石流、火砕流の
下に埋まったみずなし本陣の小さな村の廃虚を見学し
ます。火山灰や火砕流の間から、灰に埋まった民家の屋
根をいくつかご覧いただくことができます。この村は、災

害で命を失った人々への慰霊碑として保存されました。
長崎へ戻る道中、最後に平和公園に立ち寄ります。  

注：島原半島までは約2時間のドライブとなります。天候に
よっては、有明海からの眺望をお楽しみいただけない場合
もございます。本ツアーには約2時間の徒歩移動がありま
す。歩きやすく滑りにくい靴の着用とボトル入りの水の携帯
をお勧めします。島原城へは約150段の階段があります（エ
レベーターやスロープはございません）。本ツアーは体の
不自由なお客様には適していません。訪問順序が変更され
る場合もございますので、予めご了承ください。 

Tour the ancient castle of Shimabara, before strolling through a Samurai house. Guided in English.

パノラミックな長崎
所要時間：2時間

NGS005 (English) NGS013 (Japanese)  Panoramic Nagasaki

本ツアーでは、絶景ドライブで長崎の景観をお楽しみいただけます。
稲佐山までの快適なドライブの途中、深青の湾と緑豊かな丘が繰り広げる長崎
のパノラミックな景観をご堪能ください。長崎の繁華街や原爆資料館を通り、浦
上天主堂と一本柱鳥居を巡ります。
爆心地の近くに位置し、美しい平和の泉と平和祈念像で
有名な平和公園に立ち寄ります。平和祈念像は、地元出
身の彫刻家である北村西望が、神の愛と仏の慈悲の象
徴としてこの彫像を作りました。毎年8月9日に彫像の前
で平和記念式典が催され、全世界に向けて平和宣言が
なされます。
長崎市のほぼ3分の1が原爆で破壊され、15万人の死傷者
が発生しました。当時、この先75年間はこの地に草木は生
えないだろうと言われていました。現在、爆心地は国際的
な平和公園として世界調和の願いの象徴となっています。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。本ツアーでは徒歩で
の移動はほとんどございません。訪問順序が変更される場合もございますの
で、予めご了承ください。稲佐山の見晴らしのいい場所では、バスの中からパノ

ラミックな風景を楽しめます。交通規制のため、途中でバス
を降りることはできません。

Take in the sights of Nagasaki on this scenic drive of the city. Available in English or Japanese.

平和記念碑と稲佐山のケーブルカー
所要時間：4.5時間

NGS007 Memorial And Mount Inasa Cable Car

本ツアーでは、長崎の平和公園と原爆資料館を訪問し、ケーブルカーの中から稲佐山の素晴らしい風景をお楽しみいただけます。 
長崎市街をドライブしながら平和公園や原爆資料館へ訪ね、長崎の歴史や魅
力を探ります。
原爆投下直後に街の周辺で撮られた写真や爆風の被害を免れた遺品を展示し
ている資料館を、ガイド付きで見学します。
再びバスに戻り、有名な一本柱鳥居から稲佐山のケーブ
ルカーに向かいます。標高333mの稲佐山は、長崎で一
番見晴らしの良い場所です。ケーブルカーに乗り、港と街
が織りなす長崎の素晴らしい景色をお楽しみください。     
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
本ツアーでは階段を含む、約2時間30分の徒歩移動がご
ざいます。快適なウォーキングシューズの着用をお勧め
します。本ツアーは体の不自由なお客様には適していま
せん。本ツアーでは、戦争の悲惨さを生 し々く伝える画像
や遺品を展示する資料館の見学が含まれます。稲佐山の

ケーブルカーは車椅子には対応しておりません。天候によっては、稲佐山から
の眺望をお楽しみいただけない場合もございます。訪問順序が変更される場
合もございますので、予めご了承ください。

Explore Atomic Bomb Museum and enjoy fabulous views during a cable car ride at Mount Inasa. Guided in English.

  

 

 

 

 

このマークが付いたオプショナルツアーでは説明に記載されているような身体を使う行動や運動が含まれます。こうした行動を問題な
くこなせる健康状態にあるか、現在服用中の薬が身体能力や精神面に影響を及ぼすことはないかご自身で判断の上、参加を決定してく
ださい。本ツアーをご予約された場合、お客様（および同伴のお客様）が心身ともに健康な状態にあり発作、目まい、失神、心臓病、呼吸
器疾患、腰痛や首の痛みなどの持病（これらは症状の一例であり、これに限定されません）をお持ちでないものとみなされます。妊娠中
の方はアクティビティツアーにはご参加いただけません。行動に伴うリスクを考慮し、ツアー手配業者の責任範囲を制限またはこれに
影響を与える免責書類に署名を求められる場合もあります。ツアー中は、ご自身で自らの安全に十分注意を払ってください。運動靴の着
用をお勧めします。

このマークが付いたツアーには、細心の注意が求められます。ほとんどの場合、ビーチツアーにガイドは同伴いたしませんので水の中
に入る際には、お客様ご自身で責任持って安全をご確認ください。また、ほとんどのビーチには水難救助員は常駐しておりませんので、
旗の色で海の状況をご確認ください。飲酒後や満腹の状態での水泳は避けてください。また、お子様からは目を離さないでください。水
に関連するアクティビティにおいて救命胴衣が用意されている場合は、必ず常時着用してください。水の中では予期せぬ事態が発生し
たり、海底には思わぬ危険が潜んでいる場合がございますのでご注意ください。ビーチ、水辺、海での行動はすべてお客様ご自身の責
任においてご参加ください。ツアーには水着、タオル、日焼け止めをご持参いただき水中では底の平らな靴を着用してください。

ツアーには最少催行人数が設定されています。

 

20分以内の徒歩移動
（健脚レベル：低）

60分以内の徒歩移動
（健脚レベル：中）

ツアー料金：大人　＄152~　子供＄150~

ツアー料金：大人　＄72~　子供＄72~

ツアー料金：大人　＄150~　子供＄140~
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島原半島
所要時間：8.5時間

 NGS004 Shimabara Peninsula

本ツアーでは島原の古城を見学した後、江戸の暮らしを今に伝える武家屋敷街を散策します。
害で命を失った人々への慰霊碑として保存されました。
長崎へ戻る道中、最後に平和公園に立ち寄ります。  

注：島原半島までは約2時間のドライブとなります。天候に
よっては、有明海からの眺望をお楽しみいただけない場合
もございます。本ツアーには約2時間の徒歩移動がありま
す。歩きやすく滑りにくい靴の着用とボトル入りの水の携帯
をお勧めします。島原城へは約150段の階段があります（エ
レベーターやスロープはございません）。本ツアーは体の
不自由なお客様には適していません。訪問順序が変更され
る場合もございますので、予めご了承ください。 

Tour the ancient castle of Shimabara, before strolling through a Samurai house. Guided in English.

パノラミックな長崎
所要時間：2時間

NGS005 (English) NGS013 (Japanese)  Panoramic Nagasaki

本ツアーでは、絶景ドライブで長崎の景観をお楽しみいただけます。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。本ツアーでは徒歩で
の移動はほとんどございません。訪問順序が変更される場合もございますの
で、予めご了承ください。稲佐山の見晴らしのいい場所では、バスの中からパノ

ラミックな風景を楽しめます。交通規制のため、途中でバス
を降りることはできません。

Take in the sights of Nagasaki on this scenic drive of the city. Available in English or Japanese.

平和記念碑と稲佐山のケーブルカー
所要時間：4.5時間

NGS007 Memorial And Mount Inasa Cable Car

本ツアーでは、長崎の平和公園と原爆資料館を訪問し、ケーブルカーの中から稲佐山の素晴らしい風景をお楽しみいただけます。 
ケーブルカーは車椅子には対応しておりません。天候によっては、稲佐山から
の眺望をお楽しみいただけない場合もございます。訪問順序が変更される場
合もございますので、予めご了承ください。

Explore Atomic Bomb Museum and enjoy fabulous views during a cable car ride at Mount Inasa. Guided in English.

 

 

 

 

 

 

このマークが付いたオプショナルツアーでは説明に記載されているような身体を使う行動や運動が含まれます。こうした行動を問題な
くこなせる健康状態にあるか、現在服用中の薬が身体能力や精神面に影響を及ぼすことはないかご自身で判断の上、参加を決定してく
ださい。本ツアーをご予約された場合、お客様（および同伴のお客様）が心身ともに健康な状態にあり発作、目まい、失神、心臓病、呼吸
器疾患、腰痛や首の痛みなどの持病（これらは症状の一例であり、これに限定されません）をお持ちでないものとみなされます。妊娠中
の方はアクティビティツアーにはご参加いただけません。行動に伴うリスクを考慮し、ツアー手配業者の責任範囲を制限またはこれに
影響を与える免責書類に署名を求められる場合もあります。ツアー中は、ご自身で自らの安全に十分注意を払ってください。運動靴の着
用をお勧めします。

このマークが付いたツアーには、細心の注意が求められます。ほとんどの場合、ビーチツアーにガイドは同伴いたしませんので水の中
に入る際には、お客様ご自身で責任持って安全をご確認ください。また、ほとんどのビーチには水難救助員は常駐しておりませんので、
旗の色で海の状況をご確認ください。飲酒後や満腹の状態での水泳は避けてください。また、お子様からは目を離さないでください。水
に関連するアクティビティにおいて救命胴衣が用意されている場合は、必ず常時着用してください。水の中では予期せぬ事態が発生し
たり、海底には思わぬ危険が潜んでいる場合がございますのでご注意ください。ビーチ、水辺、海での行動はすべてお客様ご自身の責
任においてご参加ください。ツアーには水着、タオル、日焼け止めをご持参いただき水中では底の平らな靴を着用してください。

ツアーには最少催行人数が設定されています。

 

20分以内の徒歩移動
（健脚レベル：低）

60分以内の徒歩移動
（健脚レベル：中）

アクティビティツアー

ビーチ/ウォーター関連ツアー

60分以上の徒歩移動
（健脚レベル：高）

ショッピング

食事付き

お飲み物

マークの説明

日本語でのガイド付き

英語ガイド付き
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よくあるご質問

船の下船口（ギャングウェイ）の位置と、下船方法はどのように分かりますか？
潮の変化によって、下船口の位置も変わります。寄港地に到着後、港湾管理局の許可が下り次第、船内放送で下船口の位置
をお知らせします。アナウンスはすべての公共エリア、または客室テレビの船の情報チャンネルで聞くことができます。
迅速で安全な下船を保証するために、船内放送の後に下船口に向かい、船内IDカードは手元にご用意ください。

私は体が不自由であり、歩くのが困難です。このツアーではどの程度の徒歩移動がありますか？
移動に関するアドバイスは、ツアーデスクにご用意してあるパンフレットに記載されています。さらに詳しい情報が必要な
方やその他特別なご要望がございましたら、お気軽にツアースタッフにお尋ねください。一部の寄港地で使用するマイクロ
バスには、車椅子や電動スクーターの収納スペースがございませんので、予めご了承ください。現地で車椅子や電動スクー
ターが必要なお客様は、事前にツアースタッフにご確認ください。

ツアー代金の支払いはどのようにすればいいですか？
出発前にご予約いただいた場合、クレジットカードまたはデビットカードを使ってお支払いいただきます。乗船中にご予約
いただいた場合は、米ドルで請求され、お客様の船内アカウントに追加されます。

ツアーの集合場所はどこですか？
集合時間と場所はデイリー・プログラムに掲載され、前日の夜にお部屋に届けられます。陸上または船内の公共の場所のど
ちらに集合するかが明記されています。お選びになったツアーの内容を再度ご確認ください。同じツアーで出発時間が異な
る場合があるため、必ずコードをご確認ください。チケットにはコードと出発時間が記載されています。

船内クレジットでオプショナルツアーの料金を支払うことはできますか？
可能です。船内クレジットは多くの場合、ホリデーパッケージの一部として含まれています。
オプショナルツアーを申し込むことでクルーズ旅行を最大限に楽しむことができます。

団体で旅行をしています。同じバスに乗ることができますか？
一緒に集合場所にお越しいただいた場合、同じバスになります。お選びになったツアーには複数のバスが用意されている
場合があります。グループ全員が集まる前に乗車して、バスが満席になった場合、後で到着したグループメンバーは
別のバスに乗車していただく可能性がございます。

ツアーについて、その他のご質問はツアーデスクにてお訊ねください。素晴らしいオプショナルツアーとなるよう
キュナードチームがサポートいたします。

オプショナルツアーご利用規約

ツアーの安全
ご予約条件（米国からのお客様の場合は「旅行
規約」）とこれらのご利用規約は、オプショナル
ツアーに関するお客様へのキュナードの責任を
規定するものであり、オプショナルツアーの手配
は、それらを条件として提供されます。キュナー
ドはオプショナルツアーサービスを提供せず、現
地の委託ツアー業者によって催行されます。お
客様は、委託ツアー業者独自の利用規約に従っ
ていただく場合もございます。お客様の健康、安
全、快適さが最優先事項であるため、キュナード
では委託ツアー業者の選定に細心の注意を行使
し、委託ツアー業者には、損害保険を含む独自の
安全管理システムを順守し、すべての関連する地
方、国内および/または国際基準と法律を順守す
ることを求めています。現地のツアー業者が不適
切である、または安全でないと判断しない限り、
オプショナルツアーは天候にかかわらず、行われ
ます。ツアーの説明を良く読み、ご自身の安全と
同伴する参加者の安全のために妥当な予防策を
とってください。上記の重要情報を必ずお読みく
ださい。キュナードはお客様が被ったいかなる損
失、損害、または怪我に対しても、キュナードの法
的義務の違反から生じた場合を除き、責任を負
いません。キュナードは、いかなる場合において
もツアー業者よりも大きな責任を負いません。ま
た、キュナードは、ツアー業者の過失行為や怠慢
について責任を負いません。キュナードは、船内
で行われたすべての医療行為をお客様にご請求
します。また、陸上での病院訪問の費用もお客様
の負担となります。キュナードは、オプショナルツ
アーの参加中に購入された商品について一切の
責任を負いません。陸上での購入は、お客様と売
り手の間でのみ行われます。

オプショナルツアー料金
オプショナルツアーの料金は米ドルで表示され、
予告なしに変更されることがあります。出発日や
時刻により価格が異なる場合があり、定員制で
す。オプショナルツアーを予約し、支払いを済ま
せた後に料金が変更となることはございません。
事前予約されたオプショナルツアーは、クルーズ
出発前に有効なクレジットカードに請求されま
す。出航後に予約されたオプショナルツアー料金
は、船内アカウントに追加されます。チケットはお
部屋にお届けします。キャンセルは寄港地への
到着の48時間前までに行ってください。オプショ
ナルツアーの料金は通常、大人（13歳以上）、子供
（催行日に3～12歳）、または車両ごとに課金さ
れます。ほとんどの場合、2歳以下の幼児は膝に
座らせる場合、無料ですが、予約は必要です。参
加に最低年齢が設定されている場合は、ツアー
の詳細に記載されているか、予約時に通知され
ます。18歳未満の未成年者には成人が同伴する
必要があります。
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船の下船口（ギャングウェイ）の位置と、下船方法はどのように分かりますか？
潮の変化によって、下船口の位置も変わります。寄港地に到着後、港湾管理局の許可が下り次第、船内放送で下船口の位置
をお知らせします。アナウンスはすべての公共エリア、または客室テレビの船の情報チャンネルで聞くことができます。
迅速で安全な下船を保証するために、船内放送の後に下船口に向かい、船内IDカードは手元にご用意ください。

私は体が不自由であり、歩くのが困難です。このツアーではどの程度の徒歩移動がありますか？
移動に関するアドバイスは、ツアーデスクにご用意してあるパンフレットに記載されています。さらに詳しい情報が必要な
方やその他特別なご要望がございましたら、お気軽にツアースタッフにお尋ねください。一部の寄港地で使用するマイクロ
バスには、車椅子や電動スクーターの収納スペースがございませんので、予めご了承ください。現地で車椅子や電動スクー
ターが必要なお客様は、事前にツアースタッフにご確認ください。

ツアー代金の支払いはどのようにすればいいですか？
出発前にご予約いただいた場合、クレジットカードまたはデビットカードを使ってお支払いいただきます。乗船中にご予約
いただいた場合は、米ドルで請求され、お客様の船内アカウントに追加されます。

ツアーの集合場所はどこですか？
集合時間と場所はデイリー・プログラムに掲載され、前日の夜にお部屋に届けられます。陸上または船内の公共の場所のど
ちらに集合するかが明記されています。お選びになったツアーの内容を再度ご確認ください。同じツアーで出発時間が異な
る場合があるため、必ずコードをご確認ください。チケットにはコードと出発時間が記載されています。

船内クレジットでオプショナルツアーの料金を支払うことはできますか？
可能です。船内クレジットは多くの場合、ホリデーパッケージの一部として含まれています。
オプショナルツアーを申し込むことでクルーズ旅行を最大限に楽しむことができます。

団体で旅行をしています。同じバスに乗ることができますか？
一緒に集合場所にお越しいただいた場合、同じバスになります。お選びになったツアーには複数のバスが用意されている
場合があります。グループ全員が集まる前に乗車して、バスが満席になった場合、後で到着したグループメンバーは
別のバスに乗車していただく可能性がございます。

ツアーについて、その他のご質問はツアーデスクにてお訊ねください。素晴らしいオプショナルツアーとなるよう
キュナードチームがサポートいたします。

オプショナルツアーご利用規約

ツアーの安全
ご予約条件（米国からのお客様の場合は「旅行
規約」）とこれらのご利用規約は、オプショナル
ツアーに関するお客様へのキュナードの責任を
規定するものであり、オプショナルツアーの手配
は、それらを条件として提供されます。キュナー
ドはオプショナルツアーサービスを提供せず、現
地の委託ツアー業者によって催行されます。お
客様は、委託ツアー業者独自の利用規約に従っ
ていただく場合もございます。お客様の健康、安
全、快適さが最優先事項であるため、キュナード
では委託ツアー業者の選定に細心の注意を行使
し、委託ツアー業者には、損害保険を含む独自の
安全管理システムを順守し、すべての関連する地
方、国内および/または国際基準と法律を順守す
ることを求めています。現地のツアー業者が不適
切である、または安全でないと判断しない限り、
オプショナルツアーは天候にかかわらず、行われ
ます。ツアーの説明を良く読み、ご自身の安全と
同伴する参加者の安全のために妥当な予防策を
とってください。上記の重要情報を必ずお読みく
ださい。キュナードはお客様が被ったいかなる損
失、損害、または怪我に対しても、キュナードの法
的義務の違反から生じた場合を除き、責任を負
いません。キュナードは、いかなる場合において
もツアー業者よりも大きな責任を負いません。ま
た、キュナードは、ツアー業者の過失行為や怠慢
について責任を負いません。キュナードは、船内
で行われたすべての医療行為をお客様にご請求
します。また、陸上での病院訪問の費用もお客様
の負担となります。キュナードは、オプショナルツ
アーの参加中に購入された商品について一切の
責任を負いません。陸上での購入は、お客様と売
り手の間でのみ行われます。

オプショナルツアー料金
オプショナルツアーの料金は米ドルで表示され、
予告なしに変更されることがあります。出発日や
時刻により価格が異なる場合があり、定員制で
す。オプショナルツアーを予約し、支払いを済ま
せた後に料金が変更となることはございません。
事前予約されたオプショナルツアーは、クルーズ
出発前に有効なクレジットカードに請求されま
す。出航後に予約されたオプショナルツアー料金
は、船内アカウントに追加されます。チケットはお
部屋にお届けします。キャンセルは寄港地への
到着の48時間前までに行ってください。オプショ
ナルツアーの料金は通常、大人（13歳以上）、子供
（催行日に3～12歳）、または車両ごとに課金さ
れます。ほとんどの場合、2歳以下の幼児は膝に
座らせる場合、無料ですが、予約は必要です。参
加に最低年齢が設定されている場合は、ツアー
の詳細に記載されているか、予約時に通知され
ます。18歳未満の未成年者には成人が同伴する
必要があります。

ツアーの時間と旅程
提供されるツアーは船や入港日によって異なり
ます。公開された時間や期間はおおよそで、最終
的な旅程と港への到着によって異なります。出発
時間は船のデイリー・プログラムにてご案内い
たします。確定された出発時間は最後の車両が
埠頭から出発する時間です。訪問順序が変更さ
れる場合もございます。移動手段の場所まで一
定距離歩行する場合がありますので、予めご了
承ください。

オプショナルツアー
オプショナルツアーは先着順で受け付けており
ます。お選びになったツアーが定員に達している
場合は、キャンセル待ちすることができます。キャ
ンセル待ちのお客様がツアーに参加することが
できるようになった場合、お客様に代わって予約
を行い、料金を船内アカウントにチャージいたし
ます。チケットは自動的に届けられます。

キャンセルと返金
事前にボヤージパーソナライザーにて予約され
たツアーは、乗船の３日前までにパーソナライザ
ーでキャンセルした場合には、キャンセル料はか
かりません。お支払いのクレジットカードに返金
されます。乗船後、キャンセル期限（通常、寄港地
に到着する48時間前）までにキャンセルされた
すべてのツアーに10％のキャンセル料が発生し
ます。返金は支払いカードまたは船内アカウント
（船上で予約した場合）に行われます。キャンセ
ル期限後でもキャンセルすることは可能ですが、
返金はできません。キャンセル時にツアーチケッ
トをツアーオフィスにお戻しください。最低催行
人数に満たない場合、キュナードはオプショナル
ツアーをキャンセルすることがあります。この場
合、別のツアーをご提供するか、全額返金いたし
ます。キュナードは運営上または商業上の理由
などを含め、何らかの理由でオプショナルツアー
をキャンセルまたは変更する権利を留保します。
この理由でオプショナルツアーをキャンセルした
場合、全額返金いたします。

交通手段
キュナードは選択した交通機関や現地ガイドが
最善のものであることをお約束します。しかし、標
準は少なからず異なり、ある寄港地で最高ものと
別の寄港地で最高のものとは異なる場合がござ
います。すべての車両がエアコン付きの観光バ
スになることを保証することはできません。また、
観光バスの代わりに車、タクシーや一般バスを
使用することもあります。段差が大きいことがあ
るため、乗車時や降車時はご注意ください。同じ
バスに乗車したいグループのお客様は、ツアー
参加時に常に行動を共にするようにしてくださ
い。ツアーバス内は禁煙です。携帯電話はマナー
モードに切り替えてください。特に記載がない限
り、飛行機の座席はエコノミークラスです。

ツアー中の移動について
階段を上ってバスに乗車することができるお客
様は、お選びになったオプショナルツアーの詳細
をお読みいただき、個人的な条件に適している
かをご確認ください。一般的にフルサイズの観光
バスは、折りたたみ可能な小型の電動カートお
よび/または手動の車椅子を乗せることができま
すが（バスごとに台数に限りがございます）、バス
の運転手が介助することはできません。ミニバス
や路面電車を使用するツアーには、このような移
動補助用品を乗せることはできません。単独での
ツアーをご希望の場合は、埠頭近くにタクシーを
呼ぶことができます。車椅子の介助は船の出入
口（ギャングウェイ）でのみ提供しています。上陸
船（テンダー）にて上陸する場合、車椅子を使用
されるお客様や歩行が困難なお客様は、ご利用
できない場合がございます。ツアーのご予約前
にテンダーの利用が必要かをご確認ください。
乗船後、ツアーオフィスによりご提案をさせてい
ただきます。

情報の変更
パンフレットやウェブサイトの情報は、公表時の
計画と意向です。そのため、この情報は変更され
る可能性があります。大幅な変更があった場合
には、可能な限り事前にお知らせいたします。パ
ンフレットやウェブサイトの写真はイメージであ
り、機材などは提供されるものと異なる場合がご
ざいます。
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