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パンフレットについて
 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。
 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。
 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。

シンボルマークのご案内
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。
【重要なご案内】をご覧ください。

重要なご案内

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリング、カヤック、ダイビングなど
のように肉体を酷使する又は動きのいくつか含まれますことご承知ください。ツアーを申し込む際、例えば
急発作、めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴がなく、心身状態が良好であること
をご確認ください。副作用などの注意事項が記載されている薬を服用している方はご参加いただけません。
妊娠をされている方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康で活動に十分に適
応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴い
ます。エクスカーション供給会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に署名するこ
とが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。
責任
キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアーの手配をいたします。キュナード
は、エクスカーションのサービスを提供、代行はしません。キュナードはエクスカーション供給会社を合理
的で注意深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供給会社より大きな責任は負いませ
ん。キュナードはエクスカーション供給会社の過失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害また
は傷害がキュナードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、損害、または傷害
の責任を負いませんのでご注意ください。
旅行保険
ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。お客様の責任で適切な保険にご加
入ください。

アイシー・ストレート・ポイント(ICY Strait Point)
アイシー・ストレート・ポイントは、アラスカを
体験・探検する拠点としては最高の場所です。美
しい自然の中でクジラに目を凝らしたり、温かい
もてなしを受けたり、海辺で美味しい食事を堪能
したりすることができます。
1912 年に建てられたサーモンの缶詰工場は、
修復
され今なお保存されています。周囲のレストラ
ン、ネイチャー・トレイル、博物館、ビーチなど
とともに、アラスカに住む人々により運営されて
います。人間の数よりもクマの数の方が多いチチ
ャゴフ島も見どころの一つです。

フーナの景観ドライブと部族の民踊
ツアー番号：HNH002

Hoonah Scenic Drive & Tribal Dance
所要時間：2 時間 30 分
料金：大人＄77～ 子供＄40～(3～12 歳)

このツアーでは、興味深く、学びの多い村への訪問を通して、フーナ・トリンギットの豊かな文化を学びま
す。見どころは、アラスカ・ネイティブ・ヘリテージ・センターの劇場での、カラフルな衣装に身を包んだ
フーナ・トリンギットのパフォーマーたちによる、物語を表現した歌やダンス、語りなどの公演です。
このパフォーマンスでは、かつて多くあった部族の重要性や、巨大な氷河のためにトリンギットが伝統的な
本拠地から退去せざるを得なくなった経緯や、ワタリガラスがいかにして世界を作ったのかなどが描かれて
います。
ご案内：パフォーマンスの写真・動画撮影は固く禁じられていますが、ショーが終わった後はパフォーマー
との写真撮影ができます。

大自然のキッチンで料理体験
ツアー番号：HNH005

Cooking in Alaska's Wildest Kitchen
所要時間：1 時間 30 分
料金：大人＄85～ 子供＄65～(8～12 歳)

このツアーでは、なぜアラスカのシーフードが特別なのかを知り、地元の漁業を理解し、その素晴らしい料
理の技術を学びます。魚捌きの実演を見て、伝統的なハンノキで組んだグリル台をどのように使用するのか
を学ぶこともできます。また、家に帰った後もこの体験ができるよう、レシピを持って帰ることもできま
す。食事体験の行き帰りでは、1912 年に建設され、今では博物館と小売店として使用されている、Hoonah
Packing Company Cannery を見ることができます。
食事時には、地元でとれたシーフードも楽しめます。サーモンやオヒョウなどを食べることができるかもし
れません。スプリッツァー、コーヒー、紅茶、水などの飲み物もご堪能ください。
ご案内：８歳未満の方は参加できません。

美しい景観の山登りと世界最大のジップライン体験
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ツアー番号：HNH006

Scenic Mountain Ascent & World's Largest ZipRider
料金：大人＄155～

所要時間：１時間 30 分
子供＄150～(3～12 歳)

ZipRider™で、林冠のおよそ 90ｍ上を「飛びながら」降下していく一生に一度の体験をします。アイシー・
ストレートとグレイシャーベイの景観を楽しみましょう。ZipRider™はアメリカで一番高く、斜面が熱帯雨林
に覆われているフーナの山の標高約 405ｍ地点から出発します。アドレナリン全開間違いなしのこのジップ
ラインは、1600m 以上の長さを誇り、アイシー・ストレート・ポイントのビーチの渚にゆっくりと着地する
までに、時速 96km もの降下速度に達します。
ご案内：体重が 34～124kg、かつ身長が 132～203cm でない方は参加できません。暖かい服装で、つま先の閉
じた靴を履いてご参加ください。妊婦の方や、背中や首にけがをしている方は参加できません。撮影器具
は、首にかけて持つ必要があります。

荒野のハイキング
ツアー番号：HNH007

Wilderness Hike
料金：大人＄100～

所要時間：2 時間 30 分
子供＄80～(7～12 歳)

経験豊富なアラスカのガイドと共に、木材切り出し用の廃道から、ネイティブアメリカンが保有している土
地に向かいます。最後には、アイシー・ストレート、スパースキー湾、 アドミラルティ島とチチャゴフ島、
さらに遠くのグレイシャーベイまで、360 度の息をのむような絶景を楽しむことができます。道中では、シ
トカオグロジカ、ハクトウワシ、ヒグマを探してみてください。
ハイキング中には、飲料水をご用意しています。
ご案内：７歳未満の方、健康状態の悪い方、起伏のある道を約 1600ｍ以上歩くことのできない方は参加でき
ません。頑丈な靴で、重ね着をしてお越しください。このツアーは天候状況に関わらず催行されます。ご予
約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを必ずお読みください。

ATV 四輪バギーによる探検
ツアー番号：HNH008

ATV Expedition
料金：大人＄349～

所要時間：2 時間 30 分
子供＄340～(6～12 歳)

この楽園の島の温帯雨林を通り抜けていく中で、運転手を交代しながら進んでいきます。
道中では、シカやクマ、他の野生動物を探しながら、アイシー・ストレートの息をのむような絶景をお楽し
みください。また、地元のガイドと共に、世界最大のトリンギットの村であるフーナでのドライブを通じて
豊かなトリンギットの文化を垣間見ることができます。
ご案内：このツアーは、けがをしている方、乗車時の揺れで悪影響を受ける可能性のある方の参加はお控え
ください。６歳未満の方は参加できません。運転する方は、18 歳以上で有効な運転免許証を持っている必要
があります。このツアーでは、２人乗りの ATV 四輪バギーを使用し、乗り物ごとの受付となっています。一
つのグループから１人のみが乗り物をご予約ください。ツアー中には、飲料水をご用意しています。

ATV 四輪バギーと ZipRider™での探検
ツアー番号：HNH009

ATV & ZipRider™ Adventure

所要時間：3 時間 30 分
料金：大人＄525～ 子供＄515～(6～12 歳)
四輪駆動のオフロード・ビークルであるカワサキ製テリックスの運転席に乗り込み、チチャゴフ島の素晴ら
しい景色の中を探検していきます。険しい道のりを運転し、魅力的な谷・山・海の景色からなる写真スポッ
トが多くある森の中を通り抜けていきます。
その後は、アメリカで最も高い場所にあるジップラインである ZipRider™で駆け下ります。林冠の約 90ｍ上
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を時速 96km を越えるスピードで 405ｍほど降りていきます。
ご案内：このツアーは、けがをしている方、乗車時の揺れで悪影響を受ける可能性のある方の参加はお控え
ください。６歳未満の方は参加できません。運転する方は 18 歳以上で有効な運転免許証を持っている必要が
あります。このツアーでは、２人乗りの ATV 四輪バギーを使用し、乗り物ごとの受付となっています。各グ
ループから１人のみが乗り物をご予約ください。ツアー中には、飲料水をご用意しています。体重が 34～
124kg、かつ身長が 132～203cm でない方は参加できません。暖かい格好で、つま先の閉じた靴でご参加くだ
さい。妊婦の方、背中や首にけがをしている方は参加できません。ジップラインに乗る際、撮影器具は首に
かけて持つ必要があります。

アイシー・ストレート・ポイントでの渓流釣り
ツアー番号：HNH010

Icy Strait Point Stream Fishing
料金：大人＄255～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄199～(10～12 歳)

雄大なアラスカの自然の中、清冽な水での渓流釣りを最も楽しめる場所で釣りを始めます。ゲーム・クリー
クの清らかな小川に向かうまでの道中では、森、谷、海の景色や風光明媚な山脈の景色などを堪能すること
ができます。この場所では、初心者でも経験豊富な方でも、ヒップウェーダーを履いてスピンキャストを使
った釣りが楽しめます。経験豊富な方は、フライフィッシングを楽しむこともできます。オショロコマやノ
ドキリマスなどは通年釣ることができ、季節によってはニジマスやカラフトマスやギンザケも釣ることがで
きます。
ご案内：10 歳未満の方は参加できません。１グループの人数を、１人のガイドにつき９人に限らせていただ
きます。健康状態がよく、起伏のある道を自力で移動可能な方でなければ参加できません。丈夫な靴を履
き、重ね着をして暖かい服装でご参加ください。このツアーは天候状況に関わらず催行されます。釣果が得
られる可能性は高いですが、保証はできません。入漁券が必要であり、所持していない場合はガイドから１
人当たり 25 ドルで購入することができます。16 歳未満の方は入漁券を購入する必要はありません。漁業資
源を保護するために、このツアーでは釣れた魚をすべてリリースします。グラノーラバーや飲料水、釣り用
具、防水ズボン、雨具をご用意しています。

オヒョウ釣り
ツアー番号：HNH011

Halibut Fishing
料金：大人＄299～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄245～(6～12 歳)

モダンなキャビンクルーザーに乗って、オヒョウ(巨大カレイ)が多く生息する、絶好の釣りスポットを探し
に出航します。船には６人しか乗れないため、釣具やポールなども自由に使用することができます。同じ船
に乗る人がアドバイスをくれたり、手伝ったりしてくれることもあります。
アイシー・ストレートは海洋哺乳類がたくさんいることでも有名です。クジラやアシカ、ネズミイルカなど
も探してみてください。
ツアー中には、飲料水をご用意しています。
ご案内：６歳未満の方は参加できません。 ゴム底の靴、またはスニーカーでご参加ください。また、動きや
すい服装で来ることを推奨します。釣果は保証できません。入漁券が必要であり、一人当たり 25 ドルで、船
上で購入できます。16 歳未満の方は入漁券を購入する必要はありません。

クジラ・野生生物の観察クルーズ
ツアー番号：HNH012

Whales & Wildlife Cruise
料金：大人＄169～

所要時間：2 時間 30 分
子供＄135～(3～12 歳)

広々としていて安定感のある、二階建てのカタマラン船で、ポイント・アドルフスに向かいます。ここはア
ラスカで最高のホエールウォッチング・スポットの一つであり、必ずクジラを見ることができます。自然研
究家が船に同乗しているので、アシカ・ゼニガタアザラシ・ハクトウワシなどの生き物も、アラスカの海岸
線の素晴らしい景色を楽しみながら観察することもできます。
船に乗っている間は、コーヒーや紅茶、ホットチョコレートなどの飲み物もお楽しみください。

3

ご案内：暖かい服装や重ね着、また水をはじく上着を着てご参加ください。このツアーではクジラを見るこ
とが保証されています。クジラが見られなかった場合は、全額を返金します。

クジラ、野生生物、そしてヒグマを探して
ツアー番号：HNH013

Whales, Wildlife & Brown Bear Search
料金：大人＄240～

所要時間：5 時間 30 分
子供＄135～(8～12 歳)

高速のカタマラン船で、ポイント・アドルフスという、アラスカで最も主要なザトウクジラの餌場に向かい
ます。ここでは必ずクジラを見ることができます。澄んだ水の中では、シャチ、トド、アザラシ、ネズミイ
ルカ、そして巨大なザトウクジラを目にすることができる可能性があります。このツアーではクジラを見る
ことが保証されているので、もし見られなかった場合には、ホエールウォッチングの部分の代金はお返しし
ます。
陸に戻ったら、スパースキー水峡に向かいます。ここでは、高地にある展望台まで 800ｍほど歩きます。ハ
イイログマとしても知られる大きなヒグマが、このツアー内で必ず見られるとは限りませんが、チチャゴフ
島は地球上でもっともヒグマの生息密度が高い島となっています。
ご案内：８歳未満の方は参加できません。暖かい服装で、ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。こ
のツアーでは、起伏のある道を約 730ｍ歩きます。クジラを見られることは保証しますが、クマやほかの野
生生物に関しては保証できません。ツアーの順序が異なる場合があります。

アイシー・ストレート・ポイント カヤック体験
ツアー番号：HNH014

Icy Strait Point Kayak Adventure
料金：大人＄128～

所要時間：2 時間 30 分
子供＄105～(8～12 歳)

トリンギットの文化について教えてくれる知識豊富なガイドとともに、２人乗りのカヤックに乗って保護水
域を探検しましょう。ゆったりとカヤックを漕いでいくと、ザトウクジラやシャチ、アザラシ、アシカ、ハ
クトウワシなどの野生生物を目にすることができるかもしれません。
ご案内：８歳未満の方は参加できません。身長 147 ㎝～198 ㎝以下かつ体重 22.6kg～113kg 以下でない方方
は参加できません。背筋を伸ばしてカヤックに座り、２時間こぎ続けることができない方は参加できませ
ん。背中や首に不安のある方は参加をご遠慮ください。波は基本的に穏やかですが、変化することもあり、
静かな波を保証することはできません。カヤック経験がある人のために、1 人乗りのカヤックも準備してい
ます。

人里離れた場所の野生生物とヒグマを訪ねて
ツアー番号：HNH015

Remote Wildlife & Brown Bear Search
所要時間：2 時間 30 分
料金：大人＄100～ 子供＄60～(8～12 歳)

およそ 635kg にも及ぶ、アラスカで最も印象的な生き物ヒグマの足跡を追います。スパースキー水峡で野生
生物を探しますが、ここではガイドが 800ｍほど歩いて、特別な展望台へと案内してくれます。ヒグマが見
られることは保証できませんが、チチャゴフ島は地球上でもっともヒグマの生息密度が高い島となっていま
す。また、シトカオグロジカやカワウソ、ハクトウワシなども、トリンギットの豊かな文化を学んでいる間
に見られるかもしれません。
ご案内：８歳未満の方は参加できません。暖かい服装で、歩きやすい靴でご参加ください。このツアーで
は、起伏のある道を約 730ｍ歩きます。野生生物を見られる保証はできません。
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ジュノー(Juneau)
決して解けない氷河の下、決して凍らない水路の
上に広がる、拍子抜けするほどに美しいアラスカ
の州都・ジュノー。メンデンホール氷河は見逃せ
ません。
ジュノーへの道中ではシャチやザトウクジラを
探してみましょう。この街にはたくさんの喜びと
興味が詰まっています。体調が良ければ、アイゼ
ンと斧を携えてカヤックやトレッキングで氷河
を探検してみましょう。

メンデンホール氷河の探検
ツアー番号：JNU016

Mendenhall Glacier Explorer
所要時間：3 時間 30 分
料金：大人＄46～ 子供＄25～(3～12 歳)

メンデンホール氷河は、北アメリカで最も美しく、訪れやすい氷河の一つであり、およそ 3,900 ㎢にわたっ
て広がるジュノーの氷の大地の一部を構成してます。氷河はジュノーの街から 19km ほどしか離れていません
が、日常の世界からは数百万 km も離れているかのような世界が広がっています。
2 時間 30 分の間、氷河を間近に見ながら美しいトンガス国立森林公園内を歩いていきます。途中には、氷河
の絶景を遮るものが無く、メンデンホール湖に沿って伸びるフォト・ポイント・トレイルを通ります。ま
た、見どころの一つ、ナゲット滝やメンデンホール氷河ビジターセンターを訪れます。
このツアーはほとんどの時間をジュノーで一番の見どころ・メンデンホール氷河で過ごします。氷河へ向か
う途中には、水辺の街・ジュノーのガイド付きツアーもあります。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。メンデンホール氷河周辺での自由時間は約 2 時間 30 分です。

メンデンホール氷河、サーモン孵化場とサーモン・ベイク
ツアー番号：JNU017

Mendenhall Glacier, Salmon Hatchery & Salmon Bake
料金：大人＄99～

所要時間：4 時間
子供＄49～(3～12 歳)

ジュノー最大の見どころの一つ、巨大なメンデンホール氷河を訪れます。美しいトンガス国立森林内を歩く
と、約 3,900 ㎢にも及ぶジュノーの氷の大地を形成する巨大な氷の塊を見ることができます。
マコーレー・サーモン孵化場では、鮭がいかにして育つのかを学ぶことができます。ここでは、よくワシや
ゼニガタアザラシなどを見ることもできます。
最後に、ビュッフェ形式のジュノー郷土料理であるサーモンベイクの食事を楽しみます。小川に沿って生い
茂る雨林に囲まれながら、五感で料理をお楽しみください。天然のアラスカサーモン、チキンパルメザン、
ポテトグラタン、トナカイのソーセージとベイクドビーンズ、ピラフ、サラダ、コーンブレッド、ブルーベ
リーケーキ、ホットアップルサイダー、コーヒー、紅茶、レモネードなどをご用意しています。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。入場料は全て料金に含まれています。食事時にはソフトドリン
ク、ビール、ワインを購入することができます。氷河を訪れる際にガイドは付きません。
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ロバーツ山トラムウェイ
ツアー番号：JNU018

Mounts Roberts Tramway
料金：大人＄35～

所要時間：1 時間 30 分
子供＄17～(3～12 歳)

約 550m の松の茂る傾斜を上り、チルカット山脈、ダグラス島、アラスカの首都を見渡す絶景を楽しみます。
山頂では山道を歩き原住民の展示品を鑑賞する、現地のお土産を探す、その地の文化に関する映像を見る、
ジュノー・ラプター・センターにてハクトウワシを観察するなどしてお楽しみください。マーモット、ワ
シ、シトカオグロジカ、シロイワヤギ、アメリカグマ、オオカミなどの野生動物も探してみましょう。
ロバーツ山トラムウェイを丸一日楽しむにしても、一日の予定の一つとして組み込むにしても、このエクス
プレス・デイ・パスは、チケット購入の列を飛ばしてイーグルまたはレイブン(トリンギット風に装飾された
車両)に乗ってロバーツ山を登ることができる優れものとなっています。
広範囲にわたる山道や野生動物を眺めるデッキを散策したり、あるいはティンバーライン・バー＆グリルに
て軽食を楽しんだり、ジュノーの絶景を見たりしてお楽しみください。
ロバーツ山で過ごす時間はご自由に決めることができます。
ご案内：このツアーはケーブルカーにて行われます。高山生態系を損なうことの無いよう、定められた道以
外を歩くことはできません。トラム以外の交通手段の運賃は料金に含まれていません。トラムカーの駅まで
は参加者ご自身でお向かいください。

ジュノーの最高の見どころ
ツアー番号：JNU019

Juneau's Exclusive Highlights
料金：大人＄175～

所要時間：4 時間
子供＄170～(6～12 歳)

はじめに、アラスカ州議会、ロシア正教会、知事邸を見ます。その後、自然が生み出した美しいメンデンホ
ール氷河を近くで見学し、オーク族の村を通って石で造られた歴史的な礼拝堂・聖テレジア聖堂へと向かい
ます。さらなるアラスカの自然を求めて、アーネスト・グリューニング州定史跡、あるいはイーグル・ビー
チ州立保養地から、チルカット山脈の壮大な景色を眺めます。
街に戻る途中、受賞歴のあるビール醸造所にて、この日最後の停車をします。最高においしいビールの試飲
をお楽しみください。
ツアー中には、ボトルに入った飲料水、トナカイのソーセージ、現地のファッジなどを軽食としてご用意し
ています。このツアーは、ジュノーの見どころを知的に、また身をもって体験するには最適なものとなって
います。
ご案内：このツアーはミニバスにて行われます。６歳未満の方は参加できません。ビールの試飲は 21 歳以上
の方に限られ、写真付き身分証明書の携行が必要となります。醸造所内では、21 歳未満の方は親または保護
者の同伴が必要です。休日やツアー時間が早い場合など醸造所が閉まっている場合、代わりにサーモン孵化
場を訪れます。

アラスカ発祥のサーモンベイクを楽しむ
ツアー番号：JNU020

The Original Alaska Salmon Bake
所要時間：1 時間 30 分
料金：大人＄56～ 子供＄35～(3～12 歳)

ワグナー採掘場の跡地を訪れ、ゴールドラッシュの時代に思いをはせるとともに、砂金取りを体験しましょ
う。その後、ハンノキの上で焼き上げられた天然のサーモン、シカのソーセージ、ワイルドライスピラフ、
コーンブレッド、ブルーベリーケーキの食事を楽しみます。さらに素晴らしい雨林に囲まれながら、民俗音
楽の演奏を聞いたり、キャンプファイヤーで焼き上げたマシュマロを食べたり、トリンギット族の熟練彫刻
士がベイスギでトーテムポールを彫刻しているところや純銀のジュエリーを作るところを見たりすることも
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できます。
港に戻るまで、音楽の生演奏とともにビュッフェ形式のサーモンベイクを楽しむ、お土産屋を訪れる、サー
モン・クリークを散歩するなどご自由にお過ごしください。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。船に戻る際はシャトルバスを利用します。シャトルバスは定期
的に船着き場へと向かいますので、お好きな時間にお乗りください。ソフトドリンク、ビール、ワインを購
入することができます。お買い物には US ドルをご利用ください。

グレイシャー・ガーデンとメンデンホール氷河
ツアー番号：JNU021

Glacier Gardens & Mendenhall Glacier
料金：大人＄99～

所要時間：6 時間 30 分
子供＄49～(3～12 歳)

ユニークな花のタワーや生き生きと咲き誇る花々の展示を行っているグレイシャー・ガーデンズ・レインフ
ォレスト・アドベンチャーの中を散策します。また、標高 180ｍの展望台から雨林やガスティノー・チャン
ネル、ダグラス島、チルカット山脈などの眺めをお楽しみください。
マーコレー・サーモン孵化場では、サーモンが産卵のために行う過酷な旅の過程を見ます。
最後に、トンガス国立森林公園の美しいハイキングコースから、目の前に広がるメンデンホール氷河を眺め
ます。
ご案内：このツアーはバスとトラムにて行われます。グレイシャー・ガーデンにて、ガイドと合流するため
に屋根のついたトラムに乗車します。

砂金取り体験とアラスカのサーモンベイク
ツアー番号：JNU022

Gold Panning Adventure & Alaska Salmon Bake
料金：大人＄99～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄49～(3～12 歳)

60 年間にわたって金や銀が採掘されたゴールド・クリークへ、当時を再現した服を着た探鉱者に案内しても
らい、砂金取り体験をします。見つかった砂金はご自由にお持ち帰りください。また、雨林に囲まれなが
ら、アラスカの料理であるサーモンベイクを食べることができます。
他にも、マシュマロをキャンプファイヤーで焼く、民俗音楽の演奏を楽しむ、トーテムポール彫刻のデモン
ストレーションを見る、近くの滝や今は使用されていない鉱山まで歩くなど様々な楽しみがあります。
ビュッフェ形式のサーモンベイクの食事では、天然のサーモン、チキン、ピラフ、ベイクドビーンズ、サラ
ダ、コーンブレッド、デザート、ホットアップルサイダー、コーヒー、紅茶、レモネードなどをご用意して
います。
ご案内：このツアーはバスまたはミニバスにて行われます。ソフトドリンクとビール、ワインは、サーモン
ベイクの食事の際に購入することができます。US ドルをお持ちください。

ジュノー食べ歩きツアー
ツアー番号：JNU023

Taste of Juneau Walking Tour
所要時間：2 時間 30 分
料金：大人＄145～

このツアーでは、ジュノーの街を歩いてお腹を空かせながら、アラスカ南東部の絶品グルメを堪能していきま
す。受賞歴のあるビスクを手がけるトレイシーズ・キング・クラブ・シャックなどの有名なレストランだけで
はなく、地元の穴場レストランなども訪れます。
デックハンド・デイブスでは、自家製のタルタルソースのかかったパン粉で揚げたサーモンのフィレを、マ
クギブニーズ・ダウンタウンズでは、地元のビールと一緒に燻製された豚足を食べることができます。ま
た、ヴィーズ・セラー・ドアでは、有名なオヒョウを使ったナチョスを食べることができます。高級なレス
トラン・ソルトでは、ワインセレクションの試飲をお楽しみください。最後には、現地のビール醸造所に立
ち寄ります。
ご案内：このツアーはミニバスにて行われます。また、平坦で舗装された道を約 1 時間歩きます。ツアー自
体はアラスカン・ホテル＆バーにて終了しますが、その後ジュノーの街を自由散策するか船に帰るかは選ぶ
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ことができます。15 歳未満の方は参加できません。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

街の観光、ケーブルカーと山歩き
ツアー番号：JNU024

Town, Tram, and Timberline Trek
所要時間：2 時間 30 分
料金：大人＄95～ 子供＄49～(3～12 歳)

少人数のグループに分かれ、州議会や知事邸などのジュノーの街の見どころを観光します。
この街の上にそびえたつのがロバーツ山です。ロバーツ山トラムウェイに乗り込み、約 550m を登ります。途
中に見えるトウヒ林や高山植物、そして街の景観などの絶景をお楽しみください。その後、景観を楽しみな
がらハイキングをします。時間を見ながら、途中でアルパイン・ティーハウスにて特産品を試食したり、ア
ラスカ・ラプター・センターにてハクトウワシを見たりして適宜休憩します。
ジュノーのダウンタウンの穴場を巡るツアーでは、アラスカン・ティーや地元の特産品を味わったり、自然
研究家よるガイドツアーを体験したりすることができます。また、ロバーツ山トラムウェイのチケットが含
まれます。
ご案内：このツアーはバンにて行われます。参加者は階段のある整備された道を歩く必要があります。ウォ
ーキング・スティック、レインポンチョをご用意しています。着込むなどして暖かい服装で、歩きやすい靴
でご参加ください。

犬ぞり体験とマッシャーズ・キャンプ訪問
ツアー番号：JNU025

Sled Dog Discovery & Musher's Camp
料金：大人＄155～

所要時間：2 時間 15 分
子供＄99～(3～12 歳)

このツアーでは、田舎の美しい風景を犬ぞりに乗って巡るスリリングな冒険があなたを待っています。
ジュノーを出発後、スギやトウヒ、ツガなどが茂るトンガス国立森林公園へと向かい、犬ぞり使いとそりを
引くアラスカンハスキー犬たちに会います。14 匹の競技会出場水準の犬たちが引く夏用の車輪付きの犬ぞり
に乗って、絶景をお楽しみください。このツアーでは、犬ぞりやそれを引く犬、そしてドッグトレーナーに
ついて学ぶことができることでしょう。ハスキーの子犬にも会うこともできます。
キャンプに戻ったら、紅茶やコーヒーを飲んでおくつろぎください。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。また、起伏のある道を歩きます。犬ぞりは揺れが激
しい場合があります。丈夫な靴でご参加ください。

サイクリング、ビールと氷河の景観
ツアー番号：JNU026

Bike & Brew Glacier View
料金：大人＄115～

所要時間：4 時間
子供＄75～(10～12 歳)

このツアーでは、数々の湖や峡谷、800m にわたって広がる広大なメンデンホール氷河を約 12.8 ㎞にわたる
サイクリング中に見ることができます。
オーク湖や氷河の絶景を見ることができるチャペル・バイ・ザ・レイクを出発し、様々な方向に分かれる曲
がりくねった道を進みながらトンガス国立森林公園を通り抜け、メンデンホール氷河ビジターセンターを目
指します。
ジュノー市街地に戻る途中、マーチャンツ・ワーフにて受賞歴のあるアラスカのマイクロブルワリーで醸造
されたビールと軽食を楽しみます。
ツアー中には水、グラノーラバーをご用意しています。アラスカン・ビールの試飲をすることができます。
ご案内：このツアーは自転車とバンにて行われます。参加者は 10 歳以上で、身体的に健康であり、自転車を
こぐことができる必要があります。サイクリング中は用意されるヘルメットをご着用ください。ツアー中に
飲料水、雨具、手袋が必要であればご用意します。マーチャンツ・ワーフでのビールの試飲に参加する方は
21 歳以上の方に限られます。

ガイドが選ぶメンデンホール氷河のハイキングコース
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ツアー番号：JUN027

Mendenhall Glacier Guide's Choice Trail Hike
料金：大人＄105～

所要時間：4 時間 30 分
子供＄60～(3～12 歳)

少人数のグループに分かれ、徒歩でしかたどり着くことのできない大自然に囲まれた道を進んでいきます。
澄み切った空気を吸いながら、道中に見ることのできる、氷河に削られた荒野や氷河のパノラマ、階段状に
連なる滝、静寂の漂う草地や木々に覆われた峡谷などをお楽しみください。ハイキング中には地元のガイド
が土着の野生動物や鳥を見つけるのをお手伝いします。
このハイキングコースは、アラスカの開放感や静寂を楽しむには最良のコースです。
ツアー日の天候によって、メンデンホール氷河国定保護区周辺のいくつかのハイキングコースの中からガイ
ドが当日歩くコースを選んでくれます。ハイキング中には写真撮影の時間が複数回あり、グラノーラバーと
水をご用意しています。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。参加者は身体的に健康である必要があります。ハイキング時間
は約３時間 30 分です。ご予約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを必
ずお読みください。

サーモン・スポーツフィッシング・アドベンチャー
ツアー番号：JNU028

Salmon Sportsfishing Adventure
料金：大人＄205～

所要時間：5 時間
子供＄199～(3～12 歳)

６人で１隻の豪華な船に乗り、ステファンズ・パッセージへと向かいます。アラスカ南東部でもっとも豊か
な漁場へと向かう途中に広がる絶景は圧巻です。また、ワシやアシカ、クジラなどの海洋生物を見ることも
できるかもしれません。
ツアー中はアラスカ南東部ののどかさを十分にご堪能ください。運よくサーモンが釣れた場合には、そのサ
ーモンをディナーに食べることもできるかもしれません。
参加者は入漁券を 25 ドルでお買い求めください。
ツアー中にはスモークサーモンやその他の軽食をご用意します。
ご案内：４歳未満の方は参加できません。ボート上ではゴム底の靴かデッキシューズを履く必要がありま
す。16 歳未満の方は入漁券を買う必要はありません。安全器具や釣り用具はご用意しています。釣果は保証
できません。このツアーではダウンリガー付きトローリング方式で行われ、4 本のロッドがホルダーに装着
され、釣り糸がある程度の深さまで垂らされます。参加者は魚が釣れるまでロッドに触れません。魚がかか
った場合は、ロッドを取り込み魚を釣り上げます。

ホエールウォッチングと野生動物観察
ツアー番号：JNU029

Whale Watching & Wildlife Quest
料金：大人＄165～

所要時間：4 時間
子供＄80～(3～12 歳)

クジラを探してアラスカの海へと出発します。野生動物観察のために特別に設計されたカタマラン船に乗り
込み、多くの島からなるステファンズ・パッセージの氷山や氷河を通り抜けます。
この場所は、夏季にはザトウクジラが餌を求めて集まり、シャチも集まる世界的に有名な海域となっていま
す。実際に、このツアーではクジラを見ることができることを保証します。運が良ければ、他にもアシカや
ゼニガタアザラシ、ネズミイルカ、ハクトウワシ、シトカオグロジカ、クマなど様々な生物を見ることがで
きます。
ツアー中にはドーナツやスモークサーモンを乗せたクラッカー、コーヒー、紅茶、水などをご用意していま
す。双眼鏡やお土産の地図もご用意します。
ご案内：このツアーはバスとカタマラン船にて行われます。クジラが見られなかった場合は降船時に、100
ドル(お子様は 50 ドル)を返金します。

夕方のホエールウォッチング
ツアー番号：JNU030

Evening Whale Quest
所要時間：３時間 30 分
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料金：大人＄194～

子供＄95～(3～12 歳)

夕陽を浴びながら、海の巨人・クジラを間近で観察しにアラスカの海へと出発します。ツアー中には、前菜
のビュッフェを楽しむこともできます。
はじめに、野生動物観察のために特別に設計されたカタマラン船に乗り込み、多くの島からなるステファン
ズ・パッセージの氷山や氷河を通り抜けます。この場所は、夏季にはザトウクジラが餌を求めて集まり、シ
ャチも集まる世界的に有名な海域となっています。実際に、このツアーではクジラを見ることができること
を保証します。運が良ければ、他にもアシカやゼニガタアザラシ、ネズミイルカ、ハクトウワシ、シトカオ
グロジカ、クマなど様々な生物を見ることができます。双眼鏡やお土産の地図もご用意します。
ツアー中には、牛肉のステーキ、シカのソーセージ、スモークサーモン、チーズ、フルーツ・ベジタブルプ
レート、ホット・シュリンプ・ディップなどのビュッフェ、デザートのペイストリーをお楽しみいただけま
す。また、コーヒー、紅茶、ココアをご用意しています。ビール、ワイン、ソフトドリンクは追加料金でお
楽しみいただけます。
ご案内：このツアーはバスとカタマラン船にて行われます。クジラが見られなかった場合は降船時に、100
ドル(お子様は 50 ドル)を返金します。

メンデンホール氷河とホエールウォッチング
ツアー番号：JNU031

Mendenhall Glacier & Whale Quest
料金：大人＄194～

所要時間：5 時間 15 分
子供＄95～(3～12 歳)

広大な結氷した川のような壮大なメンデンホール氷河を、トンガス国立森林公園内とビジターセンターを通る
ハイキングコースとビジターセンターから眺めます。
その後、島が点在するステファンズ・パッセージを野生動物観察のために特別に設計されたカタマラン船で
航海します。ここでは、ザトウクジラやシャチを見ることができます。他にもアシカやゼニガタアザラシ、
ネズミイルカ、ハクトウワシ、シトカオグロジカ、運が良ければクマを見ることもできます。
メンデンホール氷河保護区へと向かう道中では、水辺の街・ジュノーのガイド付き市街地ツアーがありま
す。ボートでは双眼鏡とお土産の地図をご用意しています。ツアー中には、ドーナツやスモークサーモンを
乗せたクラッカー、コーヒー、紅茶、ココア、水などをご用意しています。
ご案内：このツアーはバスとカタマラン船にて行われます。クジラが見られなかった場合は降船時に、100
ドル(お子様は 50 ドル)を返金します。

ジュノーの見どころ
ツアー番号：JNU032

Best of Juneau
料金：大人＄220～

所要時間：5 時間 15 分
子供＄105～(3～12 歳)

カタマラン船に乗船しホエールウォッチングを行います。このツアーではザトウクジラやシャチを見ること
ができます。また、アシカやゼニガタアザラシ、ネズミイルカ、ハクトウワシなどを見ることもできます。
コルト島のオルカ・ポイント・ロッジにて船から降り、大自然に囲まれてサーモンベイクのビュッフェラン
チを楽しみます。最後に、ビジターセンターの大きな展望窓またはハイキング用のコースからメンデンホー
ル氷河を間近で観察することができます。
ご案内：このツアーはバスとカタマラン船にて行われます。クジラが見られなかった場合は降船時に、100
ドル(お子様は 50 ドル)を返金します。

ホエールウォチングとメンデンホール氷河フォトサファリ
ツアー番号：JNU033

Whale Watching & Mendenhall Glacier Photo Safari
料金：大人＄215～
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所要時間：5 時間
子供＄170～(3～12 歳)

専属のプロカメラマンのいる少人数のグループに分かれて、ビーバーが作るダムやサケの泳ぐ渓流、そして
美しい氷河を見ながら緩やかな道を通って、メンデンホール氷河へと向かいます。それぞれの見どころでカ
メラマンが写真の撮り方のアドバイスをしてくれます。
次に、大きな鑑賞窓のついたカタマラン船に乗ってステファンズ・パッセージへ向かい、動く被写体・ザト
ウクジラをうまく撮影する方法を教えてもらいます。ここでは、クジラを必ず見ることができる他、運が良
ければシャチやアシカ、アザラシ、ワシなどを見ることもできます。
メンデンホール氷河を歩く際とカタマラン船乗船時には、専門的な自然史の解説を聞いたり、撮影を上達さ
せる知識や技術を教わったりすることができます。
ご案内：このツアーはカタマラン船とミニバス、徒歩にて行われます。また、階段のある砂利道や舗装され
た道からなる約 1.2km の道のりを歩きます。カメラのフィルムまたはデータ容量が十分な状態でご参加くだ
さい。スペアのバッテリーをお持ちください。このツアーは天候状況に関わらず催行されます。着込むなど
暖かい服装でご参加ください。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。12 歳以下の方には使い捨てカ
メラを１台ご用意しています。全ての参加者に無料の写真撮影チュートリアルとスライドショーの DVD をご
用意しています。

先住民のカヌーでメンデンホール氷河を探検
ツアー番号：JNU034

Mendenhall Glacier Native Canoe
料金：大人＄190～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄100～(3～12 歳)

かつてトリンギット族の人々がしたように、伝統的な手彫りのカヌーに乗り込みメンデンホール湖を進んで
いきます。昔から残る氷山や壮大な山々の景色の中を進み、上空を飛び交うワシや、巣ごもりをするキョク
アジサシ、水辺にいるヤギやクマなどを見ていると、自然の美しさ、偉大さを感じることでしょう。
淡青色の巨大なメンデンホール氷河から安全な距離を保って進んでいくと、このツアーの見どころ、約 30ｍ
にわたり広がるナゲット滝の麓へと到着します。
カヌーでの冒険を終えたら、トナカイのソーセージやサーモンなどアラスカの軽食を食べておくつろぎくだ
さい。
ご案内：温かい服装で、また替えの靴下を持ってご参加ください。18kg 未満の方は参加できません。参加者
はカヌーを漕ぐことができる必要があります。このツアーは、アメリカ農務省林野部の特別な許可を得て実
施しています。

氷河を見ながらシーカヤッキング
ツアー番号：JNU035

Glacier View Sea Kayaking
所要時間：3 時間 30 分
料金：大人＄123～ 子供＄65～(3～12 歳)

このツアーでは、かつてロシアの毛皮貿易会社を攻撃するためにアラスカの海岸水路を渡った有名な先住
民・アレウト族について学ぶことができます。
安定感がありつつも素早く動くことのできる二人乗りのカヤックに乗り込み、メンデンホール・ウェットラ
ンドを静かに探検します。ネズミイルカやアシカ、アザラシ、ワシ、サギ、さらにはクジラなど様々な野生
動物を探しましょう。晴れた日には、まるで巨大な山の間を通る、結氷した川のような、淡青色のメンデン
ホール氷河を見ることができるかもしれません。
ツアー中、トナカイのソーセージやクラッカー、チーズ、サーモンスプレッド、水などの軽食を楽しむこと
ができます。
ご案内：このツアーはカヤックとミニバンにて行われます。温かい服装で、また替えの靴下を持ってご参加
ください。参加者は身体的に健康でカヤックを漕ぐことができる必要があります。雨具、長靴、ライフジャ
ケット、スプレースカートをご用意しています。このツアーには 18 ㎏から 113 ㎏の体重制限があります。身
長が 190cm 以上の方にはカヤックが狭い恐れがあります。

水上飛行機による氷河飛行
ツアー番号：JNU036

Five Glacier Seaplane Exploration
料金：大人＄250～
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所要時間：1 時間 15 分
子供＄175～(3～12 歳)

歴史的な水辺の街・ジュノーから水上飛行機に乗り込み、上空へと飛び立つところからこのツアーは始まり
ます。
ジュノー・バレー上空を通過し、階段状に連なる滝や生い茂った雨林などの上を飛んで行きます。ジュノー
氷原に到達すると、およそ 3,900 ㎢にわたって広がる氷の大地の広大さに息をのむことでしょう。さらに、
ノリス氷河、ホール・イン・ザ・ウォール氷河、イースト＆ウエスト・ツイン氷河、そして 8km にわたって
広がるタク氷河の深いクレバスや青く染まる雪解け水の池を上空から眺めることができます。
このツアーでは、絶景をカメラに収めやすいよう、またヤギやワシなどの野生動物を見やすいように、必ず
窓際の席に座ることができます。
ご案内：参加者はご自身で水上飛行機に乗ることができる必要があります。2 歳未満の方は、膝の上に座ら
せることで料金が発生しません。水上飛行機は約 1800ｍ以上高くは飛びません。

タク・ロッジでの食事と水上飛行機による氷河飛行
ツアー番号：JNU037

Taku Lodge Feast & 5-Glacier Seaplane Discovery
料金：大人＄335～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄240～(3～12 歳)

水上飛行機で上空へと出発し、五つもの氷河の上空を通過します。生い茂った雨林や流れ落ちる滝、雪に覆
われた山々、深いクレバス、青く染まる雪解け水などの眺めをお楽しみください。景色を楽しめるよう、必
ず窓際の席に座ることができます。
その後、本土から離れた場所にあり、水上飛行機でのみ行くことのできるタク・ロッジへと向かいます。こ
こでは、ホール・イン・ザ・ウォール氷河を見ることができます。また、アラスカの天然のサーモンを食べ
ながら 1 世紀前の猟師や毛皮罠師に関して学んだり、アメリカグマなどの野生動物を探して林道を探検した
りします。
家庭料理を食べる際は、本物の氷河の氷で冷やされたアイスティー、レモネード、水が振舞われます。
ご案内：このツアーは水上飛行機とバンまたはバスにて行われます。参加者はご自身で水上飛行機に乗るこ
とができる必要があります。ロッジには 5 段ほどの階段があり、砂利の箇所があります。持ち込むことがで
きる手荷物は小さいもの一つに限られます。キングサーモンの代わりにチキンを注文することもできます。
ビールとワインは追加料金を支払うことで購入できます。

メンデンホール氷河とヘリコプターで行くガイド付き氷河歩行体験
ツアー番号：JNU038

Mendenhall Glacier & Guided Walk by helicopter
料金：大人＄359～

所要時間：2 時間 30 分
子供＄275～(3～12 歳)

始めにヘリコプターで、世界的に有名なメンデンホール氷河の深いクレバスの上を飛んで行きます。生い茂
った雨林や、山の尾根、頂などを上空から楽しんでください。メンデンホール・タワーと呼ばれるタワー状
にそびえたつ高さ 1,500ｍ以上の岩や、壮大な氷瀑を見ることができる場合もあります。
その後、真っ青に広がる氷河の上に着陸し、経験豊富なガイドとともに氷河の上を歩きます。
氷河の上を歩いた後の帰りのヘリコプター機内では、無料の紅茶とコーヒーをご用意しています。
ご案内：このツアーはバスとヘリコプターにて行われます。ヘリコプターでの飛行時間は約 30 分、氷河での
滞在時間は 20～25 分です。その他の時間は、停泊所までの移動、安全上の説明、氷河を歩く靴や飛行中に必
要な器具の着用のための時間となっています。記載されている時間は概算されたもので実際には多少変更さ
れる場合があります。また、安全上の理由からヘリコプターへのカバンの持ち込みはできません。iPad、
iPad mini、その他タブレット端末、ドローン、Go-Pro スティック、その他伸縮可能なものの持ち込みも禁
止です。重量・バランス上の制限から、服を着た状態で体重が 113 ㎏以上の方は、ヘリコプター機内での十
分なスペースを確保するため、審査の上、追加料金をいただく場合があります。体重が 113 ㎏以上の方は、
本クルーズの始めに船内のショア・エクスカーション・オフィスまでご連絡ください。

パイロットの選ぶ氷河の冒険
ツアー番号：JNU039

Pilot's Choice ice Age Exploration
料金：大人＄499～
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所要時間：2 時間 45 分
子供＄375～(3～12 歳)

ヘリコプターで上空へと飛び立ち、雨林や峡谷を眺めながら約 3,900 ㎢にわたって広がるジュノーの氷原へ
と向かいます。高山に佇む湖や切り立った崖にぶら下がるつらら、人里離れた山々は壮観です。
このツアーでは、パイロットがその日の天候や氷河の状態を判断して、人里離れた二つの着地地点を決めて
着陸します。その後歩く二つの氷河ではいずれも、ほとんど人の手のついていないありのままの自然の絶景
を楽しむことができます。
ご案内：このツアーはミニバスとヘリコプターにて行われます。ヘリコプターでの飛行時間は約 50 分、氷河
での滞在時間は約 30 分です。その他の時間は、停泊所までの移動、安全上の説明、氷河を歩く靴や飛行中に
必要な器具の着用のための時間となっています。記載されている時間は概算されたもので実際には多少変更
される場合があります。また、安全上の理由からヘリコプターへのカバンの持ち込みはできません。重量・
バランス上の制限、またお客様の安全で快適なフライトのために、服を着た状態で体重が 113 ㎏以上の方
は、ヘリコプター機内での十分なスペースを確保するため、審査の上、追加料金をいただく場合がありま
す。体重が 113 ㎏以上の方は、本クルーズの始めに船内のショア・エクスカーション・オフィスまでご連絡
ください。

ヘリコプターで訪れるタク氷河とエアボートツアー
ツアー番号：JNU040

Taku Glacier Helicopter Landing & Airboat Tour
料金：大人＄635～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄530～(3～12 歳)

はじめに、ヘリコプターで氷山や流氷、深いクレバスの上空を飛び、エアボートの発着所であるタク・ポイ
ントへ向かいます。その後エアボートに乗り、巨大なタク氷河を間近で観察します。エアボートからは、青
色に染まる氷塊など氷河沿いの景色を堪能することができます。運が良ければ、タク氷河流域に生息するヒ
グマやヘラジカ、オオカミ、ハクトウワシなどの野生動物も見ることができます。
最後に、ヘリコプターに再度搭乗して氷河の最も高い地点へと上昇し、その後氷河に降りてその上を歩きま
す。タク氷河はジュノー最大の氷河であり、唯一現在でも前進している氷河です。
ご案内：このツアーはバンとヘリコプター、エアボートにて行われます。7 歳未満の方は参加できません。
帽子や手袋を着用し、厚着をするなど温かい服装でご参加ください。ヘリポートにて安全上の説明があり、
氷河を歩くための靴とヘッドフォンを着用します。エアボート搭乗前に救命胴衣が配られます。記載されて
いる時間は概算されたもので実際には多少変更される場合があります。安全上の理由からヘリコプターへの
カバンの持ち込みはできません。重量・バランス上の制限から、服を着た状態で体重が 113 ㎏以上の方は、
ヘリコプター機内での十分なスペースを確保するため、審査の上、追加料金をいただく場合があります。体
重が 113 ㎏以上の方は、本クルーズの始めに船内のショア・エクスカーション・オフィスまでご連絡くださ
い。

ヘリコプターで行くメンデンホール氷河での犬ぞり体験
ツアー番号：JNU041

Dog Sledding on the Mendenhall Glacier by helicopter
料金：大人＄599～

所要時間：3 時間
子供＄495～(3～12 歳)

このツアーでは、スリル満点のヘリコプターと疾走感溢れる犬ぞりという二つの方法でアラスカのメンデンホ
ール氷河の絶景を楽しみます。
ヘリコプターからは、生い茂った雨林や深く青いクレバス、尾根、氷河によって削られてできた山など空か
らしか見られない景色をお楽しみください。地上に降りた後、プロの中でも上位の犬ぞり使いとそりを引く
犬たちに会い、彼らの専門的な技術について学びます。準備ができたら、メンデンホール氷河に積もった雪
の中をハスキー犬たちに引かれながらスリリングに疾走します。
犬ぞり体験が終わったら、再びヘリコプターに乗り、眼下に広がる氷のリボンを眺めながらヘリポートへと
戻ります。
ご案内：このツアーはバスとヘリコプター、犬ぞりにて行われます。ヘリコプターでの飛行時間は約 30 分、
犬ぞりのキャンプでの滞在時間は約 55 分から 60 分です。キャンプ滞在時間の中には 20 分から 25 分の犬ぞ
り体験時間の他に、犬ぞりに関する説明や有名なアイディタロッド・トレイル犬ぞりレースにまつわる話な
どの時間が含まれます。記載されている時間は概算されたもので実際には多少変更される場合があります。
また、安全上の理由からヘリコプターへのカバンの持ち込みはできません。着込むなど暖かい服装、険しく
濡れた足元の不安定な地面を歩くのに適した靴でご参加ください。重量・バランス上の制限から、服を着た
状態で体重が 108 ㎏以上の方は、ヘリコプター機内での十分なスペースを確保するため、審査の上、追加料
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金をいただく場合があります。iPad、iPad mini、その他タブレット端末、ドローン、Go-Pro スティック、
その他伸縮可能なものの持ち込みも禁止です。体重が 113 ㎏以上の方は、本クルーズの始めに船内のショ
ア・エクスカーション・オフィスまでご連絡ください。犬ぞりの揺れにより悪影響を受ける恐れのある怪我
や身体状態の方は、参加をお控えください。妊娠中の方は参加できません。

ヘリコプターで行く、氷河の歩行体験
ツアー番号：JNU042

Helicopter Glacier Trek
所要時間：4 時間 30 分
料金：大人＄490～

始めに、ヘリコプターでアラスカの空へと飛び立ちます。生い茂った雨林や氷柱、花崗岩からなる山頂や氷
河などの眺めをお楽しみください。その後、氷河へと着陸します。氷河へと降り立った後、2 時間の氷河歩
行を開始します。ここでは、息をのむような氷の絶景や深く青い渓流、エメラルドの池、深いクレバスなど
を見ることができます。
プロのガイドが同行する上、必要な道具は全てご用意していますので、氷河を歩いた経験がなくても問題あ
りませんが、体を動かすことを承知の上、ご参加ください。帰りの機内ではグラノーラバー、飲料水をご用
意しています。
ご案内：12 歳未満の方は参加できません。このツアーでは、約 3.2km の氷河の上をを約 2 時間かけて歩きま
す。記載されている時間は概算されたもので実際には多少変更される場合があります。また、安全上の理由
からヘリコプターへのカバンの持ち込みはできません。iPad、iPad mini、その他タブレット端末、ドロー
ン、Go-Pro スティック、その他伸縮可能なものの持ち込みも禁止です。参加者は、アウターウェア、ブー
ツ、手袋、ゲートル、ハイキング用の装備、ヒップパックを装備します。重量・バランス上の制限から、服
を着た状態で体重が 113 ㎏以上の方は、ヘリコプター機内での十分なスペースを確保するため、審査の上、
追加料金をいただく場合があります。体重が 113 ㎏以上の方は、本クルーズの始めに船内のショア・エクス
カーション・オフィスまでご連絡ください。

ヨットで行く贅沢ホエールウオッチング
ツアー番号：JNU046 Luxury Whale Watch by Yacht
料金：大人＄360～

所要時間：4 時間
子供＄285～(3～12 歳)

このツアーは、アメリカ沿岸警備隊が認定したマスター・キャプテンと海洋自然研究家が乗る贅沢な船で冒険
する８名様限定の洗練されたツアーです。インサイド・パッセージをクルーズする濃密な３時間となるでしょ
う。ジュノーの近海のインサイド・パッセージは、多くのザトウクジラの生息域になっています。
クジラを見つけた際には船長が船を巧みに操り、その壮大な姿を間近で見て、写真に収めることができま
す。ホエールウォッチングを行うエクスカーションは多くありますが、このツアーだけは格別であることを
約束します。
乗船中には、船に同乗するシャルキュトリーのシェフが選んだ塩漬け肉とチーズを水や炭酸水、アラスカ
ン・ビール、ワイン、シャンパンとともにご堪能ください。
ご案内：参加者はバンに乗る際に段差を上り、マリーナにてスロープを下り、ヨットに乗る際に段差を上る
ことができる必要があります。 ヨットまでの移動時間は片道約 30 分です。
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ケチカン( Ketchikan)
ケチカンは全長およそ 4.8km、三区域のみからな
る小さな島ですが、水上飛行機や漁船、遊覧船、
漁師たちが集まり、アラスカ海岸地域の中でも随
一の活気で満ち溢れています。
地元のトロール船がタラバガニやタコ、サメ、エ
ビ、メバルなど絶品の海の幸を運んでくるこの街
ケチカンは、アラスカ第一の都市として、また自
然が織りなすその美しい風景で名高い街です。

トーテムバイト州立公園と木こりショー
ツアー番号：KTN017

Totem Bight State Park & Lumberjack Show
所要時間：３時間 45 分
料金：大人＄82～ 子供＄60～(3～12 歳)

トーテムバイト州立公園は原住民のトリンギット族とハイダ族の文化を紹介しています。彫り職人は伝統的
な手作りの道具を使い、14 体のトーテムポールを再現しました。現在は復元された 19 世紀のレイヴンクラ
ンハウスとともに展示されています。その後、グレートアラスカ木こりショーでパフォーマンスをお楽しみ
ください。アラスカの木こりたちが、ブリティッシュコロンビアの木こりたちと、木の切り出し、斧投げ、
チェンソー投げ、丸太転がし、そして 15m の木登りなどで競い合います。トーテムバイト州立公園の後は、
アラスカ・トーテム・トレーディング・ストアで、軽食と買い物の時間があります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。木こりショーが始まる前に待ち時間がある場合がありま
す。ツアーの順序が逆順になる場合があります。木こりショーの動画の撮影はできません。船へと戻る際に
は、ご自身で、短い距離を歩いて戻る必要があります。

サックスマン・ネイティブ・ビレッジとトーテムポール公園
ツアー番号：KTN018

Saxman Native Village & Totem Pole Parks
料金：大人＄59～

所要時間：2 時間 30 分
子供＄28～(3～12 歳)

トリンギット族の文化と歴史についてのビデオを鑑賞した後、部族の人々が行うダンスと歌をビーバー・ク
ラン・ハウスでご覧ください。参加することも可能です。ガイドがトリンギット族とハイダ族の２０以上の
トーテムポールがある場所に案内し、その後ビレッジ・カービング・センターを訪れます。そこで実際に木
を削り出す技術をご覧ください。ビレッジ・ストアでは、原住民の美術品などを思い出として購入すること
ができます。
船に戻る際の景観ドライブでは、水上飛行機やボートなどが集まりアラスカ一番の賑わいを見せる波止場や
有名なクリーク・ストリート、ゴールド・ラッシュ時代のケチカンの歓楽街、歴史ある住宅街や 19 世紀末か
ら 20 世紀初めの面影を残す市街地を眺めることができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ほとんど歩きませんが、サックスマン・ビレッジ滞在中
は約 1 時間立ち続けます。

グレートアラスカ木こりショー
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ツアー番号：KTN019

The Great Alaskan Lumberjack Show
料金：大人＄45～

所要時間：1 時間 15 分
子供＄20～(3～12 歳)

今まで、アラスカの木こりの生活について想像したことはありませんか？このツアーでは、実際の木こりが
１対１で競い合うグレートアラスカ木こりショーで本物の木こりの姿をご覧いただけます。アラスカの木こ
りたちが、ブリティッシュコロンビアの木こりたちと、木の切り出し、斧投げ、チェンソー投げ、丸太転が
し、そして 15m の木登りなどで、「ブル・オブ・ザ・ウッズ」の称号をめぐって競い合います。同時に木こり
の生活についての説明をお聞きください。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。このショーでは、動画の撮影は許可されていませんが、写真は
撮影可能です。参加者は船からショーの会場までの 5 分から 10 分の道のりを歩く必要があります。

グレートアラスカ木こりショーとカニ料理
ツアー番号：KTN020

Great Alaskan Lumberjack Show & Crab Feast
料金：大人＄145～

所要時間：4 時間
子供＄80～(3～12 歳)

グレートアラスカ木こりショーの会場まで移動します。グレートアラスカ木こりショーでは木こり達が３kg
の斧、1.8m のレーザーノコギリ、木登り用の靴、チェンソーなどを使って 12 種類の競技で競いあいます。
斧が宙を飛んだり、木こりたちが高い木から飛び降りたり、水上の丸太の上を走ったりと、試合が進んでい
くと同時に、応援の声は興奮のどよめきへと変わっていきます。
その後、ジョージ入り江ロッジでビュッフェ式の食事をお楽しみください。新鮮なダンジネス・クラブ、レ
ッドポテト、オリエンタルサラダ、ブルーベリーがのったチーズケーキなどをご用意しています。
ご案内：船から会場まで徒歩での移動があります。ベジタリアン向けの料理やカニを含まない料理もご用意
します。ロッジには多くの段差があります。段差を歩くのが困難な場合はバンでも移動可能です。お飲み物
は一杯は無料です。二杯目以降は追加料金が必要です。

ケチカンの歴史とクリーク・ストリート散策ツアー
ツアー番号：KTN021

Historical Ketchikan & Creek Street Walking Tour
料金：大人＄36～

所要時間：1 時間 30 分
子供＄30～(3～12 歳)

このツアーで、ケチカンのフロンティア・スピリットを 90 分の軽い散策で感じましょう。アラスカで最も写
真映えすると言われている、クリーク・ストリートを通ります。現在では活気あふれるショップとアートギ
ャラリーが連なっているこの遊歩道は、以前は「既婚男性の道」と呼ばれる歓楽街でした。そこで、町を取
り囲むたくさんのトーテムポールの話とトリンギット文化の重要性についての話をお聞きください。ケチカ
ンは「世界のサーモンの首都」として知られ、ガイドが町中にあるサーモン・ラダーについての説明を行い
ます。
ご案内：このツアーは全て徒歩にて行われます。

原生林の林冠とジップライン体験
ツアー番号：KTN022

Rainforest Canopy & Zipline Expedition
料金：大人＄195～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄150～(3～12 歳)

最高に自然を感じるツアーに参加し、トンガス国立公園の中心部にある八つのジップラインで森林上の冒険
をしましょう。ジップラインは 53m から 259m の長さで設置されています。木の上の乗り場からは野生生物を
見ることができ、ジップラインの途中では森の中の滝を見つけることもできます。また、三つあるつり橋で
は最高で 41m の高さから原生林の景色を楽しむことができます。ジェネラル・ストアでアラスカでの冒険の
記念品を買うか、あるいはワシの写真を近くで撮り地元の猛禽類について学ぶこともできます。
ご案内：このツアーはミニバスと４輪駆動車にて行われます。参加者は身長が 153cm 以上あり、体重が 40kg
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以上 113kg 以下である必要があります。参加者はつま先の閉じた靴、長ズボン、重ね着をしてご参加くださ
い。

原生林探検、トーテム・パークとワシの鑑賞
ツアー番号：KTN023

Rainforest Exploration, Totem Park & Eagles
所要時間：2 時間 45 分
料金：大人＄92～ 子供＄45～(3～12 歳)

自然豊かなへーリング・コーブで、自然研究家がアラスカシダーが生い茂る散策路を通り、遊歩道までお連
れします。その遊歩道からは、産卵期にはサーモンが遡上し多くのワシやクマ、アザラシや海鳥などを惹き
つけているイーグルクリークを見渡せます。アラスカ・ラプター・センターの展示に近づきハクトウワシを
写真に収めてください。その後、歴史あるへーリング湾製材会社を訪れ、12m もの高さのトーテムポールが
展示されているトーテム・ガーデンを散策してください。
ご案内：ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。参加者は、約 1.6 ㎞を歩ける必要があります。野生
動物が確実に見られる保証はできません。

サーモンスポーツフィッシング体験
ツアー番号：KTN024

Salmon Sportsfishing Expedition
料金：大人＄215～

所要時間：5 時間
子供＄180～(5～12 歳)

アラスカの海からサーモンを釣り上げる瞬間を想像してみてください。そして、ご自身で釣り上げた魚が調
理され食卓に上がる光景も。これはアラスカの入り江で釣りをするこのツアーに参加されている釣り人にと
って素晴らしい挑戦の機会となります。森林の傾斜とゴツゴツとした岩山を背後に望みながら、この「世界
のサーモンの首都」で、ご自身の釣りの腕前をお試しください。
ご案内：このツアーはミニバンとボートにて行われます。５歳未満の方、体重が 158 ㎏以上の方は参加でき
ません。ボートには６人まで乗船することができます。このツアーは魚を釣り上げる機会を提供するもので
あり、釣果を保証するものではないことをご理解ください。入漁券が必要になり、船上で１人あたり現金 25
ドルで購入することができます。キングサーモンを釣ることを計画されている方は、別途 15 ドルの料金が必
要になります。16 歳以下の方は入漁券を購入する必要はありません。このツアーではダウンリガー付きトロ
ーリング方式で行われ、4 本のロッドがホルダーに装着され、釣り糸がある程度の深さ垂らされます。参加
者は魚が釣れるまでロッドに触れません。サーモンが食いついたら、ロッドをホルダーから外してくださ
い。竿を引いて釣り針を引っ掛け、魚を釣り上げます。通常各ボートには５名から６名の参加者が乗船しま
す。

アラスカでのフィッシングと自然の味覚
ツアー番号：KTN025

Alaska Fishing & Wilderness Dining
料金：大人＄325～

所要時間：4 時間 30 分
子供＄250～(5～12 歳)

自分のロッドと釣り具を使って、メバルや鯛、オヒョウなどを釣り上げましょう。このツアーはアラスカの
他のどのフィッシングツアーよりも釣果が期待できます。釣りの後は、自然の中のキャンプサイトに移動
し、そこではコックが参加者が釣り上げた魚をサフランブイヤベースとともに調理します。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。５歳未満の方、体重が 135 ㎏以上の方は参加できません。こ
のツアーは魚を釣り上げる機会を提供するものであり、釣果を保証するものではないことをご理解くださ
い。入漁券が必要になり、船上で１人あたり現金 25 ドルで購入することができます。キングサーモンを釣る
ことを計画されている方は、別途 15 ドルの料金が必要になります。16 歳以下の方は入漁券を購入する必要
はありません。このツアーではダウンリガー付きトローリング方式で行われます。船が錨を下ろすか、もし
くは海上で停止している場所では 10ｍから 90ｍの範囲でジギングによるボトムフィッシングが行われます。
釣りを予定されている方は、1 人につき 1 本のロッドを使用することができます。
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オヒョウ釣り
ツアー番号：KTN026

Hunting for Halibut
料金：大人＄375～

所要時間：3 時間
子供＄280～(5～12 歳)

経験豊富なフィッシングガイドとともに、浅瀬での釣りと 90ｍの深さで行われるジギング漁を通して、オヒ
ョウ(巨大カレイ)を釣り上げる方法を学びましょう。釣りをしながら、美しい景色やワシ、アザラシ、クジ
ラなどの野生動物をご覧になれます。オヒョウを釣り上げた場合、夕食の食材として船に持ち帰ることがで
きる可能性があります。
ご案内：５歳未満の方、体重が 158 ㎏以上の方は参加できません。このツアーは魚を釣り上げる機会を提供
するものであり、釣果を保証するものではないことをご理解ください。入漁券が必要になり、船上で１人あ
たり現金 20 ドルで購入することができます。16 歳以下の方は入漁券を購入する必要はありません。このツ
アーではダウンリガー付きトローリング方式で行われます。船が錨を下ろすか、もしくは海上で停止してい
る場所では 60ｍから 120ｍの範囲でジギングによるボトムフィッシングが行われます。釣りを予定されてい
る方は、1 人につき 1 本のロッドを使用することができます。

灯台、トーテム、そしてワシの鑑賞
ツアー番号：KTN027

Lighthouse, Totems and Eagles
料金：大人＄105～

所要時間：3 時間
子供＄50～(3～12 歳)

暖かいキャビンもしくは天井のない展望デッキから、地域の海の歴史、豊かなトリンギット族の伝統、林業
や漁業などの産業についての説明をお聞きください。この航海の見どころは、ガード島の灯台、トーテムバ
イト州立公園、無数のワシとそのねぐらにあります。航海中はシカ、アザラシ、オオアオサギ、ウミバト、
ザトウクジラやシャチなどを見ることができます。サーモンスプレッド、チーズ、クラッカー、新鮮なフル
ーツ、クッキーなどの軽食をご用意しています。
ご案内：このツアーはバスとボートにて行われます。船上には双眼鏡をご用意しています。

ベーリング海のカニ漁師
ツアー番号：KTN028

Bering Sea Crab Fisherman
料金：大人＄205～

所要時間：3 時間 15 分
子供＄120～(5～12 歳)

ディスカバリーチャンネルの番組、「ベーリング海の一攫千金」で有名になったアリューシャンバラード号に
乗り込みます。ケチカンの沿岸を離れると安定した航海に入ります。海上では、船上生活についてのアクショ
ン満載のストーリーを聞き、クルーがアラスカンキングクラブが積み込まれた 317kg もの籠を引き上げる様子
をご覧ください。カニやエビ、タコなどの海産物を実際に手にする機会もあります。このツアーは漁師の生活
を実際に体験できるように工夫されています。海に目を向けるとハクトウワシ、アザラシ、アシカ、クジラな
どの野生動物を見ることができ、アネット島周辺には特に多くの動物が生息しています。
ご案内：5 歳未満の方は参加できません。船への移動に少し歩きます。

ミスティ・フィヨルドと自然探索クルーズ
ツアー番号：KTN029

Misty Fjords & Wilderness Explorer Cruise
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料金：大人＄205～

所要時間：4 時間 30 分
子供$120～ (3～12 歳)

海食崖やフィヨルド、海面から 920ｍの高さがある、切り立った岩壁などで知られているミスティ・フィヨ
ルド国定天然記念物の自然を探索してください。アラスカで最も速い遊覧ボートに乗り、氷河が形作ったル
ディヤード湾を訪れます。フィヨルドがどのように形成されるのかを学び、海鳥の鳴き声を聞きながら、滝
の飛沫をを浴びましょう。ハクトウワシの巣、トリンギットの象形文字、火山の活動により海底から飛び出
したニュー・エディーストーン・ロックなどに目を奪われることでしょう。乗船中には、様々な軽食をお楽
しみください。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。野生動物は頻繁に見られますが、本ツアーはそれを保証する
ものではありません。参加者は暖かい服や重ねて着る服をご用意ください。双眼鏡と地図をご用意してお
り、地図はお土産としてお持ち帰りできます。

野生探検とビーチでのかがり火
ツアー番号：KTN030

Wildlife Safari & Beach Bonfire
料金：大人＄220～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄125～(5～12 歳)

探検用の船で、ザトウクジラ、シャチ、ネズミイルカ、ゼニガタアザラシ、ラッコ、クマ、ワシを探す冒険
にでかけます。港から離れた島のビーチでアラスカスタイルのかがり火を体験してください。アラスカの先
住民であるチムシアン族が伝統的な集会や文化を紹介します。その後、トナカイのソーセージやアラスカ・
アンバー・ビール、焼きマシュマロと手作りのチョコレートで作られたスモアなどをお楽しみください。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。5 歳未満の方は参加できません。参加者は健康で、５段の梯
子を使って船からビーチに降りられる必要があります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。野生
動物は頻繁に見られますが、本ツアーはそれを保証するものではありません。

自然探索クルーズとカニ料理
ツアー番号：KTN031

Wilderness Exploration Cruise & Crab Feast
料金：大人＄175～

所要時間：4 時間
子供＄100～(3～12 歳)

ジョージ入り江のクルーズは古い缶詰工場などを眺めながら進みます。山と 600m の滝に向けて舵を切り、昔
この海域で出没していた海賊やマホーニー氷河圏谷ついての説明をお聞きください。カニの生息域に達する
と、海中からカニの入った籠を引き上げて、よくご覧ください。カニを観察した後、籠を海中に戻します。
その後、ジョージ入り江ロッジに向かい付け合わせとともに、ダンジネス・クラブ料理をお楽しみくださ
い。
ご案内：ロッジには多くの段差があります。段差を歩くのが困難な参加者のためにバンでの移動をご用意し
ています。暖かい服や重ねて着る服をご用意ください。１杯のビールもしくはワインは無料でお楽しみいた
だけます。ツアーの順序が変更になる場合があります。

自然探索クルーズとシルバーキング・ロッジでのシーフード料理
ツアー番号：KTN032

Wilderness Cruise & Silverking Lodge Seafood Feast
料金：大人＄185～

所要時間：4 時間
子供＄90～(3～12 歳)

このツアーは、ケチカンからクローバー・パス・リゾートへの景観ツアーで始まります。その後、クルーズ
船で素晴らしい景色を遊覧しながら、ワシの巣だけでなく、ネズミイルカやアザラシを見学します。その
後、グラント島州立海事公園の中心部に位置するシルバーキング・ロッジを訪れます。そこでは、青々とし
た原生林に広大なシトカトウヒとベイツガが生い茂る自然を散策します。お腹が空いたところで、地元でと
れた新鮮なシーフードを使った料理をロッジでお楽しみください。
ご案内：参加者は重ねて着られる暖かい服をご用意ください。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加くださ
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い。参加者は 800m の木製の遊歩道を歩く必要があります。雨具、帽子、手袋、スカーフ、ライフジャケット
はご用意します。

水陸両用車で巡る市街と港
ツアー番号：KTN033

Town & Harbour Duck Tour
所要時間：1 時間 30 分
料金：大人＄50～ 子供＄29～(3～12 歳)

水陸両用車でホエール・パークのトーテムポールとケチカン川のサーモン・ラダーを通過します。昔は通路
として用いられていた木製の階段を見学します。以前は街の繁華街であり現在は趣のある店やカフェで活気
溢れる川沿いの道を散策します。水辺に到着すると、水陸両用車はそのままケチカン港の水上を進みます。
水上から地元の缶詰工場、水上機整備場そして漁船などをご覧になれます。
ご案内：このツアーは水陸両用車にて行われます。このツアーは最低限の徒歩移動があり、水陸両用車の乗
車は 9 段の階段を登る必要があります。

タトゥーシュ諸島シー・カヤッキング
ツアー番号：KTN034

Tatoosh Islands Sea Kayaking
料金：大人＄154～

所要時間：4 時間 30 分
子供＄95～(6～12 歳)

静かなタトゥーシュ諸島周辺の水上に漕ぎ出しましょう。岩でゴツゴツした海岸に近づくにつれ、その地域
でよく目撃されるクマやオオカミを探してみましょう。頭上でワシが飛ぶ姿やカワウソとアザラシ、アシ
カ、シャチ、ザトウクジラが水中を泳ぐ場面に遭遇するかもしれません。このツアーに参加するための事前
のカヤック経験は必要ではありません。
ご案内：このツアーはバスとボートとカヤックにて行われます。カヤック経験は必要ありません。参加者は
６歳以上であり、120kg 以下、身長２m 以下である必要があります。背骨と心臓に持病をお持ちの方の参加は
おすすめできません。ご予約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを必ず
お読みください。

ミスティ・フィヨルド遊覧飛行
ツアー番号：KTN035

Misty Fjords Seaplane Exploration
料金：大人＄270～

所要時間：2 時間
子供＄175～(3～12 歳)

ミスティフィヨルド国定天然記念物はアラスカの中でもかなり美しい部類の景色が見られる場所です。面積
は合計で 8,093 ㎢に及び、水上飛行機で訪れるのがよいでしょう。
アラスカで多く使用されている水上機の機上では、眼下に広がる景色についての説明をヘッドセットを通し
てお聞きください。花崗岩でできた崖、1ｋｍの高さの滝、美しく輝く湖、低地に漂う霧、雪を頂いた山に広
がる青々とした森の壮大な景色に驚かされるでしょう。着水した後は、水上飛行機のフロートに降り、美し
い景色や人里離れたこの地の静けさなどをお楽しみください。
ご案内：FAA の規定により、航空機の重量と、バランス計算のために名前と体重を提出することが義務付け
られています。重量・バランス上の制限から、服を着た状態で体重が 113 ㎏以上の方は、ヘリコプター機内
での十分なスペースを確保するため、審査の上、追加料金をいただく場合があります。自然環境と安全性を
考慮し、着水後の機外への外出の可否は最終的にパイロットが判断します。着水する時間は天候により変化
します。基本的に、機内への荷物の持ち込みは許可されていません。医療機器を持ち込む必要がある方は、
事前に船内のショア・エクスカーション・オフィスにご相談ください。ターミナルに持ち込まれた荷物はフ
ライト終了後までお預かりします。フライトコースは天候により変化します。南にニュー・エディーストー
ン・ロック、ビッグ・ゴート湖もしくは北にニーツベイ、ベル島温泉を見ることができるかもしれません。

ミスティ・フィヨルド自然探索クルーズと遊覧飛行
ツアー番号：KTN036

Misty Fjords Wilderness Cruise & Flight
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料金：大人＄390～

所要時間：3 時間 45 分
子供＄295～(3～12 歳)

豪華なカタマラン船に乗って、そびえたつ崖やエメラルド色のフィヨルドの海に流れ込む滝などを眺めなが
ら進みます。途中、ワシの巣、原住民の象形文字、火山の噴火によりできたニュー・エディーストーン・ロ
ックなどをご覧ください。アラスカで広く用いられる水上機に搭乗し、手付かずの森、連なる峰々の景色、
蛇行する河川、美しい湖などの景色を眺める 25 分間の遊覧飛行をお楽しみください。このツアーでは軽食を
ご用意しています。
ご案内：このツアーは水上機とカタマラン船にて行われます。このフライトには体重による追加料金はあり
ません。ツアーの順序が異なる場合があります。荷物の持ち込みは許可されておりません。洋服掛けのスペ
ースには限りがあります。天候によりフライトがキャンセルされる可能性があります。フライトがキャンセ
ルになった場合、すべての行程をカタマラン船にて行い、料金を割引いたします。

ミスティ・フィヨルド水上機遊覧飛行とカニ料理
ツアー番号：KTN037

Misty Fjords Seaplane & Crab Feast
料金：大人＄380～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄285～(3～12 歳)

水上飛行機の大きな窓を通して、300m の高さを持つ滝、美しく輝く湖、きらきらと輝く海面から聳え立つ
914m の大きな花崗岩の壁、そして雪をいただいた峰に茂るトウヒ、ツガやスギなどの緑豊かな森を見ること
ができます。ジョージ入り江ロッジの近くに着水し、ロッジでのビュッフェ式のダンジネス・クラブ料理を
お楽しみください。
ご案内：このツアーはミニバンと水上機にて行われます。このフライトには体重による追加料金はありませ
ん。荷物の持ち込みはできません。洋服掛けのスペースには限りがあります。

豪華遊覧飛行とカニ料理
ツアー番号：KTN038

Exclusive Flightseeing & Crab Feast
料金：大人＄255～

所要時間：3 時間
子供＄170～(3～12 歳)

デ・ハビラント・ビーバー水上機で飛び立ち、トンガス国立公園内のレビジャヒヘド島のトウヒとスギの木
に覆われた緑豊かな山々の上空を飛行します。1900 年代に缶詰工場の労働者の飯場だったジョージ入り江ロ
ッジ近くに着水し、自然の中での生活について見識を深めましょう。そこではビュッフェ式のダンジネス・
クラブ料理をご用意しています。
ご案内：このツアーはミニバンと水上機にて行われます。このフライトには体重による追加料金はありませ
ん。荷物の持ち込みは許可されておりません。洋服掛けのスペースには限りがあります。

トロリーで巡る市街散策、トーテム、クリーク・ストリート
ツアー番号：KTN039

City Highlights, Totems & Creek Street by Trolley
所要時間：1 時間 15 分
料金：大人＄30～ 子供＄15～(3～12 歳)

75 分間のツアー中、賑やかな道や公園を通過しながら知識豊富なガイドがケチカンの歴史を語ります。サッ
クスマン・ネイティブ・ビレッジで停車します。そこには、アラスカの伝統文化の代表であるトーテムポー
ルが世界で一番多く展示されています。続いて、クリーク・ストリートの遊歩道で停車します。そこは以前
は歓楽街として知られていた場所で、現在は博物館、伝統家屋、土産物店が立ち並んでいます。
ご案内：このツアーはトロリーにて行われます。ツアー料金はトロリーの乗車料金のみを含んでいます。ク
リーク・ストリートでの入場料は個人でお支払いください。
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スキャグウェイ(Skagway)
スキャグウェイは、ホワイトサミットパスやユー
コン吊り橋などの見所がある、クロンダイクへの
玄関口です。ゴールド・ラッシュに沸いた海岸沿
いのこの町は、かつて米国開拓時代、無法地帯で
ある西部地方の前哨地でした。
現在は国立歴史公園になっているため、復元され
た遊歩道、商店街、通りなどは、当時の様子を生
き生きとよみがえらせています。

クロンダイク・サミット、吊り橋とサーモン・ベイク
ツアー番号：SGY013

Klondike Summit, Suspension Bridge & Salmon Bake
料金：大人＄105～

所要時間：4 時間 15 分
子供＄59～(3～12 歳)

バスに乗り、壮大な荒野の景観を楽しみながら、高度 1,002m のホワイト・パス・サミットに向かいます。雷
鳴のような音を立てる急流のタットシー川に架かる全長約 17m の揺れ動くユーコン吊り橋で、スリリングな
体験をお楽しみください。その後、1898 年当時を復元したテント・シティであるライアーズビル・ゴール
ド・ラッシュ・トレイル・キャンプを訪れます。そこでは、その当時の服を着た人々から、砂金取り技術を
学んだり、坑夫が残した骨董品を見たり、アラスカに住む人々の主食であるサーモン・ベイクを楽しんだり
しましょう。
ご案内：このツアーはカナダに入国するため、参加者はパスポートまたは他の WHTI 準拠の書類を携帯しなけ
ればなりません。米国市民の場合、これらの文書には次のものが含まれます。米国パスポート、米国パスポ
ートカード、エンハンスド・ドライバー・ライセンス、トラステッド・トラベラー・カード、およびミリタ
リー・ID カード。出身国によってはカナダを訪問するためにビザが必要です。自分の国が該当するかは以下
の URL から確認してください(www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp)。子供が単独でカナダへ旅行する場
合には、書面による同意が必要です。参加者は吊り橋を渡らないこともできます。

クロンダイク・サミットを目指して
ツアー番号：SGY014

To the Klondike Summit
料金：大人＄40～

所要時間：1 時間 30 分
子供＄20～(3～12 歳)

ミニバスによるこのナレーション付きのツアーでは、クロンダイク・ハイウェイを通り、ホワイト・パス・
サミットへ向かいます。ホワイト・パス・サミットは標高 1,002m に及び、雄大な山々や階段状の滝を含む、
息をのむような景観を楽しむことができます。道中、ゴールド・ラッシュ鉄道に沿って、ピッチフォーク滝
や「Welcome to Alaska」の看板など、運転手もしくはガイドが選んだ景色が美しい場所で一時停車をしま
す。
歴史的建造物や遊歩道が多く存在するスキャグウェイのダウンタウンを散歩して、１日を締めくくることも
できます。
ご案内：このツアーはミニバスにて行われます。カナダに入国するため、参加者はパスポートまたは他の
WHTI 準拠の書類を携帯しなければなりません。米国市民の場合、これらの文書には次のものが含まれます。
米国パスポート、米国パスポートカード、エンハンスド・ドライバー・ライセンス、トラステッド・トラベ
ラー・カード、およびミリタリー・ID カード。出身国によってはカナダを訪問するためにビザが必要です。
自分の国が該当するかは以下の URL から確認してください(www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp)。子
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供が単独でカナダへ旅行する場合には、書面による同意が必要です。

レトロ・バスで巡るスキャグウェイ
ツアー番号：SGY015

Skagway Street Car City Tour
所要時間：1 時間 30 分
料金：大人＄45～ 子供＄20～(3～12 歳)

黄色に塗装された 1927 年製のバスに乗り、当時の服装をしたガイドと共に、少人数でスキャグウェイ観光を
します。
水辺を散策した後、ゴールド・ラッシュ墓地を訪れ、無法者ソーピー・スミスも関与した悪名高き銃撃戦に
ついての話を聞きます。その後、国立公園歴史地区を巡り、展望台から壮大な山々に囲まれたクルーズ船を
眺めることができます。
また、綺麗な花が咲く庭園で有名なスキャグウェイの住宅地区に向かい、アラスカで最も有名な住民である
サラ・パリン前総督の幼年期の家を巡ります。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。バスの乗り降りの際には３段のステップがあります。ゴール
ド・ラッシュ墓地には起伏を含む道があります。

レトロ・バスのバスで巡るスキャグウェイ(多言語対応)
ツアー番号：SGY016

Skagway Street Car City Tour – Multilingual
所要時間：1 時間 30 分
料金：大人＄45～ 子供＄20～(3～12 歳)

黄色に塗装された 1927 年製のバスに乗り、当時の服装をしたガイドと共に、少人数でスキャグウェイ観光を
します。国立公園歴史地区を通って展望台へ向かう道中に山々の景色を見ながら、ゴールド・ラッシュの物
語をヘッドホンで生き生きと聞くことができます。
また、綺麗な花が咲く庭園で有名なスキャグウェイの住宅地区に向かい、アラスカで最も有名な住民である
サラ・パリン前総督の幼年期の家を巡ります。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。バスの乗り降りの際に３段のステップがあります。お好みの言
語設定が可能なツアーナレーション用のヘッドフォンが提供されます。対応言語はスペイン語、ドイツ語、
フランス語、ポルトガル語、オランダ語、日本語、北京語、英語です。

ユーコン探検とホワイト・パス列車の旅
ツアー番号：SGY017

Yukon Expedition & White Pass Scenic Railway
料金：大人＄220～

所要時間：8 時間
子供＄110～(3～12 歳)

クロンダイク・ハイウェイにて、1898 年のクロンダイク・ゴールド・ラッシュの際に人々が通った道に沿っ
て景観ドライブをします。標高 1,002m のホワイト・パス・サミットに登った後、カナダのユーコン川近くの
岩だらけの荒野に向かいます。このツアーには他にも、バーベキューの昼食や犬で有名なマッシャーズ・キ
ャンプ、ネイティブ・アメリカンの村であるカークロスなどの見どころがあります。
最後にレトロな列車に乗り、スキャグウェイへ戻る 43km の旅をします。道中、滝や山々、氷河、トンネル、
架台、橋を巡ります。
ご案内：このツアーはバスと列車にて行われます。カナダに入国するため、参加者はパスポートまたは他の
WHTI 準拠の書類を携帯しなければなりません。米国市民の場合、これらの文書には次のものが含まれます。
米国パスポート、米国パスポートカード、エンハンスド・ドライバー・ライセンス、トラステッド・トラベ
ラー・カード、およびミリタリー・ID カード。出身国によってはカナダを訪問するためにビザが必要です。
自分の国が該当するかは以下の URL から確認してください(www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp)。子供
が単独でカナダへ旅行する場合には、書面による同意が必要です。ベジタリアン用の食事を希望される参加
者はツアー開始の 24 時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。ツアーの順序が異なる場合がありま
す。

ホワイト・パス列車の旅
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ツアー番号：SGY018

White Pass Scenic Railway
料金：大人＄139～

所要時間：2 時間 45 分
子供＄70～(3～12 歳)

ナレーションとともに、1898 年のクロンダイク・ゴールド・ラッシュの際に作られた歴史的な狭いゲージの
線路の上を往復 64km、景観を楽しみながら列車で走ります。列車は驚くべきヘアピンカーブに沿って曲が
り、深い峡谷を通り、光輝く氷河や滝を通り過ぎ、空高く架かる橋を渡ります。
また、1898 年に完成とともに退廃への道を進み、何千人もの金を探した人々が通り過ぎて行ったクロンダイ
ク・トレイルにも注目しましょう。
ご案内：このツアーは列車にて行われます。このツアーでは頂上で下車しないため、パスポートは不要で
す。列車は波止場で乗車する予定です。実際のツアーの所要時間は列車の交通に左右され、3 時間から 3 時
間 30 分になることがあります。乗車の際に約 3 段の急なステップがあります。列車の走行中、参加者は車両
連結部を歩くことはできません。記念雑誌と飲料水をご用意しています。

ホワイト・パス列車の旅(ラグジュアリークラス向け)
ツアー番号：SGY019

White Pass Scenic Railway – Luxury Class
所要時間：2 時間 45 分
料金：大人＄329～

914 メートル近く上りゴールドフィールドに向かいつつ、専用ガイドから 1898 年のクロンダイク・ゴール
ド・ラッシュにまつわる物語を楽しみましょう。
大きな窓と屋外の展望台からは、ヘアピンカーブ周辺の驚くほどの素晴らしい景色を見ることができます。
深い峡谷を超え、氷河や滝を見つつ、空高く架かるレールの上を通ります。1898 年に完成とともに退廃への
道を進み、何千人もの金を探した人々が通り過ぎて行ったクロンダイク・トレイルにも注目しましょう。車
内では、専用ガイドのゴールド・ラッシュについての物語に耳を傾けながら、軽食と風味豊かな前菜をお楽
しみください。
ご案内：このツアーは列車にて行われます。20 歳未満の方は参加できません。アルコール飲料を飲むために
は写真付きの身分証明証が必要となります。実際のツアーの所要時間は列車の交通に左右され、3 時間から 3
時間 30 分になることがあります。このツアーでは頂上で下車しないため、パスポートは不要です。列車には
波止場で乗車する予定です。乗車の際に約３段の急なステップがあります。地元の前菜、ビール、ワイン、
コーヒー、飲料水、特製ドリンクはすべてツアーに含まれています。

ホワイト・パスとベネット湖探訪
ツアー番号：SGY020

White Pass Bennett Lake Adventure
料金：大人＄299～

所要時間：7 時間 45 分
子供＄125～(3～12 歳)

アラスカから出発し、列車でしか行くことが出来ない、カナダのブリティッシュ・コロンビア地方のベネッ
ト湖畔に位置する忘れ去られたゴールド・ラッシュ・タウンであるベネットへ向かいます。途中フレイザー
を経由し、ホワイトパス＆ユーコン鉄道に沿って 107km の列車の旅を楽しみます。息をのむような景観、
滝、山々、氷河、トンネル、架台などを巡ります。最初の 32km の曲がりくねった道を超えると、既に標高が
914m に達しています。
この人里離れた地域を散索しましょう。ホワイト・パス博物館で歴史について学んだ後、古来のアラスカの
村であるカークロスを訪れます。その後、バスでカークロスを出発し、歴史的なクロンダイク・ハイウェイ
に沿ってスキャグウェイに戻ります。
美しいベネット湖のほとりに列車で向かう間に、昼食を楽しみましょう。昼食のメニューはカリブー・ソー
セージのパスタサラダ、サンドイッチ、デザートです。
ご案内：このツアーはバスと列車にて行われます。カナダに入国するため、参加者はパスポートまたは他の
WHTI 準拠の書類を携帯しなければなりません。米国市民の場合、これらの文書には次のものが含まれます。
米国パスポート、米国パスポートカード、エンハンスド・ドライバー・ライセンス、トラステッド・トラベ
ラー・カード、およびミリタリー・ID カード。出身国によってはカナダを訪問するためにビザが必要です。
自分の国が該当するかは以下の URL から確認してください(www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp)。子供
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が単独でカナダへ旅行する場合には、書面による同意が必要です。ベジタリアン用の食事を希望される参加
者はツアー開始の 24 時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。ツアーの順序が逆順となる場合があり
ます。

ホワイト・パス列車の旅とクロンダイク・ハイウェイ(多言語対応)
ツアー番号：SGY022

White Pass Rail & Klondike Highway (Multilingual)
料金：大人＄175～

所要時間：3 時間 45 分
子供＄95～(3～12 歳)

伝説のホワイト・パス・トレイルを、バスと列車に乗って 3 時間 30 分で冒険します。ヘッドフォンを装着
し、言語を選択してツアーにまつわるナレーションを楽しみましょう。また、1898 年のクロンダイク・ゴー
ルド・ラッシュの際に人々が使用していたルートに沿った風光明媚なドライブで、クロンダイク・ハイウェ
イを冒険しましょう。
標高 1,002m のホワイト・パス・サミットに達した後、カナダのユーコン川の源流近くの岩だらけの荒野に向
かいます。
最後に列車に乗り、スキャグウェイまでの 43km の旅をします。道中、滝や山々、氷河、トンネル、架台、橋
を巡ります。
ご案内：このツアーはミニバスと列車にて行われます。バスと列車に乗車する際には数段の段差がありま
す。カナダに入国するため、参加者はパスポートまたは他の WHTI 準拠の書類を携帯しなければなりません。
米国市民の場合、これらの文書には次のものが含まれます。米国パスポート、米国パスポートカード、エン
ハンスド・ドライバー・ライセンス、トラステッド・トラベラー・カード、およびミリタリー・ID カード。
出身国によってはカナダを訪問するためにビザが必要です。自分の国が該当するかは以下の URL から確認し
てください(www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp)。子供が単独でカナダへ旅行する場合には、書面によ
る同意が必要です。訪問順序は異なる場合があります。

スキャグウェイの見どころ
ツアー番号：SGY023

The Best of Skagway
料金：大人＄245～

所要時間：6 時間 30 分
子供＄130～(3～12 歳)

美しく歴史のあるホワイト・パス＆ユーコン鉄道(ホワイト・パス列車)に乗り、ヘアピンカーブの辺りから
見える驚くべき山の風景を楽しみつつ、峡谷や山々、滝や氷河などを通り過ぎていきます。
その後、伝説のクロンダイク・ハイウェイをバスで観光します。ライアーズビルの復元されたテント・シテ
ィを訪れ、砂金取りの技術を学んだり、本物のアラスカ・サーモン・ベイクを楽しんだりして、ゴールド・
ラッシュ時代の探検家の生活を垣間見ます。
スキャグウェイでは、有名なレッド・オニオン・サロンを訪れ、売春宿で働いていた気力あふれる女性の
方々の物語を聞きます。
ご案内：このツアーは列車とバスにて行われます。カナダに入国するため、参加者はパスポートまたは他の
WHTI 準拠の書類を携帯しなければなりません。米国市民の場合、これらの文書には次のものが含まれます。
米国パスポート、米国パスポートカード、エンハンスド・ドライバー・ライセンス、トラステッド・トラベ
ラー・カード、およびミリタリー・ID カード。出身国によってはカナダを訪問するためにビザが必要です。
自分の国が該当するかは以下の URL から確認してください(www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp)。子供
が単独でカナダへ旅行する場合には、書面による同意が必要です。サロンで飲み物を頼むためには写真付き
の身分証明書が必要となります。訪問順序は変更となる場合があります。このツアーではかつての売春宿に
関する内容を含むため、子供を連れてくる方はご注意ください。

スキャグウェイでの写真愛好家向けツアー
ツアー番号：SGY024

Skagway in Focus Photography Tour
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料金：大人＄99～

所要時間：3 時間
子供＄85～(3～12 歳)

この 3 時間のツアーでは、プロの写真家による写真撮影のコツや技術の伝授や構図、露出、被写界深度につ
いてのディスカッションを通じて、撮影技術の向上を目指します。ホワイト・パス・サミット、紺碧の湖と
荒廃した森からなる景観の素晴らしい地点、ハクトウワシがタイヤ川沿いににしばしば目撃される、忘れら
れたゴールド・ラッシュの町ダイヤなどを巡ります。
ご案内：このツアーはミニバンにて行われます。ご自身のカメラをご用意ください。カナダに入国するた
め、参加者はパスポートまたは他の WHTI 準拠の書類を携帯しなければなりません。米国市民の場合、これら
の文書には次のものが含まれます。米国パスポート、米国パスポートカード、エンハンスド・ドライバー・
ライセンス、トラステッド・トラベラー・カード、およびミリタリー・ID カード。出身国によってはカナダ
を訪問するためにビザが必要です。自分の国が該当するかは以下の URL から確認してください
(www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp)。子供が単独でカナダへ旅行する場合には、書面による同意が必
要です。このツアーは起伏を含む道や傾斜のある場所を歩く場合があります。

バロー・クリーク・ウォーターフォール・ロッジ貸切とカニ料理
ツアー番号：SGY025

Exclusive Burro Creek Waterfall Lodge & Crab Feast
料金：大人＄299～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄240～(10～12 歳)

水上を 3.2km 渡ると、0.48 ㎢の素朴な貸切リゾートに到着します。ここでは、気持ちのいいハイキングと雪
に覆われた山々に囲まれた手つかずの海岸線の壮大な景観を楽しむことができます。このロッジの電力供給
方法として滝を利用していることを学んだ後、アンドゥイユ・ソーセージと共にボイルしたカニとエビ、コ
ーンとポテト、オーブンで焼き上げたパンといったご馳走を楽しみましょう。
ご案内：このツアーはボートとバスにて行われます。10 歳未満の方は参加できません。

幽霊とかつての売春婦の街のウォーキング・ツアー
ツアー番号：SGY026

Ghosts & Goodtime Girls Walking Tour
所要時間：2 時間
料金：大人＄50～

レッド・オニオン・サロンから出てきた、豪華な時代物の衣装を着た「マダム」が、記念のガーターと共に
参加者を迎えます。非常に興味深い話をしてくれるガイドと共に、スキャグウェイの路地とかつての繁華街
を巡る 2 時間のウォーキング・ツアーを楽しみましょう。クロンダイク・ケイトとダイアモンド・リルの話
を聞き、幽霊の出没が噂される歴史的なゴールド・ラッシュの建物を巡ります。また、世界的に有名なレッ
ド・オニオン・サロンを復元した売春宿博物館で、シャンパン・トーストを楽しんだり、廊下や個室を探検
したりしましょう。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われ、参加者 20 名に対しガイドが 1 人の小さな団体で催行されます。ツア
ーコンテンツが特徴的なため、気を悪くされる恐れのある方は参加をお控えください。14 歳未満の方は参加
できません。サロンで飲み物を頼むためには 21 歳以上で、かつ写真付きの身分証明書が必要となります。こ
のツアーでは舗装された道を約 800m 歩きます。このツアーはレッドオニオンで終了しますが、そこから船ま
では徒歩 7 分のため、各自で船までお戻りください。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

グリズリー・フォールズ・ジップライン体験
ツアー番号：SGY027

Grizzly Falls Ziplining Expedition
所要時間：4 時間
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料金：大人＄195～

子供＄155～(6～12 歳)

グリズリーフォールにて、ワシのように木々の上を飛んでいくスリリングな体験をしながら、アラスカの森
林の景観をお楽しみください。ベース・キャンプか全地形対応車で険しい山道を登っていき、11 種類のジッ
プラインと、氷河から形成された滝とアラスカの温帯雨林の上に架かっている 4 本のつり橋へと続く最初の
地点に向かいます。ジップラインには、全長 228m の「ザ・パイプライン」や、最高時速 72km の「ビッグカ
フナ」が含まれます。
ご案内：このツアーはミニバスにて行われます。6 歳未満の方は参加できません。また、体重は 22kg 以上
120kg 以下でなければなりません。参加者は身体的に健康な状態でなければなりません。怪我をされている
方、発作を起こす可能性のある方、現在または慢性的に病気をお持ちの方、妊婦の方は参加できません。重
ね着をして、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。ご予約前に Voyage Personaliser の予約画面に
ある重要なご案内のセクションを必ずお読みください。

マッシャーズ・キャンプと犬ぞり体験
ツアー番号：SGY028

Musher's Camp & Sled Dog Experience
所要時間：３時間 15 分
料金：大人＄155～ 子供＄120～(5～12 歳)

全地形対応車で、雪に覆われた山頂、小川、滝を巡り、犬たちがいる場所に向かいます。トンガス国立森林
公園の中を爽快な犬ぞりで 1,600m 滑り降りましょう。マッシャーズ・キャンプでそりの競走や設備について
学んだり、いつかそりを引く可愛らしい子犬と対面しましょう。
ご案内：このツアーはミニバスと全地形対応車にて行われます。5 歳未満の方は参加できません。起伏を含
む地形があるため、その上を歩いたり、犬ぞりが揺れたりする可能性があります。

クロンダイク・サミットから海までのサイクリング・ツアー
ツアー番号：SGY029

Klondike Summit to Sea by Bicycle
所要時間：2 時間 30 分
料金：大人＄125～

ガイドと共に全長 24km のクロンダイク・ハイウェイを、景観やアラスカの清らかな空気を楽しみながらサイ
クリングしましょう。1 時間 30 分の間、時速 24km から 40km のスピードでサイクリングをします。道中、ホ
ワイト・パス＆ユーコン鉄道や階段状の滝、広大な氷河、美しい山、歴史を感じられる場所を見るために何
度か停まります。アメリカの税関を自転車で通るという貴重な体験ができます。
ご案内：このツアーは自転車とバンにて行われます。このツアーは国境を越えてカナダに入国するため、ご
予約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを必ずお読みください。ハンド
ブレーキが備わっている自転車を時速 24 km から 40km のスピードで漕ぐことができる方のみ参加してくださ
い。このツアーでは交通量の多い公道を自転車で走ります。スポーツシューズを履き、重ね着をしてご参加
ください。自転車、ヘルメット、雨具、手袋をご用意しています。身長 140cm 未満、或いは 13 歳未満の方は
参加できません。自転車での走行距離は約 24km です。ツアーの所要時間はアメリカの税関の状況に左右され
る可能性があります。

四輪駆動車で訪れるタクシャナック山系
ツアー番号：SGY030

Takshanuk Mountain Trail by 4x4
所要時間：6 時間 15 分
料金：大人＄750～
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高速のカタマラン船に乗り、北アメリカで最も長く深いフィヨルドに沿ってヘインズに向かい、アラスカの
自然の中へ冒険の旅に出ましょう。タクシャナックの登山口をカワサキ製の四輪駆動車「ミュール」を運転
して走ります。森の中のジグザグの山道を走っている際、美しい滝や透き通った入り江などの景観を楽しみ
つつ、標高 457m の草原へ向かいます。そこでは、リン運河やチルクート湖、周辺の山岳の雄大な景観が望め
ます。ツアー中、燃え盛る火の前で、オヒョウ、バーベキュー・チキン、ポテト、フルーツ、サラダ、コー
ルスローなどの昼食を楽しみます。
ご案内：このツアーはバス、フェリー、ミュール(四輪駆動車)で行われます。また、お申込みは 1 台当たり
４人乗りの四輪駆動車単位となります。運転を希望する参加者は 21 歳以上で有効な運転免許証が必要です。
ベジタリアン用の食事を希望される参加者はツアー開始の 24 時間前までにツアーオフィスにご連絡くださ
い。

海でのラフト・アドベンチャー
ツアー番号：SGY032

Ocean Raft Adventure
料金：大人＄155～

所要時間：2 時間
子供＄125～(10～12 歳)

スピード感と機動性のある船に乗って、フィヨルドの絶壁や雷鳴のような音を立てて落ちる滝、隠れた入江
を巡ります。道中、クジラやアザラシ、アシカ、ハクトウワシに出会えるかもしれません。時折船長がエン
ジンを切って、アラスカの自然特有の音やのどかさ、景観を体験することができます。このツアーの最後に
は、そのまま港に戻るか、歴史のある町・スキャグウェイでのショッピングを楽しみましょう。
ご案内：このツアーはバンとスピードボートにて行われます。10 歳未満の方は参加できません。身長 122cm
以上で、かつ体重 158kg 以下でなければなりません。妊婦の方、首や背中に疾患がある方は参加できませ
ん。服の上から着ることのできる耐寒耐水服、ゴーグル、手袋、帽子をご用意しています。

チルクート路のハイキングとラフト体験
ツアー番号：SGY033

Chilkoot Trail Hike & Float Adventure
所要時間：4 時間 15 分
料金：大人＄145～ 子供＄85～(7～12 歳)

歴史的なチルクート路を 1.6km から 3.2km 歩き、富を探し求めた人々の軌跡を辿りましょう。重要な場所で
あるクロンダイク・ゴールド・ラッシュ国立歴史公園では、清らかなアラスカの空気や、驚くべき景観、手
つかずの原生林、過去の探検家たちにまつわる民族伝承を楽しむことができます。タイヤ川のほとりでは全
長約 5.4m のラフトに乗り、穏やかな景観を楽しみながら感潮河口部まで戻ります(流れが急な箇所はありま
せん)。アイリスという植物でできた自然の牧草地を見ることのできるゴーストタウンであるダイヤ、フィヨ
ルドの絶壁、雪をかぶった峰を巡ります。
ご案内：このツアーはバスとラフトにて行われます。7 歳未満の方は参加できません。体重は 23kg から
158kg でなければなりません。参加者は身体的に健康な状態であり、かつ高度差が 106 メートルの起伏を含
む道を 3.2 キロ歩けなければなりません。妊婦の方は参加できません。雨具とライフジャケットの他に、ク
ッキー、飲料水、ホットチョコレート、紅茶をご用意しています。ご予約前に Voyage Personaliser の予約
画面にある重要なご案内のセクションを必ずお読みください。

ラフトで訪れるハクトウワシ保護区と野生動物観察
ツアー番号：SGY034

Eagle Preserve Rafting & Wildlife Quest
料金：大人＄205～

所要時間：6 時間 30 分
子供＄115～(7～12 歳)

穏やかな水上で、ゆっくりと野生動物の観察を楽しみましょう。生息地のあるハクトウワシだけでなく、ム
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ース、オオカミ、クマも見ることができるかもしれません。
探索中、自然研究家であるガイドが、野生動物やネイティブの文化、驚くべき自然を作り出している壮大な
山々や氷河についての豊富な専門知識で案内します。
ツアー中は、サンドイッチ、ポテトチップス、自家製クッキー、ソフトドリンクをご用意しています。
ご案内：7 歳未満の方は参加できません。体重は 22kg 以上 158kg 以下でなければなりません。20 週目を超え
た妊婦の方は参加できません。このツアーでは水が泡立つような激しい揺れは伴わないため、身体的に健康
で起伏を含む道を歩ける方であれば参加できます。潮汐の状況により、桟橋への傾斜路が非常に急になる場
合があります。野生動物を見ることができない場合もあります。重ね着をして暖かい服装で参加し、かつ予
備の靴下をご用意ください。レインポンチョ、ゴム製の長靴、ライフジャケットをご用意しています。ご予
約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを必ずお読みください。

グレーシャー・ポイントの自然探訪サファリ
ツアー番号：SGY035

Glacier Point Wilderness Safari
料金：大人＄245～

所要時間：6 時間
子供＄200～(7～12 歳)

アラスカで最も深いフィヨルドをクルーズしつつ、グレーシャー・ポイントの人里離れたビーチに向かいま
す。途中クジラやアザラシ、アシカ、ワシを見ることができるかもしれません。
森の中を少しドライブとハイキングで楽しんだ後、全長 9.4m のカヌーに乗ります。湖を横切りながら進む
と、デビッドソン氷河が近づくにつれだんだんと大きく見えてきます。条件が良ければ、氷河の前の三角州
でハイキングができるかもしれません。
ツアー中は、サンドイッチや飲料水といった軽食をご用意しています。
ご案内：７歳未満の方は参加できません。また、体重が 23kg 以上 158kg 以下でなければなりません。また参
加者は身体的に健康な状態であり、かつ起伏を含む地形をハイキングできなければなりません。妊婦の方は
参加できません。参加者は重ね着をして暖かい恰好をし、かつヒールの無い歩きやすい靴でご参加下さい。
雨具とライフジャケットをご用意しています。ご予約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご
案内のセクションを必ずお読みください。

高山湖でのカヤッキング、列車の旅とクロンダイク・サミット
ツアー番号：SGY036

Alpine Lake Kayak, Scenic Railway & Klondike Summit
料金：大人＄245～

所要時間：5 時間
子供＄165～(9～12 歳)

歴史的なホワイト・パス＆ユーコン鉄道に乗り、驚くべき山々の景観を見つつ、標高 914 メートル地点に向
かいます。最新のダブル・カヤックで、高地の森林帯や滝、雪に覆われた山々に囲まれたバーナード湖の透
き通る水面の上を漕ぎます。シロイワヤギやカリブー(トナカイ)、クマを見ることもできるかもしれませ
ん。その後バスに乗って、景観の良いクロンダイク・ハイウェイに沿ってドライブをします。
ツアーの際、クッキー、ポテトチップス、グラノーラバー、ホットチョコレート、スパイス入りサイダー、
紅茶、飲料水をご用意しています。
ご案内：このツアーはカナダに入国するため、ご予約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご
案内のセクションを必ずお読みください。参加者は身体的に健康であり、身長 195cm 以内、ウエスト 1m11cm
以内でなければなりません。また９歳未満の方は参加できません。重ね着をして暖かい服装でご参加下さ
い。ツアー中、パドル、雨具、スプレースカート、手袋、ライフジャケット、記念雑誌をご用意していま
す。

ヘリコプターで訪れる氷河
ツアー番号：SGY037

Glacier Discovery by Helicopter
料金：大人＄390～

所要時間：2 時間
子供＄300～(3～12 歳)

ヘリコプターに乗って、上空からこの壮大な地域に広がる荒野、滝、一直線のクレバス、聳え立つ氷河の尖
塔、そして深緑の森林を観察します。その日の状況によっては、チルカット氷河、ファービー氷河、別名
「氷の川」とも呼ばれるミード氷河の近くを飛べるかもしれません。その後着陸し、氷河の上を歩くという
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滅多にない体験できるでしょう。経験豊富なガイドによる自然の驚異的な力の説明を聞きながら、忘れるこ
とのできないウォーキング・ツアーをお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスとヘリコプターにて行われます。ヘリコプターでの飛行時間は往復約 40 分であ
り、氷河での滞在時間も 40 分です。その他の時間は、停泊所までの移動、安全上の説明、氷河を歩く靴や飛
行中に必要な器具の着用のための時間となっています。記載されている時間は概算されたもので実際には多
少変更される場合があります。また、安全上の理由からヘリコプターへのカバンの持ち込みはできません。
iPad、iPad mini、その他タブレット端末、ドローン、Go-Pro スティック、その他伸縮可能なものの持ち込
みも禁止です。氷河で履くブーツとトレッキング・ポールをご用意しています。重量・バランス上の制限か
ら、服を着た状態で体重が 113 ㎏以上の方は、ヘリコプター機内での十分なスペースを確保するため、審査
の上、追加料金をいただく場合があります。113kg 以上の参加者はチケットを２人分お買い求めください。
ご予約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを必ずお読みください。

犬ぞり体験と氷河飛行
ツアー番号：SGY038

Dog Sledding & Glacier Flightseeing
料金：大人＄599～

所要時間：2 時間
子供＄480～(3～12 歳)

まずヘリコプターで上空に飛び、壮大な地域に広がる荒野を見下ろします。連なる山頂、広大な氷河、輝く
湖、そして深緑のトウヒの森を観察します。
デンバー氷河にある犬のキャンプに着陸したら、犬ぞりの技術を学び、300 頭のハスキー犬やその子犬たち
と対面しましょう。その後、素晴らしい景色を見渡しながら、犬に指示をして動かしたり、そりに乗ったり
して楽しみましょう。
ご案内：このツアーにおけるヘリコプターでの飛行時間は約 30 分、氷河での滞在時間は約 60 分です。その
他の時間は、停泊所までの移動、安全上の説明、氷河を歩く靴や飛行中に必要な器具の着用のための時間と
なっています。記載されている時間は概算されたもので実際には多少変更される場合があります。また、安
全上の理由からヘリコプターへのカバンの持ち込みはできません。iPad、iPad mini、その他タブレット端
末、ドローン、Go-Pro スティック、その他伸縮可能なものの持ち込みも禁止です。氷河で履くブーツとトレ
ッキング・ポールをご用意しています。重量・バランス上の制限から、服を着た状態で体重が 113 ㎏以上の
方は、ヘリコプター機内での十分なスペースを確保するため、審査の上、追加料金をいただく場合がありま
す。体重が 113 ㎏以上の方は、本クルーズの始めに船内のショア・エクスカーション・オフィスまでご連絡
ください。
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シトカ(Sitka)
シトカは、アラスカ南東部、バラノフ島東海岸の
隠れた美しい場所です。遠くには雪山がそびえた
っており、以前よりインディアン・リバー・パー
クとトーテム・パークで有名です。
シトカの国立歴史公園は、アラスカで最も古い国
立公園であり、その街の温かいおもてなしの心と
自然の優美さで、素晴らしい体験となるでしょ
う。

シトカの見どころ
ツアー番号：SIT009

Sitka Highlights
所要時間：3 時間 30 分
料金：大人＄65～ 子供＄40～(3～12 歳)

シェルダン・ジャクソン博物館にて、アラスカ州で最も古いネイティブアメリカンやイヌイットの工芸品の
コレクションを見学します。ロシアによる植民地占領が始まった 1804 年にシトカの戦いが勃発した場所であ
るシトカ国立歴史公園を訪れます。ここでは、トリンギットやハイダ族のトーテムポールを鑑賞します。ま
た、ロシア・ビショップ・ハウス、キャッスル・ヒル、ロシア・ブロック・ハウス、ヤポンスキー島に第二
次世界大戦期から残るかつての兵舎などを通ります。その後は、
「アメリカ全土の宗教的正当性を願った母な
る教会」と呼ばれ、価値の高い宗教的な芸術作品が残る天使首ミハイル大聖堂にて停車します。また、伝統
的なロシアのダンスパフォーマンスを見学するために、センテニアル・ホールを訪れます。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。また、平坦な舗装された道を約 30 分歩きます。

シトカのすべて：ロシア人とトリンギットの遺跡探求
ツアー番号：SIT010

All About Sitka: Russian & Tlingit Heritage Discovery
所要時間：2 時間 30 分
料金：大人＄62～ 子供＄40～(3～12 歳)

シトカ国立歴史公園を訪れ、トーテムポールと古代芸術作品を鑑賞することで、トリンギットの文化を学び
ましょう。トリンギット様式の囲炉裏の周りに集まり、本物のトリンギットの民族の話や歌、太鼓の音色を
聞きます。
その後、シトカ観光ツアーへと出発し、ロシアやアメリカに関係する場所を訪れます。美しく修復されたロ
シア・ビショップ・ハウス、天使首ミハエル大聖堂などを訪れます。どちらもシトカがロシアの植民地であ
った際の中心的な場所であり、第二次世界大戦時にはレイ要塞として使用された歴史地区に位置していま
す。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。ツアーの順序が異なる場合があります。
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アラスカ・ラプター・センター、トーテム・パーク、トリンギット民踊
ツアー番号：SIT011

Alaska Raptor Centre, Totem Park & Tlingit Dance
料金：大人＄75～

所要時間：3 時間 15 分
子供＄45～(3～12 歳)

シトカ観光ツアーでは、ロシア・ビショップ・ハウスや天使首ミハエル大聖堂、レイ要塞などを訪れます。
シトカ国立歴史公園にある伝統的なトーテムポールの周りを巡り、民族的な歌や話を、伝統的様式の家屋の
中で聞きます。また、屋外の野鳥の生息地であり、研究施設でもあるアラスカ・ラプター・センターにいる
ハクトウワシやフクロウ、タカなどの猛禽類を観察します。
その後、美しい偶像や宗教的な芸術作品が多く飾られる天使首ミハエル大聖堂に入場します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーの順序が異なる場合があります。

鳥、クマ、そしてフジツボの観察
ツアー番号：SIT012

Birds, Bears & Barnacle
所要時間：3 時間 30 分
料金：大人＄90～ 子供＄55～(3～12 歳)

アラスカ・ラプター・センターにて、フクロウやタカ、ハヤブサ、ワシ、ワタリガラスなどの猛禽類を間近
で観察します。このセンターでは、ハクトウワシが元気になるまで保護しています。
怪我をしたり、親とはぐれてしまったクマを保護しているザ・フォートネス・オブ・ザ・ベアー・サンクチ
ュアリーでは、自然さながらの状態のハイイログマを観察します。
その後、シトカ・サウンド・サイエンス・センターを訪れ、サーモンの孵化場や海水魚のアクアリウム、生
きた魚に触れることのできるコーナーなどを楽しみます。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。また、ツアーの順序が異なる場合があります。

シトカ芸術とのふれあいとガラス工芸見学
ツアー番号：SIT013

Artist Walk & Hands-On Glass Demonstration
所要時間：2 時間 30 分
料金：大人＄70～

アラスカの先住民族の芸術、写真、陶器、織物、ガラス製品、木製のトーテムポールの彫刻など、数多くの
展示を見ることで、アラスカの文化や歴史について学びましょう。現地の芸術家に会い、デモンストレーシ
ョンを見て、シトカの美しさがどれほど創造性をかき立てるかを聞くこともできます。
その後、ガラス工芸を得意とするワイルド・アーツ・ギャラリー＆スタジオにて、ご自身で作品を作ってみ
ましょう。
最後には、ギャラリーでの自由時間を楽しみ、シトカでの芸術との出会いを記念したお土産を購入すること
ができます。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。１４歳未満の方は参加できません。ガラス工芸のデモンストレ
ーションの際には、プロテクターなどをご用意しています。

アラスカ・ラプター・センターと雨林の街を歩く
ツアー番号：SIT014

Alaska Raptor Centre & Rainforest City Walk
料金：大人＄67～

所要時間：３時間
子供＄40～(5～12 歳)

アラスカ・ラプター・センターでは、ワシ、フクロウ、タカなどの猛禽類を間近で観察することができま
す。また、シトカ国立歴史公園では、トウヒ林(針葉樹林)やトーテムポールに囲まれた景色の良い道を歩き
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ます。その後、毎年 1200 万匹もの野生のタイヘイヨウサケが生まれるシトカ・サウンド・サイエンス・セン
ターに行きます。
美しく修復されたロシア・ビショップ・ハウス、168 年前に作られ、宗教的な芸術作品等を多く所蔵する天
使首ミハエル大聖堂などといった、クレセント・ハーバーの観光地も訪れます。
ご案内：５歳未満の方、起伏のある道を約 2.4km 歩くことができない方は参加できません。頑丈で、歩きや
すい靴でご参加ください。ツアーの順序が異なる場合があります。

シトカ：サイクリングとハイキング
ツアー番号：SIT015

Sitka Bike & Hike
料金：大人＄102～

所要時間：3 時間
子供＄65～(3～12 歳)

太平洋と美しい山々の間を通り、針葉樹並木(トウヒ)が周囲に並ぶ、全長およそ 6.4 ㎞の自然道に沿って、
緩やかに起伏する丘陵地帯のサイクリングを楽しみましょう。シンブルベリー川から、階段状の滝や美しい
湖まで少しハイキングします。
その後、海沿いの公園へと向かいます。ここでは、大きなクジラや海洋生物を探して海面を眺めたり、素晴
らしい景色を堪能したりすることができます。
ご案内：このツアーはバスと自転車、徒歩にて行われます。10 歳未満の方は参加できません。また、参加者
は 6.4 ㎞をサイクリングでき、砂利道を 1.6ｋｍハイキングすることができ、急な階段を登れるような健康
状態である必要があります。身長が 147 ㎝以下の方は参加できません。ペットボトルの水をご用意していま
す。ご予約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを必ずお読みください。

トンガス国立森林公園のハイキング
ツアー番号：SIT017

Tongass Rainforest Hike
料金：大人＄92～

所要時間：3 時間
子供＄60～(8～12 歳)

2 時間 30 分のハイキングで、ガイドにその地域の生態系について教えてもらいながら、針葉樹林(ツガ)の中
を曲がりくねりながら延びるスタリガバン・マスケグ・トレイルを登っていきます。終着点は、数千ものサ
ケが産卵のために毎年やってくるスタリガバン・クリークという美しい水域です。
続けてモスキート・ループ・トレイルに向かいます。ここでは息をのむほど美しい山々を眺め、コケやシダ
植物で覆われた世界最大の温帯雨林を散策することができます。
その後、潮間帯を散策するため、ビーチへと戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。８歳未満の方は参加できません。また、参加者は起伏の
ある道を約 6.4 ㎞歩くことができる必要があります。ペットボトルの水をご用意しています。ご予約前に
Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを必ずお読みください。

四輪駆動車での探検
ツアー番号：SIT018

4x4 Wilderness Adventure
料金：大人＄512～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄512～(9～12 歳)

クジラ、アザラシ、ラッコ、海鳥などを眺めながら、険しいクルーゾフ島に向かう船から美しい島々やシト
カ・サウンドの可航域の景色を楽しみましょう。
その後は、２人乗りの４輪駆動オフロード・ビークル「ポラリス・レンジャー」の運転席に乗り込みましょ
う。豊かな植生に覆われた入り江を進んでいく中、温帯雨林や野生の花の景色を楽しめます。ここでは、ヒ
グマやシトカオグロジカなど野生動物を時折目にすることができます。
ご案内：このツアーはボートとバン、ATV 四輪駆動バギーにて行われます。また、２人乗りの乗り物単位で
販売されているツアーです。予約の際は１人のみがご予約ください。９歳未満の方は参加できません。運転
する方は 18 歳以上で有効な運転免許証を持っている必要があります。けがをしている方、乗車時の揺れで悪
影響を受ける恐れのある方は参加をお控えください。ご予約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重
要なご案内のセクションを必ずお読みください。
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サーモンのスポーツフィッシング
ツアー番号：SIT019

Salmon Sportsfishing
料金：大人＄255～

所要時間：4 時間
子供＄255～(3～12 歳)

始めに 10 年以上の釣り歴を持つキャプテンにより選ばれた釣り場に船で向かいます。釣り用具はご用意して
います。これらの使用方法もフレンドリーなクルーメンバーが教えてくれます。
その後、快適で暖の取れるキャビンクルーザーから、美しい水域での釣りを楽しみましょう。ここは、キン
グサーモンやギンザケ、シロザケ、ピンクサーモンなどを釣り上げるには絶好の場所であり、アラスカの壮
大な風景を堪能できる場所でもあります。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。潮の流れによっては急な傾斜のスロープを降りる必要があ
り、参加者はボートに乗り降りできる健康状態である必要があります。ボート上ではゴム底の靴またはデッ
キシューズを履く必要があり、暖かい服装で参加することを推奨します。ボートは最大で６人乗りです。安
全装備と釣り用具はご用意しています。このツアーではダウンリガー付きトローリング方式で行われ、4 本
のロッドがホルダーに装着され、釣り糸がある程度の深さまで垂らされます。参加者は魚が釣れるまでロッ
ドに触れません。魚がかかった場合は、ロッドを取り込み魚を釣り上げます。アラスカ州法務局の要請によ
り、漁の許可証を 1 人 25 ドルで、キングサーモンを釣る場合は追加で 15 ドルをボートキャプテンに現金で
直接払うことで手に入れる必要があります。キャッチ・アンド・リリースすることもできますが、クレジッ
トカード払いでの追加料金を払えば、釣った魚の加工(真空包装とアメリカ大陸への運搬)をご利用になれま
す。釣果は保証できません。

シトカでのガイド付きフライフィッシング
ツアー番号：SIT020

Sitka Guided Fly Fishing
所要時間：4 時間
料金：大人＄245～

この４時間のツアーは、釣り初心者の方はもちろん、ベテランの釣り人の方にもぴったりです。防水ズボ
ン、長靴、釣り竿、リール、ハエなどのエサを受け取った後、釣場へと向かいます。釣り経験の豊富なガイ
ドについてもらい、清流から魚を釣り上げるコツを教えてもらいます。魚を釣り上げたら、ガイドが素早く
魚を川に戻してくれます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。12 歳未満の方は参加できません。参加者は、健康状態が
良好で、起伏のある道を歩き、長時間立ち続けることができる必要があります。漁の許可証が必要で、ツア
ーのオペレーターから 1 人につき 25 ドルで購入できます。16 歳未満の方は購入する必要はありません。釣
果は保証できません。このツアーではキャッチ・アンド・リリースが基本です。

ラッコや野生動物を訪ねて
ツアー番号：SIT021

Sea Otter & Wildlife Quest
料金：大人＄135～

所要時間：3 時間
子供＄80～(3～12 歳)

同乗する自然研究家による美しい生態系の仕組みに関する解説を聞きながら、アラスカ南東部の多種多様な
野生動物の楽園となっているシトカ・サウンドを、ウォータージェットを搭載したカタマラン船で通り抜け
ていきます。ラッコを観察し、1800 年代前半にロシア人による毛皮を目的とした乱獲によって絶滅の危機に
瀕していたラッコが、いかにして再び数を増やしたのかを学びましょう。また、クジラやネズミイルカ、ゼ
ニガタアザラシなどを見ることができる可能性もあります。海岸を見渡せばヒグマやオグロジカ、ハクトウ
ワシなども見ることができるかもしれません。
船上ではペイストリー、スモークサーモン、コーヒー、紅茶、ココア、水などをご用意しています。
このクルーズ中には、ラッコ、クジラまたはクマを見られることが保証されています。見ることができなか
った場合は、船から降りる際に 100 ドルの払い戻しを受け取ります。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。温かい服装で、屋外展望デッキで着るレインジャケットを持
って参加することを推奨します。双眼鏡とお土産用の地図をご用意しています。

ラッコ、猛禽類とクマの観察
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ツアー番号：SIT022

Otters, Raptors & Bears
料金：大人＄185～

所要時間：5 時間
子供＄125～(3～12 歳)

ラッコ、クジラ、トド、ネズミイルカ、ゼニガタアザラシなどを観察することのできる大きなカタマラン船
に乗り、出航します。
陸に戻った後は、トンガス国立森林公園の端に位置する、世界的に有名な猛禽類の教育センター、アラス
カ・ラプター・センターのガイド付きツアーが始まります。
その後は、有名なフォートネス・オブ・ザ・ベアー・サンクチュアリーという、親とはぐれてしまったヒグ
マを保護する施設を訪れます。ここでは、展望デッキから保護されているクマを見ることができます。
ボート上では、ペイストリーやスモークサーモン、コーヒー、紅茶、ココアなどをご用意しています。
ご案内：このツアーはバスとカタマラン船にて行われます。また、ゆったりとしたペースで、途中休憩を取
りながら歩きます。参加者は、乗り物に乗るために数段の階段を上る必要があります。ツアーの順序が異な
る場合があります。乗船中は、ラッコかクジラ、またはクマを見られることが保証されています。見ること
ができなかった場合は、降船時に 100 ドルを返金します。

海でのラフティング体験
ツアー番号：SIT023

Ocean Raft Adventure
料金：大人＄165～

所要時間：2 時間 30 分
子供＄125～(10～12 歳)

クルーゾフ島の、険しい火山の海岸へ向かって、シトカ・サウンドのうねる海を時速 80ｋｍで越えていきま
す。運が良ければ、ラッコや猛禽類、ヒグマ、オグロジカなどの野生動物を見たり、写真を撮ったりできる
かもしれません。天候が良ければ、何千もの海鳥が巣を構えるセント・ラザニア諸島にそびえたつ崖の近く
を探検し、波の営力によって作られた壮大な海食洞の中へと入っていきます。アラスカの自然の煌めきを間
近で見るこのツアーでは、クジラも見ることができるかもしれません。
ご案内：このツアーはバスとスピードボートにて行われます。10 歳未満の方と約 158g 以上の方は参加でき
ません。けがをしている方や、乗船時の揺れにより悪影響を受ける恐れのある方は参加をお控えください。
救命胴衣は XXXL サイズまでのご用意となります。天候によってはルートが変更される場合があります。

自然の海をカヤックで探検
ツアー番号：SIT024

Wilderness Sea Kayaking Adventure
料金：大人＄165～

所要時間：３時間
子供＄105～(3～12 歳)

まず始めに、美しい入り江の中に隠れたカヤックのベースキャンプに向けて、モーターを搭載したシーホー
ク(ボート)で美しい景観を楽しみながら向かいます。
２人乗りのカヤックに乗り込み、岩からなる入江と、色とりどりの海洋生物で満ちた潮間帯を通り抜けてい
きます。その地域の豊かな野生動物を見たり、比類ない静けさを楽しんだりしながら、海岸沿いの雨林を抜
けていきます。アシカや高く飛び上がるワシ、ヒグマやシトカオグロジカなどをじっくり観察することもで
きるかもしれません。移動の季節には、クジラの潮吹きを見ることができる場合もあります。周囲によく目
を光らせておきましょう。
カヤック体験を終えた後は、水上のベースキャンプに戻り、無料の軽食と飲み物をお楽しみください。
ご案内：このツアーはリブボートとカヤックにて行われます。参加者は健康状態が良好で、90 分以上カヤッ
クをこぎ続けることができる必要があります。約 18kg 以下の方は参加できません。約 113kg 以上の方は、カ
ヤックに快適に乗れません。ご予約前に Voyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクション
を必ずお読みください。

野生動物探索とフィン・アイランド・ロッジ
ツアー番号：SIT025

Wildlife Quest & Fin Island Lodge
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料金：大人＄225～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄145～(3～12 歳)

知識豊富なリーダーからの安全に関するオリエンテーションの後、アラスカで作られた探険船で出航しま
す。船内は、屋外の展望デッキを含め自由に散策することができます。同乗する自然研究家が、その地域の
注目すべき生態系に関して説明します。また、興味深い場所や野生動物を指し示してくれます。ラッコ、ク
ジラ、ヒグマ、シトカオグロジカ、ハクトウワシ、多種多様な海鳥などを目にすることができるでしょう。
フィン・アイランド・ロッジでは、アラスカのごちそうを堪能することができます。アラスカのタラバガ
ニ、ハンノキでできたグリルの上で焼かれた野生のサーモン、プライム・リブ、ホームメイドの付け合わ
せ、そしてデザートが振舞われます。さらに、コーヒーや紅茶、ココア、レモネード、水も無料で楽しむこ
とができます。アラスカで醸造されたビール、ワイン、ソフトドリンクは現地で購入することができます。
ご案内：このツアーはカタマラン船と徒歩にて行われます。また、平坦な道を歩きます。潮の流れによって
は、フィン・ロッジに向かうために傾斜路を通る必要がある場合があります。10 時より前に到着した方に
は、朝食としてフィン島名物のツイストをご用意しています。ベジタリアン向けの食事やグルテンフリーの
食事を選ぶこともできます。

ゾディアックボートでのアラスカ探険とフィン・アイランド・ロッジ
ツアー番号：SIT026

Alaska Zodiac Adventure & Fin Island Lodge
料金：大人＄185～

所要時間：3 時間 30 分
子供＄120～(3～12 歳)

アラスカの冒険に出かける前に、防水の服装に着替え、簡単な安全講習を受けます。シトカの近くには、広
大な太平洋の波から海岸を守る、いくつもの美しい列島があります。
この海域は、ラッコ、クジラ、アシカなどの海洋野生動物であふれています。船長は動物たちの自然な行動
を妨げずに動物に接近してくれるので、間近で動物たちを観察したり、写真を撮ったりすることができま
す。
フィン・アイランド・ロッジでは、アラスカのごちそうを堪能することができます。アラスカのタラバガ
ニ、ハンノキでできたグリルの上で焼かれた野生のサーモン、プライム・リブ、ホームメイドの付け合わ
せ、そしてデザートが振舞われます。さらに、コーヒーや紅茶、ココア、レモネード、水も無料で楽しむこ
とができます。アラスカで醸造されたビール、ワイン、ソフトドリンクは現地で購入することができます。
食後、シトカに戻るまでの間は、ビーチを探索したり、贅沢なこの島の美しい地形を堪能したり、静かにビ
ーチファイヤーのそばでくつろいだりとお客様のご自由にお過ごしください。
ご案内：このツアーはゾディアックボートと徒歩にて行われます。10 時より前に到着した方には、朝食とし
てフィン島名物のツイストをご用意しています。けがをしている方や、乗船時の揺れにより悪影響を受ける
恐れのある方は参加をお控えください。野生動物が見られることは保証できません。ご予約前に Voyage
Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを必ずお読みください。
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ビクトリア(Victoria)
ブリティッシュ・コロンビア州の州都でもあるビ
クトリアは、歴史的な魅力と現代的な魅力の両方
を持ち合わせたユニークな都市です。世界中から
観光客をひきつける、素晴らしい見どころが多く
あります。
クレイグダーロック・キャッスルやエンプレス・
ホテルなどの歴史的魅力があるランドマークは、
周囲の店やレストランなどの現代的な魅力と対
照的でとても興味深い観光地の一つです。また、
クジラや野生動物を見ることもできる機会が豊
富にある街です。

市街地車窓観光とペンドレー・インでのティータイム
ツアー番号：VIC001

City Drive & Tea at Pendray Inn
所要時間：2 時間 30 分
料金：大人＄104～

子供＄49～(3～12 歳)

ビクトリア周辺で随一の美しさを誇るアップランズとオーク・ベイをドライブで楽しみます。道中では、ベ
ーカー山やガルフ諸島、サンファン諸島などの景色を、ビクトリアの海岸沿いのドライブで楽しむことがで
きます。写真撮影スポットとして、トルミー山で停車します。ビクトリアとそれを囲む海と山の景色をお楽
しみください。ビクトリアのインナー・ハーバーエリアのダウンタウンでは、チャイナタウンとブリティッ
シュ・コロンビア州議事堂を車窓から観光します。
ビクトリアのランドマークの中で最も有名なものの中に、ペンドレー・イン＆ティーハウスがあります。こ
の、ビクトリア朝時代の領主の館からは、ビクトリア朝時代の優雅さ、高度な知識、魅力を感じることがで
きます。1890 年に建設されたこの館は、街で一番古い建物の一つであり、今日では魅力的なブティックホテ
ルにもなっています。ここでは、小さなサンドイッチや高級なお菓子、クリームやジャムの添えられたスコ
ーンなどが、紅茶とともに楽しめます。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。ペンドレー・インでのドレスコードはスマートカジュアルで
す。ダメージジーンズ、短い丈のパンツ、カットオフパンツ、ビーチウェア、ビーチサンダル、野球帽など
はお控えください。他のお客様のご迷惑となるため、ホテルでの食事中は携帯電話の電源をお切りくださ
い。ティーサービスは、キュナードにご乗船のお客様だけに提供されるものではありません。

ブッチャート＆バタフライガーデン
ツアー番号：VIC002

Butchart & Butterfly Gardens
所要時間：４時間 30 分
料金：大人＄106～

子供＄49～(3～12 歳)

短い市街地のドライブでは、くつろぎながら素晴らしい歴史的建築物をご覧ください。その後、郊外の田舎
を通り抜けて、22 万㎡にも及ぶ花や珍しい木々や曲がりくねった散歩道、滝の流れる泉などが散りばめられ
た楽園、ブッチャートガーデンへと向かいます。
1904 年に、ジェニー・ブッチャート夫人が、付近に位置するトッド入江でポルトランドセメントを生産する
ために、彼女の夫が開拓した採石場を美しくしようと取り組み、この庭が生まれました。100 年以上の時を
経た現在においても、彼女の活動はその園芸技術とおもてなしの心として、この一族の庭に残っています。
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ご自由に、様々にテーマづけられた庭園をお楽しみください。沈床園、日本庭園、イタリア風庭園、英国風
バラ園、またその他の素晴らしい展示を、1 時間 30 分の滞在時間内にご堪能ください。
バタフライガーデンに入るとすぐに、神話の妖精世界に入り込んだかのように感じることでしょう。3,000
羽もの蝶が飛び交う中を散策してみましょう。1,115 ㎡に及ぶ木々の庭園や水路に暮らす優雅なピンクのフ
ラミンゴやその他の熱帯地方の鳥や魚を見ることもできます。
ご案内：このツアーは、バスと徒歩にて行われます。ガーデン内には、舗装された道と砂利道、また階段と
スロープの双方があります。ガーデンの花は訪問時期によって咲き方が異なりますことをご了承ください。
ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。ガーデンまでは車で片道約１時間ほどです。

クジラや海洋生物の観察クルーズ
ツアー番号：VIC003

Whale & Marine Wildlife Cruise
所要時間：3 時間
料金：大人＄89～

子供＄62～(3～12 歳)

自然愛好家の皆様、心躍るクジラやほかの海洋生物の観察クルーズへと出かけましょう。ビクトリアを囲む
海やバンクーバー島の南方は、アザラシやアシカ、ネズミイルカ、シャチ、ザトウクジラ、ミンククジラ、
コククジラなどの生物にとっては楽園のような場所になっています。
クルーズ中には、経験豊富な自然研究家が野生生物やその地域、歴史や景観に関する様々な情報を教えてく
れます。また参加者の質問にも答えてくれます。クジラが近くにいる際には海中の音を聞くことができるよ
うに、ハイドロフォンを船に積んでいます。
紅茶またはコーヒーをご用意しています。またスナックやソフトドリンクはツアー中に購入することができ
ます。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。このツアーではそれほど歩きませんが、船の停泊位置によっ
ては、船の出発位置に行くまでの間に約 200ｍ歩く必要がある場合があります。船に乗る際、スロープや階
段があるため、ある程度の運動能力が求められます。日焼け止めを塗って帽子を着用し、重ね着をするなど
暖かい服装でご参加ください。双眼鏡をお持ちの場合はぜひお持ちください。ヒールのない、つま先の閉じ
た歩きやすい靴でご参加ください。参加人数によっては小さなボートを使う場合があります。船酔いしやす
い場合は、前もって対策をしましょう。野生生物が見られるかは保証できません。現地通貨をお持ちくださ
い。

市街地とクレイグダーロック・キャッスル
ツアー番号：VIC004

City & Craigdarroch Castle
料金：大人＄74～

所要時間：3 時間
子供＄49～(3～12 歳)

ブリティッシュ・コロンビアの州都をリラックスして楽しみましょう。ガバメント・ストリートやブリティ
ッシュ・コロンビア州議事堂、インナー・ハーバーの一画を占める壮大で美しい建造物群などを車窓からご
覧ください。イギリスからの移民で建築家のフランシス・ラッテンベリーは、自らの成功体験をもとに起こ
した建設プロジェクトから利益を得た後、エンプレス・ホテルのデザインを手がけました。港から出発する
と、北米で２番目に古いチャイナタウンや、同済門などを車窓から観光することができます。トルミー山の
眺望ポイントでは、山を取り囲む田舎の景色やオリンピック半島の山々の景色を楽しむために一時停車しま
す。
続いて、クレイグダーロック・キャッスルへと向かいます。ここは、ダンスリー家のために 1890 年に建設さ
れたカナダの国定史跡です。この 39 もの部屋数を誇る邸宅は、最高級のビクトリア調の家具のみが置かれて
います。タワーから見る街の景色とその周囲を取り囲む自然の景色は素晴らしく、87 段の階段を上ってでも
見る価値があります。
城から出た後は、港に戻ります。帰路にも景色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。このツアーでは階段や斜面を含む道を約１時間歩きま
す。ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。
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馬車で巡るビクトリア
ツアー番号：VIC005

Victoria by Horse-Drawn Trolley
料金：大人＄62～

所要時間：1 時間
子供＄39～(3～12 歳)

ガイド付きのこのツアーは、港から始まり、ジェームズ湾やインナー・ハーバーなどの歴史的な地区を通り
抜けていきます。
ブリティッシュ・コロンビア州議事堂や、上品なエンプレス・ホテルなどの、世界的な古建築を堪能してく
ださい。その後は、ビクトリアの自然の中心地であるビーコン・ヒル・パークに行きます。62 万㎡にも及
ぶ、丁寧に保全された木々や庭園、野生の牧草地などにより、賑やかな街の中の憩いの場となっています。
ご案内：このツアーは馬が引くトロリーにて行われます。トロリーの入り口には二段の階段があります。

ビクトリア・パブ・ツアー
ツアー番号：VIC006

Victoria Pub Tour
所要時間：3 時間 15 分
料金：大人＄110～

バスで港から出発したら、二つの地元のパブと地酒醸造所に向かいましょう。ビクトリアで素晴らしい地ビ
ールを試飲し、軽いお通しをいただきましょう。
こうして地域を歩き回っていると、地元の人々の好物であるエールを味わうことができる上、地域のつなが
りを身にしみて感じることができます。ビクトリアの人々は温かくフレンドリーで、自分もその地に暮らす
一員であるかのように感じることでしょう。ぜひこのツアーに友人と参加し、新しい友人を作りましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。21 歳未満の方は参加できません。また、参加者は有効な
写真付き身分証明書をお持ちください。パブでは、473ml の地ビールを楽しめますが、追加の注文はその都
度追加料金がかかります。追加購入は現地で直接お支払いください。カナダドルをお持ちください。

ビクトリア徒歩散策
ツアー番号：VIC007

Explore Victoria on Foot
料金：大人＄49～

所要時間：2 時間
子供＄29～(3～12 歳)

桟橋から降りたら、ガイドの案内に従って、防潮堤、手入れの行き届いた花壇などビクトリアらしい景色や
優雅な木々、オリンピック山脈から流れるきらめく小川などを楽しみます。世界最大のトーテムポールがあ
るビーコン・ヒル・パークに着いたら、次はビクトリアの歴史的なインナー・ハーバーに向かいます。その
後、1886 年に建設されたロイヤル・ブリティッシュ・コロンビア博物館を横目に歩いていきます。この博物
館は、このエリアの文化や自然に関する歴史を保全するためのコレクションを保有しています。その他のビ
クトリアで有名なものといえば、ビクトリア女王の在位 60 周年(ダイアモンド・ジュビリー)を記念して
1897 年に完成した壮大な州議事堂があります。また、フェアモント・エンプレス・ホテルとして知られてい
る重要な建築物もあります。かつて「街の心臓」と言われたこの大切なランドマークは、人々に過ぎ去った
時を思い起こさせる場所にもなっています。最後に、無料のシャトルバスに乗って船へと戻ります。時間が
あれば、市街に残って観光し、好きな時にご自身で船へと戻ることもできます。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。平坦で舗装された道を約２時間、歩くまたは立った状態で過ご
します。歩きやすい靴でご参加ください。

フォート・ロッド・ヒル、灯台、ロイヤル・ブリティッシュ・コロンビア博物館を訪ねて
ツアー番号：VIC008

Fort Rodd Hill, Lighthouse & Royal BC Museum
料金：大人＄80～
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所要時間：4 時間 15 分
子供＄49～(3～18 歳)

ビーコン・ヒル・パークやエンプレス・ホテル、ブリティッシュ・コロンビア州議事堂などのランドマーク
を見た後は、フォート・ロッド・ヒルに向かいます。ここに残された砲台や弾薬庫、司令台、衛兵所、兵舎
などを見学します。
ここには、19 世紀に建設されたフィスガード灯台もあります。この灯台はカナダの西海岸で最初の灯台であ
り、現在も使用されています。その後、カナダで最も評価の高いロイヤル・ブリティッシュ・コロンビア博
物館へと向かいます。館内では、ブリティッシュ・コロンビア州の人類と自然の歴史に関する展示を見るこ
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。多少起伏や階段のある道を、約２時間ゆっくりと歩きま
す。ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。

ビクトリアの見どころ
ツアー番号：VIC010

Overview of Victoria
料金：大人＄48～

所要時間：2 時間
子供＄44～(3～12 歳)

ビクトリアの高級住宅が立ち並ぶ地域を車で抜けていく間、リラックスしながら車窓からの景色を眺めまし
ょう。ワシントン州のファンデフカ海峡やオリンピック山脈の海岸沿いの景色をお楽しみください。また、
歴史あるチャイナタウンやビーコン・ヒル、トルミー山、オーシャン・ドライブなどの眺めを楽しむことも
できます。
船に戻る前に、ビクトリアの中心地と呼ぶにふさわしいインナー・ハーバーを通り過ぎていきます。ここで
は、工芸品の売り子やストリートパフォーマー、出店などを目にすることができます。
時間があれば、さらに自由に行動したい方は、下車した後で自由に街を散策し、好きな時に船に帰ってくる
こともできます。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。全て車窓観光となります。インナー・ハーバーで下車し、散策
を行う方は、ご自身の責任で船に戻る必要があります。

市街地車窓観光とブッチャートガーデン
ツアー番号：VIC014

City Drive & Butchart Gardens
所要時間：3 時間 30 分
料金：大人＄89～ 子供＄59～(3～12 歳)

チャイナタウン、同済門、旧市街やシーニック・マリン・ドライブなどの車窓観光を楽しみます。
ブッチャートガーデンでは、ブッチャート家が不毛な採石場を、どのようにして世界で最も有名な 22 万㎡に
も及ぶ現在の園芸地の姿に変えていったのかを学ぶことができます。庭園内では、気の向くままに曲がりく
ねった道や橋を散策したり、沈床園や日本庭園、バラ園などの庭園を堪能したりしてお楽しみください。
ご案内：このツアーは、バスと徒歩にて行われます。ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。ガーデ
ンまでは車で片道約１時間です。ブッチャートガーデンでは、1 時間から 1 時間 30 分ほどの自由時間があり
ます。ガーデンの花は訪問時期によって咲き方が異なりますことをご了承ください。

ブリティッシュ・コロンビア・フォレスト・ディスカバリー・センターとランチ
ツアー番号：VIC015

British Columbia Forest Discovery Centre & Luncheon
料金：大人＄149～

所要時間：7 時間
子供＄129～(3～12 歳)

バンクーバー島北部の美しい景観を楽しみながらのドライブでは、トランス・カナダ・ハイウェイを通って
ブリティッシュ・コロンビア・フォレスト・ディスカバリー・センターへと向かいます。約 40 万㎡のこの野
外博物館は、ブリティッシュ・コロンビアの林業の長い歴史を保全するための努力を続けています。このセ
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ンターのガイド付きツアーでは、伐採作業員の宿泊所のレプリカや、長年使われていた多くの機械を目にす
ることができます。クラシック・トラック、機関車、材木運搬車はその一部を構成しています。さらに展示
の一部は動かしているところを実際に見ることができます。博物館を様々な角度から楽しめるように、館内
を横切るように走っている狭軌鉄道に乗ることもできます。
続いては、ミル・ベイという小さな村に向かいます。この村の名前は、村の材木とその製材(ミル)を行ってき
た歴史に由来しています。ここでは、ランチとして、ワインやジュースまたはソーダと一緒に、おいしいシー
フードを堪能できます。
最後に、バスに乗ってビクトリアに戻ります。帰路の車窓からは、チャイナタウンや同済門、 ブリティッシ
ュ・コロンビア州議事堂とインナー・ハーバー、歴史的なエンプレス・ホテルなど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。また、起伏のある道や草の生い茂った斜面や段差を１時
間ほど歩きます。ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。

ティーファームとワインとともに楽しむ食事
ツアー番号：VIC016

Tea Farm & Wine Pairing Experience
所要時間：6 時間 45 分
料金：大人＄189～

小規模でオーガニックなバイオダイナミック農法を活用した茶の栽培や、最高級の原料だけを使った茶のブ
レンドが可能であると信じて、カナダ初のティーファーム(茶園)は作られました。カウチンバレーという人
里離れた地域ではありますが、質素な納屋や、温かい人々が住む家が点在する豊かな自然が皆様を迎えてく
れることでしょう。ここでは、茶の木々の中を散歩しながら、オーナーがどのように茶の木が育っていくの
かを丁寧に教えてくれます。その後、お菓子などと一緒に、オーナーが現地で作った陶器で出される紅茶の
味見をお楽しみください。この農園の特殊な点は、様々な種類のお茶がチャノキと呼ばれる同じ種類の木か
ら作られており、土壌の種類や高さなどにより、様々な味わいが作り上げられるという点です。
その後、カウチンバレー・ワインカントリーの中心部に位置する農園の間を通る美しい田舎道から、少し離
れた地元のワイナリーへと向かいます。そのワイナリーは、受賞歴のある家族により経営されており、手作
りのワインに特色を出すことに優れています。ワイナリーの紹介を受けた後は、1900 年代前半の、修復され
たファームハウスの中で、ワインとともに食事をいただきましょう。新鮮な食材を使用した季節感のある食
事を楽しむことができます。
その後、ビクトリアへと戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。19 歳未満の方は参加できません。このツアーでは、砂利
道や泥の道、芝生、斜面、階段などを含む道を約 1 時間歩きます。ヒールのない歩きやすい靴でご参加くだ
さい。
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ショア・エクスカーションの規定と条件（概訳）/ Shore Excursion Terms and Conditions
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。

