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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。
詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。

・ この案内はキュナード･ラインの"SHORE EXCURSIONS"の
日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。
・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。
・ エクスカーションは事前予約が可能です。
その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。
船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。
船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。
・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。
・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。

[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。
ツアー選択の目安となさって下さい。
【健脚レベル：低】
観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り
下りを伴います。
【健脚レベル：中】
上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り
下りを伴います。
【健脚レベル：高】
さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。
【ショッピング】
ツアー中に買い物のための時間をお取りします。
【食事付き】
ツアーに食事が含まれています。
【休憩付き】
ツアーに飲み物または軽食が含まれています。

【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。

【重要なご案内-ビーチ/ウォーターに関連して-】
水が含まれるいかなるツアーにお申し込みの方は、特に注意してご参加く
ださい。水泳の前のアルコール飲料や満腹になるほどのお食事はお避け下
さい。浮きジャケットが与えられたら、必ず着用ください。海は予想出来
ないことが起こることをご留意ください。監視人はいないことが多く、水
に入るのが安全かどうか知らせる旗などがない場合もあります。また、海
辺のアクティビティーは監視されておらず、監視人がいない場合もあり、
ツアー中に含まれる海岸又は海での安全はご自身でお守りください。海に
入る際は海底や水中の状況が驚かされる場合もあり、海岸や海底が安全か
視察していないので、特に気を付けてください。水際にいる際は必ずお子
様を監視してください。海辺や水、海中が含まれる全てのアクティビティ
ーはご自身の責任となります。水中では水着、タオル、日焼け止め、平底
の靴を着用する必要があります。
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。

クイーン・メリー２
ニューイングランドとカナダ 15 日間
ショア・エクスカーション案内
ニューポート
NEWPORT

ニューポートの景観
SCENES OF NEWPORT
ツアー番号：NPT001
ツアー料金：大人＄５４～
所要時間：約１時間３０分

子供＄３１～（３～１２歳）

ニューポートの豊かな歴史と美しい海岸の風景を楽しむのに最適なツアーです。植民地時代の重要な史
跡とクリストファー・ワレンの設計を基に造られたといわれるトリニティー教会やアメリカでも歴史深
いレッドウッド図書館など含む有名なランドマークを通ります。ジャクリーヌ・ブーヴェとジョン・Ｆ・
ケネディ上院議員が結婚式を挙げたゴシック様式のセント・メリー教会も通ります。
岩だらけの壮大な海岸線で有名な１０マイルオーシャンドライブをドライブするのでカメラの準備を
お忘れなく。ニューポート観光は億万長者が夏の別荘を建てたベルビュー・アベニューを見なければ終
わりません。ニューポート保存協会により修復保存されたアスター家、ヴァンダービルト家、モーガン
家など宮殿のような別荘を通ります。
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。車窓からのみの見学となり、下車観光は含まれません。
オーシャンドライブやベルビュー・アベニューでは交通渋滞が激しくツアー所要時間が長くな
る場合があり、交通がスムースであればツアーの所要時間は短くなります。

陸と海からのニューポート観光
NEWPORT LAND & SEA
ツアー番号：NPT009
ツアー料金：大人＄８０～
所要時間：約２時間４５分

子供＄５２～（３～１２歳）

ツアーはまず 10 マイルオーシャンドライブ沿いから始まり、ニューポートの岩場の多い南部海岸線の
素晴らしい景色や過去から現在までの裕福な人々の素晴らしい夏の別荘が見られるベルビュー・アベニ
ューを通ります。コロニアル地区ではトリニティー教会、国際テニスの殿堂、レッドウッド図書館など
を通ります。１９５３年にジャクリーヌ・ブーヴェとジョン・Ｆ・ケネディ上院議員が結婚式を挙げた
ゴシック様式のセント・メリー教会などを通ります。
そして美しく修復されたヨット M/V ガンセット号に乗船し大富豪ヴァンダービルトになった気分を味わ
いましょう。ゆったりとした１時間１５分のニューポート湾クルーズではニューポートの歴史と何故こ
の都市が“アメリカ・ヨットセイリングの首都”と言われているのかを学びます。絵葉書のように穏や
かな海と港のセイリング中、ガイドが主な見どころを説明します。
陸と海からニューポートでの素晴らしい体験を味わっていただきます。
ご案内：このツアーはバスとエンジン付きヨットと徒歩での観光となります。海の天候は変わりやすい
ので洋服は重ね着をしてご参加ください。訪問順序がかわる場合があります。
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ラフポイントのドリス・デューク邸訪問
DORIS DUKE’S MANSION AT ROUGH POINT
ツアー番号：NPT011
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄５０～（３～１２歳）
所要時間：約２時間
大西洋を眺める高台に聳えるラフポイントエステートはニューポートの華麗な黄金時代の記憶をよく
留めています。
デューク大学の名づけ親で電気とたばこ産業で財を築いたジェームズ・デユークは、１９２２年にフレ
デリック・W・ヴァンダービルトにより建てられた広大な英国風マナーハウスのラフポイントを購入し
ました。１９２５年に亡くなった後、彼の唯一の子供であったドリスが膨大な遺産を相続しました。ド
リスは慈善事業家で知られましたが、質の高い生活を好み、風変りなことでも有名でした。ドリスは美
術収集家でもあり、生涯を通じて美術収集に魂を注ぎました。自宅にはルノワール、ヴァン・ダイク、
ジョシュア・レイノルズなどの芸術作品や、明朝時代の工芸まで芸術作品で埋め尽くされています。1993
年に亡くなると、ニューポートの歴史的建造物保存を促進する目的として生前に自身で設立したニュー
ポート復興財団にその財産を遺贈しました。現在もこの建物はドリスが亡くなった当時と変わらずに残
されています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ガイド付きマナーハウス内の観光は約 1 時間半
です。椅子がなく立ち見観光となります。

ニューポートの豪邸拝見
GRAND MANSIONS OF NEWPORT
ツアー番号：NPT002
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所 要 時 間：約２時間４５分
ニューポートの市街を通るドライブでは、１７００年代の修復された邸宅や歴史ある建物、コロニアル
ニューポートを通りますのでカメラをお忘れなく。
このエリアでも最も豪華な大邸宅を訪問する素晴らしい機会です。当時のニューポート社交界の豪奢な
ライフスタイルを見ることのできるエルムス邸かローズクリフ邸のいずれかを、その日の状況により訪
問します。どこまでも続く芝生や手入れの行き届いた庭園、青空に遮る物のない水平線は荘厳な豪邸の
舞台背景のようです。ガイドによる華麗に輝いていた時代にまつわる逸話や興味深い伝え話をお楽しみ
ください。
世界でも有名な１０マイル（16km）の海岸ドライブとベルビュー・アベニュー、すばらしい宮殿のよう
な別荘、ニューポートの素晴らしい南部の風景のドライブをお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ニューポートの豪邸見学は人気が高く、入場に
行列ができる場合があります。ツアー訪問順序は逆になる場合があります。豪邸内の写真撮影
は禁止されていますが、外観は写真撮影ができます。豪邸内では数段の階段の上り下りがあり
ます。内部の説明はガイド又はオーディオテープが行い、場合によっては各自で内部を観光し
ていただきます。

徒歩で廻るコロニアルニューポート
COLONIAL NEWPORT WALKING TOUR
ツアー番号：NPT005
ツアー料金：大人＄４４～ 子供＄２８～（３～１２歳）
所要時間：約１時間３０分
ゆったりしたペースでニューポートの中心にある歴史史跡地区を歩きます。趣のある日陰の多い街路を
歩きながら、同行ガイドが長い間忘れられていた地域が植民地風に修復されたことで、最も有名な観光
名所となり米国植民時代復元運動のモデルとなった逸話を語ります。途中、現在では博物館であるブリ
ックマーケット、オールド・コロニー・ハウス、ホワイトホース・タバーンやクエーカー集会所などを
通ります。またトリニティー教会と墓地、アメリカ最古のシナゴークのトーロ・シナゴーク、ジョージ・
ワシントンやトーマス・ジェファーソンやその他の人々が訪れた箇所を通ります。
ツアー中、ニューポートの建物にパイナップルの彫刻が掘り込まれているのに気づくでしょう。何故パ
イナップルがニューイングランド地方のおもてなしのシンボルとなったのかのいきさつをガイドから
お聞きください。
ご案内：このツアーは徒歩での観光となります。徒歩にてゆっくり約１時間半歩きますが、場所によっ
ては起伏のある地面を歩きます。歩きやすいウォーキングシューズをお勧めします。ツアー終
了後は街に残ってご自由に観光の上各自で船に戻ることも可能です。
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スクーナー帆船クルーズ
SCHOONER SAIL
ツアー番号：NPT013
ツアー料金：大人＄６６～
所要時間：約２時間

子供＄５２～（３～１２歳）

ニューポートは多くの世界的なヨット大会を主催し、セイリングヨットの世界の首都と称されてきまし
た。何故この沿岸がレジャーセイリングの理想の地であるかを発見しましょう。
埠頭でガイドと合流し徒歩にてボウエン埠頭まで、感銘を受ける全長２４メートルのスクーナー帆船ア
ドリオンダック二世号に乗船します。マホガニー材の船べりやチーク材のデッキでのんびりリラックス
し、乗組員たちが帆を上げるのを見守りセイリングに出発します。
ニューポート港を抜け、アダムス砦を通りナラガンセット湾の東に航路を取りキャッスル・インに到達
し、船の向きを変えて帰路のセイリングとなります。途中に以前、ジョン・Ｆ・ケネディの夏のホワイ
トハウスであったハマースミス農場などの興味深い名所を眺めます。船長と乗組員はこの界隈にまつわ
る愉快な話や歴史的事件を語り、参加者を楽しませてくれます。希望者には船長が用心深く見守る中、
船の舵を取らせてくれるチャンスもあります。
セイリング中、一杯のミモザ（シャンパンとオレンジジュースのカクテル）、ワイン又はビールがサー
ビスされます。
ご案内：このツアーは徒歩とスクーナーで行われます。ボウエン埠頭までは比較的平坦な道路を約１５
分歩いていただきます。平らな、滑りにくい靴が必須です。スクーナーの乗降時には機敏な動
きが必要となります。天候が変わりやすいので適切な服装でご参加ください。スクーナーでの
セイリングは約１時間半です。船内にはお手洗いもあります。アディロンダック二世号が他の
スクーナーに変わる場合もあります。手漕ぎツアーではありませんが、希望者にはご自分で舵
を握るチャンスもありますのでぜひ挑戦してみて下さい。

ローズ島灯台とハーバークルーズ
ROSE ISLAND LIGHTHOUSE & HARBOUR CRUISE
ツアー番号：NPT010
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄４７～（３～１２歳）
所要時間：約２時間３０分
このツアーは完璧に修復された灯台と現在は野生動物保護地とされている２００年の歴史あるハミル
トン砦から始まります。１８７０年に初めて灯りが燈されたローズ島の灯台は、１９９３年に１９世紀
後半当時のままに復元修復され、アメリカの海洋建築の古き良さを留めています。ローズ島は戦略的位
置にある為、南北戦争以来重要な軍事拠点とされましたが、今日では数多く飛来する渡り鳥の重要な営
巣となっています。この生きた博物館とも言える場所では、自給自足の灯台守の生活や家族についての
話を紹介します。灯台訪問後、船に戻り桟橋に戻ります。
ご案内：このツアーは晴雨に関係なく催行されます。ローズ島は天候に晒されているので滑りにくく、
歩きやすい靴、ウインドブレーカー又はレインジャケットをご用意ください。見学地では約１
時間ゆっくりとした徒歩が含まれます。

トロリーバスで廻るニューポート・ワイン探訪
WINES OF NEWPORT BY TROLLEY
ツアー番号：NPT012
ツアー料金：大人＄７４～ 子供
所要時間：約３時間３０分

お子様はご参加いただけません

ニューポートはニューイングランド地方のワイン生産地の中心地であり、数々の受賞歴を持つワイナリ
ーの本場です。
トロリーバスに乗ってニューポートを離れ、グリーンベイル・ワイナリーのあるポーツマスに向かいま
す。グリーンベイルは４世代に渡り同じパーカー一家により経営されてきたワイナリーです。 園内の
果物や受賞歴を誇るワインは長い歴史と共に培われた土地で育てられてきました。
葡萄畑のツアーの後、厩舎を改造したテイスティング・ルームで数種のワインの試飲をお楽しみいただ
きます。
その後再びトロリーに乗りミッドルタウン地区に向かいニューポート・ワイナリーを訪問します。ここ
もまた家族経営のワイナリーで、ポールとジョン・ヌーンズさんは元々一家が持っていた６０エーカー
の農場を不動産デベロッパーに売却するよりもワイナリーに造りかえることを選んだのでした。葡萄畑
のツアーをお楽しみいただいた後、テイスティング。ルームで数々の香り高いワインを試飲していただ
きます。ツアーの終了後はトロリーに乗って帰路につきます。
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ご案内：このツアーはトロリーバスと徒歩で行われます。お子様はご参加いただけません。ワインの試
飲は２１歳以上に限ります。年齢を証明できる書類が必要になる場合があります。訪問順序は
逆になる場合があります。ツアー中、荒地や起伏のある地面を歩いたり立ち見で見学したりす
ることがあります。平らな歩き易い靴をお勧めします。

ニューポート、ヴァンダービルト邸訪問
THE VANDERBILT’S NEWPORT
ツアー番号：NPT003
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４８～（３～１２歳）
所要時間：約３時間４５分
有名なベルビュー・アベニュー沿いをドライブし、古き良き昔の豪奢なライフスタイルを見学します。
マーブルハウスはアメリカで最も贅沢な私有地のひとつです。１８９２年にウイリアム・Ｋ・ヴァンダ
ービルトが建てたマーブルハウス邸は、白亜の大理石をふんだんに使った４万６千㎡もの広さの豪邸で、
ヴァンダービルトの「芸術の殿堂」でもあります。一般公開されている部屋を見学し、敷地を歩いて大
西洋を望む崖の上にある中国風のティーハウスを訪れます。
コーネリウス・ヴァンダービルト２世のために設計されたブレーカーズ邸はニューポートで最も素晴ら
しい別荘の一つと言われ、まるでイタリア・ルネッサンス様式の宮殿のようです。その中でも豪華で素
晴らしいのがグランドホールです。印象的な音楽室は最初フランスで石材や大理石を芸術的に切り出し
て建築され、ニューポートで再組立てされました。一階の大きなガラスのドアを開けると崖と大西洋の
全景が一望できます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ニューポートの豪邸見学は人気が高く、入場に
列ができる場合があります。訪問順序が逆になる場合があります。別荘の内部の写真撮影は禁
止されていますが、外観は写真撮影が可能です。別荘内は階段があります。内部観光にはオー
ディオガイドが使われます。

クリフウォークとブレーカーズ邸訪問
CLIFF WALK & THE BREAKERS
ツアー番号：NPT006
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所要時間：約３時間
１９７５年に国立遊歩道に指定されたクリフウォークトレイルのウォーキングをお楽しみください。ニ
ューイングランド地方の荒々しい岩場の多い海岸線とニューポートの豪華な別荘群、この遊歩道はニュ
ーポートで最も人気の場所です。アメリカの黄金期、ニューポートをアメリカ有数の富豪達の夏の別荘
地にした立役者たちについてガイドが説明します。
ザ・ブレーカーズ邸はコーネリウス・ヴァンダービルト２世のためにアメリカ人建築家のリチャード・
モリス・ハントが設計したものです。このイタリア・ルネッサンス風の宮殿は完成に３年弱を要し今で
もニューポートの別荘の中で最も壮大なものの一つです。印象的なグランドホールと音楽室は美しく彫
刻が施された石と大理石で作られ、天井の高さは 15 メートルあり、ニューポートの豪邸の中で最大の
部屋です。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。クリフウォークは 1 時間ほどゆったりとしたペ
ースで歩きます。一部起伏や傾斜のある場所があります。クリフウォークの開始地点と終了地
点に 40 段の階段があり、途中にも 20 段の階段があります。底な平らな、歩き易いウォーキン
グシューズをお勧めします。ニューポートの豪邸訪問は人気が高く、入場に行列ができる場合
があります。豪邸内の写真撮影は禁止されていますが、外観は写真撮影ができます。豪邸内に
は 30 段の階段があります。訪問順序が逆になる場合があります。

ボストン
BOSTON
歴史の街ボストン、ケンブリッジ観光
HISTORIC BOSTON & CAMBRIDGE
ツアー番号：BOS001
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所要時間：約４時間
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チャールズ川で分断されてはいるものの、ボストンとケンブリッジは切り離す事が出来ない都市で、ど
ちらも活気溢れる賑やかな大都会です。ツアーはこのチャールズ川を渡りケンブリッジに向かい、趣の
ある学生街を散策しながら全米最古の大学であるハーバード大学の構内のハーバードヤードに到着し
ます。
１７２３年に建造されたオールドノース教会は現存するボストン最古の教会であり英国から運ばれた
シャンデリアや背の高い箱型の信徒席で有名です。この教会こそ１７７５年４月１８日に建国の英雄ポ
ール・リビアが赤い軍服の英国兵が接近していることを知らせるために２基のランタンを掲げる様にと
命じた場所なのです。見学の後はオールドノース教会ギフトショップでお土産物のショッピングをお楽
しみいただけます。
ドライバー兼ガイドの楽しい説明を聞きながら新設の州議事堂、トリニティ教会、ボストン公立図書館、
パブリックガーデン、ボストンコモン、ビーコン・ヒルを見て周ります。続いて“フリーダム・トレイ
ル［自由への足跡］
”に沿って進みキング礼拝堂、ボストン茶会事件の発祥地オールドサウス集会場、
オールドコーナー・ブックストアなどを巡ります。最後にクインシーマーケットやファニュエルホー
ル・マーケットプレイスで短時間自由散策をお楽しみいただいた後埠頭に戻ります。
ご案内：このツアーは交通渋滞を避ける為にトンネルを通る場合があります。ハーバードヤードま
では大体１区画の距離を歩くことになります。そこからオールドノース教会までは更に約１
５０メートルの距離を歩きます。交通事情などにより観光の順序は逆になる場合があります。
クインシーマーケットでの自由時間は約４５分を予定しています。

トロリーバスで廻るボストン観光
BOSTON BY TROLLEY
ツアー番号：BOS019
ツアー料金：大人＄４２～
所要時間：約１時間３０分

子供＄２０～（３～１２歳）

港を後にしてオールド・タウン・トロリーバスに乗りこみボストンを観光します。バスのドライバー兼
ガイドがボストンの歴史、生活などいろいろな逸話やユーモア、史実などを織り交ぜ説明します。
途中、有名なボストン茶会事件が起こり、時としてアメリカの独立に火をつけたといわれる場所を通り
ます。市内を抜け、旧議事堂、ボストンコモン、トリニティ教会、有名なチアーズバー、フェンウェイ
パーク野球場を通ります。そして歴史あるノースエンドにあるオールドノース教会やポール・リビアの
家、港を渡りチャールスタウンに向かい、美しいバンカーヒル・モニュメントや戦艦 USS コンスティチ
ューションを通ります。
ツアーの最後にクインシーマーケットで下車し、自由行動をすることができます。クインシーマーケッ
トで自由行動を選ばれる方には船に戻る無料の送迎バスが用意されています。
ご案内：このツアーはトロリーバスでの観光となります。徒歩による観光は含まれませんがトロリーバ
スの乗り降りに支障の無い方に限ります。ツアーの途中に休憩はありません。

乗り降り自由なトロリーバスでボストン観光
BOSTON BY TROLLEY HOP ON HOP OFF
ツアー番号：BOS024
ツアー料金：大人＄４４～ 子供＄２２～（３～１２歳）
所要時間：約２時間
専用のオールドタウントロリーでボストンを特別仕立てのルートで廻ります。ボストン滞在中のお時間
を有効的にお使い頂けるでしょう。
フレンドリーな車掌が街の概要を説明し、ボストンで最も人気の７つの名所で停まりますので、自分の
好きな場所で降り、時間をかけることができる乗り降り自由トロリーバスです。各見学地を約２０分毎
に運行します。
クルーズターミナルよりオールドタウントロリーに乗車し、最初の停留場であるボストン茶会事件現場
では素晴らしい博物館があります。そして別名ボストンのリトルイタリーとして知られるノースエンド、
USS コンスティチューション号、バンカーヒル・モニュメント、チェアーズ・バー、ボストンパブリッ
クガーデンとビーコン・ヒルを廻ります。アメリカンフットボールファンにもおなじみ、有名なボスト
ン・レッドソックスのホームグランドのフェンウェイパークも含まれます。お買い物好きにはプルデン
シャルセンターとスカイウォークをお勧めします。
最後にクインシーマーケットとファニエルホールマーケットプレイスに停車します。ここから再びトロ
リーに乗りクルーズターミナルに戻ります。
ご案内：このツアーはトロリーと徒歩での観光となります。各観光名所を十分に楽しむには徒歩にて廻
ることが必要となります。底の平らな歩き易い靴をお勧めします。このツアーは施設の入場料
は含まれていません。ツアーの所要時間はお客様の判断により異なります。トロリーの時刻表
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と船への最終トロリーバスの時間を必ずご確認ください。各アトラクション、特にフェンウェ
イパークは予告なく閉まっていることがあります。

陸と海からのボストン観光
BOSTON BY LAND & SEA
ツアー番号：BOS007
ツアー料金：大人＄６５～
所要時間：約３時間

子供＄４４～（３～１２歳）

ボストンの賑やかなウォーターフロントを過ぎると４５分間のハーバークルーズの出港地であるロン
グ埠頭が見えてきます。ベテランの船長が歴史のあるウォーターフロントの間を縫って正確に船を航行
させてゆくと同時に、同行のガイドがボストンの空や港を背景に聳える数多くの史跡をひとつひとつ案
内していきます。またチャールスタウン海軍基地にある戦艦“オールド・アイアンサイド”（コンステ
ィチューション号）が母港に停泊している様子を間近に見ることが出来ます。その背景に激戦地だった
バンカーヒル・モニュメントも見えてきます。
その後はバスに乗り換え、ボストンで最も魅力的な観光スポットといわれるコープリー広場に向かいま
す。広場の周囲はトリニティ教会やボストン公共図書館といった素晴らしいデザインの建造物に取り囲
まれています。更にバックベイ地区の高級住宅街を抜け、おしゃれなブティックやトレンディなカフェ
を過ぎてパブリックガーデンに向かいます。ボストンの中心にありボストンコモンを見下ろす地域には、
ボストンで最もエレガントで裕福な上流階級の人々が暮らす場所として有名なビーコン・ヒルがありま
す。
観光ドライブの道中では、１９７８年に完成したマサチューセッツ州議事堂の黄金のドームを見る事が
できます。
ご案内：このツアーはバスとエンジン付き観光船での観光となります。ハーバークルーズはキュナード
の貸切りではなく一般市民や他の観光客との混載になります。ツアーの観光順序は変わる場合
があります。徒歩の時間は非常に少ないのですが、クルーズ船やバスの乗降時に数段の階段を
上り下りする必要があります。

夜のボストンとロブスターディナー
BOSTON BY NIGHT & LOBSTER DINNER
ツアー番号：BOS027
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄７２～（３～１２歳）
所要時間：約４時間
ボストンの街を車窓から眺め、街の灯りと夜の雰囲気をお楽しみいただくツアーです。トリニティ教会
とボストン公立図書館に狭まれたボストンでも人気のコープリ―広場でバスを止めます。その後、バス
はブラックベイの可愛らしい住宅街を抜け、流行りのカフェの並ぶニューベリー通りに沿って走ります。
マサチューセッツ州議事堂の黄金のドーム、ボストン茶会事件の発端となった場所とされる旧南会議堂
を通過し、続いてチャールズ川を渡りボストンの夜のスカイラインを眺めます。ユニオンオイスターハ
ウスは１８２６年にオープンしたボストンで最も歴史があり且つ、最も長く営業が続いているレストラ
ンです。古い時代の雰囲気を持つ木目天井と板張りの床、ジョン F ケネディ大統領のお気に入だった店
としても有名です。美味しいクラムチャウダーとロブスター、切り分けたアップルコブラーの夕食をお
楽しみください。食後はゆったりとコーヒーまたは紅茶でお寛ぎください。その後船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。若干の徒歩とレストランの座席の場所にもよりますが約 20
段の階段が含まれます。バスの下車場所からユニオンオイスターハウスまでも徒歩での移動と
なります。お食事にはコーヒーまたは紅茶とソーダ、飲料水も含まれていますがそれ以外のお
飲み物は有料となります。米ドルをお持ちください。

ケープ岬探訪
DISCOVER CAPE COD
ツアー番号：BOS030
ツアー料金：大人＄９２～
所要時間：約９時間

子供＄７２～（３～１２歳）
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大西洋の波が、別荘が点在しセイリングボートと静かな漁村の続く海岸沿いに砕けます。この終日ツア
ーでは、この愛らしい地域のハイライトをお見せします。
サンドイッチはケープコッドで最も古い町で、その歴史は１６２４年に遡り、今日でも古き良き時代の
面影を良く留めています。バスにて町中を走り、あたかも１８－１９世紀のように見える建物をご覧く
ださい。途中、緑深い中に立つ歴史的な建物、デキシターグリスト水車小屋で休憩します。アメリカで
最も古い水車小屋で、修復、保存されています。ハイアニスの小さな港からボートに乗り、案内を聞き
ながらコッド岬の魅力を満喫します。途中ケネディ地区と周囲の美しい景色をお楽しみください。
マサチューセッツ州の最も南に位置し、コッド岬の中間地点に位置する静かな町チャタムで自由時間を
お取りします。自由に散策、地元のお店でランチや飲み物休憩または、旅の記念のお土産などをお買い
求めください。その後は、バスに戻りゆったり寛ぎボストンへ戻ります
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。時間を有効に使うため食事やお飲み物は含まれてい
ません。コッド岬までは約 1 時間半のドライブとなります。ハーバークルーズは約 1 時間とな
り、ボートはキュナード専用船ではなく他のお客様との混乗となります。チャタムでは約 1 時
間半の自由時間をお取りします。当日の地元の状況によりツアーの時間は多少前後します。階
段を含む起伏のある場所を徒歩にて歩きますので、底の平らな歩きやすい靴にてご参加くださ
い。

自由への道「フリーダム・トレイル」徒歩ツアー
WALK THE FREEDOM TRAIL
ツアー番号：BOS025
ツアー料金：大人＄４２～
所 要時間：約４時間

子供＄３０～（３～１２歳）

ボストンを深く探るには徒歩ツアーが最適です。ガイドの案内の元、自由への道を求めた愛国者達の足
跡を巡ります。
徒歩にて、ボストンの最も古い地区であるノースエンドを廻り、元々は牛の通り道であった上に造られ
た細い曲がりくねった道を歩きます。ノーススクエアー１９番地ではポール・リビアの家を見ます。ボ
ストン最古の家屋でもあります。ボール・リビアアモールではポール・リビアの像とその後ろに建つオ
ールドノース教会を通ります。馬に乗ったポール・リビアの像はボストンで最も写真撮影の行われる場
所でもあります。その他の見どころはグラナリー墓地、新議事堂、オールドコーナー書店、キングス教
会。ブルーイングに建つオールドサウス会議所です。ツアーはクインシーマーケットで終了となり、自
由時間となります。その後バスにて埠頭に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。参加者はシャトルバスを利用し町中のウォーキ
ングツアー出発点までお越しいただきます。約２キロの距離を徒歩にて歩き、立ち見学も含ま
れます。歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。クインシーマーケットでの自由時間
は約５０分です。

ハーバード大学見学
AN INSIDE LOOK INTO HARVARD UNIVERSITY
ツアー番号：BOS032
ツアー料金：大人＄８９～ 子供 お子様はご参加いただけません
所 要時間：約４時間３０分
ハーバード大学は敢えて紹介するまでもないでしょう。マサチューセッチュ州のケンブリッジに建つ私
立のアイビーリーグの研究大学で１６３６年に建てられ、その歴史、影響力、富から歴史的な国家の名
所となっています。ハーバード大学の学生によるガイドの元、大学のキャンパス内を徒歩にて廻ります。
ツアーは 27 か所の門を備えフェンスで囲まれた２６９００坪を超える広さ、キャンパス内では最も古
い、ハーバードヤードから始まります。オールドヤード、マサチューセッチュホール、メモリアル教会、
ワイドナ―図書館を外から眺めます。
訪問のハイライトはハーバードで最も美しい建物とされ、最大の講義室を持つマサチューセッチュホー
ルの見学です。他に、科学センターと最も古いとされる教室棟を見学します。
船に戻る前に、近くのハーバードスクエアーで自由時間をお取りしますのでご自由に散策、お買い物、
休憩などをお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。お子様はご参加いただけません。大学までは片道約 30
分のドライブでガイドが同行します。ハーバードの学生ガイドは大学構内で皆様をお迎えしま
す。学生寮の見学はありません。徒歩にて２時間３０分、起伏や階段を含む道を歩きます。歩
き易いウォーキングシューズをお勧めします。
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ボストン

パノラマ観光

PANORAMIC BOSTON
ツアー番号：BOS006
ツアー料金：大人＄５５～
所要時間：約３時間

子供＄３０～（３～１２歳）

埠頭からボストンで最も魅力的な観光スポットといわれるコープリー広場に向かいます。広場の周囲は
ボストンの印象的な建物、優美なロマネスク建築のトリニティ教会、イタリア・ルネッサンス様式の外
観で知られるボストン公共図書館などが建ち並んでいます。
ニューベリー通りに沿って進むとエレガントなビクトリア様式の邸宅群が見えてきます。これらの建物
の多くは今日おしゃれなレストランやブティックに改装されています。ボストンコモンを越えて旧市街
の中心地へ向かう道中では、パブリックガーデンの美しい花壇や、１世紀の歴史を持つスワンボートな
どの眺めをお楽しみいただけます。
ビーコン・ヒルの頂上にはマサチューセッツ州議事堂の金色に耀くドームが聳えています。この建物の
礎石は１７９５年にサミュエル・アダムスとポール・リビアによって置かれたものです。
“フリーダム・
トレイル”に沿っての道中には１７７６年７月１８日に独立宣言がなされた場所で、ボストン大虐殺の
場所でもある旧州議事堂が見られます。その後有名なクインシーマーケットやファニュエルホール・マ
ーケットプレイスの前も通ります。
現在は観光客や地元の人々で賑わうファニュエル・ホールは、かっては、ボストン独立戦争の志士たち
の集会所として有名な場所でした。ツアーはファニュエルホール・マーケットプレイスで終了となり、
船に戻るまでに自由時間をお取りします。
ご案内：このツアーはバスでの観光となります。このツアーは交通渋滞を避ける為にトンネルを通る場
合があります。また交通事情によって必ずしも全ての撮影スポットで停車する事ができない場
合もあります事をご了承ください。クインシーマーケットとファニュエルホール・マーケッ
トプレースでの自由時間は約 50 分を予定しています。

水陸両用バス ダックで巡るボストン観光
BOSTON SIGHTS BY AMPHIBIOUS DUCK
ツアー番号：BOS011
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所 要時間：約１時間４５分
ダックに乗りこみボストンのバックベイ地区を見物、パリジャンに影響を受けたおしゃれな大通りや、
ビクトリア様式の煉瓦や砂石造りの豪華な邸宅などを見て回ります。ニューベリー通りに並ぶのは高級
ブティックや個性的なギャラリー、トレンディなカフェです。パブリックガーデンには１世紀の歴史を
持つスワンボートがあり、ＴＶの人気コメディ“チアーズ”の舞台となった有名なブル＆フィンチ・パ
ブも通りますのでカメラをお忘れなく。
市の中心部でボストンコモンを見晴らす場所には高級住宅街のビーコンヒルがあります。ボストン旧市
街に入ると、古き良き時代の雰囲気が蘇ってきます。耀く黄金のドームで有名なマサチューセッツ州議
事堂は１７９５年にサミュエル・アダムスとポール・リビアが礎石を置いた場所です。オールドサウス
集会所ではボストン茶会事件前夜、独立の志士たちの決起集会が行われていました。
その後バスの運転手はダックの船長に変身し、バスは水しぶきをあげてチャールズ川に分けいって行き
ます。水の流れに沿ってクルーズをしてゆくとボストンとケンブリッジを結ぶクレイギー・ドローブリ
ッジ（はね橋）やロングフェロー・ブリッジを見物することができます。
川から陸地に戻り、車窓からのパノラマ観光を続けながら船への帰路につきます。
ご案内：このツアーには殆ど歩く時間はありません。但し水陸両用バス ダックでは１０段の階段の
乗り降りがあります。ダックには車椅子を収容するスペースはありません。交通事情などに
より見学順序が変わる場合があります。

アメリカ大統領史
AMERICAN PRESIDENTS
ツアー番号：BOS028
ツアー料金：大人＄６２～
所 要時間：約４時間

子供＄４５～（３～１２歳）

ジョン・F・ケネディ博物館はボストンの南に位置し深見のある精神的で象徴的な建物です。聳えたつ
純白のコンクリートビルの中には膨大な量のオーディオビジュアル資料が展示され、有名な大統領の政
治家としての人生と個人的な生活が語られています。到着後、劇場で上映される、部分的に JFK 本人の
声で語りが入る短編フィルムをリラックスしながら鑑賞します。過去のテレビ足跡や華やかな家族ホー
ム映像が用いられ、キャメロット伝説と呼ばれるケネディ家の背景や家族、政治功績を紹介します。映
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像鑑賞後、館内を自由に散策いただけます。
”オールドハウス“と知られるピースフィールドはアダムス国定歴史公園にあります。１７３１年に建
てられたこの屋敷は数世代にも渡って第二代大統領と第六代大統領を輩出したアダムス一家が住んで
いた場所です。到着後はビジターセンターでビデオでの説明を鑑賞し、その後国定公園レンジャーの案
内で、隣接する図書館などを含むこの屋敷の貴重な展示物を見せていただきます。彼らの生涯を新たに
学び、二人の偉大な人物が成し遂げた偉業に心を寄せましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。訪問可能な場所が限られている為、早めの予約
をお勧めします。ピースフィールドで記念行事が行われる場合は直前に見学がキャンセルにな
る場合があります。ツアー中は階段を含む様々に異なる路面を歩くことになります。底の平ら
な歩き易い靴をお勧めします。ケネディ博物館までのドライブは約１時間４５分となります

ボストン、レキシントン＆コンコード名所観光 （昼食付）
BEST OF BOSTON, LEXINGTON & CONCORD
ツアー番号：BOS004
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄７６～（３～１２歳）
所要時間：約７時間３０分
１７７５年英国軍はレキシントンからコンコードに通じる街道を進軍し、途中で独立軍と遭遇して血み
どろの戦いが行われた為、この街道はバトル・ロード（戦闘の道）と名付けられました。しかし現在の
レキシントンはクラシックな雰囲気が漂うニューイングランドの可愛らしい町として人気を集めてい
ます。
レキシントングリーンはポール・リビアが馬を走らせて英国軍の到着を民兵に知らせた場所で、オール
ドノース・ブリッジは４００人の民兵が英国軍と対面し、先に発砲した事から独立戦争が勃発するきっ
かけになった場所です。オールドノース教会の内部には他の教会には無い珍しい背の高い箱型の信徒席
が見られます。その目的は囲いで寒い冬の隙間風を防ぐと共に、信徒たちが共同で利用する足元暖房装
置の周りに身を寄せて集まれる様にしたからでした。
昼食は現在まで途切れる事無く営業を続けているアメリカ最古のレストランであり、往時の雰囲気その
ままのユニオンオイスターハウスでいただきます。
帰路はケンブリッジからハーバード大学構内を抜けるルートを通り、アメリカ最古であり最も権威のあ
る大学として有名なハーバード大学の神聖な講堂が建つ構内の散策をお楽しみいただきます。また帰路
の途中、ラルフ・ウォルドー・エマーソン、ナサニエル・ホーソーン、ルイーズ・メアリー・オルコッ
トなど世界的に有名な作家たちの田舎の別荘がある場所をガイドがお教えします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。歩行に自信の無い方は、下車観光の間もバス内にと
どまっていただく事が可能です。平坦な歩道を含み約２時間半歩きます。

市内巡りとボストン茶会事件博物館
CITY DRIVE & BOSTON TEA PARTY MUSEUM
ツアー番号：BOS029
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄５５～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間３０分
埠頭からボストンで最も魅力的な観光スポットといわれるコープリー広場に向かいます。広場の周囲は
ボストンの印象的な建物、優美なロマネスク建築のトリニティ教会、イタリア・ルネッサンス様式の外
観で知られるボストン公共図書館などが建ちならんでいます。
ニューベリー通りに沿ってパブリックガーデンを通り過ぎ、旧市街の中心部へ入ってゆきます。フリー
ダム・トレイルに沿ってのドライブでは金色のドームが輝く州議事堂を眺め、その後ボストン茶会事件
博物館に到着します。この博物館では事件の背後にある様々な出来事を学び、１７７３年１２月１６日
に起こった歴史的な事件に思いを寄せてみましょう。
時代衣装を身に着けたガイドが、ユニークなマルチメディアを駆使した博物館の中を案内してくれます。
事件を再現した展示や、当時の帆船のレプリカがあり、ここでは事件に習って船から茶袋を海中に投げ
いれる体験も味わう事が出来ます。ツアーの最後には博物館のティールームで紅茶と美味しいお菓子を
味わっていただいた後、港まで戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアー参加数が限られている為、お早目の予約
をお勧めします。博物館内のツアーは徒歩約１時間で、立ち見見学を含みます。底の平らな歩
き易い靴をお勧めします。
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セイレムの歴史探訪と魔女博物館見学
SALEM & WITCH MUSEUM
ツアー番号：BOS009
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄４５～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間３０分
１９世紀半ばのセイレムはアメリカ東部の工業や小売業の中心地として進化を遂げていましたが、１９
１４年に大火災が発生し町のほとんどが焼き尽くされ、焼け出されて家を失った家族は数千を超えまし
た。今日のセイレムは色彩豊かな沿岸都市として発展し、アメリカでも最も多くの史跡や博物館、ショ
ッピングエリアが密集している都市の１つとして観光客の人気を集めています。勿論、セイレムの名前
が世界的に有名になったのは魔女裁判で、それに関する数々の史跡を町中に見ることができます。
時を１６９２年に戻すと、迷信深かったセイレムの村はヒステリックな魔女狩りの熱に浮かされていま
した。若い女性が病気になると、無知な村人たちはそれを魔術にかかったと信じたのです。魔女博物館
内をご自身でご見学ください。証拠もなく魔女と断定し、犠牲者を処刑した暗黒時代の魔女裁判の顛末
を、登場人物に扮した男女の俳優の声や、真にせまった語りで説明してくれます。
セイレムのダービー埠頭はアメリカ独立後、中国貿易で有名だった所で、当時はセイレム造船のヤンキ
ー・クリッパー（高速艇）が地球を半周して航海し広東や南シナ海を舞台に大活躍を続けたものでした。
その頃のセイレムはアメリカ全州の中で最も裕福な都市だったのです。自由見学となりますので、ウォ
ーターフロントに沿って建つ由緒ある建物を見物したり、埠頭に建ち並ぶユニークなお店で買い物を楽
しんだりと思い思いに時間をお過しください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。魔女博物館は約４０分間徒歩で廻り、途中立ち見で
見学いただく箇所もあります。

シドニー(ノバスコシア州)
SYDNEY（NOVASCOTIA）
アレキサンダー・グラハム・ベル博物館見学
ALEXANDER BELL MUSEUM
ツアー番号：YQY002
ツアー料金：大人＄７２～
所 要時間：約４時間

子供＄５４～（３～１２歳）

スコットランドを思わせる緑がうねる丘を抜けて景観を楽しみながらドライブし、ボウラーデリー島と
ランドマークのシールアイランドブリッジを越えてゆきます。
アレキサンダー・グラハム・ベル博物館に到着、各自自由に博物館を見学しベル博士の業績や当時の器
材、視聴覚プログラム、博士の系譜の写真パネル展示などをご覧ください。どの様にして水と空気が博
士の想像力を刺激したか、音を光に載せて送るというアイデアがどの様に産まれたか、その他旋盤を動
力とする録音機の発明、人が運ぶ凧、スピード記録を樹立した水中翼船の発明など数々の発明の偉業を
学ぶことが出来ます。屋上庭園からはベルが暮らしていた３７部屋の大邸宅”べイン・ブラー“（ギリ
シャ語で美しい山の意味）を見る事が出来ます。
帰路のドライブでは再び周囲の素晴らしい景色をお楽しください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。博物館までの移動時間は片道約１時間になります。博
物館では約２時間をお取りしています。

ルイブール要塞観光
THE FORTRESS OF LOUISBOURG
ツアー番号：YQY006
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄６９～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
手つかずの自然が残るケープ・ブレトン島を通り抜けて南に向い、ノバスコシアで船が航行出来る最長
の川ミラ川を渡ります。
ルイブール要塞は２５０年前の古い町と北米最大の歴史遺跡を忠実に再現した野外博物館です。実際の
要塞は１７２０年から４０年の間に建設され、北米に建てられた要塞の中で最も規模が大きく、最も費
用かかったもので、当時の新世界に於いてはフランスの主要交易所であり軍事補強の地点となっていま
した。到着後、短時間ガイド同行で要塞の紹介ツアーが行われます。その後は各自ご自由に見学してい
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ただけます。体験をより有意義にする為に３か所の講習所があり時代に忘れ去られてきたこの場所を探
訪する多くの機会が与えられます。それぞれ歴史上の人物の衣装をつけた博物館のスタッフが訪問者を
昔の旅に誘い、１８世紀の町で暮す苦労などを物語ってくれます。国王の要塞という格式を備えた堂々
たる要塞を見学しながら、見知らぬ土地で勇気を試されたフランス軍人たちの感動的な物語を聞くこと
が出来ます。その後はホットチョコレートを“当時のままの作り方”で目にもとまらぬ手先の器用さで
仕上げるデモンストレーションをご堪能ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには約１時間ガイド同行の徒歩ツア
ーがあり見学は立ち見になります。自由時間は約１時間半でその間歩く距離は各自の裁量にお
任せします。起伏のある路面や砂利道、僅かに傾斜のある場所など様々な路上を歩きます。底
の平らな歩き易い靴をお勧めします。

伝統の島の真髄
HEART OF THE ISLAND
ツアー番号：YQY004
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４８～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間３０分
景観を楽しみながらのドライブでケープ・ブレトンにあるブラ・ド・オー湖の中心部を抜けて行きます。
ブラ・ド・オー湖はカナダで最も大きな塩水湖のひとつで 1166 ㎢もの面積があります。
その後ケープ・ブレトンの中央部に位置するイオナ半島から、ノバスコシアにゲール人が入植していた
史実を証明する為、人々の生活ぶりがそのまま博物館と文化センターとなっているハイランド村に向か
います。過ぎ去った昔に思いを寄せながらブラ・ド・オー湖を見下ろす丘の上に広がる４３エーカーの
村の中を散策してみましょう。村の中にはゲール人入植当時のままの家並みや、製粉所、鍛冶場、お店
と教会が並んでいます。全てが１７００年代の終わりから１８００年代の終わりまでこの場所に住んで
いたゲール人のコミュニティを再現したものです。
村の中をぶらぶら歩きながら、時代衣装を身に着けたガイドが手織物やキルト、ラグ作りなどを披露し
ます。ノバスコシアにかつて存在していた豊かなスコットランド・ゲール文化の歴史を習い、友好的で
物知りなスタッフから２，３のゲール語を学びます。ケープ・ブレトン界隈では北米で現在でもゲール
語が話されている唯一の場所で、彼らの祖先がスコットランドのハイランドから渡ってきたことを物語
るものです。Thigibn air chelidh(ゲール語＝また来てくださいね！)
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりハイランド村では約１時間半の自由時間があります。
村は丘の上にあり道路はでこぼこで起伏があります。底の平らな歩き易い靴をお勧めします。

シドニー気まま観光
LEISURELY SYDNEY
ツアー番号：YQY009
ツアー料金：大人５５～ 子供＄４４～（３～１２歳）
所 要時間：約２時間
バスの背にもたれてゆっくり景色を楽しみながらのドライブでシドニーの由緒あるビルの数々を通り
過ぎてゆきます。元は軍の駐屯地だったビクトリア公園を見てからダウンタウンに向かい、ウェントワ
ース公園で短い写真撮影のお時間を取ります。
その後ホイットニーピア歴史博物館に向かいます。鉄工所の周りに建てられ、以前はユダヤ人の礼拝堂
として使用されていたこの博物館はシドニーに入植して住み着きシドニーを故郷とした５５の異なっ
た人種グループの伝統と文化を讃える為に改装されたものです。伝統的なオートミールケーキを紅茶と
共に楽しみ、当時の写真や新聞の切り抜き、美術遺品などを見て歩きながら、ここシドニーに広まって
いた多種多様の豊かな文化に思いを寄せてみましょう。
埠頭に戻るドライブでは途中メルティング・ポット（人種のるつぼ）博物館を訪れ短い撮影タイムを取
ります。またメンベルトゥ・コミュニティを通り、現在北米に住むアボリジニの理想的な暮らしぶりを
垣間見ることも出来ます。
ご案内：このツアーはバスで行われます。途中徒歩にて約３０分の観光を予定しています。バスの乗り
降りをご自身で行っていただく必要があります。
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ケープ・ブレトン鉱山博物館見学
CAPE BRETON MINE EXPERIENCE
ツアー番号：YQY005
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄５８～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間
ケープ・ブレトン島の西に向かった時点で冒険の旅は始まっています。大西洋の沿岸に位置するグレー
ス湾には最盛時には世界最大であった炭鉱が存在していました。ケープ・ブレトンの炭鉱はフランス軍
がルイブ―ル要塞を建設する際に必要な燃料を捻出する為、２５０年前に始まりました。
鉱山博物館を取り巻く絵の様な１８３６０坪の敷地を訪れた際は、周囲に野バラが咲き乱れ、丈の高い
草木が生い茂る近代的な美術館の建物の下に本格的な炭鉱が眠っているとは想像もつかないでしょう。
短時間の説明の後、ヘルメットとレインコートが手渡され、それを身に着けて地下まで下りて行きます。
退職した元炭鉱夫たちが２０分の炭鉱ツアーに付き添ってくれます。当時の驚くべき生活ぶりと、１日
にわずか８０セントの賃金で石炭を掘った経験はどんなものだったかという話に耳を傾けましょう。地
上に戻った後は各自自由に博物館を見学し、炭鉱夫たちの挑戦や苦難の人生に思いを寄せましょう。
ツアーの途中には紅茶やレモネードと共に伝統的なオートミールケーキがサービスされます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーは閉所恐怖症の方にはお勧めしません。徒
歩観光では荒れ地で起伏のある地面を歩きます。底の平らな歩き易い靴をお勧めします。

シドニー旧市街ウォーキング
OLD SYDNEY WALKING TOUR
ツアー番号：YQY007
ツアー料金：大人４０～ 子供＄２５～（３～１２歳）
所 要時間：約２時間
衣装を身につけたガイド同行の案内の元、ゆっくりペースでシドニーの歴史的観光名所の数か所を巡り
ます。エスペラネードの散策ではシドニーの名士を紹介し、事件を伝える多くの記念碑を見ることが出
来ます。
最初の見学場所は１８２８年に建てられた聖パトリック教会です。ゴシック再現様式の石造りの建物は
ノバスコシア州東部最古のローマ・カトリック教会です。現在教会は博物館に改装されており、シドニ
ー入植初期からの遺物や美術品のコレクションが見られます。次の訪問場所はシドニーに残存する最古
の木造の建物の中の１軒でカラフルな外観のヨスト・ハウスです。この家の地下には１８世紀当時のキ
ッチンを修復し、調理用コンロや蜂の巣状に分割された焼き物用のオーブンなどがあります。
そのすぐ近くにあるのがシドニー最古の家コシット・ハウスです。この家も完璧に改修保存され１８世
紀の家具や道具が並べられており、１７８５年に建てられた当時と全く変わっていない様な感覚を覚え
ます。ここでは船に戻る前に、紅茶と共に伝統的なオートミールケーキを味わって頂きます。
ご案内：このツアーは徒歩でゆっくり歩く観光となります。底の平らな歩き易い靴をお勧めします。

カボット・トレイルとバデック観光
CABOT TRAIL VIEWS & BADDECK
ツアー番号：YQY010
ツアー料金：大人５９～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
目の覚める様な眺望、曲がりくねった道路、手つかずの自然、これがケープ・プレトンの真髄であり魂
の故郷なのです。有名なカボット・トレイルの丘の一部に沿って１時間のドライブでは緑したたる渓谷
や目の覚める様な眺望をお楽しみいただけます。美しいセントローレンス湾とセントアン湾が見られる
見晴し場所２か所では小休止しての撮影タイムがあります。
その後有名な発明家のグラハム・ベルの夏の別荘があった魅力溢れる観光地のバデックを訪ねます。こ
こではガイド同行で、ブラス・ド・オ湖の水が優しく岸部を打つ湖畔のボードウォークを散策します。
ベルの邸宅を見物する時には運が良ければ上空高く飛びまわる白頭鷲の姿をみかけるかもしれません。
その後約１時間は自由時間となり、各自ご自由に町の中を散策していただきます。趣のあるお店でお土
産を買ったりするのもお勧めです。帰路は同じ道路を通りカボット・トレイルの丘をもう一度お楽しみ
いただけます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。カボット・トレイルは車窓よりのみの見学とな
ります。徒歩観光では約１時間半起伏があったり僅かに傾斜していたりと様々に異なる路面を
歩きます。底の平らな歩き易い靴をお勧めします。バデックでの滞在時間は当日の現地状況に
より決められます。
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ケベック
QUEBEC
徒歩で巡るケベック旧市街と馬車観光
OLD QUEBEC WALKING ＆ HORSE CARRIAGE
ツアー番号：YQB007
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄４７～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間
愛らしい城壁で囲まれたケベックのロウワータウンは１８世紀の魅力と歴史がそのまま残され、なかで
もロワイヤル広場はその時代の雰囲気が味わえる所です。ガイドがサミュエル・シャンプランがケベッ
クに最初の居住地を設けた逸話などを語ってくれます。ロワイヤル広場を回った所には歩行者天国のプ
チ・シャンプランがあります。ここの狭い石畳の道沿いには趣のあるブティックやお店、カフェなどが
並びます。ロウアータウンからアッパータウンへはケーブルカーで向かいます。素晴らしい展望デッキ
のあるデュフラン・テラスからセントローレンス川とその後ろのパノラマ光景が楽しめますのでカメラ
をお忘れなく。
知事の公園でエレガントな観光馬車に乗り込み、歴史ある通りやケベック要塞、街を見下ろす第二次帝
政様式の堂々とした州議事堂を通ります。グランダレ通り、別名ケベックのシャンゼリゼ通りにはお店、
カフェとブティックが並びます。戦場公園に入り、セントルイス門を通りシャトー・フロントナックで
馬車をおります。
ご案内：このツアーは一頭建て馬車、ケーブルカーと徒歩で行われます。このツアーには、距離的には
短いですが、約２時間半石畳の舗道や僅かな上り坂などの徒歩観光が含まれます。歩きやすい
靴をお勧めします。馬車での観光は約４０分です。雨に備え傘やジャケットをご持参ください。

ヘリコプターから眺めるケベック・シティ
HELICOPTER FLIGHT OVER QUEBEC CITY
ツアー番号：YQB013
ツアー料金：大人＄２３２～ 子供＄２１２～（３～１２歳）
所 要時間：約２時間
ヘリコプターに乗り、ケベック周辺を眺めます。１２分間の飛行を体験する前に短時間の説明をお受け
いただきます。一度飛び立つと、鳥の目のような視界からケベックの街とその周辺の田園地帯を眺めま
す。
ケベック旧市街を覗き込み、世界遺産に登録されている要塞や歴史的な戦場公園、有名なル・シャトー
フロントナックは真上から眺めると尖塔のようです。ディアマン岬上空にも移動し雄大なセントローレ
ンス川を眺めます。更に、空港に戻る前に様々な素晴らしい景色を眺めますのでお楽しみください。
ご案内：このツアーはミニバスとヘリコプターによって行われます。飛行時間は約１２分間です。一旦
ツアーをお申込みいただくと返金不可となります。お子様のご参加は３歳以上からです。また、
体重は１２７キロ以下と制限し、身長は１９２センチ以下であることが望まれます。ヘリコプ
ター内の座敷配置の関係により参加者の正確な身長、体重が必要となります。万が一、申告数
字を超えていた場合、追加座席料金が発生します。ヘリコプターの座敷数は機種により３－６
席と異なります。座席は当日決められ、ご希望はお受けできません。ツアーは天候により催行
が左右され、直前に取り消しとなる場合もあります。ミニバスとヘリコプターに乗車の際に数
段の階段を上り下りする必要があります。

ヘリコプターで行くオルレアン島
ISLE OF ORLEANS BY HELICOPTER
ツアー番号：YQB014
ツアー料金：大人＄４９９～ 子供＄４８５～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
友人同士、ご家族など少人数で生涯の思い出を作り出すツアーです。ヘリコプターで飛び立つ前にフラ
イトに関する短時間の説明をお受けいただきます。そしてケベック周辺を眺めます。一度飛び立つと、
鳥の目のような視界からモンモンランシー滝、セントローレンス川、シャルディエ川そしてケベックの
美しいスカイラインを眺めます。間もなく、セントローレンス川の流れの中にオルレアン島が視界に入
ってきます。地元の砂糖小屋近くでヘリコプター飛行を終えると、続いて皆様をドライバーガイドがお
迎えし、甘いメープル製品の説明からツアーのご案内を始めます。そして景観ドライブに出発し、絵の
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ようなケベックの田舎の伝統的な村々を通り過ぎます。島の先端を過ぎる際には１９世紀の裕福な商人
の夏の家々を見ることができます。その後、今世紀変わり目に建てられ、美しく再築された宿、ラゴエ
ルシェでこの土地のスタイルの美味しいランチをお召し上がりいただきます。レストランはその立地と
セントローレンス川を眺める美しい景色で特に有名です。
美しい景色を眺めながらケベックへとドライブし帰路へ着きます。
ご案内：このツアーはお車またはミニバスとヘリコプターにて行われます。一旦ツアーをお申込みいた
だくと返金不可となります。お子様のご参加は３歳以上からです。ヘリコプター乗車に際して、
体重は１２７キロ以下と制限し、身長は１９２センチ以下であることが望まれます。ヘリコプ
ター内の座敷配置の為参加者の正確な身長、体重が必要となります。万が一、申告数字を超え
ていた場合、追加座席料金が発生します。ヘリコプターの座敷数は機種により３－６席と異な
ります。座席は当日決められ、ご希望はお受けできません。飛行時間は２５-３０分です。ツ
アーは天候により催行が左右され、直前に取り消しとなる場合もあります。ミニバスとヘリコ
プターに乗車の際に数段の階段を上り下りする必要があります。

ケベック・ハイライト観光
HIGHLIGHTS OF QUEBEC CITY
ツアー番号：YQB001
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間３０分
テラス・デュフラン遊歩道、セントローレンス湾を見下ろす崖の上に広がる 1012 ㎢の敷地にある美し
い戦場公園、ラベル大学キャンパス、美しく保存された１７世紀から１８世紀の典型的な石造りの建物
に囲まれたロワイヤル広場などの素晴らしい景色を眺め、この街の魅力を発見しましょう。またケベッ
クのシャンゼリゼと称されるグランダレ通りも抜けていきます。
セントローレンス川を見晴らせるディアマン岬で絶景をお楽しみいただいた後、２２１メートルの高さ
からケベック市街の３６０°の眺望を楽しめるキャピタル展望台を訪れます。エレベーターで３１階ま
で上り、目の前に広がるパノラマ光景をお楽しみください。
その後ユネスコの世界遺産に認定されているシタデル要塞の中を歩きます。この要塞はケベックの旧市
街を囲む城砦の一部でもあります。また、ケベックの名所と言えるシャトー・フロントナックを眺める
機会もあるでしょう。
ツアー終了後、時間が許せば、各自、自由に町を散策することも可能です。その場合は各自にて船にお
戻りください。
ご案内：このツアーには石畳みや起伏のある道路をきつくない程度に徒歩で観光する行程が含まれます。
底の平らな、歩き易い靴をお勧めします。キャピタル展望台の３基のエレベーターは定員１０
名の為、お待たせする場合があります。観光地の訪問順序は変わる場合があります。

ケベック旧市街とシャトー・フロントナック
OLD QUEBEC WALK AND CHATEAU FRONTENAC
ツアー番号：YQB010
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４７～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間
歴史に満ちたケベックを十分に味わうには徒歩で周るのが一番です。旧市街は 1985 年にユネスコ世界
遺産に登録され、北米で唯一、壁に囲まれた街です。
水面より 60 メートルの高さにあるテラス・デュフランはサミュエル・シャンプランにより 1620 年に作
られた要塞の一部です。セントローレンス川や対岸にある街レヴィ、オルレアン島やローレンシャン山
系の素晴らしい景色が見渡せます。何度も再建を繰り返したロワイヤル広場はロウワータウンの中心に
あり、嘗ては裕福な商人の屋敷がありました。ロワイヤル広場の近くからプチ・シャンプランの可愛ら
しい歩行者天国が続きます。狭い石畳の道には趣のあるブティック、特産品を扱う店やオープンカフェ
が並びます。
ロウワータウンより短時間ケーブルカーに乗ってシャトー・フロントナックに向かいます。セントロー
レンス川を見下ろす丘の上に佇むお城のようなホテルはケベックで最も有名な観光名所です。第二次世
界大戦中、ルーズベルト、チャーチルやマッケンジー・キングがここで戦略を練りました。ホテル内レ
ストランの素敵な雰囲気の中で紅茶やコーヒーをお楽しみいただきます。
ツアー終了後、時間が許せば、各自自由に町を散策することも可能です。その場合は各自にて船にお戻
りください。
ご案内：このツアーは徒歩とケーブルカーでの観光となります。2 時間半の徒歩観光が含まれます。シ
ャトー・フラントナックホテル内のガイド案内は許されていません。ツアーにはレストランで
の休憩のみが含まれています。
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モントリオール終日観光
MONTREAL IN A DAY
ツアー番号：YQB012
ツアー料金：大人＄９９～
所 要時間：約１３時間

子供＄７９～（３～１２歳）

モントリオールまでの 3 時間のドライブではバスの背にもたれてリラックスしてお過ごしください。途
中小休憩があります。
モントリオール到着後１９７６年のモントリオールオリンピック開催地へ向かい撮影タイムと同時に
足を延ばし、周囲の光景を楽しんでいただきます。その後のパノラマドライブではゴールデン・スクエ
ア・マイルとマギル大学の周囲を巡ります。モン・ロワイヤル山西展望台では絶景を眺めながら短時間
の撮影タイムをお取りします。モントリオールの旧市街の中心地でバスを降り、自由時間となります。
魅力的な界隈を散策、お食事等で時間をお過ごしください。
その後、地元ガイドと再合流し、徒歩にて世界中の観光客が訪れる壮大なゴシック様再現様式のノート
ルダム大聖堂へ向かいます。大聖堂の見学ツアーでは華麗な内部の装飾を見て周りながらこの建物にま
つわる魅力的な逸話が語られます。
見学終了後は再びバスに乗りモントリオール・アンダーグラウンド・シティ、別名インドア・シティへ
向かいます。広大な地下街には、それぞれ全てが隣り合わせに繋がるアパート群やホテル、ショッピン
グモール、銀行、博物館が建ち並んでいます。また、地下には市内７つの路線を運航する地下鉄の駅が
あります。ガイド同行でこのエリアの一角を散策して位置感覚を学んだ後は、各自、自由時間をお楽し
みください。
モントリオールでの滞在終了後は、再びバスに乗りケベックに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ガイドはモントリオールでのみのご案内となり、バス
移動中は係員が同乗します。ノートルダム大聖堂でミサなどの行事が行われる場合予告なく入
場禁止となる事があります。その場合は聖ジョセフ礼拝堂の訪問となります。このツアーでは
約１時間半、ガイドの案内の元徒歩にて廻ります。自由時間のお時間の使い方は皆様の判断に
お任せいたします。場所によって起伏があり、石畳みの舗道を歩きますので、底の平らな歩き
易い靴をお勧めします。モントリオール滞在時間を最大限に使う為、ランチは含まれていませ
んが、帰路に軽いスナックをご用意しています。お買い物用に現地通貨のカナダドルをご持参
ください。

モンモランシー滝への自転車アドベンチャー
BICYCLE ADVENTURE TO MONTEMORENCY FALLS
ツアー番号：YQB006
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄６２～（１０～１２歳）
所 要時間：約４時間
埠頭でガイドの出迎えを受け、徒歩にて近くのバイクセンターに移動し自転車を選択します。適正な自
転車を受け取り、注意事項の説明を受けた後、約２４キロの自転車ツアーが始まります。
ヨットハーバーや穀物倉庫、美しい庭園がある史跡ドメイン・メゼレを通り、サンシャルル河に架かる
橋を抜けます。十分に水分を補給後、セントローレンス川沿いにサイクリングを続けます。
モンモランシーの滝に到着後、自転車を降り小休憩し、空中ケーブルカーで頂上に向かいます。息をの
むような眺望がお楽しみいただけます。モンモランシー川の水が８３メートルの断崖から流れ落ちセン
トローレンス川に合流する自然の力強さをご覧ください。熱狂的な自転車好きに最適の半日ツアーです。
ご案内：このツアーは体力がある人向けです。実質自転車に乗っている時間は約 2 時間半です。参加年
齢は１０歳からです。このツアーにお申し込みの前にこのパンフレットのシンボルマークの記
載されているアクティブツアーに関するご案内をご一読ください。

ケベックパノラマ観光
QUEBEC PANORAMA
ツアー番号：YQB011
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄４９～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間４５分
バスに乗り、復元された典型的な 17 世紀から 18 世紀の美しいロワイヤル広場を通ります。素晴らしい
景色を楽しめるディアマン岬で撮影タイムを設けます。
次のパノラマ観光では息をのむ景色のモンモランシーの滝に向かいます。滝の下側からの迫力ある自然
の力をカメラに収めましょう。
船に戻る前に地元の伝統的レストラン、シュガーシャックに立ち寄ります。メープル製品の製造工程を
習い、甘いメープルタフィーをご試食ください。紅茶やコーヒー、お菓子などご用意しています。
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ご案内：このツアーはバスでの観光となります。徒歩による観光はほとんど含まれませんが、バスの乗
り降りが必要となります。シュガーシャックの代わりに別の場所に立ち寄る場合があります。

徒歩で廻るケベック旧市街
OLD QUEBEC WALKING TOUR
ツアー番号：YQB003
ツアー料金：大人＄４３～ 子供＄２７～（３～１２歳）
所 要時間：約２時間３０分
セントローレンス川を見下ろす高台にたたずむシャトー・フロントナックはケベックで最も有名な観光
名所です。第二次世界大戦中、ルーズベルト、チャーチルやマッケンジー・キングがここで戦略を練り、
今でも城壁に取り囲まれた古都の卓越した名所です。水辺より６０メートルの高さにあるテラス・デュ
フランはサミュエル・シャンプランによって 1620 年に作られた要塞です。セントローレンス川や遠く
にはローレンシャン山脈の絶景が楽しめます。歴史あるロワイヤル広場は典型的な石造りの建物に囲ま
れており、かつては裕福な商人が居住していました。ロワイヤル広場は北米のフランス文化発祥の地で
あり、北米最古のフランス人居住地区の一つです。何度も建設を繰り返した広場はロウワータウンの中
心に残り、北米最古のカソリック教会も現存します。短時間、ケーブルカーに乗りロウアータウンから
アッパータウンへ移動しシャトー・フロントナックに到着します。ケーブルカーは 1879 年より運行が
開始され、火災の為 1946 年に改修されました。1998 年に現代技術で改良され、このタイプでは北米唯
一のケーブルカーとなっています。
ご案内：このツアーは徒歩とケーブルカーで行われます。
ツアーには約 2 時間半の徒歩が含まれますが、
距離は短く、上り坂は少なめです。雨に備え、傘やレインジャケットをお持ちください。歩き
やすい靴の着用をお勧めします。

ケベック終日観光（昼食付き）
COMPLETE QUEBEC
ツアー番号：YQB005
ツアー料金：大人＄１２２～
所 要時間：約７時間３０分

子供＄７５～（３～１２歳）

テラス・デュフランよりセントローレンス川とその周りの素晴らしい眺めをお楽しみください。ガイド
による簡単な街の説明後、ケベックの名所であるシャトーホテルのシャトー・フロントナック周辺で小
休止します。ロウワータウンの中心部に向かいます。ロワイヤル広場はシャンプランが初めて入植した
場所です。典型的な 17 世紀と 18 世紀の石造建築で、美しく復元されています。橋を渡りオルレアン島
に向かい、目の覚める様な景色を眺め、趣のある田舎の村々を楽しみます。昼食は現地レストランにて
お取りいただきます。サンタンヌ・ド・ボープレに到着後は、美しい敷地と聖堂、聖階段と記念礼拝堂
など、自由に散策をお楽しみください。モンモランシーの滝では、高さ 83 メートルの断崖から雷が落
ちるような爆音を立てながら流れ落ちる滝の様子を眺め、大自然の驚異を感じます、モンモランシーと
セントローレンス川が合流する息をのむような光景もお楽しみください。
ディアマン岬のパノラマ展望台からは戦場公園とセントローレンス川を眺め、写真に収めましょう。
ご案内：滝の上までは約 10 分の徒歩が含まれます。混雑を避けるため、このツアーは滝の上部または
下部何れかの訪問となります。

サンタン・ド・ボープレとモンモランシー滝観光
ST ANNE DE BEAUPRE & MONTMORENCY FALLS
ツアー番号：YQB002
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄４４～（３～１２歳）
所 要時間：約４時間
ガイド同行でサンタンヌ・ド・ボープレ寺院へのドライブをゆっくりとくつろいでお楽しみください。
寺院のネオローマン様式の聖堂は、殖民地時代の船乗りが大嵐に見舞われ、聖母マリアに必死に祈りを
捧げ、死をまぬがれたという場所に建てられたものです。到着後は自由時間になりますので、寺院の周
りを散策したり、２００枚あるステンドグラスの窓を鑑賞したりと思い思いにお過ごしください。１８
９１年に建てられたスカラ・サンタではキリストがポンティウス・ピラト総督の命によって十字架に掛
けられる前に登ったという聖なる階段のレプリカが見られます。
モンモランシー侯爵、アンリ二世によって名づけられたモンモランシー滝は、ナイアガラの滝の１．５
倍の高さがあり、轟音を立てて落下する落差８３メートルの雄大な瀑布の景観が楽しめます。滝はモン
モランシー川の河口にありオルレアン島の真正面に位置しています。
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その後、銅版打ち出し技法の第一人者であるアルベール・ジレの作品を展示したアルベール・ジレ銅版
美術館を見学します。ジレの作品はサンタン・ド・ボープレ聖堂でも見る事ができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。きつくない程度の徒歩と階段の上り下りが含ま
れます。混雑を避ける為に、ツアーはモンモランシー滝の上部または下部いずれかの訪問とな
ります。

ケベックの田舎風景
COUNTRYSIDE OF QUEBEC
ツアー番号：YQB004
ツアー料金：大人＄７０～
所 要時間：約４時間

子供＄４８～（３～１２歳）

光り輝くボーポール湖はエメラルドグリーンの森林に囲まれ、ローレンシャン山系の美しさに溶けこん
だ忘れられない場所です。山系の麓にひっそりと佇み、秋になると色とりどりの木葉が印象的な光景を
作り出します。橋を渡り、ケベックの田舎で絵のように美しい伝統の村々があるオルレアン島への景観
ドライブをお楽しみください。350 年前のフランス人の入植から形成されたこの場所には野外博物館や
６００棟以上の昔ながらの建物があります。シュガーシャックに立ち寄り、メープル製品について習い、
甘いメープルタフィーを試食します。モンモランシーの滝は落差８３メートル、この地方では一番の高
さで、ナイアガラの滝より 1.5 倍の落差があります。ツアー途中、紅茶、コーヒーとお菓子が出されま
す。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。滝の上の地上地点までの約 10 分の徒歩が含ま
れます。

シュガーシャックの夜（夕食付き）
AN EVENIG AT THE SUGAR SHACK
ツアー番号：YQB008
ツアー料金：大人＄９６～ 子供＄６７～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間３０分
ケベックで停泊するのであれば、伝統的なログ・キャビンスタイルのレストラン、シュガーシャックで
の夕食を楽しまなければ完璧とは言えません。到着後スタッフの歓迎を受けユニークなメープル博物館
の中を案内していただきながら楓の樹液がどの様にして美味しいメープルシロップに変わるかを学び
ます。
フレンチ・カナディアンのフォークミュージックの演奏や歌、ダンスは楽しく、忘れられない夜となる
でしょう。伝統的なケベックの家庭料理がビュッフェスタイルで並べられていますのでお好きなだけお
取りいただけます。数えきれないハイライトが味わえる夕べで絶対欠かせないのが雪の山の上に熱した
メープルシロップを垂らしたケベック伝統のデザートです。
ご案内：レストランの雰囲気は家庭的で温く、服装はカジュアルなもので大丈夫です。夕食には紅茶、
コーヒーとアルコール飲料が 2 杯含まれます。追加の飲み物のご注文用にカナダドルをご持参
ください。

サグネ
SAGUENARY
サグネフィヨルド国立公園
SAGUENARY FJORD NATIONA PARK DISCOVERY
ツアー番号：SAG001
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄９２～（３～１２歳）
所 要時間：約５時間４５分
埠頭からボートに乗り、幅の広いサグネフィヨルドに沿いに進みます。フィヨルドの崖は海面より３５
０メートル以上の高さに聳え、水面下は約２７４メートルです。フィヨルド内で最も印象的な絶壁のあ
るトリニティ岬を過ぎ、美しい景観に囲まれたサントローズデュノードの小村沿岸を走ります。古いフ
ィヨルドの町、ラックサンジャンでボートツアーを終え、そこで自由時間を楽しみ、付近の美しい景色
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を満喫してください。バスでツアーを続け、サグネ国立公園のパノラマドライブへ。途中、厳しい天候
から木材を守るために作られた、屋根付きのトラスト橋で写真撮影の為止まります。これらの橋の多く
は明るい色彩で塗られている事で知られています。埠頭に戻る途中にも写真ストップをお取りしますの
で、パノラマ景観を写真に収めてください。
ご案内：このツアーはボートとバス、徒歩にて行われます。ボートの乗り降りには階段と傾斜のある乗
下船口があります。ボート内でお飲み物など購入の際はカナダ通貨をご用意ください。

サグネのスナップショット
SNAPSHOT OF SAGUENARY
ツアー番号：SAG005
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄４８～（３～１２歳）
所 要時間：約２時間１５分
埠頭からバスに乗り、サグネを抜け途中リトルホワイトハウスにて写真撮影の小休止を取ります。この
小さな家は 1996 年に起きたカナダの歴史上最悪の大洪水に奇跡的に生き延び、力強く建っています。
ドライブを続け、パルプ工場跡地で再び写真撮影の為、小休止を取ります。1910 年まではカナダ最大の
機械製紙生産量を誇っていました。その後、魅力的なラバイエ地区を抜け、1996 年の大洪水の記憶を留
めるために建てられたハハ・ピラミッドの碑を通ります。名前のハハはフランス語のハハから来ていて、
不慮の出来事を意味します。埠頭に戻りツアーは終了となります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。徒歩は多くはありませんが、バスの乗降の際階段の
上り下りが必要となります。リトルホワイトハウスへはわずかな坂と 5 段の階段があり、パル
プ工場跡地には起伏がありますがご希望によりご参加ください。

‘ラ・ファビュラス’劇場ショー
‘LA FABULEUSE’ THEATRE SHOW
ツアー番号：SAG002
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄５４～（３～１２歳）
所 要時間：約２時間
‘ラ・ファビュラス’はサグネ地方の歴史上、重要な歴史の出来事をショーにした生のステージです。
ジャック・カルティエによる発見から 1870 年の大火、そして 1996 年の大洪水、それ以外の歴史に残る
出来事を取り上げています。素晴らしいショーは 1603 年から続くラックサンジャンの王国の歴史と今
日を取り上げ、ステージには 200 名以上に及ぶ現地の俳優、動物の飼い主が出演し壮大なオーディオビ
ジュアル技術が使われています。今までに 100 万人以上の観客がフランス語版の‘ラ・ファビュラス’
を楽しみました。クルーズのお客様の為に英語版が制作され、ショーをより思い出深いものにする為、
ショー終了後に楽屋を訪問する機会を設けています。劇場までの往復の送迎は現地係員付のバスにて行
われます。
ご案内：このツアーは市バスまたはスクールバスで行われます。徒歩は多くはありませんが、バスの乗
降の際階段の上り下りが必要となります。また劇場の入り口には 5 段の階段と内部にも 5 段の
階段があります。ショーの上演時間は約 1 時間 15 分です。

サグネ＆ヴァルジャルバート
SAGUENARY＆VAL-JALBERT
ツアー番号：SAG004
ツアー料金：大人＄１２２～
所 要時間：約７時間

子供＄９９～（３～１２歳）

埠頭からバスに乗り、サグネとシクティミ地区を通り、幾つかの写真ストップと 1996 年の大洪水に奇
跡的に生き残ったリトルホワイトハウス、この地方の重要な産業を担っていたパルプ工場など、ツアー
のハイライトを廻ります。その後、ラサンジャン地方の美しい田舎へドライブ、歴史的なヴァルジャル
バート村を訪れます。67 メートルの高さを誇る美しいウイアトションの滝、ヴァルジャルバートは 1901
年にパルプ工場で働く人々の為に人工的に作られました。パルプ工場の閉鎖に伴い町はゴーストタウン
と化し、今日では観光客が 1920 年代の村の生活を体験できるように修復されています。ガイド付きの
トローリーで村を廻り、衣装と身に着けた係員からヴァルジャルバートの生活の歴史を聞きます。今回
のツアーのハイライトの 1 つはウイアトションの滝の見学です。美味しい現地スタイルの昼食をお楽し
みいただきます。自由時間もお取りしますので付近を更に散策いただけます。
帰路は船に戻るまで、再びバスの中から美しい景色をお楽しみください。
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ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ヴァルジャルバートまでのドライブは片道約 1 時間
です。ツアーを充分にお楽しみいただく為には徒歩が必要となります。起伏や階段のある道を
歩きます。底の平らな歩きやすい靴にてご参加ください。

サグネ国立公園ハイキング
SAGUENARY NATIONA PARK HIKE
ツアー番号：SAG007
ツアー料金：大人＄６５～ 子供： お子様はご参加いただけません。
所 要時間：約４時間
埠頭を出て、約 2.5 キロのハイキングの出発点サグネ国立公園へ向かいます。インタープリテーション
センターをスタートし、ポイントデヴースーパー・ハイキングトレイルへ向かいます。
サグネ国立公園は名前の通り、サグネフィヨルドに沿って位置しており、その自然が抜群に美しい場所
です。壮観な眺めと畏敬の念を起こさせる景色が卓越した自然の美しさを造り出しています。ハイキン
グの途中、周りの景色を楽しみ、新鮮な田舎と山の空気を吸い込んでください。
サグネの聖母マリア像でハイキングを終了します。ここからはフィヨルドと山々、谷間の目を見張るよ
うな眺めが楽しめます。埠頭に戻る前にインタープリテーションセンターにて自由時間をお取りします。
ご案内：このツアーはスクールバスと徒歩にて行われます。移動のバスはカヤックツアーの参加者との
混載となります。かなりきついハイキングとなりますので体力に自信のある方のみのご参加を
お願いします。ハイキングは往復で約 2 時間です。約 137 メートルの高度を上り、途中 500 段
の階段を上り下りします。ボトル飲料水、軽いジャケット、バックパックをご準備ください。
お子様はご参加いただけません。デコボコした道や時としてぬかるみを歩きますので適したハ
イキングシューズにてご参加ください。

サグネフィヨルドでのカヤック
SAGUENARY FJORD KAYAKING
ツアー番号：SAG008
ツアー料金：大人＄９２～ 子供：＄８２～
所 要時間：約４時間
埠頭から卓越した自然が美しいサグネ国立公園へ向け出発します。名前の通り、サグネフィヨルドに沿
って位置しており、そこから 2 人乗りの舵付きカヤックに乗り込みます。到着後、トリニティ岬出発に
先立ち安全に関するご説明をいたします。フィヨルドに沿って進む中、息をのむような絶壁や海岸沿い
の景色を堪能してください。サグネフィヨウルドの海面は感情に訴えるものがありますがその海面下は
海洋生物の宝庫です。運が良ければなにかと遭遇するチャンスもあるでしょう。カヤック終了後、船に
戻る前にインタープリテーションセンターにて自由時間をお取りします。
ご案内：このツアーはスクールバスとカヤックにて行われます。移動のバスはハイキングツアーの参加
者との混載となります。泳ぎが得意で、体力に自信のある方のご参加をお願いします。107 キ
ロ以下の体重制限があり、10 才以下のお子様は参加できません。
カヤックの時間は約１時間 15 分です。衣服の下に水着を着用し、帽子、サングラス、タオル、
日焼け止めを持参してください。マリンシューズをお勧めしますがカヤック内では脱いでいた
だく場合もあります。ライフジャケットの着用が必須となります。

職人達の道
THE CRAFTSMAN’S ROAD
ツアー番号：SAG006
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄６２～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間３０分
トーヴェレガラス工房の訪問では、習得が最も難しいものの１つと言われる、古い時代の工芸品に触れ
ます。ガラスを吹きあげる素晴らしい技術を見学し、工房内の沢山のガラス作品を感心して眺めましょ
う。 フロマジェリーボアビン・インタープリテーションセンターは家族経営で年間 230 万キログラム
のチーズを生産しています。いくつかのチーズを試食し、家族の歴史や家業の今日までの成り立ちを知
ります。アルパカはラクダ科に属する小型の愛くるしい動物で、その柔らかく繊細な毛糸で有名です。
ベルーシ牧場を訪れ、繊維や毛糸製品に触れ、アルパカの特徴を習います。 ‘アンデスの金’として
知られる高級繊維と専門知識を持った職人技が素晴らしい毛糸製品を生み出します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーにはデコボコ道や階段を含む約 1 時間 30 分
の徒歩があります。底の平らな歩きやすい靴にてご参加ください。
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ガスペ
GASPE
ガスペ、フォリヨン国立公園
GASPE SIGHTS & FORILLON NATIONAL PARK
ツアー番号：GSP001
ツアー料金：大人＄１１２～ 子供＄９６～（３～１２歳）
所 要時間：約６時間
埠頭からバスに乗り、リラックスしてフォリヨン国立公園に向かいパークロードを走る中、車窓からの
豊かな景色をお楽しみください。ペニンシュラ要塞を訪れガイドの案内の元、徒歩にて険しい海岸線の
眺めを一望できるボナミ岬へ向かいます。また、ロセリー岬の崖の上に堂々と建つ高さ３４メートルの
灯台では写真撮影のお時間をお取りします。その後、ラアンセグリフォンのボウティレール荘園へ。元々
はタラの輸出業と政治家であったジョンボウティレールが所有し、美しく保存された国定史跡です。古
い時代を感じる館内と当時の漁業に関する展示をご覧ください。ギフトショップでは地元の手工芸品も
販売され、お土産として購入することもできます。
地元の食堂で典型的なカナダの昼食をお楽しみいただいた後、船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。途中、徒歩にて１時間ほど起伏があり、階段を含む
道を歩きます。底の平らな歩きやすい靴にてご参加ください。カナダ通貨をご用意ください。
観光地化されていないのがガスペの魅力でもあります。移動手段は他の港と異なり、スクール
バス等になる場合があります。

ペルセ探訪
DISCOVER PERCE
ツアー番号：GSP005
ツアー料金：大人＄１１５～
所 要時間：約６時間３０分

子供＄９８～（３～１２歳）

人気の高いペルセの町はガスペ半島の突端に位置し、美しい景色と、岩の多い海岸沿いと趣ある町が訪
れる人を魅了しています。バスに乗りリラックスし、景色を眺め岩の多い海岸沿いを走りペルセへ向か
います。途中ラローレ展望台で写真休憩を取り、対岸からの広がりある景色をとらえましょう。モンジ
ョリの展望台でもストップし、この付近では最も写真に撮られる名所の一つであるペルセ岩の美しい景
色を眺めます。小さな港に色とりどりの漁船が並び、アートギャラリーや文化の中心地であるアンセビ
ューフイルズにドライブしここでも小休止を取った後、地元のレストランへ向かい昼食を楽しみます。
レストランに向かう途中、コーテサプライズでもストップし景色を眺めます。最後にペルセの町で自由
時間となりますので思い思いに散策し、また数多い手工芸品のお店を覗いてください。帰路も海岸沿い
を走りますので海沿いの景色を再びお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。途中、徒歩と各地での立ち見見学が含まれます。路
面は起伏がある砂利道で何段かの階段があります。底の平らな歩きやすい靴にてご参加くださ
い。お買い物にはカナダ通貨をご用意ください。

ペルセとボナヴァンチュール島ボートクルーズ
PERCE & BONAVENTURE ISLAND BOAT RIDE
ツアー番号：GSP002
ツアー料金：大人＄９４～ 子供＄７９～（３～１２歳）
所 要時間：約５時間３０分
ガスペ湾の海岸通りを走り、途中、パノラマ景色を写真に収める為にストップをしながらペルセに向か
います。このツアーにはボナヴァンチュール島へのボートクルーズとペルセの町でも自由時間が含まれ
ています。ボナヴァンチュール島はカツオドリの島としても知られ、1919 年以来、多くの渡り鳥の保護
区となり、北カツオドリの大きな生息地でもあります。ボートで島に近づくにつれ、その光景、鳴き声、
匂いにより膨大な数のカツオドリがお判りいただけるでしょう。群れが魚に向かってダイビングする様
に目を凝らしてください。途中、この付近で最も写真に収められ絵に描かれる名所ペルセ岩を眺めます。
ペルセの町での自由時間中は、手工芸品のお店やアートギャラリーを覗いてみたり、スナック、昼食や
お飲み物で小休止してみたりと思い思いにお過ごしください。ペルセの町を離れ、船に戻る帰路も海岸
沿いの道を走りますのでゆったりと座り、海沿いの景色を再びお楽しみください。
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ご案内：このツアーはバスとボート、徒歩にて行われます。ペルセまでのドライブは片道約 1 時間 15
分です。観光地化されていないのがガスペの魅力でもあります。移動手段は他の港と異なり、
スクールバス等になる場合があります。バスの駐車場からボート乗り場まで短時間歩きます。
ボナヴァンチュール島では下船せず、周囲をクルーズし廻るのみとなります。ボート乗船時間
は約 1 時間です。
必ずカツオドリが見られるとは限りません。
付近は霧が出やすい傾向にあり、
見学に影響します。ボートに乗る際はジャケットやジャンパーをお持ちください。ボートの上
階に上がるには急な階段があります。平らな歩きやすい靴にてご参加ください。お買い物には
カナダ通貨をご用意ください。

ペルセ自由行動
PERCE ON YOUR OWN
ツアー番号：GSP003
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所 要時間：約５時間３０分
人気の高いペルセの町はガスペ半島の突端に位置し、海から聳え立つペルセ岩があることで知られてい
ます。岩多い海岸沿いと美しい景色が芸術家達に人気で、町には趣あるアートギャラリーが多くありま
す。カツオドリの生息地として有名なボナヴァンチュール島も近く、ボートで渡れる距離にあります。
バスに乗りリラックスし、景色を眺め、岩の多い海岸沿いを走りペルセへ向かいます。到着後、自由に
手工芸品店やお土産店や趣あるアートギャラリーを覗くのはいかがでしょう。もしくは地元のカフェで
お飲み物やスナックで休憩、港沿いに歩き海岸沿いを楽しまれたりと思い思いにお過ごしください。ペ
ルセでの滞在の後、定められた集合時間、場所にお戻り頂きガスペに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。お客さまご自身で歩く量は判断してください。ペル
セまでのドライブは片道約 1 時間 15 分です。バス乗降の際には階段をご利用いただきます。
ペルセでの自由時間は約２時間半です。集合に遅れた方をお待ちすることはできませんのでバ
スに戻る時間と集合場所を必ずお守りください。お買い物にはカナダ通貨をご用意ください。

徒歩で廻るガスペ
GASPE TOWN WALKING TOUR
ツアー番号：GSP004
ツアー料金：大人＄３９～ 子供＄３３～（３～１２歳）
所 要時間：約２時間３０分
魅力多いガスペのダウンタウンを徒歩にて廻り、フランスの探検家ジャック・カルティエの足跡を訪ね
ます。
徒歩にて歴史的な建築物や記念碑を廻り、ガスペの歴史と文化遺産に触れます。この土地の人々の困窮
した生活やジャック・カルティエが初めてこの地に上陸した際の話を、過去に遡った気持ちで聞きまし
ょう。カルティエが１９５４年に突き刺した十字架を今も見ることができ、この町をカナダ発祥の地と
呼ぶ栄誉を手に入れています。モザイクのような多種多様の文化、無数の景観がガスペを取り巻き、多
くの異なった文化的背景を持つ人々の故郷となっています。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。途中、徒歩にて 2 時間半ゆったりペースで若干起伏がある
道を歩きます。底の平らな歩きやすい靴にてご参加ください。

ハリファックス
HALIFAX
ハリファックス市内観光
CITY OF HALIFAX
ツアー番号：YHZ001
ツアー料金：大人＄５９～
所 要時間：約３時間

子供＄３０～（３～１２歳）

にぎやかなハリファックス商業地区の中に静かにたたずむパブリックガーデンは敷地面積 68,000 平方
メートル、様々な花々、鴨の浮かぶ池、水がはじける噴水やビクトリア風遊歩道を有します。
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ハリファックスのシタデルはカナダで最も訪問者数が多い国定史跡で、港と街全景が見渡せる天然の丘
陵に位置しています。復元された兵舎や弾薬庫、通路の散策や要塞の歴史を紹介するビジュアルショー
をご覧ください。
ショッピング街のスプリングガーデン・ロードに向かう途中、州議事堂、オールド・タウン・クロック
や 18 世紀の初めに私拿捕船から積み下ろされた略奪品などを保管した石造りの倉庫街の残るヒストリ
ックプロパティーズを眺めます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。シタデルには起伏のある路面をいくらか歩き、
見晴台までは数段の階段があります。各下車箇所ではバスに残ることが出来ます。徒歩観光の
時間は約４５分です。

ハリファックス徒歩観光
WALKING TOUR OF HALIFAX
ツアー番号：YHZ003
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２４～（３～１２歳）
所 要時間：約２時間３０分
埠頭からバスに乗り、キルトを着用したガイドの案内の元ハリファックスの中心まで短時間ドライブで
移動します。ハリファックスのダウンタウンを散策するのは徒歩で廻るのが一番です。
敷地面積 68,000 平方メートルの美しいパブリックガーデンは 1866 年に造園され北米最古のビクトリア
風ガーデンです。ビクトリア風遊歩道や花壇、水あふれる噴水の中を、ゆったりとしたペースで散策し
ます。スプリングガーデン・ロードにはブティック、カフェが並び、エレガントなジョージア風やビク
トリア風のアーチが建ち、街に歴史的魅力を添えています。愛らしいグラン・パレード広場を散策し、
カナダで最古の英国国教会をご覧ください。シタデルの丘に立つ、絵に描いたように見事なタウン・ク
ロックから見下ろせる州議事堂と市庁舎にまつわる歴史を学びましょう。
徒歩観光の終わりにヒストリックプロパティーズと呼ばれるショップや歴史的建造物の建つウォータ
ーフロントエリアで自由行動となります。ツアー終了後、そのまま街に留まり各自船に戻ることもでき
ますし、ガイドと共に歩いて船に戻ることもできます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。しっかりしたウォーキングシューズをお勧めし
ます。市内への移動は 2 階建てバスか通常のバスが使用されます。

リムジンで周るペギーズ・コーブ
PEGGY’S COVE BY LIMOUSINE
ツアー番号：YHZ011
ツアー料金：大人＄１６２～ 子供＄１４９～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間３０分
ドライバー兼ガイドに迎えられリムジンに乗車し、ペギーズ・コーブへのドライブが始まります。ガイ
ドが低地の入江にご案内し、この地域や灯台の歴史について説明します。生きたロブスターに触れる機
会があるかもしれません。地元在住の芸術家ウイリアム・デ・ガースによる巨大な花崗岩に現地の生活
や人々のモチーフを施した美しい彫刻をご覧ください。氷河期の最後に形成された素晴らしい岩層を写
真に収めましょう。リムジンでの帰路、アカディア・メープルに立ち寄り、何故ノバスコシアが最高品
質のメープルシロップを生産できるかを学び、ハリファックスシタデルでも撮影タイムをお取りいたし
ます。
ご案内：リムジンは専用車ではなく、1 台に 6 人同乗します。ガイドと共に低地入り江に行かれるのは
お客様の判断にお任せいたします。大西洋特有の霧に備え、雨具のご持参をお勧めします。ペ
ギーズ・コーブには舗道がありません。ペギーズ・コーブへは細い曲がりくねった道をドライ
ブし、ペギーズ・コーブ周辺の岩場は滑りやすくなっています。歩き易い底の平らな滑りにく
い靴をお勧めします。すべてのお客様の快適性を考えリムジン内での飲食はご遠慮ください。

ハリファックスとハーバーダックツアー
HALIFAX & HARBOUR DUCK TOUR
ツアー番号：YHZ023
ツアー料金：大人＄４８～ 子供＄２９～（３～１２歳）
所 要時間：約 1 時間
ダックは第二次世界大戦中に、軍船を陸に上がれるよう開発された水陸両用艇です。現在ではそのほと
んどは陸と海の両方から観光名所を周るユニークな乗り物として街の中で使用されています。
ハリファックスの街でもそのように使用されています。
ダックに乗りハリファックスの街を走り、その後、世界で２番目に大きい天然港にしぶきをあげて進水
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し、ハリファックスのウォーターフロントをクルーズします。造船所を通り越し、街の高層現代建築を
眺めます。再び陸に戻り、ハリファックスの見どころを更に眺めながら船に戻ります。
ご案内：このツアーは水陸両用艇ダックで行われます。ツアーに徒歩は含まれていませんが、ダック乗
車の為に 12 段の階段を上がる必要があります。乗車中は揺れが激しい場合もあります。車両
が小型船船であるため状況によりハーバークルーズの部分が中止になる場合があります。ダッ
クはオープンエアーで部分的に屋根に覆われていますが、悪天候や寒くなる場合もあるので軽
いジャケットをご持参ください。訪問順序は逆になる場合があります。

マクナブス島徒歩観光
MCNABS ISLAND WALK
ツアー番号：YHZ026
ツアー料金：大人＄６４～ 子供：お子様はご参加いただけません
所 要時間：約３時間３０分
岸壁から徒歩にてトールシップス埠頭へ。ハリファックスから短時間ボートに乗りマクナブス島へ向か
います。3,743,000 平方メートルのこの島の歴史は変化に富み、謎に覆われ、長い間興味が注がれてき
ました。美しく残された自然の姿が本土から遠く離れた気持ちにさせます。
ガイドと共に、隠れた入り江や、崩れ去った要塞を発見しましょう。第二次世界大戦中に軍の円形砲塔
として建設された灯台を眺めます。ここが 1852 年にドクターアブラハムゲスナーが新たに開発した灯
油で灯台の稼働を試みた場所です。1889 年に建設が開始された国定歴史遺産のマクナブ要塞の基礎を見
ることもできます。ハリファックスを守る最強の要塞として初めて後装銃が使われた場所です。
ボートでハリファックスに戻り徒歩にて船に戻ります。
ご案内：このツアーはボートと徒歩にて行われます。広範囲に徒歩で廻りますので体力に自信のあるか
たのご参加をお願いします。約２時間、起伏のある、砂利道、草や砂の道を歩き、場所により
傾斜しています。底の平らな歩きやすいウォーキングシューズにてご参加ください。雨具の準
備、飲料水をご持参ください。このツアーはお子様の参加はできません。

ペギーズ・コーブへの海岸ドライブ
COASTAL DRIVE TO PEGGYS COVE
ツアー番号：YHZ002
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所 要時間：約３時間
海岸沿いを灯台ルート通り絵のように美しい漁村を抜け、ペギーズ・コーブへの景観ドライブを楽しみ
ます。
到着後、キルトを着たガイドと共に低地の入江への徒歩ツアーにご案内しますのでご希望の方はご参加
ください。岩石の集合体の上に立っている有名な灯台や、地元在住の芸術家ウイリアム・デ・ガースが
ハリファックスの人々の生活ぶりを巨大な花崗岩に刻み付けた作品を見ることが出来るのでカメラの
ご準備をお忘れなく。
色鮮やかな羽目板のついたコテージや魚小屋を通って港の周辺を散策したり、お土産や手工芸品や芸術
品などを覗いたり、それぞれ自由時間をお楽しみください。ハリファックスに戻り、短時間市内をドラ
イブして船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。大西洋独特の霧に備え雨具をご持参ください。
ペギーズ・コーブは舗装されていません。ペギーズ・コーブへは細い曲がりくねった道路のド
ライブとなり、ペギーズ・コーブ周辺の岩場は滑りやすくなっています。歩き易い底の平らな
ウォーキングシューズをお勧めします。

ピンクバス／乗り降り自由ツアー
BIG PINK BUS-HOP ON HOP OFF
ツアー番号：YHZ007
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２８～（３～１２歳）
所 要時間：約１時間３０分
ロンドンダブルデッカーバス(２階建てバス)に乗車し、ハリファックスの観光名所を廻ります。
一周９０分のナレーション案内付のコースで、途中ハリファックスシタデル、パブリックガーデン、大
西洋海洋博物館、プロビンスハウス、ハイドロストーン地区などのショッピング街、ヒストリックプロ
パティーズ、スプリングガーデン・ロードを廻ります。
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一周乗り続けても構いませんし、途中で乗り降りし、自由にご自身で計画を立て市内の見どころ廻るこ
ともできます。
ご案内：このツアーはダブルデッカーバス(２階建てバス)での観光となります。観光施設の入場料は含
まれていませんので、各自お支払いください。ツアーは終日、港から 15－30 分間隔で出発し
ますが、交通情況によります。バスに乗車の際は毎回チケット／パスを係員に提示ください。
このバスはキュナードの専用車ではありません。収益の一部は乳がん撲滅基金に寄付されます。
日にちによってはピンク色の車体のダブルデッカーではないデッカーバスが使われます。

ルーネンバーグ観光（昼食付き）
LURE OF LUNENBURG
ツアー番号：YHZ009
ツアー料金：大人＄９８～ 子供＄８２～（３～１２歳）
所 要時間：約６時間３０分
現在は活気ある漁港として知られるルーネンバーグはかつて世界でも最も忙しい造船所の一つとして
知られ、世界的に有名なレース用スクーナー船ブルーノーズ号がここで誕生しました。町の独特な建物
と素晴らしい風景美はこの海洋遺産の色濃い名残です。
地元のガイドの案内の元、町中の通りやウォーターフロントを徒歩にて散策し、趣のある絵の様に美し
いこの町の歴史を習いましょう。昼食は地元のレストランでお楽しみいただき、昼食後はご自由に町を
散策できる時間をお取りします。
ルーネンバーグを後にして短時間でマホーン湾のリゾート地へ。少々の自由時間をお取りしますのでご
自由に散策をした後、ハリファックスに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ルーネンバーグ迄の移動は片道約１時間半となりま
す。徒歩観光は約３０分でルーネンバーグでの自由時間は約１時間１５分です。マホーン湾で
の自由時間は約３０分です。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。お買い物用に現地通貨
（カナダドル）をご持参ください。

キュナードとタイタニック
CUNARD & TITANIC
ツアー番号：YHZ012
ツアー料金：大人＄６０～
所 要時間：約３時間

子供＄３１～（３～１２歳）

キュナードラインの船でクルーズをしていながら、サミュエル・キュナードとハリファックとの関係を
知らなければ旅は完結しません。サミュエル・キュナードはノヴァ・スコシアのハリファックスに大工
で材木商人の息子として生まれ、１９世紀には世界的に名の知られる海運王になりました。
彼の造船所は世界で最初に素晴らしい客船の造船と運行を手掛け世界中の海の航行を可能にしました。
サミュエルはハリファックスのフェリーシステムに影響を受け、大西洋を横断出来る蒸気船の運航から
旅客運送業を開始したのです。このツアーではタイタニックの悲劇後の人道的な救難活動と回復作業に
も重点を当てます。有名な大西洋海洋博物館を訪れ、魅力は溢れるキュナードとタイタニックの展示物
をご覧いただきます。
その後サミュエル・キュナードが幼少期にすごした家が建っていた場所や洗礼を受けたカナダ最古のプ
ロテスタント教会を通ります。
最後にタイタニック沈没の犠牲者の大部分の方が埋葬されたフェアビューローン墓地を弔問し、タイタ
ニック沈没の犠牲者の中で唯一ハリファックス出身であったジョージ・ライトの美しい家を通過します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。底の平らなウォーキングシューズをお勧めしま
す。

アナポリスヴァレー・ワイン試飲とウルフヴィル観光
ANNAPOLIS VALLEY WINE & WOLFVILLE
ツアー番号：YHZ025
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所 要時間：約５時間３０分
バスの背にもたれてリラックスしながらハリファックス市街を抜けてのドライブで、道中美しい周囲景
色を楽しみながらアナポリスヴァレーに向かいます。
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泥土の堤と高潮で有名なファンデイ湾が見られる見晴し場所で撮影タイムを取り、その後、受賞歴のあ
るワイナリー、グラン・プレを目指します。ガイド同行で何百列も葡萄の木がならぶ葡萄畑の美しく手
入れされた敷地内を見て回ります。どの様にしてノバスコシア最高品質のワインが出来るのかの秘密を
学ぶ間、１口２口味見をするチャンスもあります。
その後造船の町で、過去に一度カナダで最も住みたい町の１つに選ばれたウルフヴィルに向かいます。
楽しさが溢れた町のセンターには様々な種類のお店やアル・フレスコ・カフェが並びどこか国際都市の
雰囲気をかもしだしています。ここでの自由時間で思い思いの時をお過ごしください。お店を見て廻っ
たりスナックやお飲物を買うのがお勧めです。またウルフヴィル・ハーバー・パークまで足を延ばして
ファンデイ湾の泥土堤を更に近い場所で見学するのもいいでしょう。
ハリファクスまでの帰路ではこの付近の周囲の美しさをより深く味わうことが出来ます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ワインの試飲は１９歳以上の方にのみ許されま
す。年齢を証明する ID の提示を求める場合もあります。ツアー中階段を含む場所によって異
なる路面を約１時間歩きます。ウルフヴィルでの徒歩観光は各自の裁量にまかせます。底の平
らな歩き易い靴をお勧めします。お買い物には地元通貨（カナダドル）をお持ちください。

ペギーズ・コーブ灯台、ロブスター料理とメープル（昼食付き）
PEGGY’S COVE, LOBSTER AND MAPLE
ツアー番号：YHZ020
ツアー料金：大人＄１３５～ 子供＄１０８～（３～１２歳）
所 要時間：約６時間３０分
バスの背にもたれてくつろぎながらハリファックスの観光名所を巡り、歴史的ウォーターフロントや金
融街などをドライブし、途中灯台ルートを通り、世界でも海の風景で最も有名な場所の１つとされるペ
ギーズ・コーブを訪れます。海に打ち付ける波と荒い花崗岩の海岸線を持つ小さな漁村の光景をカメラ
に収めましょう。絵の様に美しい漁村は海賊やラム酒密輸入者や難破船などの物語の背景としてしばし
ば登場しており、また素晴らしい夕日でも有名です。ペギーズ・コーブは世界で最も頻繁に写真に登場
する灯台と言えるでしょう。自由に散策し、お土産を見つけたり、ガイドと一緒にローアーコーブへの
徒歩ツアーをお楽しみください。その後、ノバスコシアの真の味覚、ロブスター料理のフルコースの昼
食をお楽しみください。昼食後はてアカディア・メープルで短時間停車します。この特別販売所ではお
いしいカナダ産メープルシロップを生産しており、売店も併設していますのでメープルシロップ関連商
品を購入することができます。帰路はハリファックス市内をドライブして船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ペギーズ・コーブには歩道は設置されていません。道
路は狭く、部分的に丘になっている場所などを通り、ペギーズ・コーブの岩場は滑りやすくな
っています。ロブスター料理以外をご希望の方は事前にツアーデスクにご依頼ください。ツア
ー訪問順序が変わる場合があります。

大型帆船でのセイリング
TALL SHIP SAILAWAY
ツアー番号：YHZ024
ツアー料金：大人＄６０～
所 要時間：約２時間

子供＄３２～（３～１２歳）

大型帆船シルバ号はハリファックのウォーターフロントの中心に停泊しています。僅かな距離を徒歩で
移動し、クラシックな大型帆船に乗船し、甲板からハリファックスの素晴らしい眺めを楽しみましょう。
歴史ある海辺の街と長く続く海岸線はジョージズ島とその灯台に守られています。船長と乗務員がロー
プを引き、帆を張り航行する中、海洋動物に目を凝らしましょう。船内ではカナダ特産メープルタルト
やノバスコシア産の新鮮なブルーベリータルトをソフトドリンクやコーヒー、紅茶と共にご賞味くださ
い。ゆったりと寛ぎながらバイオリン演奏と共にタップダンスのパフォーマンスをお楽しみいただき、
クルーズ中に見られる名所の説明に耳をかたむけましょう。大西洋カナダの伝説的で最も有名なおもて
なしを肌で感じるでしょう。
ご案内：このツアーは帆船で行われます。帆船へは徒歩で１０分から１５分、平らで舗装された道路と
木製遊歩道を歩き移動します。大型帆船でのセイリングは約１時間半です。タラップにはわず
かな傾きがあり、船内に入るとラウンジやその他の施設への出入りに数段の階段があります。
帆をあげての航行は天候に左右され、必要な場合はエンジンが使われます。オープンデッキに
は悪天候の場合に備えた天蓋があります。海上に出ると冷たく感じるので、軽めのジャケット
をご持参ください。
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Shore Excursion Terms and Conditions
ショア・エクスカーションの規定と条件（概訳）
ショア・エクスカーションの安全性について
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショア・エクスカーションに参加す
るお客様にキュナード社の責任について説明しています。
お客様がショア・エクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参加する
には独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者が催行するショ
ア・エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしません。 キュナード社は
注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに関連する基準や法律に準拠を
求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべてのショア・エクスカーション運行業者が保
険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守することを求めます。ただし、お客様自身で自身の安
全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショア・エクスカーションは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
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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
多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝いが出
来ます。ご希望の場合は、寄港の 48 時間前までにお申し込みください。これらの手配に関しては、他のショア・エクスカーションと
異なる取消し料などの条件が適用されます。お申し込み前にツアーマネージャーにご確認ください。手配後の予約の取消は取消
料が発生します。船内口座に請求されます。

交通手段
キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機関の水
準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良のバスを手配致
します。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 2016 年 1 月 20 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。
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