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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク]  

英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 
 

【健脚レベル：低】観光バス等によるツアー。 

平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り下りを伴います。 

 
【健脚レベル：中】上記よりアクティブなツアーです。 

ある程度の距離の歩行や階段の上り下りを伴います。 

 
【健脚レベル：高】さらに活動的なツアーです。 

体力的に自信のある方のみにお勧めします。 

 

【ショッピング】ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 

 

【食事付き】ツアーに食事が含まれています。 

 

【休憩付き】ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 
【ファミリー】ファミリーにおすすめです。 

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

日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 



 

 

 

【重要なご案内】 

活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリング、カヤック、ダイ
ビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいくつか含まれますことご承知ください。ツアー
を申し込む際、例えば急発作、めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/首の問題などの病歴が
なく、心身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの注意事項が記載されている薬
を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされている方はお申し込みいただけません。
このツアーに参加するにあたり、健康で活動に十分に適応ができことが条件で、自身で安全を確
保する必要があります。活動的ツアーのため、色々なリスクが伴います。エクスカーション供給
会社の責任に影響を与えるか、または制限する可能性がある文書に署名することが求められます。
歩きやすい底の平らな靴をご着用ください。 

 

責任 

キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアーの手配をいたします。
キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、代行はしません。キュナードはエクスカー
ション供給会社を合理的で注意深くモニターをしますが、いかなる状態でもエクスカーション供
給会社より大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション供給会社の過失行為/不作為
について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナードの法的義務違反から生じる場合
を除き、キュナードはいかなる損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。 
 

旅行保険 

ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。お客様の責任で適切な

保険にご加入ください。 

 



                                              

クイーン・ヴィクトリア 

アドリア海とエーゲ海の宝石 ８日間 

ショアエクスカーション案内 
 
 
 
ピレウス  
PIRAEUS 
 
 
アクロポリス観光                                                          
THE ACROPOLIS-CROWN JEWEL OF ATHENS  
ツアー番号：ATH001 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄２８～（３～１７） 
所要時間：約４時間 
 
ツアーはガイドの説明を受けながらピレウス港からアテネへのドライブではじまります。道中はオリン
ピアのゼウス神殿、シンタグマ広場、無名戦士の墓、大統領官邸、大学図書館など重要な文化遺産であ
る名所を通過します。 
アクロポリスへは神殿の前面西側に造られた４５メートルの長さの前殿プロピュライアを歩いて入りま
す。入り口に隣接するのがアテネのニケ（翼なき勝利の女神）神殿です。前殿の先の丘の最高地点に聳
えているのがアテネの至宝パルテノン神殿です。紀元前 447 年から 437 年に建設されたこの神殿はアテ
ネ市の守護神である女神アテナに捧げられたものです。パルテノン神殿の北側にはアテナと海の守護神
ポセイドンを祭ったエレクティオン神殿があります。美しい６体の少女像を柱にしたカリアティデス柱
廊はアクロポリスの中で最も優美な建造物のひとつです。 
アクロポリス近くのお土産物店で短時間のショッピングタイムが設けられています。 
その後（時間が許せば）第１回近代オリンピック大会開催時に建設された有名な旧オリンピック・スタ
ジアムを見学します。このスタジアムは２００４年のギリシャ・オリンピックでマラソンの競技の最終
ゴール地点となりました。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１７歳以下のお子様はアクロポリス神殿の入場

料が無料となります。３歳から１７歳のお子様に同行される両親や保護者は、子供用チケット
を御入手ください。又アクロポリス入場時には年齢を証明する為必ずパスポートをご持参くだ
さい。また１７歳以下のお子様は必ず保護者同行でツアーにご参加ください。アクロポリスの
観光場所によっては非常にすべりやすい箇所がありますので、滑り止め付きの歩きやすい靴を
お勧めします。アクロポリス観光にはイヤホンが提供されます。約８０段の急こう配の階段と
起伏のある通路を歩きます。在アクロポリスは広範囲に渡っての改修が行われており、一部の
区画は足場で囲われています。 

                                               
 
古代コリントと運河観光（昼食付）                                              
ANCIENT CORINTH & CANAL TRANSIT  
ツアー番号：ATH005 
ツアー料金：大人＄１２８～ 子供＄５０～（３～１２） 
所要時間：約８時間３０分 
 
聖パウルの統治時代、古代コリントにはローマより規模の大きいフォーラム（公会広場）があり、寺院、
劇場、公衆浴場、売店、公会堂などが建ち並んでいました。ここでは美しい舗装がなされたレカイオン
通りや紀元前６世紀に建立されたドリア様式アポロン神殿の遺跡を見学して、時間が許せば遺跡から発
掘された遺物が展示されている博物館を訪問します。 
コリントス運河を訪れた人は誰もが驚嘆の念にうたれるでしょう。幅２２メートル、深さ８メートルの
運河が６．５キロに亘って続く運河は、当時の土木技術がいかに高度だったかを納得させるものです。
一度見たら忘れられない運河はペロポネソス半島と本土を結ぶ細い土手道を二分していいます。 
ツアーのハイライトは実際に船で運河を航行する体験です。参加者を乗せた小型船は両側に高く聳えて
いる壁の間を縫ってゆっくりと進んでゆきます。運河の通行状況にもよりますが、場合によっては二度



運河を通り、この場合は船は出発地点に戻ることになります。運河航行を始める前に短時間の順番待ち
があることをご理解ください。その後ワイン、コーヒー付きのランチ・ビュッフェをお楽しみいただき
ます。古代コリント観光を終えた後、少しの間その周辺でショッピングの時間を設ける場合があります。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボートと徒歩での観光になります。コリント遺跡では凸凹道を歩き、数箇

所で階段を上ることもあります。滑り止め付きの歩きやすい靴をお勧めします。運河の運行時
間には厳しい規制があり、その為昼食は午後遅くになる事をご了承ください。朝食をしっかり
とおとりになる事をお勧めします。コリントまでのドライブは一般車道を利用し片道約１時間
１５分を要します。コリント博物館でのフラッシュ撮影は禁止されています。 

                                                              

 
アクロポリス神殿とプラカ観光                                                  
THE ACROPOLIS & THE PLAKA  
ツアー番号：ATH006 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄３０～（３～１７） 
所要時間：約６時間３０分 
 
アテネ市内で他を圧倒する威容を誇るアクロポリスはその比類の無い美しさ、卓越した建築技法、歴史
的重要性でギリシャを代表する遺跡といっても過言ではありません。ガイド同行のツアーではイヤホン
ガイドを使用し、アクロポリス遺跡の前面西側に造られた４５メートルの長さの前殿プロピュライアを
渡る所からはじまります。神殿入り口に隣接するのがアテネのニケ（翼なき勝利の女神）神殿です。前
殿の先の丘の最高地点に聳えているのがアテネの至宝パルテノン神殿です。 
更なるアテネの魅惑探訪は自由行動タイムとなるプラカ地区訪問へと続きます。石畳みの狭い舗道の両
側には、ネオ・クラシック・スタイルの建物が並び魅力的な店が連なっています。この地区では第１回
近代オリンピック大会開催時に建設された有名な旧オリンピック・スタジアムを見る事が出来ます（交
通事情が許せば）。このスタジアムは２００４年のギリシャ・オリンピックでマラソンの競技の最終ゴー
ル地点となりました。 
その後は車でアテネの文化遺産の数々、アドリアヌス門、バイロン卿の銅像、オリンピアのゼウス神殿、
国立庭園、アカデミア及び大学図書館などを見ながら帰途につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１７歳以下のお子様はアクロポリス神殿の入場

料が無料となります。３歳から１７歳のお子様に同行される両親や保護者は、子供用チケット
を御入手ください。又アクロポリス入場時には年齢を証明する為必ずパスポートをご持参くだ
さい。また１７歳以下のお子様は必ず保護者同行でツアーにご参加ください。アクロポリスは
大変滑りやすいので底の平らな歩きやすい靴をお勧めします。アクロポリス観光にはイヤホン
ガイドが使用され、約８０段の急勾配の大理石の階段を上り、凸凹の通路を歩く行程が含まれ
ます。プラカ地区の散策は徒歩で行われます。昼食は含まれていませんのでユーロをご持参く
ださい。現在アクロポリスは広範囲に渡っての改修が行われており、一部の区画は足場で囲わ
れています。 

                                               
 
アテネ・パノラマ・ツアー                                                      
ATHENS PANORAMA  
ツアー番号：ATH008 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２） 
所要時間：約３時間３０分 
 
最初に訪れるアドリアヌス門の後ろには古代で最大の神殿オリンピアのゼウス神殿が建っています。
神々の父ゼウス王に捧げられたこの壮大な神殿は完成までに７００年の歳月を要したものです。 
 
その近くの展望場所からはアクロポリスの印象的な前殿プロピュライア、アテネのニケ（翼なき勝利の
女神）神殿、パルテノン神殿、エレクティオン神殿をのぞむことが出来ます。聖なる道にはかっては美
しい彫像が立ち並んでいました。パルテノン神殿にはかって彫刻が施された小間壁が９２あり、５５体
の彫像、１６０メートル強の長さのフリーズ（帯状装飾）で飾られていたといわれています。遠方には
アッティカ最高峰のパルネス山とペンテリコン大理石の産出で有名なペンテリコン山の勇姿を見る事が
できます。山と山の間には香りの強いレツィーナ・ワイン用の葡萄畑が連なるメソキア渓谷が広がって
います。アテネ市内のドライブでは古代から現代までの貴重な文化遺産、アドリアヌス門、バイロン卿
の銅像、オリンピアのゼウス神殿、憲法広場、無名戦士の墓、国立庭園、アカデミア及び大学図書館な



どを見て回ります。途中、有名ホテルでギリシャ名物のケーキと飲み物を楽しみながらしばし休息をと
ります。アクロポリス神殿近くでは短時間のショッピングタイムを設けています。 
 
ご案内：このツアーはバス移動と徒歩での観光となります。アクロポリス神殿の観光は離れた場所から

車窓からのみの観光となります。このツアーを十分にお楽しみいただくため、少々の歩行と数
段の階段の上り下りがあることをご了承ください。現在アクロポリスでは大規模な改修作業が
おこなわれており一部の区画は足場で囲われて見られない場合があります。 

                                               
 
アテネ自由観光                                                           
ATHENS ON YOUR OWN 
ツアー番号：ATH014 
ツアー料金：大人＄４５～ 子供＄１６～（３～１２） 
所要時間：約６時間 
 
アテネの建設は我々全人類の文化の基礎を築いたとも言われています。すなわち今日の教育、政治、数
学、芸術の全ては古代ギリシャから始まっているからです。 
短いオリエンテーション・ツアーの後、参加者はアテネの中心地で、昔ながらのショッピング地区プラ
カの近くで車を降り、そこからは各自、自由行動となります。この場所は帰りの集合場所となりますの
で、この時点でガイドから集合時間の案内があります。 
思い思いのペースでアクロポリス遺跡や旧跡の観光や数多くのお店やタベルナが集まるプラカの魅力を
思う存分味わってください。またアテネで最もエレガントなショッピング地区コロナキはシンタグマ広
場の上にあり、ここには高級ブティークやセレクト・ショップが並んでいます。 
 
ご案内：このツアーはバス移動と徒歩での観光となります。アテネ市内では約４時間、参加者それぞれ

のペースで自由に観光していただくツアーです。ガイドは同行せず、見学場所の入場料、並び
に昼食代はツアーに含まれていません。 

                                               
 
デルフィ発見の旅（昼食付）                      
DISCOVER DELPHI 
ツアー番号：ATH028 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄６０～（３～１２） 
所要時間：約９時間３０分 
 
古代ギリシャ時代には世界の地理的、精神的中心地＝全世界のヘソ＝とされていたデルフィを訪問しま
す。息を呑む美しさの山岳地帯を抜け、遥かに見えるコリンティアコス湾岸の紺碧の海を臨みながらの
ドライブをお楽しみください。 
 
その道中では、古代ではその水を飲めば永遠の若さが約束されると伝えられ、この地を訪れる全ての旅
人たちが聖地に足を踏み入れる前に身体を清めたとされるカスタリアの泉に立ち寄ります。パルナッソ
ス山の斜面に広がっているのはギリシャの考古学で最も重要なものとされる遺跡群です。知識豊かなガ
イドと共に“聖なる道”をたどり、アポロン神殿、アテネ人の宝庫、4世紀建立のデルフィ劇場を見て回
ります。幸いなことに劇場には５０００もの座席がありますので、そこに座って目の覚める様な光景に
ひたるか、素晴らしい音響効果をお試しください。 
 
デルフィ博物館はギリシャで最も重要な考古学博物館と言われていて、その古代遺跡展示は他に類をみ
ないものです。最大の見どころはギリシャで一番有名な”青銅の御者像“（4 頭建ての 2 輪戦車の御者）
です。この紀元前５世紀に作られた青銅像は１８９６年まで、２０００年以上も地震による瓦礫の中に
埋没していたものです。勝利へのラストスパートに向かいながら、内面に誇りをたたえた表情を持った
古代戦士の姿はまるで生きているかの様で、オニックスで作られたその両目は製作当時のままの輝きを
放っています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。デルフィまでの距離は、途中１か所の休憩を含め

て片道約２時間半となっています。デルフィ遺跡の見学では登り坂や数段の階段を歩きます。   
ランチは大体午後２時に開始されますので、船を降りる前にしっかりとした朝食をお取りくだ
さい。帽子、日焼け止め、多めの飲料水をご持参ください。      

                                              



ケーブルカーでの絶景観光（昼食付）                      
FUNICULAR & FABULOUS VIEWS 
ツアー番号：ATH029 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄３０～（３～１２） 
所 要時間：約３時間３０分 
 

ピレウスからはバスの背にもたれてリラックスしながら、世界で一番古い都市アテネまで短時間のドラ
イブをお楽しみいただきます。 
古代の驚異のただ中に入り込んだ後は、カメラをご用意いただき、知識豊かなガイドの案内に従って有
名観光地を車窓から見学します。ハドリアヌス門、ゼウス神殿、国立植物園、憲法広場、無名戦士の墓、
国会などを巡ります。１８９６年の第一回オリンピック競技の会場であるパナセナイク・スタジアムの
壮大な景観に目を見張ることでしょう。このスタジアムは全体が真っ白な大理石で建造された世界で唯
一の競技場です。その後はアクロポリスを最高な場所から眺める為に上へ上へと昇ってゆきます。リカ
ヴィトス山ケーブルカーは、大賑わいを見せる大都市の頭上２７７メートルの高さまで皆様をお連れし
ます。アテネの代表的な名所の数々を空中から眺めた後は、アテネで最もロマンチックな場所でお飲物
をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはミニバス、ケーブルカーと徒歩の観光となります。１グループの最大人数はガイ

ド１人につき２０名までとなっています。ところどころ階段や平らではない道を歩きます。ケ
ーブルカーは途中トンネルを通過しますので、閉所恐怖症の方にはお勧めできません。聖ジョ
ージ礼拝堂の頂上に登るには約４０段の階段を登る必要があります。通路が狭くミニバスが通
れないため、ケーブルカーの入り口まで少々歩きます。 

                                              
 
ポセイドン神殿とビーチ観光                        
TEMPLE OF POSEIDON & BECH 
ツアー番号：ATH031 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄２８～（３～１２） 
所要時間：約７時間 
 

景観を楽しみながらのアッティカ半島を抜けるドライブでは、完璧な絵の様に美しい風景、印象深い地
形、美しいビーチを抱く鋭く刻まれた沿岸地帯などを見ることができます。 
スニオン岬の高台に突き出て、陽光にきらめく紺碧のエーゲ海を見下ろす場所に建っているのがポセイ

ドン神殿です。紀元前５世紀建立の壮大な神殿は、絶景を背景にクラシカルなギリシャ芸術の粋を表現

している事で有名です。ガイド同行で岩場をたどり、現在まだ残っているまぶしく輝く純白の大理石で

作られた１７本の柱をご鑑賞ください。そして、１８１０年にこの地を訪れた詩人のバイロンが自分の 

名前を刻みつけた柱を見つけてみてください。 
真夏の太陽をたっぷり浴びた後は、紺碧の海で水泳をお楽しみになるか、美しい砂浜を散策してリラッ
クスの時をお過ごしください。このヤバナキ・ビーチでは約３時間の自由時間があります。ビーチでは
各種ウォータースポーツを楽しめる他、ギリシャの伝統的タベルナやカフェでのんびりと時間を過ごす
ことができます。 
        
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ポセイドン神殿までの登り道は傾斜があり、数段

の階段があります。歩き易い、滑り止め付の靴をお勧めします。スニオン岬までのドライブは
片道約１時間１５分かかります。水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。サンベッドとパラ
ソルがツアーに含まれています。お飲物や昼食は含まれていませんので、十分な現地通貨（ユ
ーロ）をお持ちください。水泳やウォータースポーツの前にはアルコール飲料をとらない様に
お願いします。ビーチにはウォータースポーツを提供する現地業者が数社ありますが、キュナ
ード社とは一切関係がありません。                               

                                              
 
アクロポリス、博物館とプラカ観光                        
ACROPOLIS, MUSEUM & PLAKA 
ツアー番号：ATH033 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄４０～（３～１２） 
所要時間：約７時間 
 

広大なアテネの風景の中でも、他を圧倒する様に聳えているアクロポリスの威容は、その美しさ、驚異



的建築技術、歴史的重要性に関して比類のないものです。 
古代の遺跡を見学した後は、数百年に渡って発掘されてきた値段のつけられない程価値のある遺物が展
示されているアクロポリス博物館を訪問します。２００９年にオープンしたこの博物館はアクロポリス
の歴史を余すところなく伝えています。中でもオリジナルの女人像柱、パルテノン神殿から発掘された
壁の切妻装飾と欠損部分のレプリカは見逃せないものです。博物館からも目の覚める様なアクロポリス
の外観を眺めることもできます。 
プラカに戻った後は、ギリシャ独特のスナック「メゼ」など伝統的な軽食を、ギリシャ名物酒「ウゾ」
と共にお楽しみください。その後はご自分のペースでプラカ観光を楽しめる自由時間を設けてあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１グループの最大人数はガイド１人につき２５

名までとなっています。アクロポリス神殿までは８０段の急勾配の大理石階段を上り、起伏の
ある通路を歩くことになりますので、歩き易い、滑り止め付の靴をお勧めします。プラカ観光
は全行程徒歩となります。このツアーでは約３時間徒歩での移動が含まれます。アクロポリス
博物館では写真撮影とビデオ撮影は禁止されています。この博物館は非常に人気が高いもので、
予約をした団体観光客にのみ見学が許されています。博物館入場までにはいくらかの遅れが見
込まれます。安全確認の為全ての見学客は入場時にＸ線検査を受ける必要があり、持ち物の透
視検査もあります。美術館は月曜閉館です。 

                                              
 
伝統的な夕べの経験                        
A TRADITIONAL EVENING EXPERIENCE 
ツアー番号：ATH035 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄６３～（３～１２） 
所要時間：約４時間３０分 
 

景色を楽しみながら、アテネの北部へ向かいます。そして、市内の景観を見て回ります。 
レストランに到着すると、熟練の職人が歓迎します。その後、スブラキの作り方、オリーブオイルの絞
り方、パンを焼くために小麦を製粉して小麦粉にする方法を学びます。 
「その男ゾルバ」への足がかりをマスターする簡単なレッスンの前に、ギリシャの特産品の調理につい
ての説明を受けます。そしていよいよディナーの時間となります！炭火で焼かれたスブラキと王道のメ
ゼ料理をお楽しみください。ザジキ、チーズパイ、ドルマ、グリークサラダ、ムサカ、をグラスワイン、
ミネラルウォーター、そしておすすめのウゾとともにお楽しみください。 
ディナーの後は、地元の一団が様々な伝統的なダンスを披露します。椅子に深く座ってリラックスしな
がら、ギリシャの軽快な音楽に時折足でリズムをとってみてください。その後、雰囲気が気に入ったの
であれば、参加してオリジナルのダンスを披露してみてください。１，２枚の皿を打ち壊す体験も出来
ることでしょう！ 
最後に、アクロポリスで少し停車します。栄光に照らされた世界で最も聖像らしい聖像の写真を撮るこ
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。バスでの移動時間は片道４５分です。ドレスコー

ドがありますので、スマートカジュアルな服装でご参加ください。                 

                                             
 
 
ケファロニア  
CEPHALONIA 
 
 
ケファロニアの見どころ 
THE BEST OF CEPHALONIA 
ツアー番号：ARM001  
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３４～(３～１２) 
所 要時間：約６時間３０分 
 
ギリシャの一番高い山の一つで、国立公園でもあるアイノス山まで行きましょう。古代都市サミを通っ
て進みます。そこは、ケファロニアで最も忙しい港であり、映画「コレリ大尉のマンドリン」が撮影さ
れた場所でもあります。フィスカルドの海岸には、コーヒーショップ、ギリシャ料理レストラン、お土
産屋など、彩鮮やかな店がずらっと並んでいます。この楽しい村は、１９５３年の悲惨な地震の影響を



受けなかった島全体の唯一の場所でした。この美しい場所を探索するため、ここでは自由時間がありま
す。ツアーのハイライトは、島の洞窟湖であるメリサニ湖への訪問です。人工トンネルを通って冷たい
洞窟に入ります。湖と奇妙な鍾乳石の探査のために小さな船に乗ります。太陽が真上に来て直接陽が当
たると、光が注ぎ込まれウルトラマリンウォーターにぶつかり、無数の色を作り出します。ミルトス湾
の上にある展望台に立ち寄って、島で最も美しいビーチの完璧な写真を撮りましょう。 
 
ご案内：このツアーは、バス、ボート、徒歩で行われます。メリサニ湖は、急な斜面やいくつかの階段

を歩きます。湖でのボートは１２人乗りです。ボートに乗るときには、行列を作って待つこと
が予想されます。訪問先の順序は、変わる場合もあります。いくつかの道路は風が強く、急な
坂道があります。フィスカルドへは片道約１時間４５分かかります。 

                                                              
 
ゆっくりとケファロニア 
LEISURELY CEPHALONIA  
ツアー番号：ARM002  
ツアー料金：大人＄４５～ 子供＄２４～ (３～１２) 
所 要時間：約３時間  
 
セントアンドリューの修道院は奇妙な遺物を収蔵することで有名で、セントアンドリューの右足も収蔵
していると言われています。 
１９５３年の地震では、教会の壁の中にある漆喰の壁が崩れて、１３世紀と１７世紀にさかのぼるフレ
スコ画が現れました。今では、これらは島の芸術的宝物の 1 つとされています。反対側の丘の上には、
セントジョージ城の遺跡があり、周辺の平野と山々の素晴らしい景色を望んでいます。アルゴストリ岬
の端には、独特の小さな灯台が立っています。ラッシー沿岸に沿って北東に向かって走ると、緑豊かな
田園地帯の景色、美しいビーチとクリスタルクリアーな海を眺められます。ロボラワイナリー周辺の短
いツアーでは、有名なロボラワインの製造方法を知ることができます。その後、試飲をお楽しみくださ
い。Kourkoumelata Village は島で最も美しい村のひとつです。１９５０年代の悲惨な地震の後、新古典
派のスタイルで再建されました。村を散策し、下に見える海の眺めをお楽しみください。 
 
ご案内：セント・アンドリュース修道院には約１８の階段があります。修道院を訪れる際には、女性は、

肩を覆わなければなりません。また、半ズボンも許されません。フラッシュ撮影はできません。 
                                             
 

ケファロニアの自然の驚異 
NATURAL WONDERS OF CEPHALONIA 
ツアー番号：ARM003 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄３１～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
メリサニ湖はケファロニアで最も印象的な自然の驚異の一つです。少し歩き、急な坂のトンネルを降り
ると、海岸へ続く地下湖につきます。小さな木製のボートに乗って、深いターコイズブルー色の湖と周
辺の洞窟を探検しましょう。素晴らしい鍾乳石が壁から成長しつづけ、自然光が湖に浸透して反射し、
無数の色が踊るよう見えます。島で最も荘厳な洞窟のひとつである、ドロガティ洞窟は、地表から６０
メートル下にあり、２００万年以上も前に出来たものです。渦巻きの状の階段がこの顕著な自然現象に
つながります。明かりは洞窟の隠れた深みを強調しています。島の北東の海岸は、大ヒット作「コレリ
大尉のマンドリン」が撮影された場所で、サミの夏の海岸リゾート地です。ここでは伝統的な喫茶店で
ご休憩いただくか、お土産を買うことができます。 
 
ご案内：このツアーは、バスとボート、徒歩で行なわれます。ドロガティ洞窟が地表から６０メートル

下にあるので、入り口は岩が刻まれた約１５０段の急な階段を通ります。洞窟の内部と湖への
道は、急で滑りやすいので、滑りにくい靴を着用してください。温度は摂氏約１８度です。 
フラッシュ撮影はできません。湖でのボートは１２人乗りです。ボートに乗るときには、行列
を作って待つことが予想されます。この旅程では、曲がりくねった道があります。乗り物酔い
しやすい方はご注意ください。 

                                             
 
 
 



ケファロニアビーチまでの送迎               
CEPHALONIA BEACH TRANSFER 
ツアー番号：ARM004 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄４３～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
短い風光明媚なドライブで、マクリス・ギアロスに移動します。マクリス・ギアロスは「長いビーチ」
を意味し、そこには、細かい金色の砂と魅力的なビーチがあります。それは期待通りのものです。ビー
チでは、約３時間リラックスしてお過ごしください。サンベッドとビーチ・パラソルはレンタルで利用
でき、ビーチには軽食や飲み物を販売するキオスクがあります。 
ご案内：このツアーを予約する前に、パンフレットの「シンボルの説明」の下の「ビーチ/水関連」の項

を参照して下さい。水着を着用することを忘れず、タオルと日焼け止めをご持参ください。サ
ンベッドとビーチ・パラソルがありますが、申し込みの順に利用できます。ご利用料金は、現
地でお支払いください。このビーチは島で最も人気のあるビーチの１つであり、非常に混雑す
る可能性があります。ビーチに達するために急な５００フィートの斜面があります。ビーチで
は、ウォータースポーツを提供する事業者が場合もありますが、キュナード社とは関係があり
ません。 

                                             
 

 
ドブロブニク  
DUBROVNIK  
 
 
ドブロブニク名所巡り 
BEST OF DUBROVNIK 
ツアー番号：DBV002  
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄１９～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
城砦の壁や、旧市街の瓦屋根、美しい町並みのパノラマの様な眺望を楽しみながらのドライブからツア
ーがはじまります。 
比類の無い美しさと豊かな文化遺産の数々からユネスコの世界遺産に認定された市街を徒歩で楽しんで
いただきます。強固な塁砦やかつての砦は、建築技術と文化遺産の最高峰と称されています。 
徒歩にて総督邸(文化歴史博物館)やフランシスコ会修道院を通り、ドミニコ会修道院と大聖堂を訪れま
す。スポンザ宮殿、聖ブレイズ教会、鐘楼、オノフリオの大噴水などは外観の見学のみとなります。 
船に戻る前には、思い思いにショッピングを楽しむ為の自由時間を設けてあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は大部分が平坦で滑らかな舗道を歩き

ます。博物館入り口には数段の階段があります。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。 
                                                              
 
陸と海からのドブロブニク観光 
DUBROVNIK BY LAND & SEA  
ツアー番号：DBV006  
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２６～ (３～１２) 
所 要時間：約３時間３０分  
 
旧市街へのクルーズ中はゆったりと座席に座って船の動きに身をゆだね、息を呑む眺望を全身でお楽し
みください。クルーズ中お飲物を楽しみながらゆったりとお寛ぎ下さい。船が歴史のある旧ドックに停
泊する前には、中世の船乗りたちの気持ちになって豪快なロピリィエナッツ砦の威容を楽ご覧ください。
旧市街の中心地では足を伸ばし、ガイド同行でドブロブニクの観光名所を徒歩で訪ねて歩きます。様々
な名所の中でもドミニコ会修道院と大聖堂見学は見逃せません。その他の名所、聖ブレイズ教会、オノ
フリオの大噴水、聖ヴラホ守護聖人教会などは外観のみの見学となります。 
その後は自由行動で個人的に市街を散策したり、地元のカフェで飲み物をとりながらリラックスの時を
過したり思い思いにお楽しみください。ツアーは再び美しい海岸線のハイウェイを通り、城砦都市の壁
や、古代からの瓦屋根、絵の様な町並みの景観を眺めながら帰路につきます。 
 



ご案内：このツアーはバスとボートで行います。このツアーには約１時間石畳みの舗道を歩く行程が含
まれます。約１時間の自由時間の間の徒歩での散策は思い思いにお過ごしください。船に乗り
込む前に数段の階段が含まれ、徒歩でのツアーでは傾斜のある道路を歩く場合があります。滑
り止めのついた歩きやすい靴をお勧めします。観光日に船がどの埠頭に停泊するかによって、
長く埠頭を歩かなくてはならない場合もあります。船がかなり遠くの埠頭に停泊した場合はバ
スでの移動となる場合もあります。悪天候の場合、海でのツアー部分はバスでの海岸線観光に
変更します。その場合、オンボードアカウントに３０％の払い戻しが適用されます。 

                                             

 

魅惑のツァブタットとドブロブニク観光 
CHARMING CAVTAT & DUBROVNIK  
ツアー番号：DBV007 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２２～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
ドブロブニクの高台へドライブし、上から旧市街の眺望を楽しみ、絵葉書の様な景観を楽しみます。そ
の後、風光明媚なドブロブニクのリヴィエラの東側にあるズパ渓谷を通り、クパリ、スレブレノ、ムリ
ニ、プラトといった美しいリゾート地を通り抜けます。クロアチアの最南端にある可愛らしい小村ツァ
ブタットは二つの半島に挟まった湾内に位置し、アドリア海沿岸では最も古い都市の一つとして知られ
ています。２，３の場所では豊かな文化と歴史の深さに加えて、豊饒な地中海の栄華の跡に、エメラル
ド色の海、新しい建造物が完璧な調和をなしているのを見る事ができます。美しい湾を見下ろす休憩所
で、ソフトドリンクを飲みながらリラックスしたひと時を過した後、自由時間を取り、棕櫚の木が並ぶ
プロムナードをそぞろ歩いたり、可愛らしい村の中の散策や、ショッピングを楽しんだりと思い思いの
時をお過ごしください。 
ドブロブニクに戻った後は、約１時間、それぞれ自由に市街の散策をした後、埠頭に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。バスの乗車地点からツァブタットの中心地までは約３０

０メートル徒歩で移動します。自由時間の個人での散策は全て徒歩になり、その間どの位歩く
かは各自自由です。舗道の一部には石畳みや傾斜のある箇所があります。ツァブタットではソ
フトドリンクで喉を潤すだけの短時間の滞在となります。休憩所での座席には限りがあります。
交通の事情により、休憩時間は自由行動の後に設けられる場合があります。 

                                             
 

ケーブルカー登山とツァブタット観光                
CABLE CAR & CAVTAT 
ツアー番号：DBV017 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２４～(３～１２) 
所 要時間：約３時間３０分 
 
ドブロブニクで最初にケーブルカーが出来たのは１９６９年で、山頂からドブロブニクの旧市街とその
周辺の絶景を楽しむ為に長い間旅行者だけでなく地元の人々にも愛されてきました。１９９１年に内戦
が勃発するまで、２５０万人もの乗客がスルジ山山頂まで運ばれたという記録が残されています。残念
な事にケーブルカーは内戦中に破壊され長い間壊れたままに置き捨てられていましたが、２０１０年に
再建され営業が再開されています。 
バスで麓の駅に向い、ケーブルカーにのります。ゴンドラが上昇するに伴い周囲に広がるクロアチア田
園地方の息を呑む様な絶景が視界に開けてきます。山頂からはドブヴニク市街の目の覚める様な絶景を
お楽しみください。 
その後はバスで西に向い美しい田園地方を抜けて、クロアチア最南端の町ツァブタットに向かいます。
二つの半島に挟まれた湾の中に位置するツァブタットは地中海特有の花々が咲き乱れる土地であると同
時にエメラルド色の海と絵の様な家並みが絶妙な調和を見せている町で、長い歴史と文化遺産を誇る町
でもあります。 
埠頭に戻る前に思い思いのツァブタット観光をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス、ケーブルカー及び徒歩で行います。スルジ山山頂やツァブタットの町での

徒歩観光の時間は各自自由です。人気が高い名所の為ケーブルカーの駅では長い行列が予想さ
れます。地元の駐車規制のため、バス駐車場からケーブルカー駅まで約２００メートル歩く必
要があります。また、約３０段の階段もあります 

                                             
 
 



ビーチで海水浴       
BEACH BREAK 
ツアー番号：DBV022 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２５～(３～１２)  
所 要時間：約５時間１５分 
 
美しいボートで、ロクルム島を抜けてスヴェティ・イァコヴ・ビーチに向かいます。その間、ドブロブ
ニクの旧市街の壁に沿って進む前に、セント・ローレンス砦を通ります。スヴェティ・イァコヴ・ビー
チは、小石のビーチで、ドブロブニクの旧市街の素晴らしい景色だけではなく、ロクラム島の景色も見
ることができるドブロブニクで最も魅力的なビーチのひとつです。到着時にウェルカム・ドリンクと無
料のビーチ・チェアが提供されます。各々約３時間、太陽の下でリラックスしたり、アドリア海の澄ん
だ水で暑さを冷ましたりと、お楽しみください。その後、船に乗って旧市街に移動します。そこでは、
中世の城壁都市を探索するために約１時間の自由時間があります。その後バスで桟橋に戻ります。 
 
ご案内：このエクスカーションはボートとバスによって行われます。料金には、ビーチ・チェア、ビー

チ・パラソル（２名用）、無料ドリンクが含まれています。水着を着用し、タオルと日焼け止め
をお持ちください。スヴェティ・イァコヴ・ビーチへ迄のボート乗船時間は、約４５分です。
ビーチは小石のため、防水シューズをおすすめします。泳ぐ前には、アルコール飲料を飲むこ
とをお控え下さい。ビーチでは、ウォータースポーツを提供する業者がいる場合もありますが、
キュナード社とは、関係ありません。 

                                            
 

カヤックでの城壁周遊       
KAYAK AROUND THE CITY WALLS 
ツアー番号：DBV025 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３２～(８～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
旧市街の前にあるピレ門へ小ドライブの後、カヤックでの冒険が始まります。ガイドと合流し安全に関
する説明とカヤックの基本動作の説明を受けます。 
カヤックに乗り込み、先導するガイドの後ろにつづき、クリスタルのように透明なアドリア海へパドル
を漕ぎ始めます。荘厳な城壁沿いを通りロクムル島に進み、ゆったりと島の周りをカヤックで回りまし
ょう。隠れた洞窟ビーチのベティナに立ち寄ります。ゆっくりと休憩をしたり海に入りリフレッシュを
する機会があります。 
ビーチにて寛ぐ時間に、サンドイッチとボトル入りの水をお召し上がりください。再びカヤックを漕い
でドブロブニクに戻り、バスで船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとカヤックで行います。２時間のカヤックの時間があります。シーカヤック

は安定しており、２つ座席があるシットオントップカヤックです。８歳未満のお子様や妊娠中
の方は参加いただけません。参加者は泳ぎが得意で健康な方に限ります。帽子、サングラスと
濡れてもいい靴、タオルとオイルが含まれない日焼け止めをお持ちください。更衣室やトイレ
はないので、水着は事前に着用しご参加ください。救命胴衣を着用いただきます。所持品を入
れる防水容器を貸し出しがありますが、身の回りの物は最小限にお願いします。ツアー後旧市
街に残る方は各自の責任で船にお戻りください。 

                                            
 

エラフィッティ諸島・島めぐり観光（昼食付）       
ELAPHITE ISLAND HOPPING  
ツアー番号：DBV027 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２５～(３～１２) 
所 要時間：約７時間３０分 
 
エラフィッティ諸島は地中海と亜熱帯の植物帯が広がる美しい島々の集合体です。このツアーでは諸島
の中で代表的な３つの島、コロチェップ、シパン、ロプッド島を訪れます。 
１６００年頃の貿易船を模した観光船に乗りこみ、目の覚める様な絶景を楽しみながら、美しいコロチ
ェップ島に向かいます。島全体が緑濃い松の木の森で覆われているコロチェップ島は、手つかずの自然
美がそのまま残る静かな島です。ここではオリーブの樹林を縫っての散歩や、小さな教会の見学、ある
いは透明なアドリア海での水泳などをお楽しみください。 



次の訪問地はシパン島（別名＝黄金島）となります。この島はエラフィッティ諸島で一番大きな島で、
最も肥沃な島でもあります。静かな島内を歩いて回ったり、１５世紀頃にドブロブニクの貴族たちが建
てた夏の別荘を見て回ったりと思い思いの時をお過ごしください。 
その後再び船に戻り、船内でお魚のグリルランチを楽しみながら、最後の停泊地ロプッド島へ向かいま
す。海運の島として長い伝統を誇り、美しい砂浜を持つロプッド島はエラファイト諸島の中でも最も人
が訪れる人気のある島です。ここではビーチで日光浴を楽しんだり、透明な海で水泳をしたり、のんび
りと周りの光景を楽しんだりと自由なひとときをお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーは観光船で行います。水泳をご希望の方は水着の着用と、タオル、日焼け止めをお

忘れなく。ビーチに脱衣所はありません。ビーチ・チェアとパラソルはツアー代金に含まれま
せんが、ロプッド島には有料レンタルがあります（現地払い）。ビーチでは各種ウォータースポ
ーツ機材のレンタル・ショップがありますが、キュナード社とは一切関係がありません。 

                                             
 

シュノーケリングで冒険       
SNORKEL ADVENTURE 
ツアー番号：DBV032 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄２９～(８～１２) 
所 要時間：約４時間３０分 
 
シュノーケルで冒険するため,小さな町のツァブタットに行きます。ボートに乗る前に、船長と乗組員が
歓迎の挨拶をしてくれます。美しい海岸線に沿ってボートは進みます。ゆったりと景色を眺めながら、
アドリア海の陽気な日差しでリラックスしてください。アドリア海にあるツァブタットの海岸沿いに、
小さな島、Mrkan と Bobara があります。ここで、シュノーケルギアを持っていよいよシュノーケリング
です。海洋生物が間近に見られ、海はとても澄んでいてとてもよく見えます。ウミサソリ、オウムウオ、
タイ、タコ、メバル、ウツボなど様々な海洋動物を見ることができます。 
 
ご案内：このエクスカーションはバスとボートで行われます。キュナード社専用ではありません。すべ

てのシュノーケル設備が含まれています。参加者は泳ぎに堪能である必要があります。８歳未
満の子供は参加できません。ボトル入りの水をお持ちになる事をお勧めします。ツアー終了時
に飲み物を購入できます（ユーロでお支払い可能です）。 

                                            
 

小グループ 城壁歩き       
WALK THE CITY WALLS-SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：DBV034 
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄３８～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
海岸線を通る高速道路を通り光り輝くアドリア海とユネスコ世界遺産に登録されたドブロブニク旧市街
が一望できる展望ポイントまでドライブします。旧市街に入り、ご自身の足で街の大きさと９００年の
町の歴史を城壁の上から発見しましょう。この古い街を丸く取り囲む長さ約２．４㎞の城壁を歩きます。
途中ガイドが町の歴史や城壁建築などの興味深い事実をご説明します。城壁の上から塔、堡塁、砦、遠
くには田舎の景色や海岸沿い、魅力的な赤褐色の瓦屋根などが一望でき古いドブロブニクの比類の無い
光景を発見いただけるでしょう。 
そして船に戻る前にそれぞれ観光やお買物など自由時間をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行います。城壁には数多くの階段と坂があり、滑りやすく手す

りのない場所を歩きます。日焼け止め、帽子とヒールのない歩きやすい靴を着用ください。ツ
アー中ペットボトルのお水が配られます。 

                                            
 
 
 
 
 
 
 



ゲーム・オブ・スローンズ 徒歩観光       
GAME OF THRONES WALKING TOUR 
ツアー番号：DBV035 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄６０～(３～１２) 
所 要時間：約５時間３０分 
 
ジョージ・マーティンの小説‘氷と炎の歌’を原作にしたアメリカの人気テレビシリーズのドラマ‘ゲ
ーム・オブ・スローンズ’は愛と宗教、殺人と伝説が混ざり合う物語で多くの視聴者を夢中にさせてい
ます。中世の城壁都市ドブロブニクは七王国の首都で架空の都市キングスランディングの公式ロケ地で
す。 
船より短時間の移動で旧市街に到着し徒歩観光が始まります。お気に入りの登場人物の足跡を知識豊富
なガイドの案内で多くの血みどろの戦いが繰り広げられた‘赤い王城レッド・キープ’ロブリィエナッ
ツ要塞に向かいます。１１世紀に建てられたこの城から素晴らしい‘ブラックウォーター湾’の眺めが
楽しめます。そして第１シーズンでバラシオンにより攻撃を受けた城壁の上に登ります。想像力をフル
に使いここで撮影された光景を心の中に描きましょう。 
ツアーの最後に第３シーズンで荘厳なキングスランディング宮殿の重要な撮影地だったトレステノ庭園
へ向かいます。そこでは、熱帯植物や木々や低木が数多く植えられています。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われ、階段の上り下りを含む徒歩観光が約３時間含まれます。

撮影地を訪問し、撮影セットは訪問しません。すべての撮影地は撮影後、元通りにされていま
す。参加者は、ボトル入りの水をお持ちになる事をお勧めいたします。 

                                            
 
サンセットクルーズ       
SUNSET CRUISE 
ツアー番号：DBV037 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３８～(３～１２) 
所 要時間：約３時間 
 
木製のボートに乗って素晴らしいサンセットクルーズに出発します。ドブロブニク沿岸を航行し、ラパ
ド半島から緑あふれるダクサ入江の間を通ります。有名なエラファイト諸島とペトカの丘が途中ご覧に
なれます。夕暮れ時、地平線に沈みゆく太陽を眺めながらシャンパングラスを傾け、素敵なひと時をお
過ごしください。 
旧市街に近づき、ダンスの修道院と石造りのロブリィエナッツ要塞を通過し、どっしりと構える城壁が
見えてきます。旧市街で下船し大理石の通りを散策したり、バーやレストランで寛いだりと、自由時間
をお楽しみください。そして再び船に乗り、ライトに照らし出された城壁を眺めながら帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーは船と徒歩で行います。日の入りが見られるかどうかはその日の天候状況によりま

す。船の接岸位置により船から観光船へは徒歩で移動していただきます。観光船が遠くに接岸
している場合はバスで船乗り場まで移動します。船に乗る際、数段の階段があります。 

                                            
 
リブボートでの冒険       
RIB ADVENTURE 
ツアー番号：DBV041 
ツアー料金：大人＄１１２～ 子供＄１０８～(８～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
高速リブボートに乗って、コロセップの島に向かう壮大な海岸線に沿って、ドゥブロヴニクの城壁の周
りを巡る冒険に出港します。神秘的なアクアライトで照らされた青い洞窟に着きます。 
ここでは、海中で泳いだり、海洋生物を間近に見るシュノーケリングをしたりする機会があります。 
その後、リブボートに戻り、コロセップの最大の集落 Donje Celo に向かいます。そこでは、ビーチで時
間を過ごします。暖かい砂浜でリラックスしたり、アドリア海の澄みきった水に浸かったり自由にお過
ごしください。軽食が地元のレストランにて提供されます。 
 
ご案内：このツアーはリブボートと徒歩で行なわれます。このツアーは、スピードもあり、水面を跳ね

上がったりする乗り物に乗ります。よって、背中や頚部に怪我や病気のある人には適していま
せん。妊婦と８歳未満の子供は参加できません。ライフジャケットが提供されますので、必ず
着用してください。水着を着て、タオルと日焼け止めをお持ちください。ビーチ・チェアとビ



ーチパラソルは、ビーチにはありませんのでご注意ください。青い洞窟へは、悪天候時、行け
ない場合もあります。このツアーでは、様々なサイズのリブボートが使用されます。  

                                            
 
クロアチアのワインとトロッコ列車       
CROATIAN WINES AND TROLLEY TRAIN 
ツアー番号：DBV043 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄５９～(３～１２) 
所 要時間：約５時間４５分 
 
この興味深い地域について詳しく知るには、 魅力的な古い村や緑豊かな村、ブドウ園を訪れて、豊富な
歴史と心のこもった地元の料理をいただく事の他にはありません。 
ブライコヴィッチ村へ快適なバスに乗って行くことからツアーが始まります。道中、コナヴレ渓谷に沿
って、時が経っても手つかずのままの絵のような村が点在しています。ブライコヴィッチに到着すると、
２０００年に及ぶ歴史を学び、その日の最初のワインセラーに立ち寄ります。ここでは、現地で生産さ
れた品種のいくつかを試飲するチャンスです。ヴィンテージワインをいくつか味わったら、コナヴレ渓
谷の歴史的なブドウ畑へと向かうトロリー列車に乗ります。そこでは、３つのワインセラーに行きます。
そして、この地域で最高のワインをいくつか試飲する事が出来ます。典型的な「農民のブランチ」は、
ツアー中に手作りで、スモークベーコンと玉ねぎが提供されます。このツアーの最終目的地は、リュウ
タ村です。ここでは古い製粉所を訪れ、小麦粉がどのように作られてきたのかを見学します。わずか数
メートル先には、過去の典型的な羊毛の工芸品も展示されています。ここでは、民族衣装を着たガイド
が工芸品について説明をします。 
 
ご案内：このツアーは、バス、トロリー列車、徒歩で行われ、徒歩観光が約３０分あります。また、１

０段ほどの階段もあります。 
                                            
 
トゥクトゥクでドブロブニク観光       
DUBROVNIK BY TUKTUK 
ツアー番号：DBV044 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄４９～(３～１２) 
所 要時間：約２時間 
 
エコフレンドリーなトゥクトゥクツアーでドブロブニク観光をします。トゥクトゥクに乗って見える視
界は素晴らしく、街の名所や雰囲気とのつながりを感じることができます。街の歴史について学び、そ
のランドマークを観光し周囲の景色を楽しむのには最適な方法です。トゥクトゥクツアーは、港から、
素晴らしいフラニョ・トゥジマン橋を渡って出発します。その橋は、高く昇り港全体を見渡せる壮大な
景色を眺めることができます。素晴らしい景色はスルジ山を登るまで続きます。そこでしばらく、島々
がある湾とドブロブニクの赤屋根の旧市街の素晴らしい景色をお楽しみください。旧市街の近くのパイ
ルスクエアでツアーは終了します。ここで、旧市街を探索するか、シャトルバスを利用して船に直行す
るかを選択できます。 
 
ご案内：このツアーはトゥクトゥクと徒歩で行なわれます。トゥクトゥクは最大４名まで乗車できます。

船に戻るためには、シャトルバスサービスを利用する必要があります。 
                                            

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
シベニク  
SIBENIK 
 

 
トロギルの見どころ  
HIGHLIGHTS OF TROGIR                      
ツアー番号：SIB001 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２２～(３～１２)                  

所 要 時 間：約４時間 
 
バスでプリモステンリビエラに沿ってトロギルの街に向かいます。トロギルの街は小さな島に位置して
おり、本島と大きな島々に囲まれています。島には橋で訪れることができます。いくつかの公園を除く
と、島全体は石の家、宮殿、教会、修道院、塔、そして城壁に覆われています。トロギルの街に到着次
第、知識豊かなガイドの案内に従ってその街の歴史を学んでください。案内の途中セント・ローレンス
大聖堂に立ち寄ります。セント・ローレンス大聖堂の歴史は１３世紀までさかのぼり、ユネスコの世界
遺産に認定されています。そのため、大聖堂はクロアチアの教会建築の最も素晴らしい例の一つと考え
られています。その建築様式は、３つのナープと３つの半円形の後陣を備えており、トロギルの街でよ
く見られる建築様式となっています。ツアーでは市庁舎やシピコ宮殿といった建築物を見ることができ
ます。シベニクへ戻る前に、短時間の自由時間がございます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには約１時間の歩行があります。自

由時間の行動は各自自由です。トロギルへは片道約１時間１５分を要します。大聖堂へは控え
めな服装でお入りください。 

                                             
 
クルカ国立公園と滝 
KRKA NATIONAL PARK & WATER FALLS                  
ツアー番号：SIB002 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄２４～(３～１２)                  
所 要 時 間：約４時間 
 
３６８平方キロメートルに及ぶクルカ国立公園はクルカ川の流域の保護のために設定されました。クル
カ川は渓谷に水源があり、壮観な滝へ水を注ぎながら、急速に湖を形作っています。国立公園で最も感
銘を受けるスクラディンスキ・ブクを訪れましょう。このとても透き通った自然の湖は公園で 1 番大き
な滝の源泉となっています。４５メートルの高さから１７段の小滝となって流れ落ちていて、ヨーロッ
パで最も美しい滝の一つと考えられています。 
滝の上の広い台地は素晴らしい景観を持っていて、写真を撮るのにうってつけの場所です。小規模な文
化人類学の展示や現在でもつかわれている古い水車を見ることができるでしょう。スクランディンス
キ・ブクでの自由時間では、歩道を通ってさらに奥の場所を訪れ、天気が良ければ心地よく水の中を泳
ぐことができます。ツアーの最後はスクランディンスキ・ブクからスクラディンの小さな町まで下る、
２０分のボート体験で締めくくりましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスとボートと徒歩での観光となります。このツアーには段差だけでなく１時間

３０分の歩行があります。滝で泳ぐことを希望される方は、更衣室がありませんので、あらか
じめ水着を身に着けタオルをお持ちのうえご参加ください。公園までの移動時間は約３０分で
す。公園内の市場で買い物をする際は現地の通貨クーナが必要となります。公園内は保護地区
となります。ポイ捨てや喫煙はお控えください。ボート乗船はとても人気のアトラクションで
あり、入り口でお待ちいただくかもしれません。ボートはキュナード社の貸し切りではありま
せん。そのため、ボートには十分な数の座席がありますが、座席指定はできません。このツア
ーは Zadar でも催行しています。 

                                             
 
 
 
 
 
 
 



トロギルの沿岸をカヤッキング 
KAYAKING TROGIR COASTLINE                  
ツアー番号：SIB003 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３４～(８～１２)                  
所 要 時 間：約４時間４５分 
 
約１時間かけて、魅力的なアドリア海の海岸に沿ってトロギルの街の近くに位置するパンタナ製粉場に
向かいます。パンタナ製粉場に到着次第、インストラクターが紹介され２人乗りのカヤックが割り当て
られます。安全に関する説明の後、パンタナ川の水へ漕ぎ出しましょう。インストラクターに従って、
アシの生える運河を通り抜け、潟まで行ってみましょう。そこから、海の上をトロギルに向けて進みま
す。トロギルは小さな島で、周りを完全に海に囲まれているので、トロギルの魅力的な町は独特の建造
物や海岸線を発達させてきました。 
船に戻るバスに乗る前に、地元のハムやチーズ、パンの軽食やワインもしくはジュースでツアーを締め
くくりましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスとカヤックと徒歩での観光となります。このツアーでは約２時間のカヤック

体験時間があります。シーカヤックは２つのシートがあります。８歳未満のお子様や妊娠され
ている女性は参加いただけない場合があります。参加者は泳ぎが得意で身体的に健康でなけれ
ばなりません。帽子をかぶってサングラスをかけ、濡れてもいい靴とタオル、油分の少ない日
焼け止めをご用意ください。更衣室とトイレがありませんので、あらかじめ水着を身に着けご
参加ください。ライフジャケットの着用を求められます。持ち物を収納するため、防水性のあ
る小物入れをご利用になれますが、持ち物はできる限り少なくしてください。 

                                             
 
スプリトとディオクレティアヌス宮殿 
SPLIT & DIOCLETETIAN PALACE                  
ツアー番号：SIB004 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３２～(３～１２)                  
所 要 時 間：約７時間 
 
スプリトの街に着くと、知識豊富なガイドがあなたをガイドツアーにお連れし、スプリトの変化に富ん
だ歴史を解説します。ユネスコ世界遺産を取り囲む、４世紀にローマ皇帝ディオクレティアヌスが建て
たディオクレティアヌス宮殿があります。スプリトの街の魅力の多くが現在まで保存されてきたことが
お分かりいただけると思います。舗装された道をガイドの案内に従ってローマ時代から続く最も大きく
よく保存された王宮のワインセラーに向かいます。木星寺、黄金ゲート、シルバーゲート、列柱のある
庭園に向かう前に、昔のまま保存されたセント・デュージェを訪れます。その後、素晴らしい昼食を地
元のレストランでお取りいただきます。スプリトツアーの最後に約１時間の自由時間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには段差だけでなく約１時間３０分

の歩行があります。歩く距離は自由時間中の行動に左右されます。スプリトまでの道のりは片
道約１時間３０分を要します。大聖堂内部を見学するので、控えめな服装をおすすめします。 

                                             
 
徒歩で巡るシベリク  
EXPLORE SIBENIK ON FOOT                  
ツアー番号：SIB005 
ツアー料金：大人＄４５～ 子供＄１９～(３～１２)                  
所 要 時 間：約２時間３０分 
 
バスでの短い移動の後、ガイドツアーが始まるシベニクの中心地に到着します。アドリア海に面した東
側の海岸にある最も古いクロアチアの街の幅広い道をガイドの説明に従って歩きます。旧市街を散策す
るときは、ガイドからシベニクの興味深い歴史などの説明があります。ツアーでは、１４世紀から歴史
があり、細工を施された天井板で有名なゴシック建築のセント・フランシス教会を訪れます。また、セ
ント・ジョン教会と１８７０年に建てられ当時クロアチアで最大の劇場だったシベニクシアターの近く
を通ります。セント・ジェームズ大聖堂に向かう前に、１６世紀に作られた市庁舎と今ではシベニクの
博物館になっているデューク宮殿を訪れます。この興味深い構造は中世の建築計画のもととなったもの
の一つであり、ユネスコ世界遺産として登録されています。大聖堂内部への見学をもってガイドツアー
は終了します。その後、ご自身でシベニクの街をもう少し観光するのか、シャトルバスを使って船に戻
るのかお選びください。 
 



ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには段差だけでなく約２時間の歩行
があります。歩く距離は自由時間中の行動に左右されます。大聖堂内部を見学するので、控え
めな服装をおすすめします。このツアーは旧市街で終了します。船に戻る際はシャトルバスを
ご利用ください。 

                                             
 
スプリト自由観光  
SPLIT ON YOUR OWN                  
ツアー番号：SIB007 
ツアー料金：大人＄４４～ 子供＄１８～(３～１２)                  
所 要 時 間：約７時間 
 
スプリトの中心地までバスで移動します。この入り組んだ町並みがスプリトの中心地です。スプリトは
ユネスコ世界遺産に登録されています。ディオクレティアヌス宮殿はローマ皇帝ディオクレティアヌス
のために４世紀前後に作られたものなので、初期は皇帝の住まいと要塞として使われ今日では狭い通路
に周りを囲まれています。ゴシック建築の教会、博物館や活気あるカフェの横にロマネスク教会を見つ
けることができるでしょう。到着次第、約４時間の自由時間があります。宮殿のワインセラー、木星寺
を訪れたり、地元のレストランの一つでランチを楽しんだりしても良いでしょう。添乗員から集合時間
が伝えられます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーはガイドが付かず、昼食や入場料は

含まれていません。スプリトへは片道約１時間３０分を要します。バスは集合時間に遅れたお
客様を待たずに出発します。集合時間と場所にご注意ください。 

                                             
 
トロギル自由観光  
TROGIR ON YOUR OWN                  
ツアー番号：SIB009 
ツアー料金：大人＄３２～ 子供＄１６～(３～１２)                  
所 要 時 間：約５時間３０分 
 
あなたが自分のペースで観光するのを好まれる場合、このツアーは最適なものとなるでしょう。バスで
小さな島でありヴェネチア建築でユネスコ世界遺産に登録されているトロギルの可愛らしい港町に移動
します。到着次第約３時間の自由時間があります。中世の街を散策したり、セント・ローレンス大聖堂
で立ち止まったり、買い物を楽しむか地元のレストランで昼食を楽しむなどご自由にお過ごしください。
自由時間の後、船に戻るために再びバスに乗り込みます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーはガイドが付かず、昼食や入場料は

含まれていません。トロギルへは片道約１時間１５分を要します。バスは集合時間に遅れたお
客様を待たずに出発します。集合時間と場所にご注意ください。 

                                             
 
シベニクの味覚  
A TASTE OF SIBENIK                  
ツアー番号：SIB010 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３９～(３～１２)                  
所 要 時 間：約４時間４５分 
 
小さなグループでシベニクの旧市街を巡るガイドツアーに参加しましょう。ツアーの間ガイドから豊か
な歴史についての話があるでしょう。街を散策する時、セント・ジェームズ大聖堂を訪問します。その
大聖堂は２０００年にユネスコ世界遺産に登録されており、クロアチアで最も重要なルネッサンス建築
です。家族所有の農園へ田舎道を通り抜け向かう景観ドライブの前に、少しの自由時間をお楽しみくだ
さい。ロカ農園に到着次第、農家の典型的な１日を説明してくれるオーナーから暖かく迎えられるでし
ょう。そこで、仕事に使う道具やその歴史を知ることができます。その後、その農園で作られた食材を
使った昼食をお楽しみください。農園ではプロシュットハム、ソーセージ、豚肉を生産しています。昼
食ではこれらの食べ物を試食する機会があります。 
 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩での観光となります。このツアーは舗装されていない地面での歩

行が含まれます。ロカ一家は英語を話しません。そのため、ガイドが翻訳いたします。シベニ



クの観光中はヘッドセットが提供されます。 
                                             
 
ソラリスビーチでの休息  
SOLARIS BEACH BREAK                  
ツアー番号：SIB011 
ツアー料金：大人＄３４～ 子供＄１６～(３～１２)                  
所 要 時 間：約３時間４５分 
 
港から短い移動でソラリスビーチにと到着します。そこでは約３時間の自由時間があります。ソラリス
ビーチは約４キロメートルに渡って砂浜が広がる手入れが行き届いたビーチです。到着次第、太陽のも
とでくつろいだり、透き通るアドリア海に入ったり、お好きなようにお過ごしください。ビーチを散策
したり、海辺のカフェで飲み物を買ったりというという選択肢もあります。 
 
ご案内：このツアーにはビーチへの移動と、デッキチェア、二人につき一つのパラソルが含まれていま

す。水着とタオル、日焼け止めをお忘れなくご持参ください。ソラリスビーチまでは片道２５
分を要します。クレジットカードが使えないので、買い物のために現地通貨をお持ちになるこ
とをおすすめします。泳ぐ前にアルコールを飲むことはお控えください。ビーチにはウォータ
ースポーツを提供する現地業者が数社ありますが、キュナード社とは一切関係がありません。 

                                                 
 
 
ベニス 
VENICE 
 

 

はじめてのベニス                                                             
AN INTRODUCTION TO VENICE 
ツアー番号：VCE001 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６１～(３～１２) 
所要時間：約４時間 
 
ゴシック式アーチや大理石のファサードで有名なドゥカーレ宮殿はベニス一の威容を誇る代表的な建造
物です。金張り格子スタッコ付きの大階段やドゥカーレ伯爵の居室は一見の価値があります。有名な“溜
息の橋”（囚人がこの橋を渡れば二度とこの世に戻れないと溜息をついた故事から）の上からは宮殿に設
けられた牢獄を覗き見ることができます。サンマルコ広場は大きな官公庁の建物群や魅力的なカフェに
囲まれた広場で、広場一杯にオープン・カフェの椅子が並べられ、１日中観光客や鳩たちが憩いの時を
過ごしているのが見られます。広場の時計塔の屋根の頂上には仕掛け細工がありブロンズ像のムーア人
が交互に銅鑼を打ち鳴らして時を告げるのが見られ、９１メートルの高さの鐘楼がヴェネチアの町を見
下ろしているのが見えます。サンマルコ寺院は世界で最も美しい建物のひとつで、華麗な彫刻が施され
たロマネスク様式のエントランスの正面ファサードには、それぞれ黄金色のモザイク装飾があるアーチ
が施され、アーチの上には５つのドラマチックなドームが見られます。ガイドは内部に入るのが許され
ていないので、建物の外で詳しい説明をしてくれます。時間が許せば船に戻る前にサンマルコ広場周辺
で自由にショッピングを楽しんだり、近くのおしゃれなカフェでリラックスして思い思いにお過ごしく
ださい。 
モーターボートで移動の間、ベニスを歩いて観光する場合の見所や名所の案内をいたします。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行われ、立見観光がほとんどです。サンマルコ広場まで

は石畳みの道路や橋を２０分歩いていただきます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加いただ
くことをお勧めします。ドゥカーレ宮殿では全体で１００段以上の階段を上り下りする事にな
ります。手荷物は入り口のクロークにお預けください。宮殿およびサンマルコ寺院の内部では
カメラ及びビデオ撮影は禁じられています。寺院内部訪問の場合は適切な服装を心がけてくだ
さい。常に長い行列の後ろに並ばなくてはならず、時間に余裕が無く内部に入れない場合もあ
ります。日曜の午前中は礼拝が行われている為、教会内部には入れません。高潮の期間中、サ
ンマルコ寺院は予告なく閉鎖される場合があります。 

                                             
 
 
 



ヴェネチア島巡りとゴンドラ体験  
VENETIAN ISLANDS & GONDOLA RIDE 
ツアー番号：VCE002 
ツアー料金：大人＄９８～ 子供＄６０～(３～１２) 
所要時間：約４時間３０分 
 
モーターボートでヴェネチア･ラグーンの間を縫ってアルセナーレ（国立造船所）、サン・ピエトロ・デ
ィ・カスティーリョ教会とサンエレナを訪ねます。サンマルコ海盆から大運河の入り口の広々とした眺
望を楽しむ事ができます。１６世紀から始まったガラス工芸で有名なムラーノ島は小さな島ですが、世
界中に質の高いムラーノ・ガラスの名前を広めてきました。ツアーではムラーノ・ガラスの工場を訪ね、
吹きガラスの実演を見たり、ショップでお買い物を楽しんだりする事ができます。サン・ジョルジョ島
ではベニスの教会の中でも最も印象深い教会のひとつのサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会を訪ねま
す。内部の装飾はどちらかと言えば質素ですが、ティントレットの最高傑作“最後の晩餐”と“マナの
収拾”他の名画を見る事が出来るのです。その後ベニス名物のゴンドラに乗り、細い運河や沢山の橋げ
たの間を揺れながらロマンチックな気分にひたります。ヴェネチアで最も有名な移動手段であるゴンド
ラで水面を滑る様に進みながら、他では得がたい体験を味わってみましょう。 
ゴンドラ体験後は少し歩いてモーターボートに戻り、船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボート、ゴンドラ及び徒歩で行います。サンマルコ広場までは石畳みの

道路や橋を２０分歩いていただきます。ムラーノ島のガラス工場では１５段の階段の上り下り
があり、お手洗いも階段を使う事になります。ゴンドラの船着場までは石畳みの道路を１５分
歩いていただきます。また乗船待ちの行列に並ぶことになるでしょう。ゴンドラ乗船には機敏
な動きが必要です。大雨や強風、潮の満干によってはゴンドラ乗船が出来ない場合があります。
一隻のゴンドラに乗れるのは６名までで、ガイドは付きません。必ずヒールの無い滑り止め付
きの靴をお履きください。サン・ジョルジョ教会内部を訪問する場合は適切な服装を心がけて
ください。礼拝が行われている場合は内部に入る事が出来ず、また予告なく閉鎖される場合も
あり、内部の写真撮影は禁じられています。運行状況により見学順序は逆になる事もあります。 

                                             
 
ベニス・パノラマ・ツアー 
VENETIAN PANORAMA 
ツアー番号：VCE003 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３５～(３～１２) 
所 要時間：約２時間３０分 
 
モーターボートでジュデッカ運河を渡りサン・ジョルジョ・マッジョーレ島に向かいます。その後ラグ
ーンを南下してサン・セルボーロ、サン・ラザロに向かいます。 
更に細長い島でヴェネチアのラグーンとアドリア海を分断する位置にあるリド島の一部を回りこみ、こ
こでレ・ヴィニョーレ島とサンテラズモ島を分断している狭い運河に入ってゆきます。 
そこからガラス工芸で有名なムラーノ島の景観を楽しみます。ヴェネチアに戻る前には、巨大な壁が聳
えている造船所アルセナーレを水上から見物します。かつてこの場所はヨーロッパで最も繁栄した産業
地区だったのです。その後は１９世紀初頭までベニス随一の大聖堂だった古いサンピエトロ・ディ・カ
スティージョ教会を水上から見学します。サンマルコ海盆に近づくにつれてサン・ジョルジョ島、サン
マルコ広場、そして遠くに大運河の姿が見えてきます。 
 
ご案内：このツアーは、モーターボートでクルーズしながら眺望を楽しむツアーで、停船して名所を見

物する観光は含まれていません。船のタラップを使用した乗下船に支障がある方にはお勧めし
ません。大型の個人所有の大型ボートは大運河航行が禁止されていますので、使用されるモー
ターボートで大運河を渡る事はできません。またボート内にはお手洗いの設備がありません。
ボートの座席は固い板のみでクッションなどはありません。見学の順序は運行状況により変わ
る場合があります。 

                                             
 
徒歩でベニスの隠れた名所を探訪するツアー                                      
HIDDEN VENICE WALKING TOUR  
ツアー番号：VCE005 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４９～(３～１２) 
所要時間：約４時間 
 
ガイド同行で新発見の旅が始まります。狭い路地や人ごみで溢れかえる広場、数々の小さな渡り橋、美



しい建物などを歩いて見物しながら、ベニスという都市の性格と魅力を形成する様々な場所を見つけて
廻ります。１４世紀の巨大な建造物サンタ・マリア・グロリオーサ・ディ・フラーリ教会のファサード
をご覧ください。シンプルな外観ながら白い大理石の柱廊玄関と小尖塔がアクセントになって建築美を
生み出しています。サンポーロ広場はヴェネチアで一番古く、一番大きな広場で、中世期はここで数々
の儀式が行われ、野外劇なども上演されていました。 
リアルト橋は以前、木製の橋でしたが、何度も崩れかけた為石造りのものに代えられました。大運河を
渡る４つの橋の一つでベニスでの最も有名な橋です。 
サン・ジョヴァンニ・エ・パオロ広場はベニスで一番記念碑の多い広場です。ここにはベニスのゴシッ
ク建築の中で代表的な建造物サンティ・ジョヴァンニ・エ・パオロ教会が建っています。 
足が疲れたら近くのカフェでソフトドリンクのサービスをお楽しみください。その後は徒歩でモーター
ボートの停泊場所に戻り、船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行います。石畳みの道路や橋を２０分程歩いていただき

ます。ヒールの無い歩きやすいウォーキングシューズがお勧めです。個人的に教会内に入る場
合は、適切な服装を心がけ、肩や膝を露出しない様にしてください。教会内での写真撮影は禁
止されています。 

                                             
 

ドゥカーレ宮殿とゴンドラ体験 
 DOGES PALACE & GONDLA RIDE  
ツアー番号：VCE012 
ツアー料金：大人＄１１６～ 子供＄８６～(３～１２) 
所要時間：約４時間３０分 
 
ドゥカーレ宮殿のゴシック式アーチと精緻な彫刻が施された大理石のファサードをご覧ください。そこ
から中に入ると豪華な内装が施された贅をつくした部屋の数々、金張りの階段、ヴェネチアの大画家の
傑作が展示されている部屋などに目を奪われます。また溜息の橋からは宮殿内のいささか陰惨な印象の
宮殿内牢獄を覗く事が出来ます。 
サンマルコ広場の解放的な雰囲気も味わってみましょう。広場を取り囲む豪壮な建造物、政府官公庁の
建物、上空高く聳える鐘楼、そして華麗なサンマルコ寺院と並んで建つドゥカーレ宮殿、広場に立つだ
けでベニスの雰囲気を一瞬にして味わうことができます。世界で最も素晴らしい建造物と讃えられるサ
ンマルコ寺院の見事さに驚嘆してください。（内部観光にはガイドは同行しません） 
ベニス観光の最後を、ベニス魅惑的な運河をゴンドラに乗って楽しむことでしめくくりましょう。ヴェ
ネチア名物６人乗りのゴンドラに乗り、陸上からとは違った視点でヴェネチアの各名所を鑑賞してくだ
さい。時間が許せばツアーの終わりに、思い思いにショッピングや散策を楽しめる自由時間を設ける事
があります。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行います。観光は基本的に徒歩で、立見観光が中心とな

ります。サンマルコ広場までは石畳みの道路や橋を２０分歩いていただきます。ヒールの無い
滑り止めのついた靴でご参加頂く事をお勧めします。ゴンドラの乗り降り時には迅速な行動が
求められます。ゴンドラ乗船中はガイドが同行しません。悪天候の場合ゴンドラ乗りは中止と
なります。ドゥカーレ宮殿では全体で１００段以上の階段を上り下りする事になります。手荷
物は入り口のクロークにお預けください。宮殿およびサンマルコ寺院の内部ではカメラ及びビ
デオ撮影は禁じられています。寺院内部訪問の場合は適切な服装を心がけてください。常に長
い行列の後ろに並ばなくてはならず、時間に余裕が無く内部に入れない場合もあります。日曜
の午前中は礼拝が行われている為、教会内部には入れません。高潮の期間中、サンマルコ寺院
が予告なく閉鎖される場合があります。 

                                             
 
夕暮れのゴンドラ体験…セレナーデを聴きながら                                  
EVENING GONDORLA SERENADE  
ツアー番号：VCE014 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄８５～(３～１２) 
所要時間：約２時間３０分 
 
モーターボートでベニスの中心まで渡り、ヴェネチアの夜景をお楽しみください。ゴンドラの船着場ま
で少し歩き、ベニス名物のカラフルな手描き図柄で飾られた美しいゴンドラに乗りこみます。ゴンドラ
を漕ぐゴンドリエになる事はヴェネチア人の特権であり、それぞれ愛情を込めて手入れをする自分のゴ
ンドラに大きなプライドを抱いています。 



長い経験を持つゴンドリエが巧みに船を操って狭い運河を滑ってゆくにつれて、説明の要らない程美し
い光景が広がってゆきます。ゴンドラは優雅に石の橋の下を抜け、バルコニーのある運河沿いの建物の
間を縫って進んでゆきます。途中何隻かのゴンドラが合流してゴンドリエたちが楽しいセレナーデのミ
ニコンサートを披露してくれる頃には、ロマンチックな気分が頂点に達するでしょう。 
ゴンドラ乗船体験が終わり次第モーターボートに戻り、船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはゴンドラと徒歩で行います。ゴンドラの船着場までは石畳みの道路を２０分歩い

ていただきます。船着場では行列に並んで順番を待つ場合があります。ゴンドラの乗り降りに
は十分に足元をご注意ください。乗り下りには機敏な動きを要求されます。必ずヒールの無い
滑り止め付きの靴をお履きください。ゴンドラに乗っている時間は約３０分から４０分で、ガ
イドは付かず、道中の説明もありません。１隻のゴンドラには６名まで乗船できますが、夕暮
れのゴンドラ体験では１隻に４名までとなっています。このツアーは大雨で強風、潮の満干に
よっては場合には運行中止となる場合があります。 

                                             
 

ムラーノ島ガラス工場見学とブラーノ島観光 
MURANO CLASS & BURANO  
ツアー番号：VCE022 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄６９～(３～１２)  
所要時間：約５時間  
 
モーターボートでヴェネチア・ラグーンに点在する島々を巡ります。サンマルコ付近ではドゥカーレ宮
殿、サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の優美な外観を楽しみ、更にサンテレナ島、アルセナーレ、
サンピエトロ・ディ・カステッロ教会、そしてベニス市民全体の墓地の役割を果たしている島を見て回
ります。ムラーノ・ガラスにとって１６世紀は最も重要な世紀でした。それまでガラス作りの秘術が外
部にもれるのを防ぐ為に、完全に封鎖されていたこの島が解放された時代だったからです。そして高品
質で芸術性の高いムラーノ・グラスは世界中でもてはやされる様になったのです。ムラーノ・ガラス工
場を訪れ、熟練ガラス工の見事な吹きガラスの技をご覧下さい。またムラーノ・ガラス特有の色彩と形
を備えたガラス製品が陳列されている工場のギャラリーでショッピングもお楽しみください。 
ムラーノ島の訪問後は再びボートに乗りこみ、ブラーノ島に向かいます。この小さな漁村についてガイ
ドから説明を受けた後、上陸して鮮やかな色彩に塗られた家々やお土産店を見て周ります。ブラーノ島
は現在でも地元の婦人たちが編み上げている繊細なヴェネチアン・レース作りで有名な島です。埠頭に
戻る前にはブラーノ・レース・ギャラリーの見学もお楽しみください。。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行います。ツアー中は大部分徒歩での移動となります。

ヒールの無い歩きやすい靴でご参加いただくことを勧めします。ガラス工場では数個所階段を
上り下りする場所があります。ガラス工場でのデモンストレーションは数分でおおまかなガラ
ス作りの行程を見せるもので、実際の製品づくりをお見せするものではありません。 

                                             
 
ゴンドラ体験 
GONDOLA RIDE  
ツアー番号：VCE026 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３７～(３～１２) 
所要時間：約４時間 
 
埠頭からベニスの中心地までモーターボートで移動します。到着後徒歩でゴンドラの船着場まで行き、
素晴らしい手描きの彩色が施されたゴンドラに乗船します。ゴンドラで狭い運河の間を縫って、石の橋
の下を通り、美しいバルコニーが付いた運河沿いの建物のそばを通り抜けます。ベニスで最も有名な交
通手段であるゴンドラが水面を滑る様に進んでゆく中をゆっくりと寛ぎながら美しい眺望をお楽しみく
ださい。 
ゴンドラ体験の後は思い思いのペースで自由にベニスを楽しんでいただけます。サンマルコ広場を散策
し、高く聳えている印象的な鐘楼や、対岸の壮麗なサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の景観を楽し
むか、それとも近くのオープン・カフェの椅子に座ってゆっくりとリラックスするなどお好きな様にお
過ごしください。また広場界隈には有名ブランドショップやブティックが並んでいますので、お買い物
も十分楽しめます。 
その後は指定された集合場所でガイドと合流し、モーターボートで船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボート、ゴンドラ及び徒歩で行います。ゴンドラの船着場までは石畳み

の道路や橋を２０分歩いていただきます。船着場では行列に並んで順番を待つ場合があります。



ゴンドラの乗り降りには十分に足元をご注意ください。乗り下りには機敏な動きを要求されま
す。必ずヒールの無い滑り止め付きの靴をお履きください。ゴンドラに乗っている時間は約３
０分間で、ガイドは付かず、道中の説明もありません。１隻のゴンドラには６名まで乗船でき
ます。このツアーは大雨で強風、潮の満干によっては場合には運行中止となる場合があります。
教会内部の見学では適切な服装を心がけてください。またモーターボートは長い間停泊できま
せんので決められた集合時間をお守りください。遅れた場合はご自身で船までお戻りいただき
ます。 

                                             
 
ヴェローナ自由観光 
VERONA OWN YOUR OWN 
ツアー番号：VCE177 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄６４～（３～１２） 
所 要時間：約６時間 
 
この素晴らしい都市をあなたのお好きなように自由観光するのに最適なツアーです。 
約２時間３０分自由に観光します。数あるレストランの中から一つを選び昼食をとったり、ショッピン
グをしたり、カフェでリラックスしながら雰囲気をお楽しみください。 
おすすめの場所は、 
アレーナ：紀元前３０年に建てられ、かつてコロッセオと肩を並べました。ローマ世界で３番目に大き
い闘技場です。いったん市内のすべての住民が集まれば、剣闘士の戦闘場面を彷彿とさせるでしょう。 
エルベ広場：この広場はヴェロネーゼの生活の中心となっています。ヴェネチアの獅子が広場の頂上で
北の方を向いて立っており、１４０５年のヴェネチア共和国による併合を象徴しています。 
シニョーリ広場：詩人ダンテの１９世紀時代の彫像が広場を飾っており、この像はヴェローナの法廷で
ある、１４世紀の Palace of Reason をじっと見つめています。ダンテ像の後ろには Renaissance Loggia 
del Consiglio があります。 
ジュリエットのバルコニー：ロミオは No.27 Via Cappello のジュリエットの家のバルコニーを登ったと
言われています。小さな中庭で少し立ち止まって写真を撮るもよし、永遠の愛を求めた訪問者が壁に彫
った名前を見て楽しむのもよしです。 
エスコートに指定された時間になりましたら、バスへ戻っていただきベニスに向かいます。 
 
ご案内：ヴェローナへの時間は片道約１時間３０分です。バスの駐車場から２０分歩きます。自由時間

中にどのくらい歩くかはお客様次第です。平らな歩きやすい靴での参加をお勧めいたします。
ユーロや主要なクレジットカードはお買い物の際お使いになれます。公共のお手洗いを使う場
合はコインが必要となります。昼食はご自由にお取りください。 

                                               
 

カナルグランデに浮かぶパラッツオでのティータイム 

TEA AT THE PALAZZO ON THE GRAND CANAL 
ツアー番号：VCE195 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄１２０～（３～１２） 
所 要時間：約２時間４５分 
 
カナルグランデを見下ろすことのできる魅力的な宮殿の中にある正真正銘の伯爵夫人の家を訪れてお楽
しみください。 
個人で船に乗り、豪華なモーターボートでベニスの運河に沿って進み、カナルグランデの中心部である
ナニ・ベルナルド・パラッツオの入口へと向かいます。 
この宮殿は、ベルナルド家に許可を得たヴィットリアが設計し、１６世紀半ばに建てられました。現在
はフレスコ画法で全体を覆われている正面部分ですが、元々庭を見渡すことの出来る側部でした。その
庭には、カ・レッツォーニコがあります。カナルグランデに合わせるため、新しいイタリア風の庭が数
世紀前に追加建設されました。ルネサンスからバロックに移り変わる時に建設された建物は、二つのメ
インフロアにアクセスできるように設計された階段が特徴です。 
宮殿では、伯爵夫人やその親戚の人々と実際に会うことができます。伯爵夫人に歓迎された後、紅茶や
コーヒーを飲んでリラックスしてください。そして船に戻る前に、美味しいヴェネチアのパン菓子をお
楽しみください。 
 
ご案内：このツアーにはほとんど歩く時間は含まれませんが、モーターボートの乗り降りや、パラッツ

オまでの約７０段階段を歩きます。  
                                               
 



カサノヴァ徒歩観光 
CASANOVA WALKING TOUR 
ツアー番号：VCE197 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄９０～（３～１２） 
所 要時間：約４時間３０分 
 
最初に、カ・レッツォーニコ美術館に停車します。現在１８世紀のベニスについての美術館となってい
るこの壮大な宮殿は、最も素晴らしいバロック式建築家であるバルダッサーレ・ロンゲーナによって、
ボン家のために建築されました。Mestrovich のコレクションを、ティントレットとボニファーツィオ・
ヴェロネーゼの作品とともにお楽しみください。また、絵画、彫造、フレスコ画法の天井、そして１８
世紀の家具のコレクションもご覧ください。 
ピアノ・ノビーレを歩くと、永遠のコレクションとなっている衣服やアクセサリーをご覧になれます。
これらのコレクションはヴェネチアの源であり、貴族によって見出された職人の技術の高さを表してい
ます。ガイドの魅力的な解説と、歴史的にも有名な景観とともにツアーをお楽しみください。 
美術館を訪れた後、カサノヴァの生れ故郷である the Calle Malipiero を通りつつ、サンマルコ広場へ
と移動します。船へ戻るまでの時間、自由時間をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩での観光となります。平らでない道や橋をかなりの距離歩

くツアーです。底の平らで歩きやすい靴での参加をお勧めします。 
                                               
 

ブレンタ川と邸宅観光 
BRENTA RIVERS AND VILLAS 
ツアー番号：VCE198 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄９０～（３～１２） 
所 要時間：約５時間 
 
ベニスからバスで４５分移動した後、マルコンテンタに到着し、パッラーディオ建築のフォスカリ邸を

訪れます。フォスカリ邸はベニスからそう遠くないところに位置するミーラにある貴族邸宅です。イタ

リアの建築家であるアンドレーラ・パッラーディオによって建設されました。ラ・マルコンテンタと称

されており、これは、伝えられるところでは、戦争の任務に失敗したフォスカリ家の１人の配偶者がこ

の邸宅に監禁されたことに由来しているそうです！ 

邸宅と庭を観光した後、再びバスに乗っていただき、ブレンタ川にそって移動します。解説を楽しみな

がら、絢爛たる河畔の邸宅をご覧ください。ストラに到着した後、壮大なピサニ邸を訪れます。有名な

ピサニ家の見事な邸宅はかつて王や皇帝を招いていました。今日では、１８世紀から１９世紀の美術作

品や噴水を保存している国立美術館となっています。魅力的な庭は今でも実在しており、過去と見劣り

しないくらいです。有名な迷宮や、価値ある柑橘類の果実コレクション、植物や花のグリーンハウスも

今なお健在しています。「ここにある全ての物が視界に悦びを与え、私たちを満足させてくれる。」と、

かつて Almoro Pisani は誇らしく自慢しました。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。約２時間、平らでない道や約３０段の階段を歩

きます。底の平らな歩きやすい靴での参加をお勧めいたします。帽子、日焼け止め、お水をお
忘れなく。 

                                               
 
 
 



 
 

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 重要です。従ってキュナード社はすべてのショアエクスカーション運行業者が保険へ加入済み

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ショアエクスカーションの代金 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

す。 
 

出発時間と日程 

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

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

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

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

ョンの種類は船や寄港日により異なります。 
 

ショアエクスカーションの順番待ちについて 

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

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

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

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

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

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

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



時間や料金などが変更になっている場合がありますのでご確認下さい。クルーズ開始後、取消待ちのショアエクスカーションが繰り

上がり、船内で空席があればお申し込みいただけ船内口座に請求させていだきます。 
 
取消料と払戻し 
ほとんどの予約済みのショアエクスカーションの取消又は変更は出港の３日前までは無料で受け付けるので、ボヤージ･パーソナ

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

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

 (i)事前に支払い済みのツアー 

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

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

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

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

のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

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

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

ショアエクスカーションには催行 低人数が設けられており、催行 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 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 良のバスを手配致し

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

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

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

は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

活動やツアーで提供されるものと異なる場合がありますのでご注意下さい。 

 


