
 
 

 
                            

                                   

 

 

 

 

 

クイーン・ヴィクトリア 
 

ワールドクルーズ 2019 年 
サウサンプトン～サンフランシスコ 

 
ショアエクスカーション案内 

 

ハミルトン 

ポート・カナベラル 

フォート・ローダーデール 

アルバ島 

カルタヘナ 

プンタレナス 

カボ・サン・ルーカス 

サンフランシスコ 

 

 ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 

詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[シンボルマーク]  

英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 

ツアー選択の目安となさって下さい。 

 【健脚レベル：低】観光バス等によるツアー。 

平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り下りを伴います。 

 
【健脚レベル：中】上記よりアクティブなツアーです。 

ある程度の距離の歩行や階段の上り下りを伴います。 

 
【健脚レベル：高】さらに活動的なツアーです。 

体力的に自信のある方のみにお勧めします。 

 【ショッピング】ツアー中に買い物のための時間をお取りします。 

 【食事付き】ツアーに食事が含まれています。 

 【休憩付き】ツアーに飲み物または軽食が含まれています。 

 
【ファミリー】ファミリーにおすすめです。 

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

日本語版(概要)です。詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせ下さい。 

 

・ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承下さい。 

 

・ エクスカーションは事前予約が可能です。 

その場合、ご予約と同時にクレジットカードでのお支払いが必要です。 

船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。 

船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。 

 

・ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。 

 

・乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込み頂けません。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【重要なご案内】 

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

 

責任 

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

旅行保険 

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

入ください。 
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ハミルトン 
Hamilton 
 

 
南海岸の景観＆ハミルトン 
South Shore Scenery & Hamilton 
ツアー番号：BDA002 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄５９～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
エアコンの効いたタクシーでワーウィック・ロング・ベイからホースシュー・ベイまで約１．６キロメー
トルの距離にある、まるで絵画に描かれているような美しい南海岸沿岸公園を探索します。王立海軍造
船所を離れると、ドライバーが美しいバミューダの島について説明をしてくれます。その歴史は小さい
コテージであるヘイドン・トラスト・チャペルがあった１６１６年まで遡ります。そして世界 小のドロ
ーブリッジであるサマーセット橋を渡り、バミューダの美しいピンクの砂浜を見られるビューポイント
に到着します。この景観ドライブで多くの小さな湾やカラフルな石灰岩の家を通り過ぎた後は、ギブス
ヒル灯台で写真を撮ることができます。これは世界で も古い鋳鉄の灯台の一つであると言われていま
す。この灯台は１８４６年に完成し、約３５メートルの高さがあり、その光は海を約６４キロメートル照
らすことができます。賑やかなハミルトンの町に到着すると、港に帰る前にフロントストリートのブテ
ィックを訪れる自由時間があります。 
 
ご案内：このツアーはタクシーにて行われます。タクシー１台には６人まで乗車できます。ハミルトン

での自由時間は約１時間です。自由時間中に歩く距離はお客様の計画によって異なります。 
 
 
バミューダ・バイクツアー 
Bermuda Bike Tour 
ツアー番号：BDA015 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄６６～（１０～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
ボート（またはバス）でピックアップポイントに移動し、トレッキングマウンテンバイクと着用義務のバ
イクヘルメットを受け取ります。受け取った後に乗車と安全に関する説明を受けると、独自のバミュー
ダ鉄道トレイルに沿ったサイクルツアーが始まります。自転車に乗っている間、ガイドは途中で興味深
い様々なポイントで停止します。多くの地域では道を包み込むように咲いているたくさんの木々、植物、
花々をご覧になれます。サイクリングの終わりには、時間が許す限りビーチで泳いでリフレッシュする
ことができます。 
 
ご案内：このツアーはボートまたはバス、自転車にて行われます。ボートでの移動はカヤックツアーの

お客様と相乗りとなり、移動時間は約２０～２５分です。この移動はバスで代用される可能性
があります。１０歳未満のお子様は参加できません。自転車に乗り様々な種類の道路を約９．
６キロメートル走ります。乗り物に乗る時間は、そのグループによって変わります。身長が１
５３センチ未満の方は参加できません。つま先が閉じた靴と軽い衣服を着用することをお勧め
します。バックパックスタイルのバッグがお勧めです。タオル、日焼け止め、ボトル入りのお
水、帽子をご用意ください。 

 
 
王立海軍造船所をセグウェイで走る 
Royal Naval Dockyard by Segway 
ツアー番号：BDA018 
ツアー料金：大人＄１００～  
所要時間：１時間３０分 
 
この革命的な乗りものは、環境に優しく、バミューダの史跡を全く違った方法で見て回ることができま
す。まず初めに、ガイドによる安全に関する簡単な説明と十分なトレーニング・セッションから始まり
ます。セグウェイを操作できるようになった後は、歴史ある王立海軍造船所を出発し、ガイドの案内に
従って史跡をいくつも巡ります。 
ガイドの説明を聞きながら、美しい海の光景や、クロック・タワー・センター、 
Casemates Prison、ガラス細工とラムケーキの工場、由緒ある帆船格納庫といった建物を 
順にご覧いただけます。 
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ご案内：このツアーはセグウェイに乗車します。１６歳未満の方はご参加いただけません。また、体重
制限があり、４４キログラムから１２７キログラムまでの方が対象です。 

 
 
バミューダ＆クリスタルケイブ 
Bermuda & the Crystal Cave 
ツアー番号：BDA013 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄６５～（４～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
港からのドライブで、くつろぎながら島の美しい景観をお楽しみください。美しいパステル色の家、砂
浜、青い海岸線を眺めることができます。その後、ガイドと共に自然の素晴らしさを楽しめるクリスタル
ケイブツアーに向かいます。８１段の階段を下り地下約３６メートルまで降りると、透明な湖をご覧に
なれます。見下ろせば、地下１５メートルの地中で壮大な景観が広がっており、見上げれば、天井から鍾
乳石が垂れ下がっています。この洞窟は２人の男の子が無くなったボールを探しているうちに発見した
もので、「バミューダの真の隠された宝」と呼ばれています。ツアーの終わりが近づき、埠頭へ戻るドラ
イブの途中にもより多くのバミューダ諸島の景色をお楽しみいただけます。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。参加人数が限られますので、お早めにお申し込

みください。参加される方は良好な健康状態である必要があります。このツアーでは約１時間
３０分歩きます。洞窟に出入りする際、８１段の階段を昇り降りする必要があります。たいへ
ん滑りやすくなっている個所があるのでご注意ください。滑りにくくヒールの無い歩きやすい
靴でご参加ください。訪問するのはクリスタルケイブであり、ファンタジーケイブではありま
せん。４歳未満のお子様は参加できません。 

 

 

バミューダでセーリングと遊泳 
Bermuda Sail & Swim 
ツアー番号：BDA004 
ツアー料金：大人＄７３～ 子供＄５２～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
全長１５メートルのカタマラン船に乗って優雅な朝を楽しんだり、バミューダの蒼い海を泳いだりしま
しょう。船は美しい自然や１００年前のバミューダ要塞の遺構を通過していきます。バミューダにおけ
る人々の暮らしについての質問にはクルーが答えてくれます。 
カタマラン船はバミューダの美しい島々が連なる海岸線から も遠くの、喧騒から隔絶されたポイント
に錨を下ろします。そこでは、シュノーケリングで水中世界を探検したり、スイミングでリフレッシュし
たり、あるいは単にカタマラン船でゆったりと横になって日光浴をしたりと、自由な時間をお過ごしくだ
さい。１時間もすると、島の音楽に迎え入れられながらカタマラン船に乗り込みます。爽やかなラム・ス
ウィズルを楽しみながら、船の待つ港へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはカタマラン船に乗船します。船上ではキャッシュバーが利用いただけますので、

追加のドリンク購入を希望される場合は現地通貨をお持ちください。タオル、水着、及び日焼
け止めを忘れずにお持ちください。泳げる方のみが遊泳及びシュノーケリングをしていただけ
ます。泳げる場所は天候により変更になる場合があります。 

 

 

歴史、隠れ家＆有名な邸宅 
History, Hideaways & Famous Homes 
ツアー番号：BDA006 
ツアー料金：大人＄６１～ 子供＄４０～（３～１２歳）  
所要時間：２時間 
 
２デッキモーターボートでこの面白い観光クルーズの旅にご参加ください。海岸線に沿ったこの楽しい
ツアーでは、歴史的事柄だけでなく島に関するユーモラスな話をたくさん知ることができます。 
パステルカラーで塗装された歴史的な植民地時代の住宅だけでなく、「ミリオネアズ・ロウ」として知ら
れる独特の地域をご覧になれます。ミリオネアが集まるこの地域には、マイケル・ダグラスとキャサリ
ン・ゼタ・ジョーンズや、娘がチャーリー・チャップリンと結婚した劇作家ユージン・オニール、オズの
魔法使いで有名になった挿し絵画家 WW.デンスロウなどの家があります。 
また、西半球で も古い鋳鉄の灯台であるギブスヒル灯台などの伝統的なバミューダの名所や、ボート
でのみアクセス可能な静かな島の隠れ家をご覧になれます。バミューダの絶妙なターコイズブルーの海
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を静かに巡りながら島の過去と現在、動植物と素晴らしい海洋生物についてより詳しく学びましょう。 
 
ご案内：このツアーはボートにて行われます。トップデッキに上るには６段の梯子を登る必要がありま

すが、上るかどうかはお客様の自由裁量です。 
 
 
カヤック・エコアドベンチャー 
Kayak Eco Adventure 
ツアー番号：BDA008 
ツアー料金：大人＄７３～ 子供＄４５～（８～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
ボート（またはバス）に乗り込み、地元のビーチサイトに移動し、カヤック、ライフジャケット、シット・
オン・トップ・ダブル・カヤックについて説明を受けます。このナレーション付きの海岸線のツアーでは
ガイドが気象条件に応じて 適な場所とルートを選択します。 
海岸線に広がる岩場、無人島やビーチをご覧ください。途中で、バミューダ・ロングテールやサギなどの
海岸線の鳥の生活や、さまざまなサンゴや海洋生物を見ることができます。カヤックで冒険した後は、ビ
ーチで自由な時間を過ごして、日光浴したり、飲み物を楽しんだり、時には海に入ったりしてからボート
に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはボートまたはバス、カヤックにて行われます。ボートでの移動はバイクツアーの

お客様と相乗りとなり、移動時間は約２０～２５分です。この移動はバスで代用される可能性
があります。８歳未満のお子様は参加できません。健康状態が良好で泳ぐのが得意な方にお勧
めのツアーです。水に濡れることが多いツアーです。カヤッキングの時間は約４５分、ビーチ
での時間は約２０分です。服の下に水着を着て、タオル、日焼け止め、ミネラルウォーター、
帽子をご用意ください。カヤックは２人で合計１７７キログラムまでの体重の方が乗ることが
できます。身長が１２２センチ未満の方は参加できません。 

 
 
バミューダ・グラスボトムボート 
Bermuda Glass Bottom Boat 
ツアー番号：BDA005 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄３０～（３～１２歳）  
所要時間：２時間 
 
カスタマイズされたグラスボトムボートで、２時間のクルーズをお楽しみください。バミューダを囲む
魅力的なサンゴ礁体験では、クリスタルのように透明で澄んだブルーの海に生息するカラフルな魚を見
ることができます。水中のワンダーランドを航海している間は、現地のガイドが様々な興味深いポイン
トを教えてくれ、現地の知識を得ることが出来ます。難破船ビクセンや餌をあげると群がってくる活気
のある様々な魚の姿は驚くべきものです。 
 
ご案内：このツアーはグラスボトムボートにて行われます。ボートのトップデッキには３段の階段があ

り、ボートの底に行くには２段の階段を降りる必要があります。海洋生物が見られるかどうか
は保証できません。 

 
 
バミューダで景観クルーズ 
Bermuda Scenic Cruise 
ツアー番号：BDA007 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５６～（３～１２歳）  
所要時間：２時間３０分 
 
全長１５メートル、特注の双胴船がこの魔法の島の美しい秘境を進んでいきます。ハンモックの上で日
光浴をしたり、室内でリラックスしたりしてお楽しみください。 
有名なランドマークであるパステルカラーの家の立ち並ぶ景観を眺めながら、知識豊富で愉快なクルー
がバミューダの豊かな歴史や文化について教えてくれます。過去から現在に至る著名な住人の家を垣間
見ることもできます。船上では、名高いホートンズ・ブラックラムケーキの低カロリーで美味しいケー
キを、ホットチョコレートやレモネードと一緒にお召し上がりいただけます。 
 
ご案内：このツアーは双胴船にて行われます。参加者は通路を渡り、階段を上って双胴船に乗り込む必

要があります。双胴船にはキャッシュバー、ギフトショップおよびお手洗いがあります。 
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バミューダ・トロリーツアー 
Bermuda Trolley Tour 
ツアー番号：BDA010 
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄２２～（３～１２歳）  
所要時間：１時間 
 
トロリー列車に乗って、バミューダの歴史あるロイヤル・ナショナル・ドックヤードと絵のように美しい
景観のナレーション付きツアーをお楽しみください。ツアーコンダクターは、ユーモラスな物語、様々な
逸話や歴史的事柄について語ります。バミューダ海事の歴史的要素が豊富なドックヤードコンプレック
スを見ながら、大英帝国の全盛期まで時を遡りましょう。エレガントな古いヴィクトリア朝の海軍の建
物を通過します。これらは現在レストラン、ショップ、クラフトワークショップに変わりました。ドック
ヤードを出ると、美しく保護され、現地の人にピクニックスポットとして人気があるラグーンパークを
通ります。バミューダの息を呑むように美しい海岸線とサマセットビレッジを通って、王立墓地で停車
します。ドックヤードコンプレックスに戻るとトロリー列車は時計塔のショッピングモールで停車しま
す。ここで下車するか、またはそのまま乗って船に帰るか選ぶことができます。 
 
ご案内：このツアーはトロリー列車にて行われます。参加人数が限られますので、お早めにお申し込み

ください。このツアーではほとんど歩きませんが、トロリー列車に乗る際には高い段差を上る
必要があります。時計台で下車するお客様は、船に戻る際に少しの距離を歩く必要がありま
す。 

 
 
鉄道線路沿いのハイキングとビーチ 
Railway Trail Hike and Beach 
ツアー番号：BDA017 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄６４～（３～１２歳） 
所要時間：３時間３０分 
 
快適なミニバスに乗って港を離れ、ウエスト・エンドを眺めながらエリーズ・ハーバーへ向かいます。
到着するとオリエンテーションと安全に関する諸注意があり、その後バミューダ鉄道沿いのガイド付き
自然ハイキングが始まります。 
この自然ハイキングは、お客様に 大限楽しんでいただけるよう、年齢や健康状態によってグループに
分けられ適切なペースでツアーが行われます。ハイキング中はガイドが平坦な道の途中の様々な場所で
止まり、この緑と歴史と人とが織りなす景色について説明してくれます。歴史ある Fort Scaur や 17 世
紀に栄えた Mott 家の広大な邸宅といった素晴らしい景色をお楽しみください。また、バミューダの豊
かな植物や動物について沢山の知識を得ることができます。 
ハイキングの後は、無料の飲み物を飲んだり、ビーチで泳いだりしてリラックスしながらお過ごしくだ
さい。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。スイミングスーツの上からトレーナーや軽量の

上着を着てご参加ください。飲料水は提供されますが、タオルやカメラなどはご用意くださ
い。 

 
 
バミューダ島ドライブ 
Bermuda Island Drive 
ツアー番号：BDA014 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄６６～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
景観を楽しむこのツアーは、王立海軍造船所を通って世界 小のドローブリッジを含むサマセットビレ
ッジに入ります。ギブスヒル灯台で簡単に写真を撮り、海抜約３６メートル近くの高さまで登ります。サ
ウスショアのビーチのピンクの砂と青空の青い海という印象的な景色をお楽しみください。 
世界遺産に登録されているセントジョージに到着すると、狭く曲がりくねった路地、石畳の通り、絵に描
いたようなコテージ、美術館が見られ、この特徴的な町を撮影する時間が設けられます。ノースショアロ
ードに沿って、フラットの村を通り、バミューダの首都ハミルトンの賑やかな都市に到着します。桟橋に
戻る前に、有名なフロントストリートを眺める自由時間があります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスにて行われます。車椅子やベビーカーにお乗りの方はご乗車できませ

ん。ハミルトンでの自由時間は約３０分です。自由時間中に歩く距離はお客様の計画によって
異なります。 
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ポート・カナベラル 
PORT CANAVERAL 
 
 
ディズニー・マジックキングダムへの送迎 
Transfer to Disney Magic Kingdom® 
ツアー番号：PCV011 
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄３５～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
ディズニー・マジックキングダムに到着するとまず、入り口でチケットを買います。 
それからはお楽しみの時間です。このテーマパークは世界中で有名で、スリルのあるアトラクションと
素晴らしいエンターテイメントを備えた素敵なファンタジー・ワールドです。 
あなたの願いを叶える日になるでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ガイドはついておらず、昼食、軽食およびディズニ

ー・マジックキングタムへの入場料は含まれておりません。現地の職員がバスに同乗します。
チケットブースで列に並ぶことがありますので、時間を無駄にしないために個人で事前にオン
ラインでチケットをお求めいただくことを強く推奨いたします。混雑ピーク時には、チケット
の販売が制限されることもあり、また入り口やアトラクション待ちの列に一時間以上並ぶ場合
もあるので、当日はよくご注意ください。1日では全てのアトラクションを回ることは難しい
場合があります。帰りのバスについては遅れた参加者を待てない場合がありますので、帰りの
集合時間と場所については十分にご注意ください。船からオーランドへの送迎は片道約１時間
です。アメリカ・ドルやクレジットカードおよびデビットカードはお買い物時にご利用いただ
けます。当日は、いくつかのアトラクションが利用停止になっていることがありますので、ご
了承ください。 

 
 
ユニバーサルスタジオ・オーランドへの送迎 
Transfer to Universal Studios Orlando™ 
ツアー番号：PCV012 
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄３５～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
ユニバーサルスタジオに到着するとまず、入り口でチケットを買います。 
このリアルな映画とテレビの世界では、驚きのアトラクション、ショー、映画のセットの数々をお楽し
みいただけます。ここは世界で唯一「映画の世界に入り込む」ことができる場所であり、どんな年代の
方でも満喫できます。 
ユニバーサルスタジオで、他にはない体験をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ガイドはついておらず、昼食、軽食およびユニバー

サルスタジオへの入場料は含まれておりません。現地の職員がバスに同乗します。チケットブ
ースで列に並ぶことがありますので、時間を無駄にしないために個人で事前にオンラインでチ
ケットをお求めいただくことを強く推奨いたします。混雑ピーク時には、チケットの販売が制
限されることもあり、また入り口やアトラクション待ちの列に一時間以上並ぶ場合もあるの
で、当日はよくご注意ください。1日では全てのアトラクションを回ることは難しい場合があ
ります。帰りのバスについては遅れた参加者を待てない場合がありますので、帰りの集合時間
と場所については十分にご注意ください。船からオーランドへの送迎は片道約一時間です。ア
メリカ・ドルやクレジットカードおよびデビットカードはお買い物時にご利用いただけます。
当日は、いくつかのアトラクションが利用停止になっていることがありますので、ご了承くだ
さい。 

 

 
ケネディ宇宙センターと“接近体験” 
Kennedy Space Centre™ & 'Up Close Experience' 
ツアー番号：PCV006 
ツアー料金：大人＄１４２～ 子供＄９８～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
ケネディ宇宙センターを訪れ、ガイドつきのツアーでアメリカの宇宙開発のスリリングな過去、現在、
そして未来を学ぶことができます。 
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アポロ８号の発射を追体験できるアポロ/サターン Vセンターを訪れた後は、世界に３台あるうちの一
つ、実際のサターン５号ロケットを見学します。5.5 ストーリー・ハイ・IMAX スクリーンでプレゼンテ
ーションを受けた後、ビジター・コンプレックスに入り原寸大の模型やアトランティス展示場などを見
学します。 
このツアーの も注目すべきポイントは、ケネディ宇宙センターの「アップ・クロース・ツアー」でし
ょう。トレーニングを受けた宇宙の専門家にによる解説付きで、スペースシャトル計画について準備か
ら発射までを学べる 2時間のコースをお楽しみください。2つの発射台や組み立て施設、シャトル発射
施設などを間近で見ることができます。全てを終えると、世界で も大きな宇宙船発射施設に関してお
おいに学べるでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。この宇宙センター、あるいは特定の展示場は予告な

しに閉鎖されることがあります。このツアーは、行程の柔軟性を保つために昼食は含まれてい
ません。宇宙センターの内部にはたくさんのダイニングスペースがあり、昼食はそこで購入で
きます。現地通貨を忘れずにお持ちください。ケネディ宇宙センターは非常に人気のある施設
ですので、列に並ぶ場合があります。 

 

 
ポントゥーン・ラグーンでの野生動物クルーズ 
Wildlife Pontoon Lagoon Cruise 
ツアー番号：PCV008 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄６０～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
ココアビーチ・サウザンドアイランドを回る２時間のクルーズをお楽しみください。インディアン川と
バナナ川の河口の礁湖に位置するサウザンドアイランドは、防波島の裂け目のところに強烈な高波が襲
ったことで形作られました。この高波は、自生したマングローブの島々を通る入り組んだ狭い道と水路
も作り出しました。 
このツアーでは、ミサゴ、オオアオサギ、トキ、コウノトリ、ペリカンといった多様な種類の鳥を観察
することができるでしょう。加えて、水路の中に住むイルカやマナティ、ワニなども探してみてくださ
い。クルーズ中にはソフトドリンクが提供されます。船長やクルー達によるこの島の生態系に関する解
説に耳を傾けてみましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスとボートにて行われます。野生動物を観察できる保証はありません。日焼け

止め、ジャンパーまたは軽量のジャケットをお持ちください。参加人数が限られていますの
で、お早めにお申し込みください。 

 

 
ケネディ宇宙センター 
Kennedy Space Centre™ 
ツアー番号：PCV001 
ツアー料金：大人＄１２８～ 子供＄７５～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
ケネディ宇宙センターに一度入場すると、あらゆるモノのスケールの大きさに驚くでしょう。5.5 スト
ーリー・ハイ・IMAX スクリーンでの宇宙旅行のプレゼンテーションをお楽しみください。 
アポロ８号の発射を追体験できるアポロ/サターン Vセンターを訪れた後は、世界に３台あるうちの一
つ、実際のサターン５号ロケットを見学します。ルーナー・シアターの前列の席で月面着陸する様子を
お楽しみください。また、スペースシャトル発射台に乗ってみたり、世界でただ一つのロケット・ガー
デンを散歩したりするとができます。アトランティス展示場の端から端まで歩いてみたら、次はシャト
ル発射体験へ移動しましょう。このシミュレータはシャトル発射の衝撃を音と映像で再現します。 
ツアーを 大限楽しんでいただくため、ガイドはゲストがセンターのアトラクションを体験している
間、次の行程でトラブルが起きないよう準備をしています。 
このツアーではビジター・コンプレックスを訪れずに終了することになります。宇宙センター内では、
小さなギフトショップがあるので、ご友人やご家族の喜ぶようなお土産を探してみてはいかがでしょう
か。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。安全上の理由から、アメリカ政府および NASA が予

告なしに特定の展示場あるいはエリアを閉鎖することがあります。このツアーは、行程の柔軟
性を保つために昼食は含まれていません。宇宙センターの内部にはたくさんのダイニングスペ
ースがあり、昼食はそこで購入できます。現地通貨を忘れずにお持ちください。保安検査の一
環として、入場の際には手荷物検査を受ける場合があります。小さなハンドバッグのみが携帯



7 
 

を許されます。ピンセットのような鋭利な器具は持ち込まないようにお願いいたします。ケネ
ディ宇宙センターは非常に人気のある施設ですので、列に並ぶ必要がある場合があります。 

 

 
フロリダ・エアボート・アドベンチャー 
Florida Airboat Adventure 
ツアー番号：PCV002 
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄６９～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
セントジョン川を渡るこのツアーでは、風で帽子が飛ばされてしまわないようしっかりと押さえておい
てください。 大時速４８キロメートルものハイスピードで水面を切り裂きながら、沼地の中の高速水
路を通って素晴らしい景観の湿地に向けて進んでいきます。 
ツアーの間、ワニやヘビ、ミサゴやカメといった動物を触れられるほど近くで見ることができます。ま
た、ワシやタカ、ツル、シラサギ、サギといった鳥類が舞い上がる姿を見ることができるかもしれませ
ん。ツアーを 大限お楽しみいただくために、ナレーションが流れるノイズキャンセル付きヘッドセッ
トをご着用ください。 
 
ご案内：このツアーはバスとエアボートにて行われます。このツアーではほとんど歩きませんが、ボー

トに乗るまでには草原地帯を歩く必要があります。エアボート乗船時間は約４５から６０分で
す。野生動物を観察できる保証はありません。ジャンパーまたは軽量ジャケットをお持ちくだ
さい。 

 
 
フロリダ・ショッピングモールへの送迎 
Transfer to ‘The Florida Shopping Mall’ 
ツアー番号：PCV014 
ツアー料金：大人＄４８～ 子供＄３９～（３～１２歳）  
所要時間：７時間 
 
オーランドのポート・カナベラルから車で１時間強のところにあるのがフロリダ・モールです。ここは
２５０以上の店舗を備えた、フロリダで も巨大な屋内型ショッピングモールの 1つです。 
モールでは、約４時間ショッピングをお楽しみください。デザイナーによる洋服やスポートウェア、宝
石類、香水、ギフトから電化製品までありとあらゆる製品を備えています。マーシーズやシアーズとい
ったよく知られたデパートもあります。 
モール内には多くのレストランや軽飲食店があります。昼食や休憩はこちらでお取りください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ガイドはついておりませんが、現地の職員が同行い

たします。自由時間中に歩く距離はお客様の計画によって異なります。バスへの乗り降りのた
めに階段を利用します。買い物のためにアメリカ・ドルをお持ちください。クレジットカード
またはデビットカードもご利用いただけます。キュナード社は、値引きや付け値が利用可能な
場合や何らかの評価や監査を受けていない場合に関して、いかなるサービスも特別に推奨する
意図はありません。これらの全てのサービスは現地のオペレーターあるいは店頭の販売員によ
って提供されています。キュナード社はそれらのサービスに関して信頼性を保証するものでは
ありません。商品に関するご不満は現地のオペレーターに直接お問い合わせください。帰りの
バスについては遅れた参加者を待てない場合がありますので、帰りの集合時間と場所について
は十分にご注意ください。 

 

 
 
フォート・ローダーデール 
FORT LAUDERDALE 
 

 

フラミンゴガーデンズ 
Flamingo Gardens 
ツアー番号：FLL021 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供：＄４８～（３～１２歳） 
所要時間：４時間 
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フラミンゴガーデンズは約２４ヘクタールもの広さを誇る熱帯の楽園です。ここでは約６ヘクタールの
植物園と、怪我をし野生に帰れない動物の永住地となっている野生動物保護区を探索することができま
す。 
フラミンゴガーデンズに到着すると、青々とした自然に囲まれ、亜熱帯の植物園の中を走る３０分間の
ナレーション付きのトラムライドをお楽しみください。その後は２時間１５分間自由時間がありますの
で、園内を自由に探索いただけます。ぜひ、“フリーフライト”という鳥小屋や、初代の土地所有者で
あるフロイドとジェーン・レイの自作農場を訪れてみてください。お土産屋さんを見て回ったり、カフ
ェでリラックスしたり、または園内を一望できるベンガル菩提樹のもとで優雅な時間をお過ごしくださ
い。 
 
ご案内：このツアーはバスとトラムにて行われます。ツアーを 大限にお楽しみいただくには、徒歩が

必要です。しかしこれはお客様の自由裁量です。このツアーでは様々な地形を通り、平坦では
ない道を歩く場合があります。トラムに乗車する際、段差があります。 

 
 
エバーグレーズの冒険 
Everglades Adventure 
ツアー番号：FLL001 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５０～（３～１２歳） 
所要時間：３時間 
 
エバーグレーズに到着後、エアーボートに６０分ほど乗って、ユニークな生態系を観察しましょう。平
底のボートと船尾の大きなプロペラにより、浅瀬の水面をすれすれに飛ぶかのように“海の草地”を進
みます。原住民のインディアン セミノール族はこのソーグラス(湿地性多年草)を“海の草”と呼びま
した。 
エバーグレーズではアリゲーター、熱帯の鳥、固有の魚などの多種な野生生物が生息しています。種類
豊富なショウキン類の鳥が生息していることで有名です。経験豊富なガイドが国立公園の独自の生態系
について説明します。また、ここはアリゲーターとクロコダイルが同じ場所に生息する世界で唯一の場
所でもあります。 
エアーボートの後は公園内を自由に散策し、爬虫類の展示とショーを見て、アメリカのアリゲーターに
関する知識を深めましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスとエアーボートにて行われます。エアーボートに乗る際に大きな段差があり

ます。エアーボート乗り場ではギフトショップとお手洗いがあります。エアーボートのエンジ
ンは大音量のため、耳栓をご用意します。エアーボート乗船中は風に当たり寒く感じる場合が
あるので、ジャケットやジャンパーをお持ちいただくことをお勧めします。 

 

 

サウスビーチとアールデコ地区の自由散策 
South Beach & Art Deco District On Your Own 
ツアー番号：FLL009 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所要時間：５時間 
 
ガイドがサウスビーチの見どころを紹介しますので、自由散策の間に訪れてみましょう。アールデコ地
区では、１９００年初頭のアールデコ様式の建築物をご覧いただけます。 
その後、自由時間に、サウスビーチを散策したり、オーシャン･ドライブに軒を連ねるレストランで食
事をしたり、リンカーン通りでの買い物をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。交通状況によりますが、フォート･ローダーデールからの

送迎時間は４５分ほどです。バスの下車地点はオーシャン･ドライブと５番街の交差点です
が、悪天候の場合はコリンズアベニューとリンカーンロードの交差点となります。自由時間は
２時間４５分～３時間ほどです。 

 
 
陸と海から訪ねるフォート･ローダーデール 
Fort Lauderdale by Land & Sea 
ツアー番号：FLL002 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所要時間：３時間３０分 
 
埠頭を出発し、フォート･ローダーデールの商業地区、美しい白砂のビーチ、深い青色の大西洋、ファ
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ッショナブルなラス･オラス大通りの景色の良いところをドライブし、カラフルなフロリダの景色を写
真に収めましょう。その後、外輪船“キャリーＢ”に乗って、インターコースタル･ウォーターウェイ
沿いを遊覧クルーズする間、船長が“アメリカのベニス”と呼ばれるフォート･ローダーデールの豪華
で有名な邸宅を教えてくれます。船には室内の座席とオープンデッキがあり、スナックバーでは飲み物
をお買い求めいただけます。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボートと徒歩にて行われます。市街地で自由時間中歩く距離は、お客様の

計画によって異なります。“キャリーＢ”ではお手洗いがご利用になれます。 
 
 
マイアミ市内観光 
Miami Highlights 
ツアー番号：FLL018 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄４８～（３～１２歳） 
所要時間：４時間３０分 
 
湾に面した壮麗なヴィスカヤ博物館を訪れます。精巧に装飾され骨董品と調度品が展示された部屋を回
ります。１５世紀から１９世紀のイタリアとフランスに影響を受けたこの邸宅は豪華でヨーロッパ風の
造りになっています。そして、植物と花に囲まれた約４ヘクタールの庭園の散策をお楽しみください。 
その後景観ドライブでは、ビスケーン湾からマイアミビーチへ行き、アールデコ地区とファッショナブ
ルなサウスビーチを眺め、マッカーサー･コーズウェイを渡り、スター･アイランドと世界でも賑わいの
あるマイアミ港をご覧ください。ブリッケル通りは湾沿いに瀟洒な邸宅と近代的なオフィスビルが建ち
並んでいます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。博物館での滞在時間は約４５分で、ガイドはつきま

せん。邸宅は立ち入りが制限されていたり、時間帯により全てをご覧いただけなかったりする
場合があります。２階に上がる際に３５段ほどの階段があります。庭園では砂利や土の上を歩
きます。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。 

 

 

億万長者のマイアミとベイサイド 
Millionaires Miami & Bayside 
ツアー番号：FLL019 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６４～（３～１２歳） 
所要時間：６時間 
 
港を出発してマイアミへ向かいます。マイアミはフロリダの南端に位置し、豪華なサウスビーチ・エリ
ア、カラフルなアールデコ調の建物、きれいなビーチが有名です。 
到着後、“アイランド･クイーン”に乗り込み、１時間３０分の遊覧クルーズでビスケーン湾を巡りま
す。セレブの象徴で知られる、パーム･アイランド、ハイビスカス･アイランド、スター･アイランドを
カメラに収めましょう。 
その後、マイアミ・ベイサイド・マーケットでの自由時間があります。屋台店を巡ったり、数あるレス
トランやフードコートで軽食を購入したりできます。 

後にアールデコ地区とサウスビーチの景観ドライブをした後、港へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。見学順序は入れ替わる場合があります。ベイサイド

での自由時間は約１時間ですが、当日の交通状況により変わる場合があります。お買い物の際
には現地の通貨をご利用ください。 

 

 

ソーグラス・ミルズ・ショッピングアウトレットへの送迎 
Transfer to Sawgrass Mills Shopping Outlet 
ツアー番号：FLL013 
ツアー料金：大人＄４９～ 子供＄３５～（３～１２歳） 
所要時間：５時間３０分 
 
このツアーはソーグラス・ミルズ・ショッピングアウトレットへの送迎です。３時間３０分から４時間
の自由時間をお楽しみください。 
モール内にはサックス・フィフス・アベニューアウトレット、ラストカル、ニーマン・マーカスのクリ
アランスセンター、ディズニーキャラクター・プレミア、ケニスコール、トミー・フィルフィガー、ミ
カサ・ファクトリーストア、バナナリパブリック・ファクトリーストア、カラバン・クラインアウトレ
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ット、ギャップアウトレット、ポロ・ラルフローレンアウトレットなどなど多くのお店が入っていま
す。その他レストランや軽食店などが入っており、飲み物や軽食などを購入することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。クレジットカ

ードがご利用いただけます。到着後、地図が配られ、バスの集合時間と集合場所を説明しま
す。地図には集合場所が記されています。カスタマーサービスデスクにはクーポンブックや地
図も用意されています。 

 

 

エバーグレーズとフラミンゴ・ガーデン 
Everglades & Flamingo Gardens 
ツアー番号：FLL005 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄４９～（３～１２歳） 
所要時間：４時間３０分 
 
セミノール族のインディアンに“草で覆われた水辺”と呼ばれていましたが、現在ではエバーグレーズ
の“草の川”として知られています。エアーボートに３０分ほど乗り、エバーグレーズの自然美と野生
生物を堪能しましょう。さまざまな種類の鳥、アリゲーターやクロコダイルなどの野生生物に目を凝ら
しましょう。 
次に自生の植物や亜熱帯の植物に囲まれた植物園に行き、３０分ほどトラムに乗って説明を聞きながら
園内を巡ります。その後、自由時間となりますので、鳥が自由に飛ぶ鳥小屋やかつてフロイドとジェー
ン･レイが所有していた邸宅を見たり、ギフトショプでのお買い物を楽しんだり、カフェやバニヤンの
木の下で寛いだりしましょう。 
 
ご案内：このツアーはバス、エアーボートと徒歩にて行われます。このツアーではあまり歩きません

が、エアーボートに乗る際に４５メートルほど歩き、大きな段差があります。ガーデンでは舗
装された平坦な道を歩きます。エアーボートのエンジンは大音量のため、ウレタンフォームの
耳栓をご用意します。エアーボート乗船中は風の関係で寒く感じるかもしれないので、ジャケ
ットやジャンパーをお持ちいただくことをお勧めします。 

 

 
 
アルバ島（オランジェスタッド） 
ARUBA 
 

 
アルバの見どころ  
Aruba Highlights  
ツアー番号：AUA006  
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄１９～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分  
 
風光明媚なイーグル･ビーチ沿いをドライブしてリゾート･ホテル街を抜け、島 古のカリフォルニア灯
台に向かいます。ここから島の壮大な風景を車窓に、１５６０年頃スペイン人宣教師が先住民をキリス
ト教に改宗させた場所と伝えられるアルト･ヴィスタ礼拝堂が見えてきます。  
さらに北海岸沿いを走り、２００５年に崩れ落ちるまでアルバ 大の名所だった、かつての天然橋の隣
にあるベビー・ナチュラル・ブリッジ（小天然橋）へ。硬い珊瑚や石灰岩が波に刻まれてできた自然の造
形美をご覧ください。  
帰路は、巨大な閃緑岩で形成されたカシバリ巨石群を通り、南海岸にある世界 大の造水プラントを見
てから、オランジェスタッドに戻ります。 
  
ご案内：このツアーでは荒地や凸凹道を歩きますので、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

カシバリ岩と小天然橋では岩に登らないでください。天然橋跡への道路は起伏を含むため、走
行中の揺れが予想されます。アルバ島内では全てのお手洗い使用に１ドルの費用がかかりま
す。 
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デ･パーム島でのひととき（昼食付）  
De Palm Island  
ツアー番号：AUA010  
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄５６～（３～１２歳）  
所要時間：６時間 
 
短時間バスとフェリーを乗り継ぎ、小さなデ･パーム島に到着します。到着後施設に関する説明を手短に
受けます。  
島ではご自由にお過ごしください。気分転換に水泳、のんびりとした散歩、ただただビーチでリラックス
と時間の使い方は思いのままです。アルバの海洋生物やサンゴを間近にご覧になりたい方は透明な海水
に身を浸しシュノーケリングなどをお楽しみください。アルバ島には小型のウォーター・スライドや楽
しいビーチ・アクティビティの設備も備えています。  
アルバ島滞在中は、ビュッフェ形式の昼食と飲み放題のドリンクバーをご用意しています。 
 
ご案内：このツアーはバスとフェリーにて行われます。デ・パーム島のエリアは人工諸島です。参加者

は泳ぎに自信のある方に限ります。マリン・スポーツの前にはアルコール類はお飲みにならな
い様にお願いします。８歳未満のお子様はウォーターアクティビティの参加はできません。ビ
ーチでのマリン・スポーツに参加する場合追加の参加料金が必要になる場合があり、その場合
は現地でお支払いください。シュノーケル用の器具はツアー費に含まれています。水中歩行用
の靴をお勧めします。また、水着、タオルおよび日焼け止めを忘れずにお持ちください。 

 
 
UTV で冒険 
UTV Adventure 
ツアー番号：AUA019 
ツアー料金：大人＄１５８～ 
所要時間：３時間１５分 
 
バスでの短い移動で観光地へ到着すると、UTV があなたを待っています。安全事項の確認の後、ヘルメッ
トを装着し、ご自身で運転できる UTV にご乗車ください。 
ガイドとなる UTV の後を追いながら、踏み固められた道と思わず息をのむ島有数の絶景を楽しみ、黄色
の外観が輝く小さなカトリック教会である、アルト･ヴィスタ礼拝堂で一度下車します。 
その後は、UTV に再び乗車し、Bushiribana Gold Mill Ruins へ向かうスリル満点の冒険をお楽しみくだ
さい。１８７２年から金を掘りつくすまでの１０年間、この旧製錬工場は金を掘り続けました。 
旅の終わりに、島の北西に訪れアルバの砂漠の一部を臨みます。どこまでも吹き続ける風、そして白い小
さな砂丘と巨大な岩が、１９０８年に近郊で沈没した船から名前が付けられ１００周年を迎えるカリフ
ォルニア灯台の周りを囲んでいます。中に入って観光することはできませんが、丘の頂上まで登り、素晴
らしい景色を一望することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩と UTV にて行われます。UTV の運転を希望されるお客様は、２５歳以

上で有効な運転免許証の提示が必要となります。このツアーは UTV１台につき２名乗車で販売
されています。運転をしないお客様は１６歳以上でなければいけません。このツアーは、凹凸
の多い道を通るため、妊婦やけがを負っている方には不向きです。ヘルメットは供給され、着
用が必須です。ヒールが無く、つま先などが開いていない靴を着用してください。足の出ない
長ズボンと帽子と日焼け止めの着用をお勧めします。アルバ島内では全てのお手洗い使用に１
ドルの費用がかかります。 

 
 
潜水艦アトランティス 
Atlantis Submarine Expedition 
ツアー番号：AUA002 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄３４～（４～１２歳）  
所要時間：２時間 
 
アトランティスの近代的なジェット駆動の乗客シャトルに乗船し、ダイビングスポットへと向かいます。
そしてスリル満点のダイビングが始まるアルバの南東の海岸で、アトランティスＶＩ潜水艦に乗りかえ
ます。 
水深約３６メートルの深さまで潜り、異国情緒漂う海洋生物を間近でお楽しみください。彩色豊かな熱
帯魚の群れや巨大なスポンジの生息地、そして魅惑的な美しさを持つサンゴ礁や難破船にはきっと圧倒
されることでしょう。豊富な経験を持ち、専門的な知識を持つガイドによる娯楽的でためになるナレー
ションは、このユニークな体験のハイライトとなるはずです。これら全ては空調の整った居心地の良い
環境で、濡れることなく行われます。窓から、たくさんの色と素晴らしい海の青色をご覧ください。 
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一生に一度の体験になるこの旅の終わりとして、今までに６００万人の乗客を感動させてきたこの素晴
らしい体験に参加した証として、公式なダイビングライセンスをお渡しします。 
 
ご案内：このツアーは船と潜水艦にて行われます。４才未満のお子様は参加できません。シャトルボー

トまで、約１００メートル歩きます。潜水艦の乗り降りに、１２段の急な梯子があります。 
 
 
シーワールド・エクスプローラー号 
Seaworld Explorer 
ツアー番号：AUA003 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２９～（４～１２歳）  
所要時間：２時間 
 
オランジェスタッドからデ・パーム埠頭までバスで移動し、ボートに乗り換えてシーワールド・ 
エクスプローラー号へ向かいます。空調の効いた半潜水艦はアルバの美しい水中世界を冒険するには
適です。半潜水艦は水中を航行するわけではありません。船内にある水中展望室に下りると、ガラスの窓
越しに海の生物を観察することができるようになっています。 
経験を積んだ船長と知識豊富な解説員が、入り組んだサンゴ群と数百種の熱帯魚が見られる美しいアラ
シ礁を案内します。第二次世界大戦中で沈没したドイツ貨物船アンティラ号の残骸の一部が、アラシ礁
近くの水深 60 メートルの地点に沈んでいます。全長は 121 メートルもあり、カリブ海に沈む難破船とし
ては も大きいものとなっています。 
沈没船を離れた後は、ボートとバスで船まで戻ってきます。 
 
ご案内：このツアーはバスとボートと半潜水艦にて行われます。４才未満のお子様は参加できません。こ

のツアーではほとんど歩きませんが、バスの駐車地点からシーワールド・エクスプローラー号の
停泊地まで様々な地形を片道約３００ｍ歩きます。潜水艦に乗る際に１１段の急な階段があり
ます。デ・パーム埠頭ではお手洗い使用の際に１ドルの費用がかかります。 

 
 
蝶の鑑賞と島の名所めぐり 
Butterflies & Island Sights 
ツアー番号：AUA013 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３２～（３～１２歳） 
所要時間：３時間 
 
アルバの蝶飼育農場を訪れ、島の見どころのいくつかを巡ります。 
港から短時間のドライブでアルバ環境保存の試みのひとつである蝶の飼育農場へ向かいます。熱帯植物
園の様な農場内に足を踏み入れると様々な種類のカラフルな蝶が頭上を飛びかっているのに出会います。
ここでは多数の蝶の種類とその生態を学ぶことができます。 
その後は島の先住民族のかつての聖地アヨ岩山へ。ユニークな形成を見せてそそり立つ２つの巨石の周
囲を散策します。 
さらに北海岸沿いを走り、２００５年に崩れ落ちるまでアルバ 大の名所だった、かつての天然橋の隣
にあるベビー・ナチュラル・ブリッジ（小天然橋）へ。硬い珊瑚や石灰岩が波に刻まれてできた自然の造
形美を見てから、オランジェスタッドに戻ります。 
 
ご案内：このツアーでは荒地や凸凹道を歩きますので、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。ア

ヨ岩山には狭い通り道と、手すりが無く起伏のある階段があるためご注意ください。アヨ岩山と
小天然橋では岩に登らないでください。天然橋跡への道は起伏があり揺れることが予想されま
す。ベビー・ナチュラル・ブリッジではお手洗い使用の際に５０セントから１ドルの費用がかか
ります。 

 
 
半潜水艦と名所 
Semi Sub & Sights  
ツアー番号：AUA001  
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３７～（４～１２歳）  
所要時間：４時間  
 
埠頭から短時間ドライブの後、乗船用のボートに乗り移り沖合のシーワールド･エクスプローラーを目指
します。  
シーワールド・エクスプローラーは半潜水艇で主としてグレート・バリア・リーフで使用する為オースト
ラリアで開発された特殊艇です。完全に潜水する事は無く、乗客の方が水深約 1.5 メートルに沈んだ船
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の空調完備された船底に降りてくつろぐ形になっています。 
第二次世界大戦中に海底に沈没したドイツの貨物船で全長約１２２メートルのアンティラ号の上を滑る
様に航行し、ベテランの艦長が様々な方向に船体を動かしてカリブ海で 大の沈没船に住み着いている
魚群や周囲の光景を楽しませてくれます。  
岸壁に戻った後はバスに乗り換えパームビーチ地区やアルバ 北端に立つ灯台がある場所を訪れます。
その後カシバリの奇岩群を観光した後サンゴや石灰岩が固まってできた橋ベビー・ネーチャー・ブリッ
ジ（小天然橋）に向かいます。２００５年に崩れ落ちた 初の天然橋もご覧になれます。  
その後、金鉱跡を車窓から見学しながらアルバの首都オランジェスタッドに戻ります。  
 
ご案内：このツアーはバスと半潜水艦と徒歩にて行われます。このツアーでは荒地や凸凹道を若干歩き

ますので、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。シーワールド･エクスプローラーに乗
る際に１１段の急な階段があります。水中の眺望は海況によります。４歳未満のお子様は参加で
きません。天然橋跡への道は起伏を含むため、走行中の揺れが予想されます。カシバリ岩と小天
然橋では岩に登らない様にお願いします。カシバリの奇岩群、ベビー・ネーチャー・ブリッジ、
デ・パーム埠頭ではお手洗い使用の際に１ドルの費用がかかります。 

 
 
水中トレッキングとデ・パーム島観光（昼食付）  
Seatrek & De Palm Island  
ツアー番号：AUA009  
ツアー料金：大人＄１３５～ 子供＄９９～（１０～１２歳）   
所要時間：６時間 
 
短時間のドライブとフェリーでデ・パーム島に向かいます。  
各種説明と安全に関する注意を受けた後、水中トレッキングへの挑戦がはじまります。２０段のはしご
を伝って海中に下りていった後、顔と頭は完全に防水状態で全く濡れる事なく大海原の海の底を歩くと
いう不思議な感動を味わうことができます。目の前を通り過ぎる色とりどりの熱帯魚や、海底に沈んだ
飛行機の残骸に多数の魚が住み着いている様子など驚くべき光景が広がっています。普通に呼吸をしな
がら、眼鏡を常用している方は眼鏡をかけたままでも約６メートルの深さの海底を観察することができ
るのです。  
その後は緊張をほぐしてご自由にデ・パーム島をお楽しみください。気分転換に水泳を楽しんだり、ビー
チに寝そべってリラックス満点の時を過したりと思い思いの楽しみを見つけてください。デ・パーム島
には小規模のウォーター・スライドや各種ビーチ用の遊具などを備えています。  
島の滞在中ビュッフェランチやオープンバーなどを存分に楽しむこともできます。  
 
ご案内：持病に喘息、糖尿病、心臓疾患、癲癇、鼻腔炎をもっている方はこのツアーには参加できません。

妊婦や１０歳未満のお子様も参加できません。参加者は事故免責書類に署名をする必要があり
ます。水中歩行用の靴を推奨します。参加者は水泳に自信のある方に限ります。ウォータースポ
ーツに参加される方は事前にアルコール飲料を摂取しない様にお願いします。追加料金でウェ
ットスーツのレンタルができます。水中トレッキングでは、私物の水中カメラは持ち込み禁止と
なっておりますが、プロのカメラマンが撮影した写真のUSBを記念に購入することができます。
お買い物には US ドルも使用できます。島内での追加アクティビティーに参加される場合追加費
用が必要な場合がありますが、その際は現地にてお支払いください。シュノーケル用の器具レン
タルはツアー費用に含まれています。予約する前に Voyage Personaliser の予約画面にある重
要なご案内のセクションを必ずお読みください。 

 
 
ククー・クヌコ・オープンエア・バスでビーチへ  
Kukoo Kunuko Open Air Bus and Beach  
ツアー番号：AUA022  
ツアー料金：大人＄４９ 子供＄１８～（５～１２歳）  
所要時間：４時間１５分 
 
ククー・クヌコ・パーティー・バスに乗り、カリブ音楽のリズムに合わせてマラカスを鳴ら 
しましょう。この風変わりで滑稽な手描きペイントが施されたバスはアルバでは有名で、ア 
ルト・ビスタ礼拝堂やカリフォルニア展望台を周るツアーに現地風の楽しい彩りを添えて 
くれるでしょう。アルバの自然あふれる風景、カラフルなクヌク・ハウス、そして野生動物 
をお楽しみください。 
１時間ほどの観光ツアーの後は、アルバで も有名なビーチの一つへと向かいます。そこでは照りつけ
る太陽のもとで約２時間半の自由時間があります。美しいビーチでリラックスしたり、蒼い海で泳いだ
り、ヤシの木の下で昼食を食べたり、カクテルを飲んだり、様々な楽しみ方があります。ラウンジチェア、
トイレ、およびシャワーは無料でお使いいただけます。 
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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。５才未満のお子様には参加できません。ビーチチェア

の料金はツアーに含まれています。傘は含まれていませんが、現地払いで貸し出しを行っている
場合があります。ビーチは混雑している可能性があります。ビーチでは水着を着用し、タオルと
日焼け止めを忘れずにお持ちください。アルコール飲料摂取後の遊泳はお控えください。現地で
の商品購入にはアメリカ・ドルがご利用いただけます。ビーチではウォータースポーツの個人業
者がいることがありますが、キュナードはそれらの業者とは無関係です。 

 
 
セグウェイとビーチ、シュノーケルでの冒険 
Segway, Beach & Snorkel Adventure 
ツアー番号：AUA028 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄５９～（１０～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
オフロード車であるセグウェイ X2 SE に乗車しながら、息をのむほどの絶景や素晴らしいアルバのビー
チをご堪能ください。 
ツアーの間に、専門的知識を持った地元のガイドからアルバの長く、そして色鮮やかな歴史を学びまし
ょう。アルバで も高いカリフォルニア灯台の 上階で島の魅力的な景観及び海岸線を眺めましょう。 
続いて、有名なアラシビーチへ戻ると、セグウェイを停車させて、１時間３０分の間ビーチを楽しみま
す。太陽の下でのんびりしたり、海水浴やシュノーケリングをして水面下の世界へと冒険に出かけまし
ょう。ビーチでのひと時をお楽しみいただいている間には、バーでソフトドリンクをご用意しています。
その後、バスで船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスとセグウェイにて行われます。このツアーには体重制限があり、 低体

重は６．４キロ、 高体重は１３３．３キロです。セグウェイでの移動は約８キロメートルで
す。妊娠している方及び１０歳未満の子供は参加できません。シュノーケリングの道具は含ま
れています。参加者は水泳が得意でなければいけません。水着、タオル、そして日焼け止めを
ご用意ください。ビーチチェアはビーチにて有料で借りることができます。 

 
 
アルバ島観光とビーチ散策  
Aruba Sights & Beach  
ツアー番号：AUA015  
ツアー料金：大人＄５１～ 子供＄２２～（３～１２歳） 
所要時間：４時間３０分  
 
景色を楽しみながらイーグル・ビーチに沿ってのドライブで豪華なリゾート・ホテル群や島で も古い
灯台カリフォルニア灯台などを車窓から見学します。灯台からは美しい島の全体が見渡せます。  
北部沿岸に沿ってドライブを続け旧ナチュラル・ブリッジの隣に形成されたベビー・ナチュラル・ブリッ
ジ（小天然橋）に向かいます。旧ナチュラル・ブリッジは一時アルバ名所として有名でしたが２００５年
に崩壊してしまいました。それは波の強さを物語っていて、何年にも渡ってサンゴや石灰石が削り取ら
れてきました。その後車はカシバリ巨大岩石群に向かいます。ここの岩石群は巨大な閃緑岩（デオライ
ト）や花崗岩が固まって形成されたものです。  
ツアーの終わりにはアルバ島で一番人気のあるビーチを訪れます。約１時間３０分散策をした後、再び
車でオランジェスタッドまでの帰路につきます。 
 
ご案内：アルバ島内では全てのお手洗い使用に１ドルの費用がかかります。ツアーには荒地や起伏のあ

る地面を歩く行程が含まれます。ヒールの無い歩き易い靴をお勧めします。カシバリ巨大岩石群
やベビー・ナチュラル・ブリッジでは岩に登ったりしないでください。ナチュラル・ブリッジ跡
までの道路は起伏が激しくバウンドが予想されます。日光浴用の折りたたみ椅子や日傘はツア
ー費用には含まれていませんが、在庫があれば約４０ドルでビーチチェア２脚とビーチパラソ
ル１本をレンタルする事ができます。必ず水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちくださ
い。ビーチでは地元の業者が各種ウォータースポーツへ勧誘を行っています。これらの業者はキ
ュナード社とは全く関係がありません。ビーチは一般に開放されていますので混雑する場合が
あります。 
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カタマラン船で冒険とシュノーケリング 
Catamaran Sail & Snorkel 
ツアー番号：AUA026 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２８～（８～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
カタマラン船の上でリラックスしながら、 初のシュノーケリングサイトであるボカ・カタリナ礁へ向
かいます。人里離れた場所に位置し、深さ約４．５メートルのこの礁には、種類豊かな熱帯魚が生息して
います。また、シュノーケリングが初心者の方、または経験がある方にも 適な場所となっています。 
続いて、第二次世界大戦の遺物であるアンティラ難破船に向かいます。水深１８メートルで部分的にむ
き出しになった姿で横たわるアンティラ号はカリブ海の中で 大級の難破船です。色とりどりの生き物
を引き付けるこの船は、珊瑚と tube sponges の住みかとなっています。 
シュノーケリングを楽しんだ後は、ラムパンチやジュース、そしてソーダと共にアルバの美しい西海岸
の景観をご堪能ください。 
 
ご案内：このツアーはカタマラン船によって行われます。シュノーケリングに必要な道具はすべて含ま

れています。泳ぎに自信がない方の参加はご遠慮ください。８歳未満のお子様は参加できませ
ん。水着、タオル、そして日焼け止めの着用をお願いします。遊泳前のアルコール飲料はお控
えください。 

 
 
アルバの隠れた宝石 
Hidden Gems of Aruba 
ツアー番号：AUA021 
ツアー料金：大人＄５７～ 子供＄２７～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
岩の中に組み込まれている個性的なローマカトリック教会、ルルド洞窟で下車し、写真を撮影しつつ、オ
ランジェスタッドへの景観の良いドライブをお楽しみください。また、アルバの 近の開発の一つであ
る帯状公園に立ち寄ります。この公園は約１６キロメートルにも及ぶ広大な散歩道であり、カリブ海周
辺の帯状公園の中で 大のものになろうとしています。 
続いて Guadirikiri Cave とフォンテイン・ケーブが位置するアリコック国立公園を訪れます。一番人気
のフォンテイン・ケーブにはアラワク族の描いた絵が天井に描かれており、島の歴史と原住民について
学ぶことができます。 
次は洞窟の天井にある穴から入る太陽光で明るく照らされた二つの房で有名な Guadirikiri Cave を訪れ
ます。約３０メートルにも及ぶこの洞窟の中でも、光のあまり入らない暗い場所は、コウモリの休憩所と
して 適な環境となっています。 
次は別名 Frenchman’s Pass と呼ばれるカシバリ岩へ向かいます。この別名は、１７世紀初期にフラン
スの海賊がアルバを侵略しようとした際にこの狭い海峡で原住民と直面したという伝説から付けられた
ものです。カシバリ岩に到着すると、閃緑岩でできた岩の周りを散策し地元の動植物を観察しましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは起伏のある道を約１時間３０分歩き、

通り抜けに約２０段の段差を越えます。洞窟の中は滑りやすいため、滑りにくい靴を着用して
ください。サンダルのような、不適切な靴を着用されたお客様は、ツアーに参加することがで
きません。洞窟の数か所は暗くなっているため、ヘルメットと懐中電灯（２人で１つ）が支給
されます。また、ツアー中にペットボトルの水が１本支給されます。コウモリを必ず見られる
という保証はありません。 

 

 
 
カルタヘナ 
CARTAGENA 
 

 
コロンビアのラム酒とチョコレートを楽しむ 
Columbian Rum and Chocolate Tasting 
ツアー番号：CTG024 
ツアー料金：大人＄１４５～ 
所要時間：３時間 
 
港を出発後、壁に囲まれた街の外側にあった軍事拠点、サン・フェリペ要塞へ移動します。この砦は１５
３６年から１２１年間も建設が続けられました。要塞の大きさを体験し写真を撮ったら、バスに戻って
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歴史的な街の中心部へ向かいます。 
古風で趣のある通りを歩いていくと、街のシンボルであるスペイン植民地時代の建築物と印象的で保存
状態の良い南アメリカの街が見えてきます。昔の商人の家や、花で彩られたバルコニー、素敵な都市の建
物、美しい教会などを見ることができます。コロンビア地方でとれた高品質のラム酒を試飲していただ
くことができます。これらのラムは３年あるいは８年かけで熟成されました。この試飲体験は歴史的市
中心街の中のプライベートスペースで行われます。サトウキビから作られるラム酒はコロンビアでは地
域によらず一般的な飲み物で、いくつもの賞を受賞してきました。ラム酒とチョコレートの黄金の組み
合わせは常に素晴らしいものであり続けてきたので、ソムリエはコロンビアで 高品質のチョコレート
とともにラム酒を出します。コロンビアのカカオ生産量は世界で９番目の地位を確立しています。船に
お戻りになる前に、チョコレートの試食をしていただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。１８歳未満の方は参加できません。このツアーでは階

段を含め様々な地形を歩きます。 
 
                                         
 
カルタヘナと異端審問所 
Cartagena & Inquisition Palece             
ツアー番号：CTG015 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３８～(３～１２歳) 
所要時間：３時間 
 
港を出発後、元々軍隊への支給品を貯蔵するために作られ、かつて旧市街の中心で今では職人の集う場
所になっているラス・ボベダスを訪れます。手工芸品を売る現地の露店を見て回りましょう。 
その後、ボリバル広場通り抜け、シモン・ボリバルの像を眺めつつ、異端審問所を訪れます。この古めか
しくも端正な宮殿は、カトリックの教えに反する罪を裁くために１６１０年に作られました。拘置所や
尋問室の再現を見て、罰を与えることの悪の面を理解することができます。 
次に、自由時間がありますので、旧市街でお土産屋巡りや散策を楽しむことができます。 
船に戻る途中、近代的な街並みの景観をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは階段や起伏のある道を歩きます。ヒー

ルの無い歩きやすい靴でご参加ください。お買物の際には米ドルをご利用ください。 
                                         
 
コロンビア国立飼鳥園  
The Colombian National Aviary             
ツアー番号：CTG019 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄５５～(３～１２歳) 
所要時間：４時間４５分 
 
コロンビアは鳥類の楽園であり、自然愛好家にとっては夢のような場所です。実際、世界中のほかのどの
国よりも、コロンビアに生息する鳥類の多様性は高いです。驚くべきことに、１９００種の鳥類がこの緑
あふれる地に生息しています。まず、空調付きの快適なバスに乗り景観を楽しみながら、新しい観光地で
あるカルタヘナの素朴なバル島に向かいます。１時間で、多様な種を飼育していることで世界的にも
も尊敬を集めている飼鳥園のひとつである、コロンビア国立飼鳥園に到着します。 
この飼鳥園は、熱帯、海辺、マングローブ林、砂漠、アンデス山脈といった生息地ごとに区画に分けられ
ています。飼育されている鳥はコンゴウインコ、オウギワシ、フウキンチョウ、ペリカン、サギ、コウノ
トリ、フクロウ、アンデスコンドルに至るまで多岐にわたり、写真を撮ることも許可されています。飼鳥
園は、森林、滝、ヤシ林といった自然に囲まれています。 
その後は自由時間があり、お土産を探したり、現地の爽やかな飲み物やおいしいコロンビアコーヒーを
飲んだりすることができます。 
後に、サン・フェリペ要塞（１７世紀にスペイン人によって建設された丘の上の砦）での写真撮影など、

カルタヘナ旧市街での観光を楽しんだ後、船へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは階段や起伏のある道を約１時間４５分

歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
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カルタヘナと馬車での観光 
Cartagena & Carriage Ride                      
ツアー番号：CTG016 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４８～(３～１２歳)                  
所要時間：２時間３０分 
 
サン・フェリペ要塞へ短時間のドライブをし、写真撮影のために停車します。その後、旧市街ラス・ボベ
ダスに向かい、馬車に乗ります。 
壁に囲まれた旧市街の狭い道を進みながら、植民地時代の家々、エレディア劇場、市庁舎、ボリバル広場
の異端審問所を見て回ります。また、魅力的なバルコニーや旧広場、スペイン風の建物も見ることができ
ます。馬車での観光の後は、再びバスに乗り船に戻ります。車窓からカルタヘナの近代的な街並みをお楽
しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩、馬車にて行われます。このツアーでは、ある程度の距離を歩き馬車の

乗り降りをする必要があります。ヒールの無い滑りにくい靴でご参加ください。馬車に乗る時間
は約４０分から１時間ですが、現地の状況により変更になる場合があります。 

                                        
 
歴史地区散策と車窓観光 
Historic Walking & Panorama                     
ツアー番号：CTG009 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３８～(３～１２歳)                  
所要時間：３時間 
 
要塞へ短いドライブをして、そこから散策ツアーが始まります。植民地時代の建物を眺めた後、サンペド
ロ・クラベール広場へ向かいます。“奴隷たちの奴隷”として知られるペドロ・クラベールの歴史を発見
しましょう。彼は貧困にあえぐ人々を助けるために奔走した人物です。続いて、植民地時代に街の商業の
中心地であった税関広場へガイドと共に向かいます。 
独立宣言広場では、大聖堂を訪れ、植民地時代にスペイン政府の拠点であった領主の建物を見学します。
ボリバル広場通り抜けるとサイモン・ボリバルの像と異端審問所（外観のみ）を眺めることができます。 
散策ツアーが終わると、バスに乗ってラス・ボベダスへ向かいます。お買い物のために少し停車した後、
ボカグランデの車窓観光をお楽しみください。カルタヘナの景色を楽しむため、サン・フェリペ・デ・バ
ラハス城で停車致します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは階段や石畳の道を含む凸凹の道を約

１時間３０分歩きます。滑りにくくヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
                                         
 
カルタヘナの愉快なバス 
Cartagena Fun Bus                     
ツアー番号：CTG018 
ツアー料金：大人＄６６～                  
所要時間：３時間 
 
人の手でペインティングされた古い木製バスのチーバに乗ると、パーティーの始まりです。チーバは郊
外で公共交通として利用されており、現地特有の模様が施され、カラフルに彩られています。 
止まることのない現地の音楽“パパジェラ”や“ヴァジェナート”と無料の飲み物、スナックなどを楽
しみ、カルタヘナの歴史と伝統について学びます。笑い、手拍子、歌、そしてジョークを聞きながらカル
タヘナの魅力的な通りを回っていきます。 
サン・フェリペ要塞、マンガ、 Pie de la Popa、El Centro、ボカグランデ、ラギート、カスティージョ・
グランデ、旧市街で写真撮影のために停車します。 
サンタカタリナ要塞で止まると、足を伸ばして休めたり、音楽にのって踊ったりすることができます。 
ラス・ボベダスではお土産や手芸品を買う時間があります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。１８歳以上の方のみ参加できます。このツアーでは、

歩くことはほとんどありませんが、チーバに乗る際に３段の階段を上り下りできる必要があり
ます。現地のリキュールが含まれています。チーバは左右がひらけたバスであり、窓はありませ
ん。木製のベンチが座席としてあります。 
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カルタヘナの景観 
Scenes of Cartagena                      
ツアー番号：CTG013 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３９～(３～１２歳)                  
所要時間：３時間３０分 
 
まずは、サン・フェリペ・デ・バラハス城に向かう景観ドライブをお楽しみください。この城は海賊の襲
来を防ぐために作られた建造物で、１２１年もの歳月をかけて１６５７年に完成しました。要塞の外観
を楽しむためにここで停車します。 
元々軍隊への支給品を貯蔵するために作られ、かつての旧市街中心地で今では職人の集う場所になって
いるラス・ボベダスを訪れます。もうひとつのカルタヘナの見どころは、サンペドロ・クラベール教会で
す。ペドロ・クラベールは貧困にあえぐ人々を助けるために奔走した人物で、彼の遺体はガラスの棺桶に
納められ、祭壇上に祭られています。続いて海軍博物館を訪れ、民俗芸能をお楽しみいただきます。 
ツアーの 後には自由時間がありますので、旧市街でお土産屋巡りや散策をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーではところどころ荒れたり、凸凹だったり

する道を約２時間歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。サン・フェリペ要塞
には急な傾斜があります。 

                                         
 
イスレタ島のビーチ 
Isleta Island Beach Getaway 
ツアー番号：CTG017 
ツアー料金：大人＄１２４～ 子供＄１２４～(３～１２歳) 
所要時間：６時間１５分 
 
スピードボートに乗って、緑あふれるコロンビアの海岸線を進み、イスレタ島のリゾート地へ向かいま
しょう。水晶のように澄んだ水を掬い取ってみると、国立公園に指定される美しい自然に囲まれている
ことに気づくことでしょう。 
島では約４時間リゾートでお楽しみください。砂浜の上を散歩してみたり、無料で使えるサンベッドの
上でリラックスしたり、プールやビーチで泳いでリフレッシュしたりできます。島では、現地の様式のビ
ュッフェとソフトドリンクが用意されています。 
その後再びボートに乗り、カルタヘナへ向かう間、ロザリオ諸島の景観をお楽しください。 
 
ご案内：このツアーはボートと徒歩にて行われます。このツアーではほとんど歩きませんが、ご自身でボ

ートに乗船できる必要があります。水着、日焼け止め、タオルをお持ちください。海の状態によ
っては、スピードボード走行中に大きく揺れることがあります。シュノーケル用の器具は追加料
金を支払ってリクエストすれば利用することができます。トイレと更衣室が利用できます。水泳
前の飲酒はご遠慮ください。ビーチではウォータースポーツの個人業者がいることがあります
が、キュナードはそれらの業者とは無関係です。ビーチはキュナード社専属のものではありませ
ん。 

                                         
 
歴史的なゲッセマネ地域 
Historical Getsemaní Neighbourhood 
ツアー番号：CTG022 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３８～(３～１２歳) 
所要時間：３時間３０分 
 
カルタヘナの港を出発し、バスは有名なゲッセマネ地区へと向かいます。植民地時代の建築や歴史から、
通りの輝きとそこに住む人々の魅力ある人間性まで、市内でも人口密度の高いこの地域は訪れる人すべ
てを魅了する魔法の場所です。ゲッセマネは狭い路地や壁に囲まれており、大家族の住むカラフルな家、
そして現地の芸術家がその想像力いかんなく発揮する壁の絵が特徴的です。 
ゲッセマネの狭い通りをガイドの案内で歩いた後、カルタヘナで も標高が高く街を見下ろすのに 適
な Convert La Popa、サン・フェリペ要塞とサン・セバスティアン・デル・パステリージョ要塞に到着し
ます。これらは３つの街のシンボルは歴史的にも強く結びついており、ここではガイドによる詳しい解
説を聞きながら、現地の飲み物で休息をとります。 
続いてボベダスの兵舎を訪れます。この建物は以前まで独房であり、今はカラフルなハンドクラフトの
展示場と販売店に改装されています。この建物は４７のアーチと２３のアーチ形天井によって作られて
おり、植民地時代の 後の建造物であると考えられています。ここでは、自由時間があるので、店内を見
て回ったり、気に入った商品を買ったりすることもできます。 
さらに壁にそって進んでいき、街の大通りとユネスコ世界遺産の区画を歩いていきます。 
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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。このツアーでは約１時間４５分歩きます。ヒールの無

い歩きやすい靴でご参加ください。 
                                
 
陸と海からのカルタヘナ 
Cartagena by land and Sea 
ツアー番号：CTG023 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４５～(３～１２歳) 
所要時間：３時間４５分 
 
はじめに、バスでハーバーボートが待つ港へ向かい、そこから約１時間の湾内クルーズで景色をお楽し
みください。水上からもっともよく見える要塞についてガイドから解説があります。１７世紀初頭、スペ
イン王はヨーロッパでも一流の軍事技術者を雇い、この防御施設を建設しました。この巨大な計画は完
成するまでに２００年以上の年月を費やし、 終的には全長７キロメートルの壁がカスティーリョ・ド・
サン・フェリペ・ド・バラヤの街を囲うようになりました。（サン・フェリペ要塞） 
旧市街の隣の停泊場に到着し港湾クルーズが終わると、壁の中の街を歩いてプラザ・ボリバルとプラザ・
サンペドロに向かいます。ここでは、お土産購入のための自由時間があります。その後、カスティーリ
ョ・ド・サンフェリペ・ド・バラヤへ向かい、カルタヘナの街を今度は陸側から見ます。城内をめぐるガ
イド付きツアーもあります。要塞につくと、なぜカルタヘナがスペイン領南米地域における難攻不落の
要塞都市であったのかがわかることでしょう。この１７世紀の要塞は南北米大陸に建てられたものの中
では も巨大で、スペインの軍事技術の規模をよく示す例となっています。 
その後、バスで港へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは約１時間３０分歩きます。ヒールの無

い歩きやすい靴でご参加ください。 
                                         
 
ボキージャ村のマングローブ・エコツアー 
Boquilla Village Mangrove Eco Tour 
ツアー番号：CTG021 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄４８～(３～１２歳) 
所要時間：３時間３０分 
 
海岸線に沿って景観を楽しみながらバスで移動すると、カルタヘナの東側にあるマングローブ生息地で
あるラ・ボキージャの町に到着します。 
ここでは、船長の漕ぐカヌーに乗りこみ、マングローブのトンネルを抜け、水深の浅い湖のクルーズをリ
ラックスしてお楽しみください。この地域は野生動物の宝庫で、トキやサギ、ペリカン、アホウドリと言
った鳥類や、カラフルなノコギリガザミなどが生息しているので、ぜひ探してみましょう。 
マングローブ・ツアーの後は、伝承芸能を観覧し、それから旧市街へと戻ってきます。続いて、かつては
地下牢であり現在はアート＆クラフトハウスとなっているボベダスを訪れます。植民地時代の街をガイ
ド付きで巡れば、スペイン植民地時代の建物やあらゆるところに点在する古い要塞に驚かされることで
しょう。その後バスで港へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとカヌーと徒歩にて行われます。野生動物は通常観察されますが、保証はでき

ません。このツアーでは、起伏のある道を約１時間歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参
加ください。カヌーには頭上を覆うものはありませんので、日差しを遮るものをお持ちくださ
い。ラフジャケットは常に着用していてください。 

                                         
 
コロンビアのコーヒー体験 
Columbian Coffee Experience              
ツアー番号：CTG020 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄７５～(３～１２歳) 
所要時間：３時間１５分 
 
このツアーではカルタヘナの一風変わった歴史とコロンビアコーヒーのおいしさをご堪能いただけます。
まず、バスでカルタヘナ旧市街へ移動し、美しいコロニアル風の屋敷を訪れます。ここでは、コロンビア
コーヒーの入門コースが受けられ、そのコーヒーの生産過程、原料、品質アセスメント、そして香りと味
わい方の概要を学んだ後、別のコーヒーの淹れ方による３つの異なったコーヒーのテイスティング を学
び終了します。   
その後、カタルヘナ旧市街を散策します。多くのシャッターチャンスがあります。現地のお店で、旅の記
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念にちょっとしたものを見つけてみてはいかがでしょうか。その後再びバスに乗り、近代的なカルタヘ
ナの街並みや湾岸地区の景色を楽しみながら船へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは起伏のある道を含め約１時間歩きま

す。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
                                          

 
 
プンタレナス 
PUNTARENAS 
 
 
コスタリカの列車と川下り 
Costa Rican Rail & River Ride 
ツアー番号：PA4013 
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄５０～（３～１２歳）  
所要時間：５時間１５分 
 
新たに復元されたパシフィック鉄道に乗り、コスタリカの文化と田園地帯に深く分け入ります。この列
車が、どのように重要な作物だったコーヒー豆を高地から港まで輸送していたのかをご覧ください。小
さな町や美しい片田舎を車窓に見ながら、爽快な列車の旅をお楽しみください。マンゴーとオレンジで
有名なセイバに到着後、バスに乗り換え、タルコレス川へ。タルコレスはさまざまな種類のマングロー
ブに囲まれ、野生生物に満ちあふれています。穏やかな川を川船で遊覧しながら、鵜、ペリカン、グン
カンドリなどをご覧ください。おとなしいクロコダイル、大きなイグアナ、トカゲ、サギ、シラサギ、
コウノトリが川岸に餌を探している様子に目を凝らしましょう。 
旅の締めくくりに、新鮮なジュースやコスタリカコーヒーとともに提供されるフルーツビュッフェをお
楽しみください。現地の職人によって作られたお土産を買う時間もあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと列車、ボートにて行われます。このツアーではほとんど歩きませんが、列

車に乗る際に段差の大きな階段が４段あります。列車には空調の設備がありません。野生生物
が見られる保証はありません。 

 
 
プンタレナスの景観 
Panoramic Puntarenas 
ツアー番号：PA4011 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄３２～（３～１２歳）  
所要時間：３時間１５分 
 
景観ドライブでハイウェイを東へ。コスタリカの太平洋側で も美しい町のひとつ、エスパルザを訪れ
ます。公園と教会はコスタリカの勤勉な田舎町の象徴です。 
色鮮やかな衣裳をまとった地元のダンサーが公園で皆様をお迎えします。民俗ショーを楽しみながら、
地元の歴史を学びましょう。 
続いて、海岸沿いのハイウェイを南へ。マンゴーやカシューナッツ農園や農地が広がる太平洋の海岸線
の景観ドライブをお楽しみください。コスタリカが人と自然が上手く共存している国であるのがお分か
りいただけます。 
ふたたび海辺までおり、起伏する牧草地をご覧ください。色とりどりの家々や熱帯の植物が、素朴な田園
風景を縁取っているのが見られるでしょう。 
旅の締めくくりに、新鮮なジュースやコスタリカコーヒーとともに提供されるフルーツビュッフェをお
楽しみください。現地の職人によって作られたお土産を買う時間もあります。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。このツアーでは、参加者はバスの乗り降りができる方に限

ります。ご希望の方はバスに残ることもできます。 
 
 
森のスカイウォークとプラビダ庭園 
Forest Skywalk & Pura Vida Gardens 
ツアー番号：PA4004 
ツアー料金：大人＄１３７～ 子供＄１１０～（３～１２歳）  
所要時間：７時間 
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スカイウォークでカラーラ国立公園の森の中へ。森の樹冠を見下ろす吊り橋を歩けば、素晴らしい景色
が広がります。つり橋の長さは８０メートルから１００メートルで、３８メートルの高さにあります。空
中のつり橋を１時間１５分ほど歩きながら、森の眺めをお楽しみください。 
散策の後は、軽く喉を潤し、プラビダ庭園へ。 
川や山に沿った手入れの行き届いた歩道から、美しいプラビダ庭園をご覧ください。海岸と周辺の息を
のむようなパノラマとコスタリカで も高い滝のひとつ、ビハグアル滝の眺めはまさに絶景です。プラ
ビダはコスタリカの鳥類の保護をしており、飛べるようになれば野生に戻されます。 
ツアー中、地元のレストランで昼食をご用意しています。 

後に、土産屋「エル・ジャルディン」を訪れますので、お土産はこちらで見ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは約２時間３０分さまざまな地形を歩

きます。休憩を多く取りますが、かなりの距離を歩きます。場合によっては、昼食時間が早め
になることがあります。 

 
 
熱帯マングローブ・エコツアー 
Tropical Mangrove Eco Tour 
ツアー番号：PA4005 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４１～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
グアカリリョ河口はマングローブ林で有名で、４つの固有種がここで発見されました。湿潤な森は沿岸
の自然を守り、多くの固有の鳥類の生育地となっています。この特有のマングローブ林は、中部太平洋地
域の中でもベニコンゴウインコの大変重要な保護区となっています。またこの林には２５０種類にも及
ぶ鳥類、ワニ、ほ乳類や昆虫が生息しています。 
タルコレス川の河口は、バードウォッチング愛好家の間で海鳥と水鳥が も豊富に見られる場所として
有名です。特に１０月から４月にかけての渡りの時期には数多く見られます。河口にはミサゴ、カモメ、
鵜、ペリカンやグンカンドリなどが多く生息します。 
グアカリーヨからタルコレス川の河口までボートでのんびりと遊覧クルーズしながら、マングローブの
保護に関する興味深い話をお聞きください。 
旅の締めくくりに、土産屋「エル・ジャルディン」を訪れましょう。そこで、マリンバの美しい音色を楽
しみながら、贈り物を品定めし、新鮮なフルーツや飲み物をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスとボートにて行われます。このツアーではほとんど歩きませんが、参加者は

バスとボートの乗り降りができる方に限ります。鳥や野生生物が見られる保証はありません。 
 
 
雲霧林を歩く 
A walk in the Clouds 
ツアー番号：PA4022 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄７０～（３～７歳）  
所要時間：６時間４５分 
 
港に到着後、サン・ルイス・パークへとバスで向かいます。セントラル・バレーの中に位置するサン・ル
イスは自然美あふれる雲霧林となっています。生い茂った林の中をガイドとともに探検し、合計およそ
８００ｍに相当する森の中にかかる橋を次々に渡ります。それぞれの橋の長さは２９ｍから７７ｍで、
高さは３８ｍにもなります。森を探検する間、鳥のさえずりを聞いたり、豊富な種類の植物や動物を見た
りすることができるでしょう。 
サン・ルイス・パークではハミングバード・ガーデンと呼ばれるスポットを探してみましょう。そこでは、
小さく色とりどりの鳥たちが元気よくさえずり、飛び回っているところを観察することができます。 
森の探検の 後に、アグアドゥルセという伝統的なコスタリカの飲み物を昼食と一緒に楽しみます。 
その後、近くの蝶園を訪れます。ここではブルーモルフォ、カリゴ、オオカバマダラ、トラアゲハなど
様々な種類の蝶を観賞することができます。 
港に戻る途中、お土産を買うために土産屋で停車します。ついでに体を伸ばして、景色を楽しんでみてく
ださい。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは休憩を多くとりますが、約１時間３

０分から２時間さまざまな地形を歩きます。橋を渡るには、数段の不揃いな段差を上る必要が
あります。滑りにくく歩きやすい靴で、軽量の服装で虫よけをした上でご参加ください。野生
生物が見られる可能性は高いですが、保証はありません。 
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森林のスカイウォーク 
Forest Sky Walk 
ツアー番号：PA4009 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄７４～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
スカイウォークで鳥、猿、蝶や哺乳動物の生息と声が聞こえる緑の熱帯林の世界に足を踏み入れます。タ
ルコレス川を囲む森は生物学的保護区となっており、興味深い観察ができます。 
少し歩いて、三つの吊り橋の 初の地点へ。つり橋の長さは８０メートルから１００メートルで、３８メ
ートルの高さにあります。下り坂を１時間１５分ほど歩き、眼下と周囲に広がる森の眺めを楽しみなが
ら、地上の散策路へ。 
旅の締めくくりに、新鮮なジュースやコスタリカコーヒーとともに提供されるフルーツビュッフェをお
楽しみください。現地の職人によって作られたお土産を買う時間もあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは休憩を多く取りますが、約１時間３０

分さまざまな地形を歩きます。橋を渡るには、数段の不揃いな段差を上る必要があります。滑り
にくく歩きやすい靴で、軽量の服装で虫よけをした上でご参加ください。野生生物が見られる可
能性は高いですが、保証はありません。 

 
 
サルチの色彩とショッピング 
Sarchi Colours & Shopping 
ツアー番号：PA4002 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄２７～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
１世紀以上前、地元の芸術家が自分たちの牛車を凝った色鮮やかなデザインで飾り始めました。そのう
ち自分の牛車が一番だと少しずつデザインを競うようになりました。 
そして流行は広まり、まもなく牛の群れに引かれた丈夫な車両が、美しく着飾った若い女性を祭りやダ
ンスに連れていく主な手段となりました。 
明るい色で塗られた牛車の複製だけでなく、彫刻の施された家具やドア、寄木細工の箱やトレイなど、サ
ルチには種類豊富な木製工芸品があります。職人たちが作業をするのを見て、訪問の記念品を買うこと
もできます。 
コスタリカの砂糖栽培の中心地グラシアは、歴史ある暗赤色の金属製の教会でも有名です。この心に残
る場所で、写真撮影のために短時間停車します。サルチではトロピカルフルーツとコーヒーのビュッフ
ェをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスで行われます。サルチへの移動時間は約１時間４５分です。このツアーではあ

まり歩きませんが、参加者はバスの乗り降りができる方に限ります。米ドルとクレジットカード
がすべての店で利用できます。 

 
 
４輪駆動車で川から海へ 
Rivers to Ocean 4x4 Adventure 
ツアー番号：PA4025 
ツアー料金：大人＄１３５～   
所要時間：５時間３０分 
 
港に到着後、空調の効いたミニバスで１時間３０分かけてプンタ・レオナへと向かいます。 
プンタ・レオナに到着後、安全講習と試運転を行った後、４輪駆動車に乗り込んで川や入り江、中洲を渡
り、パラヤ・アグジャスに到着するまでの間コスタリカの自然をお楽しみください。 
曲がりくねった熱帯雨林の道を下りながら、陸地から離れたボシンシェ・ビーチを目指します。ビーチで
は、熱帯雨林と海を眺めながら軽食と飲み物を取ることができます。 
運転手を交代した後、来た道をたどって港を目指します。途中、大きなワニの生息地となっているタルコ
レス川でワニの観察と写真を撮るために一時停車します。 
 
ご案内：このツアーは４輪駆動車と徒歩にて行われます。４輪駆動車を運転した経験は必須ではありま

せんが、運転される方は運転免許証をお持ちいただく必要があります。ドライブの途中で運転
をほかのお客様と交代することができます。けがをしている方や、激しい揺れに弱い方は参加
をお控えください。参加者は１８歳以上である必要があります。衣服は濡れたり、泥で汚れた
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りする可能性があります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。４輪駆動車の平均速
度は時速２６ｋｍです。運転する際は、リードガイドの車に従い隊列を崩さぬように運転する
必要があります。 

 
 
日の出のジャングルバードウォッチングと朝食 
Dawn Jungle Bird Watch & Breakfast 
ツアー番号：PA4026 
ツアー料金：大人＄１６０～ 子供＄１６０～（３～１２歳）  
所要時間：６時間４５分 
 
コスタリカには９００種類以上の鳥が生息し、バードウォッチングをするには 適の場所です。朝にリ
ゾート地と自然地帯の境目にあたるカラーラ国立公園を散策します。 
見られる鳥の中にはコスタリカキビタイシマセゲラやオレンジマイコドリ、パナマヒタキモドキ、シロ
ボシクロアリモズなどがいます。双眼鏡を持ってくれば、保護色になっていてめったに人前に姿を見せ
ない珍しい鳥を見つけることができるかもしれません。 
森の中で元気になくコンゴウインコは、その鮮やかな色が森の緑に映える美しいインコです。ぜひ見つ
けてみてください。 
バードウォッチング終了後は、地元のレストランにてコスタリカコーヒーと朝食を取ります。 
朝食後、グアカリリョ河のマングローブ林を平底船で巡ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとボート、徒歩にて行われます。このツアーでは狭い道や砂州、足元の不安

定な場所、坂や階段など様々な地形を歩きます。途中休憩を何度かとります。滑りにくくヒー
ルの無い靴でご参加ください。長袖のシャツまたはブラウスと長ズボン、帽子を身に着けてご
参加ください。エコツアーなので禁煙です。火をつける行為もご遠慮ください。鳥が見られる
保証はありません。 

 
 
エスピリトゥ・サントのコーヒー 
Espiritu Santo Coffee Discovery 
ツアー番号：PA4018 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄４４～（３～１２歳）  
所要時間：５時間３０分 
 
景色を楽しみながら、プンタレナスの素朴な田園地帯をドライブします。質のよいコーヒー産地として
有名なナランホの高原に近づくにつれ、山の景色が迫ってきます。 
エスピリトゥ･サント･コーヒー農園は約２５９万平方メートルの広さがあり、コスタリカのコーヒーの
歴史と伝統を代表しています。ここでは薫り高いコーヒーを注意深く抽出する方法をご覧ください。ガ
イドの説明での農園労働者がコーヒー製造の各過程においての日課をご覧いただけます。古いコスタリ
カの家を見て、昔の暮らしや、昔ながらのコーヒーの入れ方を学びます。訪問中、おいしいコスタリカの
コーヒーを味わいます。続いて、美しい町サルチを訪れ、中央広場で写真撮影のために一時停車します。
１世紀以上前、地元の芸術家が自分たちの牛車を凝った色鮮やかなデザインで飾り始めました。巨大な
牛車をご覧ください。さらに、コスタリカの田園風景を車窓に帰途につき、埠頭に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。エスピリトゥ･サントへの移動時間は約１時間３０分

です。このツアーでは約１時間３０分起伏のある道や砂利道を歩きます。ヒールの無い歩きやす
い靴でご参加ください。また、飲料水と日焼け止めをお持ちください。米ドルとクレジットカー
ドが利用できます。 

 
 
コンゴウインコ保護区 
Scarlet Macaw Sanctuary 
ツアー番号：PA4024 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄７０～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
港に到着後、バスに乗り美しい田舎の風景とサトウキビ畑を眺めながら鳥類の保護区を目指します。 
ここではコウンゴウインコを探します。コンゴウインコは も絶滅の危機に瀕している動物のうちの一
種で、コスタリカの地で生息、繁殖してきました。色鮮やかなコンゴウインコが、自由に飛び回るところ
を間近で見てお楽しみください。さらに静かで美しい庭園を歩きます。ここでも他の種類の鳥を探して
みてください。 
散策後、現地の珍しいトロピカルフルーツなどを食べながら休息します。その後、再び船へと戻ります。 
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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。このツアーでは約１時間３０分舗装された道や砂利

道、起伏のある道を歩きます。つま先の閉じたヒールの無い滑りにくい靴でご参加ください。
軽量の服装で、虫よけ、日焼け止めを塗ったうえでご参加ください。動物に触ったりエサをや
ったりしないでください。 

 
 
 
カボ・サン・ルーカス 
CABO SAN LUCAS 
 

 
地の果てとカボの景観 
Lands End & Cabo View                     
ツアー番号：SJD002 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３４～（３～１２歳）                  
所要時間：２時間３０分 
 
ボートでバハ半島南端の“地の果て”へ向かいます。飲み物でくつろぎながら録音案内に耳を傾けましょ
う。有名な岩のアーチ、アシカの住処、広大な純白の砂浜、そり立つ花崗岩の岩などの景色をご覧くださ
い。その後、埠頭に戻って車に乗り換え、魅力的なカボ・サン・ルーカスの中心へ向かいます。なぜメキ
シコの隠れた宝石と呼ばれるのかがお分かりいただけるでしょう。 
ダ･ジョルジオス･レストランに立ち寄り、ソフトドリンクでくつろぎつつ眺望を楽しんだ後、埠頭に戻
ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。比較的平坦な道を、乗り物間の移動やレストランの移

動など、合計で５分～１０分ほど歩きます。ボートの乗り降りで約４段、レストランでは約６
段の階段があります。参加者はバスの乗り降りができる方に限ります。歩きやすく、滑りにく
い靴でご参加ください。 

 
 
サンタマリアでのセーリングとシュノーケリング 
Santa Maria Sail & Snorkel                     
ツアー番号：SJD003 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄４０～（８～１２歳）                  
所要時間：３時間１５分 
 
乗組員の歓迎を受け、双胴船に乗って沿岸をセーリングします。途中、アシカの住みかとして有名なラバ
ーズ・ビーチを通って、そり立つ岩が印象的な“地の果て”へと向かいます。湾を横切って東へ向い、サ
ンタマリアの入り江を目指します。入り江の沖合で錨を降ろし、透き通るメキシコの海への探訪の準備
を進めます。シュノーケリングで美しい水中世界をお楽しみください。船上でくつろいで、美しい景色に
囲まれながらの日光浴ご堪能ください。ツアーの間に飲み物が提供されます。 
また、カボ・サン・ルーカスへの帰路ではメキシコのカクテルまたはビールをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーは双胴船と徒歩で行われます。８歳未満のお子様は参加できません。このツアーで

は、埠頭から双胴船乗り場まで歩き、下船・乗船口を上り下りします。底の平らで滑りにくい
靴または水中で履けるウォーターシューズでご参加ください。シュノーケリングの装備は料金
に含まれおり、参加者は泳げる方に限ります。水着、日焼け止め、タオルをご持参ください。
海の状況によっては別の場所に変更になる場合があります。泳ぐ前の飲酒はお控えください。 

 
 
見どころと景観ドライブ 
Highlights & Scenery                     
ツアー番号：SJD001 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄３２～（３～１２歳）                  
所要時間：３時間３０分 
 
バスで近くのガラス工場へ行き、１００年以上の歴史ある芸術を見てみましょう。熟練の職人によるガ
ラス細工の実演をご覧になれます。また、完成した作品を購入する機会もあります。 
その後、住宅地やビーチ沿いのホテル地区の景観を楽しみながら、崖の上のレストランまでドライブを
します。軽食でくつろぎつつ、カボ・サン・ルーカスの港の素晴らしい眺めをお楽しみください。 
さらに北へ向い、より植民地感が強く、カボ・サン・ルーカスの姉妹都市であるサンホセデルカボを訪れ、
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教会や商店をのぞいてみましょう。その後、カボ・サン・ルーカスの繁華街に戻り、中央広場で止まりま
す。ガイドがカボ・サン・ルーカスの歴史やこの地方の生態系などについて説明します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ご希望の方は３０分ほど凸凹の道を散歩することがで

きます。参加者はバスの乗り降りができ、教会の１２段の階段を上り下りできる方に限りま
す。歩きやすい底の平らな靴でご参加ください。 

 
 
ホエール・ウォッチング 
Whale Watching             
ツアー番号：SJD004 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄８４～（４～１２歳） 
所要時間：２時間 
 
埠頭からカボ・サン・ルーカス湾を越えて、コルテス海へ向います。ここへは暖かい気候を求めて、数千
頭のクジラが冷たいアラスカからやってきます。 
ここに集まるクジラはカリフォルニアコククジラ、ナガスクジラ、ザトウクジラや巨大なシロナガスク
ジラなどで、カメラを用意してクジラたちの出現を待ちましょう。クルーズ中は海岸の景色を楽しむこ
ともでき、船上では飲み物もご用意しています。 
 
ご案内：このツアーはボートにて行われます。クジラ探しに全力を尽くしますが、見られる保証はあり

ません。船に酔いやすい方は酔い止めなどを服用ください。このツアーは４歳未満のお子様は
参加できません。参加者はカメラ、双眼鏡、帽子、日焼け止めをお持ちください。船にはお手
洗いがあります。乗組員は動物保護の国際規則を遵守して、ツアーを催行しています。 

 
 
おだやかなビーチでのひと時 
Breathless Resort Retreat 
ツアー番号：SJD013 
ツアー料金：大人＄８９～   
所要時間：５時間 
 
南国の雰囲気たっぷりの、メダノビーチの柔らかい砂の上で、４時間３０分ほど自由にお過ごしくださ
い。 
海でゆっくり泳ぐのもよし、静かなインフィニティプールで過ごすのもよしと楽しみ方はお客様次第で
す。また、オープンバーで特別な地元のカクテルやトロピカルジュースを飲むことができます。もちろん
バーで飲み物を注文し、ビーチに持っていって楽しむこともできます。 
滞在中は、ビュッフェランチでメキシコの人気料理や伝統料理をお楽しみください。 
ビーチで過ごす以外に、カボのブティックでショッピングを楽しむこともできます。友達にリゾート気
分をシェアしたい場合は、無料のＷｉ-Ｆｉをお使いください。 
くつろぎ、楽しむ。他のことは何も考えずに、カボでのひと時をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアー料金には、交通手段、デッキチェア、ビーチ

パラソルの使用料金が含まれます。お子様の参加はご遠慮ください。水着と日焼け止めをお持
ちください。水泳前の飲酒はご遠慮ください。ビーチではウォータースポーツを提供するアク
アショップが並んでいますがキュナード社とは一切関係がありません。 

 
 
サルサ＆サルサ 

Salsa & Salsa                     
ツアー番号：SJD011  
ツアー料金：大人＄９９～                  
所要時間：３時間３０分 
 
バスで近くのメキシコレストランに向かい、到着後すぐにエプロンとシェフ帽子を身に着け、踊るシェ
フが実践的なメキシコ料理のレッスンを行ってくれます。 
本格的なメキシコ風の様々なサルサや伝統的マルガリータ、フローズンストロベリー・マルガリータな
どの作り方をご覧頂きます。これは自家製サルサにはピッタリです。味わいあるケサディーリャやカリ
ッとしたタキトスとトルティーリャと共に味わいましょう。 
料理法を習得し、シェフの料理を味わった後、シェフと共にダンスフロアへ向かい、ダンスのサルサのス
テップをマスターしましょう。 
こんなに楽しいサルサ作りは滅多にないでしょう。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。歩くことはほとんどありませんが、立ち作業が含まれ

ます。希望があれば、シェフと一緒にサルサを踊ることもできます。 
 

 

 
サンフランシスコ 
SAN FRANCISCO 
 

 
サンフランシスコの見どころ 
San Francisco City Highlights                     
ツアー番号：SFO002 
ツアー料金：大人＄７３～ 子供＄４５～（３～１２歳）                  
所要時間：３時間３０分 
 
絵に描いたようなアラモ広場で、美しく復元されたヴィクトリア時代の家々を見て、ゴールデンゲート
公園の穏やかな湖と芝生の眺めをお楽しみください。カフェやビストロがある華やかなノースビーチを、
車窓から眺めながら、賑やかなチャイナタウンへ。 
世界的に有名なゴールデンゲートブリッジを渡らずして、サンフランシスコの旅は終われません。橋か
らは街の素晴らしい景色が見られるでしょう(天候状況による)。橋を渡った後は、サンフランシスコの
ユニークな町々を通ります。天候良好で時間があれば、ツインピークからの「西の宝石」として知られる
素晴らしい景色が見えるでしょう。この景観ツアーではバスの中から素晴らしい街のハイライトを見る
ことができます。 
 
ご案内：このツアーはバスで行われます。このツアーではほとんど歩きませんが、バスの乗り降りで階

段があります。見学順序は入れ替わる場合があります。ゴールデンゲートパークは事前の知ら
せもなく道路規制がひかれる場合があります。 

 
 
ソノマ・バレーとナパ・バレーのワインツアー 
Sonoma & Napa Valley Wine Tour 
ツアー番号：SFO022 
ツアー料金：大人＄１６２～   
所要時間：８時間 
 
港に到着後アメリカで も有名なワインの生産地、ナパ・バレーへバスで向かいます。道中は、ゴールデ
ンゲートブリッジ、マリン郡の眺めをお楽しみください。 
まずはじめに、ナパ・バレーのワイナリーにて停車します。製造の舞台裏を見ることで、ワイン製造に関
する知識が身につくことでしょう。もちろんワインを試飲することもできます。 
その後は、ナパ・バレーに広がるブドウ園を見送りながら次の目的地、ソノマ・バレーへと向かいます。
この地もまたワインの生産地として有名です。歴史あるソノマ・プラザでは自由散策の時間を設けます。
地元の食堂で昼食をとったり、ブティックやアートギャラリーを訪ねたりとご自由にお過ごしください。 
自由散策終了後、再びバスに乗りソノマ郡の有名なワイナリーへと向かいます。ここでも、ワインを製造
する施設を見学し、ワインの製造方法をより深く学ぶことができます。ワインの試飲も可能です。 
ワイナリー訪問を終えると、バスで船へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。お子様の参加はご遠慮ください。ワインの提供は 

２１歳以上の方のみが対象です。参加人数が限られていますので、お早めにお申し込みくださ
い。このツアーは起伏のある道を約２時間歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加くだ
さい。 

 
 
セグウェイで行くサンフランシスコ 
San Francisco by Segway 
ツアー番号：SFO020 
ツアー料金：大人＄７６～   
所要時間：１時間３０分 
 
セグウェイに乗ってサンフランシスコを楽しみましょう。 
桟橋でガイドと合流し、サンフランシスコの海岸エリアでセグウェイ運転の安全指導を受けてから出発
します。フィッシャーマンズワーフや、イタリアからの移住者が多くリトルイタリーの別名を持つノー
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スビーチエリアを観光します。ガイドの説明をコンパクトなラジオのレシーバーを通して聴くことで、
街をより詳しく知ることができます。サンフランシスコ湾や市街の景観を望むことができる場所で、写
真撮影のための休憩があります。 
 
ご案内：このツアーはセグウェイにて行われます。お子様と妊娠している方はご参加いただけません。

体重が４４．５キロ未満の方、１２７キロ以上の方はご参加いただけません。このツアーは怪
我をしている方、膝、腰、足首に問題のある方、めまいなどによりバランスを保つのが難しい
方には適していません。ヒールの無いつま先の閉じた靴でご参加ください。セグウェイの乗車
時間は約１時間、旅程の順番は異なる場合があります。乗車中はカメラや携帯電話のご使用は
お控えください。途中で写真撮影のため停車します。セグウェイのタイヤに巻き込まれたり、
地面のものにひっかかるような、サロンやルーズなズボンなど、丈の長い服は避けてくださ
い。リュックサックと日焼け止め、飲み物をお持ちください。 

 
 
クラシックな消防車体験 
Vintage Fire Truck Experience  
ツアー番号：SFO014 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄５９～（３～１２歳）                 
所要時間：１時間３０分 
 
光り輝く赤い１９５５年製マック消防車に乗り、ゴールデンゲートブリッジからサンフランシスコの街
中をドライブします。消防士の制服を身につけプロの消防士の仲間入りです！ 
消防車でフィッシャーマンズワーフから前軍事施設で、今は国立公園となったプレシディオに向かいま
す。ゴールデンゲートブリッジの付け根にフォートポイントがあります。ここからエンジニア技術の傑
作であるゴールデンゲートブリッジが良く見えます。この世界的にも有名な橋を渡り、フォート・ベイカ
ーに向かいます。サンフランシスコ市街の眺望をお楽しみいただける写真撮影の時間が短時間あります。
その後、湾を挟んでサンフランシスコの眺望を望めるマリンヘッドランズに向かいます。帰りはゴール
デンゲートブリッジとユニオンストリート地域をドライブし旅を締めくくります。 
 
ご案内：このツアーはビンテージ消防車にて行われます。このツアーではほとんど歩きませんが、消防

車の乗降時には段差があります。参加者には消防士の制服が与えられますが、着用の義務はあ
りません。消防車には屋根がありません。天候の状況では軽いジャケットをお持ちください。
消防車で約１時間移動します。車椅子を保管する場所はありません。 

 
 
アルカトラズ島とサウサリート 
Alcatraz & Sausalito                      
ツアー番号：SFO003 
ツアー料金：大人＄１０４～ 子供＄６８～（３～１２歳）                  
所要時間：５時間３０分 
 
まずはフェリーで、悪名高いかつての連邦刑務所、アルカトラズへ向かいます。アル・カポーネやロバー
トストラウドなどが収監され、現在でも近寄りがたい島でしょう。当時の看守や囚人へのインタビュー
や伝説の脱出などを聞きながら、分かりやすいオーディオガイドと共に各自のペースで見学します。 
フェリーで市内に戻り、バスに乗り換えて美しいゴールデンゲートブリッジを渡ります。芸術家の村サ
ウサリートは、刑務所の島とは対照的であり、曲がりくねっている道や、断崖の上に建てられた邸宅、ハ
ウスボートなど、とてもユニーク地域です。短い自由時間があり、この海辺の村にあるたくさんの画廊、
ブティック、趣のある店をご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバス、フェリーと徒歩にて行われます。国立公園への入場料３３ドルは、ツアー

料金に含まれています。このツアーでは多く休憩を取りながら、２時間ほど歩きます。凸凹道
や砂利道を歩き、アルカトラズでは階段があります。ツアーの行程は逆になる場合がありま
す。予約は寄港日の７日前に締め切り、それ以降のキャンセルの場合、料金の払い戻しはでき
ません。 
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60 年代の’マジックバス’でサンフランシスコを堪能 
San Fran Swinging 60's 'Magic Bus'  
ツアー番号：SFO013 
ツアー料金：大人＄８６～                  
所要時間：２時間 
 
座ってくつろいで居ると、１９６０年代サンフランシスコへタイムトラベルするような錯覚に襲われる
でしょう。この素晴らしい街を通るにつれて、バスの中は映像と音楽に溢れていきビートルズやダステ
ィ・スプリングフィールドの音楽に高揚してくることでしょう。 
車窓観光では文化的に活気のあるチャイナタウン、ビートニック・ジェネレーションの歴史的中心部、ノ
ースビーチなどの見どころがあります。ジャック・ケルアックとその世代の先駆者たちが過ごした、シテ
ィ・ライツ・ブックストアも通ります。 
ゴールデンゲートパークで停車します。そこで、なぜこのアメリカで 大の都市公園が、初めてのヒュー
マンビーイン、そしてアースデイの会場に選ばれたのかを学べるでしょう。 
愛くるしい景観をお楽しみいただいた後で、「マジックバス」へ再び乗車し、埠頭までのドライブと 後
の６０年代の曲をお楽しみ下さい。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。このツアーはお子様にはお勧めしません。ツアーの大部分

はバスで運行されています。このツアーには、当時人気のあった文化を紹介する資料が含まれ
ています。車椅子はマジックバスには収容できません。参加人数が限られていますので、お早
めにお申し込みください。 

 
 
ミュアウッズのセコイア 
The Beauty of Muir Woods  
ツアー番号：SFO017 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄４７～（３～１２歳）                 
所要時間：４時間 
 
市内の名所を見ながらサンフランシスコをお楽しみください。美しいゴールデンゲートブリッジを渡り
ながら、湾とその周囲の絶景をお楽しみください。 
ドライブの後、ミュアウッズに到着し、２時間ほどご自由に散策をお楽しみください。現存する数少ない
セコイアの処女林で、ミュアウッズの自然遊歩道を歩けば、大聖堂のような林の中心部にたどり着きま
す。荘厳な雰囲気の中、沿岸に生息するセコイアの歴史に触れ、聳え立つ木々を写真に収めましょう。ビ
ジターセンター又は周りの遊歩道を散策する時間もあります。 
帰りはゴールデンゲートブリッジの北西側からパノラマをお楽しみいただくため、お写真を撮る時間を
設けます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。観は天候次第で変わります。ツアーを満喫するため

に少し歩く必要があります。ミュアウッズ内の幾つかの遊歩道は一部凸凹道です。ミュアウッ
ズでは気温が低く感じられるかもしれませんので、ライトジャケットをお持ちください。歩き
やすく滑りにくい靴でご参加ください。 

 
 
モントレーとカーメル 昼食付 
Monterey & Carmel                      
ツアー番号：SFO001 
ツアー料金：大人＄１６０～ 子供＄１０８～(３～１２歳)                  
所要時間：約１１時間 
 
サンフランシスコの南は、カリフォルニア州で も景色が美しく歴史的な地域のひとつであるモントレ
ー半島で有名です。朝サンフランシスコを出発し、カリフォルニア海岸の終日アドベンチャーが始まり
ます。くつろいだ景観ドライブで、サンタクルーズやキャピトラといった趣のある浜辺の町を車窓に、モ
ントレーへ向かいます。途中モントレー湾と荒々しい海岸線を眺めるために小停止します。モントレー
ではスタインベックの小説に登場するキャナリー･ロウの興味深い眺めや美しいモントレー湾を見る時
間をお取りします。地元のレストランで、カリフォルニア産グラスワイン、ミネラルウォーター、コーヒ
ー付きの昼食をお楽しみください。昼食後、景色のよい１７マイル･ドライブ沿いに、海辺の町カーメル
へ。１７マイル・ドライブは太平洋の素晴らしい景色が広がり、美しい敷地や豪邸、ゴルフ選手権が行わ
れるパブロビーチ・ゴルフコースがあります。カーメルに到着した後は、地元のたくさんの画廊や、カー
メルを有名な街にしたブティックをご自由に散策いただけます。ハイテク産業の中心地シリコン･バレー
を通って、サンフランシスコに戻ります。 
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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。このツアーでは２時間ほど歩きます。このツアーの
予約はサンフランシスコの他のツアーより早く締め切られる場合があります。 

 
 
サンフランシスコの夜景 
San Francisco City Lights 
ツアー番号：SFO016 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄４９～（３～１２歳）  
所要時間：２時間３０分 
 
港に到着後、世界的に有名なピア３９の中心であるフィッシャーマンズワーフを通りながらゴールデン
ゲートブリッジへとバスで向かいます。橋に近づくにつれて、その橋がライトを浴びながらいかにも誇
り高くそびえたっていることに気が付くことでしょう。橋を通過した後は、ノースビスタで写真を撮る
時間を設けるため停車します。高層ビルやアルカトラズ島の景観をお楽しみください。 
その後再びバスに乗車し、夜のサンフランシスコをさらに探索します。ライトアップされた星条旗や噴
水に彩られたシビックセンターとその広場は見どころです。オペラ、オーケストラの劇場があり、豪華絢
爛なシティホールがたたずむこの街は文化の中心となっています。その後はダウンタウンの中心、ユニ
オンスクエアまで景観をお楽しみください。 

後にベイブリッジを渡り、トレジャーアイランドから見える夜景を楽しんだ後、船へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーにて歩くことはほとんどありませんが、

バスの乗降時には段差があります。景観はその日の天候によって異なります。このツアーで訪
れる場所は、「サンフランシスコの見どころ」で訪れる場所と同様の可能性があります。 

 
 
世界の中心地、シリコンバレー 
Silicon Valley – Tech Capital of The Worlds 
ツアー番号：SFO019 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄８９～（３～１２歳）  
所要時間：６時間 
 
地元の人々に世界で も景色がいいといわれている高速２８０号線に乗ってシリコンバレーを旅します。
到着後すぐに、スティーブジョブスが 高責任者をしていたアップルキャンパスに写真撮影のために立
ち寄ります。すぐ近くにはスペースシップの愛称を持つ、５０億円をかけて新設されたビルを見るこが
できます。続いてインテル博物館では、マイクロチップというコンピューターの基本的な構造パーツを
みて、インテルの一番 初のマイクロプロセッサーの製作秘話や、インテルが世界や技術ににどう変化
をもたらしたのかに触れられます。その後、地元の会場で軽食が提供され、グーグルの本社に向かいま
す。カラフルなロリポップ、ゼリービーン、キットカットやマシュマロの彫像がご覧になれます。それら
は、実際に、グーグルがアンドロイドのプラットフォームのオペレーションシステムに使用しているコ
ードネームです。フェイスブックキャンパスでは、いいねの像の前で写真撮影ができます。 
ひらめきをえた１日を終えて、バスで高速１０１号線に乗り桟橋に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。シリコンバレーへの移動時間は約１時間です。様々

な地形の道を２時間ほど歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。本社の中に
入ることはできません。写真撮影のための休憩場所はキャンパスの中、周辺のみです。 

 

 



 

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

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

特定のショア・エクスカーション内容の改定などにより時間が変わる場合があります。ショア・エクスカーション案内に記載

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

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

ショア・エクスカーションの順番待ちについて 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

 (i)事前に支払い済みのツアー 

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

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

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

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

ションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

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

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

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

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

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

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

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

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

交通手段 

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

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

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

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

配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

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

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

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

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

 

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

各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。 


