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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。 
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ホノルル 
HONOLULU 
 

 
オアフの南国のごちそう 
Tropical Treats of Oahu 
ツアー番号：HNL024 
ツアー料金：大人＄１３０～ 子供＄１２５～（３～１２歳）  
所要時間：７時間 
 
乗り物にのったらすぐに食の冒険は始まります。島をまわっている最中に、知識豊富なガイドがハワイ
の農業、野鳥、地学、歴史や文化について説明します。最初に立ち寄るのは１８６５年から１９９６年ま
で高価な砂糖の農園だったワイアルア・シュガー・ミルです。工場にはワイアルアコーヒーやチョコレー
トなどを販売している特別なお店が入っています。簡単なツアーの後は、ハワイのコーヒーを買ったり
試飲したりすることができます。次に、世界でも指折りのサーフィンスポットであるハレイワへ向かい
ます。溶岩のビーチとして有名なシャークス・コーブへ立ち寄る前にカメラを準備するのを忘れないで
ください。Kahuku Farms and Country Café で農園の新鮮な素材を使ったおいしいランチを楽しんだ後
は、広大な大地の散策ツアーに参加しましょう。その後マノアチョコレート工場を訪れます。チョコレー
トマイスターがデリケートなカカオがどのようにして南太平洋風ななめらかなチョコレートになるかに
ついて説明します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。歩きやすい靴と防水性の上着、カメラをご用意くだ

さい。買い物を予定されている方は現地の通貨もご用意ください。このツアーでは舗装されて
いない道を２０分ほど歩きます。また、チョコレート工場には約３０段の階段があります。 

 
 
アリゾナ記念館とマイティー・モー 
USS Arizona Memorial and Mighty Mo 
ツアー番号：HNL028 
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄６０～（３～１２歳）  
所要時間：５時間３０分 
 
港を出発して、空調付きのバスで歴史的に重要なパールハーバーへと出発します。到着後、１９４１年１
２月７日の爆撃のショートムービーをご覧ください。続いて突然の爆撃で亡くなった乗組員記念碑のあ
るアメリカ海軍のアリゾナ記念館へと向かいます。そして博物館として今も使われている２７０メート
ルの戦艦であるミズーリ記念館を訪れます。ミズーリを襲った神風特攻隊、インチョンで何度も使われ
た４０センチの銃、日本が降伏を宣言し第二次世界大戦を終わらせたときにマッカーサーが立った
Signature Deck などについて詳しく知ることができます。パールハーバーアベンジャーと名付けられた
第二次世界大戦時の潜水艦であるアメリカのボーフィンの写真を撮った後は、記念館のギフトショップ
でこの歴史を知るツアーに関連した贈り物やお土産をお選びください。 
 
ご案内：このツアーはバスと船、徒歩にて行われます。アリゾナ記念館では行列が見込まれます。ショ

ートムービーとビジターセンター、記念館内部の海軍基地を合計１時間４５分ほどかけて巡り
ます。手持ちラジオより大きいバッグの持ち込みは禁止されています。バスに再乗車し、マイ
ティー・モーを訪れる前にボーフィンの近くにて荷物を有料で預けることができます。水と処
方箋とキャリーケースなしのカメラは許可されています。水着やタンクトップの着用はアリゾ
ナメ記念館ではご遠慮ください。 

 
 
オアフの美しい海岸 
Oahu Scenic Shores 
ツアー番号：HNL005 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５８～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
港に到着後、バスでオアフの南・東海岸と世界的に有名な死火山ダイヤモンドヘッドをめぐるガイド付
き景観ドライブを楽しみます。ダイヤモンドヘッドはその名の通り遠目から見ると、溶岩中に含まれる
方解石の結晶がダイヤモンドのように輝いて見えます。 
その後、カハラの住宅街とハナウマ・ベイ側をドライブします。このハナウマ・ベイは、数千年前に噴火
口の側面が崩れたことで形成されました。さらにハロナ・ポイントと有名な噴水孔を通ります。この噴水
孔は潮の状態が合えば、海面に沈む溶岩道を通じて噴火のように海水を噴き上げます。 
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その後、海抜約２００ｍ地点にあるマカプウ・ポイントへと向かいます。道中、一時停車しますのでアイ
スクリームを食べたり、買い物をお楽しみください。 
次にコオラウ山脈にあるパリ展望台へと向かいます。島の風上方面の絶景をご覧ください。この展望台
は、１９７５年の戦いでカメハメハ１世が命じて敵をこの崖から海へと飛び込ませた舞台として有名で
す。この戦いはそれにちなんで“Battle of the Leaping Fish”と呼ばれています。 
展望台を訪れた後は再び船へと戻ります。 
 
 
ご案内：このツアーは徒歩と、バスまたはミニバスにて行われます。このツアーでは起伏のある道を約

２７０ｍ歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
 
 
君主と宣教師、ハワイの王国の歴史  
Monarchs & Missionaries, Hawaii’s Royal History 
ツアー番号：HNL019 
ツアー料金：大人＄１２５～ 子供＄９０～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
眺めの美しいヌアヌ・パリ展望台へ向かう間、ヌアヌ渓谷の大自然をお楽しみください。ここはハワイの
歴史のなかで最大の戦いがあった場所であり、カメハメハ大王がオアフ島を征服した場所です。ロイヤ
ルモザリウム（聖地マウナ・アラ）は、６王国最後の８人の王が永眠する地で、ゴシック調のモザリウム
の静寂をゆっくりとお楽しみください。キリスト教宣教師が島の形成において果たした役割を理解する
ことができるミッションハウスミュージアムの訪問なしに王族の歴史は語れません。この博物館は１９
６５年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に登録されました。ここでは、ハワイで最も古い家屋を含む３
軒の復元された家々を訪れます。また、ユニークな視点でなされた１９世紀のハワイに関する研究の成
果について学ぶことができます。 
その後、ハワイ王国最後の君主二人の公式居住区であり、アメリカで唯一正式な王国居住区であるイオ
ラニ宮殿へ向かいます。宮殿は美しく修復され、オーディオガイドがその歴史をいきいきと伝えます。カ
メハメハ大王の像やハワイのウェストミンスター寺院といわれるカワイアハオ教会も見ることができま
す。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。中距離の徒歩と不安定な道がありますので、歩

きやすく底の平らな靴でご参加ください。 
 
 
ホノルル上空をヘリコプターで遊覧飛行 
Honolulu by Helicopter 
ツアー番号：HNL004 
ツアー料金：大人＄２７５～ 子供＄２７５～（３～１２歳）                 
所要時間：１時間４５分 
 
ヘリコプターに乗り、上空から美しい砂浜など、ホノルルの魅力的な景色をお楽しみください。ケーヒ
ー･ラグーン、歴史的なホノルル港、かつて島一番の高さだったアロハタワー、ホノルルのダウンタウン、
戦没者を祀ったパンチボール、アラモアナ･ビーチパーク、マジックアイランド、アラワイ･ヨットハーバ
ー、ワイキキビーチの上空を飛行します。ダイヤモンドヘッド噴火口、カハラのゴールドコースト、ハナ
ウマ湾、マカプウ岬と灯台、シーライフ･パーク、テレビのマグナムＰＩが撮影された建物が見えてきま
す。カメハメハ大王の軍隊が島を統一するために戦いが行われ勝利を収めたオロマナ山とヌアヌ･パリの
劇的な光景をご覧ください。 
最後にパールハーバー、アリゾナ記念館と軍艦ミズーリの素晴らしい景色で締めくくります。 
 
ご案内：このツアーはミニバンとヘリコプターにて行われます。ショアエクスカーションスタッフに正

確な体重をお知らせください。飛行時間は約３０分です。ヘリコプターの構造上、２席は視界
が遮られます。体重１１３キロ以上の方は、追加座席の購入が必要です。 

 
 
パールハーバーとホノルル 
Perl Harbor & Honolulu 
ツアー番号：HNL001 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄５５～（３～１２歳）                  
所要時間：５時間３０分 
 
桟橋からアメリカ合衆国海軍太平洋基地があるパールハーバーに向かいます。海軍シャトルボートで１
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９４１年１２月７日の攻撃で犠牲となった人々を追悼するアリゾナ記念館へ向かいます。この記念館に
て短いドキュメンタリー映画を見て、その後ビジターセンターにて興味深い展示物を見学します。 
そしてパンチボール国立墓地をドライブします。死火山にあるこの墓地は第１次、第２次世界大戦、朝鮮
戦争やベトナム戦争の戦没者の慰霊を祀っています。 
次にダウンタウン地区、カワイアハオ教会、市庁舎、州議事堂、知事公邸やハワイ王朝最後の居城であっ
たイオラニ宮殿などの車窓観光を行います。コオラウ山の荒々しい斜面にあるパリ展望台からはオアフ
島の北東からの強風が吹きぬける緑豊かな海岸の絶景がご覧になれます。 
 
ご案内：このツアーはバスとボート、徒歩にて行われます。アリゾナ記念館では、行列が予想されま

す。警備上の理由によりカメラバッグやハンドバッグなどのバッグ類は記念館とビジターセン
ターには持ち込めません。控え目な服装でご参加ください。水着と素足はご遠慮ください。荒
天の際はアリゾナ記念館へのバスが運休になる場合がございます。その場合には、ビジターセ
ンターの展示物と市内観光のみの開催となります。アリゾナ記念館のチケット配分数により、
出発の時間が変更される場合があります。 

 
 
アトランティス潜水艇体験とワイキキ自由散策 
Atlantis Submarine and Waikiki on Your Own 
ツアー番号：HNL007 
ツアー料金：大人＄１２９～ 子供＄６０～（３～１２歳）                 
所要時間：５時間 
 
船からヒルトン･ハワイアン･ビレッジへ行き、アトランティス桟橋からボートに乗り、ワイキキやダイ
ヤモンドヘッドの景色を楽しみながら、１５分ほどでアトランティス潜水艇へ向かいます。 
潜水地点から約３０メートルの深さまで潜り、クルーから海の生物について説明を聞きます。素晴らし
い色鮮やかなハワイの魚やサンゴ礁などの生息地となっており、運が良ければ亀が見られるかも知れま
せん。 
質の高さと安全性で知られるアトランティス潜水艇では目が離せない経験ができ、サンゴ礁、海洋生物、
難破船や飛行機、人工の珊瑚礁をご覧いただけます。 
空調付きアトランティス潜水艇には快適な座席と大きな展望窓がついており、ハワイの水中世界を眺め
ることができます。 
潜水艦体験の後は、船に戻るまでの間、２時間ほどワイキキでの自由時間をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーは、トロリー、ボート、潜水艦にて行われます。 ボートの乗り降りや潜水艦のは

しごの上り下りを考慮して、動きやすい服や底の平らな滑らない靴を着用してください。この
ツアーは大人向きです。身長が１００センチ以下のお子様は参加できません。潜水艦の乗下船
時には１２段のはしごの上り下りが必要になります。 

 
 
パールハーバー・ビジターセンター自由観光 
Pearl Harbor Visitors Centre – On Your Own 
ツアー番号：HNL026 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄４８～（３～１２歳）  
所要時間：６時間 
 
埠頭から出発し、短時間バスに乗って第二次世界大戦について学ぶため、パールハーバーに向かいます。
ビジターセンターを２時間ほど、自由に探索してみてください。２つある広大な展示ホールには、大変希
少である真珠湾攻撃の映像や、インタラクティブディスプレイ、そしてこの歴史的に重要な日に関する
展示物が数多くあります。ドライバーがお伝えする集合時間に従って、駐車場に集合します。その後、国
立太平洋記念墓地を通り、アメリカ合衆国に唯一存在する宮殿を含めた、ホノルル市街の見どころを紹
介する帰りのドライブへ出発します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。アリゾナ記念館ツアーのチケットは含まれていませ

ん。そのため、到着次第切符売り場に向かい、自由行動時間中どのツアーに参加可能なのかを
確認することを強くお勧めします。もし記念館ツアーのチケットを購入し、ツアーに参加され
る場合、指定されたバスの出発時刻の１５分前になりましたら、たとえ途中でも選択したツア
ーを終了してください。セキュリティの向上に伴い、ビジターセンター内そして記念館内で
は、カメラバッグやハンドバッグを含む全ての鞄を持ち込むことができません。適切な服装で
ご参加ください。水着や素足での入館は禁止されています。 
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熱帯雨林散策  
Tropical Rainforest Nature Walk 
ツアー番号：HNL021 
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄９９～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
少人数グループで４.７メートルを超える滝から生まれる霧を浴びて育った５,０００種類もの植物が生
息する熱帯雨林を散策します。約８０ヘクタールの庭や色とりどりのアナナスやハイビスカス、蘭を含
む花々が咲く道を散策します。植物園には、絶滅に瀕しているため大変希少であるハワイの植物が多く
生息しています。ワイキキより３００メートルほど高い位置にある“Hill of the rolling sweet 
potatoes”と呼ばれるプウ・ウアラカア州立公園へ向かい、映画「ブルーハワイ」でエルビス・プレスリ
ーがピクニックをしていた見晴らしのいいところから、１８０度の美しい 南東の沿岸の風景を楽しむ
とともに、運が良ければ、虹の渓谷にアーチを描くダブルレインボーを見ることができるかもしれませ
ん。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは、舗装済の、もしくは未舗装の道を

約３キロメートル歩きます。つま先の隠れた歩きやすい靴や水をご用意ください。 
 
 
ダイアモンドヘッドクレータートレッキング 
Diamond Head Crater Trek 
ツアー番号：HNL018 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６５～（８～１２歳）  
所要時間：３時間 
 

世界でも知名度の高いダイアモンドヘッドクレーターの頂上へのエキサイティングなハイキングを行い
ます。道中でガイドが火山のクレーターの形成秘話やこの火山がハワイの歴史に与えた影響について教
えてくれます。ガイドと共に標高２３０メートルの頂上を目指して４５分間歩きます。途中、展望所で休
憩をとります。クレーターの素晴らしい景色をカメラに納めましょう。階段を登り、６０メートルほどの
暗いトンネルと螺旋階段があり、冒険心を呼び覚まします。 
頂上に到着すると素晴らしい３６０度の光景が広がり、ワイキキビーチやエメラルド色の青々とした
山々、光り輝く太平洋の海が見渡せます。そしてゆっくりとクレーターまで戻ります。 
この３時間ほどのエクスカーションは、思い出深いものになるでしょう。戻る前にダイヤモンドヘッド
の有名な頂上に無事登ったことを証明する到達証明書が配られます。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。８歳未満のお子様は参加いただけません。トレ

イルの長さは往復約２．４キロです。参加者は高所などで、不安定な舗装済の道を歩く必要が
あります。このツアーのトレッキングには約１７０メートルの高低差があります。また、７４
段と９９段のコンクリートの急な階段、６８メートル程の狭いトンネルやクレーターに抜ける
ための狭い道もあります。歩きやすいウォーキングシューズ(テニスシューズ)を着用くださ
い。この山道は日陰がありませんので、日焼け止め、帽子と十分な量の水をご用意ください。 

 
 
島北部の探訪 
North Shore Adventure 
ツアー番号：HNL009 
ツアー料金：大人＄１３９～ 子供＄１２２～（３～１２歳）  
所要時間：６時間３０分 
 
このツアーではガイドが興味深いハワイの史実を自身の話を交えつつ教えてくれます。最初に、島の風
上方面へと向かいます。コオラウ山脈の眺めをお楽しみください。緑豊かな崖の下に位置する平等院に
最初に停車します。その後、有名なチャイナマンズ・ハットへと向かい、写真を撮るために一時停車しま
す。さらに北へ向かい、マラエカハナ・ベイ、エビの養殖地として世界的に有名なカフクへと向かいます。 
その後、地元で人気のエビ料理の昼食をお楽しみください。地元で養殖されたエビを使ったガーリック
シュリンプは絶品です。ここでは、レモンと蒸し米のついた９種のエビ料理の中からお好きな料理を選
ぶことができます。もちろんエビだけでなく、チキンや魚を使った料理も食べることができます。 
昼食後、サンセット・ビーチへと向かいます。このビーチでは、１０月から３月中旬にかけて波が１５ｍ
にもなります。その後再び海岸を走り、ウミガメの日光浴やエサを食べているのを見るために再度停車
します。この後南へと折り返し、カラフルで歴史のある町カレイワやパイナップル農場を通って、最後に
ドールプランテーションを訪れます。 
 
ご案内：このツアーは徒歩とバスにて行われます。帽子、日焼け止めをご用意ください。歩きやすい靴

でご参加ください。 
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ホエール・ウォッチング          
Majestic Whale Watching with Lunch  
ツアー番号：HNL023 
ツアー料金：大人＄１３０～ 子供＄６０～（３～１２歳）                 
所要時間：４時間 
 
北太平洋のザトウクジラ全体の３分の２が毎年ハワイに戻って、子供を繁殖させ、子育てし、世話をする
と科学者たちは推定しています。アラスカの水域を離れ、２カ月以内に４８００キロメートル以上移動
し、その後長い間を過ごし、１２月から４月にかけてハワイの海岸を賑わせ、観光客を楽しませます。マ
ジェスティックでのこの魅力的なホエール・ウォッチングのツアーに参加することで、この自然の魅力
の一つを堪能できます。 
船の紹介の前に経験豊富でフレンドリーなキャプテンとクルーの温かい歓迎をお楽しみください。マジ
ェスティックは、洗練されたモダンなデザインで、魅力的な３つの異なるデッキがあります。最上階に位
置するマジェスティックのオープンエアデッキは、エキサイティングなクジラの活動やその他の海洋生
物を３６０度見渡すことができます。ホエール・ウォッチング体験の中で、ナチュラリストがザトウクジ
ラの行動と生物学に関する詳細な情報と解説を提供します。 
２時間３０分のクルーズ中は、デリやお肉、チーズ、パン類、デザートや、紅茶やコーヒー、ソフトドリ
ンクをお召し上がりいただけます。 
 
ご案内：このツアーは単胴船と観光バスによって行われます。また、キュナード社専用ではありませ

ん。船酔いをされる方には適していません。このツアーは天候に左右されます。クジラが観ら
れるかどうかは保証できません。ツアーの内容を考慮し、妊娠しているお客様の参加はお勧め
いたしません。ジュースとアルコール飲料は購入できます。 

 

 

 
アピア 
APIA 
 

 
シナレイ・リーフ・リゾートの入り口 
Sinalei Reef Resort Getaway      
ツアー番号：APW008 
ツアー料金：大人＄１０２～             
所要時間：５時間３０分 
 
船を後にして、まずは、伝統的な村、山脈、熱帯雨林を通る「クロス・アイランド」の道に沿って、と
てもリラックスしたドライブで景色をお楽しみください。 
ドライブの際、古い火山の噴火口に流れ込み、今では青々とした植生に囲まれているパパパパイ・タイ
の滝で一旦止まります。トロピカルガーデンに囲まれたシナレイリゾートでは、マニノアのラグーンが
一望できます。リゾート施設を利用して、楽しい時間をお過ごしください。 
プタシ村で有機栽培された野菜を利用した美味しいフィア・フィアビュッフェランチとサモア石焼天然オ
ーブン「ウム」で調理された料理をご賞味ください。 
文化的なエンターテイメントは、女性による優雅な踊り、サモアン・シーバが特徴的です。ゆっくりと
した足と手の動きは、”歌”（愛、喜び、あなたの日々の生活）を表しています。男性は、"モスキー
トスラップ"ダンスやファイヤーナイフダンスのような激しい踊りを披露してくれます。その後、再び
バスに乗り船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーは、バスまたはミニバンと徒歩にて行われます。移動時間は片道１時間ほどです。

このツアーでは起伏のある道を１５分ほど歩きます。リゾートスイミングプールは、ホテルの
宿泊者専用です。サンベッドは限られています 水着を着て、タオルと日焼け止めをご用意く
ださい。干潮時には泳ぐ機会が限られている可能性があります。遊泳前の飲酒はお控えくださ
い。このツアーの参加を予約する前にショアエクスカーションのパンフレットで “ビーチ/水
関係”の文章を必ず参照してください。１２歳未満のお子様はこのツアーに参加できません。
滝の流れは降雨によって左右されます。 

 
 
シェラトン・サモア・アギー・グレイ・ビーチリゾートと文化ショー 
Sheraton Samoa Aggie Grey’s Beach Resort & Cultural Show 
ツアー番号：APW006 
ツアー料金：大人＄１２２～ 子供＄５８～（３～１２歳） 
所要時間：５時間３０分 
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島の北西海岸の景観ドライブでアギー・グレイ・ビーチリゾートに向かいます。ウポル島の西海岸に位
置するリゾートでは、スパ、テニス、プール、プライベートビーチ、ウォータースポーツ、レストラ
ン、バーなどでリラックスしたひと時を過ごすことができます。 
白浜のビーチで日光浴、或いは、海やプールで泳いでお寛ぎください。 
美味のビュッフェランチをお楽しみいただき、伝統サモア文化ショーやファイアー・ナイフ・ダンスシ
ョーでツアーを締めくくりましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスまたはミニバンと徒歩にて行われます。アギー・グレイ・ビーチリゾートへ

は片道１時間ほどです。サン・ベットとビーチパラソルがご利用いただけます。水着、日焼け
止め、タオルをご用意ください。このツアーにはスパ利用代は含まれておりませんが、現金
（オーストラリアドル）又はクレジットカードで購入できます。遊泳前の飲酒はお控えくださ
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。このツアーにご参加を予約する前にショアエクスカーションのパ
ンフレットで“ビーチ/水関係”の文章を必ず参照してください。 

 
 
沿岸の村々と熱帯庭園 
Coastal Villages & Tropical Gardens 
ツアー番号：APW003 
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄３９～（３～１２歳） 
所要時間：３時間３０分 
 
景観ドライブの途中、海岸線沿いにある数十年変わらない伝統の村々を通ります。 
プラム・プディング・ロックで写真撮影のための時間があります。地元の人々に名前を付けられた火山
岩から作られた素晴らしいクラスターをご覧ください。 
帰りも同じ海岸線の道を通り、ファレファ村とファェファの滝に向かいます。 
ジナス熱帯庭園には種類豊富な熱帯植物や花、果物の樹、穀物があります。ココナッツや地元のサモア
料理の伝統実演をご覧ください。船に戻る前に新鮮な果物やお水をお召し上がりください。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバンにて行われます。ツアー中、バスから降りず残るかはお客様の自

由です。 
 
 
ウポル観光 
Essence of Upolu 
ツアー番号：APW005 
ツアー料金：大人＄１３０～ 子供＄６６～（３～１２歳） 
所要時間：６時間３０分 
 
最初にウポル島北東海岸沿いを美しい景観ドライブをして、プラム・プディング・ロックで一旦休憩し
ます。そこからル・マファ・パス(海抜５１８メートル)へゆっくりとドライブします。途中、息をのむ
ような最北海岸線の景色が眺められ、青々とした森林や滝、農園や伝統的サモアの村々を通ります。 
次に、サポアガ・ミニ植物園と滝へ向かいます。数多くのその土地原産の植物があり、ガイドにより、
それらが医療など使用されることなどが説明されます。ココナッツのデモンストレーションを通して、
サモアの生活でココナッツがいろいろな使われ方をしていることをご覧いただきます。そして、タファ
タファビーチで BBQ ランチをお楽しみください。１時間半ほど、海や太陽を楽しむ自由時間がありま
す。アピアへは南西部を通って戻り、古い火口に落ちるパパパパイ・タイの滝に立ち寄ります。 
景観ドライブでは熱帯雨林、農園や山々など景観をお楽しみください。桟橋に徐々に下り、眼下にはア
ピアの町が見えてきます。 
 
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１５分ほど歩きます。滝の下は足元

が不安定です。水着を下に着用し、タオルと日焼け止めをご用意ください。タファタファビー
チでは１時間３０分ほどの自由時間があります。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。 

 
 
島内ハイライト観光 
Island Highlights 
ツアー番号：APW001 
ツアー料金：大人＄８７～ 子供＄３７～（３～１２歳） 
所要時間：３時間３０分 
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この美しい島をバスで周り、まずサモア王族の聖なる墓地ムリヌヌにて写真撮影を行います。そして、
独立記念碑、議事堂やその他史跡を周ります。次に新鮮な地元産の食品や工芸品が売られているマーケ
ットで写真を撮る時間があります。マーケット内には種類豊富な果物や野菜が見られ、手工芸のお土産
なども販売されています。南太平洋大学を通り抜け、モアモア神学大学内にあるサモア最古の教会でパ
リ風ステンドグラスがあるセントアンドリュー教会を見学することができます。 
最後に今は博物館となっており、作家ロバート・ルイス・スティーブンソンの元住居へと向かいます。
作家が晩年を過ごした家で、興味深い歴史的事実、家や住人の物語を聞くことができます。 
ヴァイリマの村にある博物館を散策し、パティオにてジュースや果物などお召し上がりください。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバンにて行われます。博物館と大学へは徒歩で向かい、凸凹道や階 

段があります。博物館見学では靴をお脱ぎください。フラッシュ撮影は禁止されています。サ
モアでは日曜礼拝に参加するのが優先されるため、現地のマーケットは、通常より静かになり
ます。 

 
 
サモアのハイティーと芸術 
Samoa High Tea and Arts 
ツアー番号：APW009 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄４４～（３～１２歳） 
所要時間：３時間３０分 
 
アピアの町の郊外に向かい、サモアと太平洋の芸術家や職人の素晴らしい作品を展示する「Vanya 
Taule'alo's アートギャラリー」を数時間探索しましょう。そこでは様々なジャンル（伝統と現在）と
メディア（タパ、siapo、木、石、サメと鯨骨）を見ることができるでしょう。展示されている芸術作
品、ジュエリー、工芸品は、ユニークで一つ一つ別々なものなのです。 
「プランテーションハウス」は、サモアのユニークなブティックの一つであり、地元や太平洋のデザイ
ナーである Marita Wendt によるオリジナルの手塗りの洋服やギフトウェアがあります。活気にあふれ
た現代的なデザインはただの織物ではなく宝石、部屋着、その他のお土産も、最高のプレゼントとして
購入することができます。 
プランテーションハウスでは伝統的で新鮮な食事とともに、絶妙なボーンチャイナで、紅茶を楽しめま
す。 
 
ご案内：このツアーはバスまたはミニバンと徒歩にて運行されます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参

加ください。日中の天候に適した服でお越しください。帽子、日焼け止め、水をご用意くださ
い。 

 
 
サモン文化とアギー・グレーの農場 
Samoan Culture and Aggie Grey's Homestead 
ツアー番号：APW007 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄４２～（３～１２歳） 
所要時間：３時間 
 
短い時間でサモア・ツーリズム・オーソリティー・ビレッジに移動します。到着すると伝統的な儀式で
あるアヴァ・セレモニーで出迎えを受けます。この儀式はサモアではとても重要な習慣の一つで、伝統
飲み物アヴァがふるまわれる厳かな儀式です。 
訪問中、「サモア・スタイル」という意味であるファアア・サモアを強く誇りにしているのかわかりま
す。地元の男性がサモア料理を準備し、土に穴を掘って、蒸し焼き「ウマ」を料理し、マット、籠細工
やその他工芸品の実演をご覧いただけます。また、作品を購入することもできます。訪問中は、伝統的
なダンス、優雅な踊りサモアン・シーバ、生き生きとした蚊のダンス、ファイヤーナイフダンスなどを
ご覧ください。 
村に別れを告げ、ツアーはムリヌ半島に向け景観ドライブが続きます。議事堂や最高位のお墓などで写
真撮影のための時間があります。最後にアフィアマルオーガニック農園に向かいます。農園を散策し、
様々なオーガニックの果物や野菜の栽培行程をご覧ください。ジュースや果物などお楽しみいただいた
後、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバンと徒歩にて行われます。起伏のある道を４５分ほど歩きます。

サモア文化村は一般に公開されているため、お席があるかどうかは必ずしも保証されません。
鑑賞のために日陰の場所をご利用可能です。 
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ヌクアロファ 
NUKUALOFA 
 

 
オホレイ・ビーチとヒナ洞窟観光 
Oholei Beach & Hina Cave 
ツアー番号：NUH001 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３７～（３～１２歳）  
所要時間：３時間４５分 
 
港に到着後、バスで王宮とトンガの近代化を進めたジョージツポウ１世の眠る墓所を訪れます。 
次に１７７７年にキャプテン・クックが上陸したとされる地を訪れます。ここには上陸を記念した記念
碑が建てられています。ここに立っているバニアンの木は、クックが埋葬された木の子孫にあたります。 
その後、かつてアムステルダムと呼ばれたトンガタプ、オホレイ・ビーチ、ヒナ洞窟を訪れます。洞窟の
中では、季節のフルーツを食べながら、トンガの歌やダンスで歓迎されます。この歓迎の仕方は伝統的に
「愛の洞窟」として知られています。砂浜を歩いたり、他の洞窟を訪れたりと船に戻るまでの時間をお楽
しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスまたはミニバスと徒歩にて行われます。オホロイ・ビーチへ行くには、３つ

の踊り場のある６０段の階段を上る必要があります。トイレは簡易なものである可能性があり
ます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。天候に適した服装でお越しください。帽
子、虫よけ、日焼け止め、飲料水をお持ちください。 

 
 
ファファ島のリゾート 小グループ 
Fafa Island South Sea Paradise - Small Group Option 
ツアー番号：NUH009 
ツアー料金：大人＄１３２～  
所要時間：４時間３０分 
 
ファファ・アイランド・リゾートは、風の無い白い砂浜、澄んだ海、美しい自然に囲まれた素晴らしい場
所です。 
港に到着後、バスに短時間乗ってヴナ・ワーフへと向かい、その後５０分ほどボートに乗船しファファ・
アイランド・リゾートへと向かいます。到着後、約２時間３０分ほど自由時間があります。このリゾート
へは少人数しか入場できないため、静かに落ち着いた時間を過ごすことができます。滞在中は、レストラ
ンでトンガ料理を食べることができます。 
自由時間終了後、再びボートに乗って港へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスまたはミニバスとボートにて行われます。参加人数が１５人に限られていま

すので、お早めにお申し込みください。 お子様は参加できません。ボートにお手洗いの設備
はありませんが、リゾートにはあります。参加者はボートに乗船ができる必要があります。こ
のツアーに飲み物は含まれておりませんが、リゾートのバーにてお求めになれます。オースト
リアドルまたは USドルをおご用意ください。このツアーにはシュノーケリングの装備は含ま
れておりませんが、リゾートにてお求めになれます。水着、日焼け止め、タオルをご用意くだ
さい。地元の方に配慮して、服の下に水着を着用している場合は、リゾートに到着するまでは
服を着用していてください。デッキチェア、パラソルはご利用になれません。また、日陰の場
所は限られてます。遊泳前の飲酒はお控えください。 

 
 
リクアロファの島内景観ドライブ  
Liku alofa Scenic Island Drive 
ツアー番号：NUH002 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄４０～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
港に到着後、バスでトンガの見どころを回ります。途中、写真撮影のために数回停車しますので、トンガ
の景色をお楽しみください。 
およそ９ｍの高さまで海水が打ちあがる噴水孔、リアホナ・ココナッツ・プランテーションを見て回りま
す。コロヴァイ・ビレッジでは、地元では「空飛ぶキツネ」として知られるトンガ固有のオオコウモリを
見ることができます。このコウモリの翼長はおよそ１ｍもあり、木にぶら下がって寝ている姿は、写真を
撮るにはもってこいです。 
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リクアロファ・ビーチリゾートでは、カラフルな衣装に身を包んだパフォーマーによる歌とダンスで歓
迎されます。ここでは、季節のフルーツを楽しむこともできます。 
 
ご案内：このツアーはバスまたはミニバスにて行われます。噴水孔の周辺の岩場は滑りやすいので特に

ご注意ください。歩きやすく滑りにくい靴でご参加ください。噴水孔の噴水は自然現象ですの
で、見ることができる保証はありません。リクアロファ・ビーチリゾートは、舗装されておら
ず足元の不安定な箇所があります。 

 
 
見どころ観光と村での文化体験 
Highlights & Cultural Village 
ツアー番号：NUH008 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄５２～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
港に到着後、王宮とトンガの近代化を進めたジョージツポウ１世の眠る墓所を訪れます。 
エンシェント・トンガは地元のポリネシア人の生活を知ることができる小さな文化的な村です。ここで
は伝統的な歓迎方式である、「カヴァ式」で歓迎され、タパス布作り、マット織り、木彫りなどのデモン
ストレーションが行われます。訪問中には、新鮮な季節のフルーツを楽しむことができます。 
その後、南太平洋最大と考えられている噴水孔へと向かいます。ここではおよそ９ｍの高さまで海水が
打ち上げられます。また、「空飛ぶキツネ」として知られるトンガ固有のオオコウモリを見ることもでき
ます。 
 
ご案内：ご案内：このツアーはバスまたはミニバスと徒歩にて行われます。噴水孔の噴水は自然現象で

すので、見ることができる保証はありません。噴水孔周辺の岩場では特に足元にご注意くださ
い。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 

 
 
見どころ観光とオツハカビーチ 
Highlights & Otuhaka Beach 
ツアー番号：NUH007 
ツアー料金：大人＄５３～ 子供＄４４～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
風光明媚なドライブから始まり、ビーチでのリラックスで終わる、ポリネシアの完璧な一部分を探索し
てください。 
王宮と王の眠る墓所を巡った後、島で有名な噴水孔を訪れます。この噴水孔は南太平洋最大だと考えら
れており、トンガでは‘Mapu-a-Vaea,’や‘長の口笛’として知られています。 
次に、地元では「空飛ぶキツネ」として知られる、トンガ固有のオオコウモリの住処であるコロヴァイに
向かいます。無害かつ不動であり、一見生きていないかのように見えるこれらの原始的なコウモリは、村
道沿いの松の木に、奇妙にぶら下がっています。 
ツアーの締めくくりに、オツハカビーチを訪れます。この人気のビーチでリラックスした後、船に戻りま
す。 
 
ご案内：このツアーは、公衆伝達システムやマイクロフォン、及び空調機能の無い地元のバスにて行わ

れます。設備には限りがあり、デッキチェアやパラソルを借りることはできません。服の下に
水着を着用してご参加ください。また、帽子と日焼け止めをご用意ください。サンゴ礁の近く
を泳いだり、歩いたりする予定のある方は防水性の靴をご用意ください。シュノーケルの装備
は用意されていませんので、シュノーケリングを予定されている方は、ご自身で装備をご用意
ください。生きているサンゴや貝殻を持ち帰ることは禁止されています。遊泳前の飲酒はお控
えください。 

 
 
ヴァカロア・ビーチ・リゾート 
Vakaloa Beach Resort 
ツアー番号：NUH006 
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄４０～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
港に到着後、トンガタプ西部へと景観ドライブを行います。その後、ヴァカロア・ビーチ・リゾートにて
数時間ご自由にお過ごしください。 
このビーチはトンガタプ西部に位置しており、涼しい海風を受けながらゆっくりとくつろぐには最適な
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場所です。滞在中は、白い砂浜の上で寝転んだり、ビーチを散歩したり、泳いだりしてお過ごしください。
無料で季節のフルーツもお楽しみいただけます。 
決められた時間と場所に再集合し、船へと戻ります。 
 
ご案内：設備には限りがあり、デッキチェアやパラソルを借りることはできません。服の下に水着を着

てご参加ください。また、帽子、日焼け止め、飲料水をお持ちください。サンゴ礁の近くを泳
いだり、歩いたりすることを予定されている方は防水性の靴をご用意ください。シュノーケル
の装備は用意されていないので、シュノーケリングを予定されている方は、ご自身で装備をご
用意ください。生きているサンゴや貝殻を持ち帰ることは禁止されています。遊泳前の飲酒は
お控えください。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。 

 
 
歴史の町ヌクアロファ観光 
Historic Nuku Alofa 
ツアー番号：NUH003 
ツアー料金：大人＄４８～ 子供＄３９～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
観光ドライブでの最初の停車地はトンガ王の白亜の王宮で、ここで写真撮影のための時間があります。
その後１８世紀までさかのぼる代々の王族が眠る専用墓地を通り過ぎます。 
次の訪問地はキャプテン・クック上陸地です。キャプテン・クックは１７７７年にこの地に初めてキリス
ト教の信仰を伝え、その後のトンガ人の生活に現在まで続く大きな影響をもたらしました。 
その後、古代ポリネシア文化を象徴する最も重要なモニュメントの一つはハーモンガの三石塔を訪れま
す。紀元１２００年頃に建てられた巨石の三石塔は約４．５メートルの高さがあり重量は８０トンもあ
ります。このアーチ状のゲートは天文学的に重要なものと思われ、古代の人々が作物の種付けや収穫の
時期を知るための役割をしていたと考えられています。 
最後に、古代トンガの首都であったムアの古代の葬儀場を訪れます。 
 
ご案内：このツアーはバスまたはミニバスで行われます。このツアーでは起伏のある道を歩き、途中に

は段差があります。飲料水をお持ちください。墓地の保存状態はあまり良くないので足元にお
気をつけください。滑りにくく歩きやすい靴でご参加ください。 

 

 

 
タウランガ 
TAURANGA 
 

 
タマキ・マオリビレッジを訪ねて 
Tamaki Maori Village 
ツアー番号：TAR012 
ツアー料金：大人＄１４２～ 子供＄１２０～（３～１２歳）  
所要時間：６時間１５分 
 
このツアーはマオリの文化について深く知りたい方には最適です。まず初めにバスに乗車し、田舎の美
しい風景を眺めながら、ロトルアを経由してタマキ・マオリ・ビレッジへと向かいます。この村はマオリ
の生活を伝えるために設計されたものであり、文化賞を受賞したこともあります。現地に到着すると、ガ
イドと合流します。ガイドは、マオリの見どころや、歴史、村で目にする礼儀作法などについて教えてく
れます。村へ入ると、伝統的なマオリ流の歓迎セレモニーが行われます。セレモニーが終わると、古代か
ら伝わる楽器の演奏に合わせて、カラフルなパフォーマンスで歓迎してくれるでしょう。その後、ハンキ
と呼ばれる蒸し焼き用の穴から取り出された、バスケットに盛られた旬の野菜や肉の伝統料理をお楽し
みください。日が暮れるまで楽しんだ後、マオリがお別れの歌を歌い、スピーチをしてくれます。その後、
再び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。タマキ・マオリ・ビレッジまではバスで片道約１時

間３０分から２時間ほどです。このツアーでは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。現地の通貨はお買い物に使うことができます。日差しや悪天候に備
えて日焼け止めとレインコートをご用意ください。 
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ホビットの映画セット 
Scenes of The Hobbit 
ツアー番号：TAR010 
ツアー料金：大人＄１０５～ 子供＄７６～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
はじめにバスで農業の盛んな村、マタマタへと向かいます。道中は、カイマイ山脈とワイカト低地の絶景
をお楽しみください。マタマタは J.R.R.トールキンの著書「ロード・オブ・ザ・リング」がピーター・
ジャクソン監督のもとで実写化された際に撮影場所となりました。この時の映画セットは、評価の高い
２０１２年の「ホビット」の撮影のために再び建てられました。トールキンの生み出したキャラクターで
あるビルボ・バギンズとガンダルフの足跡をたどって、４万平方メートルの敷地をガイドとともに散策
します。映画「ホビット」で有名になった水車やシャイアース・レスト・カフェ、パーティツリー、ホビ
ットの家を見ることができます。もちろん「思いがけない冒険」の出発点となったバッグエンドも見るこ
とができます。 
ツアーの後はグリーンドラゴンで軽食を取り、再び船へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。「ホビット」の撮影場所まではバスで約１時間ほど

です。天候にかかわらずツアーは行われますので、つま先の閉じた歩きやすい靴、天候に合わ
せた服でご参加ください。このツアーでは、砂利道や草むら、階段、傾斜の急な坂を通りま
す。ガイドツアーは約１時間３０分です。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。 

 
 
ロトイチ湖でカヤッキングと温泉 
Lake Rotoiti Kayak & Hot Thermal Pools 
ツアー番号：TAR011 
ツアー料金：大人＄１３９～ 子供＄１１０～（８～１２歳）  
所要時間：６時間３０分 
 
はじめに、バスでタウランガからロトイチ湖へと向かいます。到着後、安全に関する説明とカヤックの乗
り方を教えてもらい、二人乗りのカヤックに乗り込みます。湖へと漕ぎ出せば、あたりを取り囲む美しい
風景に感動することでしょう。その後、２０メートルほどの奥行きのあるグローワーム洞窟へとカヤッ
クを漕いで向かいます。あまり知られていない場所の入り口を入り、洞窟内を見渡すとツチボタルの神
秘的な光があたり一面に広がっています。 
洞窟を訪れた後は、水路でしかたどり着けないマヌピルア温泉をカヤックで訪れ、一休みしましょう。３
０分ほど温泉につかり、身も心もリラックスしてください。カヌーの出艇所に戻る前に軽食が出されま
す。出艇所に戻った後、再びバスで船へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとカヤックにて行われます。泳力がある程度ある方、体調面で不安のない

方、腰に問題のない方以外のご参加はご遠慮ください。妊娠されている方、８歳未満のお子様
のご参加もご遠慮ください。ロトイチ湖まではバスで片道約１時間です。カヤックに乗る時間
は約２時間です。カヤックに適した服装（半ズボンなど）で、水着を着用してご参加くださ
い。着替え、帽子、サングラス、タオル、日焼け止めをお持ちください。ウォーターシューズ
での参加を推奨します。それ以外の靴は、カヤック乗船の際に脱いでいただく場合がありま
す。ライフジャケットはかならず着用してください。このツアーは雨天でも実施されますが、
風が強い場合には、グローワーム洞窟を訪れず、別の湖を訪れることがあります。 

 
 
ロトルアと地熱地帯 
Rotorua & the Thermal Valley 
ツアー番号：TAR008 
ツアー料金：大人＄１４５～ 子供＄１０２～（３～１２歳）  
所要時間：９時間 
 
はじめに、バスでタウランガから有名な地熱地帯にある都市、ロトルアを訪れます。道中は、田舎の美し
い風景や、深々と生い茂った森林を眺めてお楽しみください。 
テ・プイア・サーマル・リザーブに到着すると、マオリのガイドが沸騰状態の泥泉や天然温泉、間欠泉な
ど、地熱地帯を案内してくれます。その後、マオリ・モデル・ビレッジを訪れ、マオリの文化を体験しま
す。マオリの彫刻や織物の作業場を垣間見ることができるでしょう。 
周辺を見て回った後は、８人乗りのゴンドラに乗って、景観を楽しみながらノンゴタハ山の空中レスト
ランへと向かいます。ゴンドラで上がるにつれて、地熱地帯と湖に囲まれたロトルアの絶景をを一望で
きるようになります。山頂に到着した後はマオリのパフォーマンスを見ながら、ビュッフェランチをお
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楽しみください。もちろん山頂からの景色も圧巻です。マオリのパフォーマンスでは、挑発的で恐ろし
い、マオリの伝統的なハカと呼ばれる掛け声やダンスを見ることができます。 
昼食の後は、複数の受賞歴を持つアグロドームのショーを見に行きます。このショーでは、１９種類の羊
のユニークな生態を見ることができます。興味深くもおかしい説明を聞きながら、牧羊犬が働いている
ところや、羊の毛刈りを見ることもできます。 
ショーを見終わった後、再びバスで船へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとゴンドラ、徒歩にて行われます。このツアーでは舗装された道を約３０分

歩きます。ロトルアまではバスで片道約１時間３０分です。つま先の閉じた歩きやすい靴でご
参加ください。飲料水、セーターをお持ちください。 

 
 
ワイ・オ・タプ・サーマル・ワンダーランド 
Wai-O-Tapu Thermal Wonderland 
ツアー番号：TAR003 
ツアー料金：大人＄１４５～ 子供＄１０２～（３～１２歳）  
所要時間：９時間 
 
港に到着後、バスで世界的に有名なワイ・オ・タプ・サーマル・ワンダーランドへと向かいます。この周
辺は、は、数千年に及ぶ火山活動によって掘削され今の形となりました。ワイ・オ・タプはニュージーラ
ンドで最も多様性に富み、色彩豊かな地熱地帯と言われています。ガイドとともに所定の道を進んでい
くと、様々な風景に感動することでしょう。間欠泉や温泉、沸騰状態の泥泉、地熱による蒸気、巨大な噴
火口、石灰華で生成された地形、そして世界的に有名なシャンパーニュ・プールなど壮大な眺めを楽しむ
ことができます。 
地熱地帯を巡った後は、ニュージーランドで唯一の後方外輪船であるレイクランド・クイーンに乗船し、
ロトルア湖へと向かいます。広大な湖をクルージングしていると、モコイア島やサルファー・ベイを見る
ことができます。船内では、マオリの伝統的なカパ・ハカのパフォーマンスを見ながら、ワインまたはビ
ールとビュッフェランチをお楽しみください。 
船を降りた後、約９万平方メートルにわたって土着の木々やシダ類、渓流を保護しているレインボー・ス
プリングスへと向かいます。この自然公園は、ニュージーランドのシンボルとなっているキウイなど貴
重な固有種の棲み処となっています。 
 
 
ご案内：このツアーはバスと外輪船、徒歩にて行われます。ワイ・オ・タプへの移動時間は約１時間３

０分です。このツアーでは約１時間おおむね平坦な道を歩きますが、一部起伏のある道もあり
ます。つま先の閉じたヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。地熱地帯ですので、硫化
水素の臭いが大気中に充満しています。一部の区間では写真撮影が禁止されている場合があり
ます。マオリによるパフォーマンスの最中は帽子をお取りください。 

 
 
マオリの遺産と文化 
Maori Heritage & Culture 
ツアー番号：TAR001 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄５２～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
港に到着後、バスで、伝統的なマオリの村の中心に位置する神聖な空間のマオリ・マラエを訪れます。マ
ラエの門をくぐると、タンガタ・フェウナ（現地のマオリの人々）によって暖かい歓迎を受けることでし
ょう。その後、マオリの遺産や古代ニュージーランドの生活に関する文化探求へと出発します。ここで
は、土着の亜麻を用いて織った衣服やバスケットの展示や芸術を鑑賞できます。また、ポイ・ダンスや、
スティックを用いた遊び、歌やハカなどを鑑賞することもできます。 
マラエでは軽食が提供されます。その後、ベイ・オブ・プレンティを望むミンデン展望台へと向かいます。
さらにマタピヒ半島、マウンガタプ半島の景観を楽しみながら、１８６４年にイギリスとマオリが衝突
した舞台であるゲート・パを訪れます。最後にマオリの戦闘用のカヌー、テ・アワヌイ、海辺の繁華街を
見て船へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。このツアーでは平坦な道を歩き、一部ゆるやかな傾斜があ

る場所があります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。マオリによるセレモニーの
最中は帽子を取るよう指示がある場合があります。特定の場所では写真撮影が禁止されている
場合があります。 
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ベイ・オブ・プレンティ探訪とロトイチ湖のクルージング 
Bay of Plenty & Lake Rotoiti Cruise 
ツアー番号：TAR014 
ツアー料金：大人＄１９９～ 子供＄１８９～（３～１２歳）  
所要時間：６時間 
 
はじめに、マケツ・ビーチで、最初のマオリのカヌーがニュージーランドに上陸したとされる地の石碑を
見るために停車します。ここでは、どのようにしてホンギ・ヒカの戦士たちが、湖周辺の部族を征服する
ために巨大な戦闘用のカヌーを海岸から引き上げたのかについて学ぶことができます。 
その後、ロトイチ湖へとバスで向かいます。周辺に到着後、ウィッシング・ツリーから手つかずの森林へ
と進みます。この際進む道はまさに戦闘用のカヌーを引きずる際に用いられた道であり、これをたどっ
て進むとボートの待つロトイチ湖に到着します。到着後は湖上クルーズを存分にお楽しみください。 
乗船中は軽食が提供されます。船からは切り立った崖や、沿岸の洞窟、湖外縁部の地熱活動の様子を見る
ことができます。クルージング後は、再びバスに乗り、ロトルア湖の中心に位置するモコイア島を見なが
ら港へと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとボート、徒歩にて行われます。このツアーでは約１時間歩き、一部砂利道

があります。参加者は自力でボートに乗れる必要があります。ヒールの無い歩きやすい靴でご
参加ください。 

 
 
タウランガ味覚探訪 
Tastes of Tauranga 
ツアー番号：TAR015 
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供＄９９～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
港に到着後、海岸の前に佇むマウンガヌイ山へまでバスでの景観ドライブをお楽しみください。道中、地
元の人々が好む食べ物や、美味しいニュージーランド料理の秘訣などを学びます。 
このツアーでは、飲食店街から離れた、美味しい料理が食べられる名店を訪れます。地元の美味しい料理
をお楽しみください。キウイやアボカドの果樹園にも訪れます。最後に、タウランガとその周辺を巡りま
す。ガイドがその地域の自然史や開発、文化についていろいろと教えてくれることでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは比較的平坦な道を歩き、途中数段の

段差があります。徒歩での移動は店への出入りが中心となります。天候に合わせた服装でご参
加ください。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 

 
 
タウランガハイライト観光 
Highlights of Tauranga 
ツアー番号：TAR009 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄４９～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
まず初めに、ジ・エルムスを訪れます。ここはブラウン大助祭が宣教師としてマオリにキリスト教を布教
し、読み書きや農業の方法、過程産業を伝えた際の中心であったテ・パパ・ミッション・ステーションと
して栄えました。このジョージアンスタイルの建物は現在では美術館となっており、この建物に１８４
７年から１９２２年にかけて住んでいた三世代の暮らしや地位に関する展示をしています。手入れの行
き届いた庭園の北側の芝生の上には、一本の大きな樫の木が立っています。この樫の木は１８２９年に
イングランドより持ち込まれたどんぐりから育ったものです。この庭園を歩くと１９世紀の雰囲気をあ
りありと感じることができます。 
ジ・エルムスを訪れた後は、バスでテ・プケと世界一のキウイの産地ランギウル、キウイ・カントリー・
ファームを訪れます。ここではキウイフルーツと、あたりを取り囲むニュージーランドの文化を楽しむ
ことができます。生い茂った果樹の間を通り抜ける間、ガイドがキウイ産業の変遷と、栽培の複雑さを教
えてくれます。なぜこの小さな島が世界のどこよりもキウイの生産を行っているのかがわかることでし
ょう。最後に、キウイジャムとホイップクリーム付きのスコーンや紅茶、コーヒーと一緒に、ゴールド・
キウイやグリーン・キウイ、新鮮なキウイジュースをお楽しみください。 
港に戻る途中、タウランガの美しい湾や、マオリの戦闘用のカヌーを車窓から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。ジ・エルムスに入場する際、３段の階段がありま

す。場内での写真撮影は制限されています。ツアーを存分に楽しむには少し歩く必要がありま
す。 
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オークランド 
Auckland 
 

 
ロトルアと間欠泉  
Rotorua & The Thermal Valley 
ツアー番号：AKL003 
ツアー料金：大人＄２２０～ 子供＄１６０～（３～１２歳）  
所要時間：１２時間 
 
オークランドを出発し、南に向け高速道路をバスで走ります。ボンベイ・ヒルズを越え、肥沃な牧畜地帯
のワイカト・リバー・バレーに入ります。美しい丘陵の田舎や緑豊かな森林をドライブし、ロトルアの地
熱地帯に到着します。  
地元のホテルにてマオリのコンサートを鑑賞しながら美味しいビュッフェランチをお楽しみください。
パフォーマンスには数多くの伝統的な戦いの舞、ハカ、激しい威嚇の戦いの歌や、コーラスによる勇猛な
挑発のダンスなどが含まれます。昼食後はテ・プイア地熱帯に向かいます。マオリガイドと合流し、泡の
沸く泥沼、温泉や間欠泉などの地熱帯を見学します。近くにある再現されたマオリ村にて、ヨーロッパ人
到来前のマオリ社会を垣間見る珍しい機会があります。彫刻や機織りの実演などいろいろな伝統文化を
見学し、マオリの文化を肌で感じましょう。  
次にアグロドームに向かいます。１９種の羊によるユニークなショーが行われます。興味深く、面白い解
説などがあり、牧羊犬による羊追いのショーなどを楽しみください。  
オークランドへの帰路はマタマタとハウラキ平野を通ります。  
  
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。約３０分ゆったりとしたペースで歩道を歩きます。

ロトルアまでは片道約３時間～３時間３０分ドライブです。途中トイレ休憩があります。歩き
やすい爪先の閉じた靴を着用し、お水、セーターをお持ちください。 

 
 
ムリワイ・ギャネットと田舎の農場 
Muriwai Gannets & Country Farm 
ツアー番号：AKL007 
ツアー料金：大人＄１２３～ 子供＄７０～（３～１２歳）  
所要時間：６時間 
 
ガイドの説明を聞きながら市内の観光ドライブをした後、ワイン生産地と牧草地帯へ向かいます。クメ
ウとフアパイ地区を通ってムリワイ海岸へ。荒涼とした断崖の上からは海岸や険しい景色が見られ、原
生の植物の中を歩き、世界最大のカツオドリの生息地が見られる特別な観察所に行きます。  
季節や時間帯によってはカツオドリが餌を与えたり、巣作りをしたりする様子が見られるかもしれませ
ん。優秀なパイロットのように、カツオドリが沖合の魚を目がけて飛び込み、捕えた魚を巣に運ぶ様子が
見られるかもしれません。  
ムリワイを後に、カイパラ半島とハウモアナ農場へ向います。美しいニュージーランドの田舎の農場を
お楽しみください。ここでは羊と牛が商業用に飼育され、鹿は草原に放たれています。  
農場でバーベキューと地元のワインまたはビール付きの昼食を楽しみ、食後は牧羊犬と羊の毛刈りのシ
ョーをご覧ください。  
 
ご案内：このツアーは砂利道を歩いたり、階段を昇ります。ツアーの順序が異なる場合があります。ヒ

ールのない歩きやすい靴でご参加ください。 
 
 
オークランドでのジェットボート体験 
Auckland Jet Boat Adventure 
ツアー番号：AKL017 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄４９～（１０～１２歳）  
所要時間：１時間１５分 
 
オークランドの歴史的なフェリーターミナルから、ジェットボートに乗り爽快な乗船体験をお楽しみく
ださい。オークランドの港とすばらしい街並みを眺めてみましょう。乗船中は帽子を落とさないように
押さえておきましょう。 オークランド橋の下を通り抜けるときにバンジーポッドを見上げると、バンジ
ージャンプをしてる人を見かけるかもしれません。乗っているジェットボートは、港の北岸沿いにあっ
て長年営業を続ける店とランドマークがあるチェルシー・シュガー工場やカウリ・ポイントの崖の木な
どの主要な箇所を通ります。  
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乗船体験が終わり、テラ・ファーマに戻ったら短い散歩をして船に戻ります。  
 
ご案内：このツアーはジェットボートと徒歩にて行われます。フェリーターミナルまでは歩いてすぐの

距離です。参加者はジェットボートに乗るために、不自由なく動ける必要があります。このツ
アーは、背中や首の怪我や病気のある方には適していません。妊娠中の女性や１０歳未満の子
供は参加できません。ジェットボートのルートは天候に左右され、変更される可能性がありま
す。また濡れてもよい服を着用してきてください。  

 
 
スカイタワー、海の生き物と南極体験 
Sky Tower, Sea Life & Antarctic Encounter 
ツアー番号：AKL008 
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄５４～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
南半球の最も高い塔であるオークランドのスカイタワー（３２７メートル）をご覧ください。２つの展望
デッキと回転レストランでは、沿岸から海岸まで比類のない景色を眺めることができます。ガラス張り
のエレベーターに乗って、オークランドを見下ろせるガラス張りのメイン展望台へと向かいます。  
その後、少し水辺をドライブした後は、ケリー・タールトンズ南極体験 & アンダーウォーター・ワール
ドの両方の施設があるケリー・タールトンズのシーライフ水族館に到着します。雪、氷、水中の名所など、
オークランドで最も人気のあるアトラクションの１つです。  
海に棲む貴重な生物を見るために通る、透明なアクリル製の水中トンネルには動く歩道があります。そ
こで、ニュージーランド沿岸水域の様々な種類の生物、サメ、カメ、巨大なアカエイ、さらには、信じら
れないほどの深海に生息する生き物をご覧ください。  
南極体験では、ニュージーランドでの唯一の亜南極のペンギンの本拠地であり、めったに見れないゼン
ツーペンギンを見ることができます。また１９１１年からあるロバートファルコン大尉の南極小屋のレ
プリカの中を歩くことができ、地球上で最も寒い地域の１００年間がどのようなものであったかを十分
に理解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。このツアーでは約２時間平坦な道を歩きます。ヒールの無

い歩きやすい靴でご参加ください。水族館はご自身で見学していただきます。見学の時間は約
１時間３０分です。  

 
 
デヴォンポートとノースショアの景観 
Devonport & North Shore Panorama 
ツアー番号：AKL011 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄４２～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
デヴォンポート郊外のヴィクトリア山やノース･ヘッドの美しい景色をお楽しみください。ヴィクトリア
山からはノースショアの街や入り江、オークランドの街、カワラウ部族の要塞の名残など素晴らしい景
色が楽しめます。ノースヘッドではハウラキ山、タカプナ地方、ランギトト島の景色を眺めることがで
き、さらには縦横に張り巡らされた軍事トンネルがあります。歴史的なデヴォンポートの港町はオーク
ランドのノースショアにあり、最も早くから入植が始まった場所のひとつで、木造りのコロニアル様式
の建物が残っていることで知られています。１８８０年代に農地が分割され、大きな木造家屋が建てら
れました。その後の改装と塗り替えで蘇った建物と周囲の美しい庭が、当時のデヴォンポートの栄華を
思い起こさせます。カウリの樹や真っ直ぐ育つことで知られるアガサ・オウストラリの樹など、耐久性の
高い木材で多くの家が建てられています。デヴォンポート･ペニンシュラをガイドツアーで巡り、この歴
史ある村のコロニアル風建造物や平和な雰囲気などを楽しむとともに、その後の自由時間ではお買い物
をお楽しみください。その後フェリーでオークランドに戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバスとフェリーにて行われます。デヴォンポートのガイドツアーは

約３０分ですが、自由参加です。 
 
 
オークランド市内観光とマオリ族 
Auckland City Sights & Maori Performance 
ツアー番号：AKL005 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄５４～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
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埠頭から出発しオークランドで最も重要な博物館、オークランド戦争記念博物館に向かいます。ここで
は、マオリ文化を発見し、活気に満ちた文化的なパフォーマンスを楽しむことができます。  
到着後はニュージーランド先住民の部族であるマオリの文化を垣間見ることができる活気にあふれた文
化的な展示物をご覧ください。その後、自由にその博物館とマオリギャラリーを見て回ります。マオリギ
ャラリーでは、マオリのパフォーマーに質問に答えてもらったり一緒に記念写真を撮ることができます。 
次に、オークランド市内とハーバーブリッジを渡り市内の主要な箇所の景観ドライブをします。オーク
ランドのダウンタウンのショッピング＆オフィス複合施設は、市の郊外にある修復されたヴィクトリア
朝の建物と植民地時代の店を持つパーネル村とは対照的であることがわかるでしょう。 街とワイテマタ
港のパノラマの景色を楽しみ写真を撮るために、美しい景色が見えるところに立ち寄ります。  
 
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時間歩きます。ヒールの無い歩

きやすい靴でご参加ください。展示物を保護するため、博物館の照明は暗くなっています。バ
ックパックと大きな鞄持っての博物館への入場は許可されていません。交通状況により、代替
の場所に行く可能性がございます。  

 
 
アメリカズ･カップのヨットでセイリング 
America’s Cup Experience 
ツアー番号：AKL006 
ツアー料金：大人＄１５８～ 子供＄１２０～（１０～１１歳）  
所要時間：２時間３０分 
 
アメリカズ･カップは世界で最も古く、最も権威ある国際ヨットレースです。このツアーでは億万長者や
エリート層のヨットオーナーが所有するアメリカズ･カップ級のヨット、ＮＺＬ６８またはＮＺＬ４１に
実際に乗り込みます。これは自動車レースのＦ１カーに乗車する体験に匹敵すると言えます。ヴァイア
ダクト･ハーバーで乗組員から安全に関する説明を受けて、２時間のセイリング体験が始まります。帆が
上げられると乗務員になりきって舵を握り、グラインダーにエネルギーを注いだり又は腰を下ろして美
しいオークランド湾を進む航海の様子を楽しんだりすることができます。 
ヨットの経験は不要で、ヨットに慣れた方から初めての方までどなたでも参加できます。 
 
ご案内：アメリカズ・カップのヨットが停泊する桟橋まで平坦な道を１５分ほど歩きます。底が柔らか

く滑りにくい靴を着用ください。ヨットにはトイレの設備はありません。妊娠中の女性や９歳
以下の方はご参加いただけません。 

 
 
オークランド景観ドライブ 
Leisurely Auckland 
ツアー番号：AKL015 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３５～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
オークランド市内の景観ドライブをはじめます。ハーバー･ブリッジを渡ると、ウエストヘーヴン･マリ
ーナと王立ニュージーランド･ヨット･スコードロン(オークランドで最も名門のヨット･クラブ)が見え
ます。２つの美しい湾から郊外のセント･ハリアーズを望む、魅力的なウォーターフロント地区が見えて
きます。知識豊富なガイドがオークランドの歴史と生活を解説しながら、市内の見晴らしのよい場所へ
ご案内します。ここからは市内と湾が一望でき、遠くにハウラキ湾に浮かぶ島々が見えます。その後、コ
ロニアル式の店やブティック、工芸品店が軒を連ねるパーネル･ビレッジや歴史的なオークランド戦争記
念博物館を巡り、賑やかな商業地区を通って港へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。主な見どころは車窓観光となります。バスティオン岬には

トイレがあります。交通状況によっては別の展望ポイントに行く場合があります。 
 
 
トゥクトゥクで巡るオークランド 
Auckland by Tuk Tuk 
ツアー番号：AKL020 
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄８５～（９～１２歳） 
所要時間：１時間４５分 
 
トゥクトゥクに乗って、オークランドをドライブします。 
トゥクトゥク乗車中は象徴的な街の見どころを通り、美しい街の雰囲気を感じることができます。アオ
テア・スクエア、St Kevins Arcade、ウェストヘブン・プロムナード、ハーバー・ブリッジ、スカイ・タ
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ワーなどを見て回ります。途中、写真撮影のために停車したり、オプションとしてマイヤーズ・パークで
の散策を楽しむことができます。トゥクトゥク乗車は桟橋で終了となります。 
 
ご案内：このツアーはトゥクトゥクで行われます。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。トゥクトゥクの定員は２名です。９歳未満のお子様はご参加できません。徒歩の
時間が約３０分ありますが、これは任意です。このツアーには段差やマイヤーズ・パークの傾
斜路が含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。トゥクトゥク乗車時にはあ
る程度体が動かせる必要があります。このツアーは天候にかかわらず行われます。 

 
 
ホビットの舞台 
Scenes of the Hobbit 
ツアー番号：AKL021 
ツアー料金：大人＄１６９～ 子供＄１２８～（３～１２歳）  
所要時間：９時間１５分 
 
オークランドから南下し、ボンベイ・ヒルズを越えて３時間ほどのドライブで、ワイカト地方の農地に向
かいます。そこから緩やかな起伏の緑の丘を通ってホビット庄へ向かいます。シャイアズ・レストに到着
してビュッフェランチを楽しんだ後、世界最大の屋外映画セットであるホビットのオープンセットをガ
イドとともに見て回ります。そこには、４４個のホビット穴（家）や水車小屋、めがね橋、パーティー・
ツリーなどがあります。ビルボの家“袋小路屋敷”を写真に収め、その入り口ではセット全体を見渡す
ことができます。ツアーの途中でグリーン・ドラゴン・パブを訪れ、自家製のサイダー、ラガービール、
ジンジャービールのいずれかを飲む機会があります。オークランドへの帰り道では、リラックスしなが
ら景観ドライブをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ホビットのオープンセットへは３時間ほどの道のり

です。このツアーは天候にかかわらず行われます。歩きやすいつま先の閉じた靴と適切な服装
でご参加ください。一定の傾斜や段差を含む草地や砂利道を歩きます。ガイド付きツアーの時
間は１時間３０分～２時間ほどです。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。 

 
 
西ワイタケレ海岸の野生 
Waitakere West Coast Wilderness 
ツアー番号：AKL019 
ツアー料金：大人＄１０５～ 子供＄９９～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
桟橋から出発すると、オークランドの北西約１７キロメートルの場所にあるワイタケレ山脈に向かって
ツアーが始まります。  
ワイタケレ山脈の高台にあるアラタキセンターで小休止します。スイミングデッキからはタスマン海を
渡って太平洋までの息を呑むようなパノラマを見ることができます。地元の歴史について学び、ここを
見守るマオリ族の伝統的な彫刻をご覧ください。  
さらに西に向かうと、険しい西海岸に到着するでしょう。ピハ・ビーチを歩いている時、足元の柔らかい
黒い砂を触ってみて下さい。  
その後、バスは緑豊かな熱帯雨林に進みます。そこではブッシュトラック（野生の茂みにある道）にそっ
て、１キロほど歩きます。運が良ければ散歩中に野生の鳥の鳴き声を聞くことができるかもしれません。
また、近くにあるのは絵のように美しい小川と巨大な樹木、シダです。  
ツアー中に紅茶、コーヒー、水またはジュースと甘いお菓子などが提供されます。  
 
ご案内：このツアーはミニバスかバス、徒歩で行われます。ツアーでは、柔らかい砂や自然の茂みを含

む様々な場所を約２時間３０分～３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。日焼け止めや軽いレインジャケットをご用意ください。  

 
 
ワイヘケ島とワイナリー巡り 
Waiheke Island & Wineries 
ツアー番号：AKL016 
ツアー料金：大人＄１２４～   
所要時間：５時間３０分 
 
ワイテマタ港からワイヘケの小さな島までフェリーに乗ってツアーが始まります。まるで絵に描いたよ
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うなこの島には、農地、森林、砂浜、ブドウ畑、オリーブ畑が混在しています。 
長きにわたりニュージーランドで一番美しいとされているオネタンギビーチに着く前に、海岸線の息を
呑むような景色を満喫してください。島の２カ所のワイナリーに行く前に紅茶やコーヒー、甘いお菓子
をお楽しみください。  
ワイタケの夏は暑く乾燥し、また水はけのよい土壌をもつことから様々なブドウの栽培に適した土地で
す。ブティックワイナリーは、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、マルベール、カベルネ・フラ
ン、そして最近ではシャルドネを含む高級ワインを生産しています。ワイナリー訪問中にはここで生産
されたワインを購入することができます。  
フェリーでオークランドに戻り、ツアーは終了します。  
  
ご案内：このツアーはミニバス、フェリー、徒歩にて行われます。フェリーターミナルまでは歩いてす

ぐの距離です。フェリーでの乗船時間は３５分ほどで、地元の人が同行します。ワイヘケ島に
到着すると、ツアーガイドと合流します。参加者は１８歳以上でなければなりません。ツアー
の訪問順序が異なる場合があります。このツアーでは、様々な地形を歩いていくことがありま
す。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 

 
 

 
ベイ・オブ・アイランズ 
Bay of Islands 
 

 
ラッセルでの発見 
Discover Russell 
ツアー番号：BI1021 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３６～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
埠頭から少しドライブをすると海辺のリゾートであるパイヒアに到着します。そこで旅客フェリーに乗
りラッセルへと向かいます。 
到着してすぐ、街の煌びやかな歴史を発見するためにガイド付きのウォーキングツアーに参加します。
ニュージーランド最初の首都について、今も受け継がれる物語をガイドから聞くと、植民地時代という
劇的事件を再体験することができるでしょう。そして、魅力的な街並みに立ち寄り、おいしいスコーンや
紅茶を楽しんだ後、ポンパリエを訪れます。フランス宣教師の歩みを追ったり、どのように宗教的な文書
をマオリ語に翻訳し、印刷して美しい本にまとめたのかを発見しましょう。 
その後は自由時間となります。街を散策したり、地元職人の店に立ち寄ったりしてお楽しみください。自
由時間終了後、旅客フェリーに乗り埠頭へ戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとフェリーと徒歩にて行われます。このツアーには、比較的平坦な場所での

歩行が約１時間３０分含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。フェリー乗船
時間は片道約１５分です。購入の際には地元の通貨が必要です。 

 
 
プケティ・フォレストの自然散策 
Puketi Forest Nature Walk 
ツアー番号：BI1018 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄５９～（１０～１２歳）                  
所要時間：３時間３０分 
 
プケティ森はノースランドの中心部に位置する古代カウリ森林で、さまざまな植物種、鳥類や木で生息
する生き物が暮らしています。ドライバーガイドによる簡単な解説を聞きながら、リラックスしてプケ
ティ・フォレストへ移動します。 
到着すると、熱帯雨林の魅惑的な散策をお手伝いしてくれる知識豊富なガイドと合流します。ニュージ
ーランドのユニークな植物や鳥類に注目し、樹齢１２００年以上の壮大な古代カウリの木を鑑賞します。
休憩時間には紅茶やコーヒー、軽食が用意されます。 
 
ご案内：このツアーは車と徒歩にて行われます。プケティ・フォレストへのドライブは約４５分間です。

１０歳未満のお子様は参加できません。このツアーでは、濡れたときに滑りやすく起伏のあるボ
ードウォークなど、様々な地形を約１時間３０分ほど歩きます。底が平らで滑りにくい靴を履い
てください。軽いレインジャケットを着ることをお勧めします。日焼け止め、帽子、防虫剤も忘
れないでください。 
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ライトタックルでの釣り体験 
Light Tackle Fishing  
ツアー番号：BI1017 
ツアー料金：大人＄１３０～ 子供＄１１４～（８～１２歳）                  
所要時間：４時間 
 
もはや伝説的であるニュージーランド出身の、ヨットのヒーローであるピーター・ブレイク卿の「お気に
入りの場所」というドキュメンタリーでこの場所が紹介され、釣りを楽しむには理想的な場所です。 
船長があなたの腕前に合わせてツアーを調整するので、経験は必要ありません。ここでは初心者のため
うまく釣りをするための知識を教えてもらうなど、しっかりとした説明を受けます。 
ベイ・オブ・アイランズで釣れる魚の大半はブルータラ、テラキヒ、シマアジ、鯛です。 
釣りをしていない間は、美しい静かな海岸の周りでリラックスして楽しむことができます。 
 
ご案内：このツアーはボートにて行われます。８歳未満のお子様は参加できません。ツアーには必要な

すべての漁具が含まれています。釣れるかどうかは保証されません。ここではキャッチアンド
リリースではありませんが、持ち帰ることはできません。船酔いする可能性がある方は特にご
注意ください。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。ボートには日陰の部分が限られて
いるので、日焼け止めや帽子をお持ちください。休憩時間がないので、水をお持ちになること
をお勧めします。ボートにはトイレがあります。参加者はボートに乗るために、健康で不自由
なく動ける必要があります。 

 
 
マオリ村でのカヌー体験 
The Maori Canoe Experience 
ツアー番号：BI1016 
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供＄１１０～（６～１２歳）                  
所要時間：３時間 
 
ベイ・オブ・アイランズはニュージーランド・マオリ族の最大部族であるヌガプヒ（Ngapuhi）族が暮ら
している場所です。このマオリ族の環境を意識した生活を学ぶツアーではマオリの人々の古代から受け
継がれたポリネシア文化の慣習や、儀式や伝統をより深く知ることができます。 
ワイタンギ埠頭でマオリの戦士姿の人たちからの歓迎を受けた後、芸術的な彫刻が施された１５メート
ルの長さのワカ・タウア（マウイの戦闘用カヌー）に乗り込みます。乗る前に簡単な安全についての説明
があります。部族の人々が伝統的な船の漕ぎ方を見せてくれた後、練習しましょう。また、環境保存が行
き届いたワイタンギ川の息を呑むように美しい光景や、地元特有の草花の素晴らしさを味わっていただ
くことができます。のどかで静寂に包まれたワイタンギ川の河口に向かって滑るように進んでゆく間、
オリの漕ぎ手たちがそれぞれ古代からつらなる家族の物語や部族の歴史を語ってくれます。川の両岸に
遥かに広がる絵のようなパノラマ眺望、自然の森の鮮やかな色彩を楽しみながらのクルーズでは、神聖
でスピリチュアルと考えられているハルル滝の滝壺まで行きます。再びカヌーを漕いで戻る途中には、
家族の神殿であるマラエを通り過ぎてゆきますが、そこではマオリの家族たちが手を振って見送ってく
れることでしょう。 
港に戻る頃には、マオリ族に関する深い知識を身に着けて一生忘れられない思い出として心に刻みつけ
られていることでしょう。 
 
ご案内：このツアーに参加する方々はカヌーでのパドリングを最大２時間行う必要があります。パドリ

ングはゆっくりとしたスピードで行われますが、所要時間はグループや潮差に左右されます。各
カヌーには１６名から３０名まで乗船ができます。カヌーまでは約１３７メートル歩きます。カ
ヌーに乗り込む際に水中に入るので濡れても大丈夫な柔らかくヒールの無い靴を履いてくださ
い。 

 
 
ワイタンギと郊外 
Waitangi & Countryside  
ツアー番号：BI1002 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄５６～（３～１２歳）                  
所要時間：３時間３０分 
 
ベイ･オブ･アイランズを一望できるワイタンギ条約記念公園はニュージーランドの歴史的に重要な場所
です。１８４０年２月６日にマオリ族とイギリス政府との間でワイタンギ条約が結ばれました。 
条約記念公園は４０４ヘクタールの広大なワイタンギ国立保護区内にあり、その土地の所有者であった
ブレディスロエ侯爵夫妻により１９３２年に国に寄付されました。次に、ガイドと共にニュージーラン



20 

 

ドで最も古く歴史ある建物の一つであり条約が締結された条約記念館、テ・ワレ・ルナンガ、全体に彫刻
の施されたマオリの集会場、ワイタンギとベイ・オブ・アイランズの歴史を紹介する映画が上映されるワ
イタンギ･ビジターセンターを訪れます。 
また長さ約３６メートルで３本のカウリの大木から作られたマオリの戦闘用カヌーをご覧ください。現
在も毎年２月６日のワイタンギデーには海に浮かべられます。 
ワイタンギを後に景色のよい郊外を走り、プケトア･ジャンクションと地平線を覆うように柑橘類の果樹
が広がるケリケリへ。車窓からニュージーランド最古の建物で知られるケンプ･ハウスが見えてきます。
船に戻る前にハルル滝で写真撮影のため一時停車します。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。ワイタンギ条約記念公園の小道と芝生を４５分ほど歩きま
す。 
 
 
ラッセルへのリバーボートクルーズとブランチ 
River Boat Cruise to Russell & Brunch 
ツアー番号：BI1020 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄５２～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
ワイタンギを出発し、オプアとオキアトの水路をボートでゆっくりと巡ります。オマタ・エステート ワ
インヤードやコロラレカのカキ養殖場を見てお楽しみください。ボート乗船中、地元スタイルのブラン
チが提供されます。 
次に、ノースアイランドの港の起源であるラッセルへ向かいます。今や絵画に描かれたような美しい水
辺の村となったラッセルで、古風で趣のある自作農場、歴史ある教会や木造のコテージの景観をご覧く
ださい。その後、自由時間がありますので、思い思いにラッセルの散策をお楽しみください。自由時間終
了後、ボートでワイタンギへと戻ります。 
 
ご案内：このツアーはボートにて行われます。参加人数に限りがありますので、お早めにお申し込みく

ださい。使用するボートは底が平らになっているリバークルーズ用ボートです。参加者はテン
ダーボートの到着地点からボートまでの短い距離を移動し、ボートにご自身で乗船していただ
く必要があります。このツアーに飲み物は含まれておりませんが、ボート上で購入することが
できますので、地元の通貨を忘れずにお持ちください。ラッセルでの自由時間は１時間で、歩
く距離は参加者の自由です。ボートクルーズは約１時間３０分から２時間です。 

 
 
郊外のドライブとワイポウアの森林 
Rural Drive & Waipoua Forest 
ツアー番号：BI1015 
ツアー料金：大人＄１４０～ 子供＄１１０～（３～１２歳）                  
所要時間：７時間 
 
バスに乗ってリラックスをしながら、ワイマテ・ミッションハウスを目指す、ワイマテまでのドライブを
楽しみましょう。これは１８３２年にニュージーランドの内陸に初めて作られた伝道所で、３箇所だけ
残っているミッションハウスです。ここで朝のお茶もお楽しみください。 
続いて地熱地帯からカイコヘに向かった後、農地を抜けて、砂丘が並ぶホキアンガ港の岸にあるオポノ
ニへ行きます。１９５０年代後半、人懐こいイルカの「オポ」が住んでいたこの地域は、ヨーロッパから
の移民の居住地でもあります。 
ワイポウアの森では、ガイドとともに少しの距離を歩き樹齢１２００年で未だ成長しているカウリの木、
タネマフタを見ます。カウリの木材はニュージーランド初の輸出品となり、船のマストや建材として人
気でした。数十年の間に広大な森は切りつくされてしまい、今では一部しか残されていません。 
現地のホテルでビュッフェ形式の昼食に続いて、地元の学生によるコンサート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。このツアーは起伏のある道を約５分歩きます。ヒー

ルの無い歩きやすい靴をお勧めします。ミッションハウスに入る際、階段が６段あります。 
 
 
ボートライドとパドルボード体験 
Paddle Board Experience 
ツアー番号：BI1022 
ツアー料金：大人＄８５～  
所要時間：３時間 
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埠頭から出発し、リラックスしながら、海岸線をボートで進むと、昔カウリマツの丸太を運ぶために使っ
ていた蛇行河川を通ります。 
静かな入り江で経験豊富なガイドからの説明を受けた後、いよいよパドルボードに乗ります。マングロ
ーブの木々を静かに通りつつ、地元の動物を見逃さないように目を凝らしていてください。続いて、水が
音を立てて落ちる滝に向かいます。勇気がある人は、滝のそばまで行って写真を撮ってみましょう。 
その後、パドルボードに乗り続けるか、船に戻るか選ぶことができます。ボートで埠頭に戻る前に川辺の
公園で軽いピクニック風のスナックを食べましょう。 
 
ご案内：このツアーはボートとパドルボードにて行われます。参加者は健康で泳げる必要があります。

水着を着て、タオル、ペットボトルの水、そして日焼け止めをご用意ください。お子様は参加
することができません。参加者は棄権証書への署名が必要になる場合があります。 

 
 
ブレット岬の遊覧クルーズ 
Cape Brett Cruise 
ツアー番号：BI1013 
ツアー料金：大人＄１６２～ 子供＄９９～（３～１２歳）                  
所要時間：３時間 
 
息をのむような景色を眺め、興味深いニュージーランドの自然をブレット岬と有名な「ホール･イン･ザ･
ロック」への遊覧クルーズで体験しましょう。 
ベイ･オブ･アイランズに浮かぶ小島を抜け、ブレット岬の灯台、静かな入り江、砂浜の海岸を通り過ぎま
す。そしてモツコカコと有名な「ホール･イン･ザ･ロック」へ向かいます。コンディションが良ければ、
長い時間をかけて風と波の浸食によってできた穴を熟練の船長が通り抜け、グランド･カテドラル洞窟へ
とボートで行くことができます。さらに遊覧クルーズを続け、小島を巡りながら知識豊かな乗組員の説
明を聞き、鳥や海洋生物などを観察しましょう。 
帰路は地元の自然や文化歴史についての映像を見るなどして、のんびりとお過ごしください。船の上に
はバーもあります。 
 
ご案内：このツアーはカタマラン船にて行われます。カタマラン船の乗り降りには階段があります。野

生生物が見られる保証はありません。飲み物は別料金となります。クルーズの日程は天候によ
り左右され、場合によってはホール･イン･ザ･ロックでの観光は中止になることもあります。
また、船酔いする可能性がある方は特にご注意ください。 

 

 

 
シドニー 
Sydney 
 

 
シドニー・ハーバーブリッジへの観光 
Sydney Harbour Bridge Climb 
ツアー番号：SYD014 
ツアー料金：大人＄２９９～ 
所要時間：５時間 
 
シドニー･ハーバーブリッジに登るというユニークな体験で、世界的に有名な湾を一望できます。資格を
持つガイドに引率されて、少人数のグループで東側のアーチから橋の頂上を目指します。橋の頂上に到
達したら栄光の瞬間を祝い、約１２０メートル眼下に広がるシドニー湾の比類ない大パノラマを堪能し
てから、西側のアーチを降ります。地上に戻ってから、登頂記念の写真をお受け取りください。 
続いてシドニー最古の村、ロックス地区を徒歩で巡ります。ロックス地区はシドニーの中心地にあり、初
期の開拓者がハンマーを振るって最初の小さな村を建設した場所でもあります。歴史あるこの一帯を歩
きながら、珍しい建物や古風なテラスハウス、砂岩のコテージなどをご覧ください。伝統的なパブに立ち
寄って健闘を讃えましょう。 
 
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。参加者は身体的に健康な方に限ります。このツアーは１２

歳未満のお子様は参加できません。落下する可能性のある物や服はロッカーにお預けくださ
い。参加者は橋を登る前に酒気検査を受けていただく必要があります。はじめに安全に関する
注意事項を聞いてから、登攀用のスーツを着用し、安全用のハーネスをケーブルに取り付けま
す。個人のカメラ、携帯電話、ビデオカメラは橋登りに持っていくことはできません。橋登り
が終了するまでの所要時間は約３時間３０分です。爪先の閉じたヒールの無い靴でご参加くだ
さい。 
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シドニー湾散策 
A Stroll around Sydney Harbour 
ツアー番号：SYD041 
ツアー料金：大人＄２２～ 子供＄１６～（３～１２歳）  
所要時間：２時間３０分 
 
地元ガイドと桟橋で合流し、シドニー港付近の探索にでかけましょう。 
歴史あるロックス地区を通り、ハーバーブリッジとサーキュラーキーを散策すると有名なシドニーのオ
ペラハウスが見えます。さらに散歩していくと素敵な王立植物園に着きます。 
道に沿って行くとガイドは地元の事柄や物語を聞かせてくれ、ツアーを忘れられないものにしてくれる
でしょう。 
 
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。起伏のある道をゆったりとしたペースで約２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。 
 
 
シドニー景観ドライブ 
Leisurely Sydney 
ツアー番号：SYD001 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３８～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
シドニー発祥の地ロックス地区を走り、キングス･クロスと傾斜が急な坂道にヴィクトリア朝時代の邸宅
が建ち並ぶ流行のパディントン、シドニータワー、オペラ･ハウス、シドニー･エンターテイメント･セン
ターを通ります。 
次にシドニーを一望するミセス･マッコリーズ･チェアーで停車します。ここは初代総督マッコリーの婦
人エリザベスの為に彫った岩の椅子があります。ベンチからは、シドニー湾、オペラハウス、ハーバーブ
リッジ、素晴らしい景色が眺められます。 
オーストラリアで最も有名なビーチで知られる、ボンダイ･ビーチで写真撮影のために停車します。ボン
ダイにはビーチを望む数多くのカフェやレストランが軒を連ねています。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。ボンダイ･ビーチでは１５分ほどの自由時間があります。

ほとんどの道は舗装されていますが、ミセス･マッコリーズ･チェアーでは凸凹な箇所が若干あ
ります。 

 
 
ブルーマウンテン探検 
Discover the Blue Mountains 
ツアー番号：SYD050 
ツアー料金：大人＄１５９～ 子供＄９９～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
港を出発し、ハイウェイを通って都会の喧騒を離れるようにブルーマウンテンのある地域を目指します。
その地域は素晴らしい景色で知られており、壮大な眺めを楽しむことができます。 
カトゥーンバに到着するとまずは、オーストラリアのグランドキャニオンとして知られる巨大な岩の眺
めを楽しむことができるエコービューポイントに向かいます。その後、世界で最も急な勾配を走る電車
に乗り、約２００メートル下ったところにある緑豊かな谷を訪れます。谷の麓を少し歩くと、ケーブルカ
ーの駅に到着します。帰りは南半球で最も傾斜が急なケーブルカーに乗って戻ります。 
ツアーの最後には、マウンテンヘリテージホテルでの美味しい２コースのランチをお楽しみください。
この静かなホテルは古き良き時代の魅力があります。そして、そこでは周囲を取り巻く山々を眺めてリ
ラックスし、１日の探検に思いを馳せることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと鉄道とケーブルカーにて行われます。ブルーマウンテン地域へは、道路状

況にもよりますが片道約２時間から２時間３０分かかります。ヒールの無い歩きやすい靴でご
参加ください。鉄道からケーブルカーへの乗り換えの際、平坦ではない道を７分ほど歩きま
す。その他の歩行はお客様次第です。このツアーは高所が苦手なお客様には適していません。
全ての景観は天候に左右されます。 
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シドニー北部観光とマンリー 
North Sydney Sights & Manly 
ツアー番号：SYD053 
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄３８～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
港を出発し、バスでコートハンガーと呼ばれているシドニー・ハーバーブリッジを渡ります。北に向け
て、美しいクレモーネとモスマンの他にキラビリとミルソンズポイントの郊外を通ります。 
マンリーの郊外に到着後、シドニー湾の入り口にあるノースヘッドで停車します。そこで、美しく広大な
港の景色を見ることができます。その後マンリーをご自由に観光する時間があります。船に戻る前、ビー
チに沿って散策したり浜辺のカフェで軽食を購入することができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。マンリーで歩く距離はお客様の計画によって異なり

ます。買い物のために現地通貨をお持ちください。マンリーでの自由時間は約１時間です。 
 
 
シドニー市内観光、オペラハウスとボンダイ･ビーチ 
Sydney Sights, Opera House & Bondi 
ツアー番号：SYD002 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄６８～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
世界的に有名なシドニーの芸能の中心であるシドニー･オペラ･ハウスをガイドの案内で見学します。建
築と技術の奇跡は、不可能を可能にした芸術的建築物で、世界でも芸能活動がもっとも行われるように
なりました。 
ヴィクトリア時代の建物から近代的なビル群まで、世界でも素晴らしい都市と謳われるシドニーの見ど
ころを巡ります。シドニー発祥の地であるロックス地区、ハーバー･ブリッジ、シドニータワー、キング
ス･クロス、芸術家たちの集まるパディントン、植物園を車窓に、ミセス･マッコリーズ･チェアーへ向か
います。ここからはオペラ･ハウス、高層ビル群、ハーバー･ブリッジが一望できます。 
ダウンタウンを通り、海岸のリゾート地ボンダイ･ビーチに向かいます。岩に囲まれ三日月形をした黄金
色の砂浜は、オーストラリアで最も有名なサーファーのビーチです。数多く並ぶカフェからビーチを眺
めたり、かわいいプロムナードを散策したりして楽しめます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。駐車場からオペラ･ハウスの入口まで約４５０ｍ歩

き、オペラハウス内には約２００段の階段があります。道は舗装されていますが、ミセス･マ
ッコリーズ･チェアーでは凸凹な箇所が若干あります。ボンダイ･ビーチでは２０分ほどの自由
時間があります。見学順序は入れ替わる場合があります。シドニー・オペラハウスの取消料規
定の関係で、ツアーのキャンセルは寄港日の１週間前から１００％のキャンセル料が発生しま
す。 

 
 
タロンガ動物園のサンセット 
Taronga Zoo Sunset Walk 
ツアー番号：SYD040 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄６６～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
モスマンの郊外に位置するタロンガ動物園は専用の動物保護プログラムがあり、４０００頭以上の動物
がいます。サンセットを見る散策では、動物園でカンガルー、コアラ、ハリモグラ、オーストラリアの野
鳥などの動物を発見する旅へとお連れします。 
専門ガイドがタロンガ動物園と動物たちのことを解説します。参加者はカモノハシプールなどの展示を
見ることで、ブルーマウンテンズの砂岩峡谷の神秘を思い起こすでしょう。ここではオーストラリアの
動物の多くの種と最近発見された恐竜の木、ウォレマイ・パインを見ることができます。 
このツアーはオーストラリアの野生生物の多くを見ることができる絶好の機会です。 
 
ご案内：このツアーは車と徒歩にて行われます。ガイドツアーは起伏のある道で１時間３０分ほど行わ
れます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。タロンガへのドライブは約４５分です。 
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フェザーデイルワイルドライフパーク 
Featherdale Wildlife Park 
ツアー番号：SYD049 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄６２～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
この約２．８ヘクタールの公園は、鳥やイリエワニなどの爬虫類を含む約２２００種類を超える動物が
棲んでいます。 
フェザーデイルに到着すると、パークレンジャーからオーストラリアの歴史を聞きながら野外でビリー
ティーをお楽しみください。その後、自由に公園散策をお楽しみください。公園内ではカンガルー、コア
ラ、ワラビーなどの野生動物を見ることができ、ディンゴやオポッサムや有名なタスマニアデビルも見
ることができるかもしれません。散策を終えると車で港まで移動します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。歩く距離はお客様の計画によって異なります。この

公園の道路は、舗装された比較的平坦な地面となっています。ヒールの無い歩きやすい靴でご
参加ください。買い物をするために現地通貨をお持ちください。 

 
 
ザ・ロックス パブウォーク 
‘The Rocks’ Pub Walk 
ツアー番号：SYD051 
ツアー料金：大人＄４２～  
所要時間：３時間 
 
港でガイドと合流した後、ザ・ロックスとして知られているシドニーの歴史的な中心地の散策に向かい
ましょう。 
石畳の道を歩き牢獄の近くを通り過ぎながら、ガイドは魅力的な話をして楽しませてくれることでしょ
う。３軒の地元のパブに立ち寄り、常連客に混ざってビールやワインを楽しみながらシドニーの昔話を
聞くことができます。 
２，３時間過ごすのになんといい方法でしょうか。 
 
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。このツアーにはそれぞれのパブで１杯の飲み物が含まれて

います。このツアーでは起伏のある道を約２時間歩きます。ヒールのない歩きやすい靴でご参
加ください。ツアーの後、市内に残ることを希望されるお客様は、各自で船までお戻りくださ
い。このツアーはお子様には適しません。 

 
 
夜のシドニー・ハーバーブリッジ観光 
Sydney Harbour Bridge Evening Climb 
ツアー番号：SYD052 
ツアー料金：大人＄２３２～   
所要時間：４時間３０分 
 
認定ガイドが鉄のキャットウォークを通って東側の橋桁の頂上まで案内します。橋の頂上に到着したあ
と、頂上からの夜景を楽しむためにしばらく滞在します。西側の橋桁から降りる前に、シドニー港の輝く
光や夜の空をお楽しみください。地上に戻り登頂を祝福され、登頂記念の写真を受け取ってください。 
この経験を祝ってビールやソフトドリンクを楽しむため、船に戻る前に地元のパブに立ち寄ります。 
 
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。このツアーは健康状況が良好な方のみ参加できます。お子

様は参加できません。運動に適さない服の着用は橋の上では許可されません。ロッカーにお預
けください。参加されるお客様は酒気検査を受ける必要があります。このツアーでは、安全に
関しての説明から始まります。その後、登攀用のスーツを着用し、安全用のハーネスをケーブ
ルに取り付けます。個人のカメラ、携帯電話、ビデオカメラは持っていくことはできません。
橋を登るには安全に関しての説明を含めて３時間３０分ほどかかります。ヒールの無い歩きや
すい靴でご参加ください。 

 
 
ハンターバレー、ワイン試飲と昼食 
Hunter Valley, Wine Tasting & Luncheon 
ツアー番号：SYD039 
ツアー料金：大人＄１５３～  
所要時間：１１時間 
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ハンターバレーには１６１８ヘクタール以上のブドウ農園、９０を超えるワイナリーがあり、オースト
ラリアで最も古く、最も絶賛されたワイン農園の一つです。ハンターバレーの最高のワイナリーのうち
の３カ所で一日を過ごすと、ブドウ畑の美しい全景をお楽しみいただけます。おいしい地元の昼食が提
供され、ハンターバレーショッピングビレッジにある専門ブティック店を訪れる機会もあるでしょう。 
シドニーから出発し、ツアーはパシフィック・ハイウェイに沿って、ハンターバレーを目指し内陸に向か
っていきます。景色が素晴らしい場所で小休憩があり、そこでは足を伸ばせば海の景色を楽しめます。ツ
アー終了前に、地元のカフェでコーヒーなどを飲みたくなるかもしれません。 
ハンターバレーに到着すると、最初にスパークリングワインの特別な生産地であるピーターソンハウス
に立ち寄ります。ここでは、美しいピーターソンハウスセラーを訪問し、絶妙な味わいを楽しめるでしょ
う。次はホープエステートとそれを経営する家族、そしてワイナリーに足を踏み入れます。ここではおい
しい地元の昼食をお楽しみいただけます。その後ブロークンとバリントン全域の素晴らしい景色を望め
る場所にある、ビンバンジン・エステート・ワイナリーに向かいます。地下室からブドウ畑を眺めながら
のワインの試飲をお楽しみください。 
船に戻る前に、ハンターバレー村で散策と買い物の為に休憩を取ります。 
 
ご案内：このツアーは車と徒歩にて行われます。ご参加いただける人数が限られますので、お早めにご

予約ください。ハンターバレーへはバスで、約２時間３０分かかります。ワインの試飲は１８
歳以上の方しか参加できません。このツアーは起伏のある道を１時間３０分ほど歩きますので
ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 

 
 
オペラハウスでの夜 
An Evening at the Opera 
ツアー番号：SYD044 
ツアー料金：大人＄２１０～ 子供＄１９９～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
埠頭でガイドと合流し、その屋根の形から世界で最も注目を集める建物の一つであるシドニー・オペラ
ハウスまで歩きます。オペラハウスでは、予約席でトゥーランドットをご覧ください。この経験は忘れる
ことができない思い出となるでしょう。 
席を確保するために早めの事前予約が推奨されます。予約は２０１９年２月１１日まで可能です。また
その日以降払い戻しは受け付けておりません。 
 
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。オペラハウスまでは約１０～１５分かかります。オペラハ

ウスには様々な方が訪問するため、ドレスコードをするかは参加者の自由です。ドレスコード
をする際は、スマートカジュアルかセミフォーマルをお勧めします。鑑賞中の撮影は禁止され
ています。オペラハウスには合計で２００段ほどの階段がございます。航海中は船内のショア
エクスカーション担当者が予約席とチケットの入手状況について常に確認しております。予約
は２０１９年２月１１日まで可能です。またその日以降払い戻しは受け付けておりません。 

 

 

  



 

Shore Excursion Terms and Conditions  
 

ショア・エクスカーションの規定と条件（概訳） 
 

ショア・エクスカーションの安全性について 
予約条件の規定（または当社の米国のお客様の場合の'パッセージ契約'）とこれらの諸条件は、ショア・エクスカーションに

参加するお客様にキュナード社の責任について説明しています。 

お客様がショア・エクスカーションに参加されるにあたり、予約条件の規定の承諾が前提となります。エクスカーションに参

加するには独立ツアーオペレーターが独自に設ける予約条件に従う必要があります。キュナード社は独立した運行業者

が催行するショア・エクスカーションを手配します。キュナード社はエクスカーションサービスを提供又は供給はいたしませ

ん。 キュナード社は注意を払いツアー運行業者を選択し、ツアー運行業者に現地、国内および/または国際的全てに

関連する基準や法律に準拠を求めます。お客様の健康、安全性と快適性が最重要です。従ってキュナード社はすべて

のショア・エクスカーション運行業者が保険へ加入済みであり又は保険へ加入させ、独自の安全管理システムを遵守する

ことを求めます。ただし、お客様自身で自身の安全と、お客様と同行するお子様達の安全を保護する必要があります。ショ

ア・エクスカーションは現地運行業者が予定通り催行するにあたり妥当ではない、又は安全ではないと判断した場合を除

き、いかなる天候でも催行されます。私達は、お客様の休暇をあらゆる側面からお楽しみ頂きたく、お客様ご自身と行動を

共にする同行者の安全の為にエクスカーションについての情報をとても注意深く慎重にご一読ください。シンボルと重要情

報と書かれた部分を読まれたことをご確認してください。 

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

き、キュナード社はお客様が被った損失、損害、または傷害の責任を負いませんのでご注意ください。キュナード社はいか

なる状況でもエクスカーション運行業者より大きな責任を持たず、キュナード社はエクスカーション運行業者の過失行為/

不作為について責任を負いません。キュナード社は、船内で施したすべての医療代を請求します。現地病院の通院費用

はお客様の負担となります。キュナード社はショア・エクスカーションの参加中に購入した物品に対し、いかなる義務や責

任を負うものではありません。いかなる購入はあくまでもお客様と売主との責任となります。 
 

保険 
保険で補償される範囲はそれぞれの国によって異なります。ご出発される前に海外旅行傷害保険を各自お手配下さい。

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

害に対し、責任を負いません。お荷物は常に持ち主の方の自己責任となります。保険が必要な場合にはご利用の旅行代

理店にお尋ね下さい。 
 

ショア・エクスカーションの代金 

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

日や時間、残席状況により変わります。出発日が近づくと値上がりする傾向があります。予約され,支払い済みのツアー代

金は変更されません。事前予約されたショア・エクスカーション代金はクルーズ開始前にクレジットカードに請求されます。

ご乗船後に予約されたショア・エクスカーション代金はお客様の船内口座に請求されます。ツアーチケットはお客様のお部

屋に届けられます。一度申し込まれたショア・エクスカーションの取消しをする場合、基本的には該当する寄港地の到着の

４８時間前までとなります。ツアー代金は大人１人、子供１人、場合によっては車１台ごとの料金です。いくつかのツアーは

最低参加年齢が設けられおり、ショア・エクスカーション内容又は予約時にご案内します。ほとんどのショア・エクスカーショ

ンではショア・エクスカーション催行日に３歳から１２歳までのお子様には子供料金が設けられており、お子様の参加も向

いている内容となっています。１３歳以上のお子様は大人用チケットを購入いただきます。ツアー催行日に２歳以下のお子

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

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

出発時間と日程 

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

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

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

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

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

ショア・エクスカーションの順番待ちについて 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

 (i)事前に支払い済みのツアー 

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

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

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

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

ションの取消はツアーチケットを船内のツアーオフィスへお戻し下さい。 
 

 (ii)船内で申し込まれたツアーの取消について 

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

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

ら返金できません。全ショア・エクスカーションには催行最低人数が設けられており、催行最低人数に達しない場合、ショ

ア・エクスカーションは催行されません。この場合、代替ツアーが提案されます。運行や営利的な理由を含むその他理由

によるツアー開始前の取消、又修正する権利を有します。その場合事前予約をしているショア・エクスカーションの場合は

クレジットカード又はデビットカードへ、船内でお申し込みのツアーの場合には船内口座に全額返金します。ツアー出発後

の断念又は訂正せざるを得ない場合には、出来る限りのオンボードクレジットを臨機応変に手配します。 
 

ガイド付き専用車の手配 (船内ツアーオフィスにて) 

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

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

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

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

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

交通手段 

キュナード社は最良の交通機関と現地ガイドを手配します。訪問国の中には当社の水準に満たない場合があり、交通機

関の水準は世界を見渡しても異なります。訪問国の中にはバスに空調の設備がない場合もありますが、出来る限り最良

のバスを手配致します。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用され

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

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

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

配慮の為、使用される車内は禁煙です。携帯電話の電源を消してください。 
 

ツアー中の移動について 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

があった場合のみ、船のギャングウェイでの乗り降りの補助だけ行います。 

 

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

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

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

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

 

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

各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。 


