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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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ポートケラン 
PORT KELANG 
 

 
クアラルンプールの見どころ 
Best of Kuala Lumpur 
ツアー番号：PK1002 
ツアー料金：大人＄１２２～ 子供＄３８～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
クアラルンプール到着後、最初に訪れるのは国立博物館です。伝統的なマレー建築の博物館では、植民地
時代、マラッカ王国時代、そして独立から５０年を経た現在のマレーシアに関する展示が見られます。続
いて国立モスクにて写真撮影時間をとります。伝統的なイスラムの芸術、カリグラフィー、装飾などを現
代的にアレンジした建物です。国立モスクに隣接するのは市内で最も写真に収められる名所のひとつ、
印象的な旧鉄道駅舎です。 
独立広場はかつてのロイヤル･セランゴール･クラブの運動場で、独立記念日には多くの祝賀行事が行わ
れます。ここから、写真撮影のために荘厳なペトロナス･ツインタワーへ向かいます。 
旅の記念品を買い求めるため、手工芸品センターに立ち寄ります。ここでは幅広い地元の工芸品や土産
物などが売られています。 
ビュッフェ形式の昼食を楽しんだ後は市内で最も有名なＫＬタワーへ向かいます。高速エレベーターで
展望デッキへ行き、一面に広がる市内の眺望をご覧ください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは合計で２時間４５分ほど歩きます。歩きや

すく滑りにくいウォーキングシューズでご参加ください。博物館内部の写真撮影は禁止されていま
す。交通状態にもよりますが、クアラルンプールへは車で片道約１時間半です。 

 
 
伝統的なマレーシア 
Traditional Malaysia 
ツアー番号：PK1013 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２５～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
まずは村民の暮らしを体験するユニークな機会として、伝統的なマレーシアの家庭を訪問します。一般
的なマレー人家庭の人とふれあい、マレー風ケーキとともにコーヒーまたは紅茶でくつろぎましょう。
会話ができるように通訳が同行します。 
現地の人々と交流した後は、東南アジアで二番目に大きいモスクである、ブルードームモスクを訪れま
す。このモスクはかつて世界最大であった壮大な青いドームで有名です。外装の写真を撮ることができ
ます。 
続いて、セランゴール州のスルタンの住居のアラム･シャー宮殿を写真撮影のために向かいます。 
最後にリトル･インディアを散策します。戦前の店舗兼住居「ショップハウス」の中に、独特の生活様式
を残した活気に満ちた地域社会が見られるでしょう。色鮮やかなサリーや各種砂糖菓子、香しいスパイ
スやエキゾチックな香水や輝くアクセサリーなどインド製品を見られるでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。昼食までに時間がかかりますので、しっかりと朝食

を食べてからご参加ください。マレー人家庭までの所要時間は約１時間であり、加えて１０段
の階段を含む概ね舗装された道を約１時間歩きます。履き慣れた平底の靴でご参加ください。 

 
 
徒歩とモノレールでるクアラルンプール 
Kuala Lumpur on Foot and Monrail 
ツアー番号：PK1012 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄２２～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
1時間半のバス移動を経て、クアラルンプールに到着します。そびえ立つ超高層ビルやテーマパーク、タ
ワービューは人目を引き付け、ストリートマーケットや寺院も魅力的です。到着後は徒歩でリトル・イン
ディアへ向かうので、心して臨みましょう。この飛び地ではエスニックなお香の香りや、食欲をそそるス
トリート・フードの匂いが混じり合い、訪れる人々を刺激します。２０１０年に、インドとマレーシアの
首相によって行われた再建の産物であるリトル・インディアの華やかな街路や入口広間、精巧な噴水は
必見です。 
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ジャラン・トゥン・サンバンタンを歩き、活気に溢れた街の雰囲気を味わった後、モノレールに乗ってマ
ハラジャレラ駅へと向かいます。高架線での旅は街の様子を眺める絶好の機会です。 
次は慈悲の女神に捧げられたカラフルな観音寺を訪れます。写真撮影後、徒歩でペタリン通りを抜け、セ
ントラル・マーケット・ビルでは手芸品などのお土産を購入することができます。その後は再びプトラ駅
から電車に乗ってショッピングセンターのスリアＫＬＣＣへ向かい、有名なペトロナスツインタワーで
写真撮影をしましょう。 
スリアＫＬＣＣでは約２時間の自由時間があるので、ショッピングセンターを回ったり、昼食をとるな
ど、思い思いの過ごし方でツアーを締めくくります。 
 
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４時間歩き、約５０段の階段があ

ります。交通状態にもよりますが、クアラルンプールへは車で片道約１時間半です。モノレール
は公共のサービスであるため、混雑する場合がございます。 

 
 
クアラルンプールの印象 
A Glimpse of Kuala Lumpur 
ツアー番号：PK1001 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄１８～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
景観ドライブで地元の開発地域を通りながら王宮に向かいます。王宮はマレーシア王の正式な居住地で
す。美しく造園された庭園に囲まれた王宮で、平穏な雰囲気が漂います。 
次に国家記念碑へ向かいます。この記念碑は有名な硫黄島記念碑の建設者フェリックス･デ･ウェルドン
が設計したものです。１９５０年代共産主義ゲリラとの戦いで国を守るために命を落とした兵士に捧げ
る為に建てられました。 
国立モスクと旧鉄道駅を通り、チューダー様式を模した英国ロイヤル・セランゴール・クラブが隣接する
独立広場に到着します。他に注目すべき建物はイギリス統治時代に官公庁として使われていたスルタン･
アブドゥル･サマド･ビルと聖母マリア大聖堂です。 
２００３年までは世界で一番高いビルだった壮大なペトロナス･ツインタワーで、写真撮影のために停車
した後、帰途につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。昼食までに時間がかかりますので、しっかりと朝食

と食べてからご参加下さい。交通状態にもよりますが、クアラルンプールへは車で片道約１時
間半です。このツアーでは４５分ほど歩きます。 

 
 
バトゥ洞窟観光とピューター作り体験 
Batu Caves & School of Hard Knocks 
ツアー番号：PK1009 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３６～（３～１２歳）  
所要時間：５時間半 
 
巨大な石灰石岩に広がり４億年以上前に形成されたといわれるバトゥ洞窟は自然の力でできた驚くべき
造形物です。全体が三つの大きな洞窟と無数の小さな洞窟で成立っていて、その中の一つテンプル洞窟
には彫刻が施されたヒンズー教の神殿になっています。 
テンプル洞窟までには２７２段の階段があり、大変ですが洞窟の中の素晴らしい光景を目にした途端苦
労をした甲斐があったと思えるでしょう。 
その後ロイヤル・セランゴール・ビジター・センターを訪問します。この場所は１００年前に設立され、
現在では世界最大のピューター（しろめ）工場となっている所です。工場見学中、ロイヤル・セランゴー
ル工場でどの様にピューター作品が製作されるかの過程を学び、“手づくり体験教室”に参加します。こ
のワークショップでは伝統的な工具と製作方法を用いて、ご自身でピューター皿を作ることができます。
自分だけのピューター皿が作れる様指導してくれると同時に楽しみながらの製作体験を味わうことがで
きます。作った作品は旅の思い出としてお持ち帰りできます。仕上げられた作品はこのツアーの一生の
思い出としてご自宅に持ち帰ることができます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。徒歩での移動は１時間以上になります。洞窟の入り

口までには２７２段の階段がありますので、参加者は身体的に健康な方に限ります。周囲に生
息している野生の猿が洞窟内もうろついていますが決して触らない様にしてください。噛みつ
かれる恐れがあります。洞窟を訪れる際には控えめな服装を着用してください。特に女性の方
は、ショートパンツ、ミニスカート、ベストの着用はお控えください。スカーフはレンタルす
ることができます。 
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クアラルンプールの香り 
Local Flavours of Kuala Lumpur 
ツアー番号：PK1004 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄４４～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
徒歩で、チャイナタウンの中心にある屋根付きのバザールへ向かいます。中央市場の裏にはクアラルン
プールで最も古い寺院のひとつ、小さな天后宮があります。しばし安らぎと静けさを楽しんだ後、賑やか
な中央美術工芸市場へ向かいます。 
国内で最も華麗で精巧な寺院のひとつ、色鮮やかなスリ･マリアマン･ヒンズー寺院をご覧ください。複
雑に入り組んだ彫刻に黄金の装飾と壁画など圧巻です。また、タマネギ型の屋根と赤白の縦縞のミナレ
ットを持つ、美しいジャメ･モスクを見学します。 
ソフトドリンクで喉を潤した後、バスで市の中心を走り、有名なペトロナス･ツインタワーで写真撮影の
ために停車します。 
現地のホテルにて美味しいビュッフェ形式の昼食を楽しんだ後は国内で最も有名で目を引くＫＬタワー
へ向かいます。高さ約４００メートルを超えるタワーは世界で４番目に高い通信塔で、展望デッキから
はクアラルンプールの素晴らしい景観が広がります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。寺院を訪れますので控え目な服装と歩きやすく滑り

にくいウォーキングシューズでご参加ください。このツアーでは合計で３時間ほど歩きます。
非常に暑くなることが予想されますので、飲み水をお持ちになり、徒歩ツアーの間は絶えず水
分を補給してください。交通状態にもよりますが、クアラルンプールへは約１時間半のドライ
ブです。 

 
 
多彩なクアラルンプール 
Colourful Kuala Lumpur 
ツアー番号：PK1005 
ツアー料金：大人＄１０６～ 子供＄４２～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
レイク･ガーデンではオーキッド＆ハイビスカス・ガーデンへ向かいます。約５千種のハイビスカスと約
３千種の蘭の花が咲き誇り、そのうちマレーシアの品種だけでも８百種あります。近くには、６千を超え
るカラフルな蝶が生息するバタフライ･パークがあります。園内の熱帯雨林は自然の生息地を模倣してい
ます。 
続いて、かつて英国ロイヤル･セランゴール･クラブのクリケット場だった独立広場へ向かいます。ここ
には広場を見下ろす堂々としたスルタン･アブドゥル･サマド･ビルも建っています。この建物はイギリス
人が建設した最も重要な歴史的建造物のひとつです。 
地元のレストランでビュッフェ形式の昼食後、有名なペトロナス･ツインタワーを写真に収めます。この
タワーは２００３年までは世界で最も高いツインタワーでした。 
最後に工芸品や土産品などを購入できる地元の手工芸品センターに立ち寄ります。 
 
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２時間半ほど歩きます。歩きやすく

滑りにくい靴でご参加ください。交通状態にもよりますが、クアラルンプールへは約１時間半
のドライブです。大半の商店では、マレーシア･リンギットが必要です。クレジットカードは
ほとんどのデパートで利用できます。 

 
 
マーメリ族文化村 
Mah Meri Cultural Village 
ツアー番号：PK1010 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄５２～（３～１２歳）  
所要時間：４時間半 
 
３千年前、小さな集団がマレー半島の西側に住み着いていました。彼らは船を住居とし、海やマングロー
ブ林の生態系の中で生活していたため、「海の遊牧民族」と呼ばれていました。一見、変わった人が厳し
い生活を送っていると思われましたが、自然と一体となって耐える彼らの能力は、これまであまり経験
したことのないようなものでした。過去１００年の間、マーメリ族は陸で生活していますが、まだ伝統的
な生活を保っています。ツアーでは南へカレー島又地元の人にはプラウ・カレーと知られているマーメ
リ族文化村に向かいます。 
到着後、伝統的歓迎儀式とお飲物で温かく迎えられます。そして椰子油プランテーション内にある村の
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中に迎え入れられます。素晴らしいマーマリ仮面ダンスをぜひお写真に納めましょう。フレンドリーな
地元の人の交わり、霊をなだめる為につくられた複雑なヤシの葉の折り紙などの実演をしながら彼らの
習慣を体験しましょう。 
ツアーの最後に地元のスナックを楽しみ船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。文化村までは片道１時間です。このツアーでは３０

分ほど歩き、３０段ほど階段があります。 
 
 
自由に楽しむクアラルンプール 
Kuala Lumpur On Your Own 
ツアー番号：PK1003 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄２０～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
クアラルンプールへ移動した後は、自由に一日をお過ごしください。 
クアラルンプールの有名なムーア様式の鉄道駅など、さまざまな名所があります。スルタン･アブドゥル･
サマド･ビルで人気の時計台の写真を撮ったり、独立広場の世界一高い旗竿を見たりすることもできます。
市内で人気のショッピングセンター、スンガイ･ワン･プラザ、ブキッ･ビンタン･プラザ、ロット１０など
を見るのもよいでしょう。降車場所はスリアＫＬＣＣショッピングモールです。ポートケランへの帰り
のバスの集合時間はバスのエスコートがお知らせします。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ツアーにはガイドがおらず、飲食代、入場料は含まれ

ません。ポートケランの往復には英語を話せるエスコート係が同行します。入場料や大半の商
店ではマレーシア･リンギットが必要です。クレジットカードはほとんどのデパートで利用で
きます。埠頭からクアラルンプールへは約１時間半のドライブです。 

 
 
プトラジャヤとレイク・クルーズ 
Putrajaya & Lake Cruise 
ツアー番号：PK1007 
ツアー料金：大人＄７３～ 子供＄３０～（３～１２歳）  
所要時間：５時間１５分 
 
プトラジャヤ、通称”素晴らしき庭園の街”はマレーシアの初代大統領、トゥンク・アブドゥル・ラーマ
ンから名付けられました。この広大な面積は４５平方キロメートル以上で、１３の庭園から成り立って
おりプトラジャヤの７０％が緑と水があふれています。主な魅力は人工湖の風景、プトラジャヤ湿地で
す。５０種類以上のこの湿地にある植物は、湿地細胞に植える前に７ヘクタールの広さがあるプトラジ
ャヤ湿地で繁殖しました。市内の見どころ観光ツアーの間、大まかなマレーシアの歴史を描いたパノラ
マ壁画を備えている、裁判所とミレニアム記念碑外の写真撮影のために一旦止まります。 
プトラ広場までの移動中ソフトドリンクなどが配られます。ここではトルキスタン、カザフスタンとモ
ロッコでのイスラム建築を盛り込んだペルダナプトラ、総理府とプトラモスクの写真を撮る機会があり
ます。またプトラジャヤ湖全体にかかっている約３６６メートルのスリワワサン橋を撮ることができま
す。 
エアコン完備の快適でのんびりとレイク・クルーズで、プトラジャヤの地域の景観を楽しんでツアーを
締めくくりましょう。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボート、徒歩にて行われます。このツアーでは比較的平らな舗装された道

を約２０分間歩きます。プトラジャヤまでの所要時間は片道約１時間半です。ボートはキュナ
ード社の貸し切りではありません。ボートの桟橋エリアまで３０段の階段があります。 

 
 
 
コロンボ 
COLOMBO 
 

 
ニゴンボビーチでのひととき 
Negombo Beach Escape 
ツアー番号：CLB014 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄５４～（３～１２歳）  
所要時間：８時間 
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伝統的な漁村で、人気ビーチリゾートでもあるニゴンボまでの車窓観光の後、広い砂浜沿いにある
Jetwing Blue Hotel に向かいます。このホテルはリラックスするには最適な場所です。 
到着後は約５時間の自由時間となり、ホテルのプールでリラックスしたりビーチの散歩や海水浴をする
など、思い思いにお過ごし下さい。 
滞在中には、国際色豊かなビュッフェランチ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。ニゴンボまで片道約１時間３０分を要します。水着と日焼

け止めをお持ちください。ホテルのビーチチェアーには限りがあり、先着順となっておりま
す。海水浴前のアルコール摂取はお控え下さい。ビーチにて現地業者によるウォータースポー
ツの勧誘がありますが、これらはキュナード社とは関係がありません。 

 
 
コロンボの見どころ 
Colombo Highlights 
ツアー番号：CLB002 
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄５５～（３～１２歳）  
所要時間：３時間４５分 
 
スリランカの美しい首都であるコロンボへ出発します。コロンボは急速に発展した街と言われています
が、１００年の歴史をもつ時計塔やイギリス人が植民地時代に作った建物、ペターと呼ばれる色鮮やか
なバザーを見れば、美しく古い街並みもまだ残っていることが感じられるでしょう。政府や商業オフィ
スがあるフォート地区へ向かうと、そこの建物が現代に作られたことが分かります。 
ムスリムのモスクとヒンドゥー寺院、キリストの教会や仏教の寺などを通り過ぎた後、アソカラマヤ寺
院に立ち寄ります。そこには２０世紀初期の美しい壁画があり、１００年以上も前から知られています。 
寺院を訪れた後は、バンダラナイケ記念国際会議場とコロンボ大学のある高級住宅地を通り抜け、独立
記念広場へ写真撮影のために立ち寄ります。 
港に戻る前に、コロンボ国立博物館を訪れます。植民地時代の建物であるこの国立博物館は、スリランカ
の文化遺産の一部で、数多くある本のコレクションや、４０００以上ものヤシの葉に書かれた古代書物、
古代の街から発掘された石の彫刻、スリランカの王族が使っていた王宮武器、悪魔の仮面などが展示さ
れています。その中でもっとも興味深い展示品は１７世紀のキャンディ王の礼服です。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。予約をされる前に Voyage Personaliser の予約画面にある

港に関する重要なご案内のセクションをお読みください。博物館には約３０分滞在し、写真と
ビデオはそれぞれ＄３と＄１０の追加料金がかかります。寺院では５段ほど、博物館では２０
段ほど階段があります。お買い物用に米ドルをお持ちください。 

 
 
セイロン茶体験 
Ceylon Tea Experience 
ツアー番号：CLB009 
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄４９～（３～１２歳）  
所要時間：８時間３０分 
 
紅茶を育てるのに最適な地域であるアクレッサまで約３時間の車窓観光をします。紅茶栽培はスリラン
カの主要産業であり、セイロン茶は世界でも有数の紅茶であるといわれています。紅茶の歴史と生産過
程を学びましょう。 
Galaboda 紅茶工場は１９３５年から代々受け継がれてきた歴史ある紅茶工場で、その土地は１５ヘクタ
ールにも及び、有機紅茶栽培を行っています。ここでは、茶葉の手摘み作業や、紅茶の品質を決める前に
茶葉がランク付けされる様子を観察することができます。緑茶のように、手摘み後茶葉が発酵する前に
乾燥させる、または蒸すという方法の他に、黒茶やその他の紅茶のようにわざと発酵させる方法も見る
ことができます。 
紅茶の製造を見学した後は、軽食とセイロン茶の試飲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。移動中には休憩があります。軽食が含まれています

が、しっかりと朝食を食べてから参加されることをお勧めします。紅茶工場で約２０段、紅茶
試飲の場で約４段の階段があります。約１時間３０分様々な地形や緩やかな坂道を歩きます。
ヒールの無い歩やすい靴でご参加ください。 
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修道士の目線で見る仏教 
Buddhism Through a Monks Eyes 
ツアー番号：CLB021 
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３２～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
キャラニア・ラジャ・マハー・ヴィハーラは緑が茂るカラニ川の川岸に位置する、非常に崇拝されている
寺院です。この寺院は多くの信者によって、ブッタが実際に訪れ神聖な場所となっている数少ない場所
として信じられています。巨大な白い舎利塔（宗教的な遺跡）では、たくさんの蓮が奉納されている様子
をご覧ください。ここでは、聖なる菩提樹の麓に浄化された水がかけられており、ココナッツオイルのラ
ンプが灯火されています。 
このツアーは、スリランカの仏教徒の崇高な生活を垣間見ることのできる魅惑的なツアーになっていま
す。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーには約１時間の徒歩と約２５段の階段が含ま

れています。肩とひざの隠れた控えめな服装でご参加ください。不適切な服装だと思われた場
合、入場が許可されない可能性があります。靴と帽子はお寺に入る前に脱いでください。キャ
ラニアへの移動時間は片道約４５分です。 

 
 
コロンボ車窓観光 
Leisurely Colombo 
ツアー番号：CLB007 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄４９～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
コロンボには、イギリス植民地時代の建物と超高層ビルが混在して立ち並んでいます。活気に満ちたこ
の街の見どころを余すところなく車窓観光にてお楽しみください。 
完成１００年の古い時計塔、ペター、色鮮やかなバザー、小さな装飾品や様々な掘り出し物を販売してい
る露店、ヒンドゥーの寺院、キリストの教会、ムスリムのモスクや仏教の寺などを通ります。 
バンダラナイケ記念国際会議場、フォート地区の古い議会、コロンボ大学のある高級住宅地に向かった
後は、独立記念広場にて写真撮影を行います。 
港に戻る前に、商業と行政の中心地であるフォート地区とシーポートを通り過ぎます。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。観光はバスからの車窓観光に加えアソカラマヤ寺院、独立

記念公園、コロンボ国立博物館での写真撮影が含まれます。 
 
 
古代スリランカ武術「アンガンポラ」 
Angampora – The Ancient Martial Art 
ツアー番号：CLB020 
ツアー料金：大人＄４３～ 子供＄２４～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
景色を楽しみながらドライブで都市を離れ、スリランカの文化や歴史をアンガンポラトレーニングセン
ターで体感しましょう。この古代武術はスリランカ生来で、地元に伝わる民話によればアンガンポラの
歴史は３万年前まで遡ります。古代アンガンポラ戦士達の直系の子孫であるアンガンポラの導師に温か
く迎えられ、彼らの残してきた伝説を肌で感じることができるでしょう。静かに佇む Sākya 寺院では、指
導者たちが伝統ある武術を爽快に披露します。太鼓の奏でるリズムに乗せて、アンガンポラのベテラン
による格闘や、武器、神聖な儀式を用いた様々な技をご覧いただけます。きっと忘れられない体験になる
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。このツアーは一部日陰のある外で行われます。約２

０段の階段が含まれています。気温が高いため、参加者は帽子、日焼け止め、サングラス、飲
料水をご用意ください。アンガンポラトレーニングセンターへの移動時間は片道約１時間で
す。 
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徒歩で探索するコロンボの旧市街 
Explore Old Colombo on Foot 
ツアー番号：CLB022 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄５６～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
コロンボの中心地に到着すると、沢山の写真撮影ができる時間があり、ガイドと共に市内を徒歩で観光
するツアーに参加します。コロンボで最も古い地域の一つであるペター地区を散策しましょう。その昔、
船に積まれていたゴムや紅茶、シナモン、糖蜜、綱、そしてクジャクを牛車が運んでいた場所に位置する、
賑やかな市場を堪能しましょう。道中に、カーン時計台とジャミ・ウル・アルファー・モスクを含む多く
の価値ある建物をご覧ください。 
また、かつて香辛料を手に入れるためにスリランカを支配したオランダが及ぼした影響も目にすること
ができます。１７世紀に建てられたマンションの一つは一時期、オランダ東印度会社の長官の邸宅でし
た。印象的なグランド・オリエンタル・ホテルでは、紅茶かコーヒーをお召し上がりください。 
最後に、植民地時代の遺産であるダッチホスピタルコンプレックスに向かいます。広々とした中庭に作
られたこの建物は、今では高級レストランと商店が結集しており、劇的に刷新されています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは起伏のある道を約３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。参加者は帽子、日焼け止め、サングラス、
飲料水をご用意ください。また、水分補給もお忘れなく。 

 
 
Mohara Dole とスリランカ料理教室 
Sri Lankan Cooking with Mohara Dole 
ツアー番号：CLB019 
ツアー料金：大人＄１３２～ 
所要時間：４時間 
 
美食家の皆様に朗報です！かの有名なシェフ、Mohara Doleと共にスリランカの興味深い料理文化につい
て知ることができる、貴重な経験をお楽しみください。また、小規模なツアー団体なので Moharaがコロ
ンボ郊外に位置する自宅で暖かく迎えてくれるという特別なツアーとなっています。 
Mohara の料理は、彼女の持つマレーの文化的背景のみに影響を受けているわけではありません。彼女の
作る米を使用した料理、カレー、サンバル、そしてサラダを見れば、彼女が長い年月をかけて友人や近隣
住民から学んだり、シンハラとタミルの伝統からも影響を受けたりしていることが分かるでしょう。 
Mohara が中心となって料理を進め、彼女がたくさんの美味しい料理を作る間に、香辛料や味、そしてレ
シピについて学ぶ機会がたくさんあります。そして、彼女が料理を作る様子を間近で見ることができる
ため、料理の技術を学ぶことができ、家でも同じ料理を作ることができるようになるかもしれません。ま
た、もしかしたら料理のお手伝いをする機会があるかもしれません！ 
料理が完成すると、昼食の時間です。Mohara の美味しい料理を口いっぱいに味わいながら、彼女からス
リランカの食文化についてお話を聞くことができます。 
そして最後に、記念に Moharaの考案したレシピを受け取ることができます。これは間違いなくこのツア
ーの最高の思い出となるでしょう。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。お子様は参加できません。徒歩時間は少ないで

すが、立っている時間は長時間となります。敷地内に約５段の階段があります。Moharaの自宅
への移動時間は片道約４５分です。 

 
 
ゴール探検ツアー 
Discover Galle 
ツアー番号：CLB017 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄５４～（３～１２歳）  
所要時間：９時間４５分 
 
ゴールに到着すると、地元の魚市場に訪れ、住民の方々と一緒に現地の食材を購入する事ができます。 
続いて、ゴール・フォートに向かいます。１５８８年に建築されたこの要塞は街の中心的な建物であり、
世界遺産として登録されています。３６ヘクタールにも及ぶこの印象的な建物は、現存する中で最大の
要塞です。塀に囲まれた中では、何世紀にも渡る人々の生活を映し出す、驚くばかりの構造と陸標をたく
さん見ることができます。最初にポルトガル人によって建てられ、１７世紀以降にオランダ人によって
広範囲を要塞化されたゴール要塞は、スリランカの考古学局による大規模な立て直しにより、建設から
４２３年たった今でも上品な外見を保っています。 
歩きながら、知識豊富なガイドから要塞の豊かな歴史を学び、時代を遡りましょう。狭い道を歩いて、バ
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ロックのファサードを持つオランダ教会を訪れましょう。灯台、時計塔、そして塁壁を見る前に、中庭を
通りダッチホスピタルコンプレックスを訪れます。 
地元のレストランで絶品のビュッフェランチを召し上がる前に、要塞をさらに探索したり、旅のお土産
を購入したりすることができます。 
ツアーの締めくくりとして、スリランカで最も著名な作家の一人を賛辞して建てられたマーティン・ウ
ィクラマシンハ・フォーク博物館を訪れましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ゴールへの移動時間は片道約２時間です。ツアーに

は約３時間の徒歩が含まれます。オランダ教会を訪れる際には、控えめな服装が必須です。 
 
 
キャンディの見どころ 
Highlights of Kandy 
ツアー番号：CLB018 
ツアー料金：大人＄１１２～ 子供＄６８～（３～１２歳）  
所要時間：１２時間 
 
バスで約４時間ゆったりと移動し、キャンディに到着します。１９８８年に世界遺産に登録されたキャ
ンディはスリランカで２番目に大きな都市であり、スリランカの文化的中心地とされています。 
到着後、種類豊富なランの花があることで有名な Royal Botanical Gardensを訪れます。この植物園に
は３００を超える種類のランや熱帯植物、香辛料、薬用植物、そしてヤシの木があります。 
王宮のダラダー・マーリガーワ寺院を訪問する前に、地元のビュッフェランチをお楽しみください。この
寺はブッタの遺産である歯を祭ったために作られたものです。ブッタの歯を手にした人は国を統治でき
ると言われているので、現地の政治に何世紀もの間大きな影響を与えました。 
ツアーの締めくくりとして、王宮の中に位置する Tusker Museum を訪れましょう。この博物館は半世紀
以上に渡り Sacred Relic Casket を運搬し、巨大な象牙の持ち主であったラジャを祭って作られたもの
です。ラジャは５０年にも及びキャンディの式典に参加し、その様子が非常に崇高なものであると言わ
れ、アジアで最も有名な象でした。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。予約をされる前に Voyage Personaliser の予約画面

にある港に関する重要なご案内のセクションをお読みください。キャンディへの移動時間は片
道約４時間です。このツアーは起伏のある道を約２時間３０分歩きます。寺院を訪れる際に
は、控えめな服装が必須です。 

 
 
 
ヴィクトリア 
PORT VICTORIA 
 

 
マヘ島の見どころ 
Mahe Highlights 
ツアー番号：PTV004 
ツアー料金：大人＄８６～ 子供＄３８～（３～１２歳） 
所要時間：３時間３０分 
 
世界でも最も小さい都市の一つであるヴィクトリアまで車で移動して、国立図書館と裁判所、また１９
０３年にヴィクトリア女王を偲んで建てられたロンドンのヴィクトリアにある時計塔のレプリカなどを
見ることができます。 
街の上にある曲がりくねったサンスーシロードを登り、Mission Lodge Ruinsへ向かいます。その途中
でかつて子供の奴隷を教育していた学校の廃墟を見ることができるでしょう。 
その後、サンスーシロードへと下っていき、そこでは小休憩と美しい海岸線などを見るための時間があ
ります。 
最後には、エレファントアップルやオクトパスツリー、固有植物であるオオミヤシなどが溢れる植物園
を訪れます。そこでは、オオコウモリやアルダブラゾウガメなどがのんびり過ごしている様子を観察し
てお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーでは傾斜や起伏のある道や階段を約１時間歩きます。訪問順序は異なる場合がござ

います。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
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マヘ探訪 
Mahe Discovery 
ツアー番号：PTV007 
ツアー料金：大人＄１２８～ 子供＄５３～（３～１２歳）  
所要時間：７時間３０分 
 
世界でも最も小さい都市の一つであるヴィクトリアまで車で移動して、国立図書館と裁判所、ロンドン
のヴィクトリアにある時計塔のレプリカなどを見ることができます。 
その後、植物園へと向かいそこではアルダブラゾウガメやオオコオモリなどの希少種、また、世界一、
種が大きくセーシェルのシンボルでもあるオオミヤシなどを見つけられるでしょう。 
街の上にある曲がりくねったサンスーシロードを登り、Mission Lodge Ruinsへ向かいます。その途中
でかつて子供の奴隷を教育していた学校の廃墟を見ることができるでしょう。 
地元のビーチのレストランに着いたら、ビュッフェ形式の地元料理を堪能する前に、短い時間ですが海
水浴をお楽しみ下さい。 
最後に港に戻る前にヴィクトリアへ行き、Craft Village にて伝統的なアーティストの作品をご覧にな
れます。 
 
ご案内：このツアーはバスまたはミニバス、徒歩にて行われます。このツアーでは起伏のある道や階段

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。海水浴を行う予定の方
は、水着と日焼け止め、タオルをお持ちください。ユーロと米ドルどちらでもご利用できま
す。 

 
 
セイリングとシュノーケリング 
Sail & Snorkel 
ツアー番号：PTV005 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄４５～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
桟橋からカタマラン船に乗り込み、汚れのない美しい生態系を見るためにヴィクトリアからすぐのサン
タンヌ国立海洋公園に向けて出発します。 
サンタンヌ国立海洋公園に到着し、碇を下し準備を整えます。シュノーケリング体験をする前に簡単な
安全説明を受けます。ガイドと共に魚に餌をあげることも可能です。 
海底世界に興味がおありなら、半潜水艦に乗って色鮮やかな海の世界を見ることができます。また少し
海に入ったり、ビーチでのんびりすることもできます。ツアー中はソフトドリンクをご用意していま
す。 
その後は桟橋に戻るまで、海岸線の景色をお楽しみください。 
 
ご案内：シュノーケリング道具を用意しています。泳げない方の参加はご遠慮下さい。海の状況によっ

ては、海洋生物をご覧になれない場合もあります。水着と日焼け止め、タオルをお持ちくださ
い。波の状況により、停泊場所が異なる場合があります。ビーチには珊瑚石が落ちているので
ウォーターシューズでご参加ください。カタマラン船に乗船する際は、靴をお脱ぎください。
海へは小型のゴムボートで向かいます。 

 
 
クルージングとスパイス 
Cruise & Spice 
ツアー番号：PTV006 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４５～（３～１２歳） 
所要時間：４時間 
 
桟橋でカタマラン船に乗り込み、マヘの南東の海岸沿いへ向かいます。目的地に着くと、錨が下ろされ
た後は海洋生物を探すのに最高の場所でシュノーケリングをお楽しみください。他にも、座りながらセ
ーシェルの美しい海岸沿いの風景を堪能することもできます。その後はアンス・ロワイヤルで小型のボ
ートに乗り換えます。 
熱帯雨林渓谷を抜け、Jardin du Roiまでの車窓観光をお楽しみください。ピーターペッパーで有名な
ピエール・ポワブルは緯度の関係からスパイスを育てる絶好の場所とされています。元々の土地は焦土
となっており未開発でしたが、１８６０年以降ウィリアム・グリーンが今日の Jardin du Roiを建てま
した。大農園の中を歩くと、多彩なスパイスや南国の果物、油を作り出す植物などを見つけられるでし
ょう。農園での滞在が終わると、ヴィクトリア港までの美しい海岸沿いの車窓観光を再びお楽しみ下さ
い。 
ツアー中はソフトドリンクをご用意しています。 
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ご案内：このツアーはカタマラン船、ミニバス、小型のボート、徒歩にて行われます。このツアーでは

傾斜や階段を含む起伏のある道を約３０分～４０分歩きます。ヒールの無い滑りにくい靴でご
参加ください。シュノーケリング道具を用意しています。泳げない方の参加はご遠慮下さい。
水着と日焼け止め、タオルをお持ちください。ウォーターシューズがお勧めですが、双胴船に
乗船する際は靴をお脱ぎください。訪問順序は異なる場合ございます。ユーロと米ドルどちら
でもご利用できます。 

 
 
マヘ島の見どころとビーチ 
Mahe Sights & Beach 
ツアー番号：PTV001 
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄３６～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
港を出発しエレファントアップルやオクトパスツリー、固有植物であるオオミヤシなどが溢れる植物園
に向かいます。そこでは、オオコウモリやアルダブラゾウガメなどがのんびり過ごしているのが見られ
るでしょう。 
植物園を楽しんだ後は、世界でも最も小さい都市の一つであるヴィクトリアで、色鮮やかな市場やお土
産屋さんをガイドと共に巡ります。途中、裁判所やロンドンのヴィクトリアにある時計塔のレプリカを
見ることができます。 
北へ向かい、美しいビューバロンビーチと海岸沿いの風景をご覧になった後は、海水浴やビーチ散策、
温かい砂の上でリラックスするなど、提供されるソフトドリンクと共に思い思いの時間をお過ごしくだ
さい。 
 
ご案内：このツアーはバスまたはミニバス、徒歩にて行われます。バスの空調が管理されていない場合が
あります。このツアーでは起伏のある道や階段を約１時間歩きます。訪問順序が異なる場合がございま
す。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちくださ
い。ビーチではデッキチェアとパラソルはご利用になれません。ビーチの滞在は約１時間となります。ユ
ーロ、米ドルどちらでもご利用になれます。 
 
 
 
モーリシャス（ポートルイス） 
MAURITIUS 
 

 
四輪バイクで巡る Yemen サファリ 
Yemen Safari by Single Quad Bike（１人乗り）/ Double Quad Bike（2人乗り） 
ツアー番号：PLO020 /  PLO019 
ツアー料金：大人＄１７０～ / 大人＄２９２～  
所要時間：６時間１５分 / ６時間１５分 
 
島の西部へドライブし、途中サトウキビ畑や青々とした緑地や村々を通り抜け、モーリシャスの秘境の
一つカゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャーに到着します。元々鳥類の公園として建設されたものです
が、美しい景色のカゼラは魅力ある Yemen 自然保護区を含み、多種多様な動物が生息しています。Yemen
自然保護区の敷地面積は４４５１万平方メートルで、あらゆる地元の野生生物やエキゾチックな固有の
植物が生息し、アフリカのサバンナを連想させます。 
到着後、４輪バイクに乗車し、Yemen 自然保護区のアドベンチャードライブが始まります。渓流，丘陵地、
森林や平野などいろいろな地表を走り、生息する野生動物（シマウマ、アンテロープ、ダチョウ、イノシ
シ、ゾウガメ、シカやサル等）を見ることができます。自然が身近に感じられる楽しい体験ができるでし
ょう。 
ドライブ後は約２時間１５分の自由時間がありますので、カゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャー内の
探索をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスと４輪バイクと徒歩にて行われます。ツアー日から逆算して８日以内の取消

しでは１００％の取消料がかかります。 
    (１人乗り) 

運転者は１８歳以上で免許証の提示が必要です。このツアーは１名の料金で、１名まで乗車で
きます。 
(２人乗り) 
４輪バイクには２人まで乗車できるのでチケット１枚の購入で２人ともご乗車いただけます。
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ドライバーは必ず１８歳以上であり、運転免許証を提示しなければなりません。運転しない方
は１６歳以上でなければなりません。もし２人とも運転される場合は定期的にある停車ポイン
トにて交代で運転をすることができます。 
(共通のご案内) 
４駆バイクに乗る前か乗った後に公園を散策する自由時間があります。４輪バイク乗り場まで
は１５分歩きます。入り口で起伏のある道を歩きます。妊娠中の女性や怪我又は体調の悪い方は
途中揺れるので参加できません。身長１３７センチ以上の方がご参加ください。安全に関する説
明の後、確認のため単純動作をする必要があります。ヘルメットが配られますので着用してくだ
さい。長いパンツ又はふくらはぎ位の長さのパンツとヒールの無いつま先が覆われた歩きやす
い靴でご参加ください。帽子、虫よけスプレー、日焼け止め、汚れても構わない洋服の着用をお
勧めします。参加前に免責書類の記入が必要です。保護区までは７０分のドライブです。カゼ
ラ・ワールド・オブ・アドベンチャーではキリン、ピグミーカバ、ラクダやラマの観察、ふれあ
い農園、Big Cats and Monkey kingdoms、Tortolse pen、トボガン、４Ｄ映画（混雑状況によ
る）、Tulawaka Gold Coaster などを楽しむ機会があります。その他すべてのアクティビティは
有料で、直接支払う必要があり、身長や年齢の制限があります。各箇所はクレジットカードや米
ドルが利用できます。The Big Cats Kingdomは日曜が閉園日です。 

 
 
Yemenサファリとカゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャー 
Yemen Safari and Casela World of Adventures 
ツアー番号：PLO018 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄３６～（３～１２歳）  
所要時間：５時間４５分 
 
島の南部へドライブし、途中サトウキビ畑や青々とした緑地や村々を抜け、モーリシャスの秘境の一つ
カゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャーに到着します。美しい景色のカゼラは元々鳥類の公園として建
設されたものですが、魅力ある Yemen 自然保護区を含み、多種多様な動物が生息しています。Yemen自然
保護区の敷地面積は４４５１万平方メートルで、あらゆる地元の野生生物や、豊富な固有でエキゾチッ
クな植物が生息しアフリカのサバンナを連想させます。 
到着後、両側が開いているサファリトラックに乗車し、ワクワクするようなイエメンのサファリドライ
ブが始まります。生息する野生動物（シマウマ、アンテロープ、ダチョウ、イノシシ、ゾウガメ、シカや
サル等）を眺めながら、保護区内に広がる美しい自然や風景を鑑賞しましょう。 
その後は約２時間１５分の自由時間がありますので、カゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャー内の探索
をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス、側面が開いているサファリトラックと徒歩にて行われます。イエメンサフ

ァリドライブは約４５分間です。カゼラ・ワールド・オブ・アドベンチャーではキリン、ピグ
ミーカバ、ラクダやラマの観察、ふれあい農園、Big Cats and Monkey kingdoms、Tortolse 
pen、トボガン、４Ｄ映画（混雑状況による）を楽しむ機会があります。トボガン乗りには身
長と年齢の制限があります。その他すべてのアクティビティは有料で、直接支払う必要があ
り、身長や年齢の制限があります。各箇所はクレジットカードや米ドルがご利用になれます。
保護区へは平坦な所を１５分歩きます。入場箇所には段差があり、凸凹な個所があります。サ
ファリバスは段差の高い段差があり、シートベルトはありません。サファリカーで移動中立ち
上がることはできません。保護区には車で約７０分です。軽めで動きやすい洋服を着用し、日
焼け止め、帽子、虫よけスプレー、ヒールの無いつま先の閉じた歩きやすい靴でご参加くださ
い。The Big Cats Kingdom は日曜が閉園日です。 

 
 
島の南部観光 
Southern Delights 
ツアー番号：PLO021 
ツアー料金：大人＄１４０～ 子供＄４４～（３～１２歳）  
所要時間：７時間３０分 
 
島の南部に広がるモーリシャスの素晴らしい景色をご堪能ください。トルゥ・オ・セルフ火山口、グラ
ン・バッサン、ブラックリバー・ジョージ展望台とシャマレルなどの見どころが含まれます。 
トルゥ・オ・セルフは死火山のクレーターです。島の中央盆地に位置し、島の素晴らしい景色を楽しめ
ます。 
グラン・バッサンは火山の火口にあり、その美しさと伝統の二面を持ち合わせています。ヒンドゥー教
のコミュニティでは聖なる湖と考えられています。湖の水はインドのガンジス川とつながっていると言
われており、ヒンドゥー系モーリシャス人の巡礼地となっています。 
ブラックリバー・ジョージ展望台からはモーリシャスの深い渓谷を見渡せます。渓谷付近にある美しい
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レストランにてランチビュッフェをお楽しみください。 
シャマレルでは素晴らしく流れ落ちるシャマレルの滝を写真に収め、珍しい７色の大地を訪れます。こ
の地層は赤、茶、バイオレット、緑、青、紫と黄色とカラフルな地層で、豪雨や悪い気象条件でも浸食
はしません。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。見学箇所はいずれもバスから歩いて５分以内にあり、各見

学箇所での徒歩はお客様の自由裁量です。昼食を取る場所まで行く際、約６０段の階段があり
ます。ほとんどの場所はユーロ、米ドルやクレジットカードが利用できます。 

 
 
パラダイス島でのひと時 
Paradise Island Escape 
ツアー番号：PLO014 
ツアー料金：大人＄１４０～ 子供＄６４～（３～１２歳）  
所要時間：７時間１５分 
 
景観を楽しみながらモーリシャスの東海岸をドライブし、途中サトウキビ畑や青々と茂る畑や村々を通
ります。ボート乗り場に到着するとボートにて美しい島イル・オ・セルフに渡ります。モーリシャスの
小さなエデンの園と知られ、幅広の光り輝く砂浜や温かいクリスタルのように透明な海は、トロピカル
な隠れ家を完璧に作り上げています。 
島に到着後、フルーツカクテルとモーリシャスの民族ダンスショーのお出迎えを受けます。温かい歓迎
の後は約３時間１５分の自由時間がありますのでビーチで日光浴や海水浴、島の散策などご自由にお楽
しみください。 
ツアー中は島にあるビーチレストランの一つでランチビュッフェをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバス、船と徒歩にて行われます。ツアーの行われる島はキュナード

社が貸し切ったものではありません。車いすの方は参加いただけません。ボートのある桟橋ま
で５分〜１０分ほど歩きます。島の中での散策はお客様の自由裁量です。移動のボートに乗り
降りできる必要があります。ビーチマットは用意されています。水着、日焼け止めとタオルを
ご用意ください。ビーチにて現地業者によるウォータースポーツの勧誘があります。これらの
アクティビティは直接モーリシャス・ルピーでのお支払いとなりますが、これらはキュナード
社とは関係がありません。泳ぐ前の飲酒はお控えください。 

 
 
シー・カートで巡るモーリシャスの海 
Sea Kart Adventure  
ツアー番号：PLO025 
ツアー料金：大人＄３８９～  
所要時間：５時間 
 
シー・カートに乗ってモーリシャスの西海岸をクルージングします。モーリシャスの海の中でも最も美
しいと言われるスポットをいくつか周ります。海中のサンゴ礁や海洋生物をご鑑賞ください。ターコイ
ズ・グリーン・ブルーに輝く海をイルカが飛び回っているところを見ることができるかもしれません。 
クルーズ中には興味を惹かれるスポットがたくさんあり、ガイドがその都度停めて案内してくれます。 
。海面から突き出している美しい自然の岩クリスタルクリア・ロックを見ることができます。自然のまま
の風景が広がるベニティエ島とル・モーン・ブラバント山付近で停泊します。美しい景観をお楽しみくだ
さい。 
ツアー中、ソフトドリンクとお菓子が提供されます。 
 
ご案内：このツアーはバスとシー・カート、徒歩にて行われます。このツアーはシー・カート１台当た

りで販売されます。１台は２人乗りです。運転は２人のどちらかが行い、予約の際はどちらか
１人がお申し込みください。運転者は１８歳以上の方に限ります。運転しない方は８歳以上に
限ります。妊婦の方の参加はご遠慮ください。シー・カートには合計１６５ｋｇまでの重量制
限があります。揺れにより身体に支障をきたす恐れがある方はツアーへの参加をお控えくださ
い。水着、タオル、日焼け止めをお持ちください。シー・カートの乗船時間は約２時間です。
海洋生物が見られる保証はありません。 
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エグレット島とマエブール 
Ile Aux Aigrettes & Mahebourg 
ツアー番号：PLO024 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４９～（３～１２歳）  
所要時間：７時間 
 
はじめに、ボートでマエブール湾に浮かぶエグレット島の自然保護区を訪れます。火山活動によって形
成された本島とは異なり、この島は石灰石で形成されています。この島の海岸林や一度は消滅が危ぶま
れた特有の植物相や動物相を見ると、過去にタイムスリップしたような気分になることでしょう。エコ
ツアー・レンジャーがこの特有の生態系について教えてくれます。ここでは、Mauritius Fodeyやモモイ
ロバト、モーリシャスメジロなど色とりどりの鳥を見ることができます。 
その後本島に戻り、植民地時代の首都マエブールへとバスで向かいます。途中、１８４９年に建設された
ノートルダム・デ・アンジェ教会やかつて島の女性がフランス兵の軍服を洗っていた洗濯場にて停車し、
写真撮影の時間をとります。その後海軍博物館を訪れます。ここにはモーリシャス周辺の海戦に使われ
た様々なものが展示されており、海軍に関する知識を得ることができます。 
昼食はレストラン「Falaise Rouge」にて昼食をとります。グランド・ポート湾や、サウス・イースト海
岸を見ながら、現地の語り部による歴史や海戦にまつわる話を聞くことができます。 
 
ご案内：このツアーはバスとボート、徒歩にて行われます。このツアーでは起伏のある道を含め約２時

間歩きます。エグレット島ではレンジャーがツアーを行いますが、常に道を外れないようにお
願いします。エグレット島での飲食、喫煙は禁止です。野生動物が見られる保証はありませ
ん。帽子、日焼け止め、虫よけをご用意ください。 

 
 
モーリシャスの紅茶 
The Tea Route 
ツアー番号：PLO002 
ツアー料金：大人＄１４０～ 子供＄４９～（３～１２歳） 
所要時間：７時間４５分 
 
このツアーではモーリシャスの早期からの料理と文化の旅を体験できます。最初に訪れるのはドメイン・
セン・オバン・エステートで、ここは砂糖、ラム酒とバニラビーンズを生産しています。敷地には１９世
紀のコロニアル風農家があり、砂糖、ラムやバニラがアンスリウムやバニラ農園、ラム酒醸造所で作られ
る工程を見ることができます。 
次にモーリシャス最初で最大のお茶メーカーのボワ・シェリに立ち寄り、お茶の歴史を知るとともに茶
葉がフレイバー付のティーバックや緑茶、ハーブティーに生まれ変わる様子を見学します。美味しい昼
食とお茶の試飲を、景観が素晴らしい農園の中央でお楽しみください。 
最後に訪れるのはドメーヌ・デ・オベノウで、１９世紀後期の典型的なコロニアル邸宅の一つです。邸宅
は博物館になりモーリシャスのお茶の歴史が展示されています。カンフォール茶園で散策する時間があ
り、多様な熱帯植物や土地固有の森林散策を堪能ください。 
南部の景観は、お茶農園や地元の村々、各宗派の寺院や南から南東に広がる海岸の景色など、お写真に収
める機会があるでしょう。 
 
ご案内：このツアーはバス又はミニバス、徒歩にて行われます。このツアーは徒歩による観光が合計約

１時間半含まれており、邸宅やお茶工場では数段の階段が含まれます。ヒールの無い歩きやす
い靴でご参加ください。農園は茶葉の香りが強いのでハンカチをお持ちすることをお勧めしま
す。帽子や日焼け止め、防虫剤をご用意ください。ボワ・シェリでの活動時間はその月の収穫
量によって変わることがあり、たとえ農園が解放されていても収穫量が少ない場合はあまりお
茶の展示ができない場合があります。 

 
 
ロングビーチでのひと時 
Long Beach Getaway 
ツアー番号：PLO023 
ツアー料金：大人＄１００～ 子供＄３６～（３～１２歳）  
所要時間：７時間 
 
景観を楽しみながらモーリシャスの東海岸をドライブします。幅の広い長く続く白砂の海岸線には数多
くのリゾートホテルがあります。 
宮殿のような豪華なリゾートホテルに到着し、歓迎の飲み物で喉を潤します。約４時間の自由時間があ
りますので、彼方に見えるインド洋に溶け込むような青色のインフィニティープールでのんびりした
り、白砂のビーチのサンベッドで休んだり、ヤシの木が並ぶビーチ沿いを散策したり、珍しいサンゴ礁



14 
 

があるターコイズ色の環礁で泳いだりと、それぞれお楽しみください。 
お昼には甘いお菓子やスナックをリゾートレストランでご用意しますので、カクテルやソフトドリンク
とともにご賞味ください。 
最後に送別のソフトドリンクをいただいた後、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。ポートルイスからロングビーチまでは約１時間

のドライブでガイドの説明はありません。ロングビーチリゾートには色々な地表があり、階段
が含まれます。散策はお客様の自由裁量です。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。
タオルの用意がありますが、水着と日焼け止めをお持ちになることをお勧めします。ウォータ
ーアクティビティに参加される場合は泳げる方に限られ、参加前の飲酒はお控えください。ス
パとビューティートリートメントやその他サービスは追加料金でご利用になれます。モーリシ
ャス・ルピーでお支払いください。 

 
 
カタマラン船でのセイリング 
Catamaran Sailaway 
ツアー番号：PLO022 
ツアー料金：大人＄１０５～ 子供＄３９～（８～１２歳） 
所要時間：５時間３０分 
 
景観を楽しみながらモーリシャスの東海岸をドライブします。カタマラン船へは小さなスピードボート
で僅かな時間、移動となります。 
ゆったりと美しい景色に浸りながらクルーズを楽しみ、途中、風光明媚な海岸線に立ち寄ります。船内に
とどまり日光浴をするのも良いですし、シュノーケリングや水泳を楽しむこともできます。 
カタマラン船に戻り、インド洋の透明なターコイズ色の海を見ながら新鮮な海風を感じましょう。 
船内ではソフトドリンクを、帰路にはビールやラム酒も用意しています。 
 
ご案内：このツアーはボートとバスまたはミニバスと徒歩にて行われます。カタマラン船での景観クル

ーズは片道１時間です。ボートの桟橋へは徒歩で５分です。移動用ボートやカタマラン船の乗
り降りができる必要があります。シュノーケリング用機材はご用意しています。シュノーケリ
ングは泳げる人が対象です。８歳未満のお子様は参加できません。水着、日焼け止めとタオル
をお持ちください。安全上の理由からシュノーケリングの際は二つのグループに、水泳の際は
一つのグループになっていただきます。泳ぐ前の飲酒はお控えください。ヒールの無い歩きや
すい靴でご参加ください。 

 
 
島北部の観光 
Northern Discovery 
ツアー番号：PLO008 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４０～（３～１２歳）  
所要時間：６時間 
 
まずはモカに向けドライブが始まります。島に残る最古のコロニアル・ハウスの一つ、１９世紀のエウ
レカ・コロニアル・ハウスを訪問します。ガイドの説明と共に、素晴らしいアンティーク家具がある屋
敷内を廻り、植民地での興味深い生活を垣間見ることができます。邸宅見学後は静けさのある庭園を堪
能し、ソフトドリンクと軽食を取りながらテラスでのんびりとすることができます。 
ラ・シタデル（英国風要塞）を登り、ポートルイスと港の景観をお楽しみください。さらに北部にドラ
イブするとＳＳＲ植物園（旧パンプルムース植物園）に到着し、ガイドと共にこの素晴らしい植物園を
歩きます。植物園には熱帯植物と土地特有の植物、そして、有名で巨大な大鬼蓮やスパイスガーデン、
枯れるまで６０年ごとに花が咲くタリポットヤシなど多くの種類の植物があります。多くの木々はマー
ガレット妃やインディラ・ガンジー、ロバート・ムガベなどを含む世界のリーダーや王族の方々が植樹
したものです。 
植物園をのんびりと散策した後、ミニバスにてラベンチュール・ドゥ・シュークル博物館に到着しま
す。この博物館ではモーリシャスの歴史を１８世紀まで遡り、その頃主要な産業であった砂糖は金と同
じくらい重宝されていました。砂糖はとても重要な産物で、モーリシャスの歴史とアイデンティティー
に深く影響を与えました。その後、グラン・ベにてお土産を購入するための時間があります。 
北部海岸の絵葉書ポイントの一つ、マルール岬で写真撮影の時間を設けます。そしてポートルイスに戻
ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。一部起伏のある道と木の根や草などがある庭園

をゆったりとしたペースで約４５分間歩きます。各訪問箇所には階段があります。博物館の２
階へは階段がありますが、１階に残ることもできます。館内は薄暗いのでお気を付けくださ
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い。また、訪問箇所は車椅子対応をしていません。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加くださ
い。 

 
 
歴史と砂糖の探訪 
History & Sugar 
ツアー番号：PLO026 
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄３２～（３～１２歳）  
所要時間：４時間 
 
はじめに、世界遺産アープラヴァシ・ガートを訪れます。ここでは、インド、東アフリカ、マダガスカル、
中国、東南アジアから契約労働者が集まり砂糖の生産に携わっていました。１８４９年に建設されたア
ープラヴァシ・ガートでは、イギリス政府による奴隷ではなく契約労働者を使用する初めての試みが行
われました。およそ５０万人の契約労働者が働いていたとみられています。 
その後、ラベンチュール・ドゥ・シュークルとして知られる、以前の Beau Plan Sugar Factoryであった
博物館を訪れます。この博物館では砂糖に関する展示だけでなく、モーリシャスの歴史、奴隷制、ラム酒
の貿易など様々なものに関する展示が行われています。現地のサトウキビ農家によるサトウキビカット
のパフォーマンスを見ることもできます。さらに新鮮なサトウキビジュースを使ったカクテルを作るパ
フォーマンスも見られます。 
次に、モーリシャスの美術と歴史に関する展示を行うブルー・ペニー博物館を訪れます。１８４７年に発
行された２つの切手は、世界の切手研究やコレクションの視点から見ても非常に貴重なものとなってい
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を含む道を約１時間１５分歩き

ます。 
 
 
 
レユニオン 
REUNION ISLAND 
 

 
アントル・ドゥーと植物園 
Entre Deux & Botanical Garden 
ツアー番号：REU012 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄４６～(３～１２歳) 
所要時間：４時間３０分 
 
景観を楽しみながらのドライブでサン・ピエールへ向かいます。そこでは、ドメーヌ・カフェ・グリエの
庭園を訪れます。４万平方メートルの面積を保有するこの庭園は、緑豊かな植物の繁殖地を介して、あな
たをレユニオンの現在から過去の旅へとお連れします。 
現代的なレユニオン庭園では、エキゾチックな岩性植物、プルメリア、イランイラン、リアナ、ヤシ、ラ
ン、竹を見つけることでしょう。歴史あるレユニオン庭園には島の歴史を形作った植物、サトウキビ、バ
ニラ、ベチバー、コーヒーがあります。 
壮大なディミタイル山脈の景色を背景に、サン・ピエールの北部の丘陵に位置するアントル・ドゥーへ 
進みます。名前はサン・テチーヌ川の支流、西にブラウス・デ・クライオス、東にブラナス・デ・ラ・プ
レインの二つの間の「アントル・ドゥー」に由来しています。その孤立した状況と何世紀にも及ぶアクセ
スの困難さは、クレオール建築、熱帯庭園、現地の手工芸品の伝統を維持するのに役立ちました。今日で
は、ブラナス・デ・ラ・プレインにまたがる有名な高さ１５０メートルの橋のおかげで簡単にアクセスで
きます。 
クレオール住宅は木製で、前部にトタン屋根とベランダがあります。家の上にある白い装飾は「マントリ
ング」と呼ばれ、といの一種です。村の訪問中に、工場で手作りされた現地の履物を探してみてください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーには２時間３０分ほどの徒歩が含まれま

す。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。参加者は帽子、日焼け止め、ボトル入りの
水をご用意ください。 
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サラジーとバニラ農園観光 
Salazie and Vanilla Plantation              
ツアー番号：REU010 
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄４６～(３～１２歳)                  
所要時間：４時間３０分 
 
このツアーは、北海岸沿いの美しいドライブから始まります。その後、首都サン・ドニを通り、サン・マ
リとサン・スザンヌに向かうため東へと進みます。 
バニラはレユニオンの歴史と文化の中で重要なものであり、バニラ農園を訪れる意味を知ることができ
るはずです。新鮮なバニラポッドがなぜ高価なのか疑問に持ったことがありますか。それらを育てるこ
とは労力を要するということがわかるでしょう。そして、バニラがなぜバーボンと呼ばれることがある
のか疑問に思ったことがありますか。それはレユニオンがイル・バーボンと呼ばれていたからです。 
その後、ツアーはシルク・ド・サラジーへと続きます。そこでは、壁のように反り立つ峡谷や谷、轟きな
がら流れる滝を見ることができます。最も息を飲む場所は有名な花嫁のベール滝です。港に戻る前に、レ
ユニオンで最も人気の滝を撮影するため停車します。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーには１時間３０分ほどの徒歩が含まれま

す。 
 
 
サン・ドニ観光 
St Denis 
ツアー番号：REU002 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４０～(３～１２歳) 
所要時間：４時間３０分 
 
美しい景観が続く北東海岸を通り、島の首都サン・ドニに到着します。三方を山に囲まれ、島の北東端に
位置しています。温かく非常に親しみやすいフランス植民地時代最大の町です。町の名前は付近の湾で
座礁した船のサン・ドニからつけられたもので、小さなバラショワ埠頭から町が拡がりました。 
地元のガイドが旧東インド会社の建物を案内し、その後パリ通りに並ぶ日除けのある白いベランダが特
徴の荘厳なクレオール建築の家々を通ります。国有公園と以前は領事の公邸であった歴史自然博物館に
立ち寄ります。 
ヒンズー寺院とキリスト教会を通ると、様々な人種と文化が溶け込む調和の所以をご理解いただけるで
しょう。この小さな離島では音楽のようなクレオール語が人々を結びつけています。 
典型的なクレオール製品が販売されている工芸市場に少し立ち寄ります。手工芸品、レユニオンやマダ
ガスカルでとれる香料やスパイスなどを販売する人々と値引き交渉してみてはいかがでしょうか。 
 
ご案内：交通状況によっては訪問順序が入れ替わる場合があります。 
 
 
野性的な南部観光 
Wild South 
ツアー番号：REU006 
ツアー料金：大人＄１１６～ 子供＄７２～ (３～１２歳) 
所要時間：８時間１５分 
 
海岸沿いの道を通って、レユニオン島北部の海岸へ向かいます。島の首都サン・ドニを横断し、東へサ
ン・マリとサン・スザンヌに進みます。１９７７年に火山から流れた溶岩から奇跡的に被害を免れたノー
トルダムデラーブ教会のあるサンローズを通ります。トラムブレット地区で発生した最後の噴火により
冷たい溶岩が流れ込んだ興味深い光景をご覧ください。 
昼食はかわいらしいサンフィリップの町にある伝統的レストランでクレオール料理をお楽しみください。
この町はバニラ栽培で有名で、そのほかパルミストでも有名です。 
専門のガイドと共に香料とスパイスをつくる庭園があるマレ・ロング森林を見学します。ジョゼフ・フバ
ートによりもたらされ野生の自然環境のまま保存された各種固有の植物やスパイスをご覧ください。帰
路では景観を楽しみながら途中、いくつかの手つかずの入り江のある海岸を通り戻ります。 
 
ご案内：このツアーは２時間ほどの徒歩と３０段ほどの階段を含みます。また、日焼け止めと防虫剤、

帽子をご用意し、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
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レユニオンの沿岸と滝 
Coast & Waterfalls 
ツアー番号：REU008 
ツアー料金：大人＄１１８～ 子供＄６６～(３～１２歳) 
所要時間：８時間 
 
くつろぎながらレユニオン島の景観を楽しみましょう。このツアーでは、海岸道路を通り北部海岸を探
索します。島の首都サン・ドニを通過しサン・マリとサン・スザンヌに向かいます。 
サンタンドレに立ち寄り、バニラ農園の見学とバニラ栽培の過程を習います。そして島の中心に向かい
ます。青々と育つサトウキビ畑やバニラ農園、ライチ農園を通過し、見事なヴォワル・ド・ラ・マリエ
の滝に到着します。花嫁のベール滝と知られ、約１００以上の滝が一帯を取り囲む素晴らしい景勝地で
す。昼食は美しいクレオールのエルブール村で取り、帰路は景色を楽しみながら街中に残る幾つかの修
復されたクレオール風建物の前を通ります。 
 
ご案内：このツアーでは、ほとんど舗装された道を１時間以上歩きます。 
 
 
火山観光 
Volcanic Experience 
ツアー番号：REU007 
ツアー料金：大人＄１２５～ 子供＄６５～(３～１２歳) 
所要時間：８時間３０分 
 
島の南部に向け出発し、海辺の村々を通り過ぎサン・ピエールに到着します。途中景観の良い道路からは
雄大な沿岸の眺めが楽しめます。サン・ピエールより島の高台に向け火山道路を通ります。美しい青々と
植物が茂る光景から息を呑むような月面光景に変化する景色の中を通り過ぎます。 
ネズ・ル・ブフに立ち寄り、深い火山の峡谷や色鮮やかな花が咲き誇る緑あふれる田舎の景色をご堪能く
ださい。標高２１００メートルのパ・ドゥ・ベルコムの火山口に到着し、おそらく島で最も人気の景観ス
ポットである活火山のピトン・ド・ラ・フルネーズを見下ろしましょう。素晴らしい光景を目に焼き付け
た後、地元の人気レストランにて典型的なクレオール料理をお楽しみください。 
昼食後、営業を再開したシテ・ドゥ・バルコン（火山博物館）を訪れます。この博物館はユネスコ世界遺
産であるレユニオン国立公園の中にあり、インド洋地域にある最も活発な活火山の近くにあります。レ
プリカの溶岩トンネルを発見し、今から３００万年前に起こった海中火山の噴火がこの島を作り上げた
様子を明らかにしましょう。 
 
ご案内：このツアーは、バスと徒歩にて行われます。このツアーでは、ほとんど舗装された地面を１時

間ほど歩きます。火山付近の視界は天候状況によります。山でのドライブは、ヘアピンカーブ
の道路の通行が含まれるため、眩暈症の方には適していません。高所のため気温が下がりやす
いので、上着をご用意ください。 

 
 
レユニオン島の景観ドライブ 
Scenes of Reunion 
ツアー番号：REU004 
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄４０～(３～１２歳) 
所要時間：４時間３０分 
 
西海岸のサンポールに向けドライブし、レユニオン島の中心にある山を登っていきます。標高２０００
メートル以上の高い絶壁にある、景観を楽しむことのできる地点に向かいます。眼下には山々に取り囲
まれたマファタ山の旧火口の息をのむような絶景が楽しめます。荒々しい野生的な圏谷は島に存在する
三つの円形の大きな凹地の一つで、徒歩又はヘリコプターでしか行くことができません。 
ゼラニウム栽培が盛んな中心地区のラ・プティ・フランスの村に立ち寄ります。レユニオンはゼラニウム
オイルの一大産地で、オイルは香水の定着液として使われます。小さなゼラニウムオイル抽出所に立ち
寄り、オイル生産の過程の説明を受け、ゼラニウムのエッセンスオイルや香水を購入することができま
す。とても質素な家内工場で、現代的な生産方法からかけ離れた繊細な工程を踏んでいます。 
 
ご案内：急斜面を伴うヘアピンカーブの道路を通ることが含まれるため、眩暈症の方にはご考慮くださ

い。高所は低地より気温が低めなのでジャケットをご用意ください。山頂や高所は霧や雲がし
ばしば発生し、日中は上がったり下がったり渦巻いたりすることが断続的に起こる為、ツアー
中の視界に影響します。 
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サンルーとカメの観察場見学 
St Leu and Turtle Observatory 
ツアー番号：REU011 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４４～(３～１２歳) 
所要時間：４時間３０分 
 
レユニオンの西海岸沿いでの景色の良いドライブの後、ウミガメの保護施設と観察場であるケロニアに
到着します。 
約６０種のウミガメの棲息地で、これらは全て絶滅に瀕しています。保護施設では年間１５～３０頭の
カメを回復させ、放流しています。ケロニアに持ち込まれたカメは、プロペラとの衝突や漁網との絡ま
り、さらにプラスチックを摂取するなど、さまざまな理由で負傷してしまいます。ケロニアは、その診
療所で重要な役割を果たすとともに、ウミガメの移動と生息数の変化についても研究しています。彼ら
がしていることはすべて、ウミガメが再び繁殖できるための手助けになっています。 
公園を探索すると、１億年前のウミガメの神秘的な世界についてもっと知ることができます。公園はか
なり小さく、歩きやすくなっています。いくつかの亀のプールと生息数の変化が見られます。その後、
このツアーはサンルーの歴史地区に続きます。今日のレユニオン文化は、マダガスカル、フランス、イ
ンド、アフリカ、アラブ、中国といった豊富な国々の組み合わせです。島を管理していた東インド会社
は、コーヒー、ナツメグ、クローブの生産を導入し、その建物のいくつかは依然として残っています。
ここでは、彼らの影響、奴隷革命、コーヒーなどについてもっと学ぶことができます。帰りのドライブ
の前に短い自由時間がありますので、ショッピング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。このツアーには３時間ほどの徒歩が含まれ、場所に

よっては起伏のある道もあります。 
 

 
 
ポート・エリザベス 
PORT ELIZABETH 
 

 
サファリトラックで周るアッド・エレファント・パーク 
Addo Elephant Park by Open Air Safari Truck             
ツアー番号：PLZ010 
ツアー料金：大人＄１３０～ 子供＄７６～ (６～１２歳)                  
所要時間：約５時間 
 
景観を楽しみながら１時間のドライブの後、アッド・エレファント・ナショナルパークに到着します。 
絶滅寸前の１１頭の象を保護する為に１９３１年に設立されたアッド・エレファント・パークは南アフ
リカ最大で、３５０頭の象とその他数多くの動物が生息しています。 
屋根の無いサファリトラックに乗車し、公園内のドライブが始まります。ドライブ中、うまくいけばとて
も珍しいアッド・エレファントが見られるかもしれません。アフリカゾウ種の赤色をしたアッド・エレフ
ァントは小柄で耳は丸みを帯び、メスには通常牙がありません。 
目をよく凝らして、多種多様な動物を観察しましょう。最近この保護区に連れてこられた、ライオン、ハ
イエナ、ヒョウ、シマウマ、エランド、クーズー、シカレイヨウなどがいます。空を飛ぶことのできない
ユニークなフンコロガシも生息しています。 
 
ご案内：このツアーはバスと屋根の無いサファリトラックにて行われます。動物を見られる保証はあり

ません。サファリトラックへの乗り降りができる方がご参加ください。乗車定員は１０人から２
２人です。ゲームリザーブの道路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場所があります。このツア
ーは背中に問題がある方はお勧めしません。快適な服装で参加し、双眼鏡と帽子をお持ちくださ
い。ゲームドライブ中は喫煙や大声でのお話、立つことは禁止されています。携帯電話の電源は
お切りください。ゲームドライブ用の車両には食べ物は持ち込めません。安全上の理由により６
歳未満のお子様はツアーに参加できません。 

 
 
サンデーズリバーをカヌーで 
Sundays' River by Canoe 
ツアー番号：PLZ015 
ツアー料金：大人＄１３２～ 子供＄９７～（８～１２歳）  
所要時間：６時間 
 
川の上でゆったりと過ごす時間は、最高のひとときです。サンデーズリバーで、特注設計されたカヌーに



19 
 

乗って穏やかな時間を過ごしつつ、川辺の野鳥を観察しましょう。川は、アッド・エレファント国立公園
を通り、南の国境線に沿って流れています。 
簡単な安全事項の説明が終わると、冒険の始まりです。この区域は多種多様なカワセミや様々な生物の
棲みかとなっています。水鳥だけでなく、巨大なタカも頻繁に目撃されています。頭上にも注意を払うこ
とを忘れないようにしましょう。数時間のカヌーイングの後は、待ちに待った昼食の時間です。船に戻る
前に、川辺で軽食や軽いバーベキューの昼食をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスとカヌーにて行われます。このツアーは約２時間３０分間カヌーを漕ぐ

時間が含まれます。カヌーは安定感があり、二人乗りのシットインカヌーです。８歳未満のお
子様と妊娠中の方は参加をお控えください。野生動物が見られる保証はありません。参加者は
泳ぐことができて身体的に健康である必要があります。帽子、濡れてもいい靴、タオルと日焼
け止めをご用意ください。水着を着用し、着替えをお持ちください。用意されているライフベ
ストは必ず着用してください。持ち物をしまうための防水ケースを利用できますが、持ち物は
最小限にとどめてください。 

 
 
プンバ・ゲーム・リザーブ 
Pumba Game Reserve 
ツアー番号：PLZ005 
ツアー料金：大人＄２２０～ 子供＄１２８～（６～１２歳）  
所要時間：８時間３０分 
 
ポート・エリザベスから約１時間３０分のところに位置するプンバ・プライベート・ゲーム・リザーブは、
６０平方キロメートル以上の土地を有しており、自然に囲まれながらビッグ５に焦点を当てた刺激的な
体験ができます。プンバは７つの生態系のうち５つを網羅しており、東ケープ州禁猟区においてホワイ
トライオン育成プログラムを導入した最初の地区です。 
プンバ・プライベート・ゲーム・リザーブでは驚くべき動物たちと出会えるとともに、鳥愛好家にとって
は３００種以上の鳥類が見られる素晴らしい場所でしょう。また、ここにはキリン、シマウマ、カバ、チ
ーター、ヒョウ、山犬等が生息しています。経験豊富なレンジャーと共に野生動物や野鳥を観察し、また
保護区の美しさを堪能し、２時間のゲームドライブをお楽しみ下さい。 
その後ロッジにて紅茶、コーヒー又はジュースが提供されます。 
ロッジでのビュッフェランチの後、さらに１時間のゲームドライブがあります。 
 
ご案内：このツアーはバスとオープンカーと徒歩にて行われます。参加者は車での移動に十分耐えられ

るお客様のみとなります。ゲームリザーブの道路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場所があ
ります。このツアーは背中に問題がある方はお勧めしません。快適な服装で参加し、双眼鏡と
帽子をお持ちください。ゲームドライブ中は喫煙や大声でのお話、立つことは禁止されていま
す。携帯電話の電源はお切りください。ゲームドライブ用の車両には食べ物は持ち込めませ
ん。安全上の理由より、６歳未満のお子様はオープンカーにはご乗車になれません。野生生物
が見られる保証はありません。ゲームリザーブのツアーはお早めにお申し込みください。昼食
会場に小さなお土産物屋がありますが、現地通貨の南アフリカ・ランドのみ使用できます。 

 
 
クワンツ・ゲーム・リザーブ 
Kwantu Game Reserve              
ツアー番号：PLZ013 
ツアー料金：大人＄２５０～ 子供＄１３９～(３～１２歳)                  
所要時間：約７時間４５分 
 
プレデターの教育リハビリセンターへは約１時間３０分の道のりです。この手つかずの自然はアフリカ
のビッグ５が歩き回っていた昔とそう変わりません。 
リザーブ内のシドベリ村に到着すると、レンジャーが飲み物と共に歓迎してくれます。その後、一生に一
度の体験が始まります。 
プロのゲームレンジャーと共にオープンカーに乗車し、保護区内でシマウマ、バッファロー、キリン、カ
バ、ライオン、ゾウ、ライオンや様々な種類のアンテロープ種などを観察します。ライオンは保護区内で
歩き回っているだけでなく、閉鎖されたエリアにも収容されています。 
チーター、ベンガルトラ、ライオンが収容されているプレデター教育リハビリセンターへも訪問します。
ここで動物たちは再度自然へ戻るためのリハビリをしています。その後、美味しいビュッフェランチを、
コサ族のダンスと歌と共にお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスとオープンカーにて行われます。ツアーを予約する前に Voyage Personaliser

の予約画面にてゲームリザーブに関する重要なご案内の項を必ずお読みください。野生生物が
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見られる保証はありません。ゲームリザーブの道路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場所があ
ります。このツアーは背中に問題がある方はお勧めしません。快適な服装で参加し、双眼鏡と帽
子をお持ちください。ゲームドライブ中は喫煙や大声でのお話、立つことは禁止されています。
携帯電話の電源は消して頂き、ゲームドライブ用の車両には食べ物は持ち込めません。このゲー
ムドライブは約３時間です。クワンツ・リゾートでは、一切のアルコール類の提供はなく、厳し
いアルコールの規則を事前にご了承ください。この乗り物の乗車定員は１０人から２２人です。
安全上の理由により６歳未満のお子様はツアーに参加できません。 

 
 
スコーティア・ゲーム・リザーブ 
Schotia Game Reserve 
ツアー番号：PLZ012 
ツアー料金：大人＄２４２～ 子供＄１４９～（６～１２歳）  
所要時間：８時間１５分 
 
ポート・エリザベスからイースタンケープ沿いに車で１時間１５分の場所に位置するスコーティア・プ
ライベート・ゲーム・リザーブではアフリカの自然美をご堪能ください。 
スコーティア・プライベート・ゲーム・リザーブは１８３３年より個人家族による所有と運営がされてお
り、今では６代目となりました。ケープ州の私営動物保護区として歴史が古く、ライオン自身に狩りをさ
せる最初の保護区です。到着すると歓迎の飲み物で喉を潤し、４輪駆動のオープンカーに乗車し３時間
のゲームドライブが始まります。自由に動き回る種類豊富な野生動物を探しに保護区内をドライブしま
す。 
スコーティアには２０００頭近くの異なる４０種の動物が生息しています。カメラを構え大群のレイヨ
ウ種や、ライオン、カバ、サイ、キリン、象、シマウマ、オーストリッチや多くのサルを写真に収めまし
ょう。ドライブ中、大型動物に目を向けるだけでなく、目立たない小さな哺乳類や鳥類、昆虫にも注目し
てみましょう。 
ビュッフェランチを伝統的草ぶき建物でお楽しみください。 
 
ご案内：ツアーを予約する前に Voyage Personaliserの予約画面にてゲームリザーブに関する重要なご

案内の項を必ずお読みください。野生生物が見られる保証はありません。昼食は午後２時ごろの
予定ですので、船を出発する前に朝食をしっかりお取りください。オープンカーに乗り降りがで
きる方がご参加ください。ゲームリザーブの道路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場所があり
ます。このツアーは背中に問題がある方はお勧めしません。快適な服装で参加し、双眼鏡と帽子
をお持ちください。ゲームドライブ中は喫煙や大声でのお話、立つことは禁止されています。携
帯電話の電源はお切りください。ゲームドライブ用の車両には食べ物は持ち込めません。安全上
の理由により６歳未満のお子様はオープンカーにはご乗車になれません。野生生物が見られる
保証はありません。ゲームリザーブのツアーはお早めにお申し込みください。 

 
 
アッド・エレファント・パーク 
Addo Elephant Park 
ツアー番号：PLZ002 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄６７～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
１９２０年代、雇われ猟鳥獣類ハンターのＰＪプレトリウス少佐によりイースタンケープに生息する象
の群れのほとんどが殺されてしまいました。幸いかろうじて生き延びた象から繁殖し、その数は３００
頭まで増え、現在はアッド・エレファント・パークにて保護されています。アフリカゾウ種の赤みがかっ
た毛を持つアッド・エレファントは小柄で、耳は丸みを帯び、メスには通常牙がありません。 
公園内をバスでドライブし、ドライバー兼ガイドが広大な公園内を通り、茂みに潜むこのおだやかで大
きな生き物を探します。 
目をよく凝らして、多種多様な動物を観察しましょう。最近この保護区に連れてこられた、ライオン、ハ
イエナ、ヒョウ、シマウマ、エランド、クーズー、シカレイヨウなどがいます。注目すべきは、空を飛べ
ないユニークなフンコロガシで、これはアッドでしか見ることができません。 
 
ご案内：このツアーは全てバスにて行われます。野生生物が見られる保証はありません。ゲームリザー

ブの道路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場所があります。このツアーは背中に問題がある
方にはお勧めできません。ゲームドライブ中は喫煙や大声でのお話、立つことは禁止されてい
ます。携帯電話の電源はお切りください。ゲームドライブ用の車両には食べ物は持ち込めませ
ん。快適な服装で参加し、双眼鏡と帽子をお持ちください。 
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ポート・エリザベス市内観光 
Port Elizabeth Highlights 
ツアー番号：PLZ001 
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄６０～（３～１２歳）  
所要時間：３時間３０分 
 
港を離れて、町で最も有名なカンパニール記念碑を通り過ぎます。１９２３年に建てられ、１８２０年に
初めて英国人が上陸したことを記念し、カリヨンの２３の鐘と共に上陸した場所に建てられています。
そして、多くのゲストハウスやホテルのある非常に人気のビーチエリアであるサマーストランドの郊外
のビーチ沿いを進み、ネルソン・マンデラメトロポリタン大学へ行きます。 
ビーチフロント沿いで、写真撮影のためにシャーク・ロック埠頭に停車します。その後、市内中心部に移
動し図書館、郵便局、市役所などの名所を見ます。市庁舎は１９７７年に火災によって深刻な被害を受
け、大規模な修復計画が行われました。ポート・エリザベスの名前の由来となったルフェイン・ドンキン
卿の妻エリザベスを記念に建てられた石のピラミッド状のドンキン記念館に向かいます。 
ヨーク公爵のフレデリックにちなんで命名されたフレデリック砦へと赴き、セントジョージズクリケッ
ト競技場を通り、ネルソン・マンデラスタジアムで写真撮影のため停車をします。 
 
ご案内：このツアーはバスにて行われます。このツアーではほとんど歩きませんが、訪れる場所の一部で

は砂利や舗装されてない場所があります。帽子を着用し、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加く
ださい。ご希望であれば写真撮影のための停車時に、車内で待機することができます。 

 
 
タウンシップ・エクスペリエンス 
Township Experience 
ツアー番号：PLZ006 
ツアー料金：大人＄８７～ 子供＄４９～ （３～１２歳） 
所要時間：４時間 

 

このツアーでは、この町のアパルトヘイトの歴史を学ぶことと、先住民族であるコサ族の日常生活をみ
ることのどちらも経験できます。フェザーマーケットセンターや旧郵便局、ドンキン・リザーブ・ピラ
ミッド、灯台など、町の有名な観光地をバスで回ることから始まります。まず、「ネイティブ・ストレ
ンジャーズ・ロケーション」にも訪れます。その後、いくつかの中流階級の地域を訪れ、さらに貧しく
発展していない地域も多く訪れます。これら全ての人々・地域が多様性豊かなこの街を形作っているの
です。 
非居住者用のキャンプの中の、まちの芸術家のギャラリーも訪れます。ここでは Rhamaphosa Village
の地元の力強い芸術作品や工芸品が陳列されています。そこでは芸術家に会うことができ、望めば彼ら
の作品を直接買うこともできるのです。次の目的地までの間に、６人の反アパルトヘイトの活動家の記
憶を残し、町の荒々しい過去についてありありと思い出させるために作られた Emlotheni Memorial 
Parkが見られます。そして、地元の学校やデイケアセンターに訪れると、きっと暖かい歓迎を受けるこ
とでしょう。ソフトドリンクを楽しみながら、このコミュニティについて理解を深めましょう。 
波止場まで戻る途中の道のりでは、そのユニークな建築物や、ANC（アフリカ民族会議）の歴史との強
いつながりがあるために強い印象を与える、Red Locationの近くを車で通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは起伏のある道を約１時間４５分歩き、
途中数段の段差があります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。地元の市場で買い物を希望
される方は、少額の現地通貨をご用意ください。ツアー中は、貴重品を持ち歩かないようにしてくださ
い。 
 
 
カリエガ・ゲーム・リザーブ 
Kariega Game Reserve 
ツアー番号：PLZ009 
ツアー料金：大人＄２５０～ 子供＄１４５～（６～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
ポート・エリザベスより車で約１時間３０分の所に位置するカリエガ・ゲーム・リザーブはその敷地面積
が５０平方キロメートルで、マラリア汚染地域ではない原野で素晴らしい野生生物をご覧になれます。
カリエガには豊富な動物や鳥類、さらにビッグ５が生息します。保護区内にはライオン、ヒョウ、象、サ
イ、カバ、キリン、シマウマ、エランド、シカレイヨウ、数多くのアンテロープ種、ゴマバラワシ、カン
ムリクマタカ、ミサゴなどを含む２５種類の動物や２５０種の鳥類が生息しています。南アフリカの東
ケープ州にあるカリエガ・ゲーム・リザーブは原始的な環境にあり静寂かつ雄大で、見る人を驚かせるに
違いありません。 
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雄大なカリエガリバーバレーの上にあり、この素晴らしいアフリカの大原野以上に自然へ近づくことは
できないでしょう。１８２０セトラーカウンティーの中心にあり、深い歴史遺産があります。 
ロッジに到着し、紅茶やコーヒーまたはジュースで喉を潤した後、経験豊富なレンジャーと共にオープ
ンカーに乗車し３時間１５分のゲームドライブが始まります。ロッジに戻り、丘陵や平野を見渡せる高
い山の背に位置するレストランにてビュッフェランチをお召し上がりください。 
 
ご案内：このツアーはバスとオープンカーにて行われます。ゲームドライブ用のオープンカーの乗り降

りができる方がご参加ください。ゲームリザーブの道路は傾斜のある砂利道で、よく揺れる場
所があります。このツアーは背中に問題がある方にはお勧めできません。快適な服装で参加
し、双眼鏡と帽子をお持ちください。ゲームドライブ中は喫煙や大声でのお話、立つことは禁
止されています。携帯電話の電源はお切りください。ゲームドライブ用の車両には食べ物は持
ち込めません。安全上の理由により６歳未満のお子様はオープンカーにはご乗車になれませ
ん。野生生物が見られる保証はありません。ゲームリザーブを訪問するツアーはお早めにお申
し込みください。 

 
 

シブヤ・ゲーム・リザーブ 
Sibuya Game Reserve 
ツアー番号：PLZ014 
ツアー料金：大人＄２３５～ 子供＄１４２～（６～１２歳）  
所要時間：９時間３０分 
 
南アフリカで最も美しい鳥獣保護区だとされているシブヤには、３０平方キロメートル以上の土地に
様々な地形と植生が存在します。この息をのむような絶景の鳥獣保護区には、「ビッグファイブ」とも称
される野生のライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファローからカワウソまで、多種多様な生き物がたく
さん生息しています。 
到着すると、リラックスできるリバー・クルーズにてオープンデッキのサファリカーが待つキャンプ場
まで、お客様をお連れします。リザーブを車で散策すると、ライオンや象、サイ、バッファロー、チータ
ー、キリン、シマウマ、ウシカモシカ、そしてサルなどの動物たちに遭遇できるかもしれません。このツ
アーはアフリカのかの有名な生態系を間近で観察する絶好の機会になること間違いなしです。 
次に、デイ・センターでビュッフェランチを取った後、ボートに乗って受付に戻り、バスにてポート・エ
リザベスに帰ります。 
 
ご案内：このツアーはバス、ボート、そしてオープンデッキのサファリカーにて行われます。ツアーを予

約する前に Voyage Personaliser の予約画面にてゲームリザーブに関する重要なご案内の項を
必ずお読みください。シブヤ・ゲーム・リザーブへの移動時間は約１時間４５分です。昼食会場
に小さなお土産物屋がありますが、現地通貨の南アフリカ・ランドのみ使用できます。野生動物
は見られる保証はありません。このツアーには人数制限がありますので、早めのご予約をお勧め
します。 

 
 
ラリベラ・ゲーム・リザーブ 
Lalibela Game Reserve 
ツアー番号：PLZ007 
ツアー料金：大人＄２３６～ 子供＄１２０～（７～１２歳）  
所要時間：８時間 
 
ラリベラ・プライベート・ゲーム・リザーブはポート・エリザベスより８８キロメートル、車で約１時間
３０分の距離にあります。東ケープ州はエスニック文化と多様性が色濃く残り、独自の自然体験をする
ことができます。ここはマラリア汚染地域ではなく、５つの生態系を網羅しており非常に多様な動植物
相が見られます。 
デイ・ビジターセンターにてリフレッシュした後、オープンカーでのゲームドライブが始まります。豊富
で多様な野生動物が自由に活動する保護区をドライブします。ビッグ５から小さなブルーダイカーやロ
ックハイラックスまで、大勢の動物たちと遭遇するかもしれません。ラリベラやカバ、キリン、シマウマ、
イボイノシシやエランド、クーズー、ブッシュバックやヌーなどのアンテロープ種が生息します。運が良
ければゲームドライブ中色々な野生動物が見られるでしょう。しかし野生動物が見られるとは限りませ
ん。 
コサ族のダンスと歌によるショーをご覧になりながらビュッフェランチをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスとオープンカーにて行われます。ツアーを予約する前に Voyage Personaliser

の予約画面にてゲームリザーブに関する重要なご案内の項を必ずお読みください。７歳未満の
お子様はこのツアーに参加できません。昼食会場に小さなお土産物屋がありますが、現地通貨の
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南アフリカ・ランドのみ使用できます。コサ族では未婚の女性はトップレスになる習慣がありま
す。野生生物が見られる保証はありません。 

 
 
 
ケープタウン 
CAPE TOWN 
 

 
ケープタウン終日観光 
Complete Cape Explorer 
ツアー番号：CPT038 
ツアー料金：大人＄２００～ 子供＄１１２～（３～１２歳）  
所要時間：９時間３０分 
 
ゆったりと寛ぎながらケープタウンの美しさを満喫ください。テーブルマウンテンとライオンズ・ヘッ
ドの鞍部にあるクルーフ・ネックをドライブし、麓の駅からケーブルカーでテーブルマウンテンの頂上
まで登ります。５分間の遊覧ではケープタウンの町や海原や付近の山々が３６０度見渡すことができま
す。山頂では自由時間を設けますので自由に小道を散策し、世界で最も豊かな生態系をお楽しみくださ
い。 
その後バスに乗り大西洋沿岸へ景観ドライブが始まります。キャンパス・ベイ・ビーチ、トゥエルブ・ア
ポストルの素晴らしい景色を満喫し、漁村のホウト・ベイに向かって沿岸の道路を進みます。ここから景
勝ルートとして名高いチャプマンズ・ピーク・ドライブを通り、喜望峰自然保護区に向かいます。ここは、
大西洋とインド洋が交わるため、多様な生態系が集中すると考えられています。ケープ・ポイントとその
躍動的な海に切り立つ断崖は南アフリカで一番の高さで、自然保護区内で最高の見どころとなっていま
す。到着後、フライング・ダッチマン・ファニキュラーに乗ってケープ・ポイントの頂上まで向かい、息
をのむような素晴らしい景色を楽しみ、絶景を写真に収めましょう。 
美味しいコースランチをお取り頂いた後、ブルダーズ・ビーチでアフリカペンギンのコロニーに立ち寄
ります。カメラを忘れずにお持ちください。ここにはよちよち歩きのペンギン約３０００羽が自由に歩
き回っています。 
ツアーの最後は南アフリカ最古のワイン産地のコンスタンシアで素晴らしい旅を締めくくります。ワイ
ナリーにてワインの試飲をお楽しみの後、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとケーブルカー、ファニキュラーレイルと徒歩にて行われます。ヒールの無

い歩きやすい靴と帽子を着用してご参加ください。このツアーでは約３時間、平らに舗装され
た道または木の遊歩道を歩きます。テーブルマウンテンの訪問は天候によります。悪天候の場
合はケーブルカーの部分は省略されます。ファニキュラーとケーブルカーは人気なアトラクシ
ョンのため、乗車駅に長い列ができる場合があります。チャップマンズ・ピーク・ドライブは
幅の狭い曲がりくねった道路のため、眩暈症の方には向きません。政府により運営されている
ため、予告なく閉鎖される場合があります。この素晴らしい景観を回るため、バスでのドライ
ブは約４時間を予定しています。昼食時のメインコースは魚です。 

 
 
ステレンボッシュとワインの試飲 
Stellenbosch & Wine Tasting 
ツアー番号：CPT003 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄４２～（３～１２歳）  
所要時間：４時間４５分 
 
ステレンボッシュは１６７９年イールスタ川が流れる肥沃な谷を発見した総督シモン・ヴァン・デール・
ステルによってその名が付けられました。現在、ここは南アフリカの優良ワイン産地の一つとなってい
ます。 
ステレンボッシュは南アフリカ内陸にある街で最も美しい場所の一つです。道沿いには樫の木が並び、
清らかな水が流れ、クラシックな建物は全て保護されており、建物のいくつかは国立史跡となっていま
す。ステレンボッシュ観光には徒歩が一番適しており、短時間ですがガイドと一緒に歩きながら学園都
市を回ります。 
ステレンボッシュ博物館は建築様式と建てられた時代の異なる四つの建物から構成されています。博物
館見学後自由時間をお楽しみください。 
最後にステレンボッシュにある個人所有のワイナリーを訪れ、ワインの試飲に参加し、セラーで魅力あ
るワイン製造の技術を垣間見てみましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ワイナリーには階段があり、ガイドツアーでは約３
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０ 分歩きます。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。混雑を避けるた
め、ツアーの順序が異なる場合がございます。 

 
 
ロベン島観光 
Robben Island                    
ツアー番号：CPT031 
ツアー料金：大人＄１０８～ 子供＄５５～(３～１２歳)                  
所要時間：約４時間３０分 
 
１９６０年以来、ロベン島は南アフリカでのアパルトヘイト政策に対する政治的闘いと同じ意味を表し
てきました。激動の歴史の中、ネルソン・マンデラや詩人デニス・ブルタスなどの囚人を収監したことで
も有名です。囚人を収容してきたロベン島ですが、２０種以上の哺乳類や３番目に大きなアフリカペン
ギンのコロニーも含め１３０種の鳥類などの生息地でもあります。 
短時間の移動でネルソン・マンデラ・ゲートウェイフェリーターミナルに向かいます。フェリーに乗りテ
ーブル湾に浮かぶ島に向かいます。到着後バスに乗りオリエンテーションツアーが始まります。古いハ
ンセン病施設、イスラム寺院、難破船や囚人が石灰の採掘に使った採掘所などを見学できます。 
かつて囚人であったガイドによる、最高レベルの警備がされていたネルソン・マンデラの牢獄見学では、
当時の牢獄の状態をじかに見ることができます。 
 
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。このツアーでは約１時間歩きます。天候状

態にもよりますが、フェリーに片道３０分から４５分ほど乗船します。フェリーは揺れますの
で、船酔いをする可能性があります。フェリーは政府が運航しておりキュナード社が貸切ったも
のではないので、突然キャンセルが発生したり、スケジュールが変更になったりする場合がある
ため、それによりツアーの所要時間が変わる場合があります。島内の交通手段は様々なサイズの
バスとなるため、ツアーグループは分かれる場合があります。島内は元囚人がガイドとなり、収
監されていた経験などにより内容は異なります。通常のガイドはこの島でガイドできませんの
でご注意ください。ロベン島へのチケットは出発日の３０日前までに購入してください。この期
日より後にキャンセルすると１００％のキャンセル料がかかります。 

 
 
アキラ・ゲーム・リザーブ 
Aquila Game Reserve 
ツアー番号：CPT012 
ツアー料金：大人＄２８８～ 子供＄２００～（３～１１歳）  
所要時間：８時間３０分 
 
アキラ私営動物保護区は格式ある四つ星保護区で、サザンカローハイランドに敷地面積３０３５万平方
メートルの広さを誇り、息をのむような荘厳さを誇る山脈や川、渓谷が大切に保護されています。 
４輪駆動車にレンジャーガイドと共に乗り込み２時間のサファリドライブが始まります。１９８５年自
然保護区に登録されたアキラには自然の湿地、雄大な山々と渓谷があることから種類豊富な動物達が見
られます。象や水牛、サイ、キリンやカバなどが自由に歩き回っています。保護区にはオジロヌーやサバ
ンナシマウマ、セグロジャッカルなど大型動物も見られます。 
アキラでは、繁殖が難しい絶滅危惧種でこの保護区の名前の由来となったカザノワシなどを含む１７２
種類の鳥類が生息しています。少し移動するとカルー・チャットやサンコウチョウなどを見ることがで
きます。 
保護区内レストランにてビュッフェランチをお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス、４輪駆動車と徒歩にて行われます。アキラへは片道約２時間のドライブで

す。このツアーは途中揺れるところを通るため、怪我または体調が良くない方には向きませ
ん。妊娠中の方と１２歳未満のお子様は参加をお控えください。動きやすい服装、ヒールの無
い歩きやすい靴でご参加ください。４輪駆動車にはシートベルトの装備はなく、車が動いてい
る時は立ち上がることが禁止されています。到着後免責書類に記入いただきます。野生動物を
見られる保証はありません。この保護区はクルーガー公園、サビ・サンドやフィンダとは比較
ができませんが、南アフリカを訪れるのが初めてで他の地域を旅行する予定がない観光客にと
っては、ウエスタンケープに生息する動物を眺める絶好の機会となります。 
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テーブルマウンテン観光 
Table Mountain                     
ツアー番号：CPT002 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄５２～ (３～１２歳)                  
所要時間：約３時間３０分 
 
頂上が平らのテーブルマウンテンは半島の最北端に位置し、ケープタウンの町に長くそびえています。
街から見上げると、中央山塊の左側にはデビルズ・ピーク、右側にはライオンズ・ヘッドがあり、前面に
はシグナル・ヒルがあります。それらが街を取り囲み円形劇場のように形成されています。 
テーブルマウンテンの頂上へ上るため、バスで麓のケーブルカーの駅に向かいます。ケーブルカーは僅
か４分間の乗車となり、移動中はケーブルカー自体が３６０度回転するので、この地域のパノラマ景色
をお楽しみいただけます。頂上からは街の全景やテーブルベイ、ネルソン・マンデラが投獄されていたロ
ベン島などの素晴らしい景色を眺めることができます。 
このツアーは、当時の姿のまま保存されていることで名高いエドワード朝とヴィクトリア朝建築物群の
残る「母なる都市」を巡る、ケープタウンのちょっとしたオリエンテーションツアーが含まれます。 
 
ご案内：このツアーはバスとケーブルカーにて行われます。ツアーの催行は天候状況により左右されま

す。ケーブルカーが動かないほどの悪天候の場合は、このツアーは CPT010のチャップマンズ・
ピークにかわります。参加者はバスに乗り降りができる必要があります。ジャケットやセーター
をお持ちいただき、ヒールの無い歩きやすい靴と帽子を着用ください。このツアーは高所恐怖症
の方には向きません。ケーブルカーは人気なので、駅では長い列に並ぶ可能性もあります。 

 
 
カーステンボッシュとワイン 
Kirstenbosch & Wine 
ツアー番号：CPT005 
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄４２～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
デビルズ・ピークの裾野に広がるカーステンボッシュ国立植物園は、テーブルマウンテンの東部斜面に
広がりその敷地面積は５．３平方キロメートルで、８５００種類以上の固有植物があります。美しい植物
園の散策や、自由時間には種類豊富なクリオショップでお買い物などをお楽しみください。 
そして高級住宅街のビショップコートを通り、３世紀以上も前に始まった南アフリカのワイン産業の発
祥の地コンスタンシアに向かいます。グルート・コンスタンシア・エステートは最も豪華なケープダッチ
農場の一つです。かつてオランダ総督シモン・ヴァン・デール・ステルの邸宅であったマナーハウスを短
時間ですが見学することができます。そこには欧州の知恵、アジアの職人技、アフリカの材料が用いられ
ており、西洋、東洋、アフリカが見事に融合しています。ガイドツアーでセラー内を見学後、ワインの試
飲会が行われます。 
帰路はホウト・ベイを経由し、大西洋に面したキャンプベイ、クリフトンとバントライ・ベイを通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。庭園とワイナリーにて約１時間歩きます。ヒールの無

い歩きやすい靴と帽子を着用しご参加ください。グルート・コンスタンシアのワインセラーには
２か所階段があります。訪問順序が異なる場合があります。 

 
 
ケープ・ポイント半島           
Cape Point Peninsula 
ツアー番号：CPT004 
ツアー料金：大人＄１６２～ 子供＄７８～（３～１２歳）  
所要時間：８時間３０分 
 
バントリー・ベイとクリフトンを抜け、背後にトゥエルブ・アポストルの堂々とした峰が聳えるキャンパ
ス・ベイをドライブします。大西洋沿岸を通り漁村のホウト・ベイに続きます。 
そして喜望峰自然保護区と二つの大洋が交わるケープ・ポイントへ向かいます。この地域は豊かな固有
の生態系が見られ、ドラマチックな海に聳える断崖（南アフリカで一番高い）とともにケープ・ポイント
の主要観光名所となっています。ファニキュラーレイルに乗りポイントの頂上にある展望台に向かいま
す。息をのむような景色や写真撮影をお楽しみください。プラットフォームからさらに１２０段の階段
を登って頂上まで行くことができ、そこには灯台があります。 
美味しい昼食は風光明媚なレストランでお取りいただきます。 
ブルダーズ・ビーチにあるペンギンのコロニーや素晴らしいカーステンボッシュ植物園などのハイライ
トが含まれます。 
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ご案内：このツアーはバスと徒歩、ファニキュラーレイルにて行われます。ファニキュラーは人気なア
トラクションのため、乗車駅に長い列ができる場合があります。帽子をご着用ください。この
ツアーでは約２時間歩きますので、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。チャップマ
ンズ・ピーク・ドライブは幅の狭い曲がりくねった道路のため、眩暈症の方には向きません。
政府により運営されているため、予告なく閉鎖される場合があります。この素晴らしい景観を
廻るため、バスでのドライブは１時間ほどを予定しています。ブルダーズ・ビーチへは、一部
だけ岩場となっている砂地を１０分ほど歩いて移動します。混雑を避けるため、訪問順序が異
なる場合があります。 

 
 
チャップマンズ・ピーク景観ドライブ 
Chapman’s Peak 
ツアー番号：CPT010 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄３２～（３～１２歳）  
所要時間：３時間 
 
景観を楽しみながら大西洋側の海辺をドライブし、シー・ポイント、バントライ・ベイ、クリフトン、キ
ャンパス・ベイを通ります。メイデンス・コーブに立ち寄り、キャンパス・ベイ・ビーチやトゥエルブ・
アポストルの壮大な景色をお楽しみください。そして海岸道路沿いを進み、高級住宅地のランディドノ
を通り、漁村のホウト・ベイに向かいます。ここから眺望が美しいことで世界的に有名な道路の一つであ
るチャップマンズ・ピーク・ドライブをドライブし、ホウト・ベイやセンティネルを通り抜けた先には、
大海原の壮大な景色が広がります。光り輝く白砂のノルドフックビーチを通りノルドフック農村で休憩
します。オ・カプス・ウェグ（古いケープ通り）を通り南半島とケープ・フラットとフォルス・ベイの景
観を楽しみます。再びＭ３高速道路を通り街へ戻り、ケープタウン大学、ロードス・メモリアル、モスタ
ーズ・ミルと有名なグルート・シューア病院を通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。この景観ドライブツアーでは徒歩による観光が少し

あり、途中休憩が含まれます。途中幅の狭い曲がりくねった道を通るので、眩暈症の方にはお
勧めしません。チャップマンズ・ピークは政府運営のため、予告なく閉鎖される場合がありま
す。 

 
 
市内観光と希望城 
City Tour & Castle of Good Hope 
ツアー番号：CPT033 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３４～（３～１２歳）  
所要時間：５時間 
 
細部まで保存されたエドワード朝とヴィクトリア朝建築物が溢れる「母なる都市」のオリエンテーショ
ンツアーを楽しみ、町の中心に位置するカンパニー庭園に向かいます。ゆったりとしたペースで歩きな
がら周りを囲む聖ジョージ大聖堂や国会議事堂、国立美術館を通ります。 
希望城は南アフリカで最古の建築物で、ミリタリー博物館やウイリアム・フェールコレクションを含む
内部を見学します。文化歴史博物館には古いケープダッチ様式の磁器や歴史ある絵画、多くのアンティ
ーク家具などが展示されています。 
シグナル・ヒルに向かい、景色を写真に収めた後、美しい海辺の町キャンパス・ベイ、バントレイ・ベイ
とシー・ポイントを通り船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは石畳のある地区やシグナル・ヒルの

傾斜などを約２時間歩きます。 
 
 
夜のケープタウン観光            
Cape Town by Night                    
ツアー番号：CPT036 
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄３２～(３～１２歳)                  
所要時間：約１時間３０分 
 
印象的なケープタウンのＦＩＦＡワールドカップスタジアムを通りシー・ポイントへドライブします。
シー・ポイントの遊歩道はムイール・ポイントまで広がりジョギング好きの方にとても人気があり、地元
の人はお散歩やおしゃべりのために訪れます。クリフトン・ビーチは夕日が眺められる場所としてトレ
ンディースポットで、ブルーフラッグを取得した真っ白な砂浜と透き通るビーチはジェットセッターの
天国として有名です。キャンパス・ベイとクリフトンの中間のグレン・カントリー・クラブ付近のメイデ
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ンス・コーブにて写真撮影の時間を設けます。ケーブルウェイ駅を見上げるとテーブルマウンテンを見
ることができます。さらに山を進みクルーフ・ネックを越えケープタウン中心に向かいます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。徒歩による観光はわずかです。 
 
 
 
ウォルビスベイ 
WALVIS BAY 
 

 
ペリカンポイントでのカヤッキング 
Pelican Point Kayaking 
ツアー番号：WVB013 
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄５２～（８～１２歳）  
所要時間：４時間３０分 
 
このツアーは自然に興味のある方には魅力的でしょう。この冒険は４輪駆動車の待つ港の波止場の門へ
のシャトルバスから始まります。重要な湿地であるウォルビスベイ・ラグーンを通り、岩塩坑を過ぎてペ
リカンポイントへ向かいます。 
この地域にはフラミンゴやペリカン、カモなどたくさんの野生生物が生息していますが、どんな動物に
出会えるかはその日次第です。 
ペリカンポイントに到着すると、カヤックが準備されています。この場所には１年を通して５万頭もの
ミナミアフリカオットセイが生息しています。彼らはよく「海の犬」とも呼ばれ、フレンドリーで遊び心
に溢れており、ほかのオットセイと違って耳が隠れていないことが特徴です。たとえ彼らの近くでパド
ルを漕いでも怖がることはないので、触れ合える距離まで近づいてくれるかもしれません。 
水上で２時間楽しんだ後、軽食を浜辺でとり、船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはミニバス、４輪駆動車とカヤックにて行われます。カヤックは安定していて、２

人まで乗船できます。妊娠中の女性、８歳未満の方は参加をお控えください。参加者は泳ぐこ
とができて、身体的に健康である必要があります。タオル、日焼け止めをご用意ください。水
着を着用の上お越しください。また、着替えの服をお持ちください。用意されたライフジャケ
ットは必ずご着用ください。お持物を保管するための防水区間はありますが、ご利用は最小限
にしてください。野生動物は見られる保証がありません。ペリカンポイントへの移動時間は片
道１時間ほどです。 

 

 
ムーンランドスケープとウェルウィッチア・バレー 
Moon Landscape & Welwitschia Valley 
ツアー番号：WVB010 
ツアー料金：大人＄１１６～ 子供＄１１０～（３～１２歳） 
所要時間：４時間３０分 
 
雄大に広がる砂丘を通りナミブに向かい、デューン７に写真撮影の為に立ち寄ります。 
ぽつぽつと点在する奇妙なウェルウィッチア・ミラブリスの風景が広がるウェルウィッチアドライブに
入ります。この先史の植物はナミビアでも珍しく、荒涼とした生息環境に順応し、生涯に２度しか葉をつ
けず、５００年以上もの寿命があります。 
その後、浸食により作られた広大なエリアである「ルナー・ランドスケープ」を訪れます。そこでは、ま
るで月にいるような錯覚を覚えます。息をのむようなすばらしい景色を堪能した後、片側には砂丘が、そ
の反対側には海が見える海岸道路を通り船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは岩場の上と起伏を含む地表を歩きま

す。日照りの中で観光しますので、快適な服装と靴を着用し、帽子と日焼け止めをお持ちくださ
い。 

 

 

  



28 
 

ナミビアの至宝 
Treasures of Namibia 
ツアー番号：WVB002 
ツアー料金：大人＄１８５～  
所要時間：４時間３０分 
 
海岸線を通りスワコップムントに向かい、そこから東にあるナミブ・ナウクルフト国立公園に向かいま
す。ナミブ砂漠は世界最古の砂漠の一つで、風により絶えずその姿が少しずつ変化します。万華鏡のよう
に変化する華やかな色の数々をご覧ください。到着後、現地ならではの植物や乾燥した地面散策をお楽
しみください。 
次に、スワコップリバーバレーとムーンランドスケープに向かいます。広大な侵食渓谷は月面に似てお
り、風により山が浸食され、素晴らしい岩群と砂丘を作り上げています。 
その後、何千ものウェルウィッチアの植物があちらこちらに育つウェルウィッチア・バレーを訪れます。
この魅惑的な植物や多様な地衣植物をご覧ください。ウォルビスベイに戻る前に、スパークリングワイ
ン、オレンジジュース、様々な軽食をお召し上がりください。 
オフロード車に乗り、砂丘ベルトのデューン７を通り、桟橋に戻ります。途中ウォルビスベイ・ラグーン
に立ち寄ります。 
 
ご案内：このツアーは４輪駆動車で行われます。砂漠は非常に高温で乾燥しているため、帽子、日焼け止

め、サングラス、飲料水をお持ちください。このツアーは揺れの激しい道を通るため、怪我をし
ている方や体調が悪い方にはお勧めしません。妊娠中の方と１２歳未満のお子様は参加できま
せん。 

 

 
アザラシとイルカクルーズ 
Seal & Dolphin Cruise 
ツアー番号：WVB003 
ツアー料金：大人＄１４８～ 子供＄７９～（３～１２歳） 
所要時間：４時間 
 
港より短時間の移動で桟橋に移動しスキーボートに乗船すると、ウォルビスベイ・ラグーンのクルーズ
が始まります。ラグーンをクルーズすると、ボートの近くまで餌をもらいに近づいてくる好奇心旺盛な
アザラシが見られるかもしれません。 
ペリカンポイントには大きなアザラシの巣やイルカの生息地があるため、ボート脇を一緒に伴走してく
れるかもしれません。ここではコシャチイルカとハンドウイルカが見られます。また、ペリカンや鵜の他
に、ヒメウミツバメ、アシナガウミツバメ、ケープシロカツオドリ、クロミヤコドリなどがよく見られる
ので、愛鳥家の方は必見です。 
ツアーの最後に、スパークリングワイン、ソフトドリンクとオープンサンドイッチをお召し上がりくだ
さい。 
 
ご案内：このツアーはミニバスとボートにて行われます。動物に触れたり、遊んだりするのはお控えくだ

さい。このツアーの運行は天候状況に左右されます。海上の気温は陸上より低いので、ジャケッ
トをお持ちください。野生生物を見られる保証はありません。ツアーは海辺で解散となり、そこ
からはシャトルバスで船までお戻りください。 

 

 
４輪駆動車で回るサンドイッチハーバー 
Sandwich Harbour by 4x4 
ツアー番号：WVB012 
ツアー料金：大人＄２０４～ 
所要時間：４時間３０分 
 
４輪駆動車に乗り、南のサンドイッチハーバーに向けドライブが始まります。海とナミブ砂漠に挟まれ
たサンドイッチハーバーは南部アフリカでも豊かでユニークな湿地帯の一つです。広大な干潟には渡り
鳥の海鳥や渉水鳥、フラミンゴが多く集まることから、野生生物愛好家にとって夢のような土地になっ
ています。 
途中ウォルビスベイ・ラグーンに少しの間停車するので、南半球最大の自然湿地帯に生息するフラミン
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ゴやその他鳥類の群生を写真に収めることができます。 
見知らぬこの独特な土地を散策する際は、カメラ撮影の準備は万全にしておきましょう。その後、ドライ
バー兼ガイドが休憩に最適の場所を見つけ停車します。スパークリングワインやソフトドリンクを楽し
みながらリラックスしましょう。 
帰路は度胸試しに最適です。砂漠に向け４輪駆動車のエンジンを全開にし、高さ３０メートルの波打つ
砂漠を駆け抜けます。 
 
ご案内：このツアーは４輪駆動車で行われます。海が荒波又は高潮の場合、サンドイッチバーバーには行

けない可能性があります。４輪駆動車で湿地にアクセスできない場合、代わりに展望台から湿地
帯を望む機会があります。砂漠は非常に高温で乾燥をしているので帽子、日焼け止め、サングラ
スと飲料水をお持ちください。このツアーは揺れが激しい所を通るため、怪我をしている方や体
調が悪い方にはお勧めできません。妊娠中の方と１２歳未満のお子様は参加できません。道中か
なり起伏のある箇所もあります。野生動物が見られる保証はありません。 

 

 
モンデサタウンシップ 
Mondesa Township 
ツアー番号：WVB009 
ツアー料金：大人＄１８０～ 子供＄９９～（３～１２歳） 
所要時間：４時間３０分 
 
海岸沿いの道を通り、スワコップムントにあるモンデサタウンシップへ向かいます。ここは１９５０年
代の初めに設立され、スワコップムントで働くオワンボ、ダマラ、ヘレロ族の人々の住居として提供され
たところです。 
モンデサに入るとそこは別世界探訪のように思えるでしょう。町の隅はアフリカ系住民が多く複雑です
が、専門ガイドがツアー参加者に付き添い説明してくれます。モンデサは貧困と失業率が高く、低所得の
家族が多く住んでいます。旅行者と訪問者に門戸を開くことにより、タウンシップのコミュニティの認
識を高め、発展や友好関係、支援や各種文化のより深い理解の機会を提供することができます。各個別の
ツアーは３時間ほどを予定しています。 
このユニークな文化体験はツアー参加者に異なるライフスタイルを紹介し、タウンシップの生活を経験
してもらうことを目的としています。コミュニティ内でのふれあいは常に現地の人々のプライバシーを
尊重し、節度あるマナーで行われます。歴史を学び、理解を通して文化の隔たりを埋め、珍しい料理の味
見をし、子供たちのダンス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。このツアーでは起伏を含む地表を時々止まりながら

１時間ほど歩きます。タウンシップ内では常に所持品に注意を払ってください。このツアーで訪
れる箇所はアフリカのタウンシップで貧困が深刻なところです。華美で豪華なツアーではない
ことをご了承ください。訪問順序は変わる場合があります。日焼け止めと帽子をご用意し、歩き
なれた靴でご参加ください。 

 
 
スワコプムント観光 
Swakopmund 
ツアー番号：WVB007 
ツアー料金：大人＄１２４～ 子供＄８８～（３～１２歳） 
所要時間：５時間 
 
漁港の町ウォルビスベイには１年のある時期になるとペリカンやその他海鳥の群れが現れる湾がありま
す。 
スワコプムンドへの途中、この地域で一番高い砂丘のデューン７に止まります。海岸線に作られたスワ
コプムントはスワコプ川の河口に位置する美しい町で、しばしば「砂漠の端にあるドイツ」と例えられて
います。多くの建物は１９世紀の終わりのもので国立史跡となり、かつてドイツの植民地であった名残
があります。 
ツアー中、スワコプムント博物館や世界最大の水晶の集中エリアであるクリスタル・ギャラリーを訪れ
ます。宝石や原石の展示をお楽しみください。町の中心にある小さなショッピングアーケードのブラウ
ハウギャラリーを訪れる機会もあります。 
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ご案内：このツアーには徒歩による観光が２時間半含まれ、砂地のデューン７を除き、ほとんどは舗装さ
れており平面です。クリスタル・ギャラリーでお買い物をされるお客様はパスポートのコピーを
お持ちください。日曜日にはほとんどのお店が閉まっていますのでご注意ください。このツアー
はランチタイムをまたいで催行されますので、朝食をたくさん食べることをお勧めします。 

 
 
砂漠の生き物探検 
Living Desert 
ツアー番号：WVB008 
ツアー料金：大人＄１８８～ 
所要時間：５時間１５分 
 
ナミブとは何もないという意味で、このツアーでは荒れ果てた大地に潜む生命を４輪駆動車で観察しま
す。有名なナミブ砂漠で暮らす生物を探すドライブが始まります。知識豊富なガイドが砂漠に生息する
パルマトヤモリやデザートサイドワインダーを見つける手助けをしてくれるでしょう。砂漠を横断し、
何も知らないアポロサウラ・トカゲを待ち伏せるかのように、砂漠の中に身を伏せているサイドワイン
ダーが見つかるかもしれません。 
４輪駆動車で広大な砂漠を駆け抜け、途中止まりながらドライバーより生態系などの説明を受けます。
地球にあるこの独特な地域での素晴らしい思い出を写真に収めてください。サンダウナー砂漠に飲み物
休憩の為に立ち寄り、くつろぎながらこの絶景をご堪能ください。セイヨウムシの生息場所を発見し、砂
漠のとどろきを聞くこともあるでしょう。海岸道路を通り船に戻る前に、絶滅危惧種の鳥であるダマラ・
アジサシを見かける機会があるかもしれません。 
 
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輪駆動車に乗る前に、ナミブ砂漠へのバスの

送迎があります。砂漠は非常に高温で乾燥しているため、帽子、日焼け止め、サングラス、飲料
水をお持ちください。野生生物を見られる保証はありません。このツアーは揺れの激しい道を通
るため、怪我をしている方や体調が悪い方にはお勧めできません。妊娠中の方と１２歳未満のお
子様はご参加できません。 

 
 
 
グラン・カナリア 
GRAN CANARIA 
 

 
グラン・カナリア ハイライトツアー                                        
Highlights of Gran Canaria                                          
ツアー番号：LPS029  
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２９～（３～１２歳）  
所要時間：４時間  
  
バスにゆったりと座り、グラン・カナリアの必見観光地、バンダマ・センターへ。展望台から北東部の海
岸と西部の山脈を眺めます。続いては洗い出した白壁の家々と地元特有のバルコニーが可愛らしい村テ
ロールへ。ガイドと共に「聖母パイン」を祭る大聖堂へ。羊飼いたちが聖母マリアの幻影をみてからグラ
ン・カナリアで最も重要な教会の一つとなっています。  
アルカスに向かう前に、テロールの村にて自由時間がありますので、地元の手工芸品店などを覗いて気
ままにお過ごしください。鮮やかな白い家々と堂々たる小塔の教会がある歴史的な町アルカスは傑作建
築の町です。中でもマルケサ庭園はこの町最大の見どころです。カナリアとトロピカルな植物で埋め尽
くされたロマンチックな庭を歩き、島の特産であるバナナリキュールを試します。  
  
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。曲がりくねった道をドライブしますので、めまい症の

方には適しません。テロールとアルカスは石畳でデコボコしています。歩きやすい靴でご参加く
ださい。日曜日のテロールは混雑が予想されツアー時間が長引く場合があります。マルケサ庭園
入り口付近には２２段の階段があり、また内部にも幾つかの階段があります。地面は砂利道と舗
装路があります。テロールの大聖堂は予告なしに閉じている事があります。教会内では肩や膝を
覆った適切な服装をしてください。 
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２ヵ所停車の自由散策ツアー                      
Two Stop On Your Own                                        
ツアー番号：LPS023  
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄１８～（３～１２歳）  
所要時間：７時間  

  
人気のリゾート地区マスパロマスはどこまでも続く砂丘の本場として有名です。到着後は思い思いにお
過ごしください。海で泳いだり、ショピングをしたり、もしくは町を散策してみてください。その後、プ
エルト・モーガンへ向かいます。グラン・カナリアで最も小さく、最も南に位置するリゾートです。滞在
中はお店を覗いてショッピング、港近くを散策もしくは小さなビーチで泳ぐこともできます。それぞれ
のリゾートには、沢山のカフェがあります。ご希望であれば、飲物や昼食を各自お楽しみください。  
各リゾートを訪れた後は決められた時間に決められた場所にご集合の上、バスに再乗車となります。  
  
ご案内：ツアーはバスと徒歩にて行われます。ガイドは同行しません。昼食や飲み物代、施設への入場料

は含まれていません。集合時間、場所を必ず控えておいてください。お時間を過ぎてお戻りのお
客様を待つことはできませんのでご注意ください。乗車時間は片道約１時間で、二つのリゾー
トの滞在時間はそれぞれ約２時間です。プエルト・モーガンへのドライブは曲がりくねった道
路の走行が含まれますので、めまい症の方には適しません。どれだけ歩くかはお客様の判断で
す。バスの乗降には数段の階段があります。日曜、祭日は商店は閉店となります。プエルト・モ
ーガンでは金曜日には市が開かれます。そのためバスの駐車が制限されますので、通常よりは
町の中心までの歩行が長くなります。買物にはユーロをご利用ください。水泳をご希望の方は、
水着、タオル及び日焼け止めをご用意ください。水泳の前の飲酒はお控え下さい。地元業者が各
種ウォータースポーツの販売を行っています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結
んでいない事をご承知おきください。  
 

 
セグウェイで巡るラスパルマス 
Las Palmas by Segway 
ツアー番号：LPS039 
ツアー料金：大人$８９～ 子供$８９～（１０～１２歳） 
所要時間：２時間 
 
楽しく、新しい方法で、二倍の時間をかけて、素晴らしい街を優雅に巡りませんか？セグウェイという
個人用の乗り物に乗って、ラスパルマスを派手に回りましょう。 
セグウェイの受け取り口まで、世界有数の市外に近いビーチと言われているラスカンテラスビーチを横
目に少し歩きます。到着後、セグウェイの乗り方のトレーニングを受け、どんどんうまく乗れるように
なっていくことに驚くことでしょう。でも、急いではいけません！知識のあるガイドが皆様をご案内し
ます。 
１４７８年に都市が築かれてから、ラスパルマスは多彩な歴史を経験してきました。間違いなくスペイ
ンの雰囲気も流れながらも、アフリカ、インド、中国などの多くの文化の影響を受けているのです。ル
ス城、愛らしい庭もある１５世紀の要塞、メルカド・デル・プエルトというにぎやかなマーケットなど
のたくさんの興味深い場所を訪れます。 
その後、港に戻る前に、魅力的なヨットをみるために、ラスパルマスのマリーナであるムエジェ・デポ
ルティーボに行きます。 
 
ご案内：このツアーはセグウェイによって行われます。また、健康状態が良い人にしか適しません。

（乗っているときの上下動が悪影響を及ぼすため、けがや病気の人には適しません。）１０歳
未満のお子様は参加できません。天候によっては旅程を変更します。ヒールのない、つま先の
閉じた靴をお持ちください。水分と日焼け止めをお持ちください。お配りするヘルメットは必
ず装着してください。ツアーを予約する前に Voyage Personaliserの予約画面にて Activity 
Excursionに関する重要なご案内の項を必ずお読みください。 

 
 
カナリアコーヒーの堪能 
Canarian Coffee Experience 
ツアー番号：LPS041 
ツアー料金：大人$５８～ 子供$３９～ （３～１２歳） 
所要時間：２時間 
 
１カップのコーヒーが、朝の目覚めをよくするものであれ友人との長話を彩るものであれ、みなさんに
とってどんな意味を持とうと、Castañosコーヒー農園での魅力的なツアーはこの古典的な飲み物を楽し
む方法を変えてくれるでしょう。 
コーヒーを飲むという行為に含まれる要素について考えてみてください。芳しい香り、色、風味、家族
や友人と話しながら過ごせる一口一口の間の時間など・・・。この行為を作り出すために、どれほどの
労力がかけられているか、考えてみたことがありますか？ 
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Castaños農園の訪問中に、種づくりからカップに飲み物を注ぐまでのコーヒーづくりのプロセスにかけ
られる多くの労力や情熱、細部へのこだわりや少しの魔法めいたものなどについて大いに学ぶことがで
きます。アガエテ・ヴァレーにある Castaños農園は伝統的にコーヒーが作られているヨーロッパで唯
一の場所なのです。 
名産のコーヒーの重要性を理解したら、船に戻る前に、ペーストリーやクッキーなどと一緒に、コーヒ
ーを味わいましょう。 
 
ご案内：このツアーでは約４００メートル歩きます。Castaños農園までは車で約１時間かかります。 
 
 

潜水艇で海底探索                      
Submarine Dive                                       
ツアー番号：LPS016 
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５８～（２～１２歳） 
所要時間：５時間 
 
ラスパルマスからバスで南に向かい、ヴェニスの妹と呼ばれるプエルト・モーガンで約１時間の自由時
間があります。モダンなリゾートなのですが、人々はオールドファッションな地中海の雰囲気を求めて
この町にやって来ます。プエルト・モーガンは島の最も西に位置し、最も素敵なリゾートとも言われてい
るので、専用の潜水艇に乗る前に賑やかなマリーナの雰囲気をお楽しみください。 
潜水艇内は空調設備が整い、二人に一台のＴＶモニターが設置されています。座り心地の良い座席が用
意され、各自の席に海底を観察する為の舷窓が付いています。この特殊な海底探索経験はどなたにもお
勧めのツアーです。 
 
ご案内：ツアーはバスと黄色い潜水艇で行われます。潜水艇の中にはトイレはありません。潜水艇への乗

り降りには梯子を使います。潜水時間は約３５～４５分です。訪問の順序が変更になる場合があ
ります。バスを下車して潜水艇まで約２０分歩きます。 

 
 

トレイル・ハイキング＆ワイン                                       
Walking Trails & Wine                                        
ツアー番号：LPS030 
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄７２～（３～１２歳） 
所 要時間：４時間 
 
車窓よりゆったりと景色ドライブを楽しみながら、途中いくつかのワイン畑を通り抜けカルデラ・デ・バ
ンダマに向かいます。知識豊富なガイドと共に、松の木、オレンジ、イチジクの木の生い茂るトレイルを
歩きクレーターに向かいます。ユーカリの香りを嗅ぎながら、放棄された農家や、段々畑の輪郭などこの
地区ならではのユニークな光景を目にするでしょう。１７世紀に、世界の中で唯一クレーターの中に住
むとされたオランダの起業家によって、ここにブドウの木が植えられました。軽食でお腹を満たした後、
バンダマの頂上まで登り素晴らしい北部と西部沿岸の景色を眺めます。ハイキング終了後はワイナリー
に向かいワインのテイスティングが待っています。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。デコボコな砂利道と階段を含む道を約１時間３０分

歩きます。平らで歩きやすいつま先の閉じたウォーキングシューズと重ね着できるものをご用
意ください。 
飲料水と日焼け止めもお持ちください。ツアーは天候状況に左右され、急にツアー取り消しにな
る場合もあります。 

 

 
四輪駆動車でのアドベンチャー                                               
4x4 Adventure                   
ツアー番号：LPS031 
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６５～（６～１２歳） 
所要時間：７時間３０分 
 
屋根なしの４輪駆動車に乗り南岸を走り、写真撮影のためマスパロマス砂丘へと向かいます。緑深い渓
谷やトロピカルフルーツ農園を抜けます。見逃してはならない景色はラス・ニニャス・ダムの自然が創り
出す美しい景色です。ドライブを続け、松林と山村へ、千本ヤシの谷と呼ばれるファタガ渓谷へとたどり
着きます。 
地元のレストランにてカナリア地方の昼食をお楽しみください。リフレッシュした後、ラスパルマスに
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戻る前の最後のフォトストップはグリエテ観光名所です。 
 
ご案内：このツアーは４輪駆動車にて行われます。走行ルートはオフロードと通常道路の両方です。妊娠

している方や６歳未満のお子様は参加できません。お体の具合の良くない方やけがをしている
方はデコボコ道を走りますのでお勧めしません。また、めまい症の方にも向かないツアーです。
ラス・ニニャス・ダムの代わりに Sorreuda Damを訪問する可能性があります。ジープに乗る際
には高いステップがあり、８人乗りで内側に向かったベンチタイプのシートです。屋根や扉がな
いオープンタイプとなります。ツアーを予約する前に Voyage Personaliser の予約画面にて
Activity Excursion に関する重要なご案内の項を必ずお読みください。 

 
 
ラスパルマスの名所 
Sights of Las Palmas  
ツアー番号：LPS033 
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：４時間 
 
ラスパルマスは、カナリア諸島で最も大きな町で、５０万人以上の人が暮らしています。ガイドととも
に、職人の店やドラマス・ガーデンなどがある小さな区域である、魅力的な村、プエルボ・カナリオの町
歩きを楽しみましょう。ベゲタの旧植民地区域では、その島で最も有名な博物館の一つである、コロンブ
ス博物館をお楽しみください。１４９２年にコロンブスが彼の小さな船のうちの一つのはしごを直すた
めに数日をここで過ごしたのです。 
その後、サンタ・アナ教会に短時間立ち寄り、カナリヤガーデンに向かいます。その庭は、カナリアの植
物を保護するために作られたもので、カナリアの固有種を目にすることができます。そして、サンタ・ブ
リヒダに行き、ワインやサングリアをご堪能ください。 
船に戻る途中で、ラスカンテラスの３マイルにも及ぶゴールデンサンドビーチを通ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。比較的平坦なところを４０分ほど歩きます。ヒールの無

い歩きやすい靴でご参加ください。サンタ・アナ教会は予告なく閉まっていることがあります。
その場合、内部見学はできません。 

 
 
都心の探検～ラスカンテラスの裏側 
Urban Adventures - Behind Las Canteras 
ツアー番号：LPS044 
ツアー料金：大人＄７２～ 
所要時間：３時間 
 
街で一番美しい場所でガイドと落ち合い、ラスカンテラスが若干危ない街からスペインで最も人気のあ
るビーチにどのように劇的な変化を遂げていったのかの説明を受けます。 
このツアーでは、ガイドがこの観光地の地元側の話をしながら、島を一周します。ストリートアーティス
トやサーファーに大きく影響された、町の現代的な部分を楽しむ時間をとります。 
典型的なカナリアの朝食をとってもらうために、町で一番の朝食を出す店に行きますので、ぜひお腹を
空かせてお越しください。かの有名なゴフィオを食べてみましょう。地元の子供たちに愛される、伝統的
なお菓子であるゴフィオは、カナリアの人々が飢饉の時期などを生き延びる助けになったものです。も
っと甘いものを食べたい気分でしたら、カナリア諸島でしか見られない、コーヒー・レチェやレチェなど
を注文してみてはいかがでしょうか？ 
その後、ガイドがラスカンテラスの北側にお連れします。遊歩道を歩いていると、カナリア諸島の著名人
の像が見られます。フェッラーリ広場に行き、その後、様々な地元のイベントや祭りが開かれるサンタ・
カリアナ公園にも寄り道します。 
さあ、休憩の時間です。新鮮なジュースやボカディージョとともに、メルカド・デル・プエルトでリラッ
クスしましょう。その場所は、朝は地元の人々が日用品を買い、夕方に飲み物を飲みながらゴシップ話を
楽しむところです。 
休憩を終えたら、海浜遊歩道まで戻り、美しい、La Isleta Nature Reserve の景色を見下ろせる La 
Puntilla を楽しみましょう。この場所は、エコツーリズムとはどうあるべきか、この島の生態系やコミ
ュニティをどのように尊重するべきかを考えさせてくれます。 
そして、美しいラスカンテラスの景色を背景にした写真を撮る以上のツアーの終わり方はないでしょう。
インスタグラムでの人気は間違いなしです。 
岐路につく前に、優しいガイドに、グラン・カナリアでの滞在をどうすれば最高のものにできるかを尋ね
るのを忘れないようにしましょう。 
 
ご案内：このツアーを申し込む前に、Voyage Personaliserの予約画面にて、重要なご案内の部分を見て
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おいてください。ミーティングポイントである the Church of the Holy Christ (Iglesia del 
Santísimo Cristo) at Olof Palme Street (Olof Palme, ９)まではご自身で行っていただく必
要があるからです。 

 
 
マスパロマスビーチへの送迎 
Maspalomas Beach Transfer 
ツアー番号：LPS034 
ツアー料金：大人$３８～ 子供$１８～（３～１２歳） 
所要時間：５時間 
 
マスパロマスの砂丘はグラン・カナリアの最南端部に広がっており、ミニチュア版のサハラ砂漠のよう
になっています。砂丘は終わりがわからないほど広がっているうえに、建築物を作ることが認められて
いない地域になっています。 
島で一番大きな砂丘を背後に持つ、美しいマスパロマスビーチでのんびりしましょう。海のそばにある
ヤシの木、ラグーン、砂丘というオアシスのような組み合わせのために、リラックスしたり、泳いだりす
るのに最適な場所になっています。 
 
ご案内：このツアーにはガイドはつかず、地元のエスコートが同行します。マスパロマスビーチまでの移

動時間は約１時間です。水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。現地には着替えることのでき
る施設が複数ありますが、実際に利用可能であるかは保証できません。また、ご利用の際は現地
通貨での支払いが必要です。サンベッドやパラソルは現地でお金を払って借りることができます。
繁忙期にはビーチには多くの人が訪れるため、サンベッドが足りるかどうかは保証できません。
ビーチには、ウォータースポーツを提供する店があります。この店は、クルーズ会社とは無関係
の団体が運営しています。日曜日や祝日は、お土産屋だけが営業しています。このツアーに申し
込む前に、Voyage Personaliserの予約画面にてシンボルマークのご案内の下にある、「重要なご
案内―ビーチ・ウォーターに関して」の部分をお読みください。 

 
 
グラン・カナリアのんびり観光                       
Leisurely Gran Canaria                                         
ツアー番号：LPS007  
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２９～（３～１２歳）  
所要時間：４時間３０分  
  
ラスパルマスの港を出発して、主要なリゾート地、プラヤ・デル・イングレスまで南に向かってドライブ
します。途中、小休止をして素晴らしいマスパロマス砂丘や周囲の海岸の景観をお楽しみください。   
その後、活気に満ちた近代的なプエルト・リコのリゾートを一望する展望台へと向かいます。このリゾー
トには、沢山の休暇用アパートが海から続く険しい崖の上に建てられています。この景観を楽しむため
に、写真撮影のための小休止があります。  
このツアーの仕上げには、最小で最も美しい南のリゾート、プエルト・モーガンを訪れます。ここで約１
時間の自由時間がありますので、小さいけれど静かで、フレンドリーなリゾートをお楽しみください。港
の周りを散策したり、お土産店で買い物をしたり、又は小さなカフェで寛ぎながら行き交う人々を眺め
たりした後、船へ戻ります。  
  
ご案内：このツアーはバスにて行われます。たっぷりお楽しみいただくために、幾らかの歩行が必要とな

ります。バスの乗り降りには階段があります。金曜日にはプエルト・モーガンで市場が開かれま
す。そのため、バスの駐車が制限され、通常よりは町の中心までの歩行距離が長くなります。買
物にはユーロが必要です。ドライブは曲がりくねった車道を走行しますのでめまい症の方には
適しません。途中、トイレ休憩はありません、必要な場合はプエルト・モーガンでカフェやレス
トランの施設をご利用ください。  

 
 
アルカスの秘密とカナリアのラム酒 
Arucas' Secrets & Canary Rum 
ツアー番号：LPS043 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３０～（３～１２歳） 
所要時間：４時間 
 
高地にあり、丸石や美しい海の景色、町の中心部にある素晴らしい教会などを持つアルカスは、グラン・
カナリアの中でも最も印象的な景観を持つ場所の一つです。木造のバルコニーを持つ魅力的な村に訪れ
ている間、歴史的に町の中心であった、サン・フアン・バティスタ教会や、アルカスの市営公園を目にす
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ることができます。 
続いて、カナリア諸島のラム酒が作られる場所である、the Arehucas Rum Distilleryを訪れます。ここ
はヨーロッパで一番大きくて古いラム酒の工場であり、アメリカの貯蔵樽で言うと４０００樽以上を保
有しています。様々な種類のラム酒や酒を味見する中で、ラム酒がどのようにして作られるかを学んだ
り、香りの混ざり合いを味わったりしましょう。 
その後、島の北部の驚くほど美しい景色をユニークなアルカスの山々のビューポイントから堪能しまし
ょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にてわれます。このツアーは起伏のある道を約２時間歩きます。 
 
 
カナリアのチーズを学ぶ旅 
Canarian Cheese Workshop 
ツアー番号：LPS040 
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄５９～（３～１２歳） 
所要時間：４時間３０分 
 
寝る直前にチーズを食べると悪い夢を見るといわれていますが、このユニークかつ個人的な食事体験の
あとに見る夢はチーズそのものについてのものでしょう。 
ラスパルマスの西側、海岸沿いの谷には、サンタ・マリナ・デ・ギアという典型的なカナリアの町があり
ます。（現地ではギアで通じます。）そこはギアの花のチーズ（the queso de flor de Guía）と呼ばれる
素晴らしいチーズで有名です。チーズというおいしいごちそうは、原産地名称保護制度で保護された、高
品質な地元の名産品である artichoke thistlesという植物からとれる抽出液で凝固したヒツジの乳でで
きています。 
１９８２年に、国定の Historic–Artistic Monumentに選定された、ギアの多様な歴史の中心地に到着後、
１９世紀の典型的なカナリアの民家で、このツアーの舞台である、ラ・カサ・デ・ギアの内部に入ります。
カナリアのチーズやその生産に関する歴史、文化、伝統について学べる、チーズ工場の Casa del Queso
に始まり、カナリアンスタイルのチーズの製法を見るユニークな機会もそのあとに設けられます。 
最も素晴らしい体験が始まる頃には、そろそろおなかも減ってくることでしょう。白ワインやソフトド
リンクで出迎えられた後は、ランチをいただき、ラ・カサ・デ・ギアの素晴らしい牧場でとれた３種類の
地元のチーズを試してみましょう。その後、おいしいチーズに関する夢を見ながら旅に戻りましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。また、約５００メートル歩きます。ラ・カサ・デ・ギ

アまでの移動時間は車で片道４５分ほどです。 
 
 
 

  



 

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。 


