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乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込みいただけません。

パンフレットについて

シンボルマークのご案内

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ください。

この案内はキュナード・ラインの "SHORE EXCURSIONS" の日本語版 (概要 ) です。 
詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせください。

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。

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。ご了承ください。

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。

【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。

【重要なご案内】 重要なご案内をご覧ください。
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ランサローテ島 ( L a n z a r o t e )
ランサローテ島はとても人気のある島です。火の

山と、火山の島の風景の真ん中に広がるラ・ヘリ

ア独特のワイン農園は見所の一部となっています。 

ティマンファヤ国立公園には活火山が多く存在し、

掘削孔に水を流し込むと、シュッという音を立て

て蒸気になるような火山地帯です。その地熱を利

用して調理された特別なスモーガスボードを味わ

うことができます。

クルーズ、海水浴とおいしい昼食
ツアー番号：LAN042

所要時間：6時間
料金：大人＄99～　子供＄40～ (3 ～ 12歳 )

Cruise, Swim & Lunch

ランサローテ島最北端に位置するオルソラの小さな漁村へバスで向かいます。そこから20分ほどモーターボートに乗船し
エル・リオ海峡を渡り、火山島のラ・グラシオーサ島へ向かいます。ラ・グラシオーサ島では白塗りの家々や真っ白な砂の
道が往年の生活リズムを連想させる、カレタ・デル・セボの町を観光します。
ご自由に散策を楽しんだ後、ボートでは軽食が用意されています。引き続き海岸沿いを進み、海洋保護区のアルチピエラゴ・
チニホと呼ばれる群島を一望します。Francesa beach では金色に輝く砂浜でリラックスしたひと時や海水浴をお楽しみく
ださい。
その後、昼食のパエリアを飲み物（ワインやソフトドリンク）やフルーツと共にお楽しみください。
帰路では、オルソラ到着前に、火山活動によって生まれた崖やプンタ・ファリオネス岬を眺めます。

ご案内：グラシオーサ島への船旅はキュナード社専用船ではありません。また、海上は時折荒れることがあります。水着、
日焼け止めクリーム、タオルをお持ちください。海水浴前の飲酒はお控えください。参加者はボートからビーチに移動する
ために RIB ボートに乗船していただく必要があります。歩きやすく、滑りにくい靴を履くことをお勧めします。

火の山
ツアー番号：LAN001
所要時間：4時間 15分

料金：大人＄70～　子供＄29～ (3 ～ 12歳 )

Mountain of Fire

「火の山」は 280年以上昔の火山爆発によって創り出されました。暗く、黄土色と紫色の火山灰の積もる荒涼とした景色の
中をバスにて通り抜け、月面を想像させる景色を目の当たりにすることになるでしょう。カメラのご用意をお忘れなく。ガ
イドが地殻の下の猛烈な熱の強さ証明する幾つかの実験をお見せします。火山が死火山ではなく休火山である事がお分かり
いただける事でしょう。
半円形の石壁によって保護されたワイナリーのブドウ畑が点在する光景は、農業というより芸術作品の様に見えます。ワイ
ンショップ（ボデガ）に立ち寄りますので地元ワインをお試しください。船に戻るまでの道のりで、アロエベラ農園も訪れ
ます。

ご案内：このツアーはバスにて行われます。「火の山」の上は風が強い場合もあるので、羽織るものかジャケットをお持ち
ください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間がかかる場合もあります。つま先の隠れる、歩きやすいウォー
キングシューズをお勧めします。このツアーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の地面は所々坂になってい
ます。



月面風景をトレッキング
ツアー番号：LAN049

所要時間：5時間
料金：大人＄75～　子供＄45～ (7 ～ 12歳 )

Trekking on Moonscape

このツアーでは島内で最も人気のあるハイキングコースを回り、ランサローテ島の景色を心行くまで眺めることができます。
トレッキングでは火山活動によって形成された特徴的な景色を目の当たりにすることができます。ロス・ボルカネス自然公
園にあるクレーターを訪れたり、植生の観察をしながら散策している間に溶岩の峡谷や運河、溶岩洞窟を目にすることがで
きます。
ランサローテ島の地形は多くの火山活動の痕跡を残しています。トレッキング中、1730 年から 1736 年の間に起きた大噴
火の噴火口の中に入っていくこともできます。それはまるで火山学における生きた博物館に入っていくかのようです。周囲
は異様なものばかりで、まるで別の惑星にいるかのように感じます。
トレッキングが好きな人には見逃せない体験でしょう。

ご案内：このツアーはミニバンと徒歩にて行われます。参加を希望するお子様は 7歳以上でなければなりません。トレッ
キングは約 3時間 30分続きます。参加者は足元の不安定な場所を歩かなければなりません。ハイキングに適した靴を着用
し、帽子、飲料水、日焼け止めをお忘れなく。 

トゥイジ―での探検
ツアー番号：LAN047
所要時間：5時間 30分

料金：大人＄155～　子供＄18～ (4 ～ 12歳 )

E-Twizy Driving Adventure

環境に優しい車トゥイジ―に乗り、ランサローテ島の火山の景色をガイドと共にお楽しみください。
トゥイジ―乗車は近未来的で楽しい体験になるでしょう。トゥイジ―は静かで、排気ガスを排出しない電気自動車です。ま
るでムーンバギーのような車両は、ティマンファヤ国立公園の月面のような光景を旅するには最適です。
火の山では、パークガイドが行う地殻の下の猛烈な熱の強さ証明する実験に圧倒されることでしょう。溶岩地帯の中では、
周囲の景色とは対照的な白塗りで美しい村々を目にすることができます。
ヘリアのワイン栽培地域では、黒色の溶岩や半円形の壁を通過します。その景色は農業というよりも芸術に近い光景です。

ご案内：このツアーはバスとトゥイジ―によって行われます。運転をされる方は 21歳以上かつ、有効な運転免許証を所持
していなければなりません。ツアー料金の支払いはトゥイジ―1台につき行われ、乗車定員は2名です。身長190㎝以下、
体重100㎏以下の制限があります。参加者は4歳以上でなければなりません。ティマンファヤ国立公園への入園料はツアー
に含まれています。予約前にVoyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを必ずお読みください。
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島の南部を探検
ツアー番号：LAN040
所要時間：3時間 45分

料金：大人＄80～

South Island Adventure

小さなグループで、多くの場所を気さくな雰囲気で巡りたいと考えているなら、このツアーは最適です。島内の様々な箇所
を巡ります。
他の目的地がランサローテ島の火山の起源を教えてくれますが、ランサローテ島のラス・サリナス塩田は島における鉱物の
重要性を教えてくれます。ロス・エルビデロスでは溶岩によってできた洞窟や噴水口が引き込んだ波を泡に変えています。
一方、エル・ゴルフォでは緑色をした湖（火山の鉱物と微生物で満たされていると言われている）と丘の半分が水に浸かっ
た火山円錐丘など異なる光景が待ち構えています。
Degollada で景色を楽しんだ後に、ラ・ヘリアへ向かいます。火山活動の恩恵は肥沃な土壌に表れており、ブドウの栽培に
は最適な環境です。この地域のブドウの木は特別な方法で植えられますが、その違いにこそツアーの楽しみがあります。地
域で製造されたワインを試飲した後に、バスで船へ戻ります。

ご案内：このツアーはミニバンにて行われます。参加者は運転することができません。動きやすい服装で帽子、飲料水、日
焼け止めクリーム、現地通貨をお持ちください。 このツアーはオフロード体験ではありません。ルートはすべて舗装道路で
す。

プエルト・デル・カルメンへの送迎
ツアー番号：LAN048
所要時間：5時間 30分

料金：大人＄35～　子供＄18～ (3 ～ 12歳 )

Transfer To Puerto Del Carmen

ランサローテ島南端の最も長い歴史を誇るリゾート地プエルト・デル・カルメンまで送迎します。
到着後は自由気ままにビーチリゾートを楽しんだり、カフェやバー、レストランでリラックスしたひと時をお楽しみくださ
い。ショッピングが目的のお客様は衣服、靴、電気製品、お土産などバラエティーに富んだお店が立ち並び、お買い物をお
楽しみいただけます。
思い通りの時をお過ごしいただいた後は、決められた場所に出発前にお伝えした時間に集合していただきます。エスコート
が皆様を船までお送りします。

ご案内：このツアーはバスにて行われます。このツアーの健脚度は人によります。このツアーには観光ガイドはついておら
ず、昼食や飲み物代、観光場所の入場料なども含まれていません。現地通貨のご用意をお勧めします。送迎は英語を話すエ
スコートが同行します。日光浴用のビーチマットやビーチパラソルが必要な場合はそれぞれ約5ユーロでレンタルすること
ができます。お帰りの待ち合わせ場所と時間はくれぐれもお間違えの無いようにお願いいたします。バスは集合時間に遅れ
た方を待つことはできないので、集合場所と時間をメモしておいてください。このプエルト・デル・カルメンのビーチでは
地元業者が各種ウォーター・スポーツのサービスを提供しています。これらの業者とキュナード社とは一切提携を結んでい
ないことをご承知おきください。



ランサローテ島の秘境
ツアー番号：LAN019
所要時間：4時間 30分

料金：大人＄68～　子供＄30～ (3 ～ 12歳 )

Hidden Lanzarote

北に向かって移動する途中で、かつての首都で歴史的にも建築学的にも重要な場所と認定されたテギセを訪問します。ハリ
ア展望台からは、北端に連なる島とそれを取り囲む小島の息を呑む様な眺望を楽しむことができます。
次に向かうのがオルゾラという村にのそばにあるアロエベラ農場です。アロエベラは温暖地帯で代表的な植物で、ランサロー
テ島においては特によく育つ植物です。 この植物は、様々な用途で使用され、傷からの感染防止、スキンケア、経口薬など
になります。農場訪問の途中ではアロエ・ジュースやアロエ酒を試飲していただけます。
マンリケのサボテン庭園にはランサローテ、アメリカ、マダガスカルで発見された100種類以上、1500 本を越えるサボテ
ンがあります。庭園そのものは、古代ローマ時代の円形劇場のような見事な石造りになっていて、貴重な植物を際立たせて
います。この地域では、100年以上にわたってコチニール甲虫が養殖されています。 甲虫はサボテンに生息し、その幼虫か
らは貴重な赤色の有機着色剤コチニールが抽出され、以前はカンパリのような飲物の着色にも使用されていました。
滞在中、園内のカフェでお飲み物をとりながらリラックスしたひとときをお過ごしいただきます。その後、港への帰路につ
きます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーでは約1時間 30分、石畳みやでこぼこ歩道、砂利道などを徒歩
で移動する行程が含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

ラクダ乗り体験と火の山
ツアー番号：LAN003
所要時間：4時間 30分

料金：大人＄75～　子供＄35～ (3 ～ 12歳 )

Camel Ride and Fire Mountain

全ての年齢層の方にお楽しみいただけます。ひとこぶラクダの背中にまたがり、約30分間月面の様な火山砂漠の光景の中を、
「火の山」まで進みます。地熱実験では地表下に隠れる猛烈な熱の強さにご注目ください。ラゲリアのワイン地区で地元ワ
インを試飲するためにワインショップ（ボデガ）に立ち寄ります。試飲とお買い物をお楽しみください。

ご案内：このツアーはバスとラクダによって行われます。火の山の上は風が強い場合もあるので、羽織るものかジャケット
をお持ちください。火の山国立公園は人気の観光名所のため、入場に時間がかかる場合もあります。 ヒールの無い歩きやす
い靴でご参加ください。このツアーは曲がりくねった山道にそって走行します。火の山の表面は所々坂道になっています。
ワインの試飲は18歳以上に限られます。

シートレックとビーチ
ツアー番号：LAN036

所要時間：5時間
料金：大人＄90～　子供＄75～ (8 ～ 12歳 )

Sea Trek & Beach

シュノーケリングとスキューバダイビングの両方の要素を持つシートレックでは、扱いづらいダイビングギアを使わずに、
海中で簡単に呼吸をすることができます。インストラクターから基本的な説明を受けた後、浜辺から歩いて無重力の海底世
界へ向かいます。
真鯛、スズメダイ、ベラ、タカアシガニ、カレイなどをみることができるかもしれません。シートレックを体験する時間は
約30分です。海底世界を体験する良い機会となるでしょう。
海中での体験の後には、ビーチでお過ごしいただいたり、コスタ・テギセ周辺の散策をお楽しみください。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは喘息、糖尿病、心臓病、癲癇、副鼻腔炎などの問題を抱え
る方にはお勧めできません。妊娠中の方や8才未満のお子様は参加することができません。ウォーターシューズを履くこと
をお勧めします。参加者は泳ぎが得意でなければなりません。海水浴前の飲酒はお控えください。現地で支払いをすれば体
験できるアクティビティーがあるかもしれません。その際のお支払いは現地通貨です。
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1000 のヤシの木渓谷をトレッキング
ツアー番号：LAN046

所要時間：5時間
料金：大人＄65～　子供＄30～ (3 ～ 12歳 )

Trekking in the Valley of 1000 Palms

島内で最も美しい景色を眺めながら歩き、「千本のヤシの谷」を探検します。。
トレッキングは島で一番の高さを誇るペーニャス・デル・チャチェの頂上から始まります。ランサローテ島唯一の森林を下
り、ファマラビーチを目下に息をのむような景色を目にします。
様々な種類の植物の中を通過し、「千本のヤシの谷」を見下ろせる展望スポットに向かいます。この美しい緑のオアシスは
子供の誕生を記録するためにヤシの木を植えたという伝統からその名の由来が来ています。アリアでは、魅力的な村を自由
に散策し、その後バスでベルデ洞窟へ向かいます。
この「緑の洞窟
は世界最長の火山トンネルの一つです。かつては海賊の隠れ家でしたが、現在ではトンネルの中に入ることができます。そ
こには自然にできた 500人を収容することができるコンサートホールほどの空間を目に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。天候次第ですが、約3時間30分歩きます。ベルデ洞窟は火山トンネル
であるため、閉所恐怖症の方にはお勧めできません。予約前にVoyage Personaliser の予約画面にある重要なご案内のセク
ションを必ずお読みください。

マンリケを知る体験
ツアー番号：LAN043
所要時間：5時間 45分

料金：大人＄95～　子供＄35～ (3 ～ 12歳 )

The Manrique Experience

カナリア諸島の最も重要なアーティストであるセサル・マンリケの人生と作品について知りましょう。
セサル・マンリケはランサローテ島に生まれ、現代建築のすべてを批判的に受け取った絵描きであり、建築家であり、生態
学者でした。彼は作品のすべてに自然との調和を求めました。ツアーでは彼の並はずれた創造性を垣間見ることができます。
火山活動による副産物とマンリケの建築に対する才能が融合したハメオス・デル・アグア洞窟に大変感銘を受けるでしょう。
農民のためのモニュメントである El Monumento al Campesino ではマンリケの農民に対する賛辞を目にすることができま
す。そして伝統菓子をワインと共にいただきます。
しかし、マンリケの真の才能を最も良く具現化したものはやはり彼の家でしょう。火山噴出物で半分程度埋まってしまった
彼の家の周りを歩くだけで、あなたは彼に対する畏怖の念を抱くことでしょう。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ハメオス・デル・アグア洞窟では足元が悪い道を約2時間 45分歩きます。

プラヤ・ブランカを自由散策
ツアー番号：LAN037

所要時間：6時間
料金：大人＄37～　子供＄18～ (3 ～ 12歳 )

Playa Blanca On Your Own

プラヤ・ブランカはランサローテ島の南海岸に位置しています。その名（スペイン語で「白いビーチ」）に恥じぬよう美し
く保たれているため、海水浴やスキューバダイビングにぴったりです。到着後、ビーチでくつろいだり、海岸線を散策した
り、町のカフェやバー、レストランを楽しむなどご自由に思い思いの時間をお過ごしください。
バスでは、英語の話せるエスコートが周辺エリアに関する情報を説明します。送迎の時間と場所もお伝えします。あなたは
どのように過ごされますか？海の辺りを散策？（水曜日、土曜日いずれかであれば、市場が開催されています）、魅惑的な
海でシュノーケリング？、アクアラバウォーターパークへ行きますか？

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。プラヤ・ブランカでは 4時間の自由時間があります。ビーチへ行きたい参
加者は水着、タオル、日焼け止めをお持ちになることをお勧めします。海水浴前の飲酒はお控えください。このプエルト・
デル・カルメンのビーチでは地元業者が各種ウォーター・スポーツのサービスを提供しています。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ことをご承知おきください。
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グラン・カナリア島 (G r a n  C a n a r i a )
グラン・カナリアは火山の島で、幽谷、火口丘、

クレーターなど絵にかいたような景観が広がって

います。その中心は、国際色豊かで歴史的に繁栄

しているラス・パルマスの港町です。ここではコ

ロンブスが新大陸発見前後に滞在した場所の見学、

又は素晴らしい広大な景色のカルデラ・デ・バン

ダマへと出かけることができます。違うものを体

験したい方は、潜水艦への乗船、又は島南部から

双胴船に乗ることもできます。

セグウェイで巡る Las Palmas
ツアー番号：LPS039
所要時間：2時間

料金：大人 89～　子供＄89～ (10 ～ 12歳 )

Las Palmas by Segway

最新の乗り物で町を駆け巡りませんか？セグウェイに乗り、ラス・パルマスをスタイリッシュに観光しましょう。
市街地の近くにあるビーチとしては世界一とされているラス・カンテラスビーチを通り過ぎ、セグウェイオフィスまで少し
歩きます。到着すると、セグウェイの講習を受けます。乗り方のコツは簡単につかめるので、今すぐにでも街に出発したく
なります。しかし、すぐには飛び出さないでくださいね！知識豊富なガイドが先導してくれます。
1478 年に町ができてからラス・パルマスは様々な歴史を歩んできました。
街全体にはスペインの雰囲気が漂っていますが、ほかにもアフリカやインド、中国の文化からも影響を受けています。
15世紀に建てられた、美しい庭のある要塞であるルス城や、にぎやかな市場であるメルカド・デル・プエルトなどを訪れ、
街の歴史について学びましょう。
港に戻る前にラス・パルマスの海辺、ムエージェ・デポルティーボを訪れ、美しいヨットを眺めます。

ご案内：このツアーはセグウェイにて行われます。また、移動中の揺れがありますので、健康状態の良好な方のみご参加い
ただけます。凹凸のある道により悪影響を受けるけがや症状をお持ちの方には、お勧めしていません。
10歳未満のお子様はご参加いただけません。天候により、ツアーに変更が生じ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。飲料水、日焼け止めをお持ち下さい。
支給されるヘルメットは必ず着用してください。ツアーを予約する前にVoyage personaliser の予約画面にて「重要なご案
内の項を必ずお読みください。
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グラン・カナリア ハイライトツアー
ツアー番号：LPS029
所要時間：4時間

料金：大人＄67～　子供＄29～ (3 ～ 12歳 )

Highl ights of Gran Canaria

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・クレーターへ向かい、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、美しい白壁の家々と華やかなバルコニーがある村テロールへと進みます。ガイドと共に「聖
母パイン」を祭る大聖堂を訪問します。羊飼いたちが聖母マリアの幻影を見てからグラン・カナリアで最も重要な教会の一
つとなっています。アルー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ーカスは傑作の町です。
マルキーズ庭園を訪れなくしてこの町に来た意味はありません。カナリアの熱帯植物で埋め尽くされたロマン主義様式の庭
園を歩き、島の特産であるバナナリキュールを試飲します。

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、めまいの症状をお持ちの方に
は適しません。テロールとアルーカスは石畳でデコボコしています。歩きやすい靴にてご参加ください。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。マルケサス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。

カナリアコーヒー体験
ツアー番号：LPS041
所要時間：4時間

料金：大人＄65～　子供＄35～ (3 ～ 12歳 )

Canarian Coffee Experience

あなたにとってコーヒーとは、朝に飲む飲み物であったり、友達と長話をするときのお供であったりと、様々な意味合いが
あると思います。しかし、コーヒーがあなたにとってどんな存在であろうと、Finca Los Castaños coffee plantation 
school を訪ねることで、皆さんのコーヒーの楽しみ方が 180度変わることでしょう。
コーヒーを楽しむためには、どのような要素が必要でしょうか。コーヒーの香り、色、味わい、飲みながら楽しむ家族や友
人とのひと時などがあげられます。このコーヒーを楽しむ体験のために、どれだけの労力が注がれているか、想像したこと
はありますか？ 
Finca Los Castaños を訪れ、豆の栽培からコーヒーがコップに淹れられるまで、コーヒー作りにいかに多くの労力、情熱
などが注がれているかについて学びます。アガエテ渓谷に位置するフィンカ・ロス・カスタニオースはヨーロッパで唯一、
伝統的な手法でコーヒーが栽培されています。お菓子とクッキーと共にコーヒーを楽しみ、船に戻ります。

ご案内：このツアーでは約 400メートル歩きます。フィンカ・ロス・カスタニオースまで車で約 1時間移動します。

潜水艦乗船とプエルト・モーガン
ツアー番号：LPS050
所要時間：5時間

料金：大人＄82～　子供＄58～ (2 ～ 12歳 )

Submarine Dive & Puerto Mogan

ラス・パルマスから南にバスで移動すると、リトルベニスという別名を持つプエルト・モーガンで約1時間の自由時間があ
ります。近代的な観光地であるものの、たくさんの人が町の中世の雰囲気を楽しみにやってきます。プエルト・モーガンは
島で最も西に位置するリゾートで、最も美しいと評する声もあります。潜水艦でのお時間をお楽しみください。
潜水艦の中は空調設備が整っているだけでなく、2名のゲスト用のテレビ、快適なシート、そして自分専用の、景観を楽し
むための窓が設置されています。このユニークな水中体験は、どんな方にでもおすすめできます。

ご案内：このツアーはバスと黄色い潜水艦にて行われます。潜水艦にはお手洗いがありません。船の乗船および下船には、
はしごを使います。潜水艦の乗船時間は約 35分から 45分間です。訪れる順番は変更される可能性があります。バス降り
場から潜水艦まで約 20分間歩きます。



グラン・カナリアのんびり観光
ツアー番号：LPS007
所要時間：4時間 30分

料金：大人＄62～　子供＄29～ (3 ～ 12歳 )

Leisurely Gran Canaria

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景観ドライブを楽しみま
す。途中、小休止を取り、素晴らしいマスプロマス砂丘や周囲の海岸の景観をお楽しみ頂きます。
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。この景観を楽しめる、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頂きます。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。たっぷりお楽しみ頂くためには、少し歩かなくてはなりません。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、通常時に
比べ、町の中心地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ので、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。

ラス・パルマスの景観
ツアー番号：LPS033
所要時間：4時間

料金：大人＄57～　子供＄30～ (3 ～ 12歳 )

Sights of Las Palmas

ラス・パルマスは、50万人以上の人びとが住むカナリア諸島で最大の街の一つです。ガイドと共にアートショップが立ち
並ぶ小さな広場であるプエブロ・カナリオや、ドラマス公園を散策しましょう。ベゲタという旧植民地域では、島で最も人
気のある博物館の一つである the Columbus Museumに訪れます。この場所は 1492 年にコロンブスの持っていた小さな船
の一つの舵が修復されるまで、彼が数日間泊まったまさにその場所です。
次にサンタ・アナ大聖堂を少しの間訪れ、Canary Gardens に向かいます。この庭園はカナリアの植物相を保護することを
目的としており、そこでは、島特有の品種を観察することができます。次にサンタ・ブリージダに向かい、ワインやサング
リアを飲み、一息つきましょう。
船に戻る際、約5キロにも及ぶ黄金の砂浜を通過します。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。また、比較的平たんな道を約40分歩きます。ベゲタ地区には坂や砂利
道などがあります。ヒールのない歩きやすい靴でお越しください。サンタアナ大聖堂は予告なく閉館する場合があります。
その場合、中には入れません。
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カナリアチーズ・ワークショップ
ツアー番号：LPS040
所要時間：4時間 30分

料金：大人＄78～　子供＄59～ (3 ～ 12歳 )

Canarian Cheese Workshop

寝る前にチーズを食べると変な夢を見る、と言われますが、このユニークで充実した調理体験をしたあとは、チーズそのも
のについて夢を見てしまうことでしょう。
海岸近くの谷の中に、そしてラス・パルマスの西側に、サンタ・マリア・デ・ギア（地元の人々にはギアとして知られてい
る）というカナリアらしい町があります。この街は、ギアの花のチーズという特産チーズで知られています。
このチーズは羊のミルクと、原産地名称保護制度の下で保護された地元の産品であるアーティチョークのアザミから抽出し
たエキスでできています。
1982 年に歴史的な国定史跡として認定されたギアの色鮮やかな歴史的中心地に到着すると、典型的な19世紀の家屋であ
る La Kasa de Guía に入り、ツアーを始めます。まずCasa del Queso チーズ工場に訪れ、カナリアのチーズとその生産に
関する歴史や文化、そして伝統について学びます。次に、カナリア流のチーズの作り方のデモンストレーションを楽しみま
す。おなかが空いてきた頃、ツアーの一番の見どころが始まります。
白ワインかソフトドリンクを飲んだ後、昼食と3種類のチーズの試食を、La Kasa de Guía の美しい庭園で楽しみます。最
後に、おいしいチーズの思い出に浸りながら、船に戻りましょう。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーでは約500メートル歩きます。La Kasa de Guia まで片道約45
分です。

噴火口付近の散策とワインの試飲
ツアー番号：LPS049
所要時間：4時間

料金：大人＄99～　子供＄72～ (3 ～ 12歳 )

Crater Walk and Wine Tasting

バンダマ カルデラに向かう途中、ブドウ園のそばを通過し、景観の良いドライブをゆったりとお楽しみください。
知識豊富なガイドとともに、マツの木やオレンジ、そしてイチジクの木々が並ぶ道を通り抜け、噴火口の中心まで向かいま
す。ユーカリの特徴的な香りを楽しみつつ、放棄された農家や段々畑など、珍しい景観を堪能します。17世紀ごろ、この
地にはオランダ人の「起業家」たちが暮らしており、ブドウの木を栽培していましたが、彼らは噴火口付近に定住した世界
唯一の人々だと思われています。
ピクニックをしつつお菓子を少し食べた後、南北の沿岸を見渡す美しい景観を望むべく、バンダマの頂上まで向かいます。
ハイキングが終わると、地元のワイナリーに向かい、ワインの試飲を楽しみます。

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 30分歩きます。ヒールが無く歩
きやすい、つま先の閉じた靴を履き、重ね着をしてご参加ください。飲み物と日焼け止めをお持ちになることをおすすめし
ます。このツアーは天候に左右されるため、直前にキャンセルされる可能性があります。
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マスパロマスとプエルト・モーガンの自由散策
ツアー番号：LPS046
所要時間：7時間

料金：大人＄42～　子供＄18～ (3 ～ 12歳 )

Maspalomas & Puerto Mogan on Your Own

人気な観光地であるマスパロマスは、どこまでも広がるように思える有名な砂丘があります。到着すると、海で泳いだり、
ショッピングを楽しんだり、または街を探索するなどし、自由時間をご堪能ください。
次にグランカナリアの最南端にある小さな観光地、プエルト・モーガンに向かいます。ここでは、買い物を楽しんだり、港
を散策したり、または海で泳いだりして、自由時間をお過ごしいただけます。
各観光地にはたくさんのカフェがあるので、飲み物や昼食を購入することが可能です。
各場所を訪れた後は、指定された時間と場所に集合し、バスに乗車します。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーにはガイドはついておらず、飲み物や食事、入場料は含まれませ
ん。バスは遅れて到着された方を待つことができないため、集合時間と集合場所は必ずご確認ください。目的地までの移動
時間はそれぞれ約1時間であり、各場所で約2時間の自由時間があります。プエルト・モーガンまで曲がり道を走行するため、
めまいをお持ちの方には参加をおすすめしていません。自由時間中に歩く距離はお客様の計画によって異なります。バスの
乗車、下車の際、数段の段差があります。日曜日と公休日にはお店が閉まっている可能性があります。プエルト・モーガン
では金曜日にマーケットが開催されており、バスの停車場所が限られているため、街まで歩く距離が少し長くなります。ユー
ロで支払いが可能です。水泳をする場合は、水着、タオル、そして日焼け止めを忘れずにお持ちください。海水浴前の飲酒
はお控えください。海には、水上スポーツの参加を勧める業者がいる可能性がございますが、キュナード社とは関係があり
ません。
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テネリフェ (T e n e r i f e )
ビーチの美しいテネリフェには目の保養になる美

しい景色が広がります。多くのギャラリーや博物

館があり、ケーブルカーで素晴らしいパノラマが

広がるテイデ山を登ることができます。 

テネリフェは耳の保養にもなります。カナリア諸

島の特有の民族音楽である、テンプルという楽器

に耳を傾け、あるいはテネリフェ交響楽団の演奏

会をホールで聴くこともできます。

北部パノラマ観光
ツアー番号：TCI003

所要時間：4時間 30分
料金：大人＄62～　子供＄25～ (3 ～ 12歳 )

Northern Panorama

漁村サン・アンドレスを経てアナガの山へと走行します。途中でドラセナ（リュウケツジュ）などカナリアの素晴らしい植
物群や手入れの行き届いた段々畑などを車窓よりご覧ください。展望台で一度停車します。見事な景色の写真撮影をどうぞ。
タガナナ村で、白い家々の光景と青い空ときらめく海の水平線の彼方に荒涼とした火山を眺望します。ご希望の方はガイド
と一緒に坂道を歩き「雪の聖母」が祀られている簡素な教会の外観を楽しみます（日曜日を除く）。タガナナのレストラン
で地元のワインとチーズをお楽しみいただきます。ピコ・デル・イングレス展望台で小休止、島の北と南の心に残る印象的
な美しい景色をご覧いただきます（天候によります）。

ご案内：このツアーはバスにて行われます。タガナナで数段の階段と石畳の道を歩く以外は車内からの観光で、歩行はご希
望の方に限られます。急カーブのある道路を走行しますので、めまい症のある方には不向きです。

テイデ山ケーブルカー
ツアー番号：TCI036

所要時間：5時間 15分
料金：大人＄92～　子供＄59～ (2 ～ 12歳 )

Mount Teide Cable Car

テイデ山はカニャダス・デル・テイデ国立公園に位置しスペイン領土内最高峰の山です。山頂やその周辺の感動的な景色を
ご覧ください。ケーブルカーにて頂上に登り、海抜 3550 メートルの高さからの見事な眺望をお楽しみください。サンタ・
クルスを出てエスペランサの松林を向け国立公園へ向かいます。ケーブルカー乗り場は海抜 2100 メートルに位置していま
す。ケーブルカーに乗る前に小休止を取りますので景色をお楽しみください。ケーブルカーは第2駅で下車します。展望台
から息を飲むような壮大な景色を堪能してください。船に戻る前に、最後にアロエベラ博物館に停車します。

ご案内：このツアーはバス、ケーブルカーと徒歩にて行われます。山頂部は気温が低いこともありますので暖かい服装をご
準備ください。10月から4月にかけて頂上部は凍るような寒さになる事もあります。ツアー中海抜約 2100 メートルの山
道を登り、ケーブルカーでは海抜 3550 メートルまで登ります。心臓疾患または過去に心臓手術を受けた方、妊婦、ぜんそ
くを含む呼吸器官に問題のある方にははお勧めいたしません。2歳未満のお子様はご参加できません。履きなれた底の平ら
なウォーキングシューズをお勧めします。このツアーは天候状況により予期せず中止となる場合があります。山頂に滞在す
る時間は約 30分ですが、天候によって変更になる可能性があります。荒天時には、テイデ山への交通手段が予告なく運行
停止となる場合があります。この場合は別の交通手段で移動します。ケーブルカー乗り場は人気の為に列ができている場合
があります。
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プラヤ・デ・ラス・アメリカスでのひととき
ツアー番号：TCI037
所要時間：7時間

料金：大人＄40～　子供＄18～ (3 ～ 12歳 )

Playa de las Americas On Your Own

バスで南部へと進み、島内で最も大きく、人気の観光スポット「プラヤ・デ・ラス・アメリカス」へと向かいます。
このリゾートは 1970 年代に「誕生」し、がらんとした海岸線から、現在の高層建築の立つ活気あふれたリゾートへと急速
に発展しました。素晴らしい天候と穏やかな海に恵まれたことが、このリゾートに盛況をもたらしています。リゾート内に
は、ビーチサイド・バーやショッピングセンターが立ち並んでいます。また、島内で最も日照率が高く乾燥した場所に位置
するこのリゾートは、日光浴には絶好の場所です。

ご案内：このツアーにはエスコートが同行します。昼食、軽食、入場料は含まれません。現地通貨をお持ちください。移動
時間は片道約1時間で、バス内では地図をご用意しています。帰りのバスの集合場所と時間はお間違えの無いようにお願い
いたします。遅れた方のために、お待ちすることはできませんのでご注意ください。海水浴をご希望の際には、水着とタオ
ル、必要に応じて日焼け止めをお持ちください。
予約の前にVoyage personaliser の予約画面にて「重要なご案内」の項を必ずお読みください。

サンペドロ散策とアバコ邸宅
ツアー番号：TCI041

所要時間：4時間 30分
料金：大人＄67～　子供＄35～ (3 ～ 12歳 )

San Pedro Walk and Abaco Mansion

景観保護が施されたランブラ・デ・カストロの海岸では、感動的な崖や海、そして遠方まで望める景色を楽しめます。たく
さんの生き物たちがこの多くの塩分を含む土地を住みかとし、風土に順応してきました。散策の際には、この地に多く生息
するカナリア諸島のヤシとドラセナ（リュウケツジュ）、そしてその他多くの魅力的な植物相を観測できます。
小さな丘の頂上にそびえたつサンペドロを称えて建設されたお寺を訪れ、小さな要塞のサン・フェルナンドと、かつて崖の
上にある作物に水を供給する際に使用されたラ・ゴルデショラをご覧ください。少し下った場所には、16世紀に建設され、
海岸線で最も有名なハシエンダ・デ・ロス・カストロがあります。 散策の後は、美しいプエルト・デ・ラ・クルスの豪華な
邸宅であるカサ・アバコで飲み物とカナリアのパン菓子をお召し上がりください。この建物は 18世紀に建てられた文化的
に重要な建築物です。昔ながらの家屋で、古風な家具と絵画で装飾されたカナリアの一般的な建物です。

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 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。参加者は水と日焼け止めをご用意ください。
予約の前にVoyage personaliser の予約画面にて「重要なご案内」の項を必ずお読みください。

プエルト・デ・ラ・クルス自由散策
ツアー番号：TCI038

所要時間：4時間 30分
料金：大人＄36～　子供＄17～ (3 ～ 12歳 )

Puerto de la Cruz On Your Own

素敵な雰囲気の人気リゾートであるプエルト・デ・ラ・クルスに向かうため北上します。プエルト・デ・ラ・クルスで過ご
す時間は決して無駄にはなりません。特徴的なカナリア調のバルコニーを備えた美しい建築が未だに多く残る旧植民地の町
を探索することから始めましょう。狭い曲がりくねった道の散策をする前に広場の木陰でコーヒーでも飲みましょう。プエ
ルト・デ・ラ・クルスには素晴らしい遊歩道があり、多くのお土産屋を散策するのに最適です。町のはずれにある、5大陸
の植物を見ることのできるボタニカル・ガーデンに行くこともできます。または、島の有名なシンボルであるリド・マルティ
ネーゼでくつろぐのもいいかもしれません。プエルト・デ・ラ・クルスでは、滞在中に楽しむ様々な場所が待ち受けています。

ご案内：このツアーにはガイドは同行せず、ランチや軽食はつきません。現地通貨をお持ちください。移動時間は片道約
30分から 40分です。バス内では地図をご用意しています。帰りのバスの集合場所と時間はお間違えの無いようにお願い
いたします。遅れた方のために、お待ちすることはできませんのでご注意ください。
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植物園とプエルト・デ・ラ・クルス
ツアー番号：TCI064

所要時間：4時間 45分
料金：大人＄64～　子供＄28～ (3 ～ 12歳 )

Gardens & Puerto De La Cruz

はじめにバスに乗り込み、リラックスしながらプエルト・デ・ラ・クルスへの短いドライブを楽しみ、フンボルト展望台で
停車します。その後、最初の目的地である美しく広がるボタニカル・ガーデンに向かいます。この植物園は、コンキスタドー
ルによって「新世界」から持ち込まれた草木、花などの植物をスペインの地に順応させることを目的として、スペイン王カ
ルロス三世の勅令によって 1788 年に建てられました。植物園内の多くの植物は当時のもので、最大の見どころは巨大な南
アメリカのイチジクの木で、その巨大な枝や根が奇妙なツリーハウスを形作っています。
次に、シティオ・リテレ庭園を訪れます。この庭園は、アガサ・クリスティやアレクサンダー・フォン・フンボルト、マリ
アンヌ・ノースなどが訪れ、プエルト・デ・ラ・クルスの歴史の一部を形作りました。ここでの見どころは、カナリア諸島
で最大のランのコレクションとプエルト・デ・ラ・クルスで最も古いドラセナ（リュウケツジュ）です。ここでは、現地の
グラスワインをお楽しみください。
港へと戻る前に、プエルト・デ・ラ・クルスの有名な中心街で自由時間があります。ショッピングなどをお楽しみください。

ご案内：このツアーでは 45分から２時間歩きます。 シティオ・リテレ庭園には傾斜のある箇所があります。プエルト・デ・
ラ・クルスでの自由時間は約1時間です。

テイデ国立公園
ツアー番号：TCI035

所要時間：4時間 45分
料金：大人＄56～　子供＄26～ (3 ～ 12歳 )

Mount Teide National Park

風光明媚なアグイレ渓谷に位置する旧植民地の首都ラ・ラグーナへのドライブからツアーは始まります。ラ・ラグーナから
山間部にルートをとり、エスペランサの松林と小高い丘を抜けテイデ国立公園へ向かいます。公園内部に入る前に地元のレ
ストランにて小休止を取りますのでお飲み物で休憩をお取りください。
1954 年に国立公園に認定されたカニャダス・デル・テイデ国立公園は 1909 年以降休止状態にある周囲約 48キロメート
ルの巨大な噴火口含む公園です。噴火口から聳え立つのが 3718 メートルのテイデ山です。スペイン領土内の最高峰です。
堂々とした山頂と良く西部劇映画のセットの様と言われる火口周囲の乾燥した景色を目に収めてください。帰路の前にロク
エ・デ・ガルシアで自由時間があります。
船に戻る途中、息を飲むような景色を眺め、写真に収めるための小休止を数回お取りします。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。テイデ国立公園までは片道約1時間 30分のドライブです。ツアー中海
抜約 2100 メートルの山道を登ります。暖かい服装ご準備ください。国立公園内では石や植物を持ち去る事は禁止されてい
ます。テイデ山のケーブルカー乗車はツアーに含まれません。徒歩にて平らな砂利道と舗装路を歩きます、履きやすい底の
平らなウォーキングシューズをお勧めします。荒天時には、テイデ山への交通手段が予告なく運行停止となる場合がありま
す。その場合は別の交通手段で移動します。
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究極のテイデ山体験と昼食
ツアー番号：TCI047

所要時間：7時間 15分
料金：大人＄130～　子供＄69～ (3 ～ 12歳 )

Ultimate Teide Experience & Lunch

カナリア諸島のテネリフェ島のイザナには、世界最大の太陽観測台があります。ハワイ、チリと並んで、空の観察地として
は世界三大名所となっています。1964 年に運用を開始したテイデ天文台は、太陽と太陽系の研究に大きく寄与したことで
世界的に有名です。このツアーでは、天文台を見るだけでなく、さらに中に入って望遠鏡の一つを観察し、どのようにして
望遠鏡が機能しているのかを学びます。
天文台を訪れた後は、テイデ山の絶景を見ながら地元のレストランにて伝統的なタパスの昼食をお楽しみください。ここで
は、現地のお土産を購入したり、リラックスしたりするための自由時間があります。
その後、ケーブルカー乗り場へと向かい、3718mのテイデ山頂まで 8分で爽快に上がります。ぜひカメラでその様子をお
撮りください。山頂での自由時間中には、不規則に広がる山々や溶岩が削られて形作られた地形、ごつごつとした岩などか
らなる景観をお楽しみください。その後、島の田舎の独特の風景を楽しみながらバスで船へと戻ります。

ご案内：このツアーはバスとケーブルカー、徒歩にて行われます。テイデ山頂の気温は低い場合があるので、薄手の上着を
着用することをお勧めします。このツアーでは、砂利道と舗装された道を歩きます。めまい症の方は参加をお控えください。
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ラ・パルマ島 ( L a  P a l m a )
「ラ・イスラ・ボニータ」（美しい島）と呼ばれるラ・

パルマ島は七つの島からなるカナリア諸島の中で

も小さい島です。その首都であるサンタ・クルス・

デ・ラ・パルマは壮大な火山地帯の東側に位置す

る絵にかいたような港湾です。 

島では黒い砂のビーチ、山岳地形、豊かな植物の

風景が広がっており、一年を通して気温の変化が

ほとんどありません。

バギーに乗ってラ・パルマを冒険
ツアー番号：LPA017
所要時間：2時間 30分
料金：大人＄215～

La Palma Buggy Adventure

バキーが待っているエル・リャニトの村まで景観ドライブを楽しみます。簡単な安全講習と走行についての説明を受けた後、
ヘルメットを被り、バギーに乗車します。バギーはご自身で運転します。
メインロードを通り、マゾへと出発します。山道に着くとオフロードでの運転体験が始まります。先導バギーに従って走り、
ブレナ・アルタとブレナ・バハ地方の岩が多く起伏の激しい地帯や、クンブレ・ヌエバという地質学的に重要な地帯を縦走
します。豊富な種類の植物が生い茂った道を抜けて走るスリルをお楽しみください。
アリダネ渓谷を横切る際には素晴らしい景観をお楽しみになると同時にラ・パルマを取り囲む景色の美しさを堪能すること
になるでしょう。
バギー体験の後は、ミニバスで埠頭へと戻ります。

ご案内：このツアーはミニバス、バギー、徒歩にて行われます。定員数が限られているため早めのご予約をお勧めします。
このツアーはバギー 1台単位でのお申込みとなり人数は2名でお互いに譲りあい運転を行ってください。
2名グループの代表者1名のみが予約をしてください。
運転者は18歳以上で、有効な運転免許書の提示が必要です。同乗者は 8歳以上でなくてはなりません。ヘルメットが用意
されていますので必ず着用してください。体重 98.25 キロ以上の方は参加できません。
怪我をしていたり、デコボコ路の走行が身体に影響するような状態の方にはお勧めできません。
長ズボンを着用してください。衣服が汚れたり、破れたりすることもあります。ヒールのない歩きやすい靴でご参加くださ
い。足の先が見えるような靴の着用はお控ください。日焼け止め、サングラス及び飲料をお持ちください。
走行中はトイレがありません。
バギーの引き渡し場所にのみトイレが設置されています。
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ホエールウォッチングとイルカ鑑賞
ツアー番号：LPA033
所要時間：6時間

料金：大人＄80～　子供＄49～ (3 ～ 12歳 )

Whale Watching & Dolphin Safari

フリッパーという名前の船に乗り、クジラやイルカを見に行ってみませんか？サンタクルス・デ・ラ・パルマから、ラ・パ
ルマ島の西に位置するタサコルテに移動します。そこで、家族や、海でのアクティビティーを楽しむ小グループ用にデザイ
ンされた小型船に乗船します。
乗船中は、地球上でも有数の風格がある動物を観察します。この海域でよく観察される動物は、ゴンドウクジラをはじめと
するクジラやイルカなどです。ラ・パルマ沿岸では合計で 29種類のクジラが観察できます。
クルーが、海洋環境と生態系についての興味深い情報を随時お伝えし、周辺の野生動物やそのエリアについてどんな質問で
もお答えします。天気が良い場合は、希望者は泳ぎに出ることもできます。

ご案内：このツアーはバスとボートにて行われます。ボートはキュナード社の貸し切りではありません。タサコルテへの移
動は片道約1時間です。英語を話すエスコートがお客様と一緒にボートに乗船します。水着、タオル、日焼け止めをお忘れ
なく。クジラやイルカは状況により観察できない場合があります。気象条件が悪く、タサコルテからボートが出航できない
場合は、サンタクルスから直接向かい、ツアーの所要時間は4時間に短縮されます。

トローリー列車と徒歩で廻るサンタ・クルス
ツアー番号：LPA010
所要時間：2時間 15分

料金：大人＄52～　子供＄38～ (3 ～ 12歳 )

Santa Cruz Trol ley Train & Walk

トローリー列車に乗り、町の景観ツアーへ。サンタ・クルス・デ・ラ・パルマのメインストリートであるアヴェニーダ・マ
リティマを走行します。ガイドの興味深い案内で雑踏と活気のあるこの小さな首都の姿があらわれます。
コロンブスのサンタ・マリア号の複製バルコ・デ・ラ・ベルヘンが置かれている場所から市内の徒歩ツアーが始まります。
アラメダ広場やサン・フランシスコ広場、プラセータ・ボレロなどの広場や通りを歩きます。ルネサンス様式の魅力的な2
階建ての市庁舎、17世紀の教会イグレシア・デル・サルバド―ルを眺めましょう。
サンタ・クルスの中心地では伝統的なタパス・バーを訪れ地元のタパス料理とワイン、ビール、ソフト
ドリンクで休憩をします。その後、ジュノニア・ビジター・センターで古いカナリア諸島の家のガイド付きツアーに参加し
ます。

ご案内：このツアーはトローリー列車と徒歩にて行われます。ツアー中ガイドの案内のもと、徒歩にて石畳や凹凸のある道
を約1時間 30分歩きます。楽な服装で、ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。

絹、景観と砂糖邸宅
ツアー番号：LPA028
所要時間：4時間 15分

料金：大人＄80～

Silk ,  Scenery & Sugar Estate

バスに乗りリラックスして景観ドライブをお楽しみください。山間部を走りワイナリーとバナナ農園を抜けエル・パソの村
へ向かいます。少し歩き、シルク博物館を訪れ 500年続く伝統的な絹織りを見学します。ここはヨーロッパで唯一古い手
法が残されている場所です。美しく作られた衣類に感動する事でしょう。また、この島出身の有名な靴デザイナーであるマ
ノロ・ブラニクは地元の絹を使った精巧な靴を創り出しました。そして続いては 17世紀の砂糖農園の跡地につくられたホ
テル・アシエンダ・デ・アバホです。野菜農園と植物園に囲まれ、邸宅には多くの絵画コレクション、家具や陶磁器が展示
されています。なかでも最大のコレクションを誇るのは絨毯の展示です。ガイドの案内のもと、幾つかの部屋を見学し、そ
の後大西洋を眺めながらお茶とお菓子を堪能できます。
サンタ・クルスの町に戻る前に、ラ・グロリエタ広場で休憩を取り、地元の作家ルイス・モレラによる素晴らしいモザイク
画を写真に収めます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。約1時間、階段を含む平らな舗装路を歩きます。
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ラ・パルマ南部の景観
ツアー番号：LPA040
所要時間：4時間

料金：大人＄60～　子供＄29～ (3 ～ 12歳 )

South La Palma Highl ights

松の木々や小さな村々を眺めながら、ブドウ園や溶岩の景色の中をラ・パルマ島南部に向けて移動します。南部は火山活動
が活発な地域です。ワインの生産で知られているフエンカリエンテに到着した後、サンアントニオ火山を訪れます。そこで
は火山の噴火口の縁を歩き、ビジターセンター周辺を散策します。
フエンカリエンテの地元のレストランを訪れ、軽食をお楽しみください。レストランでの休憩の後、マゾの村に向かいます。
少しバスに乗って、古い風車に囲まれている the pottery centre of ‘El Molino’に到着します。そこで、この地の陶器が、
Benahorita の人々に代々受け継がれ製造されてきたということを学びます。El Molino では、これらの陶器をお土産として
買うことができるギフトショップがあります。

ご案内：火山周辺の道は険しく砂利の地面で、傾斜や凹凸のある狭い道を歩きます。ガイドの案内に従って、柵や手すりの
ない散策路の端には近づかないようにしてください。El Molino Pottery には傾斜や段差があります。暖かい服装でヒールの
ない歩きやすい靴でご参加ください。このツアーはめまいの症状をお持ちの方にはお勧めしません。火山散策への参加は任
意です。

火山洞窟探検
ツアー番号：LPA037
所要時間：4時間 30分

料金：大人＄80～　子供＄60～ (3 ～ 12歳 )

Volcanic Cave Exploration

1949 年のサンフアン火山の巨大噴火は地下につながる数多くの溶岩洞を残しました。ラ・パルマの西側に位置する El 
Llano del Banco もその一つです。
このエリアの中心には溶岩流によって 20以上もの洞窟が作られ、まるで島に屋根が被さっているかのような地形を形成し
ました。そのいくつかは、島の表面から下に 2kmもの深さにまで及びます。
この中で最も大きなものは Las Palomas Volcanic Tube Natural Monument であり、地元では the cave of doves（地下深
くにつながる洞窟）として知られています。Las Palomas Volcanic Tube Natural Monument は観光地としての整備が進み、
今では足場によって整備された道を通って簡単に観光を楽しめるようになっています。このおかげで、島で最も壮観な溶岩
の構造の秘密を知ることができます。この洞窟観光は、どのように地下構造が出来上がったのかという謎について洞窟の内
外から知ることができるよい機会となるでしょう。
知識豊富なガイドと一緒に溶岩洞を探検し、美しいラ・パルマ島の秘密に迫ります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。Las Palomas Volcanic Tube Natural Monument への移動は片道約1時
間です。溶岩洞に移動する前に、紅茶かコーヒーが地元のバーで用意されています。溶岩洞ではヘルメットを着用していた
だきます。起伏の激しい、凹凸のある湿った地面を歩くためヒールのない歩きやすいハイキングに適した靴でご参加くださ
い。
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火山ハイキング
ツアー番号：LPA029
所要時間：5時間
料金：大人＄72～

Volcano Hike

バスに乗りリラックスして魅力的な景観の中でのドライブをお楽しみいただきながら島の最南端へ向かいます。木々の緑の
景色が黒と黄土色の火山岩層へと移り変わっていきます。
ハイキングはカナリア諸島の中で 2番目の大きさを誇るワインセラーを持つロス・カナリオスという小さな村から始まり
ます。ガイドと共に 3000 年の歴史を持つサン・アントニオ火山の噴火口へと歩きます。火山灰に覆われた道を、カナリア
諸島の中では最も新しいテネギアという雄大な赤い山に向かい登っていきます。いくつかの場所ではマグマの温かさと岩の
間を通してでてくる匂いを感じる事でしょう。肥沃な火山性土壌で育ったブドウから年間約 100万リットルのワインが作
り出されています。
溶岩の流れに沿ってラ・パルマ最南端の塩田群とフエンカリエンテ灯台へと降りて行きます。小さな湾の透き通った水に浸
かり気分をリフレシュしてください。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。体力に自信のある方のみご参加ください。ハイキングでは、起伏のあり
険しい道を3時間ほど歩きます。ハイキング用の登山靴と重ね着をお勧めします。帽子、日焼け止め、飲料水をお忘れなく。
13歳以下のお子様はご参加いただけません。海に入るのは泳ぎに自信のある方のみとし、下に水着を着用しタオルをお持
ちください。ビーチに着替え施設はありません。

ラ・パルマゆっくり観光
ツアー番号：LPA018
所要時間：4時間

料金：大人＄60～　子供＄29～ (3 ～ 12歳 )

Leisurely La Palma

バスに乗り景観ドライブを楽しみながら、島の西方向、アリダネ渓谷の標高の高い地域へと向かいます。この地域は島の最
高地点であり、また、魅力的なエル・パソの町の中心です。到着後、小休止をして町を楽しみましょう。
エル・パソを離れ、少し車に乗ってラ・グロリエタ広場へ。マンリケ王の弟子であったこともある地元の芸術家ルイス・モ
レラによる作品を見る事ができます。ランサローテにあるマンリケのデザインを思い起こす、独特でカラフルなモザイク画
の床を眺め、写真に収めます。その後、ラ・パルマの南端へと向かい、フエンカリエンテの地元のレストランでお茶、コー
ヒー又はソフトドリンクで休憩を取った後、港へ戻ります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアー中ほとんど歩くことはありませんが、バスの乗り降りに階段があ
ります。ドライブ中はヘヤピンカーブが幾つかあり、めまい症の方にはお勧めできません。

4 輪駆動バスで行く原生自然ツアー
ツアー番号：LPA030
所要時間：5時間 30分

料金：大人＄99～　子供＄59～ (3 ～ 12歳 )

Wilderness 4x4 Bus Adventure

4輪駆動バスで埠頭を出発し、生い茂る草木を横目に見ながらラス・ブレーニャスの丘に向かいます。途中で島の主要な山
脈であるクンブレ・ヌエバを見渡すことができます。
そして Refugio del Pilar とクンブレ・ヌエバに向かって進みます。国立公園を横切っていくとミラドール・デル・ハブレの
景観スポットに到着します。撮影スポットで時間を取り、アリダーネ渓谷、カルデラ・デル・タブリエンテ、クンブレ・ヌ
エバの丘の景色をお楽しみください。
その後には、火山地帯を通ってフエンカリエンテに向かいます。サンフアン火山に立ち寄って、流れ出している壮観な溶岩
を楽しみましょう。最後に、サンアントニオの火山があるフエンカリエンテの町に到着する前に、近くのピクニックエリア
でカナリア島ならではの軽食をお楽しみください。

ご案内：このツアーは 4輪駆動バスで運行されます。妊娠中の女性や怪我をしている方、揺れる乗り物が苦手な方にはこ
のツアーはお勧めできません。予約される前にVoyage personaliser の予約画面にて「重要なご案内」の項を必ずお読みく
ださい。
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ユネスコの自然とラム酒の試飲
ツアー番号：LPA039
所要時間：4時間 30分

料金：大人＄59～　子供＄30～ (3 ～ 12歳 )

UNESCO Nature and Rum Tasting

このツアーでは、豊かな緑の植生と自然の美しさが目を引くこの島でも最古の場所へとお連れします。サンタ・クルス・デ・
ラ・パルマから二つの峡谷のちょうど端に位置する見晴台Mirador de Somada Alta へバスで向かいます。
次に、さらに北へ進み Los Tilos の緑の森へ向かいます。そこはユネスコの生物圏保護区に指定されており、島固有の植物
も生えています。植物はカナリア産ヒイラギの木、ギリュウモドキ、イチゴの木、カナリア産ベルフラワーなどが挙げられ
ます。
ロス・サウセスの小さな町を通過し、海岸線へと向かいます。一面に広がるバナナ農園の景色をご覧ください。そこではガ
イドが人気フルーツ・バナナがどのように栽培されるのかを教えてくれます。道の途中では美しい天然貯水池のあるチャル
コ・アスールという地域を通過します。一部地域では都市開発による影響がありますが、自然のままの姿の貯水池を見るこ
とができます。
島の北部に位置する小さく魅力的な村、サン・アンドレスを探検しましょう。この町はかつて裕福な砂糖商人の町でした。
この土地には敷石の道に囲まれた魅惑的な教会や海岸へ向かう小道など美しい場所があります。ラ・パルマに位置する最大
の遺跡では Tendal’ Museumを訪れ、島内の古の人々について学びます。
写真撮影後、ラム酒工場「Ron de La Aldea」を訪れます。そしてラ・パルマのラム酒を試飲した後に船へと戻ります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。足元の悪い道を約1時間歩きます。Los Tilos ではビジターセンターへ
向かうために急な坂道を上ります。乗車中はいくつか曲がりくねった道があるため、車酔いする方にはお勧めしません。

伝統的な沿岸クルーズとタパス料理
ツアー番号：LPA038
所要時間：6時間

料金：大人＄120～　子供＄120～ (3 ～ 12歳 )

Tradit ional Coastal Cruise & Tapas

タサコルテへのドライブをお楽しみください。その後カナリアで最も美しい船、かつ贅沢なクルーズに最適なバサード・オー
シャン・エクスプローラーに乗船して、広々とした海の上でのんびりとした船の旅をお楽しみいただきます。
バサード船一隻につき最大12名乗船でき、この魅力的で伝統的な船には落ち着いた雰囲気があります。船内では太陽の下
や日陰でくつろぐためのスペースが設けられています。船上でカバ（ワイン）が提供され、ラ・パルマの崖や海岸線の素晴
らしい景色を目にし感動することでしょう。
バサード船が最初の港へ向け北上している際に、船首から景色を眺めると、まるで宙に浮いているように感じます。そこで
は澄み切った海で泳ぐことができます。海での遊びはお腹をすかせるにはうってつけの方法です。なぜならその後すぐに昼
食が提供されるからです。オリーブを使用したタパス、チーズ、船上のグリルで調理されたチキンを味わってください。ク
ルーズ中は飲み物が提供されます。タサコルテへ戻る際に海上で完璧な一日に乾杯をしてはいかがでしょうか？帰港後バス
で帰ります。

ご案内：このツアーはバスと船にて行われます。定員が限られているため、早期の予約をお勧めします。 タサコルテへのバ
スはツアーコード LPA033「ホエールウォッチングとイルカ鑑賞」の参加者と共に乗車します。水着、日焼け止めクリーム、
タオルをお忘れなく。遊泳前の飲酒はお控えください。
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ラ・パルマの中心
ツアー番号：LPA002
所要時間：4時間 30分

料金：大人＄66～　子供＄29～ (3 ～ 12歳 )

The Heart of La Palma

バスに乗りリラックスして、サンツアリオ・ベルヘン・デ・ラス・ニエヴェスへ。小さな漆喰の教会には最も聖なる島の守
護聖人「雪の聖母マリア」の像があります。
壮観な景色を眺めながら山道を走行し、ラ・カルデラ・デ・タブリエンテに到着。国立公園に指定されており、噴火口の幅
は8kmで、その縁は島の北から南まで広がる山の尾根にまで広がっています。火口は実際の火山の噴火によってできたも
のではなく、噴火によって起きた侵食によってできました。火事に強い特殊なカナリア松が森林を形成しています。
その後休憩を取り、地元ならではの軽食でリラックスします。帰途にミラドール・デ・ラ・コンセプシオン展望台で短時間
停車します。海岸線に沿って島の北方まで見渡せる息をのむような景色をカメラにお収めください。

ご案内：ツアーはバスと徒歩にて行われます。凹凸のある道を約 45分歩きます。適切な靴を履き、高度が上るにつれて風
が冷たく、強くなりますので（季節にもよります）、セーターなどの暖かい服をお持ちください。このツアーはめまい症の
方には適しません。国立公園の石や植物の持ち出しは禁じられています。公園内は禁煙です。またトイレ施設はありません。
非常に気温が高く、強風の場合には安全の為国立公園の入場に制限が入ることがあります。この場合には公園を一望できる、
タザコルテ村訪問に変更となります。
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マデイラ (Ma d e i r a )
ご覧のとおり、ガーデン・アイランドとしてのマ

デイラの評判は確固たるものです。そこは草木が

生い茂り、あらゆる種類のトロピカルフルーツの

実がなっています。その地域は美味しいマデイラ

のワインで有名です。モンテへのケーブルカーに

乗り、宮殿や庭園から見える街の景色をお楽しみ

ください。帰りには二人の船頭の操舵で柳細工の

トボガンという小型のそりで降りてきます。

マデイラ　サイドカーツアー
ツアー番号：FNC053
所要時間：2時間

料金：大人＄115～

Madeira Sidecar Tour

あなたが風を感じ、羽ばたくような気持ちに浸りたいならこのツアーは最適です!
マデイラは、自然豊かなテラスの風景、壮大な花畑などの美しい景色で有名です。このツアーでは、これらを斬新な方法で
お楽しみいただけます。二つのルートとご自身専属のドライバーを選べるため、あなたのペースでスケジュールを決めるこ
とができます。
一つ目のルートでは東に向かい、旧市街の雰囲気、Pináculo のフンシャル湾の景色とキリストの武装した彫像があるガラ
ンジャウの両方をお楽しみいただけます。
もう一つのルートでは西に向かい、カマラ・デ・ロボスの伝統的な漁村、まるで絵画のような海辺、足元にガラスを1枚隔
てただけの状態で海抜580ｍを歩くことができるエストレイト・デ・カッマラとカボ・ギラオの風景をお楽しみいただけま
す。ツアー料金の精算はバイク一台について行われ、2名まで乗車可能です。そのため予約の際には大人用チケットを一枚
だけご購入ください。

ご案内：ツアー料金はバイク1台の値段です。大人1名分のチケットで 2名様まで乗車することが出来できます。
参加者は 8歳以上でなければなりません。サイドカーに乗り降りする際には動きやすさが要求されます。
天候や交通機関の状態により、スケジュールが変更される可能性があることにご注意ください。悪天候の場合は見通しの良
い場所からの景色は保証されません。各サイドカーは最大2名乗車できます。1人はドライバー（ガイド）の後ろに座り、
もう 1人はサイドカーに座れます。



ファーマーズマーケットと植物園
ツアー番号：FNC041
所要時間：4時間

料金：大人＄66～　子供＄23～ (3 ～ 12歳 )

Farmer’s Market & Botanical Gardens

フンシャルのもっとも美しく、歴史を感じる景観の中をドライブします。途中、忙しい街中を抜け、自治広場、市庁舎、サ
ンロレンツィオ城、サンタカタリーナ公園を眺めながら写真撮影の為にカラフルな街並みを一望できる展望台に向かい走り
ます。地元の人々の生活の中心であるラブラドレス市場、ファーマーズマーケットでガイドの案内と共に、エキゾティック
な香りを追うと、トロピカルフルーツ、野菜、香り豊かな花が売られている小道に辿り着きます。いくつかの地元の特産品
を試食しましょう。釣れたてのお魚もチェックしましょう。季節により新鮮なマグロや黒太刀魚を見る事もあります。ぜひ
カメラをお持ちください。販売員の着ている色鮮やかな伝統衣装や壁のタイルがこの地域を表現しています。
次は美しい植物園の時間です。以前はリード家の個人的な住居でした。園内には世界各地から集められた豊富な植物や花が
植えられており、風そよぐテラス、ハーブ園、温室を小道に沿って廻ります。すると多くの希少植物や地元の植物を見る事
ができます。植物園を出る前にフンシャルを見下ろす素晴らし景色を満喫する時間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。植物園ではガイドと共に園内を歩くか、自由行動にするかをお選びいた
だきます。植物にはポルトガル語とラテン語の名札がついています。ツアー中は階段と坂があります。植物園の滞在時間は
約1時間です。

のんびり廻るマデイラの風景
ツアー番号：FNC042
所要時間：4時間

料金：大人＄68～　子供＄22～ (3 ～ 12歳 )

Leisurely Scenes of Madeira

贅沢な景観を楽しむツアーは起伏の多い西海岸へのドライブで始まり、途中、ウインストン・チャーチル卿が絵に画いた美
しい漁村、カマラ・デ・ロボスを通ります。ユーカリの森を抜け、カボ・ジラオに到着します。見事な展望台で、世界で2
番目に高い海岸からそそり立つ絶壁をご覧ください。ここからは山の斜面を切り崩し台地へと変化した景色も眺めることが
できます。
ピコ・ドス・バルセロスでこの島の本来の美しさがわかります。フンシャルを遠くに望み、緑の丘陵に散らばる周辺の村の
景色をご覧ください。フンシャルの素晴らしい景色と南部沿岸を楽しんだ後は曲がりくねった道をエイラ・ド・セラードに
向かいます。短い登り坂でピコ・デ・セラード展望台に着き写真撮影のために小休憩を取ります。マデイラ島の最高峰や
16世紀にサンタクラーラの修道女が海賊の攻撃から逃れる為に住んだとされる人里離れた村キュラ・デス・フレーラスを
眼下に見る事ができます。
エイラ・ド・セラードの代表的なホテルの一つで休憩を取り、リラックスした後に自家製ケーキと共にお茶、コーヒーまた
はマデイラワイン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。展望台にはでこぼこ道や階段がありますが景色はバスの中からでもご覧いただ
けます。ドライブの途中、急な坂道のヘアピンカーブがありますので、めまいを持病に持つ方には影響が出る恐れがあります。
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サン・ビンセントの洞窟
ツアー番号：FNC037
所要時間：4時間

料金：大人＄58～　子供＄29～ (3 ～ 12歳 )

The Caves of São Vicente

バスにてマデイラの南西沿岸部へ景観ドライブ。緑深い渓谷内の人里離れた可愛らしいセラ・デ・アクアの村に向かいます。
途中、写真撮影の為の小休止をとり、地元の伝統的なバーに立ち寄ります。そこでハチミツとラムから作られている「ポン
チャ」という地元のお酒をお楽しみください。
続いてサン・ビンセントの洞窟と火山センターを訪れ地球の内部を探索します。洞窟群は40万年以上前の火山爆発の際形
成された溶岩泡から形成されています。ケーキ型の溶岩や、一風変わった形の火山鍾乳石を鑑賞しましょう。鍾乳洞の終着
点には火山センターがあり500万年近く前のマデイラの形成に関する 3Ｄ映像をご観覧いただけます。 フンシャルに戻る前
に自由時間があります。サン・ビンセントの息を飲むような美しい景色や自然をご覧ください。

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ツアーの順番が前後する場合があります。地下は寒くなることがあります
ので、ジャケットをお持ちになる事をお勧めします。デコボコ道や濡れた道を歩くのに適した靴でご参加ください。洞窟内
は滑りやすくなっていますので十分にお気をつけ下さい。ツアー中約1時間、でこぼこした道を歩きます。

トゥクシで廻るマデイラ・エコツアー
ツアー番号：FNC039
所要時間：1時間
料金：大人＄75～

Eco City Tour ,  Tukxi Madeira

イタリア発祥のトゥクシは 1950 年代に流行った映画『甘い生活』で登場した 3輪車の現代版「小さなカート」です。今
ではこの車はヨーロッパの他の地域にも広がっており、この移動手段はー良い人生、多くの楽しみ、気ままな生活―といっ
た真の“甘い生活”を再現しています。
ガイドの案内の元で、ゆったりとシートでくつろぎ、ハーバーフロントまでの素晴らしい景観を眺めます。一方には海の景
色を、そしてもう一方には緑の山々に点在する家々の風景をご覧いただけます。
旧市内に到着し美しく改修された家や地元レストランが立ち並ぶ石畳みの細い小道を走行します。市の商業的中心地にある
賑やかでの広々としたアベニダ・アリガとの違いを感じてください。道路端では伝統的なカラフルな衣服をまとった美しい
女性を探してください。この島のシンボルである有名な「パラダイスの鳥」を売っています。町の中心にはムニチピオ公園
が広がり、建築の宝庫と言われる市庁舎も位置しています。
大きな車では見つけ出せない町の秘密の場所を訪れ、ソコロの展望台ではそびえ立つ崖やサンタカタリーナ公園を眺め、そ
の眼下には素晴らしい港の景色が広がります。ツアー後も時間は十分にありますので、フンシャルを各自さらに満喫してく
ださい。

ご案内：このツアーはトゥクシ1台ごとの販売です。大人1名のチケットを予約した場合、3名様迄乗車可能です。
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ケーブルカーとトボガン滑降
ツアー番号：FNC011
所要時間：4時間

料金：大人＄90～　子供＄42～ (4 ～ 12歳 )

Cable Car & Toboggan

以前は、アプト式小型歯車の鉄道で乗客をフンシャルから丘陵まで乗せ、海岸までの帰途にはトボガンを利用していました。
鉄道は 1939 年に廃止されましたが、オーストリアの企業が多くの豪奢な家屋と庭園で知られるモンテまでの交通手段とし
てケーブルカーを建設しました。フンシャルの駅は旧市街にあり、フンシャルからモンテまでの所要時間は15分です（ケー
ブルカーの乗り降りはスキーリフトと同じ仕組みで、乗車時でも速度が少し落ちるだけで停止はしません）。
昔ながらの柳で編んだ籠ソリに乗ってスリル満点のトボガン滑降を10分間お楽しみください。運転係員がトボガンと一緒
に走り、押したり、舵を取ったり、ゴム底付きの長靴でブレーキを掛けたりします。その後はバスで花に覆われた展望台の
ピコ・ドス・バルセロスまで走行し、島の東部の素晴らしい景色を鑑賞します。
フンシャルに戻り、ワイン醸造所に立寄ります。辛口のセルシアルから甘いマルムジーに到るまで様々な種類のマデイラワ
インをお試しください。

ご案内：ツアーはバス、ケーブルカー、トボガンで行われます。3歳以下のお子様はトボガン乗車の制限によりこのツアー
には参加できません。トボガンは観光客に大変人気があるため、行列が予想されます。運動に適した服装と靴をお履きくだ
さい。トボガンに乗車後は運転係員の指示に従ってください。トボガンは3人乗り（大人2人と子供1人）です。

ジープで冒険
ツアー番号：FNC024
所要時間：4時間
料金：大人＄89～

Jeep Adventure

美しい景色を眺めながら小川を越え、渓谷に沿って曲がりくねった山道を走行します。島固有の植物ラウリシルヴァを観察
する良い機会です。オフロードを走行するスリルを味わい、島の壮麗な景色を眺めながらガイドの興味深い説明に耳を傾け
てください。ツアーの途中、軽食と共に小休憩を取ります。

ご案内：このツアーは四輪駆動車で行われます。走行ルートは現地の状況次第で変わります。このツアーはでこぼことした
起伏の多い山道を走行しますので、怪我をしていたり健康上に問題のある方にはお勧めできません。お子様や妊娠中の方は
参加できません。各車両はシートベルト付きですので、必ずご着用ください。楽な服装でご参加ください。また、山の上は
涼しい箇所もありますのでセーターか暖かいジャケットをお持ちください。

マデイラの庭園
ツアー番号：FNC047
所要時間：4時間

料金：大人＄85～　子供＄50～ (3 ～ 12歳 )

The Gardens of Madeira

キンタ・デ・パルヘイロの庭園はフンシャルから車ですぐのカマチャへ行く途中にあります。庭園は18世紀に、当時庭を
所有していたコンド カルヴァリャルのために作られたものです。元の植物のいくつかは、ツバキの道を含め今日まで残っ
ています。長年にわたり、多くの熱帯および亜熱帯植物が持ち込まれ、庭園をマデイラの動植物の魅力的な象徴としていま
す。この緑豊かな静かな場所にあるキンタのティー・ハウスでアフタヌーン・ティーをお楽しみください。花探しの冒険は、
モンテパレス・トロピカルガーデンへと続きます。世界各地の美しい木々を随所に見ることができる絶好の場所です。庭の
広さは 70,000 平方メートルもあり、多種多様な鯉が生息する池が数か所あります。また、世界の様々な地域の植物を見る
こともでき、旅行者に人気のスポットとなっています。モンテパレス・トロピカルガーデンを訪れると、歩道やその横の植
え込みに沿って配置された大規模なタイルパネルのコレクションを見ることが出来ます。これらの特殊なパネルの歴史は
15世紀から20世紀に遡り、ナショナル・タイル・ミュージアムの後の国内で最も重要なコレクションと考えられています。

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。庭園内ではでこぼこした道やなだらかではない地面の上を歩くことがあり
ます。平らで歩きやすい靴の着用をお勧めします。
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リスボン ( L i s b o n )
ポルトガルの首都であるリスボンは友好的な雰囲

気で、七つの丘の上にはテージョ川河口を望むこ

とができる印象的な古代遺跡が広がっています。

サン・ジョルジェ城の位置する最も高い丘の頂上

からは街が一望できます。そして中世アルファマ

地区のゼラニウムやハロゲン電球で光り輝く丘の

街を散策してみてください。

リスボン写真ツアー
ツアー番号：LIS209
所要時間：4時間
料金：大人＄84～

Picture Lisbon

リスボンの歴史ある中心地を散策すれば、この地の特徴や歴史、古くから残る道が醸し出す特有の雰囲気などを感じ取るこ
とができます。迷宮の様相を呈する無数の石畳の小路は、他では見ることのできない中世から残る建築物や広場へとつながっ
ており、絶好のフォトスポットとなっています。
アルファマ地区、モウラリーア地区、城下地区では古典的な景観を楽しむことができ、リスボン特有の風景やあまり知られ
ていない穴場を楽しむこともできます。
知識に富んだガイドが写真撮影に関するヒントやコツ、そしてこの地の歴史や文化について教えてくれます

ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。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。
７歳未満のお子様は参加できません。参加者はご自身のカメラをお持ちください。
このツアーでは石畳や所々急勾配のある道や小路を2時間以上歩きます。ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。
参加者は身体的に健康である必要があります。このツアーは天候に関わらず実施されますので、当日の天候に応じた服装で、
必要であれば日焼け止めをお持ちください。
リュックサックと飲料水をお持ちになることをお勧めします。
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セグウェイで巡るリスボン
ツアー番号：LIS211
所要時間：3時間
料金：大人＄89～

Lisbon by Segway

このツアーでは、歴史ある街リスボンを最新の電動二輪車セグウェイで冒険します。
アルファマ地区の雰囲気の良い狭い小路を走っていくと、伝統的なお店や大きな広場、カフェの立ち並ぶバイシャ地区へと
至ります。その後、セグウェイで快適に坂を上り、リスボンの美しいリベルダーデ大通りへと進みます。
グラサ展望台で街の絶景を楽しんだ後は、かつて貴族が暮らしたロマネスク様式の家屋が立ち並び、多文化が共生するモウ
ラリーア地区を散策し、この地の生活を肌で感じましょう。
セグウェイは体の重心を動かすだけで操縦できる簡単で楽しい移動手段となっています。街を探索することができるように
なるまでそう時間もかかりません。

ご案内：このツアーはセグウェイと徒歩にて行われます。14歳未満のお子様、妊娠されている方、体重 127㎏以上の方、
身長 150cm未満の方は参加できません。怪我をしている方や具合の悪い方、ひざ、腰、足首、足の調子が悪い方、めまい
症など平衡感覚に関わる不具合のある方は参加をお控えください。ヒールのないつま先の閉じた靴でご参加ください。この
ツアーではセグウェイに約 2時間 30分乗車します。訪問順序が異なる場合があります。セグウェイ乗車中はカメラと携帯
電話は使用できません。写真撮影と休憩のために停車する際にお使いください。サロンや丈の長いルーズパンツなどゆった
りとした服装は、セグウェイの車輪に巻き込まれたり、路上の障害物に引っかかったりする恐れがあるため着用しないでく
ださい。船の停泊場所によってはセグウェイ乗車地点までシャトルバスで移動する必要があり、その際はツアー所要時間が
4時間となります。リュックサックと飲料水、必要であれば日焼け止めをお持ちになることをお勧めします。ツアーの催行
は天候状況により左右され、急遽催行が中止されることもあります。

リスボン車窓観光
ツアー番号：LIS205

所要時間：3時間 45分
料金：大人＄59～　子供＄29～ (3 ～ 12歳 )

Leisurely Lisbon

快適なバスの車窓から見える様々な景観の素晴らしさに驚かされることでしょう。ここベレンでは、ジェロニモス修道院、
ベレンの塔、発見のモニュメントを見ることができます。
リスボンと川の南岸に位置するアルマダをつなぐ世界最長のつり橋の一つ「4月25日橋」を渡ります。この橋は、1966 年
に同じ建設会社によってサンフランシスコに建設されたゴールデン・ゲート・ブリッジと似ているため、よく比較されます。
クリスト・レイ像にて写真撮影のために停車した後、再びリスボンの中心地へと戻ります。
1755 年にリスボンを襲った大地震から街を復興させたポンバル侯爵の像を通過し、リベルダーデ大通りを通ってレスタウ
ラドーレス広場へと向かいます。ここでは、有名な甘いさくらんぼのリキュール「ジンジーニャ」をこじんまりとした伝統
的な店先で楽しむことができます。

ご案内：このツアーはバスにて行われます。訪問順序が異なる場合があります。ベレンの塔でお手洗いを利用する際は階段
があります。
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電動自転車で巡るリスボン
ツアー番号：LIS198
所要時間：3時間

料金：大人＄60～　子供＄52～ (10 ～ 12歳 )

Lisbon by E-Bike

電動自転車は斬新な旅行手段で、色々なことをもっと簡単に行いたいとお考えの方にぴったりです。桟橋で運転ガイドと会
い、説明を受けた後にリスボンの通りを出発します。アルファマやモウラリーアの旧市街など、リスボンの名所をお楽しみ
ください。リスボンの大聖堂も見ることができます。また、コメルシオ広場と世界遺産が存在するベレン地区を通ってタグ
ス川沿いを走ります。乗車中に飲料水とエネルギーバー、果物が提供されます。

ご案内：このツアーは電動自転車と徒歩にて行なわれます。10歳未満の子供、妊娠中の女性や背中に問題を抱えている人
は参加することができません。体重約114kgの重量制限があり、参加者は身長142cm以上でなければなりません。電動自
転車は通常の自転車に似ていますが、走ることによって充電される小さな電気エンジンが前輪に搭載されています。参加者
は、以前に通常の自転車に乗った経験があり、身体的に健康でなければなりません。乗車は２時間45分ほど続き、石畳の
上を通過します。すべての参加者は配布されるヘルメットを着用しなければなりません。道中にはお手洗いがあり、0.50
セントで利用することができます。

リスボンの味覚　（少人数グループツアー）
ツアー番号：LIS189
所要時間：4時間

料金：大人＄95～　子供＄59～ (3 ～ 12歳 )

A Taste of Lisbon - Small Group Tour

ミニバスに乗ってベレン地区へと向かい、ほとんどのガイドブックが取り上げる有名なベーカリー「パスティシュ・デ・ベ
レン」を訪れます。この店は絶品のパステル・デ・ナタを伝統的に作り続けています。ここでは、紅茶またはコーヒーと共
にカスタードタルトを堪能します。その後、バイロ・アルト地区、シアード地区へと向かい、短いガイド付き徒歩ツアーに
参加します。小路を歩きながら、知識に富んだガイドがこの町に関する様々なことを教えてくれます。見晴らしのいい場所
では、立ち止まってサン・ジョルジェ城とリスボンの大聖堂、旧市街を写真に収めることができます。
次に、色とりどりのタイルで美しく装飾された 1800 年代から続く人気の老舗レストラン「セルベジャリア・トリンダーテ」
へと向かいます。この店は、もともと修道院の食事場として作られ、1836 年にリスボン初のビアホールとなりました。こ
こではポルトガルのタパスと現地のビールをお楽しみください。
最後に伝統的なポルトガル菓子店「Casa dos Ovos Moles em Lisboa」を訪れ、地元のお菓子「オヴォス・モーレス」を食
べることができます。ツアーの締めくくりに、人気のサンタ・ジュスタのエレベーターに乗ってリスボンの中心地へと戻り
ます。

ご案内：このツアーはミニバスとエレベーター、徒歩にて行われ、約1時間段差のある道を歩きます。

シントラ自由散策
ツアー番号：LIS210

所要時間：4時間 30分
料金：大人＄40～　子供＄22～ (3 ～ 12歳 )

Free Time in Sintra

このツアーでは、ユネスコ世界遺産に登録されているシントラを自由に散策します。
山の頂上にそびえたつシントラ・ビレッジは、そこから見える旧王宮の眺めで有名です。ムーア人と君主が住み続けたこの
美しい町はポルトガルの最も古い植民地の一つです。
シントラ景観ドライブ中にガイドから地図を受け取り、シントラ訪問を楽しむためのアドバイスを聞きます。さらにこの地
のあまり知られていない穴場や逸話も教えてくれます。到着後、約2時間の自由散策をお楽しみください。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。シントラの道は石畳で急勾配となっていますのでご注意ください。シン
トラでの自由時間は約2時間です。交通上の制限により、降車地点から片道約 20分歩きます。日曜日と公休日には店が限
られた時間しか営業していない、または閉まっている場合があります。
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リスボンの景観と水陸両用車
ツアー番号：LIS200

所要時間：2時間 30分
料金：大人＄65～　子供＄59～ (4 ～ 12歳 )

Lisbon Sights & Amphibious Duck

水陸両用車に乗って、コメルシオ広場やリバティ・アベニュー、ポンバル侯爵広場などリスボンの名所を巡ります。
ジェロニモス修道院にて降車しその壮麗な外観を堪能した後、この街の名物であるカスタードクリームケーキを楽しみます。
その後、ベレン埠頭へと向かい、船頭となった運転手を先頭にタグス川へと水陸両用車で飛び込みます。川をゆったりと進
んでいる間に発見のモニュメントとベレンの塔を通り、ジェロニモス修道院を今度は川から見ることができます。
再び上陸した後は、そのまま水陸両用車で港へと戻ります。

ご案内：このツアーは水陸両用車にて行われます。4歳未満のお子様は参加できません。このツアーではほとんど歩きませ
んが、水陸両用車に乗る際、5段の急な階段があります。遺憾ながら車いす用の座席はありません。訪問順序が異なる場合
があります。

陸と川から見るリスボン 
ツアー番号：LIS005
所要時間：3時間

料金：大人＄95～　子供＄49～ (3 ～ 12歳 )

Lisbon by Land & River

陸と川面の両方を満喫できる完璧なセット・ツアーです。市内の中心部を見た後、テージョ川のゆったりとした遊覧クルー
ズをお楽しみください。お飲み物を楽しみながら名所の数々を眺めます。 
景観ツアーではポンバル公爵広場、自由通り、黒馬広場、ロッシオ広場など市の中心にあるリスボンの名所を巡ります。地
震による壊滅状態から復興したバイシャ地区を見て、エドワード７世公園の展望台からの素晴らしい景色をご覧ください。
川から眺めるリスボンの魅力をとらえるのにカメラは必携です。リバークルーズでは中世の街並みが残る地域をご覧いただ
けます。ゴールデン・ゲート・ブリッジを思い出させる見事な吊り橋の下を通り、キリスト像を写真に収めましょう。ツアー
のハイライトはべレン地区の川岸沿いの遊覧です。その昔、ここから帆船が発見への大航海に出発しました。その史跡の数々
は川から見ると特に素晴らしく、発見のモニュメント、ユニークなベレンの塔、華麗なゴシック様式のジェロニモス修道院
などがあります。

ご案内：このツアーはバス、ボート、徒歩にて行われます。徒歩による観光は僅かです。ボートに乗るには数段の階段があ
ります。川の遊覧クルーズの時間は1時間半です。訪問順序が異なる場合があります。

アラビダでのワインの試飲とセトゥーバル
ツアー番号：LIS206
所要時間：5時間

料金：大人＄62～　子供＄45～ (3 ～ 12歳 )

Arrábida Wine Tasting & Setúbal

ポルトガル最古のテーブルワイン醸造所「ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカ」にてモスカテルを味わうと、この醸造所のワ
インにかける情熱を感じることでしょう。
醸造所を見学すると、どのようにして一族が 1834 年からワインを作ってきたのか、最新の醸造技術とローマ土器を用いた
発酵などの伝統的な技術をどのように共存させているのかを知ることができます。
大西洋を一望できる圧巻の風景を楽しむことのできるアラビダ自然公園を通り抜けると、リブラメント市場の位置するセ
トゥーバルに到着します。世界有数の市場を視覚、嗅覚、味覚を通じて全身でお楽しみください。アール・デコ調の入り口
の奥には鮮魚、肉、野菜、スパイス、焼き菓子などが無数に並んでいます。市場の壁は伝統的なモザイクタイルで装飾され
ており、地元の人々の値切り交渉で活気に満ち溢れています。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。アラビダまではバスで片道約1時間です。このツアーではゆったりとし
たペースで約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。18歳未満の方はワインの試飲に参加できま
せん。セトゥーバルの市場は地物市場ですので、手芸品やお土産などは売っていません。



トゥクトゥクから見るリスボン
ツアー番号：LIS196
所要時間：3時間

料金：大人＄85～　子供＄59～ (6 ～ 12歳 )

See Lisbon by Tuk Tuk

トゥクトゥク（3輪タクシー）に乗り桟橋を出発して、より身近でプライベートな都市の旅を楽しむことができます。リス
ボンは二つの面を持つ都市であり、乗車中には近代的な面と歴史的な面の両方を楽しむことができます。通りを旅行すると
きは、その雰囲気にぜひ浸ってみてください。街の素晴らしい建築物やタグス川の向こう側の素晴らしい景色を楽しんだ後
は、狭い路地とでこぼこした道の通りがある旧市街に戻って歩きましょう。ツアー中には道路沿いの写真スポットで何ヶ所
か写真を撮ることができます。また、地元のチーズ、パン、ポートワインやリスボンの有名なカスタードクリームケーキを
試食する機会もあります。

ご案内：このツアーはトゥクトゥクで行われます。このツアーの空きは非常に限られているため、早期予約をお勧めします。
このツアーでは、1人あたり約95kgの重量制限があります。トゥクトゥクは4人乗りです。6歳未満の子供は参加できません。
トゥクトゥクは互いに向かい合う設計となっております。トゥクトゥクは旧市街のでこぼこした地面の上を走り、多少揺れ
ることがあります。首や背中に問題がある方や、揺れる乗り物が苦手な方にはお勧めできません。このツアーではあまり徒
歩では移動しませんが、でこぼこした道等のルートを約 180メートル歩く必要があります。また、このツアーは雨天決行
です。

ファティマへの送迎　（少人数グループツアー）
ツアー番号：LIS199
所要時間：6時間

料金：大人＄69～　子供＄59～ (3 ～ 12歳 )

Transfer to Fatima - Small Group Option

ポルトガルの中心の街、ファティマはカトリックの巡礼地であり、聖母ファティマ大聖堂の本拠地です。今日でも世界中か
ら多くの人が奇跡を求めて巡礼に訪れます。ファティマへの移動中、テージョ平野と闘牛の盛んな地域ヴィラ・フランカの
景色をお楽しみいただけます。
ファティマに到着次第、約2時間 30分から3時間の自由時間があります。コヴァ・ダ・イリアでは、この地の伝承で3人
の農民の子どもが小さなナラの木の上に浮かぶ「Lady of the Light」を目撃した、とされる場所を見ることができます。こ
の女性は聖母マリアであると考えられており、5ヵ月にわたって毎月同じ日に出現し、7万人の目撃者の前で上空に奇跡を
描いたと伝えられています。古くから残る有名なバジリカ教会では、伝説となった3人の農民の子どもルシア・ドス・サン
トスと、そのいとこジャシンタ・マルト、フランシスコ・マルトが安置されています。さらに、聖三位一体教会と聖母マリ
アが姿を現したとされる場所に建てられたChapel of Apparitions を訪れます。
その後、所定の時間に所定の場所に集合し、バスでリスボンへと戻ります。

ご案内：このツアーはバスまたはミニバスと徒歩にて行われます。ガイドや解説は付きません。ファティマまではバスで片
道約1時間30分から1時間45分です。また、ご自身のペースで約2時間30分から3時間比較的平坦な道を歩きます。ヒー
ルのない歩きやい靴でご参加ください。昼食や軽食は含まれていませんが、ファティマには軽飲食店があります。現地通貨
をお持ちください。バジリカ教会では修復作業が時折行われており、その影響で彫像や絵画、窓などに鑑賞上の制限がかか
る場合があります。
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市電とバスで巡るリスボン
ツアー番号：LIS012
所要時間：3時間

料金：大人＄110～　子供＄62～ (3 ～ 12歳 )

Lisbon by Tram & Coach

リスボンで最も有名で代表的な交通機関である市電は見逃せません。車中でウェイターがポートワインや伝統的なペスト
リーを給仕するユニークな市電ツアーは大人気です。このツアーではリスボンの見所を更に味わっていただく為、由緒ある
市電から近代的なバスに乗り換えてパノラマ観光をお楽しみいただきます。
市電に乗り、七つの丘を持つ大都市をのんびりと巡ります。大聖堂、サンタルシア展望台など、「旧市街」とテージョ川の
数多くの名所をご覧ください。市電バスツアーの最後に伝統衣装をまとったウェイターに別れを告げ、バスでツアーの第2
部をはじめます。
印象的なゴシック･マヌエル様式のジェロニモス修道院の前では、ガイドがこの堂々たる建物の説明をします。近くには同
じく印象的で贅沢な装飾のベレンの塔やエンリケ航海王子とポルトガルの素晴らしい発見の旅を記念した、発見のモニュメ
ントがあります。

ご案内：このツアーは市電とバスにて行われます。市電乗車の際には比較的高めの階段を上ります。

農園訪問と昼食づくり
ツアー番号：LIS208
所要時間：6時間

料金：大人＄140～　子供＄69～ (3 ～ 12歳 )

Farm Visit & Cook Your Lunch

実りある大地を歩きながら、自分の昼食の材料を収穫することで自然とのつながりを感じましょう。母屋のキッチンに戻っ
た後は、昼食の準備をしながら健康な食事のための知恵とコツを楽しく教えてもらいます。
Quinta do Arneiro は家族経営の有機農園です。オーナーの Luisa Almeida は、従来型農業に用いられる化学物質の健康へ
の悪影響を不安視し、2007 年にこの農園を立ち上げました。今では、数百箱に上る無農薬農産物を毎週リスボンへと提供
するまでに成長しました。
昼食にはスープ、前菜、メインディッシュ、サラダ、デザートが含まれます。メニューは季節や収穫状況によって異なります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは、ツアー開始 48時間前に予約受付を終了し、以後のキャ
ンセルについては、返金いたしかねます。足元の不安定な農地を歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。
農場での食材の収穫に適切な服装でご参加ください。参加人数が限られていますので、お早めにお申し込みください。

風情ある村オビドス
ツアー番号：LIS204

所要時間：4時間 30分
料金：大人＄59～　子供＄29～ (3 ～ 12歳 )

Charming Óbidos

ポルトガルの最も美しい場所の一つ、中世の城壁に囲まれた村「オビドス」を訪れ、散策します。
風情溢れる石畳の小道が迷宮のように続き、明るく塗られた家屋や鉢から溢れた花々に飾られた城壁の街・オビドスのとり
こになることでしょう。村は銃眼をつけた城壁に囲まれており、12世紀に建設された城が堂々と佇んでいます。ここでは、
可愛らしい小道や漆喰で建てられたサンタ・マリア教会を訪れ、その後自由散策の時間となります。現地のバーで、さくら
んぼのリキュール「ジンジーニャ」を堪能することもできます。豊富にある伝統的な店を訪れ、手描きのアズレージョ・タ
イルや現地のリキュールを探してみてはいかがでしょうか。小路に店を構えるカフェを訪れ、ただ純粋にリラックスしたり
素敵な雰囲気を楽しんだりしたりするのも良いでしょう。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。オビドスまでは片道約1時間15分です。このツアーでは約2時間石畳
の道を歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。












