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ショア・エクスカーション（寄港地観光ツアー） 

お申し込みについて 

キュナードが提供する公式寄港地観光ツアーは、2つの方法でお申し込みいただけます。 

ツアーの席数には限りがございます。オンラインでのお早めのお申込みをおすすめしております。 

1.オンラインでのご予約

出発の約 6 ヶ月前よりオンラインのお客様専用ページよりご予約・ご確認が可能です。 

（英語のみ：ご予約時にクレジットカードでのお支払いが必要です） 

「My Cunard（マイキュナード）」 https://my.cunard.com/en-gb/mycruise/login 

 ご利用の際は以下の情報が必要です。 

●お客様の苗字、名前（アルファベット表記）

●生年月日

●お申し込みの旅行会社よりお渡しする予約番号

●登録用メールアドレス

ご予約方法がご不明な場合はお申し込みの旅行会社へお問い合わ

せください。

※ ご予約完了後”予約完了メール”が E メールで届きます。

   予約完了画面を印刷してお持ちください。 

2．船上でのご予約 

ご乗船後、ツアーオフィスにて空きのあるツアーをお申し込みいただけます。ツアー代金は船内で

のご精算となります。 

チケットの受け取り  事前にお申し込みのツアーチケットはお客様の客室に届けられます。客室に

ツアー前日までに届かない場合は、ツアーオフィスにお申し出ください。 

取消料について  My Cunardで事前予約の際は出発 3日前以降より取消又は変更に対してツアー代

金の 10％の取消料がかかります。またツアーの 終締め切り（通常、ツアー催行の 48 時間前）以

降の取消については 100％の取消料がかかりますのでご注意ください。   

詳細はオプショナルツアー利用規約をご覧ください。 



セント・ピーターポート

リブ・ボート・アドベンチャー
RIB RIDE ADVENTURE  

ツアー番号： GCI003  
ツアー料金： 大人＄85～ 子供＄60～  
所要時間： 1時間30分 
食事： 無

トルコ・ブルーの海をクルーズしながら野生動物との遭遇や、長い歴史を持つユニークなガー

ンジー島をお楽しみください。

岩棚の中で巣作りをしている驚く程多種多様な海鳥たちや、ツノメドリ、カツオドリ、オオハ

シウミガラス、海鵜などの群れが見られるかもしれません。

特別仕様のゴムボートで崖や入江に接岸し、至近距離で観察することができます。

自然保護区として指定されたハーム島近くの岩礁では、時にハイイロアザラシが岩の上でのん

びり日向ぼっこをしている姿が見られます。

また、運が良ければイルカや鯨を見ることができます。

自然愛好家のガイド付で、野生観察とスリルの両方を味わえます。

このツアーでは同時にガーンジー島の素晴らしい海事の歴史を学ぶことができます。

帰りはスピードを上げて戻りますので、ボートをしっかり掴んでください。

ご案内：このツアーは複合性ゴムボートで行われます。水上運行中のバウンドが激しい為、

膝、腰、足首に怪我をしている方や、めまいなどの平衡制御に問題がある方はこのツアーへの

参加をお控えください。

妊娠中の方と 5 歳未満のお子様の参加は禁止されています。 
1 人につき127 キロの重量制限があります。 
全員に救命胴衣と雨具が支給されますが、暖かい服装でご参加されることをお勧めします。 

野生動物が見られるかどうかは保証できません。

ボートの運航ルートは天候により変わることがあります。

ドイツ軍占領時代のガーンジー島の歴史探訪
 THE GERMAN OCCUPATION OF GUERNSEY  

ツアー番号： GCI008 
ツアー料金： 大人＄84～ 子供＄45～  
所要時間： 4時間  
食事： 有

第二次世界大戦中、ドイツ軍に占領されガーンジー島は、占領統治の記憶を数多く留めていま

す。 ドイツ軍は拠点を頑丈なものにするために、断崖の上に要塞や見張り塔など建設し、現

在でもはっきりとみることができます。



ドイツ軍占領博物館は空調設備のついたトンネル内にあり、もともとドイツ軍がＵボートの

燃料保管庫として建てたものです。

テーマ別に分かれたそれぞれの展示室があります。

それぞれの展示には詳しい説明がつけられており、非常に心をゆさぶられる体験となるでしょ

う。 地下に設けられた野戦病院も当時の遺物ですが、そこは何といってもチャンネル諸島で

ドイツ軍が残した 大の遺物があることで有名です。

網の目の様に掘られた地下トンネルは全体で約7,000平方メートルに及んでいます。 
野戦病院内にはトンネルの中に二本の主要な通廊があり、病室、手術室、レントゲン室が造ら

れていました。

当時の備品はほとんど残っていませんが、それでもベッドや調理用具、暖房施設などがあり、

寒いじめじめした場所にいると一体どんな目的でそこが造られたのか沈思黙考せざるをえませ

ん。 その後のプレイモントでは、崖の上からガーンジー島西海岸の素晴らしい景色を楽しむ

ことができ、巨大な砲台を見る事ができます。道中紅茶やコーヒーとケーキなどで休憩し、至

近距離でドイツ軍の防衛施設を観察する機会もあります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。博物館内には階段があります。

野戦病院の床は平坦ですが、湿気があり、薄暗い照明しかありません。

病院訪問の際は暖かい上着をご持参ください。

このツアーでは運転手がガイドを兼任します。

カヤック探検
KAYAK EXPLORATION 

ツアー番号：  GCI036 
ツアー料金： 大人＄82～ 
所要時間： 3時間30分  
食事： 無

ガーンジーに多数存在するうちの一つである、貝殻でできた砂浜のある美しい海へ向かいま

す。カヤック体験の前に、インストラクターから、簡単な安全確認とカヤックの漕ぎ方を教わ

りましょう。

このツアーは、忘れることのできない心弾む思い出を作るのにもってこいの体験です。

安全に気をつけつつ座るタイプのカヤックで海を冒険しながら、インストラクターより海の環

境や歴史、生息動物について話を聞きましょう。

水面から普段と異なる視点で海岸を眺め、ゆっくりとしたペースで隈なく探検できます。

ご案内：このツアーはミニバスとカヤックで行います。12 歳未満のお子様は参加をお控えく

ださい。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。

持ち物を入れるためのリュックサックと、水分補給のための水を常備してください。

交通状況や天候によって訪問順番や通過場所は変わる可能性があります。

ガイドに会うまでの移動にガイドはついていません。

水着を着用し、替えの洋服をお持ちください。



ガーンジー島の隠れた名所探訪
Hidden Gems of Guernsey 

ツアー番号： GCI026  
ツアー料金： 大人＄75～ 子供＄31～  
所要時間： 3 時間 30 分 
食事： 無

有名な地元のジュエリー工房と、カラフルなモザイクに彩られたリトル・チャペル、グ

ランジコートの美しい庭園を訪れるツアーです。

車窓を流れるのどかな田舎の風景を楽しみながら、まずはブルース・ラッセルのジュエ

リー工房へ。

この家族経営の工房は、英国王室や政府高官御用達のジュエリーのデザイン・制作を行

う名門工房です。

小さな宝石店兼工房を訪ねたあとは、可愛らしいミニチュアの教会、リトル・チャペル

へ向かいます。

無数の貝殻や小石、陶器の破片が埋め込まれたモザイクの壁が、訪れる私達の目を楽し

ませてくれます。

旅の 後は、グランジコートへ。

美しい庭園と歴史を湛える石造りのオランジェリー（オレンジ温室）で優雅なひととき

を過ごしましょう。

ヒストリックカーで巡るガーンジー島
INSIGHT INTO GUERNSEY BY VINTAGE COACH 

ツアー番号： GCI027  
ツアー料金： 大人＄90～ 子供＄45～ 
所要時間： 4 時間 
食事： 有

レストアされた 1954 年製アルビオンに乗って、ガーンジー島の歴史と魅力を発見する

タイムトラベルに出かけましょう。

初に訪れるのは、ソーマレズ・パークの美しい公園の風景に囲まれたナショナル・ト

ラスト・フォーク＆コスチューム博物館。ここでガーンジー島の人々が歩んできた歴史

を紐解きます。

続いて、西海岸の美しい風景を楽しみながら車を進め、魅力あふれるリトル・チャペル

へ向かいます。

小石、陶器の破片が埋め込まれたモザイクの壁が、訪れる私達の目を楽しませてくれま

す。ジェアバーグホテルに戻ったあとは、美味しいガーンジー蟹のスプレッドを挟んだ

サンドウィッチや、伝統的なゴーシュケーキ、スコーンなどとともに、温かい飲み物を

楽しみながら、旅を締めくくりましょう。



ご案内：このツアーはヴィンテージバスと徒歩で行われます。

ドライバーがガイド案内をします。このツアーは約 1 時間 45 分間ゆったりとした速度で歩

き、緩やかな斜面や階段を越えます。

凸凹で、緩やかな傾斜や階段など色々な地表が含まれます。

平底で履きなれた靴をお勧めします。使用される乗り物は年代物のバスとなります。

もし年代物のバスが運行できない場合は通常のバスで運行されます。

ガーンジー島の文学とポテト皮のパイの会
GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY 

ツアー番号： GCI037 
ツアー料金： 大人＄76～ 子供＄50～ 
所要時間： 3時間30分 
食事： 有

アメリカ人著作家であるメアリー・アン・シェイファーによって書かれた、第二次世界大戦中

のドイツ支配下のガーンジーについての本があります。
2009年に行われた出版は大成功し、まもなくその映画も上映されます。

ガイドにより、この本の登場人物を現実世界に生き返らせます。

12世紀に建てられたキャッスル・コーネットやHavelet Bayを見ながら海岸線をドライブし、

Val des Terresにむかいます。 
囚人校の暮らしたLa BouveeとCalais LaneのJerbourgの地域を通過します。

本で頻繁に登場したSouth East Cliff Topでは崖に沿って散歩を楽しみましょう。  
続いては、プレインモントに位置する、5階建てのドイツ展望台に向かいます。 
この展望台はドイツ軍によって建築され、そして1942年下から1945年まで使用されました。

本の登場人物が会議を行うために使った轍状になった小道や農家を一望できます。

帰り道では、欠かすことのできないリトル・チャペルという貝殻で装飾されたとても小さな教

会を訪れます。

また、ドイツ野戦指揮官の幹部であるグレンジ ロッジ ホテルを通過します。

ツアー中には、ガーンジーの伝統的なゴッシュをお茶かコーヒーとともにお召し上がりくださ

い。

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーは緩やかな傾斜や起伏のある道を

約 1 時間半歩きます。 

ヒールの無い歩きやすい靴かスニーカーでご参加ください。

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。



町の徒歩観光と伝統的なガーンジーアフタヌーンティー  
TOWN WALK & TRADITIONAL GUERNSEY AFTERNOON TEA 

ツアー番号：  GCI028 
ツアー料金： 大人＄70～ 子供＄442～  
所要時間： 2時間45分  
食事： 有

ガイドの案内で魅惑的なセント・ピーターポートの中心に向かい、活気のある通りや狭い路地

を歩きながら、町の歴史を発見しましょう。

絵のような海沿いの遊歩道と共にヨーロッパでも可愛らしい港町の一つと考えられています。

港からは800年以上も町を守るように聳える13世紀に建てられたコロネット城が見えます。 
その昔は駐屯地や兵器庫や牢獄として使用されていました。

次にビクトリア時代に 初に作られた可愛らしいキャンディーガーデンに向かいます。

この公園には1856年から1870年の間、ガーンジー島に滞在していた有名なフランス人小説家

ビクトル・ユーゴーの銅像が建てられています。この時期に多くの作品が執筆され完成し発行

されましたが、その中でも一番有名な作品が1862年に発行されたレ・ミゼラブルです。  
キャンディー庭園から徒歩で愛らしい5つ星のオールド・ガーバメント・ハウスホテルに向か

い、伝統的なガーンジーアフタヌーンティーを頂きます。

フィンガーサンドイッチの数々や新鮮な焼きたてのスコーンとガーンジークロッテットクリー

ム、お好みの紅茶をご賞味ください。

アフタヌーンティーの後はセント・ピーターポートまで歩き、船に戻ります。

ご案内：このツアーは徒歩で行われます。このツアーは寄港日の 4 日前に締め切られます。 

それ以降の申し込みは空き状況によります。

このツアーは一度予約を入れると取り消しと返金は出来ません。このツアーは起伏のある道を

約 1 時間半から 2 時間歩き、緩やかな斜面や階段を越えます。 

ヒールの無い歩きやすい靴かスニーカーでご参加ください。

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。

自転車で周るガーンジー島
GUERNSEY BY BIKE 

ツアー番号： GCI025 
ツアー料金： 大人＄82～ 子供＄72～ 
所要時間： 3時間30分  
食事： 無

ミニバスで短時間移動をし、西海岸にあるパレル湾に向かいます。

身長にあった自転車を選び安全講習を受けます。

ヘルメットを装着し一般道へとペダルをこぎ始めます。

魔女や妖精などの物語が多く残るカティオロックを含むガーンジー島の可愛らしい田舎道をサ

イクリングします。



自転車をこぎ進めると古代のお墓やシングルバンクスやコリン・ベスト自然保護区などを通り

抜けます。

風光明媚な海岸線のロッククェーンやチャーミングなポーテレット港を通ります。内陸に入り

自転車優先道路「リュエット・トランキル」を通り戻ります。これらの狭い道路は馬や自転車

が自動車より優先されるもので、牧草地に溢れる野生の花々や趣のあるコテージに風が吹き抜

けます。パレルに戻りミニバスでセント・ピーターポートに戻ります。

ご案内：このツアーはミニバスと自転車で行われます。8 歳未満のお子様は参加をお控えくだ

さい。自転車の区間は約 2 時間です。体力があり自転車の経験がある方がご参加ください。 
殆ど平らな地面ですが一部斜面もあります。

その日の天候に合わせ自転車に向いた服装でご参加ください。

日焼け止めなどご持参ください。ヒールの無い歩きやすい靴かスニーカーでご参加ください。
ツアーには軽食や飲み物を買うための時間が用意されています。

島内観光とジンのテイスティング体験
Gin with a Twist

ツアー番号： GCI032 
ツアー料金： 大人＄90～ 
所要時間： 3時間 
食事： 有

ガーンジー島の魅力を満喫したあとに、美味しいジンのテイスティングを楽しめるツア

ーです。

美しい島の風景を眺めながらドライブを楽しみ、グランデスロックス・ベイや、可愛い

ミニチュアのリトル・チャペルなどの島の名所を巡ります。

その後、ベラルース・ホテルでジンの魅力に迫ります。ベラルース・ホテルの所有者で

あるウィードン家が、ガーンジー島で蒸留酒の製造を始めたのは、1865 年のこと。 
ここで、地元産の原料を使ったウィードン・ジンの製造工程を見学したあと、テイステ

ィング・マスタークラスで世界各国のジンの試飲をお楽しみいただきます。そして旅の

締めくくりは、ジントニックを片手に、ゆっくりと旅の余韻に浸る優雅なひとときをお

過ごしください。

ご案内:このツアーは約 1 時間の徒歩が含まれております。歩きやすい靴でご参加ください。

18 歳以下のお客様はご参加いただけません。 



ガーンジー島散策
 RAIDERS AND INVADERS WALKING TOUR 

ツアー番号： GCI035 
ツアー料金： 大人＄54～ 子供＄29～  
所要時間： 2時間45分  
食事： 無

ガイドとともに長い歴史を持つセント・ピーターポートの中心地を巡ります。

ローマ時代から賑やかなこの港は、停泊が安全にできることや、フランスから距離があること

が相まって、チャネル諸島の中心的な港となりました。

石畳の道や狭い路地、そして写実的な海沿いのマリーナから、セント・ピーターポートはヨー

ロッパで も美しい港と言われています。

活気あふれる通りを歩きながら、ガイドが街の歴史を解説します。

続いては13世紀に建てられたキャッスル・コーネットとバレッタ地下軍事博物館を訪れま

す。

U ボートの燃料を貯蓄するためにドイツ人によって作られたこの博物館は、ガーンジーにおけ

るドイツ人の役割について深く考えるきっかけになるはずです。

次に、Havelet Bayから隣接しているしているビクトリア朝時代の水泳プールに向かい、キャ

ッスル・コーネットまで一望できる絶景を堪能します。また、セント・ピーター・ポートの港

まで歩き、船に戻るまでの間、キャッスル・コーネットの見学などの自由観光をお楽しみくだ

さい。

ご案内：このツアーは徒歩で行われます。このツアーは起伏のある道を約 1 時間半から 2 時間

歩き、緩やかな斜面や階段を越えます。

ヒールの無い歩きやすい靴かスニーカーでご参加ください。



エイマイデン

プライベートミニバンツアー（半日ツアー、運転手付き）
Private Minivan with Driver - Half Day 

ツアー番号： IJM702 
ツアー料金： 大人＄560～ 
所要時間： 4時間 
食事： 無

寄港地での旅を自由に計画していただけるプライベートツアーです。

プライベートカーを使用するので、島の見どころを自由に、快適に見て回れます。

運転手がプライベートカーで観光名所をご案内します。

このツアーでは、お客様のご都合とお好みに合わせて寄港地観光を自由にカスタマイズ

できるので、ゆっくりとご自分のペースで観光を楽しんでいただけます。

街の名所巡りに、そして旅の思い出づくりに、このツアーで寄港地での特別な一日をお

楽しみください。

ミニバンの乗車定員は 5 名です。 

風車とエダム観光
Windmills & Edam 

ツアー番号： IJM010 
ツアー料金： 大人＄62～、子供＄19～ 
所要時間： 4時間 
食事： 有

まずは、アムステルダムの東へ向かって車を走らせ、ザーンセ・スカンスを訪れます。

オランダらしい昔ながらの街並みに出会えるこの村は、まさに村全体が野外博物館。続

いて訪れるエダムも、歴史がある古い街で、「赤玉チーズ」として知られるエダムチー

ズの産地として有名です。

エイマイデンからこれらの街へ向かう道中には、牧歌的な風景が広がり、時折、農家や

のんびりと草をついばむ動物たちの姿を見ることができます。

ザーンセ・スカンスは、オランダらしい風情を湛える風車村で、実際は、18 世紀のザー

ン地方の町並みを完全に再現したものです。

歴史情緒あふれる村の通りを散策していると、昔ながらの仕事に従事する職人たちの姿

が見られ、往時のオランダ人たちの暮らしぶりを垣間見ることができます。
この地域はかつてザーンストレークと呼ばれ、600 基以上の風車が存在していました

が、現在では、当時のものはほんの一握りしか残っていません。

風車見学を楽しんだあとは、オランダの伝統工芸であるクロッグ（木靴）作りを見物

しましょう。                                                             

また、オープンカフェでリラックスした時間を過ごすのもおすすめです。           

この後、旅は典型的なオランダの街並みに出会えるエダムへと続きます。石畳の路地を



散策しながら、独特の形をした鐘楼や、村中を縦横に流れる美しい運河、村の入口に掛

けられた跳ね橋を観光しましょう。

途中、地元のチーズ工場に立ち寄り、試食をお楽しみください。

市内観光と運河クルーズ
City Walk & Canal Cruise 

ツアー番号： IJM009 
ツアー料金： 大人＄76～ 子供＄24～ 
所要時間： 5時間30分 
食事： 無

アムステルダムの有名な花市場やムント塔を観光できる市内中心部のガイド付き徒歩観光を楽

しんだ後、pittoresk beguinage へ向かいます。 
また道中では、市の中心部に位置するランドマークのダム広場や、古典風のアムステルダム王

宮もご覧いただけます。

その後は約1時間の自由時間の中で、市内の通りに並ぶ屋台やお店を観光することができま

す。60マイル以上の水路が通っているアムステルダムには、ヴェネツィアよりも多くの運河

や橋があり、水辺の風景を堪能するにはうってつけの場所でしょう。

ガラス屋根の観光船に乗り体験する運河クルーズでは様々な景色を楽しむことができます。

オランダの商人たちの立派なお屋敷、絵画のように浮かぶ屋形船やアンネ・フランクの家をご

鑑賞ください。

ご案内：このツアーはバスと運河ボートと徒歩にて行われます。また、ツアーの順序は異なる

場合がございます。

運河クルーズ内ではお手洗い等の設備が限られているのでご注意ください。

観光船の船着き場には約10段の階段があり、更に船の入り口には3段の急な階段があります。

このツアーはガイドと共に約90分歩き、自由時間中歩く距離は、お客様の計画によって異な

ります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

運河クルーズ
Canal Cruise 

ツアー番号： IJM002 
ツアー料金： 大人＄58～ 子供＄18～ 
所要時間： 3時間30分 
食事： 無

アムステルダムの歴史は水を抜きにしては語れません。                                   
70もの島々からなるアムステルダムは全長96．5km に及ぶ運河と1000本の橋を持つ国際都

市としての姿を誇っています。 
古くは13世紀から夥しい数の小船がこのアムステルダムの港から荒々しいゾイデル海へ漕ぎ

出していったのです。



ガラス屋根の観光船に乗りこみ、アムステルダムの運河を巡ります。船からは代表的な観光名

所である、海事博物館、市庁舎、アンネ・フランクの家などを通り過ぎます。

ゆったりと寛いで、狭い水路を滑る様に移動する観光船の中から、アムステルダム名物である

運河を縁取る破風付の細い家並みなどをご鑑賞ください。

ご案内：このツアーは観光船と徒歩にて行われます。歩く時間はほとんどありませんが、船の

停泊位置によっては、運河クルーズ船の停泊場所まで5分から7分ほど歩く場合もあります。

観光船の船着き場には約10段の階段があり、更に船の入り口には3段の急な階段があります。 

世界遺産ベームステル干拓地を訪ねて
Scenes of the Lowlands 

ツアー番号： IJM008 
ツアー料金： 大人＄72～ 子供＄30～ 
所要時間： 5 時間 
食事： 有

ゆったりと美しい景色を眺めながら北アムステルダムの低地地方をドライブします。

ベームステル干拓地はオランダが干拓した土地の中でも特に素晴らしいもので、ユネスコの世

界遺産に登録されています。道中ではオランダの風車を鑑賞し写真撮影をする時間が設けられ

ており、ウエストヘーゼンやエダム、フォーレンダムといったアムステルダムの町も通りま

す。古風で趣のあるブルック・イン・ウォーターランドでのガイドツアーの後は地元のチーズ

農家へ向かいます。

ここでは何種類ものオランダ・チーズを試すことができ、気に入ったものは購入もできます。

船に戻る前に、紅茶やコーヒー、ケーキなどの軽食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。ある程度歩くことを予めご了承下さい。観

光の訪問順序が逆になる場合があります。

ハールレム探訪
Discover Haarlem 

ツアー番号： IJM012 
ツアー料金： 大人＄66～ 子供＄34～ 
所要時間： 4 時間 
食事： 無

ハールレムは、北ホラント州の州都で、アムステルダムに次ぐ同州第 2 の規模を誇りま

す。この街に到着したらまず、ガイド付きのウォーキングツアーに参加し、趣のある庭

園と伝統的なクロウステップド・ゲイブル（階段状になった切り妻）の建物群を訪れま

しょう。

街中を流れる小さな運河が、この建物群の魅力を一層引き立てています。



ハールレムとオランダの歴史を物語るガイドの案内に従って街歩きを続けていると、市

庁舎がある街の中心地、マルクト広場（中央市場広場）に到着します。

ここで、ユネスコの世界遺産に登録されている聖バーフォ教会を各自訪問します。

壮麗なステンドグラスに彩られたこの教会の中には、モーツアルトやヘンデル、メンデ

ルスゾーンなど数多くの有名音楽家たちが演奏した、世界 大級のパイプオルガンがあ

ります。

古都ハールレムの中心で各自自由時間を楽しんだあと、バスに乗り、エイマイデンへの

帰路につきます。

アムステルダムのチューリップ観光
Tulips of Amsterdam 

ツアー番号： IJM003 
ツアー料金： 大人＄79～ 子供＄28～ 
所要時間： 5 時間 
食事： 無

アムステルダムとデンハーグの間に広がる「砂丘と球根地域」。

ここに、「ヨーロッパの庭」とも呼ばれる世界 大のフラワーガーデン、キューケンホ

フ公園があります。

キューケンホフ公園は、チューリップの花が咲く春のみ開園する期間限定の公園です。

だからこそアムステルダムの旅は、春が断然おすすめ。

オランダ語で「キッチンガーデン」を意味する「キューケンホフ」。

かつて、この地に住んだヤコバ伯爵夫人（エノー女伯）のハーブガーデンとして使用さ

れていたため、この名前が付けられました。

現在では、総面積 32 ヘクタール (80 エーカー) の園地に、芝生、小川、湖、そしてさま

ざまな展示会や見本市が開催されるパビリオンがあり、舗装された歩道で結ばれていま

す。毎年、公園の芝生や木々の緑を背景に、チューリップ、ヒヤシンス、スイセンが色

とりどりの花を咲かせ、鮮やかな色彩のコントラストを生み出します。

公園に到着してすぐに、自由行動となりますので、美しい春の花園をご自分のペースで

散策していただけます。春の喜びに満ち溢れる、春爛漫のフラワーガーデン。

それぞれテーマの異なる庭園を巡りながら、700万株以上の様々なチューリップや花々

が織りなす、ほとばしる色彩の競演をご堪能ください。                         

噴水や水辺の風景が、より一層公園の魅力を引き立てています。



ブルージュを味わう
A Taste of Bruges 

ツアー番号： IJM001 
ツアー料金： 大人＄84～ 子供＄32～ 
所要時間： 2時間45分 
食事： 無

ガイドの説明に耳を傾けながら、フランドル地方の風光明媚な田園風景を車窓に眺めて

いると、ブルージュに到着します。

このツアーでは、街のみどころを散策するウォーキングツアーや運河を巡るボートライ

ド、お買い物（自由時間）を楽しんでいただけます。

この歴史ある街並みに足を踏み入れた瞬間、美しい中世の都にタイムスリップしたかの

ような錯覚にとらわれます。

街を流れる運河沿いに築数百年の歴史的建物が立ち並び、その間を縫うように石畳の路

地が張り巡らされています。

ガイドの案内に従って、絵画のように美しい街並みを散策します。

かつての同業者組合の建物、ギルドハウスに囲まれたマルクト広場では、鐘楼ベルフラ

イや市庁舎、ゴシック様式の聖血礼拝堂（外観のみ）を観光。

その後、このツアーのハイライトでもある「運河ボートライド」へ。

歴史の薫り漂うロマンチックな運河のある街並みを、ボートに揺られながらゆっくりと

巡ります。

自由時間は、ブリュージュの街を自由に見て回りながら、さまざまなショップや土産物

店でお買い物をお楽しみください。

ベルギーチョコレートや、精緻に織り上げられたタペストリー、そしてもちろん世界的

に有名なベルギーレースなど、欲しい物は尽きません。

風光明媚な街巡りとチョコレート
Scenic Villages and Chocolate 

ツアー番号： IJM203 
ツアー料金： 大人＄70～ 子供＄32～ 
所要時間： 4時間 
食事： 無

フランドル地方ののどかな田園風景を眺めながら車を進め、典型的なフランドルの街、

ダンメに向かいます。ここで歴史の面影を色濃く残す、風情ある街並みを散策します。

自由時間をとりますので、ゆっくりと街歩きを楽しんだり、カフェで一息ついたり、思

い思いの時間をお過ごしください。

様々な種類や銘柄があるベルギービールが有名ですので、ぜひ味わってみましょう。

ダンメを後にし、歴史都市ブルージュのふもとへ車を進め、街を取り囲む堂々とした中

世の城壁と風車を車窓から眺めます。



その後、誰もが楽しみにしているこのツアーの見どころ、ルーズ・チョコレートへ立ち

寄ります。

ここはブルージュで 大規模を誇るチョコレートショップのひとつです。

ブルージュから車を南へ走らせ、穏やかな街並みが広がるロッペムへ。

この町の見どころは、なんと言っても美しいロッテム城。

均整の取れた独特のスタイルが特徴的な、ネオゴシック様式の建築物で、建物と内装

は、建設当時のそのままの姿を留めています。

ロッテム城の歴史は 1856 年まで遡ります。 

当時、のちに城主となるシャルル・ファン・カレン男爵とその妻、サビナ伯爵夫人が、

イギリス人建築家エドワード・ウェルビー・プジンに城の建設計画を打診し、その設計

を依頼。

その後、ベルギー人建築家ジーン・ベスーンがこのプロジェクトを買取り、フランドル

地方の特徴的な建築スタイルを取り入れました。



ブルージュ

ブルージュ自由散策（半日）
Free Time in Bruges - Half day 

ツアー番号： ZE1200 
ツアー料金： 大人＄55～ 子供＄18～ 
所要時間： 4時30分 
食事： 無

景観を楽しみながらブルージュの中心地へ向かい、各自思い思いのペースで中世の美しい古都

を半日間満喫します。景観ドライブでは、街の散策を計画するための地図が配布されます。

街のはずれに到着すると、ガイドはみなさまの自由散策の計画を立てるお手伝いをするために

1時間ほど駐車場に残りますので、お気軽にご質問ください。 
その後は、各自でご自由に街散策をお楽しみください。

石畳の道を歩きながら、中世フラマン様式の建築物を見て楽しんだり、静かな水路にそっての

運河クルーズを楽しんだりと思い思いの時をお過ごしください。

勿論ショッピングで掘り出し物を探したり、数多くあるカフェやレストランでくつろぎながら

道行く人々を眺めたりと、様々な楽しみが味わえます。

ベルギーは美味しいチョコレートの産地としても有名なので、数多くあるチョコレートショッ

プに並ぶありとあらゆる種類の中からお土産に相応しい品々を選ぶこともできます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。バスが市の中心地に入れないことからゼー

ブルージュから出発したバスは駐車場で停車します。

バス駐車場から市の中心地までは石畳で舗装された道を20～30分歩きます。途中数段の階段が

あります。 

ブルージュでの自由時間終了後の集合場所は、下車した時と同じバス駐車場です。

ゲント自由散策
Ghent On Your Own 

ツアー番号： ZE1183 
ツアー料金： 大人＄55～ 子供＄25～ 
所要時間 ： 5時間 
食事：  無

フラマン地方のゲントは16世紀頃にはパリに次ぐ勢力のあった都市で、中世とルネッサンス

芸術の重要な中心地でした。

ハイウェイを走る1時間のドライブ中に、ガイドからナショナル・ジオグラフィック誌が世界

で も生粋の歴史が生き残っている都市と認定したゲント市の地図を受け取ります。



ゲントに到着した後、ガイドが市の中心地にご案内します。過去が現代でもそのまま存在して

いることを実感する事でしょう。

古い川の港と、有名な聖ニコラス教会タワー・鐘楼タワー・聖バーフ大聖堂タワーの“3タワー

揃い踏み”が見られる聖ミヒエル橋を散策します。 
ガイドと共に聖ヴァボ広場に到着した後は、自由散策となりますのでそのままの歴史が残った

都市を心ゆくまでご堪能ください。

個人経営のチョコレート店やパン屋やデリ、おしゃれなブティックが並ぶ古い道を散策した

り、教会、宮殿や大聖堂といった中世の建築美を探訪したり、狭い中世の路地を歩きまわった

りとご自由にこの都市の魅力ご堪能ください。

ご案内：このツアーはバスのご利用と徒歩にて行われます。市の中心地からバス駐車場までは

石畳で舗装された道を20～30分歩きます。これは市内への交通規制の為で、やむを得ないこ

とをご了承ください。

このツアーはガイドによる案内ありません。また食事、飲み物、各施設への入場料は料金に含

まれません。



シェルブール

渓谷の眺め 
The Saire Valley 

ツアー番号： CHE009 
ツアー料金： 大人＄76～ 子供＄49～ 
所要時間： 4時間 
食事： 無

ノルマンディーの田舎道を走行し、可愛らしいル・ヴァストの村を通りラ・ペルネルへ向かい

ます。コタンタン半島の東海岸を一望できるスポットで停車するので、そこからの絶景をお楽

しみください。

そして景観ドライブでは牡蠣の主要な養殖所で、人気のあるサン・ヴァースト・ラ・ウーグー

のマリーナへ向かいます。

ガイドと一緒にこのチャーミングな小さい町を散策します。港を守る要塞はラ・ウーグー海戦

で敗戦した後の17世紀に造られました。 
自由時間がありますので地元の店を覘いたり、カフェのひとつでリラックスするのもよいでし

ょう。

ウィリアム征服王時代から英国とフランスを繋ぐ重要な役割を担ってきたバルフルールの港も

訪れます。

徒歩観光の後、シェルブールに戻る前にこの町を散策する自由時間があります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。比較的平らな地面を約1時間半歩きます。

2013年10月からフランス法規制2011－1335が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の

地上手配業者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ2換算量）を提

示することが求められています。

キュナード社でもこの試みに進んで参加しています。これについては現地ツアーオペレーター

により計算されています。

各カーボンフットプリントについてバス1台につき乗客が40名と見込んで算出されており、お

客様のカーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。

このツアーでのカーボンフットプリントは乗客1人に付き二酸化炭素量が1．8kgs-co2 と計算

されています。



アーグ岬 
Cape La Hague 

ツアー番号： CHE025 
ツアー料金： 大人＄64～ 子供＄46～ 
所要時間： 4時間 
食事： 有

オモンヴィル・ラ・プティットを抜け、村々や農家を通りながら、フランスでは も小さいと

されている漁港ラシーヌ港へ向かいます。

ラ・ブランシャール救命艇で有名な、沿岸警備隊の駐屯地があるグリーに到着する前に、短時

間の写真撮影をお楽しみください。

この救命艇はノーマン海岸とオルダニー島の間を流れる激しい潮流にちなんで名付けられまし

た。

ヨーロッパで も高い崖の1 つであるネ・ド・ジョブールを訪れます。 
ここからアーグ岬、ベ・デカルグランやチャンネル諸島の景観をお楽しみください。

シェルブールに戻る途中、青々としたノルマンディーの地方の景色をご覧ください。

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。

グリーへの移動時間は約45分です。 

コタンタンＤデイ上陸ビーチ
Cotentin D Day Landing Beaches 

ツアー番号： CHE024 
ツアー料金： 大人＄86～ 子供＄62～ 
所要時間： 5時間30分 
食事： 無

オーバーロード作戦は大規模な戦略でその計画に10か月も要しました。 
1944年6月4日作戦が開始され1944年8月25日に終結しましたが、ノルマンディー地方全土に

爪痕を残しました。

今日でもノルマンディーの人々には兵士達の勇敢な命が記憶され、ノルマンディーの軍墓地、

戦場や博物館にて追悼されています。

ノルマンディーの田舎を眺めながらドライブし、アズヴィルにてドイツ軍の掩蔽壕を見学しま

す。

4つあった小要塞は無傷のまま現存しています。狭い通路が張り巡らされたここに駐屯した

170名の兵士の日常生活について習います。 
ユタビーチでは写真撮影や70年前に兵士達が猛攻撃を行った海岸に立つ機会があります。シ

ェルブールに戻る前に、落下傘部隊だった兵士ジョン・スティールのパラシュートが引っかか

った尖塔のあるサン・メール教会に立ち寄ります。                                    
彼は死んだふりをして2時間もぶら下がったままでしたが、ドイツ軍の捕虜となりました。



教会の尖塔にはマネキンが記念として吊るされています。その事件は映画「史上 大の作戦」

に描かれました。

パラシュートが開いた形をした特徴ある建物が空挺博物館です。

Ｃ-47型航空機やワーコ・グライダーなどの展示、写真や記念品などを鑑賞しましょう。 

ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、サン・メール教会では石畳の道や、ユタビーチ

では砂利や砂の上を歩くことが含まれる約2 時間半の徒歩観光が含まれます。 
歩きやすい平底の靴をお勧めします。

2013年10月からフランス法規制2011－1335が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の

地上手配業者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ2換算量）を提

示することが求められています。

キュナード社でもこの試みに進んで参加しています。

これらについては現地ツアーオペレーターにより計算されています。

各カーボンフットプリントについてバス1台につき乗客が40名と見込んで算出されており、お

客様のカーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。

このツアーでのカーボンフットプリントは乗客1人に付き二酸化炭素量が3kgs-co2 と計算され

ています。

ノルマンディー・シードルとバタービスケット
Normandy Cider & Buttery Biscuits  
ツアー番号： CHE021        
ツアー料金： 大人＄80～ 子供＄58～ 
所要時間： 4時間30分 
食事： 有

ノルマンディーには、地元産の上質な食材によって育まれてきた、豊かな食文化の伝統

が息づいています。この地方は、バターやクリーム、世界的に有名なチーズなどの乳製

品をはじめ、ブランデー「カルヴァドス」や食前酒「ポモー」、美味しいシードルの原

料となるリンゴの産地としても知られています。

ノルマンディーの緑豊かな田園風景を眺めながらドライブを楽しんでいると、テオ・カ

ペル醸造所に到着します。

この醸造所は 1981 年にシードルを初めて醸造。現在は、シードルとブランデーのカルヴ

ァドスを主に醸造しています。醸造所の見学自体は短時間で終わりますが、見学が終わ

った後、カルヴァドスやシードル、ポモーのテイスティングをお楽しみいただけます。

続いて車は、ソルトスヴィル＝アン＝ボーモンへ向かい、人気のパティスリー「メゾ

ン・デュ・ビスキュイ」を訪問します。

伝統的なベーカリーとして 1903 年に創業したこの家族経営のお店は、その品質の高さと

秘伝の自家製レシピにより、年々人気が上昇。

その成功を経て、1980 年代にメゾン・デュ・ビスキュイを開業。2010 年にはショップ

を拡大しました。



店内で紅茶やコーヒー、ホットチョコレートとともに、自家製のビスケットを味わった

後は、ショップの各エリアを自由に見て回りましょう。

そして再び、絵画のように美しいノルマンディーの田園風景を車窓から眺めながら、シ

ェルブールへの帰路につきます。

リトルトレイン＆シテドゥラメール
Little Train & Cité de la Mer 

ツアー番号： CHE026 
ツアー料金： 大人＄50～ 子供＄35～ 
所要時間： 4時間30分 
食事： 無

シェルブールの街をゆっくりと観光した後、魅力あふれるシェルブール海洋博物館を訪

れるツアーです。

シェルブールの見どころを、チャーミングな列車型のミニバスに乗って観光します。ガ

イドの説明に耳を傾けながら、広大な港湾エリア、個性あふれる建物が立ち並ぶ街の中

心地、そしてエマニュエル・リエ公園を巡っていると、まるでタイムスリップした気分

に。

その後、シテドゥラメール（シェルブール海洋博物館）で深海の世界の魅力に迫りま

す。博物館では、興味深い展示が各種開催されていますので、ご自分のペースでお楽し

みください。特に、マルチメディア・ディスプレイや 17 個の水槽を設置した、3 フロア

を占める「オーシャン・オブ・ザ・フューチャー」の展示は、見応えがあります。

一般公開されている潜水艦の中で世界 大の大きさを誇る「ル・ルドゥタブル」では、

艦内に足を踏み入れ、エンジンルームや操縦室、キャビン、魚雷発射管室を見学しまし

ょう。

豪華客船タイタニックをテーマにした企画展では、優美なタイタニックの世界を堪能で

きます。復元された客室や感動的なインタラクティブ展示など、興味深い展示をご覧い

ただけます。

タシウー島の魅力
Tatihou Island 
ツアー番号： CHE027 
ツアー料金： 大人＄75～ 子供＄35～ 
所要時間： 4時間15分 
食事： 無

サン＝ヴァースト＝ラ＝ウーグの沖合に浮かぶ、“大きな小島”、タシウー島の魅力探訪ツ

アーに出かけましょう。

水陸両用の「ダック」バスに乗り込んで、小さな海峡を横断し、深緑の海に囲まれたタ

シウー島へ。

これまで軍事的、科学的、教育的に重要な役割を担ってきたタシウー島。



知識豊富な地元ガイドの案内で、この島の 300 年に渡る豊かな歴史を紐解いていきま

す。圧倒的な威圧感を放つヴォーバンタワーでは、目の前に広がる雄大な海のパノラマ

に心を奪われるひとときを。

かつて島の沿岸要塞として建てられたこの塔は、現在ユネスコの世界遺産に登録されて

います。

タシウー島海洋博物館では、17 世期の「バルフルール岬とラ・オーグの海戦」で難破し

た数々の船から回収された遺物が展示されており、ルイ 14 世時代の帆船戦艦の様子がう

かがえます。

島にはまた、砦に囲まれた緑豊かな庭園があります。

庭園の中を歩いていると、さまざまな種類の海鳥たちを見ることができます。

ここは、年間を通して海鳥や渡り鳥たちの繁殖地や休息地になっています。

モンサンミッシェル観光
Mont Saint Michel 

ツアー番号： CHE022 
ツアー料金： 大人＄99～ 子供＄82～ 
所要時間： 9時間 
食事： 無

ゆったりとバスの背もたれに揺られながら魅力あふれるノルマンディーの田舎を約2時間30分
ドライブし、「西洋の驚異」と呼ばれているモンサンミッシェルに向かいます。

どの季節に訪れても島の環境、深い歴史と建築美と忘れられない印象を与えます。

モンサンミッシェルに到着し、古い家々やレストラン、小さなお店が並ぶ曲がりくねる石畳の

歩道を上っていきます。

麓から頂上までは約365段の階段があると言われており、夏になると土産物を販売する屋台で

賑わいをみせ、まるで中世の熱のこもった巡礼路といった趣となります。修道院はノルマンデ

ィー建築の傑作です。

修道院内部の有名な食堂では修道士たちの生活様式や、空と海からも浮かんでいるような美し

いゴシック様式の回廊をご覧ください。

城壁を訪れ、歩哨の歩道からは湾や修道院の庭園の素晴らしい眺望が楽しめます。

この中世の町では男性も女性も商店主の伝統を守り、このユニークな思い出に残る滞在を求め

る訪問者や巡礼を千年以上も世話を続けています。

種類豊富なお土産には銅製品、陶器、磁器やバタークッキーやその他ノルマンディーの特産が

見つかるでしょう。

自由時間がありますのでお土産物など探すことができます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。小石道や上り坂、石畳や400段の階段を含

む約2時間の徒歩観光です。 
ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

2013年10月からフランス法規制2011－1335が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の

地上手配業者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ2換算量）を提

示することが求められています。



キュナードでもこの試みに進んで参加しています。

これらについては現地ツアーオペレーターにより計算されています。

各カーボンフットプリントについてバス1台につき乗客が40名と見込んで算出されており、お

客様のカーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。

このツアーでのカーボンフットプリントは乗客1人に付き二酸化炭素量が7．68kgs-co2 と計算

されています。

バイユー・タペストリー
Bayeux Tapestry 

ツアー番号： CHE003 
ツアー料金： 大人＄93～ 子供＄62～ 
所要時間： 5時間30分 
食事： 無

瑞々しい緑が生い茂った草原と、りんごから作る良質なブランディーのカルバドスが生産され

るりんご園が有名なコタンタン半島の中心地をドライブします。バイユーではバイユー・タペ

ストリー博物館を訪れます。

バイユー、またはクイーン・マチルダと呼ばれているタペストリーの全長は約66メートル

で、ノルマン人がイングランドを征服した物語が描かれています。

宮廷に於ける生活からヘイスティングでの戦いでウィリアムが征服に成功した時の様子に至る

まで詳細に描写された58の絵から成り立っています。 
この作品は現存する中世の作品としては も正確で鮮明な記録であると考えられていて、当時

の服装や船舶、武器や一般の生活様式に関する詳細な知識を得ることができます。

ウィリアム征服王のお気に入りであったバイユーの町をガイドと一緒に歩いて探訪しましょ

う。

Ｄ-デイに連合軍に占領された為に戦争での大きな被害を蒙らずに済みました。 
見事に保存された中世やルネッサンス時代の建造物を見学し、1077年に完成した巨大なノル

マン･ゴシック様式のノートルダム寺院を訪れます。

シェルブールに戻る前に短時間の自由時間があります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。バイユーまでのドライブ時間は約1時間30分
です。

比較的平坦な道を約2時間30分歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。 
2013年10月からフランス法規制2011－1335が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の

地上手配業者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ2換算量）を提

示することが求められています。

キュナードでもこの試みに進んで参加しています。これらについては現地ツアーオペレーター

により計算されています。

各カーボンフットプリントについてバス1台につき乗客が40名と見込んで算出されており、お

客様のカーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。

このツアーでのカーボンフットプリントは乗客1 人に付き二酸化炭素量が4．46kgs-co2 と計

算されています。



英国軍が上陸した海岸
The British Landing Beaches 

ツアー番号： CHE002  
ツアー料金： 大人＄152～ 子供＄105～ 
所要時間：    9時間 
食事 :             有 

シェルブールから絶景を楽しみながらベヌービルへ走行し、ペガサス橋を見ます。

1933年に架けられた橋は1993年に運河から移されました。 
この橋は 初に大陸フランスで架け替えられた橋で、6年の間空き地に保管されていました。

今日ではペガサス記念公園で展示されています。

上陸記念博物館は小さな村、アロマンシュ・レ・バンにあり、Ｄ-デイ上陸を記念していま

す。オーバーロード作戦時の連合軍の英雄的犠牲精神や偉業をたたえる短いフィルムを見まし

ょう。

また、6月6日の朝、連合軍の戦艦を攻撃したドイツのロング砲台も見学します。ロングは海

岸線の砲台としては大砲を備えた唯一の物で“大西洋の壁”の大砲の配置の状況が良く分かり

ます。

昼食はワインと共に地元の料理を味わいます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。シェルブールから上陸海岸までのドライブは

約2時間です。約2時間平坦な地を歩きます。 
踵が低く、歩き易い靴をお履きください。

2013年10月からフランス法規制2011－1335が発効し、フランスから始まる又は終わる旅行の

地上手配業者はお客様へカーボンフットプリント（温室効果ガスを含めたＣＯ2換算量）を提

示することを要求されています。

キュナードでもこの試みに進んで参加しています。これらについては現地ツアーオペレーター

により計算されています。

各カーボンフットプリントについてバス１台につき乗客が40名と見込んで算出されており、

お客様のカーボンフットプリントは正確な乗客数とは異なる場合があります。

このツアーでのカーボンフットプリントは乗客1人に付き二酸化炭素量が6．65kgs-co2と計算

されています。



オプショナルツアーご利用規約 

ツアーの安全 

ご予約条件（米国からのお客様の場合は「旅行規約」）とこれらのご利用規約は、オプショナ

ルツアーに関するお客様へのキュナードの責任を規定するものであり、オプショナルツアーの

手配は、それらを条件として提供されます。 

キュナードはオプショナルツアーサービスを提供せず、現地の委託ツアー業者によって催行さ

れます。お客様は、委託ツアー業者独自の利用規約に従っていただく場合もございます。お客

様の健康、安全、快適さが 優先事項であるため、キュナードでは委託ツアー業者の選定に細

心の注意を行使し、委託ツアー業者には、損害保険を含む独自の安全管理システムを順守し、

すべての関連する地方、国内および/または国際基準と法律を順守することを求めています。

現地のツアー業者が不適切である、または安全でないと判断しない限り、オプショナルツアー

は天候にかかわらず、行われます。ツアーの説明を良く読み、ご自身の安全と同伴する参加者

の安全のために妥当な予防策をとってください。 

上記の重要情報を必ずお読みください。キュナードはお客様が被ったいかなる損失、損害、ま

たは怪我に対しても、キュナードの法的義務の違反から生じた場合を除き、責任を負いませ

ん。キュナードは、いかなる場合においてもツアー業者よりも大きな責任を負いません。ま

た、キュナードは、ツアー業者の過失行為や怠慢について責任を負いません。キュナードは、

船内で行われたすべての医療行為をお客様にご請求します。 

また、陸上での病院訪問の費用もお客様の負担となります。キュナードは、オプショナルツア

ーの参加中に購入された商品について一切の責任を負いません。陸上での購入は、お客様と売

り手の間でのみ行われます。 

オプショナルツアー料金 

オプショナルツアーの料金は米ドルで表示され、予告なしに変更されることがあります。出発

日や時刻により価格が異なる場合があり、定員制です。オプショナルツアーを予約し、支払い

を済ませた後に料金が変更となることはございません。事前予約されたオプショナルツアー

は、クルーズ出発前に有効なクレジットカードに請求されます。出航後に予約されたオプショ

ナルツアー料金は、船内アカウントに追加されます。チケットはお部屋にお届けします。キャ

ンセルは寄港地への到着の 48 時間前までに行ってください。オプショナルツアーの料金は通

常、大人（13 歳以上）、子供（出港時に 3～12 歳）、または車両ごとに課金されます。ほと

んどの場合、2 歳以下の幼児は膝に座らせる場合、無料ですが、予約は必要です。参加に 低

年齢 が設定されている場合は、ツアーの詳細に記載されているか、予約時に通知されます。

18 歳未満の未成年者には成人が同伴する必要があります。 



ツアーの時間と旅程 

提供されるツアーは船や入港日によって異なります。公開された時間や期間はおおよそで、

終的な旅程と港への到着によって異なります。ツアーは船のデイリー・プログラムにてご案内

いたします。確定された出発時間は 後の車両が埠頭から出発する時間です。訪問順序が変更

される場合もございます。移動手段の場所まで一定距離歩行する場合がありますので、予めご

了承ください。 

オプショナルツアー 

オプショナルツアーは先着順で受け付けております。お選びになったツアーが定員に達してい

る場合は、キャンセル待ちすることができます。キャンセル待ちのお客様がツアーに参加する

ことができるようになった場合、お客様に代わって予約を行い、料金を船内アカウントにチャ

ージいたします。チケットは自動的に届けられます。 

キャンセルと返金 

乗船後、寄港地に到着する 48 時間前までにキャンセルされたすべてのツアーに 10％のキャン

セル料が発生します。 

返金は支払いカード（cunard.com/ yourbooking で予約した場合）または船内アカウント（船

上で予約した場合）に行われます。48 時間以内でもキャンセルすることは可能ですが、返金

はできません。 

キャンセル時にツアーチケットをツアーオフィスにお戻しください。 低催行人数に満たない

場合、キュナードはオプショナルツアーをキャンセルすることがあります。この場合、別のツ

アーをご提供するか、全額返金いたします。キュナードは運営上または商業上の理由などを含

め、何らかの理由でオプショナルツアーをキャンセルまたは変更する権利を留保します。この

理由でオプショナルツアーをキャンセルした場合、全額返金いたします。 

移動 

キュナードは選択した交通機関や現地ガイドが 善のものであることをお約束します。しか

し、標準は少なからず異なり、ある寄港地で 高ものと別の寄港地で 高のものとは異なる場

合がございます。すべての車両がエアコン付きの観光バスになることを保証することはできま

せん。また、観光バスの代わりに車、タクシーや一般バスを使用することもあります。段差が

大きいことがあるため、乗車時や降車時はご注意ください。同じバスに乗車したいグループの

お客様は、ツアー参加時に常に行動を共にするようにしてください。ツアーバス内は禁煙で

す。携帯電話はマナーモードに切り替えてください。特に記載がない限り、飛行機の座席はエ

コノミークラスです。 



プライベートツアーの移動 

階段を上ってバスに乗車することができるお客様は、お選びになったオプショナルツアーの詳

細をお読みいただき、個人的な条件に適しているかをご確認ください。 

一般的にフルサイズの観光バスは、折りたたみ可能な小型の電動カートおよび/または手動の

車椅子を乗せることができますが（バスごとに台数に限りがございます）、バスの運転手が介

助することはできません。 

ミニバスや路面電車を使用するツアーには、このような移動補助用品を乗せることはできませ

ん。単独でのツアーをご希望の場合は、埠頭近くにタクシーを呼ぶことができます。 

車椅子の介助は船の出入口（ギャングウェイ）でのみ提供しています。 

上陸船（テンダー）にて上陸する場合、車椅子を使用されるお客様や歩行が困難なお客様は、

ご利用できない場合がございます。ツアーのご予約前にテンダーの利用が必要かをご確認くだ

さい。乗船後、ツアーオフィスによりご提案をさせていただきます。 

情報の変更 

パンフレットやウェブサイトの情報は、公表時の計画と意向です。そのため、この情報は変更

される可能性があります。大幅な変更があった場合には、可能な限り事前にお知らせいたしま

す。パンフレットやウェブサイトの写真はイメージであり、機材などは提供されるものと異な

る場合がございます。 

全ての情報は My Cunard 内でご覧いただけます。（英語のみ） 

情報更新や変更があった場合、 新情報は My Cunard よりご覧いただけます。 

英語版と翻訳版（日本語版）で相違や矛盾が発生する場合、英語版が優先するものとします。 
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