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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 
【健脚度：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。 
 
【健脚度：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。 
 
【健脚度：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。 

 

 

・ 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。 
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【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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チビタベッキア  
CIVITAVECCHIA 
 

 
ローマ自由観光 

ROME ON YOUR OWN                      

ツアー番号：ROM004 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄４７～(３～１２)                  
所 要 時 間：約９時間 

 

この文化遺産に満ちた都市を散策してゆくにつれて、過去の陰が訪問者の背中に忍び寄ってきます。フ
ォロ・ロマーノ、コロッセオ、パンテオンといった古代の遺跡と華麗なヴァチカン、トレヴィの泉の魔
力と数千の花が咲き乱れる広場の温もり、それら全てのイメージが融合して永遠の都が造りだされてい
るのが分かります。 
バスでローマ市内に到着後、すぐ終日自由観光となり、思い思いにローマの探訪をお楽しみいただきま
す。数々のお店や見みたり、近くのレストランでイタリア料理を味わったり、ローマ市内を見て周り、
新たな発見したりご自由にお過ごしください。 
このツアーは、参加者それぞれで自由に思うままに観光内容を決め、お好きなだけローマの魅力を存分
に味わっていただくものです。 
自由に散策後、決められた時間に集合場所にお集まりいただき、バスで船が停泊するチベタベッキアに
戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩きやすいウォーキングシューズと飲料水のボ

トルの携行がお勧めです。このツアーには、ガイド、昼食、入場料は含まれていません。車中
でローマ観光地図が配られます。ローマ市内の移動は公共の交通機関が利用できます。ユーロ
をご持参ください。主要クレジット・カードがお使いになれます。ローマ市内では長時間の駐
車が禁じられている為、万一集合時間に遅れてもお待ちする事が出来ません。集合時間をまも
り集合場所には余裕をもって到着する様に計画して下さい。自由行動の出発地点はサン・ピエ
トロ広場に隣接する多層階のジャニコロ・カーパークです。チビタベッキアーローマ間の移動
は片道約１時間半を要します。 

                                             
 
ローマの宝物 

TREASURES OF ROME 

ツアー番号：ROM020 
ツアー料金：大人＄１５７～ 子供＄１１４～(３～１２) 
所 要 時 間：約９時間 
          
チビタベッキアからバスで高速を利用しローマの中心に向かいます。 
ローマに到着後、ローマの最高建築の一つコロッセオを見学します。内部に入場すると古代ローマの栄
華がどれだけのものだったか、容易に想像がつきます。展望地点からは、かつて７６の出口や大理石の
観客席と動物や剣闘士達が出番をひそかにまっていたあの地下通路などがある巨大アレーナをご覧い
ただけます。コロッセオから僅かな距離にあるフォロ・ロマーノへ徒歩で移動します（外観のみの見学）。
かつて全ローマ帝国の重要事項の決定が行われていた元老院の遺構をご覧ください。 
トレビの泉ではコインを後ろ向きで投げると再びローマに戻れるというロマンチックな伝説を試して
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みましょう。次に巨大な柱と荘厳な半球状のドームのパンテオンを外観より見学します。そして自由時
間を設けますので、魅力的なナボーナ広場でお店やブティックを覗いたり、各々お楽しみください。イ
タリア式の昼食で観光で消費したエネルギーを補いましょう。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。徒歩と立ち見による相当量の観光が含まれます（合計約

６時間）。ヒールのない履きなれた靴を着用ください。教会へはきちんとした服装でご入場く
ださい。訪問順序は現地の都合により変更になる場合があります。 

                                             
 

コルフ島 

CORFU 

 
コルフ島ハイライト                
CORFU HIGHLIGHTS 
ツアー番号：CFU002 
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄１９～(３～１２) 
所要時間 ：約４時間 
 
バスの背にゆったりと身体を預けて、美しいパリオカストリッツア村へと続く山道へのドライブをお楽
しみください。切り立った崖とゴツゴツした岩場の岬は所々に銀白色の砂の入り江とエメラルド・グリ
ーンの森の間から点在します。海岸に突き出ている崖の頂上には聖母マリアに捧げられた荘厳な修道院
が建てられています。美しく手入れされた庭園と、１８世紀に遡るビザンチン様式の修道院をご覧くだ
さい。 
次の訪問地は、コルフ島の中心部にあるヴェネチアの要塞です。ガイド同行で狭い通路を歩き市民公園
やクリケット競技場、そしてコルフで最も有名な聖スピルドン教会などを見て回ります。ここからは自
由行動となり更に観光を続けるか、数多くあるオープン・カフェで行きかう人々を眺めるなど、思い思
いの時をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。修道院には１５段の階段があり、約２７メートルの急な

上り坂を歩いていただくことになります。コルフの旧市街は、凸凹のある地面を歩く徒歩によ
る観光ですが、旧市街では約１時間の散策タイムをおとりします。歩き易いウォーキングシュ
ーズをお勧めします。修道院の内部はフラッシュ撮影が禁止されている他、半ズボンでの観光
は許されません。女性は肩を覆う服装が求められます。またこのツアーでは随所にヘアピンカ
ーブがありますので、めまい症の方はご注意ください。 

                                             
 
コルフ島気まま観光                                                              
LEISURELY CORFU  
ツアー番号：CFU004 
ツアー料金：大人＄５３～ 子供＄１８～(３～１２) 
所 要時間：約３時間半 
 
島の尾根をたどって今も伝統を守り続ける山岳の村々を訪れます。 
コルフ島の新要塞（ネオ・フルリオ）と目の覚める様な町の景観をみはるかす旧要塞（パレオ・フルリ
オ）を車窓にて楽しんだ後、田園地方に向かう前には、聖ミカエルと聖ジョージ宮殿や海沿いの遊歩道
（エスプラナード）やクリケット競技場なども車窓から見学し郊外に進みます。６か所の小さな入り江
の中心に、切り立った崖を背景にはオリーブやレモンや糸杉の並木に囲まれて絵の様に広がるリゾート、
パレオカストリッツァをカメラに収める絶好の機会でもあります。 
コルフ島特産のクム・クアット蒸留所の訪問で、金柑のリキュール試飲を楽しむ時には、また別の感覚
が刺激されることでしょう。この柑橘類の果物は、コルフ島のみで収穫され、最も有名な特産品の主原
料となっているのです。 
その後は時間が止まったような夢の様な山岳村のラコネス村を訪れ、全景をたのしむかたわら、狭い昔
からの路地やアーチの間を歩きまわったり、地元のパン屋さんで美味しいカプチーノを味わったりと思
い思いの時をお過ごしください。 
 
ご案内：パリオカストリッツアの村では起伏のある道路があり、クム・クアット蒸留所には数段の階段

があります。またこのツアーでは随所にヘアピンカーブがありますので、めまい症の方はご注
意ください。 
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小グループで回るコルフ宮殿巡り 
COLONIAL PALACES OF CORFU – SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：CFU008 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３５～(３～１２) 
所 要時間：約４時間半 
 
コルフ島はギリシャの島の中で最も樹木が茂り緑濃い景観を持つ島です。オリーブ、オレンジ、レモン
の木々が茂り、その間を高く優雅な糸杉が縁取る島の光景を見ればその事がすぐに納得できるでしょう。 
ガストゥリの村にはアヒリオン宮殿（別称皇妃エリザーベトの別荘）があります。この宮殿の美しさに
は誰もが強い感銘を受ける事でしょう。ここでは手入れの行き届いた庭園を散策し、美しい草花や彫像
の数々をご鑑賞ください。特にドラマチックな死際のアキレス像は見逃せないものです。 
モン・レポス宮殿はエリザベス女王の夫君でエディンバラ公フィリップ殿下が誕生した場所です。現在
宮殿はパレオポリス博物館に生まれ変わり、考古学発掘調査で発見された様々な遺物が展示されていま
す。美しい庭園に囲まれた敷地内には古代ギリシャの神殿と、ビザンチン時代の町が見られます。高台
から眺める息を呑む様な地中海の絶景がこの場所に更なる美しさをつけ加えています。 
途中地元のお店で休憩を取り、軽い飲食を楽しみながらリラックスしたひとときをお過ごしください。 
その後はコルフの旧要塞で停車し、美しい旧市街を背景にお写真を撮影いただけます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーはガイド一人に付き２５名までとなります。

ツアーは曲がりくねった道路のドライブが含まれる他、コルフの町の観光にはガイド説明がつ
きませんのでご注意ください。ご希望者はツアー後も町に残って自由に観光を続け、ご自分で
船に戻っていただく事も可能です。その際はガイドにその旨をお伝えください。アヒリオン宮
殿の庭園には５０段の階段があり階段には手すりがありません。ツアー全体には、徒歩による
観光が約 1時間含まれます。履きなれた滑り止め付きの靴をお勧めします。 

                                             
 

コルフ島クルーズと水泳体験（昼食付） 
CRUISE & SWIM 
ツアー番号：CFU009  
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３２～(３～１２) 
所 要時間：約７時間 
 
貸切ボートで、コルフ島北東部の沿岸をゆったりとクルーズするツアーです。沿岸に連なる小高い崖が
小さく静かな湾を見下ろし、その崖まではなだらかに起伏を描く草原が続いています。 
約１時間半のクルーズで、人里離れたリムノプウラというビーチに到着します。孤立したところにある
為、ビーチには脱衣所や洗面所などの設備はなにもありません。 
ビーチでリラックスしていただいている間にヨットのクルーによって船内に昼食場所が整えられます。
昼食の支度が整い次第、船にお戻りいただき、地元のワインと共に美味しい昼食をお楽しみください。 
昼食後はカシオピという美しい海浜リゾート地までボートでご案内いたします。ここでは村の散歩など、
存分に自由時間をお楽しみください。その後再びボートに乗り、アギオス・アルセニオス湾に向かいま
す。ここでも水泳をしたり、リラックスしたりと思い思いの時をお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーはボートで行います。水着とタオル、日焼け止めをお忘れなく。夏場の旅行シーズ

ンのビーチには他にも何艘かのボートが訪れているはずです。ビーチは小石だらけです。ボー
トは沖合いに錨を下しますので、ビーチに全ての私物をお持ちください。アギオス・アルセニ
オス湾で泳ぐには、ボートから直接深い海中に入っていただくことになります。下船の際は梯
子を下りて、水中を歩いて岸に向かう必要があります。安全上の理由から、ビーチや船上での
バーベキューは禁止されています。昼食はご出発前の朝に調理されています。オープンデッキ
のスペースには限りがあり、全て自由席となっています。 
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コルフ名所巡り（昼食付）                                                    

THE BEST OF CORFU  
ツアー番号：CFU010 
ツアー料金：大人＄１０２～ 子供＄４７～(３～１２) 
所 要時間：約７時間 
 
最初に訪れるのは数ある地中海の絶景の中でも群を抜いて美しいといわれるパリオカストリッツア村
です。この村の丘が連なる海岸線に抱かれ、オリーブやレモンの木々で縁取られた信じられない程美し
い青緑色の海の色を持つ６箇所の小さな入江には誰もが感動せずにはいられないでしょう。その後短い
ドライブで崖の上に突き出した形で建つ聖母マリア修道院を訪ねます。１８世紀に建てられたこの修道
院は周囲の比類の無い美しさを引き立てるすばらしい景観を誇っています。 
 
続くガストゥリの村ではアヒリオン宮殿を訪ね小高い丘の上に広がる彫像群で有名な庭園を散策しま
す。このコロニアル風の宮殿は「００７ユア・アイズ・オンリー」の舞台ともなりましたので思い出す
方もいるでしょう。高台にある庭園には有名な死際のアキレスの彫像がある他、眼下の絶景も見逃せな
いものです。 
 
コルフ中央の山麓の丘に位置するワイナリーではギリシャ伝統料理の昼食が供されます。周囲の景色を
鑑賞しながら、一杯のワイングラスを傾け、美味しい昼食を味わいながらコルフ島の人々による民族舞
踊ショーをお楽しみ下さい。 
 
コルフの町の観光にはガイドが同行し、町が醸し出すエレガントな雰囲気に存分にひたっていただく事
ができます。ツアーは町の旧市街を抜けて聖スピリドン教会に向かいます。教会の小さな礼拝堂にはこ
の島の守護聖人が眠る光り輝く銀色のお棺が安置されています。 
 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ツアーの大部分の平坦な道路を１時間半歩く行程が含ま

れます。修道院には１５段の階段があり、アヒリオン宮殿の庭園には５０段の階段があります。
修道院訪問の際は女性は肩を覆う服装が求められ、男女とも半ズボン等は避けていただき、適
切な服装を心掛けてください。 

                                             
 

グリファダ・ビーチでのひと時 
GLYFADA BEACH ESCAPE 
ツアー番号：CFU014  
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄１８～(３～１２) 
所 要時間：約６時間半 
 
往復送迎バスを利用し、島で一番人気の高いグリファダ・ビーチに向かい、日光浴を楽しんだりリラッ
クスしたり、海で泳いだりして約５時間をそれぞれお過ごしください。 
グリファダ・ビーチは叙事詩オデゥッセイアの後記にオデュッセウスが故郷イタカ島に戻る途中に立ち
寄った所と言われています。 
ビーチにはカフェテリアや売店がありますのでお飲物などお買い求めいただけます。有料でサンベット
とパラソルの貸し出しもありますので、現地通貨をお持ちください。 
 
ご案内：このツアーはバスの移動となります。ビーチへは約 140メートル程歩いていただきます。日焼

け止め、帽子、タオルと現地通貨をお忘れなくお持ちください。ビーチでは現地業者がウォー
タースポーツなど勧誘していますが、こられはキュナード社とは一切関係はありません。 
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コルフ観光とワイナリー探訪 
CORFU SIGHTS & WINERY 
ツアー番号：CFU015 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２６～(３～１２) 
所 要時間：約４時間半 
 
 
パレオカストリッツァには、オリーブや糸杉やレモンの樹木に縁取られた、海に沿った小高い丘の内側
や岬に隠された信じられない程美しい青緑色の海水が満ちた小さな入り江が６個所あります。伝説によ
れば、この地こそオデュッセウスが最後の難破の後、ナウシカに出会った場所と言われています。ここ
では崖の上に建つ修道院で、現在でも修道士たちが暮らしている聖母マリア修道院を訪問します。１２
２８年に建立された修道院ですが、現在残っている建物は１８世紀に改築されたもので、他に較べるも
のが無い美しさを誇っています。 
テオトキー農園は肥沃なロパ渓谷の中に位置し、この島で一番古くから住み着いた一族の住いとなって
いる所です。この農園では島で１，２を争うワインの名品と、誰もが追い求める絶品のオリーブ油を生
産しています。屋敷の中でワインとオリーブ油の製造過程を見学した後、地元産のチーズや焼きたての
パン、そこで取れたオリーブやオリーブ油などと共にワインの試飲をお楽しみいただきます。勿論ここ
でお好みのワインやオリーブ油を購入することも出来ます。 
コルフ・タウンは観光客で賑わうエレガントな町で、チャーミングな魅力を見せる一方、目まぐるしい
面もあり、絵の様に美しい中世の雰囲気と、近代的なリゾート地としての便利さを兼ね備えている所で
す。ガイド同行の旧市街観光の後、各自思い思いに散策出来る自由時間が設けられています。 
ツアーには短時間、島の守護神を祭る聖スピリドン教会の外観見物や独特な形をした鐘楼の見学が含ま
れます。 
 
ご案内 ：このツアーはバスと徒歩で行います。コルフ旧市街の観光は徒歩でのみ行われ、平坦な道路

を徒歩での観光していただきます。修道院訪問では聖地訪問に敬意を払った服装を心がけてく
ださい。女性は肩を露出しない様にショールなどで覆うことが必要で、短パン姿は男女とも許
されません。聖母マリア修道院へは１５段までの階段があります。修道院内部でのカメラ及び
ビデオ撮影は禁止されています。 

                                             
 

小グループで回るコルフ宮殿とコルフ島の田舎巡り 
ROYAL & RURAL CORFU – SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：CFU016 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄３２～(３～１２) 
所 要時間：約４時間半 
 
ガストゥリの村にはアヒリオン宮殿（別称皇妃エリザーベトの別荘）があります。この宮殿の美しさに
は誰もが強い感銘を受ける事でしょう。ここでは手入れの行き届いた庭園を散策し、美しい草花や彫像
の数々をご鑑賞ください。特にドラマチックな死際のアキレス像は見逃せないものです。 
コルフの山の頂にひっそりとたたずむ美しい緑に揺れる松、杉やオリーブの木々で覆われたコルフの山
頂に伝統の村カト・ガロウナがひっそりと佇みます。古いオリーブ工場の中にある小さな博物館を訪れ、
オリーブオイルの伝統工法をご覧ください。伝統を引き継ぐ最後の工芸家による手織りのカーペット制
作の実演を行います。最後にこの美しい静かな村を散策するお時間を設けます。 
地元のタベルナで焼き立てのパンとオリーブオイル、フェタチーズとサラミなどのおつまみと歓迎のワ
インと共にご賞味ください。その後はコルフの旧要塞で停車し、美しい旧市街を背景にお写真を撮影い
ただけます。このツアーはコルフ・タウンのガイド説明がつきませんのでご注意ください。希望者はツ
アー後も町に残って自由に観光を続け、ご自分で船に戻っていただく事も可能です。その際はガイドに
その旨をお伝えください。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。このツアーはガイド一人に付き 25 名までとなります。

アヒリオン宮殿の庭園には５０段の階段があり階段には手すりがありません。バスの昇降地点
から村の外れまで約 180メートル歩きます。村は山の斜面に円形広がるため小さな博物館や村
の散策には段差や階段の上り下りをしていただく必要があります。 
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コルフ島リゾートでのひと時 
CORFU RESORT GATEWAY 
ツアー番号：CFU017  
ツアー料金：大人＄４５～ 子供＄１８～(３～１２) 
所 要時間：約６時間半 
 
コルフ島は数多くあるギリシャの島々の中でも植物が青々と茂る肥沃な島で、島北部へドライブしてい
くとその違いがよく分かります。肥沃な田舎に進んでいくと素朴で美しい島の側面が開けてきます。コ
ルフ島北部沿岸に広がる大きな砂浜のビーチ、カラマキビーチは遠浅の海と整備された施設があること
から家族連れには最適です。約２時間の自由時間を設けておりますので、太陽の下ゆったりと寛いだり、
透明な海で水遊びなど、それぞれお楽しみください。 
コルフ北東端にあり小さく綺麗な入り江には素晴らしいリゾート村のカシオピがあります。バー、カフ
ェテリア、タベルナが数多く並び、海岸通りには小さなビーチが広がります。約２時間の自由時間があ
りますので、この美しい村の散策をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバスで行いますがガイド案内はありません。バスから下車いただいて、ビーチへ

は約１４０メートル程歩いていただきます。港への帰路は部分的に曲がりくねった道を通りま
す。サンベットやビーチパラソルはこのツアーには含まれていません。水着の着用、タオルと
日焼け止めをお持ちください。昼食や飲み物やサンベットを借りる為に現地通貨のユーロをお
忘れなくお持ちください。夏はビーチが大変混み合います。このツアーをお申し込みされる前
にショアエクスカーション冊子のシンボル“海やビーチで行われるツアー”欄をご覧ください。 

                 
 

コトル（モンテネグロ） 

KOTOR 

 
 
モンテネグロのリヴィエラ観光 
MONTENEGRO RIVIERA 
ツアー番号：KOT001 
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄１８～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
モンテネグロ沿岸の、数限りなく続く湾や島々とビーチの美しい自然について多くの人々に語り継がれ
ています。小さな半島に位置するブドヴァ市には歴史的な遺跡が沢山残っています。１５世紀に造られ
た石壁で囲まれた旧市街の狭い通路や広場をぶらぶらお散歩するのも楽しいでしょう。ブドヴァでの自
由時間ではショッピングをしたりカフェでくつろいだりと思い思いの時をお過ごしください。 
コトルに戻る道中ではモンテネグロ沿岸の絶景をお楽しみいただけます。コトルに到着後ガイド同行の
徒歩観光が始まります。UNESCOの世界遺産に登録されたこの都市では、１２世紀建立の聖トリプン大聖
堂や海洋博物館を訪問します。セルビア正教会である聖ルカ教会は外側からの見学となります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。徒歩による観光が約１時間半含まれ、一部石畳みの道路

がありますので、歩き易い靴でご参加いただくことをお勧めします。大聖堂と海洋博物館の入
口には数段の階段があります。 

                                             
 

歴史に彩られたモンテネグロ観光 
HISTORIC MONTENEGRO 
ツアー番号：KOT002 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２０～(３～１２) 
所 要時間：約５時間半 
 
まずは徒歩観光にて古都コトル旧市街の魅力を十分に味わっていただきます。 
 
その後は観光バスに乗り車窓の風景を楽しみながら、クリスタックの展望台を目指します。この展望台
は９１５メートルの高台にあり、アドリア海で唯一のフィヨルドがある美しいボカ湾を見晴らすことが
できます。ここから内陸に向かい、ニジェケシの村で、自家製のチーズや、ハムの燻製、地元産のブラ
ンディやワイン（又はソフトドリンク）などの試食を楽しんでいただきます。 
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その後、モンテネグロのかつて首都であったツェティニェを訪れ、モンテネグロの最初で最後の国王だ
ったニコラ王の宮殿を観光します。観光後は再びブドヴァ・リヴィエラ沿岸のパノラマを楽しみながら
帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。徒歩による観光が約２時間含まれます。山岳ドライブで

は２５か所のヘアピンカーブがありますので、めまい症の方にはお勧めいたしません。二コラ
王宮殿内部の撮影は禁止されています。 

                                             
 

徒歩によるコトル観光 
DISCOVER KOTOR ON FOOT 
ツアー番号：KOT003 
ツアー料金：大人＄３４～ 子供＄１２～(３～１２) 
所 要時間：約１時間半 
 
モンテグロの最も美しい湾に沿って広がるのがコトルです。保存の行き届いた旧市街は１２世紀から１
４世紀にかけての典型的な中世時代の雰囲気をそのまま残している所です。中世の建造物や記念碑の
数々とその豊かな文化を受け継いている所から、コトルは UNESCO歴史文化遺産に登録されました。 
ガイド同行の徒歩観光では、網の目の様にめぐらされた狭い道路や広場を巡り、中世の息吹きを感じて
いただきます。広場の１つにはローマ文化からの遺跡でコトルのシンボルでもある聖トリプン大聖堂が
あります。その他にも１３世紀建立のセルビア正教会である聖ルカ教会や１７世紀建立の王子の宮殿、
そしてナポレオン劇場などの見どころがあります。 
その後海洋博物館を見学した後は自由時間となりますので、それぞれ思い思いの観光をお楽しみくださ
い。 
 
ご案内：このツアーは徒歩での観光で約 1時間半歩きます。大聖堂と海洋博物館の入口には数段の階段

があります。セルビア正教会の聖ルカ教会、王子の宮殿、ナポレオン劇場は外観のみの見学と
なります。 

                                             
 
ぺラスト観光とボカ湾の絶景 
PERAST & BOKA BAY 
ツアー番号：KOT004 
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄１５～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
ツアーの最初では、連続した４つの海峡からなるボカ湾の絶景を見ながら穏やかな海面を渡る船でのク
ルーズをお楽しみいただけます。湾の４方向は高い崖で囲まれていて、アドリア海の群青色を映し出し
ています。 
湾に深く入り込んだ場所にある二つの小島のひとつ岩礁の聖母島（Our Lady of Rocks）にはバロック
様式の教会が建っています。伝説によれば、この小島は古代の誓いを守り続けた船乗りたちによって何
世紀にも渡って形成されたものだといわれています。船乗りたちは航海に成功して無事帰還すると感謝
の祈りをこめてこの湾に岩を供えたのです。それが数百年間続く頃には岩が山の様に盛り上がってきて
小島を形成する様になったのだということです。岩礁の聖母はここで見ることができます。教会内には
１７世紀のぺラスト出身の画家の手による６８枚の油絵が飾られていますが、その中で最も有名なのは
９メートルもある巨大な“聖母マリア昇天図”です。 
岩礁の聖母島を見学した後は、ペラストというのどかな町を訪ねます。この町はモンテネグロで最も良
く保存されたバロック様式の町で、１７世紀から１８世紀の建造物が建ち並んでいます。ペラストは宗
教的モニュメントの豊富さでも知られ、１５世紀から１７世紀に建てられた聖二コラ教会がその代表的
なものです。ぺラスト観光では海洋博物館の見学も見逃せません。 
 
ご案内：このツアーはボートと徒歩で行います。徒歩での観光が約１時間半含まれます。博物館の内部

には階段があります。 
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モンテネグロ名所巡り 
BEST OF MONTENEGRO 
ツアー番号：KOT006 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄２２～(３～１２) 
所 要時間：約５時間１５分 
 
コトルでは知識豊富なガイドの案内にしたがって徒歩で中世都市を巡ります。聖トリプン大聖堂は数世
紀にわたり建設が続けられ、最終的に完成したのが１１６６年の事でした。聖堂内部は値段のつけられ
ないほど貴重な芸術作品や地元の金銀細工師による見事な建具や内装を見ることができます。 
人気のある海洋博物館には大航海時代に描かれた海にまつわる絵画や船の模型、美術工芸品や航海具な
ど数多くの展示品が見られます。 
その後、車窓からの絶景を楽しみながらバスでニジェクシ村の方向に向かい、美しいボカ湾を見下ろし
クリスタック展望台で停車します。モンテネグロの西部に位置するボカ湾は、ヨーロッパでも最高に素
晴らしい自然港として知られています。紺碧に輝くアドリア海の透明な海面に広がる連結した４つの海
峡と７つの島があります。 
そこから南方向に進むとニジェクシ村に到着します。ここは地方都市特有の建造物が元のままの形で保
存されている村で、国立公園の一部となっているロブチェン山の斜面に位置しています。地元民のおも
てなしぶりも伝説的なもので、燻製ハムを製造している燻製小屋を訪問し、焼き立てのパンと一緒に供
される自家製のハムやチーズの試食をお楽しみいただけます。更に地元のワインやブランディの試飲も
見逃せません。 
 
ご案内：このツアーにはバスと徒歩で行います。徒歩での観光が約１時間半含まれ、石材などで舗装さ

れてはいますが起伏のある道路を歩きます。大聖堂と博物館入口には数段の階段があります。
山岳ドライブには２５か所のヘアピンカーブがありますので、めまい症の方にはお勧めできま
せん。 

                                             
 

青の洞窟と RIB ボートアドベンチャー 
BLUE CAVE ＆ RIB ADVENTURE 
ツアー番号：KOT011 
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄５４～(８～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
高速レジャー用ゴムボート RIBに乗って、スリルを味わいながらコトル湾を疾走するツアーです。 
水面を波を切って進む間、目の覚める様なコトルや周辺の島々の絶景をお楽しみいただけます。 
ツアーのハイライトは青の洞窟観光です。モンテネグロ沿岸でもとても素晴らしいことで有名なこの洞
窟は、隠れた自然の造形美を誇ります。晴れた日には、太陽の光が海面に反射して、様々な色合いの青
や群青色が広がってゆきます。停泊中には透き通る海水の中で水泳を楽しむことも可能です。 
その後は、ザンジス・ビーチの近くにある小さな村を訪ねます。ウェルカム・ドリンクで喉をうるおし
ていただいた後は、約２時間の自由時間がありますので、太陽の下で思いっきりリラックスして日光浴
や水泳を楽しんだり、また地元のレストランでランチを味わうこともできます。このすばらしい経験を
お見逃しないように。 
 
ご案内：このツアーはレジャー用ゴムボート RIBで行います。参加人数に限りがありますのでお早めに

お申し込みください。背中や首に問題がある方、高速でバウンドが激しくクルーズに体調が合
わない方にはお勧めいたしません。また妊婦の方、８歳未満のお子様は参加いただけません。
救命胴衣が支給されますので乗船中は常時身に着けている必要があります。ツアーご参加の前
には水着を身に着け、タオルと日焼け止めをご持参ください。サンベットとビーチパラソルが
ご利用いただけます。お買い物の際、クレジットカードは使えませんので飲み物または昼食を
ご購入予定の方はユーロをご持参ください。悪天候の際は、青の洞窟の観光が中止になる場合
がありますのでご了承ください。 
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オフ・ロード、ジープ・サファリ体験 
OFF ROAD JEEP SAFARI 
ツアー番号：KOT012 
ツアー料金：大人＄９４～ 子供＄４６～(８～１２) 
所 要時間：約５時間半 
 
４輪駆動ジープで、ロブチェン国立公園内の未踏の山中に分け入り、新たな発見をお楽しみいただくス
リル満点のドライブ・ツアーです。 
４輪駆動車に乗り中世城砦都市コトルを抜けて、驚くほど美しいボカ湾の景色を楽しみながら、幾度も
のヘアピンカーブを超え、曲がりくねった山道を上ってゆきます。 
ロブチェン国立公園に到着後は、オフロードに踏み入り、国立公園の自然美の中に生い茂る樹木や草花
などを鑑賞しながらのドライブをお楽しみいただきます。公園の中で最も美しい場所と言われているの
がロブチェン山の麓にあるイヴァノバ・コリタです。ここでは息を呑むような絶景を背景にした撮影タ
イムがあります。この緑したたる峡谷から更に上に向かいロブチェン山の斜面をたどってニジェクシ村
に到達します。ニジェクシ村では名物の燻製ハムやチーズなどの試食をお楽しみいただきます。 
帰路も同じくロブチェン山の曲がりくねった道路をくだりながら、眼前に広がる更に美しい景色をご堪
能いただきます。 
 
ご案内：このツアーは４輪駆動ジープで行います。バウンドの激しいドライブの為、怪我をしていたり

体調がよくない方にはお勧めしません。妊婦と８歳未満のお子様はこのツアーには参加いただ
けません。１台のジープの定員は５名で、ドライブ中はシートベルト着用が義務付けられてい
ます。山岳ドライブには２５か所のヘアピンカーブがありますので、めまい症の方にはお勧め
しません。グループ全体で１名のガイドがつく条件となっていますので、数台のジープを使用
の場合には先頭から後のジープへは無線ラジオでガイドの説明が流れることになります。 

                                             
 
ブドヴァのリビエラクルーズとビーチでのひと時（昼食付） 
BUDVA RIVIERA CRUSIE AND BEACH 
ツアー番号：KOT015 
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄３０～(３～１２) 
所 要時間：約６時間１５分 
 
景観を楽しみながらドライブしリゾートの村ブドヴァに向かいます。ここで遊覧船に乗り、海岸沿いの
クルーズが始まります。ゆったりと寛ぎながら絵葉書のような村々や美しいビーチを眺めながら美しい
景色を思い存分お楽しみください。 
高級リゾート地のスヴェティ・ステファンでのお写真撮影をお忘れなく。本土と狭い地峡でつながれた
小さな島にあり、この地域では美しさと知名度が高い場所の一つです。 
引き続きクルーズでベチチビーチにあるザ・クイーン・オブ・モンテネグロ・ホテル＆リゾートに向か
い、約３時間の自由時間を過ごします。1936年パリで開催された万国博覧会でこの３キロ続く砂浜と小
石のビーチは地中海で一番美しい海岸と賞されました。無料のサンベットに横になり日光浴やビーチに
あるリゾートのレストランで美味しい昼食などお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス、遊覧船と徒歩で行います。バドヴァへはバスで片道約４５分間の道のりで

す。約１５分の徒歩が含まれます。復路のバスの乗車に数段の段差があります。水着、タオル
と日焼け止めをお忘れなくお持ちください。サンベットとビーチパラソル（パラソルはお二人
に一つ）が含まれます。水泳の前のアルコール飲料はご遠慮ください。ビーチでは現地業者に
よるウォータースポーツなどを供給しています。これはキュナード社とは一切関係がありませ
ん。 
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ドブロブニク  
DUBROVNIK 
 
 
ドブロヴニク名所巡り 
BEST OF DUBROVNIK 
ツアー番号：DBV002  
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄１５～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
城砦の壁や、旧市街の瓦屋根、美しい町並みのパノラマの様な眺望を楽しみながらのドライブからツア
ーがはじまります。 
比類の無い美しさと豊かな文化遺産の数々から UNESCO の世界遺産に認定された市街を徒歩で楽しんで
いただきます。強固な塁砦やかつての砦は、建築技術と文化遺産の最高峰と称されています。 
徒歩にて総督邸(文化歴史博物館)やフランシスコ会修道院を通り、ドミニコ会修道院と大聖堂を訪れま
す。スポンザ宮殿、聖ブレイズ教会、鐘楼、オノフリオの大噴水などは外観の見学のみとなります。 
船に戻る前には、思い思いにショッピングを楽しんでいただく為の自由時間を設けてあります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となりまます。徒歩観光は大部分が平坦で滑らかな舗道を歩

いていただきます。博物館入り口には数段の階段がある所もあります。ヒールの無い歩きやす
い靴をお勧めします。 

                                                                       
 
陸と海からのドブロブニク観光 
DUBROVNIK BY LAND & SEA  
ツアー番号：DBV006  
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄２０～ (３～１２) 
所 要時間：約３時間半  
 
旧市街へのクルーズ中はゆったりと座席に座って船の動きに身をゆだね、息を呑む眺望を全身でお楽し
みください。クルーズ中お飲物を楽しみながらゆったりとお寛ぎ下さい。船が歴史のある旧ドックに停
泊する前には、中世の船乗りたちの気持ちになって豪快なロピリィエナッツ砦の威容を楽しんでいただ
きます。旧市街の中心地では足を伸ばし、ガイド同行でドブロブニクの観光名所を徒歩で訪ねて歩きま
す。様々な名所の中でもドミニコ会修道院と大聖堂見学は見逃せません。その他の名所、聖ブレイズ教
会、オノフリオの大噴水、聖ヴラホ守護聖人教会などは外観のみの見学となります。 
その後は自由行動で個人的に市街を散策したり、地元のカフェで飲み物をとりながらリラックスの時を
過したり思い思いに楽しんでいただきます。ツアーは再び美しい海岸線のハイウェイを通り、城砦都市
の壁や、古代からの瓦屋根、絵の様な町並みの景観を眺めながら帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはバスとボートで行います。観光の順序は交通事情などにより逆になり場合があり

ます。このツアーには約１時間石畳みの舗道を歩く行程が含まれます。1 時間の自由時間の間
の徒歩での散策はそれぞれの裁量におまかせます。船に乗り込む前に数段の階段が含まれ、徒
歩でのツアーでは傾斜のある道路を歩く場合があります。滑り止めのついた歩きやすい靴をお
勧めします。観光日に船がどの埠頭に停泊するかによって、長く埠頭を歩かなくてはならない
場合もあります。船がかなり遠くの埠頭に停泊した場合はバスでの移動となる場合もあります。 

                                             



 
 

11 

魅惑のツァブタットとドブロブニク観光 
CHARMING CAVTAT & DUBROVNIK  
ツアー番号：DBV007 
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄１５～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
ドブロブニクの高台へドライブし、上から旧市街の眺望を楽しみ、絵葉書の様な景観を楽しみます。そ
の後、風光明媚なドブロブニクのリヴィエラの東側にあるズパ渓谷を通り、クパリ、スレブレノ、ムリ
ニ、プラトといった美しいリゾート地を通り抜けます。クロアチアの最南端にある可愛らしい小村ツァ
ブタットは二つの半島に挟まった湾内に位置し、アドリア海沿岸では最も古い都市の一つとして知られ
ています。２，３の場所では豊かな文化と歴史の深さに加えて、豊饒な地中海の栄華の跡に、エメラル
ド色の海、新しい建造物が完璧な調和をなしているのを見る事ができます。美しい湾を見下ろす休憩所
で、ソフトドリンクを飲みながらリラックスしたひと時を過した後、自由時間を取り、棕櫚の木が並ぶ
プロムナードをそぞろ歩いたり、可愛らしい村の中を散策したり、ショッピングを楽しんだりと思い思
いの時を過していただきます。 
ドブロブニクに戻った後は、約１時間、それぞれ自由に市街の探索をしていただき後埠頭に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。バスの乗車地点からツァブタットの中心地までは約３０

０メートル徒歩で移動していただきます。自由時間の個人での散策は全て徒歩になり、その間
どの位歩くかは参加者の裁量におまかせします。舗道の一部には石畳みや傾斜のある箇所があ
ります。ツァブタットではソフトドリンクで喉を潤すだけの短時間の滞在となります。休憩所
での座席には限りがあります。交通の事情により休憩時間は、自由行動の後に設けられる場合
があります。 

 
                                             
 

ケーブルカー登山とツァブタット観光                
CABLE CAR & CAVTAT 
ツアー番号：DBV017 
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２２～(３～１２) 
所 要時間：約３時間半 
 
ドブロブニクで最初にケーブルカーが出来たのは１９６９年で、山頂からドブロブニクの旧市街とその
周辺の絶景を楽しむ為に長い間旅行者だけでなく地元の人々にも愛されてきました。１９９１年に内戦
が勃発するまで、２５０万人もの乗客がスルジ山山頂まで運ばれたという記録が残されています。残念
な事にケーブルカーは内戦中に破壊され長い間壊れたままに置き捨てられておりましたが、２０１０年
に再建され営業が再開されています。 
バスで麓の駅に向い、ケーブルカーにのります。ゴンドラが上昇するに伴い周囲に広がるクロアチア田
園地方の息を呑む様な絶景が視界に開けてきます。山頂からはドブヴニク市街の目の覚める様な絶景を
お楽しみください。 
 
その後はバスで西に向い美しい田園地方を抜けて、クロアチア最南端の町ツァブタットに向かいます。
二つの半島に挟まれた湾の中に位置するツァブタットは地中海特有の花々が咲き乱れる土地であると
同時にエメラルド色の海と絵の様な家並みが絶妙な調和を見せている町で長い歴史と文化遺産を誇る
町でもあります。 
埠頭に戻る前に思い思いのツァブタット観光をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはバス、ケーブルカー及び徒歩で行います。スルジ山山頂やカヴタトの町での徒歩

観光の時間は各自の自由選択となります。人気が高い名所の為ケーブルカーの駅では長い行列
が予想されます。 
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カヤックでの城壁周遊       
KAYAK AROUND THE CITY WALLS 
ツアー番号：DBV025 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３８～(８～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
旧市街の前にあるピレ門へ小ドライブの後、カヤックでの冒険が始まります。ガイドと合流し安全に関
する説明とカヤックの基本動作の説明を受けます。 
カヤックに乗り込み、先導するガイドの後ろにつづき、クリスタルのように透明なアドリア海へパドル
を漕ぎ始めます。荘厳な城壁沿いを通りロクムル島に進み、ゆったりと島の周りをカヤックで回りまし
ょう。隠れた洞窟ビーチのベティナに立ち寄ります。ゆっくりと休憩をしたり海に入りリフレッシュを
したりしていただく機会があります。 
ビーチにて寛いだ後、再びカヤックを漕いでドブロブニクに戻り、バスで船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはバスとカヤックで行います。２時間のカヤックの時間があります。シーカヤック

は安定しており、２つ座席があるシットオントップカヤックです。８歳未満のお子様や妊娠中
の方は参加いただけません。参加者は泳ぎが得意で健康な方に限ります。帽子、サングラスと
濡れてもいい靴、タオルとオイルが含まれない日焼け止めをお持ちください。更衣室やトイレ
はないので、水着は事前に着用しご参加ください。救命胴衣を着用いただきます。所持品を入
れる防水容器を貸し出しがありますが、身の回りの物は最小限にお願いします。ツアー後旧市
街に残る方は各自の責任で船にお戻りください。 

 
                                            
 

エラフィッティ諸島・島めぐり観光 （昼食付）       
ELAPHITE ISLAND HOPPING  
ツアー番号：DBV027 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄２９～(３～１２) 
所 要時間：約７時間半 
 
エラフィッティ諸島は地中海と亜熱帯の植物帯が広がる美しい島々の集合体です。このツアーでは諸島
の中で代表的な３つの島、コロチェップ、シパン、ロプッド島を訪れます。 
１６００年頃の貿易船を模した観光船に乗りこみ、目の覚める様な絶景を楽しみながら、美しいコロチ
ェップ島に向かいます。島全体が緑濃い松の木の森で覆われているコロチェップ島は、手つかずの自然
美がそのまま残る静かな島です。ここではオリーブの樹林を縫っての散歩や、小さな教会の見学、ある
いは透明なアドリア海での水泳などをお楽しみください。 
次の訪問地はシパン島（別名＝黄金島）となります。この島はエラフィッティ諸島で一番大きな島で、
最も肥沃な島でもあります。静かな島内を歩いて回ったり、１５世紀頃にドブロブニクの貴族たちが建
てた夏の別荘を見て回ったりと思い思いの時をお過ごしください。 
その後再び船に戻り、船内でお魚のグリルランチを楽しみながら、最後の停泊地ロプッド島へ向かいま
す。海運の島として長い伝統を誇り、美しい砂浜を持つロプッド島はエラファイト諸島の中でも最も人
が訪れる人気のある島です。ここではビーチで日光浴を楽しんだり、透明な海で水泳をしたり、のんび
りと周りの光景を楽しんだりと自由なひとときをお過ごしください。 
 
ご案内：このツアーは観光船で行います。水泳をご希望の方は水着の着用と、タオル、日焼け止めをお

忘れなく。ビーチに脱衣所はありません。ビーチ・チェアとパラソルはツアー代金に含まれま
せんが、ロプッド島には有料レンタルがあります（現地払い）。ビーチでは各種ウォータース
ポーツ機材のレンタル・ショップがありますが、キュナード社とは一切関係がありません。 
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小グループ 城壁歩き       
WALK THE CITY WALLS-SMALL GROUP TOUR 
ツアー番号：DBV034 
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３６～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
海岸線を通る高速道路を通り光り輝くアドリア海とユネスコ世界遺産に登録されたドブロブニク旧市
街が一望できる展望ポイントまでドライブします。旧市街に入り、ご自身の足で街の大きさと９００年
の町の歴史を城壁の上から発見しましょう。この古い街を丸く取り囲む長さ約２．４㎞の城壁を歩きま
す。途中ガイドが町の歴史や城壁建築などの興味深い事実をご説明します。城壁の上から塔、堡塁、砦、
遠くには田舎の景色や海岸沿い、魅力的な赤褐色の瓦屋根などが一望でき古いドブロブニクの比類の無
い光景を発見いただけるでしょう。 
そして船に戻る前にそれぞれ観光やお買物など自由時間をお楽しみください。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行います。城壁には数多くの階段と坂があり、滑りやすく手す

りのない場所を歩きます。日焼け止め、帽子とヒールのないの歩きやすい靴を着用ください。
ツアー中ペットボトルのお水が配られます。 

                                            
 
ゲーム・オブ・スローンズ 徒歩観光       
GAME OF THRONES WALKING TOUR 
ツアー番号：DBV035 
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄６０～(３～１２) 
所 要時間：約５時間半 
 
ジョージ・マイケルの小説‘氷と炎の歌’を原作にしたアメリカの人気テレビシリーズのドラマ‘ゲー
ム・オブ・スローンズ’は愛と宗教、殺人と伝説が混ざり合う物語で多くの視聴者を夢中にさせていま
す。中世の城壁都市ドブロブニクは七王国の首都で架空の都市キングスランディングの公式ロケ地です。 
船より短時間の移動で旧市街に到着し徒歩観光が始まります。お気に入りの登場人物の足跡を知識豊富
なガイドの案内で多くの血みどろの戦いが繰り広げられた‘赤い王城レッド・キープ’ロブリィエナッ
ツ要塞に向かいます。１１世紀に建てられたこの城から素晴らしい‘ブラックウォーター湾’の眺めが
楽しめます。そして第１シーズンでバラシオンにより攻撃を受けた城壁の上に登ります。想像力をフル
に使いここで撮影された光景を心の中に描きましょう。 
ツアーの最後に第３シーズンで荘厳なキングスランディング宮殿の重要な撮影地だったトレステノ庭
園の景観をドライブしながら向かいます。熱帯植物や木々や低木が数多く植えられています。 
 
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われ、階段の上り下りを含む徒歩観光が３時間含まれます。

撮影地を訪問し、撮影セットは訪問しません。すべての撮影地は撮影後、元通りにされていま
す。このツアー参加人数は限られますので、お早めにお申込みいただくことをお勧めします。 

                                            
 
サンセットクルーズ       
SUNSET CRUISE 
ツアー番号：DBV037 
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄４６～(３～１２) 
所 要時間：約３時間 
 
１６世紀のガリオン船を模して造られたガリオン・ティレナ号に乗船し、素晴らしいサンセットクルー
ズに出発します。歴史を感じる船に乗り込みドブロブニク沿岸を航行し、ラパド半島から緑あふれるダ
クサ入江の間を通ります。有名なエラファイト諸島とペトカの丘が途中ご覧いただけます。夕暮れ時、
地平線に沈みゆく太陽を眺めながらシャンパングラスを傾け、素敵なひと時をお過ごしください。 
旧市街に近づき、ダンスの修道院と石造りのロブリィエナッツ要塞を通過し、どっしりと構える城壁が
見えてきます。旧市街で下船し大理石の通りを散策したり、バーやレストランで寛ぐなど、自由時間を
お楽しみください。そして再び船に乗り、ライトに照らし出された城壁を眺めながら帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーは船と徒歩で行います。日の入りが見られるかどうかはその日の天候状況によりま

す。船の接岸位置により船から観光船へは徒歩で移動していただきます。観光船が遠くに接岸
している場合はバスで船乗り場まで移動します。船に乗る際、数段の階段があります。ツアー
に参加する前に夕食をお済ませいただくことをお勧めいたします。 
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ベニス 

VENICE 

はじめてのベニス                                                             
AN INTRODUCTION TO VENICE 
ツアー番号：VCE001 
ツアー料金：大人＄８７～ 子供＄６０～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
ゴシック式アーチや大理石のファサードで有名なドゥカーレ宮殿はベニス一の威容を誇る代表的な建
造物です。金張り格子スタッコ付きの大階段やドゥカーレ伯爵の居室は一見の価値があります。有名な
“溜息の橋”（囚人がこの橋を渡れば二度とこの世に戻れないと溜息をついた故事から）の上からは宮
殿に設けられた牢獄を覗き見ることができます。サンマルコ広場は大きな官公庁の建物群や魅力的なカ
フェに囲まれた広場で、広場一杯にオープン・カフェの椅子が並べられ、１日中観光客や鳩たちが憩い
の時を過しているのが見られます。広場の時計塔の屋根の頂上には仕掛け細工がありブロンズ像のムー
ア人が交互に銅鑼を打ち鳴らして時を告げるのが見られ、９６．８メートルの高さの鐘楼がヴェネチア
の町を見下ろしているのが見えます。サンマルコ寺院は世界で最も美しい建物のひとつで、華麗な彫刻
が施されたロマネスク様式のエントランスの正面ファサードには、それぞれ黄金色のモザイク装飾があ
るアーチが施され、アーチの上には５のドラマチックなドームが見られます。ガイドは内部に入るのが
許されていないので、建物の外で詳しい説明をしてくれます。時間が許せば船に戻る前にサンマルコ広
場周辺で自由にショッピングをお楽しみいただくか、近くのおしゃれなカフェでリラックスしたり思い
思いにお過ごしください。 
モーターボートで移動の間、ベニスを歩いて観光する場合の見所や名所の案内をいたします。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行われ、立見観光がほとんどです。ヒールの無い歩きや

すい靴でご参加いただくことをお勧めします。ドゥカーレ宮殿では全体で１００段以上の階段
を上り下りする事になります。手荷物は入り口のクロークにお預けください。宮殿およびサン
マルコ寺院の内部ではカメラ及びビデオ撮影は禁じられています。寺院内部訪問の場合は適切
な服装を心がけてください。常に長い行列の後ろに並ばなくてはならず、時間に余裕が無く内
部に入れない場合もあります。日曜の午前中は礼拝が行われている為、教会内部には入れませ
ん。高潮の期間中、サンマルコ寺院は予告なく閉鎖される場合があります。 

                                             

ヴェネチア島巡りとゴンドラ体験  
VENETIAN ISLANDS & GONDOLA RIDE 
ツアー番号：VCE002 
ツアー料金：大人＄９８～ 子供＄６０～(３～１２) 
所 要時間：約４時間半 
 
モーターボートでヴェネチア･ラグーンの間を縫ってアルセナーレ（国立造船所）、サン・ピエトロ・デ
ィ・カスティーリョ教会とサンエレナを訪ねます。サンマルコ海盆から大運河の入り口の広々とした眺
望を楽しむ事ができます。１６世紀から始まったガラス工芸で有名なムラーノ島は小さな島ですが、世
界中に質の高いムラーノ・ガラスの名前を広めてきました。ツアーではムラーノ・ガラスの工場を訪ね、
吹きガラスの実演を見たり、ショップでお買い物を楽しむ事ができます。サン・ジョルジョ島ではベニ
スの教会の中でも最も印象深い教会のひとつのサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会を訪ねます。内部
の装飾はどちらかと言えば質素ですが、ティントレットの最高傑作“最後の晩餐”と“マナの収拾”他
の名画を見る事が出来るのです。その後ベニス名物のゴンドラに乗り、細い運河や沢山の橋げたの間を
揺れながらロマンチックな気分にひたります。ヴェネチアで最も有名な移動手段であるゴンドラで水面
を滑る様に進みながら、他では得がたい体験を味わってみましょう。 
ゴンドラ体験後は少し歩いてモーターボートに戻り、船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボート、ゴンドラ及び徒歩で行います。ムラーノ島のガラス工場では１

５段の階段の上り下りがあり、お手洗いも階段を使う事になります。ゴンドラの船着場までは
石畳みの道路を１５分程歩いていただきます。また乗船待ちの行列に並ぶことになるでしょう。
ゴンドラ乗船には機敏な動きが必要です。大雨や強風、潮の満干によってはゴンドラ乗船が出
来ない場合があります。一隻のゴンドラに乗れるのは６名までで、ガイドは付きません。必ず
ヒールの無い滑り止め付きの靴をお履きください。サン・ジョルジョ教会内部を訪問する場合
は適切な服装を心がけてください。礼拝が行われている場合は内部に入る事が出来ず、また予
告なく閉鎖される場合もあり、内部の写真撮影は禁じられています。運行状況により見学順序
は逆になる事もあります。 
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ベニス・パノラマ・ツアー 
VENETIAN PANORAMA 
ツアー番号：VCE003 
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３５～(３～１２) 
所 要時間：約２時間半 
 
モーターボートでジュデッカ運河を渡りサン・ジョルジョ・マッジョーレ島に向かいます。その後ラグ
ーンを南下してサン・セルボーロ、サン・ラザロに向かいます。 
更に細長い島でヴェネチアのラグーンとアドリア海を分断する位置にあるリド島の一部を回りこみ、こ
こでレ・ヴィニョーレ島とサンテラズモ島を分断している狭い運河に入ってゆきます。そこからガラス
工芸で有名なムラーノ島の景観を楽しみます。ヴェネチアに戻る前には、巨大な壁が聳えている造船所
アルセナーレを水上から見物します。かつてこの場所はヨーロッパで最も繁栄した産業地区だったので
す。その後は１９世紀初頭までベニス随一の大聖堂だった古いサンピエトロ・ディ・カスティージョ教
会を水上から見学します。サンマルコ海盆に近づくにつれてサン・ジョルジョ島、サンマルコ広場、そ
して遠くに大運河の姿が見えてきます。 
 
案内： このツアーは、モーターボートでクルーズしながら眺望を楽しむツアーで、停船して名所を見

物する観光は含まれていません。船のタラップを使用した乗下船に支障がある方にはお勧めし
ません。大型の個人所有の大型ボートは大運河航行が禁止されていますので、使用されるモー
ターボートで大運河を渡る事はできません。またボート内にはお手洗いの設備がありません。
ボートの座席は固い板のみでクッションなどはありません。見学の順序は運行状況により変わ
る場合があります。 

                                             
 
徒歩でベニスの隠れた名所を探訪するツアー                                                      
HIDDEN VENICE WALKING TOUR  
ツアー番号：VCE005 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄４９～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
ガイド同行で新発見の旅が始まります。狭い路地や人ごみで溢れかえる広場、数々の小さな渡り橋、美
しい建物などを歩いて見物しながら、ベニスという都市の性格と魅力を形成する様々な場所を見つけて
回ります。１４世紀の巨大な建造物サンタ・マリア・グロリオーサ・ディ・フラーリ教会のファサード
をご覧ください。シンプルな外観ながら白い大理石の柱廊玄関と小尖塔がアクセントになって建築美を
生み出しています。サンポーロ広場はヴェネチアで一番古く、一番大きな広場で、中世期はここで数々
の儀式が行われ、野外劇なども上演されていました。 
リアルト橋は以前は木製の橋でしたが、何度も崩れかけた為石造りのものに代えられました。大運河を
渡る４つの橋の一つでベニスでの最も有名な橋です。 
サン・ジョヴァンニ・エ・パオロ広場はベニスで一番記念碑の多い広場です。ここにはベニスのゴシッ
ク建築の中で代表的な建造物サンティ・ジョヴァンニ・エ・パオロ教会が建っています。 
足が疲れたら近くのカフェでソフトドリンクのサービスをお楽しみください。その後は徒歩でモーター
ボートの停泊場所に戻り、船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行います。ヒールの無い歩きやすいウォーキングシュー

ズがお勧めです。個人的に教会内に入る場合は、適切な服装を心がけ、肩や膝を露出しない
様にしてください。教会内での写真撮影は禁止されています。 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 

ドゥカーレ宮殿とゴンドラ体験 
 DOGES PALACE & GONDLA RIDE  
ツアー番号：VCE012 
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供＄８５～(３～１２) 
所 要時間：約４時間半 
 
ドゥカーレ宮殿のゴシック式アーチと精緻な彫刻が施された大理石のファサードをご覧ください。そこ
から中に入ると豪華な内装が施された贅をつくした部屋の数々、金張りの階段、ヴェネチアの大画家の
傑作が展示されている部屋などに目を奪われます。また溜息の橋からは宮殿内のいささか陰惨な印象の
宮殿内牢獄を覗く事が出来ます。 
サンマルコ広場の解放的な雰囲気も味わってみましょう。広場を取り囲む豪壮な建造物、政府官公庁の
建物、上空高く聳える鐘楼、そして華麗なサンマルコ寺院と並んで建つドゥカーレ宮殿、広場に立つだ
けでベニスの雰囲気を一瞬にして味わうことができます。世界で最も素晴らしい建造物と讃えられるサ
ンマルコ寺院の見事さに驚嘆してください。 
（内部観光にはガイドは同行しません） 
ベニス観光の最後を、ベニス魅惑的な運河をゴンドラに乗って楽しむことでしめくくりましょう。ヴェ
ネチア名物６人乗りのゴンドラに乗り、陸上からとは違った視点でヴェネチアの各名所を鑑賞してくだ
さい。時間が許せばツアーの終わりに、思い思いにショッピングや散策を楽しんでいただく自由時間を
設ける事があります。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行います。観光は基本的に徒歩で、立見観光が中心とな

ります。ヒールの無い滑り止めのついた靴でご参加頂く事をお勧めします。ゴンドラの乗り降
り時には迅速な行動が求められます。ゴンドラ乗船中はガイドが同行しません。悪天候の場合
ゴンドラ乗りは中止となります。ドゥカーレ宮殿では全体で１００段以上の階段を上り下りす
る事になります。手荷物は入り口のクロークにお預けください。宮殿およびサンマルコ寺院の
内部ではカメラ及びビデオ撮影は禁じられています。寺院内部訪問の場合は適切な服装を心が
けてください。常に長い行列の後ろに並ばなくてはならず、時間に余裕が無く内部に入れない
場合もあります。日曜の午前中は礼拝が行われている為、教会内部には入れません。高潮の期
間中、サンマルコ寺院が予告なく閉鎖される場合があります。 

                                             
 

夕暮れのゴンドラ体験…セレナーデを聴きながら                                                           

EVENING GONDORLA SERENADE  

ツアー番号：VCE014 
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄８５～(３～１２) 
所 要時間：約２時間半 
 
モーターボートでベニスの中心まで渡り、ヴェネチアの夜景をお楽しみください。ゴンドラの船着場ま
で少し歩き、ベニス名物のカラフルな手描き図柄で飾られた美しいゴンドラに乗りこみます。ゴンドラ
を漕ぐゴンドリエになる事はヴェネチア人の特権であり、それぞれ愛情を込めて手入れをする自分のゴ
ンドラに大きなプライドを抱いています。 
 
長い経験を持つゴンドリエが巧みに船を操って狭い運河を滑ってゆくにつれて、説明の要らない程美し
い光景が広がってゆきます。ゴンドラは優雅に石の橋の下を抜け、バルコニーのある運河沿いの建物の
間を縫って進んでゆきます。途中何隻かのゴンドラが合流してゴンドリエたちが楽しいセレナーデのミ
ニコンサートを披露してくれる頃には、ロマンチックな気分が頂点に達するでしょう。 
 
ゴンドラ乗船体験が終わり次第モーターボートに戻り、船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはゴンドラと徒歩で行います。ゴンドラの船着場までは石畳みの道路を２０分程歩

いていただきます。船着場では行列に並んで順番を待つ場合があります。ゴンドラの乗り降り
には十分に足元をご注意ください。乗り下りには機敏な動きを要求されます。必ずヒールの無
い滑り止め付きの靴をお履きください。ゴンドラに乗っている時間は３０分から４０分で、ガ
イドは付かず、道中の説明もありません。１隻のゴンドラには６名まで乗船できますが、夕暮
れのゴンドラ体験では１隻に４名までとなっています。このツアーは大雨で強風、潮の満干に
よっては場合には運行中止となる場合があります。 
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ムラーノ島ガラス工場見学とブラーノ島観光 
MURANO CLASS & BURANO  
ツアー番号：VCE022 
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄６９～(３～１２)  
所 要時間：約５時間  
 
モーターボートでヴェネチア・ラグーンに点在する島々を巡ります。サンマルコ付近ではドゥカーレ宮
殿、サン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の優美な外観を楽しみ、更にサンテレナ島、アルセナーレ、
サンピエトロ・ディ・カステッロ教会、そしてベニス市民全体の墓地の役割を果たしている島を見て回
ります。ムラーノ・ガラスにとって１６世紀は最も重要な世紀でした。それまでガラス作りの秘術が外
部にもれるのを防ぐ為に、完全に封鎖されていたこの島が解放された時代だったからです。そして高品
質で芸術性の高いムラーノ・グラスは世界中でもてはやされる様になったのです。ムラーノ・ガラス工
場を訪れ、熟練ガラス工の見事な吹きガラスの技をご覧下さい。またムラーノ・ガラス特有の色彩と形
を備えたガラス製品が陳列されている工場のギャラリーでショッピングもお楽しみください。 
ムラーノ島の訪問後は再びボートに乗りこみ、ブラーノ島に向かいます。この小さな漁村についてガイ
ドから説明を受けた後、上陸して鮮やかな色彩に塗られた家々やお土産店を見て周ります。ブラーノ島
は現在でも地元の婦人たちが編み上げている繊細なヴェネチアン・レース作りで有名な島です。埠頭に
戻る前にはブラーノ・レース・ギャラリーの見学もお楽しみいただきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩で行います。ツアー中は大部分徒歩での移動となります。

ヒールの無い歩きやすい靴でご参加いただくことを勧めします。ガラス工場では数個所階段を
上り下りする場所があります。ガラス工場でのデモンストレーションは数分でおおまかなガラ
ス作りの行程を見せるもので、実際の製品づくりをお見せするものではありません。 

                                             
 

ゴンドラ体験 
GONDOLA RIDE  
ツアー番号：VCE026 
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３７～(３～１２) 
所 要時間：約４時間 
 
埠頭からベニスの中心地までモーターボートで移動します。到着後徒歩でゴンドラの船着場まで行き、
素晴らしい手描きの彩色が施されたゴンドラに乗船します。ゴンドラで狭い運河の間を縫って、石の橋
の下を通り、美しいバルコニーが付いた運河沿いの建物のそばを通り抜けます。ベニスで最も有名な交
通手段であるゴンドラが水面を滑る様に進んでゆく中をゆっくりと寛ぎながら美しい眺望をお楽しみ
ください。 
ゴンドラ体験の後は思い思いのペースで自由にベニスを楽しんでいただけます。サンマルコ広場を散策
し、高く聳えている印象的な鐘楼や、対岸の壮麗なサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の景観を楽し
むか、それとも近くのオープン・カフェの椅子に座ってゆっくりとリラックスするなどお好きな様にお
過ごしください。また広場界隈には有名ブランドショップやブティックが並んでいますので、お買い物
も十分お楽しみいただけます。 
その後は指定された集合場所でガイドと合流し、モーターボートで船への帰路につきます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボート、ゴンドラ及び徒歩で行います。ゴンドラの船着場までは石畳み

の道路を１５分程歩いていただきます。船着場では行列に並んで順番を待つ場合があります。
ゴンドラの乗り降りには十分に足元をご注意ください。乗り下りには機敏な動きを要求されま
す。必ずヒールの無い滑り止め付きの靴をお履きください。ゴンドラに乗っている時間は約３
０分で、ガイドは付かず、道中の説明もありません。１隻のゴンドラには６名まで乗船できま
す・このツアーは大雨で強風潮の満干の状態では運行中止となる場合があります。教会内部の
見学では適切な服装を心がけてください。またモーターボートは長い間停泊できませんので決
められた集合時間をお守りください。遅れた場合はご自身で船までお戻りいただきます。 
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ドラゴンボート体験 
DRAGON BOAT EXPERIENCE  
ツアー番号：VCE185 
ツアー料金：大人＄２００～  
所 要時間：約３時間１５分 
 
ドラゴンボートは中国風カヌー式の乗り物で、もともとアジアからもたらされた船です。船の舳先には
竜の頭が、船尾には尾が後ろに付いていることからその名が付けられました。 
船を漕ぎ始める前、漕ぎ方の基本と安全に関する説明を受けます。 
潮の高さと天候状態を確認し、船を浮かべ航路が決められてからアドベンチャーが始まります。行程に
は歴史ある街の中心か又は大運河沿いの橋や宮殿などを眺めながら、可能ならば脇の細い運河を通り、
驚くべき繊細な装飾が一つとなった隠れたベニスを見ることができます。 
ドラゴンボート乗船中、みんなで協力しながらオールを漕ぐ経験を通し、結束力が高まっていくでしょ
う。さぁみんなで「漕ぎかた用意！」と掛け声かけて頑張りましょう。 
このダイナミックで楽しい船で、ベニスで歴史あるボートクラブの一箇所を訪れます。ボートはドラゴ
ンと同じほど長いため、とても安定し１０人まで乗船できます。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートとドラゴンボートで行います。救命胴衣は常に着用いただき、泳
げる方がご参加ください。参加者はボート漕ぎに適した服装でご参加ください。替えの洋服の持参をお
勧めします。このツアーは天候状況により変更になる場合がございます。乗船前に免責書類にサインし
ていただきます。実際のツアー日程は催行日当日に決められます。ツアーのキャンセルの場合は、ツア
ー代金の払い戻しがありません。このツアーは相当な運動量があるため、運動に難がある方にはお勧め
しません。 
                                             
 

ベニス ゴンドラ漕ぎのレッスン 
VENETIAN ROWING LESSON 
ツアー番号：VCE186 
ツアー料金：大人＄２２０～  
所 要時間：約３時間１５分 
 
ベニスの可愛らしい運河を通りラグーンを滑るように漕ぎ、ゴンドラを操るゴンドリエーレになる練習
をしましょう。 
都市とラグーン内を航行する為に作られた独自の立ち漕ぎスタイルを直接体験してみましょう。このス
タイルはゴンドリエーレ達により作りあげられたものです。 
ベニスの観光シーズンに活躍するゴンドリエーレ達は街に張り巡らされた幅の狭い運河をいとも簡単
に通行しているようにおもえますが、とてもユニークに作られた船の為、実はとても高度な技術と手腕
が必要とされています。 
活動的で楽しいツアーでは、ベニス最古のボートクラブに訪れます。熟練したゴンドラ乗りの歴史を紹
介後、グループに分け、交通が制限され隔離された場所にてゴンドラ漕ぎのレッスンを行います。 
施設の案内を受けた後ボートクラブと船の歴史を習います。そしてグループに分けた参加者と講師が一
緒に使用するゴンドラの安全と基本技術の説明を受けます。 
２人の講師と最大５名まで乗れるゴンドラで、主要水路を横切り、保護された静かなラグーンに向かい
ます。到着後立ち上がり漕ぐ準備をし、ゴンドリエになるチャンスが与えられます。レッスンは約１時
間行われ、終了後クラブに戻り、モーターボートに乗り船に戻ります。 
 
ご案内：このツアーはモーターボートと手漕ぎボートで行います。救命胴衣は常に着用いただき、泳げ

る方がご参加ください。参加者はボート漕ぎに適した服装でご参加ください。替えの洋服の持
参をお勧めします。このツアーは天候状況により催行します。乗船前に免責書類にサインして
いただきます。実際のツアー日程は催行日当日に決められます。このツアーはお申し込み後の
取り消し返金はありません。このツアーは相当な運動量があるため、運動に難がある方にはお
勧めしません。 
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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いかなる天候でも催行されます。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。ご出発される前に短期の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。予約されたツアーの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書又は予約時にご

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。ツアー内容書に追記されます。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書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書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
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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ご確認下さい。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、詳細はツアー案内書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 

多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船上のツアー･オフィスではこれからの個人用観光手配のお手伝いが出

来ます。ご希望の場合は、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

が発生します。船内口座に請求されます。 
 
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。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書をご参考下さい。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は

お申し込みいただけない場合があります。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。 
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