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・ 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。
ワールドクルーズでは、連続乗船をされるお客様向けに乗下船地のコースも掲載しており
ますのでご了承ください。

[シンボルマーク]
英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。
ツアー選択の目安となさって下さい。

【健脚レベル：低】観光バス等によるツアー。
平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り下りを伴います。
【健脚レベル：中】上記よりアクティブなツアーです。
ある程度の距離の歩行や階段の上り下りを伴います。
【健脚レベル：高】さらに活動的なツアーです。
体力的に自信のある方のみにお勧めします。

【ショッピング】ツアー中に買い物のための時間をお取りします。

【食事付き】ツアーに食事が含まれています。

【休憩付き】ツアーに飲み物または軽食が含まれています。

【ファミリー】ファミリーにおすすめです。

【重要なご案内】
活動的なエクスカーションにはハイキング、サイクリング、シュノーケリング、カヤック、
ダイビングなどのように肉体を酷使する又は動きのいくつか含まれますことご承知くだ
さい。ツアーを申し込む際、例えば急発作、めまい、卒倒、心臓病、呼吸器問題、背中/
首の問題などの病歴がなく、心身状態が良好であることをご確認ください。副作用などの
注意事項が記載されている薬を服用している方はご参加いただけません。妊娠をされてい
る方はお申し込みいただけません。このツアーに参加するにあたり、健康で活動に十分に
適応ができことが条件で、自身で安全を確保する必要があります。活動的ツアーのため、
色々なリスクが伴います。エクスカーション供給会社の責任に影響を与えるか、または制
限する可能性がある文書に署名することが求められます。歩きやすい底の平らな靴をご着
用ください。
責任
キュナードは、関連エクスカーション供給会社によって運行されるツアーの手配をいたし
ます。キュナードは、エクスカーションのサービスを提供、代行はしません。キュナード
はエクスカーション供給会社を合理的で注意深くモニターをしますが、いかなる状態でも
エクスカーション供給会社より大きな責任は負いません。キュナードはエクスカーション
供給会社の過失行為/不作為について責任を負いません。損失、損害または傷害がキュナ
ードの法的義務違反から生じる場合を除き、キュナードはいかなる損失、損害、または傷
害の責任を負いませんのでご注意ください。
旅行保険
ツアーを申し込む前に特定の活動を保障する旅行保険にご加入ください。お客様の責任で
適切な保険にご加入ください。
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ホノルル
HONOLULU
真珠湾とホノルル

PEARL HARBOUR & HONOLULU
ツアー番号：HNL001
ツアー料金：大人＄６４～ 子供４２～（３～１２歳）
所 要 時 間：５時間３０分
桟橋からアメリカ合衆国海軍太平洋基地がある真珠湾に向かいます。海軍シャトルボートで１９４１年
１２月７日の攻撃で犠牲となった人々を追悼するアリゾナ記念館へ向かいます。この記念館にて短いド
キュメンタリー映画を見て、その後ビジターセンターにて興味深い展示物を見学します。
そしてパンチボール国立墓地をドライブします。死火山にあるこの墓地は第１次、第２次世界大戦、朝鮮
戦争やベトナム戦争の戦没者の慰霊を祀っています。
次にダウンタウン地区、カワイアハオ教会、市庁舎、州議事堂、知事公邸やハワイ王朝最後の居城であっ
たイオラニ宮殿などの車窓観光を行います。コオラウ山の荒々しい斜面にあるパリ展望台からはオアフ
島の北東からの強風が吹きぬける緑豊かな海岸の絶景がご覧になれます。
ご案内：このツアーはバスとボート、徒歩で行われます。ツアーの所要時間は交通状況によります。アリ
ゾナ記念館では、行列が予想されます。警備上の理由によりカメラバッグやハンドバッグなどの
バッグ類は記念館とビジターセンターには持ち込めません。記念館のチケットは事前予約が出
来ません。混雑により入場出来なかった場合もご返金はございませんので予めご了承ください。
控え目な服装でご参加ください。水着と素足はご遠慮ください。

ホエール・ウォッチング
MAJESTIC WHALE WATCHING WITH LUNCH
ツアー番号：NHL023
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄６０～（３～１２歳）
所 要 時 間：４時間
北太平洋のザトウクジラ全体の３分の２が毎年ハワイに戻って、子供を繁殖させ、子育てし、世話をする
と科学者たちは推定しています。アラスカの水域を離れ、２カ月以内に４８００キロメートル以上移動
し、その後長い間を過ごし、１２月から４月にかけてハワイの海岸を賑わせ、観光客を楽しませます。マ
ジェスティックでのこの魅力的なホエール・ウォッチングのツアーに参加することで、この自然の魅力
の一つを堪能できます。
船の紹介の前に経験豊富でフレンドリーな船長とキャプテンの温かい歓迎をお楽しみください。マジェ
スティックは、洗練されたモダンなデザインで、魅力的な３つの異なるデッキがあります。最上階に位置
するマジェスティックのオープンエアデッキは、エキサイティングなクジラの活動やその他の海洋生物
を３６０度見渡すことができます。ホエール・ウォッチング体験の中で、ナチュラリストがザトウクジラ
の行動と生物学に関する詳細な情報と解説を提供します。
２時間３０分のクルーズ中は、デリやお肉、チーズ、パン類、デザートや、紅茶やコーヒー、ソフトドリ
ンクをお召し上がりいただけます。
ご案内：このツアーは単胴船と観光バスによって行われます。また、キュナード社専用ではありません。
船酔いをされる方には適していません。このツアーは天候に左右されます。クジラが観られるか
どうかは保証しかねます。ツアーの性質上、妊娠しているお客様は参加しないことをお勧めしま
す。ジュースとアルコール飲料は購入できます。
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ダイアモンドヘッドクレータートレッキング

DIAMOND HEAD CRATER TREK
ツアー番号：HNL018
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄６５～（８～１２歳）
所要時間：３時間
世界でも知名度が高いダイアモンドヘッドクレーターに向かう、エキサイティングで楽しい教育ツアー
は経験を積んだナチュラリストの短い説明の後始まります。魅力ある火山、ハワイの歴史、ヨーロッパか
ら来た人々による発見、有名な名前の由来、太平洋のジブラルタルと呼ばれる現在の軍事基地などにつ
いて学びます。
ガイドと共に標高２３０メートルの頂上を目指して４５分間歩きます。途中、展望所で休憩をとります。
クレーターの素晴らしい景色をカメラに納めましょう。階段を登り、暗い６０メートルほどのトンネル
と螺旋階段があり、冒険心を呼び覚まします。
頂上に到着するとすばらしい３６０度の光景が広がり、ワイキキビーチやエメラルド色の青々 とした
山々、光り輝く太平洋の海が見渡せます。そしてゆっくりとクレーターまで戻ります。
この約３時間のエクスカーションは、思い出深いものになるでしょう。戻る前にダイヤモンドヘッドの
有名な頂上に無事上ったことを証明する到達証明書が配られます。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩で行われます。８歳未満のお子様は参加いただけません。トレイ
ルの長さは往復約２．４キロです。参加者は高所などで、不安定な舗装済の道を歩く必要があ
ります。このツアーのトレッキングには約１７０メートルの高低差があります。また、７４段
と９９段のコンクリートの急な階段、６８メートル程の狭いトンネルやクレーターに抜けるた
めの狭い道もあります。歩きやすいウォーキングシューズ(テニスシューズ)を着用ください。
この山道は日陰がありませんので、日焼け止め、帽子と十分な量の水をご用意ください。

オアフの見どころとポリネシアンカルチャーセンター
OAHU HIGHLIGHTS & POLYNESIAN CULTUREL CENTRE
ツアー番号：HNL027
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄８４～（３～１２歳）
所要時間：８時間３０分
港でドライバーやガイドと合流した後、ダウンタウンやサトウキビ畑、パイナップル農園などオアフ島
の見どころを巡る景観ドライブを堪能します。ショッピングのためにドールプランテーションに立ち寄
り、サーフィンで有名なノースショアや美しい砂浜と海岸線を写真に収めましょう。
ポリネシア島の文化を一度に体験できるポリネシアンカルチャーセンターへ到着すると、サモア、ハワ
イ、マルケサス、トンガ、ニュージーランド、タヒチとフィジーなどの体験とエンターテインメントをお
楽しみください。７つの異なった島々のセットを多くの体験とデモンストレーションとともにお楽しみ
ください。ビュッフェ式ランチを楽しみ、カルチャーセンター内の水路に浮かぶポリネシアン風の華や
かなカヌーをご鑑賞ください。船に戻る前に、壮大なウィンドワード・コーストやカネオヘ湾を望むヌウ
アヌ・パリ展望台にて記念撮影をする時間があります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。植物園ではガイドと共に園内を歩くか、自由行動に
するかをお選びください。歩きやすい平らな靴をお勧めします。カルチャーセンター滞在時間
は約３時間３０分です。

ノースショア探検と味覚
EXPLORE & TASTE OAHU’S FAMOUS NORTH SHORE
ツアー番号：HNL009
ツアー料金：大人＄１２２～ 子供＄１２２～（３～１２歳）
所要時間：６時間３０分
これまで作られた中で最も費用がかかった高速道路といわれる H3 高速道路を通り、寺院の谷や平等院
を巡る景観ドライブへご案内します。約６００メートルの緑豊かな崖に囲まれたこの美しい仏教寺院は、
日本の宇治にある９００年の歴史を持つ平等院鳳凰堂のレプリカです。緑豊かな崖を背景に、鯉の池や
伝統的な日本庭園を楽しむとともに、平等院のレプリカ内にある９００年前に漆や金で装飾された最も
大きい木造のブッダ像をご覧ください。
その後はチャイナマンズハットやカハナ・ベイ、ガーリックシュリンプ発祥の地カフクへ向かいます。地
元民も愛するガーリックシュリンプのお店やハワイスタイルのかき氷のお店などに立ち寄ります。昼食
後は冬の間国際的なサーフィンの大会が開かれる美しいサンセットビーチへ訪れ、大きく綺麗な波を見
ることができる世界でも指折りのビーチやワイメア渓谷を通り過ぎます。その後、多くのサーファーが
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“セブン・マイル・ミラクル”と呼ぶ、ノースショアのサーファーの地であるハレイワ・ビーチパークへ
訪れた後は歴史的なハレイワの町を通過し、広大なハワイのパイナップル農園の光景を楽しんだ後、ド
ールのパイナップル農園を訪れます。農園を少し見学し、船へと戻ります。このツアーは、ハワイの鳥や
植物、地学や地理、歴史、海洋生物、海洋学に関する知識が豊富な熟練のナチュラリストによって行われ
ます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。日焼け止めや帽子、歩きやすい靴をご用意くださ
い。

熱帯雨林散策
TROPICAL RAINFOREST NATURE WALK
ツアー番号：HNL021
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄７８～（３～１２歳）
所要時間：４時間
少人数グループで４、７メートルを超える滝から生まれる霧を浴びて育った５０００種類もの植物が生
息する熱帯雨林を散策します。約８０ヘクタールの庭や色とりどりのアナナスやハイビスカス、蘭を含
む花々が咲く道を散策します。植物園には、絶滅に瀕しているため大変希少であるハワイの植物が多く
生息しています。その後、プウピアの下にある渓谷の中心を訪れます。これら古代の緑の丘はタロイモ農
園に始まり、牧場、ヴィクトリア様式のマンション、そして最終的にはハワイ大学と様々な用途で使われ
てきました。思わず写真に収めたくなるほど美しい由緒ある渓谷を通り、魅力的な地域の歴史や神話を
学ぶことができます。
ワイキキより３００メートルほど高い位置にある“Hill of the rolling sweet potatoes”と呼ばれる
プウ・ウアラカア州立公園へ向かい、映画「ブルーハワイ」でエルビス・プレスリーがピクニックをして
いた見晴らしのいいところから、１８０度の美しい南東の沿岸の風景を楽しむとともに、運が良ければ、
虹の渓谷にアーチを描くダブルレインボーをご覧いただけるかもしれません。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは、舗装済の、もしくは未舗装の道を
約３キロメートル歩きます。テニスシューズなどの歩きやすい靴や水をご用意ください。

ホノルルの自然の見どころ
NATURAL HIGHLIGHTS OF HONOLULU
ツアー番号：HNL005
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄５５～（３～１２歳）
所要時間：４時間
賑やかなホノルルからダイヤモンドヘッドへとドライブし、この有名なランドマークの歴史についてガ
イドが説明します。ここから南海岸のハナウマ湾へ向かい、美しい景色を写真に収めましょう。
さらに美しい海岸沿いを走って、ハロナの潮吹き穴へ向かいます。潮のタイミングが良ければ美しく迫
力のある潮吹きを見ることができるでしょう。
マカプウ展望台ではガイドが火山の形成や多くの鳥や植物種の生息地について説明します。さらに、ド
ラマチックなウインドワード･コーストを走り、ハワイの古代の神殿でバスを停めます。
ホノルルに戻る前に最後の見どころがあります。最後にコオラウ山を上り、ヌアヌ･パリの展望台から
の絶景をご覧ください。不思議な島の特別な雰囲気をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスとミニバス、徒歩で行われます。このツアーでは凸凹道を２７０メートルほ
ど歩きますので、平底の滑りにくい靴でご参加ください。火曜日の寄港の場合、ハナウマ湾は
メンテナンスで閉鎖する為、ツアーに含まれません。

君主と宣教師、ハワイの王国の歴史
MONARCHS & MISSIONARIES, HAWAII’S ROYAL HISTORY
ツアー番号：HNL019
ツアー料金：大人＄９０～ 子供＄９０～（３～１２歳）
所要時間：４時間
眺めの美しいヌウアヌ・パリ展望台へ向かう間、ウアヌ渓谷の大自然をお楽しみください。ここはハワイ
の歴史のなかで最も重大な戦いがあった場所であり、カメハメハ大王がオアフ島を征服した場所です。
ロイヤルモザリウム（聖地マウナ・アラ）は、二つの重大な家系であるラメハメハとカラカウラが最初に
住んだ地で、ゴシック調のモザリウムの静寂をゆっくりとお楽しみください。キリスト教宣教師が島の
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形成において果たした役割を理解することができるミッションハウスミュージアムの訪問なしに王族の
歴史は語れません。この博物館は１９６５年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に登録されました。ここ
では、ハワイで最も古い家屋を含む３つの復元された家々を訪れます。また、ユニークな視点でなされた
１９世紀のハワイに関する研究の成果について学ぶことができます。
その後、ハワイ王国最後の君主二人の公式居住区であり、アメリカで唯一正式な王国居住区であるイオ
ラニ宮殿へ向かいます。宮殿は美しく修復され、オーディオガイドがその歴史をいきいきと伝えます。カ
メハメハ大王の像やハワイのウェストミンスター寺院といわれるカワイアハオ教会も見ることができま
す。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩にて行われます。中距離の徒歩と不安定な道がありますので、歩
きやすく底の平らな靴でご参加ください。

パールハーバービジターセンター自由観光
PEARL HARBOUR VISITORS CENTRE – ON YOUR OWN
ツアー番号：HNL026
ツアー料金：大人＄４８～ 子供＄４８～（３～１２歳）
所要時間：４時間
埠頭から出発し、短時間バスに乗ってパールハーバーへ向かいます。アメリカ合衆国の中で、パールハー
バーは第二次世界大戦を知るためにうってつけの場所です。ビジターセンターを約２時間、自由に探索
してみてください。２つある広大な展示ホールには、大変希少である真珠湾攻撃の映像や、インタラクテ
ィブディスプレイ、そしてこの歴史的に重要な日に関する展示物が数多くあります。
自由時間終了後、バスで埠頭に戻ります。その道中には、国立太平洋記念墓地や、アメリカで唯一の宮殿
を含む、ホノルルの見どころを通ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。アリゾナ記念館ツアーのチケットは含まれていませ
ん。そのため、到着次第切符売り場に向かい、自由行動時間中どのツアーに参加可能なのかを
確認することを強くお勧めします。もし記念館ツアーのチケットを購入し、ツアーに参加され
る場合、指定されたバスの出発時刻の１５分前になりましたら、たとえ途中でも選択したツア
ーを終了してください。セキュリティの向上に伴い、ビジターセンター内そして記念館内で
は、カメラバッグやハンドバッグを含む全ての鞄を持ち込むことができません。適切な服装で
ご参加ください。水着や素足での入館は禁止されています。

アリゾナ記念館とマイティー・モー
USS ARIZONA MEMORIAL AND MIGHTY MO
ツアー番号：HNL028
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄６０～（３～１２歳）
所要時間：５時間３０分
港を出発して、空調のついたバスで由緒あるパールハーバーへと出発します。到着後、１９４１年１２月
７日の爆撃のショートムービーをご覧ください。続いて突然の爆撃で亡くなった乗組員記念碑のあるア
メリカ海軍のアリゾナ記念館へと向かいます。そして博物館として今も使われている２７０メートルの
戦艦であるミズーリ記念館を訪れます。ミズーリを襲った神風特攻隊、インチョンで何度も使われた４
０センチの銃、日本が降伏を宣言し第二次世界大戦を終わらせたときにマッカーサーが立った Signature
Deck などについて詳しく知ることができます。パールハーバーアベンジャーと名付けられた第二次世界
大戦時の潜水艦であるアメリカのボーフィンの写真を撮った後は、記念館のギフトショップなどでお土
産選びをお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと船、徒歩にて行われます。アリゾナ記念館では行列が見込まれます。ショ
ートムービーとビジターセンター、記念館内部の海軍基地を合計約１時間４５分かけて巡りま
す。手持ちラジオより大きいバッグの持ち込みは禁止されています。バスに再乗車し、マイテ
ィー・モーを訪れる前にボーフィンの近くにて荷物を有料で預けることができます。水と処方
箋とキャリーケースなしのカメラは許可されています。水着やタンクトップの着用はアリゾナ
メ記念館ではご遠慮ください。
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アトランティス潜水艇体験とワイキキ自由散策

ATLANTIS SUBMARINE AND WAIKIKI ON YOUR OWN
ツアー番号：HNL007
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄５８～（３～１２歳）
所 要 時 間：５時間
船からヒルトン･ハワイアン･ビレッジへ行き、アトランティス桟橋からボートに乗り、ワイキキやダイ
ヤモンドヘッドの景色を楽しみながら、１５分ほどでアトランティス潜水艇へ向かいます。
潜水地点から約３０メートルの深さまで潜り、クルーから海の生物について説明を聞きます。素晴らし
い色鮮やかなハワイの魚やサンゴ礁などの生息地となっており、運が良ければ亀が見られるかも知れま
せん。
質の高さと安全性で知られるアトランティス潜水艇では目が離せない経験ができ、サンゴ礁、海洋生物、
難破船や飛行機、人工の珊瑚礁をご覧いただけます。
空調付きアトランティス潜水艇には快適な座席と大きな展望窓がついており、ハワイの水中世界を眺め
ることが出来ます。
潜水艦体験の後は、船に戻るまでの間、約２時間ワイキキでの自由時間をお楽しみください。
ご案内：このツアーは、トロリー、ボート、潜水艦で行われます。 ボートの乗り降りや潜水艦のはしご
の上り下りを考慮して、動きやすい服や底の平らな滑らない靴を着用してください。このツアー
は大人向きです。身長が１００センチ以下のお子様はご参加になれません。潜水艦の乗下船時に
は１２段のはしごの上り下りが必要になります。

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

ホノルル上空をヘリコプターで遊覧飛行

HONOLULU BY HELICOPTER
ツアー番号：HNL004
ツアー料金：大人＄２４０～ 子供＄２４０～（３～１２歳）
所 要 時 間：１時間４５分
ヘリコプターに乗り、上空から美しい砂浜など、ホノルルの魅力的な景色をお楽しみください。ケーヒ
ー･ラグーン、歴史的なホノルル港、かつて島一番の高さだったアロハタワー、ホノルルのダウンタウン、
戦没者を祀ったパンチボール、アラモアナ･ビーチパーク、マジックアイランド、アラワイ･ヨットハーバ
ー、ワイキキビーチの上空を飛行します。ダイヤモンドヘッド噴火口、カハラのゴールドコースト、ハナ
ウマ湾、マカプウ岬と灯台、シーライフ･パーク、テレビのマグナムＰＩが撮影された建物が見えてきま
す。カメハメハ大王の軍隊が島を統一するために戦いが行われ勝利を収めたオロマナ山とヌアヌ･パリの
劇的な光景をご覧ください。
最後に真珠湾、アリゾナ記念館と軍艦ミズーリの素晴らしい景色で締めくくります。
ご案内：このツアーはミニバンとヘリコプターで行われます。ショアエクスカーションスタッフに正確
な体重をお知らせください。飛行時間は約３０分です。ヘリコプターの構造上、２席は視界が遮
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られます。体重１１３キロ以上の方は、追加座席の購入が必要です。

ボラボラ
Bora Bora
ラグーンのクルーズとピクニック
LAGOON CRUISE & PICNIC
ツアー番号：BOB004
ツアー料金：大人＄１８７～ 子供＄８５～（６～１２歳）
所要時間：６時間
ボラボラ島の青いラグーンの素晴らしい景色をお楽しみください。
経験豊富な乗組員は、礁にある水中の喜びを発見するのに最適な場所を見つけてくれるでしょう。マス
クとシュノーケルをつけたら、１２０～２１０センチメートルの深さまで行きます。優雅で黒くとがっ
た形のサメと一緒に泳ぎましょう。ボートか水の下から見ることができますので、心配はいりません。
サンゴの庭でシュノーケリングができます。そこには素晴らしいサンゴと熱帯魚が見られます。
小さなモツ・アイレットに到着したら、ピクニックランチを楽しみ、パレオを結ぶ芸術について学びま
す。ビーチでリラックスしたり、さらにシュノーケリングを楽しむ時間があります。
ご案内：このツアーはモーターボートにて行われます。参加者は健康で、シュノーケリングの経験があ
り、深い場所に潜れる必要があります。ボートは必要最小限のもので、日よけはほとんどあり
ません。マスクやシュノーケルは提供されていますが、水かきはありません。服の下に水着を
着て、タオルと日焼け止めをお持ちください。

水中バイク
AQUA BIKE
ツアー番号：BOB007
ツアー料金：大人＄１６０～ 子供＄１６０～（３～１５歳）
所要時間：２時間３０分
ヴァイタペへのシャトルに乗り、モーターボートで直接油圧式モビリティプラットフォームに移動しま
す。そこでは、設備や安全についての説明を受け、約３メートルの浅い場所に降ります。
水中スクーターでボラボララグーンへの冒険に出発し、未知の深さを探索します。その際、ダイビングの
インストラクターは、水中スクーターに快適に乗れるようガイドをしてくれます。
空気が絶えず供給されていますので、簡単に呼吸ができ、水中スクーターを簡単に乗りこなすことがで
きます。泳ぎやダイビングがうまくなくても、このツアーをお楽しみいただけます。スクーターで走りな
がら、透明な水の中で無数の熱帯魚や色とりどりのサンゴをお楽しみください。
桟橋に戻る前に、シュノーケリングのための自由時間が与えられます。
ご案内：このツアーはシャトルとモーターボートと水中スクーターにて行われます。スクーター１台に
つき２人乗ります。一度の出発につき三台までスクーターがご利用いただけます。天気やその
他の事情により、旅程や訪れる順番は予告なしに変更される場合があります。服の下に水着を
着て、タオルと日焼け止めをお持ちください。野生動物を見られる保証はできません。妊娠中
の女性と１６歳未満のお子様は、参加をお控えください。

アクアサファリ
AQUA SAFARI
ツアー番号：BOB006
ツアー料金：大人＄１０９～ 子供＄１０９～（３～７歳）
所要時間：１時間３０分
桟橋で船に乗り、短い時間ですが礁までの景色をお楽しみください。安全に関する説明を受け水着を着
用した後、水中ヘルメットを受け取ります。水中で簡単に呼吸できるように、空気がヘルメット内に送ら
れます。ガイドと共にゆっくりとを暖かい水の方へ歩いていき、あなたを待つ不思議な世界を体験しま
しょう。
ダイビングの経験は必要なく、泳げない方でも問題ありません。ヘルメットがあるので、水に入っても頭
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が濡れることはありません。度の入った眼鏡をつけることも可能です。
認定インストラクターが同行し、色とりどりのサンゴや熱帯魚の間を通りながら浅い海の砂の上を歩き
ます。
希望すれば、とった魚を食べることもできます。礁に住むたくさんの魚たちに囲まれる体験は、思い出に
残るでしょう。ボートに戻った後、桟橋に戻る前に爽やかな飲み物をお召し上がりください。
ご案内：このツアーはモーターボートにて行われます。服の下に水着を着て、タオルと日焼け止めをお
持ちください。野生動物を見られる保証はできません。天気やその他の事情により、旅程や訪
れる順番は予告なしに変更される場合があります。水の深さは約３６６センチメートルになり
ます。妊娠中の女性と８歳未満のお子様は、参加をお控えください。

グラスボート

GLASS BOTTOM BOAT
ツアー番号：BOB009
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄６７～（３～１２歳）
所要時間：１時間３０分
ボートで心地よい時間を過ごしながら、カラフルなサンゴを眺め、ガラス底の床から数多くの美しい熱
帯魚を見ることができます。クルーズ中、ガイドはボラボラの有名なラグーンの歴史や伝説について話
をしてくれます。
ポカイ・ベイの電気の青い水の深いところには、水底に沈んだ古代の火山の中心があります。巨大なサン
ゴは光に向かって上向きに伸びて形成され、そこには３００種以上の魚が住んでいます。
ダイバーがこれらの見事な生き物に餌を与えに潜っていく様子をご覧ください。サンゴ礁近くの浅瀬で
は、華やかな色どりをした小さな魚が泳いでいて、イソギンチャクは流れのリズムにのって踊っていま
す。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。これは体力をあまり必要としないツアーですが、乗
客はボートに乗るために階段を２，３段下る必要があります。海洋生物を見られる可能性は高
いですが、保証はできません。

四輪駆動車で行くボラボラ
BORA BORA BY 4×4
ツアー番号：BOB001
ツアー料金：大人＄１２９～ 子供＄５９～（８～１２歳）
所要時間：３時間
ボラボラ島の荒れ果てた山々の内部、神聖な寺院、第二次世界大戦時のアメリカの遺跡をご覧いただけ
ます。緑豊かなファアヌイ渓谷に移動して、トゥプナ山に登り、エメラルド色のラグーンの中でも特に壮
大な景色をお楽しみください。青と緑のコントラストをお楽しみください。
トロピカルフルーツを食べ、知識量とユーモアのセンスで有名な現地ガイドからポリネシア文化を学び
ましょう。ボラボラの名所の中には、道からはずれていて四輪駆動車でしか行けない所もあります。運転
手ガイドは島を知り尽くしているので、息を呑むほど素晴らしい場所を沢山教えてくれます。
ボラボラの独特なブラックパールファームを訪れ、カキの育成から収穫、真珠の分類まで、ポリネシアの
黒い真珠の秘密を学びましょう。また、写真や書籍の展示会を見ることもできます。
頼れる運転手ガイドが付いているので、観光を大いに楽しんだり、島の歴史や生活様式について多くの
ことを学べます。
ご案内：このツアーは四輪駆動車にて行われます。移動手段の都合上、このツアーは怪我をしていない
方、ガタガタした道の走行に耐えられる方の参加を推奨します。妊娠中の女性と８歳未満のお
子様は参加を控えてください。このツアーは約１５分歩きます。

ファントラックで行くボラボラ
BORA BORA BY FUN TRUCK
ツアー番号：BOB003
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所要時間：２時間３０分
カラフルなファントラックに乗って、美しいボラボラのツアーを楽しみましょう。ヤシの林と海岸線沿
いの小さな村を通り抜けながら、景色を堪能してください。タヒチ人の興味深い歴史、伝統、文化につい
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て学びましょう。
ドライブ中には、戸外にある古風な寺院「マラエ」が見えます。複数の層の石とサンゴで建てられた寺院
は、ポリネシアの神々と偶像が崇拝されていた時代を思い出させます。今日ではフランスのポリネシア
人の半分はプロテスタントですが、島の生活では宗教がまだ重要な役割を担っています。
タヒチポイントでは、有名なラグーンのすばらしい景色を見渡し、絶えず変化する魅力的なターコイズ
色の水を見ることができます。アナウの村を抜けて、アナウ・ルックアウトに立ち寄り、美しい島の景色
を眺めましょう。
島の唯一の公共ビーチの１つであるマティラ・ビーチの白い砂浜は、海岸線沿いに１マイル伸び、周りに
はホテルや小さなレストランがいくつか点在しています。島の中でも特に有名なバーであるブラッディ・
マリーで少し休憩します。ここからは、マティラ・ビーチの素晴らしい景色を見ることができます。この
美しい場所での喜びを肌で感じ、ゆったりとした島の雰囲気を満喫してください。
ご案内：このツアーは屋根のないトラックにて行われます。ペットボトルの水や軽食の準備がありませ
んので、ご自身でご用意ください。このツアーではほとんど歩きませんが、「ファントラッ
ク」に乗るためには３段の階段を上り下りする必要があります。

シュノーケリングサファリ
SNORKELLING SAFARI
ツアー番号：BOB002
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄８５～（６～１１歳）
所要時間：３時間
このツアーでは、サメ、アカエイを含むボラボラの海洋生物を簡単に見ることができます。
シュノーケリング・サファリの最初の停留所では、アカエイのバレエを見たり、浅瀬でアカエイと触れ合
ったりすることができます。アカエイが見られるように、乗組員の一人が数匹のアカエイに餌を与え水
面の方に呼び寄せます。アカエイは非常に穏やかで、自分たちの環境内に人間がいることに慣れていま
す。
アカエイには歯がありませんが、硬い粉砕板と驚くべき吸引力があります。それらは、アカエイを食べる
ときに気づくことができます。アカエイはしっぽに棘がありますが、脅かされた場合にのみ使用します。
バリアリーフの近くで止まり、ラグーンサメと一緒に泳ぎましょう。これらの美しい生き物は無害であ
ることが証明されており、ガイドは小さな食べ物でその生き物たちを誘惑します。
帰りはサンゴの庭園でシュノーケリングを行い、素晴らしいサンゴと熱帯魚を見ることができます。
ご案内：このツアーはモーターボートにて行われます。参加者は健康で、シュノーケリングの経験があ
り、深い場所に潜れる必要があります。ボートは必要最小限のもので、日よけはほとんどあり
ません。マスクやシュノーケルは提供されていますが、水かきはありません。服の下に水着を
着て、タオルと日焼け止めをお持ちください。６歳未満のお子様は、参加をお控えください。

パペーテ
PAPEETE
セイリングとシュノーケリング

SAIL AND SNORKEL
ツアー番号：PPT006
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄５６～（３～１２歳）
所要時間：３時間
タヒチ島を囲む透き通った青い海の下は熱帯の美しさで満ち溢れており、多様な海洋生物、明るい色の
サンゴ礁、ゆったりと揺れる海藻などが待ち受けています。魅力的な双胴船ツアーをお楽しみください。
まず初めにプナアウイアのラグーンでゆったりとシュノーケリングを楽しみます。防水カメラを持って
いる方は絶好のチャンスです。豊富な魚や海洋生物を見てきっと驚くことでしょう。
その後、ファアアのラグーンに向かい、地元で栽培された美味しいトロピカルフルーツの飲み物と軽食
をお楽しみください。希望があれば、静かな淡青色の海で泳ぐこともできます。
快適でゆったりとした時間を過ごした後、パペーテのマリーナに戻ります。
ご案内：このツアーは双胴船にて行われます。マスクとシュノーケルは配布されます。Floating
noodles は使用できます。シュノーケリングの間、ゾディアックボートが監視と補助のために
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海で待機します。ボートはシャワーとトイレが完備されています。天候状況によってはボート
が使用できない場合があります。衣服の下に水着を着用し、タオル、日焼け止め、飲料水をご
用意ください。このツアーをご予約の際は、パンフレットの活動基準シンボルマークが記載さ
れたページで“アクティビティ・エクスカーション”の条項をお読みください。

タヒチの見どころ

TAHITI HIGHLIGHTS
ツアー番号：PPT003
ツアー料金：大人＄１１５～ 子供＄５８～（３～１２歳）
所要時間：４時間
フィッシャーマンズ・ポイントにあるタヒチ島の寺院の跡には、歴史的なタヒチ博物館が存在します。そ
こには、地域にある美しい動植物の展示だけでなく、数多くの魅力的な考古学的で人種学的な芸術品が
あります。
ポリネシアの文化、伝統衣装、宗教、ダンス、音楽に関する多彩な展示をお楽しみください。博物館には、
歴史的なものが数多くあります。例えば、ジェームズ・クック、ルイ・アントワーヌ・ド・ブーゲンヴィ
ル、サミュエル・ウォリスといった冒険家のいた探検時代、宣教師時代のものがあります。
その後、修復された宗教的遺跡のマラエ・アラフラフを訪れます。そこは、古代の神々が祭られ、多くの
儀式が行われたところです。
熱帯植物、爽快な泉、滝を見ることのできるバイアヒガーデンに少し立ち寄ります。
ブラックパール博物館は真珠、特にタヒチ島の真珠に特化した世界で唯一の博物館です。エジプトの海
岸からアジアや太平洋の海岸にわたる真珠の謎、伝説、美徳を知ることができます。真珠の歴史の展示に
加え、真珠栽培の技術についても学ぶことができます。ここのコレクションは本当に貴重で、世界で最も
大きな丸いタヒチ・パールもあります。真珠の愛好家ではなくても、この素晴らしい展示会を楽しめるで
しょう。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。このツアーは、砂と砂利の混ざった舗装された道を合計で
約１時間３０分歩きます。渋滞を避けるため、訪れる順序が変更される場合があります。悪天
候の際は、旅程を変更する場合があります。

パペーテのセグウェイツアー
PAPEETE SEGWAY TOUR
ツアー番号：PPT007
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄６５～（３～１５歳）
所要時間：１時間３０分
パペーテと田園風な景色の中を、２つの車輪と直立ハンドルバーのついた乗り物で探索します。移動の
速さは自分のペースに合わせて調節できます。
安全に関する説明が終わったら、自分のペースでグループの人と出発しましょう。それは、その地域の歴
史、文化、緑豊かな植物を知るのに理想的な方法です。パペーテとトアタ広場の道沿いでは、カメラで観
光スポットの撮影を楽しんでください。
ルート沿いでは、ココナッツの木、プラウ（野生のハイビスカス）など、地域特有の豊富な植物を見つけ
ることができます。また、ヤシの木のようなパンダヌスという木も見つけることができます。この木は、
バンガローの屋根、または地元の人々がバッグを製作するための織物を作るのに使われています。
ご案内：このツアーはセグウェイにて行われます。頑丈でつま先の閉じた靴、日焼け止め、虫よけなど
の快適な服装を着用し、ペットボトルの水をご用意ください。１６歳未満のお客様は参加をお
控えください。このエクスカーションをご予約する前にパンフレットの活動基準シンボルマー
クが記載されたページで“アクティビティ・エクスカーション”の条項をお読みください。

パペーテのスナップ写真
SNAPSHOT OF PAPEETE
ツアー番号：PPT001
ツアー料金：大人＄１０５～ 子供＄５０～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
アメリカの作家であり、伝説のベストセラー「戦艦バウンティ」の著者でもあるジェームズ・ノーマン・
ホールの美しい記念館をガイドとともに訪れます。この魅力的なコロニアル式の家はあなたの想像力を
掻き立てることでしょう。
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次に、有名なジェームズ・クックによる金星の天体観測にちなんで命名されたビーナス岬を写真撮影の
ために訪れます。この美しい黒土の砂浜は、最初のヨーロッパ人発見者が上陸した場所で、タヒチ唯一の
灯台があります。歴史的な名所やこの島の独特な雰囲気をお楽しみください。
ティアレイ地区に行くと、壮大なアラホホの潮吹き穴を見ることができます。この地形現象は何世紀も
の間、訪問者を魅了し続けてきました。古くからの溶岩洞に水が押し寄せ、雷のような水しぶきをあげる
様子に海の力を感じることでしょう。
最後にタハラア展望台では、パペーテまで延びる東海岸の壮観なパノラマ風景やモーレアの印象的なシ
ルエットを楽しむことができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ところどころ砂や土が入り混じる舗装された道を約
１時間歩きます。混雑を避けるために訪問順序が変わる場合があります。悪天候の場合、旅程
を変更する場合があります。飲料水、帽子、防虫剤をご用意ください。

マウンテンサファリ
MOUNTAIN SAFARI
ツアー番号：PPT002
ツアー料金：大人＄１１４～ 子供＄４８～（６～１１歳）
所要時間：４時間
今回の冒険は活気ある首都を通り抜けるドライブから始まります。賑やかなダウンタウンエリアを抜け、
幹線道路から脇道に入って素晴らしい四輪駆動車冒険を始めましょう。美しい東海岸に沿って走り、こ
の神秘的な島の緑豊かな丘陵の奥地へ向かいます。
パペノー渓谷はタヒチで最大の渓谷であり、島で最長の川に架かる素晴らしい橋があります。エキゾチ
ックなパペノー渓谷を通り抜けることは、とても刺激的な体験となることでしょう。考古学的な遺跡や
滝の壮大な景色が充実しているカスケード状の渓谷に沿って、島の内部を横断します。緑のつる植物と
熱帯植物に彩られた冷涼な山の小川やそびえたつ断崖を見ることができます。
渓谷の内側にかつて住んでいたタヒチの先住民についての話を聞き、その住民たちが農作物を育てた場
所を見てみましょう。
ご案内：このツアーは四輪駆動車にて行われます。このツアーでは未舗装道路を走り、天候状況や交通
状況によっては旅程が変更される場合があります。道はぬかるんで滑りやすい場合があり、汚
れる可能性があります。飲料水と防虫剤をご用意ください。このツアーをご予約の際は、パン
フレットの活動基準シンボルマークが記載されたページで“アクティビティ・エクスカーショ
ン”の条項をお読みください。怪我をなさっている方や乗車中の揺れに悪影響を受けるおそれの
ある方は参加をお控えください。妊娠中の方と６歳未満のお子様は参加できません。

西海岸のドルフィンウォッチ
WEST COAST DOLPHIN WATCH
ツアー番号：PPT004
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄６２～（５～１２歳）
所要時間：２時間
ラグーンからサーファーがサーフィンを楽しむ名所のタアプナ・パスに行くことができます。その後、マ
ダライルカの家族が好きなフィッシャーマンズベイへ移動します。
美しいイルカたちのほれぼれするようなアクロバティックなジャンプを見ることができるかもしれませ
ん。シュノーケリングでは、カラフルな海洋生物を見てお楽しみください。
その後、Sapinus の有名なサーフィン場を見て、ラグーンに戻ります。
ご案内：このツアーはボートと徒歩にて行われます。シュノーケリングができるかどうかは天候や海の
状況によって左右されます。参加者は健康で、シュノーケリングの経験があり、深い場所に潜
れる必要があります。ボートは必要最小限のもので、太陽からの保護はほとんどありません。
マスクやシュノーケルは提供されていますが、水かきはありません。衣服の下に水着を着用
し、タオルと日焼け止めをご用意ください。このエクスカーションをご予約する前に、パンフ
レットの活動基準シンボルマークが記載されたページで“アクティビティ・エクスカーショ
ン”の条項をお読みください。野生動物が見られる保証はありません。妊娠中の女性と５歳未
満のお子様は参加をお控えください。ボートは１２人乗りです。
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モーレア
MOOREA
ラグーンクルージングとピクニック
LAGOON CRUISE & PICNIC
ツアー番号：MOZ001
ツアー料金：大人＄１８９～ 子供＄８８～（６～９歳）
所要時間：６時間
静かなラグーンから壮大な島モーレアを見てみましょう。息をのむような景色を楽しむとともに、ガイ
ドがオプノフ湾とクック湾の歴史の旅へ連れて行ってくれることでしょう。
古代の伝説によると、モーレアの２つの壮大な湾は巨大なトカゲの尻尾で作られ、黄色い（レア）トカゲ
（モー）という名前がついたとされています。
サンゴ礁、熱帯魚、エイなどがいる青緑色のラグーンで泳いで、お腹をすかせましょう。
その後、モツ島ではピクニックランチが準備されており、ビーチでリラックスしたり、シュノーケリング
を楽しんだりすることもできます。
ご案内：このツアーは電動ボートにて行われます。参加者は身体的に健康で、シュノーケリングの経験
があり、泳ぎに自信がある方に限ります。各場所の滞在時間は天候や潮の状況によります。衣
服の下に水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。野生生物が見られるかどうか
は保証されません。１０歳未満のお子様は参加できません。シュノーケリング装備は含まれま
す（マスクとシュノーケル）。

四輪駆動車での冒険
4x4 ADVENTURE
ツアー番号：MOZ003
ツアー料金：大人＄９５～
所要時間：３時間３０分
このツアーは、モーレアを違った視点から楽しみたい人にぴったりです。四輪駆動車で旅行すると、島を
形作った火山性クレーターの内側を見ることができ、パイナップル農園と緑豊かな熱帯雨林の景色を楽
しむことができます。
モーレアは星型の庭に似ており、バニラ、バナナ、グレープフルーツ、レモンなどの農業が盛んであり、
エキゾチックな植物やバニラが豊富なトロピカルガーデンでは写真撮影を楽しめます。その後、大規模
な農園を駆け抜ける間、知識豊富なガイドがモーレアの動植物について教えてくれます。
次に、古代ポリネシアの社会で宗教的、社会的目的の両方を果たした聖地マラエを訪れます。ベルベデー
ル展望台では美しい島の景色をお楽しみください。
マジック・マウンテンでは、グレープフルーツ、レモン、オレンジの木々で囲まれた小さな道をたどって
いくと、美しい島の景色を眺められる場所に到着します。
ご案内：怪我をなさっている方や乗車中の揺れに悪影響を受けるおそれのある方は参加をお控えくださ
い。妊娠中の女性と１２歳未満のお子様は参加できません。訪問順序は変わる場合がありま
す。このツアーでは山の展望地点まで短いですが険しい道を歩きますので、未舗装の濡れた道
を歩くのに適した靴でご参加ください。飲料水、帽子、日焼け止め、防虫剤をお持ちくださ
い。このツアーをご予約の際は、パンフレットの活動基準シンボルマークが記載されたページ
で“アクティビティ・エクスカーション”の条項をお読みください。

島の見どころ
ISLAND HIGHLIGHTS
ツアー番号：MOZ002
ツアー料金：大人＄１０５～ 子供＄８９～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
このツアーはまるでおとぎ話の世界へ迷い込んだかのような美しい観光地へと向かいます。 町がなく、
人口わずか１２０００人のコンパクトな島であるため、ギザギザとした火山、熱帯風景、白い砂浜をしっ
かりと見ることができます。有名でモーレアにとって重要な資源でもあるパイナップルの農園では、パ
イナップルについて学ぶことができます。
世界で最も壮観な展望地点の１つであるベルベデール展望台は、モーレアを訪れるすべての人にとって
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必見です。展望台はハート型の島の中心部に位置し、ここからは有名なオプノフ湾とクック湾の透き通
った水と二つの湾を分かつ神聖なロツイ山の景色を眺めることができます。
モーレアで礼拝のために使われた古代寺院のひとつであるマラエでは、昔のタヒチ文化を垣間見ること
ができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。訪問順序は変わる場合があります。このツアーに
は、展望地点での歩行が約３０分含まれます。

ハシナガイルカを求めて

SPINNER DOLPHIN EXPEDITION
ツアー番号：MOZ004
ツアー料金：大人＄１２０～ 子供＄１２０～（３～１２歳）
所要時間：３時間
フランス領ポリネシアでもっとも有益でエキサイティングな水上ツアーと言われるこのツアーでは、科
学的で自然なアプローチのおかげで、透明な水域に住む海洋生物についてしっかりと学び、理解するこ
とができます。
マイケル・プール博士は、the Island Research Centre の Marine Mammal Research Programme のディレ
クターであり、１９８０年以来、彼のチームはクジラとイルカに関する科学的研究を行ってきました。チ
ームの保全活動の一環として、動物の窮状についてより多くの人々に知ってもらうことを考えており、
ツアーの案内を通して、彼らの熱意が伝わってくるはずです。
ボートに乗ると、船長と専門家が紹介され、イルカの驚くべき生態とその社会的組織について教えてく
れます。このツアーの大きな見どころは、アクロバティックなハシナガイルカの訓練所を見学すること
です。ハシナガイルカはバレリーナのように空中で平行、あるいは垂直に回転できる唯一の種です。この
島の美しい風景を楽しむとともに、運が良ければシワハイルカやゴンドウクジラを見つけることができ
るかもしれません。
プール博士とハシナガイルカに関する彼の研究は、ドキュメンタリー番組「Ocean Acrobats: The Spinner
Dolphins」にまとめられ、ディスカバリーチャンネルとアニマルプラネットで放送されました。また、２
０００年に彼は BBC /ディスカバリーチャンネルシリーズ「The Blue Planet」で科学の専門家として活
躍しました。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。カメラ、水着、日焼け止め、タオルをお持ちください。
このツアーではイルカと一緒に泳ぐことはできません。

ラグーンクルージングとシュノーケリング
LAGOON CRUISE & SNORKEL
ツアー番号：MOZ005
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄８９～（３～１２歳）
所要時間：２時間３０分
古代の伝説によると、モーレアの２つの壮大な湾は巨大なトカゲの尻尾で作られ、黄色い（レア）トカゲ
（モー）という名前がついたとされています。そのラグーンへ向かって有名なオプノフ湾を探索しまし
ょう。海から見える美しい島の風景や透明な水中に暮らす鮮やかな魚の様子をお楽しみください。
ガイドはムーレアを囲む青緑色のラグーンに生息する雄大なエイを見つけようと努力します。これらの
美しい生き物がどれほどフレンドリーで穏やかであるかを目の当たりにするはずです。エイや小さなサ
メがいる浅瀬の透き通った水に浸かったり、美しいサンゴ礁を探したりして過ごした後、戻ります。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。訪問順序や使用するボートの種類は船長によって決定さ
れ、天候状況によって変わる場合があります。これらの変更はお客様の安全性と快適性を確保
するために行われるものです。このツアーはシュノーケリングツアーですので、シュノーケリ
ング装備は配布されます（マスクとシュノーケルのみ）。水着、日焼け止め、タオルをお持ち
ください。遊泳前の飲酒はお控えください。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。
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オークランド
AUCKLAND
オークランドでのジェットボート乗船体験
AUCKLAND JET BOAT ADVENTURE
ツアー番号：AKL017
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄４４～（１０～１２歳）
所要時間：１時間１５分
オークランドの都心の水辺にある歴史的なフェリーターミナルから、すばらしいジェットボートに乗り、
爽快な乗船体験をお楽しみください。オークランドの港と街のすばらしいスカイラインを眺めてみまし
ょう。乗船中は帽子を落とさないように押さえておきましょう。
オークランド橋の下を通り抜けるときにバンジーポッドを見上げると、バンジージャンプをしてる人を
見かけるかもしれません。乗っているジェットボートは、港の北岸沿いにあって長い間営業している店
とランドマークがあるチェルシー・シュガー工場やカウリ・ポイントの崖の木などの重要な箇所を通り
ます。
乗船体験が終わり、テラ・ファーマに戻ったら短い散歩をして船に戻ります。
ご案内：このツアーはジェットボートと徒歩で行われます。フェリーターミナルまでは歩いてすぐの距
離です。乗客はジェットボートに乗るために、不自由なく動ける必要があります。このツアー
は、背中や首の怪我や病状のある方には適していません。妊娠中の女性や１０歳未満の子供は
参加できません。ジェットボートのルートは天候に左右され、変更される可能性があります。
また濡れてもよい服を着用してきてください。

ホビットの舞台
SCENES OF THE HOBBIT
ツアー番号：AKL021
ツアー料金：大人＄１６８～ 子供＄１２８～（３～１２歳）
所要時間：９時間１５分
オークランドを南へ出発し、ボンベイ・ヒルズを越えてワイカト地方の農地に向かいます。そこから緩や
かな起伏の緑の丘を通ってホビット庄へ向かいます。シャイアズ・レストに到着して饗宴式のランチビ
ュッフェを楽しんだ後、世界最大の屋外映画セットであるホビットの映画セットをガイドとともに見て
回ります。そこには、４４個のホビット穴や水車小屋、めがね橋、パーティー・ツリーなどがあります。
ビルボの家“袋小路屋敷”の入り口では写真を撮るとともに、セット全体を見渡すことができます。ツア
ーの途中でグリーン・ドラゴン・パブを訪れ、自家製のサイダー、ラガービール、ジンジャービールのい
ずれかを飲む機会があります。オークランドへの帰り道では、リラックスしながら景観ドライブをお楽
しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。ホビットの映画セットへは約３時間の道のりです。こ
のツアーは天候にかかわらず行われます。歩きやすいつま先の閉じた靴と適切な服装でご参加
ください。一定の傾斜や段差を含む草地や砂利道を歩きます。ガイド付きツアーの時間は約１
時間３０分～２時間です。参加人数が限られていますので、お早めにお申し込みください。

ワイヘケ島とワイナリー
WAIHEKE ISLAND & WINERIES
ツアー番号：AKL016
ツアー料金：大人＄１２４～
所要時間：５時間３０分
ワイテマタ港からワイヘケの小さな島までフェリーでツアーが始まります。まるで絵に描いたようなこ
の島には、農地、森林、砂浜、ブドウ畑、オリーブ畑が混在しています。
長きにわたりニュージーランドで一番美しいとされているオネタンギビーチに着く前に、海岸線の息を
呑むような景色を満喫してください。２つの島のワイナリーに行く前に地元の会場に立ち寄り、紅茶や
コーヒー、甘いお菓子をお楽しみください。
ワイヘケは暑く乾燥した夏と石の土壌で、様々なブドウの栽培に適した土地です。ブティックワイナリ
ーは、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、マルベール、カベルネ・フラン、そして最近ではシャル
ドネを含む高級ワインを生産しています。ワイナリー訪問中にはここで生産されたワインを選ぶことが
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できます。
フェリーでオークランドに戻り、ツアーは終了します。
ご案内：このツアーはミニバス、フェリー、徒歩で行われます。フェリーターミナルまでは歩いてすぐ
の距離です。フェリーでの乗船時間は約３５分で、地元の人が同行します。ワイヘケ島に到着
すると、ツアーガイドと合流します。参加者は１８歳以上でなければなりません。訪れる順番
は異なる場合があります。このツアーでは、様々な地形などを歩いていくものがあります。底
が平らで履き慣れた靴をお勧めします。

アメリカズ･カップのヨットでセイリング
AMERICA’S CUP EXPERIENCE
ツアー番号：AKL006
ツアー料金：大人＄１５０～ 子供＄１２０～（１０～１１歳）
所要時間：２時間３０分
アメリカズ･カップは世界で最も古く、最も権威ある国際ヨットレースです。このツアーでは億万長者や
エリートのヨットオーナーが所有するアメリカズ･カップ級のヨット、ＮＺＬ６８またはＮＺＬ４１に実
際に乗り込みます。これは自動車レースのＦ１カーに乗車する体験に匹敵すると言えます。ヴァイアダ
クト･ハーバーで乗組員から安全に関する説明を受けて、２時間のセイリング体験が始まります。船の帆
が上げられると乗務員になりきって舵を握り、グラインダーにエネルギーを注いだり又は腰を下ろして
美しいオークランド湾を進む航海の様子を楽しんだりすることができます。
ヨットの経験は不要で、ヨットに慣れた方から初めての方までどなたでも参加できます。
ご案内：アメリカズ・カップのヨットが停泊する桟橋まで平坦な道を約１５分歩きます。底が柔らかく
滑りにくい靴をご着用ください。ヨットにはトイレの設備はありません。妊娠中の女性や９歳
以下の方はご参加いただけません。

スカイタワー、海の生き物と南極体験
SKY TOWER, SEA LIFE & ANTARCTIC ENCOUNTER
ツアー番号：AKL008
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄５４～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
南半球の最も高い塔であるオークランドのスカイタワー（３２７メートル）をご覧ください。２つの展望
デッキと回転レストランでは、沿岸から海岸まで比類のない景色を眺めることができます。ガラス張り
のリフトに乗って、オークランドを見下ろせるガラス張りのメイン展望台へと向かいます。
少し水辺をドライブした後は、ケリー・タールトンズ南極体験 & アンダーウォーター・ワールドの両方
を収容するケリー・タールトンズのシーライフ水族館に到着します。雪、氷、水中の名所など、オークラ
ンドで最も人気のあるアトラクションの１つです。
水中には、海に住む貴重な生物を見るために通る、透明なアクリル製のトンネルの中に動く歩道があり
ます。そこで、ニュージーランド沿岸水域の様々な種類の生物、サメ、カメ、巨大なアカエイ、さらには、
信じられないほど深い海に生息する生き物をご覧ください。
南極体験では、ニュージーランドでの唯一の亜南極のペンギンの本拠地であり、めったに見れないゼン
ツーペンギンが氷の中にいるのを見ることができます。また１９１１年からあるロバートファルコン大
尉の南極小屋のレプリカの中を歩くことができ、地球上で最も寒い地域の１００年間がどのようなもの
であったかを完璧に理解することができます。
ご案内：このツアーは観光バスと徒歩によって行われます。ツアー中は平らな場所で約２時間のウォー
キングがあります。底が平らで履き慣れた靴をお勧めします。水族館へはご自身で見学してい
ただきます。見学の時間は約１時間３０分です。

デヴォンポートとノースショアの景観

DEVONPORT & NORTH SHORE PANORAMA
ツアー番号：AKL011
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所要時間：４時間
デヴォンポート郊外のヴィクトリア山やノース･ヘッドの美しい景色を楽しみください。ヴィクトリア山
からはノースショアの街や入り江、オークランドの街、カワラウ部族の要塞の名残など素晴らしい景色
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が楽しめます。ノースヘッドではハウラキ山、タカプナ地方、ランギトト島の景色を眺めることができ、
さらには縦横に張り巡らされた軍事トンネルがあります。歴史的なデヴォンポートの港町はオークラン
ドのノースショアにあり、最も早くから入植が始まった場所のひとつで、木造りのコロニアル様式の建
物が残っていることで知られています。１８８０年代に農地が分割され、大きな木造家屋が建てられま
した。その後の改装と塗り替えで蘇った建物と周囲の美しい庭が、当時のデヴォンポートの栄華を思い
起こさせます。カウリの樹や真っ直ぐ育つことで知られるアガサ・オウストラリの樹など、耐久力のある
木材で多くの家が建てられています。デヴォンポート･ペニンシュラをガイドツアーで巡り、この歴史あ
る村のコロニアル風建造物や平和な雰囲気などを楽しむとともに、その後の自由時間ではお買い物をお
楽しみください。その後フェリーでオークランドに戻ります。
ご案内：このツアーはバス又はミニバスとフェリーで行われます。デヴォンポートのガイドツアーは３
０分ほどですが、自由参加です。

西ワイタケレ海岸の野生
WAITAKERE WEST COAST WILDERNESS
ツアー番号：AKL019
ツアー料金：大人＄１０５～ 子供＄９９～（３～１２歳）
所要時間：５時間
桟橋から出発すると、オークランドの北西約１７キロメートルの場所にあるワイタケレ山脈に向かって
旅が始まります。
ワイタケレ山脈の高台にあるアラタキセンターで一旦停車します。スイミングデッキからはタスマン海
を渡って太平洋までの息を呑むような全景を見ることができます。地元の歴史を理解し、ここを見守る
マオリ族の伝統的なマオリの彫刻を味わってみてください。
さらに西に向かうと、険しい西海岸に到着するでしょう。ピハ・ビーチを歩いている時、足元の柔らかい
黒い砂を触ってみて下さい。
その後、車は緑豊かな熱帯雨林に進みます。そこではブッシュトラック（野生の茂みにある道）にそって、
１キロ程歩きます。運が良ければ散歩中に野生の鳥の鳴き声を聞くことができるかもしれません。また、
近くにあるのは絵のように美しい川と巨大な樹木、シダです。
ツアー中に紅茶、コーヒー、水またはジュースと甘いお菓子などが提供されます。
ご案内：このツアーはミニバスかバス、徒歩で行われます。ツアーには、柔らかい砂や自然の茂みを含
む様々な地形を歩き回る時間が約２時間３０分〜３時間ほど含まれます。底が平らで履き慣れ
た靴を必ずご用意ください。日焼け止めや軽いレインジャケットをご持参することをお勧めし
ます。

トゥクトゥクで巡るたそがれ時のオークランド
AUCKLAND TWILIGHT TUK TUK TOUR
ツアー番号：AKL020
ツアー料金：大人＄８５～ 子供＄８５～（９～１２歳）
所要時間：１時間４５分
トゥクトゥクに乗って、夕方のオークランドをドライブします。
トゥクトゥク乗車中は象徴的な街の見どころを通り、夕暮れ時の街の雰囲気を感じることができます。
アオテア・スクエア、St Kevins Arcade、ウェストヘブン・プロムナード、ハーバー・ブリッジ、スカイ・
タワーなどを見て回ります。途中、写真撮影のために停車したり、オプションとしてマイヤーズ・パーク
での散策を楽しむことができます。
ご案内：このツアーはトゥクトゥクで行われます。参加人数が限られていますので、お早めにお申し込
みください。トゥクトゥクの定員は６名です。９歳未満のお子様はご参加できません。このツ
アーにはオプションとして約３０分の歩行が含まれます。このツアーには段差やマイヤーズ・
パークの傾斜路が含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。トゥクトゥク乗
車時にはある程度体が動かせる必要があります。このツアーは天候にかかわらず行われます。

オークランド市内観光とマオリ族

AUCKLAND CITY SIGHTS & MAORI PERFORMANCE
ツアー番号：AKL005
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄５４～（３～１２歳）
所要時間：４時間
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埠頭から出発しオークランドで最も重要な博物館、オークランド戦争記念博物館に向かいます。ここで
は、マオリ文化を発見し、活気に満ちた文化的なパフォーマンスを楽しむことができます。
到着後はオークランドの部族であるマオリの文化を垣間見ることができる活気にあふれた文化的な展覧
会をご覧ください。その後、自由にその博物館とマオリギャラリーを見て回ります。マオリギャラリーで
は、マオリのパフォーマーに質問に答えてもらったり写真を撮ってもらうことができます。
次に、オークランド市内とハーバーブリッジを渡り市内の主要な箇所の景観ドライブをします。オーク
ランドのダウンタウンのショッピング＆オフィス複合施設は、市の郊外にある修復されたヴィクトリア
朝の建物と植民地時代の店を持つパーネル村と対照的であることが分かるでしょう。 街とワイテマタ港
のパノラマの景色を楽しみ写真を撮るために、美しい景色が見えるところで一旦止まります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーには約１時間の歩行が含まれます。底が平
らで履き慣れたな靴をお勧めします。展示物を保護するため、博物館の照明は暗くなっていま
す。バックパックと大きな袋は博物館では許可されていません。交通混雑の場合、代わりの場
所に行く可能性がございます。

ムリワイ・ギャネットと田舎の農場
MURIWAI GANNETS & COUNTRY FARM
ツアー番号：AKL007
ツアー料金：大人＄１２３～ 子供＄７０～（３～１２歳）
所要時間：６時間
ガイドの説明を聞きながら市内の観光ドライブをした後、ワイン生産地と牧草地区へ向かいます。クメ
ウとフアパイ地区を通ってムリワイ海岸へ。荒涼とした断崖の上からは海岸や荒々しい景色が見られ、
原生の植物の中を歩き、最大のカツオドリの生息地が見られる特別な観察所に行きます。
季節や時間帯によってはカツオドリが餌を与えたり、巣作りをしたりする様子が見られるかもしれませ
ん。カツオドリが優秀なパイロットのように、沖合の魚を目がけて飛び込み、捕えた魚を巣に運ぶ様子が
見られるかもしれません。
ムリワイを後に、カイパラ半島とハウモアナ農場へ向います。美しいニュージーランドの田舎の農場を
お楽しみください。ここでは羊と牛が商業用に飼育され、鹿は草原に放たれています。
農場でバーベキューと地元のワインまたはビール付きの昼食を楽しみ、食後は牧羊犬と羊の毛刈りのシ
ョーをご覧ください。
ご案内：このツアーはバスで行われます。カツオドリの観察所へは砂利道を３６０メートルほど歩きま
す。見学順序は入れ替わる場合があります。また歩き慣れた靴をお勧めします。

ロトルアと間欠泉
ROTORUA & THE THERMAL VALLEY
ツアー番号：AKL003
ツアー料金：大人２２０～ 子供＄１６０～（３～１２歳）
所要時間：１２時間
オークランドを出発し、南に向け高速道路をバスで走ります。ボンベイ・ヒルズを越え、肥沃な牧畜地帯
のワイカト・リバー・バレーに入ります。美しい丘陵の田舎や緑豊かな森林をドライブし、ロトルアの地
熱地帯に到着します。
地元のホテルにて美味しいビュッフェ式昼食をマオリのコンサートを鑑賞しながらお楽しみください。
パフォーマンスには数多くの伝統的戦、ハカ、激しい歌など戦いの歌やコーラス付き挑発ダンスなどが
含まれます。昼食後はテ・プイア地熱帯に向かいます。マオリガイドと合流し、泡がでる泥沼、温泉や間
欠泉などの地熱帯を見学します。近くにある再現されたマオリ村にて、ヨーロッパ人到来前のマオリ社
会を垣間見る珍しい機会があります。彫刻や機織りの実演などいろいろな伝統文化を見学し、マオリの
文化を肌で感じましょう。
次にアグロドームに向かいます。１９種の羊によるユニークなショーが行われます。興味深く、面白い解
説などがあり、牧羊犬による羊を取り囲むショーなどを楽しみください。
オークランドへの帰路はマタマタとハウラキ平野を通ります。
ご案内：このツアーはバスで行われます。３０分ほどゆったりとしたペースで歩道を歩きます。ロトル
アまで片道３時間のドライブです。途中お手洗いのための休憩があります。歩きやすい爪先の
閉じた靴を着用し、お水、セーターをご持参ください。訪問順序が入れ替わる場合がありま
す。
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オークランド景観ドライブ

LEISURELY AUCKLAND
ツアー番号：AKL015
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３５～（３～１２歳）
所要時間：３時間
オークランド市内の景観ドライブをはじめます。ハーバー･ブリッジを渡ると、ウエストヘーヴン･マリ
ーナと王立ニュージーランド･ヨット･スコードロン(オークランドで最も名門のヨット･クラブ) が見え
ます。２つの美しい湾から郊外のセント･ハリアーズを望む、魅力的なウォーターフロント地区が見えて
きます。知識豊かなガイドがオークランドの歴史と生活を解説しながら、市内の見晴らしのよい場所へ
向かいます。ここからは市内と湾が一望でき、遠くにハウラキ湾に浮かぶ島々が見えます。その後、コロ
ニアル式の店やブティック、工芸品店が軒を連ねるパーネル･ビレッジや歴史的なオークランド戦争記念
博物館を巡り、賑やかな商業地区を通って港へ戻ります。
ご案内：このツアーはバスで行われます。主な見どころは車窓観光となります。バスティオン岬にはト
イレがあります。交通状況によっては別の展望ポイントに行く場合があります。

ベイ・オブ・アイランド
BAY OF ISLANDS
ブレット岬の遊覧クルーズ
CAPE BRETT CRUISE
ツアー番号：BI1013
ツアー料金：大人＄１０５～ 子供＄８４～（３～１２歳）
所 要 時 間：３時間
息をのむような景色を眺め、興味深いニュージーランドの自然をブレット岬と有名な「ホール･イン･ザ･
ロック」への遊覧クルーズで体験しましょう。
ベイ･オブ･アイランドに浮かぶ小島を抜け、ブレット岬の灯台、静かな入り江、砂浜の海岸を通り過ぎま
す。そしてモツコカコと有名な「ホール･イン･ザ･ロック」へ向かいます。コンディションが良ければ、
長い時間をかけて風と波の浸食によってできた穴を熟練の船長が通り抜け、グランド･カテドラル洞窟へ
とボートで行くことができます。さらに遊覧クルーズを続け、小島を巡りながら知識豊かな乗組員の説
明を聞き、鳥や海洋生物などを観察しましょう。
帰路は地元の自然や文化歴史についての映像を見るなどして、のんびりとお過ごしください。船の上に
はバーもあります。
ご案内：このツアーは双胴船にて行われます。双胴船の乗り降りには階段があります。野生生物が見ら
れる保証はありません。飲み物は別料金となります。クルーズの日程は天候により左右され、
場合によってはホール･イン･ザ･ロックでの観光は中止になることもあります。また、船酔い
する可能性がある方は特にご注意ください。

郊外のドライブとワイポウアの森林
RURAL DRIVE & WAIPOUA FOREST
ツアー番号：BI1015
ツアー料金：大人＄１３８～ 子供＄１１０～（３～１２歳）
所 要 時 間：７時間
バスに乗ってリラックスをしながら、ワイマテ・ミッションハウスを目指す、ワイマテまでのドライブを
楽しみましょう。これは１８３２年にニュージーランドの内陸に初めて作られた伝道所で、３箇所だけ
残っているミッションハウスです。ここで朝のお茶もお楽しみください。
続いて地熱地帯からカイコヘに向かった後、農地を抜けて、砂丘が並ぶホキアンガ港の岸にあるオポノ
ニへ行きます。１９５０年代後半、人懐こいイルカの「オポ」が住んでいたこの地域は、ヨーロッパから
の移民の居住地でもあります。
ワイポウアの森では、ガイドとともに少しの距離を歩き樹齢１２００年で未だ成長しているカウリの木、
タネマフタを見ます。カウリの木材はニュージーランド初の輸出品となり、船のマストや建材として人
気でした。数十年の間に広大な森は切りつくされてしまい、今では一部しか残されていません。
現地のホテルでビュッフェ形式の昼食に続いて、地元の学生によるコンサートをお楽しみください。
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ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。このツアーは起伏のある道を合計約５分歩きます。ヒ
ールの無い歩きやすい靴をお勧めします。ミッションハウスに入る際、階段が６段あります。

ライトタックルでの釣り体験
LIGHT TACKLE FISHING
ツアー番号：BI1017
ツアー料金：大人＄１１８～ 子供＄１１２～（８～１２歳）
所 要 時 間：４時間
もはや伝説的であるニュージーランド出身の、ヨットのヒーローであるピーター・ブレイク卿は彼の「お
気に入りの場所」というドキュメンタリーでこの場所を紹介し、釣りをするには理想的な場所です。
スキッパーがあなたのスキルレベルに合わせてツアーを調整するので、経験は必要ありません。ここで
は初心者のためうまく釣りをするための知識を教えてもらうなど、しっかりとした説明を受けます。
ベイオブアイランズで釣れる魚の大半はブルータラ、テラキヒ、シマアジ、鯛です。
釣りをしていない間は、美しい静かな海岸の周りでリラックスして楽しむことができます。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。８歳未満のお子様は参加できません。ツアーには必要な
すべての漁具が含まれています。釣れるかどうかは保証されません。ここではキャッチアンド
リリースではありません。ほとんどの釣れた魚は船上の乗組員によって捕まえられます。船酔
いする可能性がある方は特にご注意ください。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。ボ
ートには日陰の部分が限られているので、日焼け止めや帽子をご持参してください。休憩時間
がないので、水を持参することをお勧めします。ボートにはトイレがあります。参加者はボー
トに乗るために、健康で不自由なく動ける必要があります。

ラッセルへのリバーボートクルーズとブランチ

RIVER BOAT CRUISE TO RUSSELL & BRUNCH
ツアー番号：BI1020
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄５２～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
ワイタンギを出発し、オプアとオキアトの水路をボートでゆっくりと巡ります。オマタ・エステート ワ
インヤードやコロラレカのカキ養殖場を見てお楽しみください。ボート乗船中、地元スタイルのブラン
チが提供されます。
次に、ノースアイランドの港の起源であるラッセルへ向かいます。今や絵のように美しい水辺の村とな
ったラッセルで、古風で趣のある自作農場、歴史ある教会や木造のコテージの景観をご覧ください。その
後、自由時間を設けますので、思い思いにラッセルを散策してください。自由時間終了後、ボートでワイ
タンギへと戻ります。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。参加人数に限りがありますので、お早めにお申し込みく
ださい。使用するボートは底が平らになっているリバークルーズ用ボートです。参加者は船の
はしけ地点からボートまでの短い距離を移動し、ボートに素早く乗る必要があります。このツ
アーに飲み物は含まれておりませんがボート上で購入することができますので、地元の通貨を
忘れずにお持ちください。ラッセルでの自由時間は１時間で、歩く距離は参加者の自由です。
ボートクルーズは約１時間３０分から２時間です。

ボートライドとパドルボード体験
BOAT RIDE & PADDLE BOARD EXPERIENCE
ツアー番号：BI1022
ツアー料金：大人＄８２～
所要時間：３時間
埠頭から出発し、座ってリラックスしながら、海岸線をボートで進むと、昔カウリマツの丸太を運ぶため
に使っていた蛇行河川を通ります。
静かな入り江で経験豊富なガイドからの説明を受けた後、いよいよパドルボードに乗ります。マングロ
ーブの木々を静かに通りつつ、地元の動物を見逃さないように目を凝らしていてください。続いて、水が
音を立てて落ちる滝に向かいます。勇気がある人は、滝のそばまで行って写真を撮ってみましょう！
その後、パドルボードに乗り続けるか、船に戻るか選ぶことができます。ボートで埠頭に戻る前に川辺の
公園で軽いピクニック風のスナックを食べましょう。
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ご案内：このツアーはボートとパドルボードにて行われます。参加者は健康で泳げる必要があります。
水着を着て、タオル、ペットボトルの水、そして日焼け止めをご用意ください。子供は参加す
ることができません。参加者は棄権証書への署名が必要になる場合があります。

マオリ村でのカヌー体験

THE MAORI CANOE EXPERIENCE
ツアー番号：BI1016
ツアー料金：大人＄１０７～ 子供＄１０７～（６～１２歳）
所 要 時 間：３時間
ベイ・オブ・アイランドはニュージーランド・マオリ族の最大部族であるヌガプヒ（Ngapuhi）族が暮ら
している場所です。このマオリ族の環境重視の精神生活を学ぶツアーではマオリの人々の古代から受け
継がれたポリネシア文化の慣習や、儀式や伝統をより深く知ることができます。
ワイタンギ埠頭でマオリの戦士姿の人たちからの歓迎を受けた後、芸術的な彫刻が施された１５メート
ルの長さのワカ・タウア（マウイの戦闘用カヌー）に乗り込みます。乗る前に簡単な安全説明があります。
部族の人々が伝統的な船漕ぎのやり方＝ワカと掛け声を見せてくれる間、環境保存が行き届いたワイタ
ンギ川の息を呑むように美しい光景や、地元特有の草花の素晴らしさを味わっていただくことが出来ま
す。のどかで静寂に包まれたワイタンギ川の河口に向かって滑るように進んでゆく間、オリの漕ぎ手た
ちがそれぞれ古代からつらなる家族の物語や部族の歴史を語ってくれます。川の両岸に遥かに広がる絵
のようなパノラマ眺望、自然の森の鮮やかな色彩を楽しみながらのクルーズでは、神聖でスピリチュア
ルと考えられているハルル滝の滝壺まで行きます。再びカヌーを漕いで戻る途中には、ファミリーの神
殿＝マラエを通り過ぎてゆきますが、そこではマオリの家族たちが手を振って見送ってくれることでし
ょう。
港に戻る頃には、マオリ族に関する深い知識を身に着けて一生忘れられない思い出として心に刻みつけ
られていることでしょう。
ご案内：このツアーに参加する方々はカヌーでのパドリングを最大２時間行う必要があります。パドリ
ングはゆっくりとしたスピードで行われますが、所要時間はグループや潮差に左右されます。各
カヌーには１６名から３０名まで乗船が出来ます。カヌーまでは約１３７メートル歩きます。カ
ヌーに乗り込む際は水中に入るので濡れても大丈夫な柔らかくヒールの無い靴を着用ください。

プケティ・フォレストの自然散策

PUKETI FOREST NATURE WALK
ツアー番号：BI1018
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄５９～（１０～１２歳）
所 要 時 間：３時間３０分
プケティ森はノースランドの中心部に位置する古代カウリ森林で、さまざまな植物種、鳥類や木で生息
する生き物が暮らしています。ドライバーガイドによる簡単な解説を聞きながら、リラックスしてプケ
ティ・フォレストへ移動します。
到着すると、熱帯雨林の魅惑的な散策をお手伝いしてくれる知識豊富なガイドと合流します。ニュージ
ーランドのユニークな植物や鳥類に注目し、１２００年にも及ぶ壮大な古代カウリの木を鑑賞します。
ツアー中は地元の広場で休憩し紅茶やコーヒー、パン菓子が提供されます。
ご案内：このツアーは車と徒歩にて行われます。プケティ・フォレストへのドライブは約４５分間です。
１０歳未満のお子様は参加できません。このツアーでは、濡れたときに滑りやすく起伏のあるボ
ードウォークなど、様々な地形を約１時間３０分ほど歩きます。底が平らで滑りにくい靴を履い
てください。軽いレインジャケットを着ることをお勧めします。日焼け止め、帽子、防虫剤も忘
れないでください。

ワイタンギと郊外
WAITANGI & COUNTRYSIDE
ツアー番号：BI1002
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５６～（３～１２歳）
所 要 時 間：３時間３０分
ベイ･オブ･アイランドを一望できるワイタンギ条約記念公園はニュージーランドの歴史的に重要な場所
です。１８４０年２月６日にマオリ族とイギリス政府との間でワイタンギ条約が結ばれました。
条約記念公園は４０４ヘクタールの広大なワイタンギ国立保護区内にあり、その土地の所有者であった
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ブレディスロエ侯爵夫妻により１９３２年に国に寄付されました。次に、ガイドと共にニュージーラン
ドで最も古く歴史ある建物の一つであり条約が締結された条約記念館、テ・ワレ・ルナンガ、全体に彫刻
の施されたマオリの集会場、ワイタンギとベイ・オブ・アイランドの歴史を紹介する映画が上映されるワ
イタンギ･ビジターセンターを訪れます。
また長さ約３６メートルで３本のカウリの大木から作られたマオリの戦闘用カヌーアをご覧ください。
現在も毎年２月６日のワイタンギデーには海に浮かべられます。
ワイタンギを後に景色のよい郊外を走り、プケトア･ジャンクションと地平線を覆うように柑橘類の果樹
が広がるケリケリへ。車窓からニュージーランド最古の建物で知られるケンプ･ハウスが見えてきます。
船に戻る前にハルル滝で写真撮影のため一時停車します。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。ワイタンギ条約記念公園の小道と芝生を４５分ほど歩きま
す。

ラッセルでの発見
DISCOVER RUSSELL
ツアー番号：BI1021
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３６～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
埠頭から少しドライブをすると海辺のリゾートであるパイヒアに到着します。そこで旅客フェリーに乗
りラッセルへと向かいます。
到着してすぐ、街の煌びやかな歴史を発見するためにガイド付きのウォーキングツアーに参加します。
ニュージーランド最初の首都について、今も受け継がれる物語をガイドから聞くと、植民地時代という
劇的事件を再体験することができるでしょう。そして、魅力的な街並みに立ち寄り、絶品であるスコーン
や紅茶を楽しんだ後、ポンパリエを訪れます。フランス宣教師の歩みを追ったり、どのように宗教的な文
書をマオリ語に翻訳し、印刷して美しい本にまとめたのかを発見しましょう。
その後は自由時間です。街を散策したり、地元職人の店に立ち寄ったりしてお楽しみください。自由時間
終了後、旅客フェリーに乗り埠頭へ戻ります。
ご案内：このツアーはバスとフェリーと徒歩にて行われます。このツアーには、比較的平坦な場所での
歩行が約１時間３０分含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。フェリー乗船
時間は片道約１５分です。購入の際には地元の通貨が必要です。

シドニー
SYDNEY
シドニー景観ドライブ
LEISURELY SYDNEY
ツアー番号：SYD001
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
シドニー発祥の地「ロックス」地区を走り、キングス･クロスと傾斜が急な坂道にヴィクトリア朝時代の
邸宅が建ち並ぶ流行のパディントン、シドニータワー、オペラ･ハウス、シドニー･エンターテイメント･
センターを通ります。
次にシドニーを一望するミセス･マッコリーズ･チェアーで停まります。ここは初代総督マッコリーの婦
人エリザベスの為に彫った岩の椅子があります。ベンチからは、ハーバー、オペラハウス、ハーバーブリ
ッジ、素晴らしい景色が眺められます。
オーストラリアで最も有名なビーチで知られる、ボンダイ･ビーチで写真撮影のために停まります。ボン
ダイにはビーチを望む数多くのカフェやレストランが軒を連ねています。
ご案内：このツアーはバスで行われます。ボンダイ･ビーチでは１５分ほどの自由時間をお取りしま
す。ほとんどの道は舗装されていますが、ミセス･マッコリーズ･チェアーでは凸凹な箇所が若
干あります。
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ザ・ロックス パブウォーク
“THE ROCKS”PUB WALK
ツアー番号：SYD051
ツアー料金：大人＄４０～
所要時間：３時間

港でガイドと合流した後、ザ・ロックスとして知られているシドニーの歴史的な中心地の散策に向かい
ましょう。
石畳の道を歩き牢獄の近くを通り過ぎながら、ガイドは魅力的な話をして楽しませてくれることでしょ
う。３つの地元のパブに立ち寄り、常連客に混ざってビールやワインを楽しみながら昔のシドニーの話
を聞くことができます。
２，３時間過ごすのになんといい方法でしょうか。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。このツアーにはそれぞれのパブで１杯の飲み物が含まれて
います。このツアーは起伏のある道を約２時間歩きます。ヒールのない歩きやすい靴でご参加
ください。ツアーの後市内に残ることを希望されるお客様は、各自で船までお戻りください。
このツアーはお子様には適しません。

シドニー市内観光、オペラハウスとボンダイ･ビーチ
SYDNEY SIGHTS, OPERA HOUSE & BONDI
ツアー番号：SYD002
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６８～（３～１２歳）
所要時間：５時間
世界的に有名でシドニー芸能の中心であるシドニー･オペラ･ハウスをガイドの案内で見学します。建築
と技術の奇跡は、不可能を可能にした芸術建築で、世界でも芸能活動がもっとも行われるようになりま
した。
ヴィクトリア時代の建物から近代的なビル群まで、世界でも素晴らしい都市シドニーの見どころを巡り
ます。シドニー発祥の地「ロックス」地区、ハーバー･ブリッジ、シドニータワー、キングス･クロス、芸
術家たちの集まるパディントン、植物園を車窓に、ミセス･マッコリーズ･チェアーへ向かいます。ここか
らはオペラ･ハウス、高層ビル群、ハーバー･ブリッジが一望できます。
ダウンタウンを通り、海岸のリゾート地ボンダイ･ビーチに向かいます。岩に囲まれ三日月形をした黄金
色の砂浜は、オーストラリアで最も有名なサーファーのビーチです。数多く並ぶカフェからビーチを眺
めたり、かわいいプロムナードを散策したり楽しめます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行われます。乗り場からオペラ･ハウスの入口まで約４５０ｍ歩
き、オペラハウス内には約２００段の階段があります。道は舗装されていますが、ミセス･マ
ッコリーズ･チェアーでは凸凹な箇所が若干あります。ボンダイ･ビーチでは２０分ほどの自由
時間をお取りします。見学順序は入れ替わる場合があります。シドニー・オペラハウスの取消
料ポリシーの関係で、ツアーのキャンセルは１週間前から１００％のキャンセル料が発生しま
す。

シドニー湾散策
A STROLL AROUND SYDNEY HARBOUR
ツアー番号：SYD041
ツアー料金：大人＄２０～ 子供＄１５～（３～１２歳）
所要時間：２時間３０分
地元ガイドと桟橋で合流し、シドニー港付近の探索に行くことができます。
歴史ある「ロックス」地区を通り、ハーバーブリッジとサーキュラーキーを散策すると有名なシドニーの
オペラハウスが見えるでしょう。散歩していくと素敵な王立植物園にも着きます。
道に沿って行くとガイドは地元の事や物語を聞かせてくれ、ツアーを忘れられないものにしてくれるで
しょう。
ご案内：このツアーは徒歩で行われます。これは、凸凹道でののんびりとした歩行が約２時間３０分ほど
ございます。底が平らで履き慣れた靴をお勧めします。
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フェザーデイルワイルドライフパーク

FEATHERDALE WILDLIFE PARK
ツアー番号：SYD049
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄５９～（３～１２歳）
所要時間：４時間
この約２．８ヘクタールの公園は、鳥やイリエワニなどの爬虫類を含む約２２００種類を超える動物の
住処です。
フェザーデイルに到着次第、パークレンジャーからオーストラリアの歴史を聞きながら野外でビリーテ
ィーをお楽しみください。その後、ご自由に公園散策をお楽しみください。公園内ではカンガルー、コア
ラ、ワラビーなどの野生動物を見ることができ、ディンゴやオポッサムや有名なタスマニアデビルも見
ることができるかもしれません。散策を終えると車で港まで移動します。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。どの程度歩くかはお客様次第です。この公園の道路
は、舗装された比較的平らな地面となっています。底が平らで履き慣れた靴を着用しましょ
う。買い物をするために現地通貨をお持ちください。

シドニー北部観光とマンリー

NORTH SYDNEY SIGHTS & MANLY
ツアー番号：SYD053
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所要時間：４時間
港を出発し、車でコートハンガーと呼ばれているシドニー・ハーバーブリッジを横切ります。北に向け
て、美しいクレモーネとモスマンだけでなくキラビリとミルソンズポイントの郊外を通ります。
マンリーの郊外に着いたあと、シドニー湾の入り口にあるノースヘッドで停車します。そこで、美しく広
大な港の景色を見ることができます。その後マンリーをご自由に観光をお楽しみください。船に戻る前、
ビーチに沿って散策したり浜辺のカフェで軽食を購入することができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。マンリーでどの程度歩くかはお客様次第です。買い
物のために現地通貨をお持ちください。マンリーでの自由行動は約１時間です。

シドニー・ハーバーブリッジへの観光
SYDNEY HORBOUR BRIDGE CLIMB
ツアー番号：SYD014
ツアー料金：大人＄２８５～
所要時間：５時間
シドニー･ハーバーブリッジに登るというユニークな体験で、世界的に有名な湾を一望できます。資格を
持つガイドに率いられて、少人数のグループで東側のアーチから橋の頂上を目指します。橋の頂上に到
達したら栄光の瞬間を祝い、約１２０メートル眼下に広がるシドニー湾の比類ない大パノラマを堪能し
てから、西側のアーチを降ります。そこを降りて、登頂記念の写真をお受け取りください。
続いてシドニー最古の村、ザ・ロックスを徒歩で巡ります。ザ・ロックスはシドニーの中心地にあり、初
期の開拓者がハンマーを振るって最初の小さな村を建設した場所でもあります。歴史あるこの一帯を歩
きながら、珍しい建物や古風なテラスハウス、砂岩のコテージなどをご覧ください。伝統的なパブに立ち
寄って健闘を讃えましょう。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。参加者は身体的に健康な方に限ります。このツアーは１２
歳未満のお子様は参加できません。落下する可能性のある物や服は橋登りに適しませんので、
ロッカーをご利用ください。参加者は橋を登る前に酒気検査を受けていただきます。はじめに
安全に関する注意事項を聞いてから、登攀用のスーツを着用し、安全用のハーネスをケーブル
に取り付けます。個人のカメラ、携帯電話、ビデオは橋登りにはお持ちいただけません。橋登
りが終了するまでの所要時間は約３時間半です。爪先の閉じた底の平らな靴でご参加くださ
い。
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ハンターバレー、ワイン試飲と昼食

HUNTER VALLEY, WINE TASTING & LUNCHEON
ツアー番号：SYD039
ツアー料金：大人＄１４０～
所要時間：１１時間
フハンターバレーは１６１８ヘクタール以上のブドウ農園、９０を超えるワイナリーがあり、オースト
ラリアで最も古く、最も絶賛されたワイン農園の一つです。ハンターバレーの最高のワイナリーのうち
の３つで一日を過ごすとブドウ畑の美しい全景をお楽しみいただけます。おいしい地元の昼食が提供さ
れ、ハンターバレーショッピングビレッジにある専門ブティック店を訪れる機会があるでしょう。
シドニーから出発し、旅はパシフィック・ハイウェイに沿って、ハンターバレーに向かって内陸に向かっ
ていきます。景色が素晴らしい場所で小休憩があり、そこでは足を伸ばせば海の景色を楽しめます。また
旅の最後の前に、地元のカフェでコーヒーなどを飲みたくなるかもしれません。
ハンターバレーに到着すると、最初にスパークリングワインの特別な生産地であるピーターソンハウス
に止まります。ここでは、美しいピーターソンハウスセラーを訪問し、絶妙な味わいを楽しめるでしょ
う。次はホープエステートとそれを経営する家族、そしてワイナリーに足を踏み入れます。ここではおい
しい地元の昼食をまたお楽しみいただけます。その後ブロークンとバリントン範囲全体の素晴らしい景
色を望める場所にある、ビンバンジン・エステート・ワイナリーに向かいます。そして地下室のドアから
ブドウ畑を見下ろすワインの試飲セッションをお楽しみください。
最後の休憩は、船に戻る前に探検と買い物をする自由な時間があるハンターバレー村にて行われます。
ご案内：このツアーは車と徒歩で行われます。ご参加いただける人数が限られますので、お早めにご予
約ください。ハンターバレーへはバスと徒歩で、約２時間３０分かかります。ワインの試飲は
１８歳以上の方しかご参加できません。このツアーは起伏のある道を約１時間３０分ほど歩く
のでヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。

オペラハウスでの夜

AN EVENING AT THE OPERA
ツアー番号：SYD044
ツアー料金：大人＄１９９～ 子供＄１９９～（３～１２歳）
所要時間：４時間３０分
海辺でガイドと合流し、その屋根の形から世界で最も注目を集める建物の一つであるシドニー・オペラ
ハウスまで歩きます。オペラハウスでは、予約席でビゼーのカルメンをご覧ください。この経験は忘れる
ことができない思い出となるでしょう。
席を確保するために早めの事前予約が推奨されます。予約は２０１８年２月１２日まで可能です。また
その日以降払い戻しは受け付けておりません。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。オペラハウスまでは約１０～１５分かかります。オペラハ
ウスにはドレスコードがございます。ドレスコードはお客様の好みとスマートカジュアルかセ
ミフォーマルなものが推奨されます。鑑賞中の撮影は禁止されています。オペラハウスには合
計で２００段ほどの階段がございます。航海中は船内のショアエクスカーション担当者が予約
席とチケットの入手状況について常に確認しております。予約は２０１８年２月１２日まで可
能です。またその日以降払い戻しは受け付けておりません。

ブルーマウンテン探検
DISCOVER THE BLUE MOUNTAINS
ツアー番号：SYD050
ツアー料金：大人＄１４９～ 子供＄９９～（３～１２歳）
所要時間：８時間
港を出発し、ハイウェイを使って都会の喧騒を離れるようにブルーマウンテンのある地域を目指します。
その地域は素晴らしい景色で知られており、壮大な眺めを楽しむことができます。
カトゥーンバに到着次第、オーストラリアのグランドキャニオンとして知られる巨大な岩の眺めを楽し
むことができるエコービューポイントに向かいます。その後、世界で最も急な勾配を走る電車に乗り、約
２００メートル下ったところにある緑豊かな谷を訪れます。谷の麓を少し歩くと、ケーブルカーの駅に
到着します。帰りは南半球で最も傾斜が急なケーブルカーに乗って戻ります。
ツアーの最後には、マウンテンヘリテージホテルでの美味しい２コースのランチをご用意しております。
この静かなホテルは古き良き魅力があります。そして、そこでは周囲を取り巻く山々を眺めてリラック
スし、１日の探検に思いを馳せることができます。
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ご案内：このツアーはバスと鉄道とケーブルカーにて行われます。ブルーマウンテン地域へは、道路状
況にもよりますが片道約２時間から２時間３０分かかります。底が平らで履き慣れた靴を着用
しましょう。鉄道からケーブルカーへの乗り換えの際、でこぼこな道を７分ほど歩きます。そ
の他の歩行はお客様次第です。このツアーは高所が苦手なお客様には適していません。全ての
景観は天候に左右されます。

夜のシドニー・ハーバーブリッジ観光
SYDNEY HARBOUR BRIDGE EVENING CLIMB
ツアー番号：SYD052
ツアー料金：大人＄２１２～
所要時間：４時間３０分
認定ガイドが鉄のキャットウォークを通って東側の橋桁の頂上まで案内します。橋の頂上に到着したあ
と、頂上での時間を楽しむためにしばらく滞在します。西側の橋桁から降りる前に、シドニー港の輝く光
や夜の空をお楽しみください。地上に戻り登頂を祝福され、登頂記念の写真を受け取ってください。
この経験を祝ってビールやソフトドリンクを楽しむため、船に戻る前に地元のパブに立ち寄ります。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。このツアーは健康状況が良好な方のみ参加できます。お子
様は参加できません。運動に適さない服の着用は橋の上では許可されません。ロッカーがござ
います。参加されるお客様はアルコールテストを受ける必要があります。このツアーでは、安
全に関しての説明から始まります。その後、防護服や、落下を防止するためにレールと体をつ
なぐハーネスを装着します。個人のカメラ、携帯電話、ビデオカメラはお持ちできません。橋
を登るには安全に関しての説明を含めて約３時間３０分かかります。底が平らで履き慣れた靴
を着用しましょう。

タロンガ動物園のサンセットを見る散歩
TARONGA ZOO SUNSET WALK
ツアー番号：SYD040
ツアー料金：大人＄７４～ 子供＄６４～（３～１２歳）
所要時間：３時間
モスマンの郊外に位置するタロンガ動物園は専用の動物保全プログラムがあり、４０００頭以上の動物
がいます。サンセットを見る散歩では、動物園でカンガルー、コアラ、ハリモグラ、オーストラリア野鳥
などの動物を発見する旅へとお連れします。
専門ガイドがタロンガ動物園とその動物のことを解説します。参加者はカモノハシプールなどの展示を
見ることで、ブルーマウンテンズの砂岩峡谷の神秘を思い起こさせてくれます。ここではオーストラリ
アの動物の多くの種と最近発見された恐竜の木、ウォレマイ・パインを見ることができます。
このツアーはオーストラリアの野生生物の多くを見ることができる絶好の機会です。
ご案内：このツアーは車と徒歩で行われます。ガイドツアーは起伏のある道で約１時間３０分ほど行わ
れます。底が平らで履き慣れた靴をお勧めします。タロンガへのドライブは約４５分間ほどです。

24

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
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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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