クイーン・ヴィクトリア
バルセロナとモンテカルロ ８日間
ショアエクスカーション案内

バルセロナ
アジャクシオ
モンテカルロ
リボルノ
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。
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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。

[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。
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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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クイーン・ヴィクトリア
バルセロナとモンテカルロ

８日間

ショアエクスカーション案内
バルセロナ
BARCELONA
登山鉄道でゆくモンセラット観光
MONTSERRAT BY RAIL
ツアー番号：BCN009
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄１８～（３～１２歳）
所要時間：４時間３０分
モンセラットへ向かうバスの窓からは、美しくのどかな田園地方の景観から標高１２３５メートルの
荒々しい岩肌を見せるモンセラット山の威容へのドラマチックな変化を見ることができます。
１０００年の歴史を誇るモンセラット修道院は、モンセラット山のゴツゴツした岩塊の麓に抱かれる様
に建っています。空を覆わんばかりに突き出した牙の様な奇岩が連なるモンセラット山は、他に比べよ
うもないユニークな自然の景観美を生み出しています。１１世紀にベネディクト会の僧院として創設さ
れたモンセラット修道院はリョブレガート川の頭上７３２メートルの高さにがっしりと突き出した岩棚
の上に建っていて、１２世紀に彫像された“黒いマリア像”が祀られている事で有名です。
登山鉄道で山頂まで上り、モンセラット山脈全体を見渡す素晴らしい眺望をお楽しみください。頂上で
は約１時間３０分の自由時間があります。
ご案内：このツアーはバスと登山列車と徒歩にて行われます。バルセロナからモンセラットまでの移動
時間は片道約１時間３０分です。登山鉄道の乗車時間は約１５分間で、かなりの混雑が予想さ
れる為、必ずしも全員が座れない事をご了承ください。このツアーは険しい山道および大聖堂
への階段を１時間３０分ほどかけて歩いて上り下りします。ヒールの無い歩きやすい靴でご参
加ください。修道院で礼拝が行われている間は観光客は内部に入る事は出来ません。また修道
院では、女性の方は肩やひざを露出する服装はお控えください。気温変化に備えて暖かいジャ
ケットをお持ちください。このツアーはめまい症の方は参加をお控えください。

バルセロナ・パノラマツアー
PANORAMIC BARCELONA
ツアー番号：BCN001
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄１２～（３～１２歳）
所要時間：３時間
バスの背にもたれてリラックスしながら、シウタデリャ公園を経由してオリンピック村に向かいます。
道中では、知識の豊富なガイドによってバルセロナ名所の見所や詳しい説明があります。途中１８８８
年のバルセロナ万博の際にネオ・ムーア様式で建てられた凱旋門で休憩をとります。オリンピック村に
到着後、自由時間をとりますので、お店やレストラン、プロムナードがある美しく改装されたマリーナで
散策をお楽しみください。
その後海岸沿いを通りアール・ヌーボー様式の美しい建物が連なるグラシア通りを抜けると、グラシア
の村のゴシック地区に到着します。
モンジュイクの丘に向かう途中では、スペイン広場やバルセロナ見本市会場、マリア・クリスティーナ通
りなどを通ります。モンジュイクの展望台(ミラドール)での撮影時間では素晴らしい市街の景色をお楽
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。モンジュイクの展望台へ移動は徒歩で１０分程度で
す。
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アントニオ・ガウディ建築探訪ツアー
GAUDI TOUR
ツアー番号：BCN004
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄３６～（３～１２歳）
所要時間：４時間
短時間のバルセロナ・パノラマツアーでは、市内で最も大きなグラシア通りを抜けてゆきます。この通り
には、カサ・バトーリョを含むガウディがデザインした沢山のモダニスト様式建築など、当時の貴重な建
築物が並んでいます。
そしてガウディが１８８２年に設計し、現在も建造途中のサグラダ・ファミリア聖堂を訪ねます。この教
会は、ガウディの天才的創造性を示す代表的な作品のひとつと言えるでしょう。建造自体は１８８２年
に開始されたのですが、その後一時中断され、１９３９年になって再開されたものの、ガウディの設計図
をめぐって様々な混乱が生じました。このツアーではガイドの案内でまず内部を鑑賞し、ガウディが教
会に抱いていた思いを感じていただきます。最終的にこの教会は、１２使徒、４人の福音伝道者、聖母マ
リア、イエス・キリストをモチーフにした１８体の尖塔からなる建造物として完成される予定です。
グエル公園は２０世紀初頭にガウディの設計で作られました。バルセロナ郊外の丘の上に広がる、英国
の庭園都市をモデルにデザインされたこの公園での散策をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは約１時間３０分歩き、一部起伏のあ
る道があります。グエル公園内は全面石畳みになっています。バスの駐車規制のため、サグラ
ダ・ファミリアまでの移動時間は徒歩で片道約１５分ほどです。ヒールの無い歩きやすい靴で
ご参加ください。

タパスと共に楽しむ夜のバルセロナ
BARCELONA AT NIGHT WITH TAPAS
ツアー番号：BCN329
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所要時間：４時間
このツアーは、バルセロナで最も標高の高い地点のひとつであるティビダボの丘へ向かうドライブで始
まります。ティビダボの丘では、夜の街を見渡す壮大な景色と写真撮影をお楽しみください。その際、ガ
イドによる市内の見どころの説明があります。
次に、ゴシック地区に向かい、旧市街の狭い通りをガイドと共に散策します。市内で最も美しいゴシック
様式の建物の一つであるサンタ・エウラリア大聖堂のそばを通って、夜の中心街の神秘的な雰囲気をお
楽しみください。旧市街を散策した後は、近くのレストランでスペインの伝統的な３種類のタパス料理
をお試しください。
「タパス」は特定の食べ物の名前ではなく、料理の食べ方のことを指しており、小さ
く分けられた様々な食べ物を楽しむ伝統料理とされています。一般的なタパスは、スペイン風オムレツ、
揚げたイカ、豚の串である「ピンチョ・モルノ」などです。
次に古い港に向かい、バルセロナの海岸沿いの遊歩道での散策を楽しんだ後、船に戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは約１時間歩き、一部起伏のある道が
あります。タパスの試食にはソフトドリンク、ビール、またはワインの飲み物が含まれます。提
供されるタパスは異なる場合があります。

バルセロナ散策
BARCELONA LOOP
ツアー番号：BCN311
ツアー料金：大人＄３８～ 子供＄１５～（３～１２歳）
所要時間：４時間
バルセロナの３つの人気観光スポットをガイド無しで巡るツアーです。バシリカである、ガウディのサ
グラダ・ファミリア、地域によって異なるスタイルを持つスペインの住宅や建築物が多く再現されてい
るスペイン村、街の中心に位置するショッピングエリアであるカタルーニャ広場を巡ります。
バルセロナの最も人気がある観光スポットを手頃な価格で楽しむことができ、素晴らしいです１日とな
ることに間違いないでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーにはガイドが付かず、昼食は含まれてい
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ません。スペイン村の入場料はツアーの費用に含まれていますが、その他の入場料は含まれて
おらず、現地で支払う必要があります。各観光スポットでの滞在時間は、サグラダ・ファミリア
が約４５分、スペイン村が約４５分、カタルーニャ広場が約６０分です。バスの駐車規制のた
め、サグラダ・ファミリアまでは徒歩で片道約１５分の移動となります。各バスには時間通りに
ツアーが進んでいるかを確認する担当者が乗車していますが、どの観光スポットでも観光案内
を行うガイドはツアーに同行しません。

都市巡り‐バルセロナのスナップショット
URBAN ADVENTURES - SNAPSHOTS OF BARCELONA
ツアー番号：BCN336
ツアー料金：大人＄５９～
所要時間：３時間３０分
現地の専門家がバルセロナの有名な地区を案内しながら、素晴らしい街並みや風景を上手く撮影する方
法を伝授します。
プロカメラマンのように街を切り取る方法を身に付けたいですか。そう思ったあなたには、このツアー
がぴったりです。このツアーはボルネ地区から始まります。ボルネ地区は、おしゃれなバーやカフェテラ
スで有名です。ここではボルネ文化センターの最新の作品群からバルセロナの最も有名なバシリカまで、
様々な種類の写真を撮ることができます。
ボルネ地区の次は、ガイドが最高のストリートアートがある地区へとご案内します。この地区で写真を
撮ったことは、バルセロナでの最高の思い出とになること間違いなしです。続いて、ポート・ヴェルのコ
ロン通り、別名オールドポートを巡ります。ここでは、小高い場所から港や街全体をパノラマにした壮大
な写真を撮ることができます。時間はたっぷりとってあるので、街の細かい部分を見逃すことはありま
せん。専門家のガイドが、写真を撮る際の最良の画角をあなたに伝授します。
その後は、有名なコロンブスの塔があるバルセロナで最も美しい広場や桟橋を見て歩きます。バルセロ
ナでは街のいたるところで思わず写真に残しておきたくなるものを見つけることができるでしょう。町
を歩きながら現地のガイドが撮影にぴったりの場所を教えてくれますので、素晴らしいストリートアー
トやゴシック様式の建築物をスナップショットに収めてください。あなたが撮りたかった写真が必ず、
バルセロナの思い出のアルバムに収まることでしょう。
次は、学生から移民まで様々な文化が混在するラバル地区に向かいます。ここでは有名なガウディの建
築物（バルセロナのツアーはこれを見ないと始まりません！）を見ながら歩きます。フィルムライブラリ
ーを見学し、ラバル地区の中心の通りを散策し、バルコニー付きで高くてコンパクトな古典的建造物の
写真を撮ります。
次なる撮影ポイントは、居心地の良い通りから活気あふれるラ・ボケリアの市場です。ラ・ボケリアはバ
ルセロナで最高の写真撮影スポットで、あらゆる種類の匂い、形、色があなたの優れた写真のセンスを刺
激することでしょう。ここで撮った写真は、あなたをバルセロナ市民の暮らしの中に引き込み、アルバム
に彩りを加えてくれることでしょう。まだフィルターをつけて撮影をしているそこのあなた！ここでは
その必要はありません。このツアーに参加すれば、バルセロナでたくさんの思い出を作り、鮮やかな写真
を撮ることができます。そして、このツアーで学んだ写真の技術は、あなたが将来世界のどこに旅行に行
っても役立つことでしょう。
ご案内：エル・ボーン文化センターの前にあるプラサ・クメルシアルの集合場所までお越しいただく必要
があります。予約する前に Voyege personaliser の予約画面にある重要なご案内のセクションを
必ずお読みください。

市内バス観光と水族館訪問
CITY DRIVE & AQUARIUM
ツアー番号：BCN328
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄２８～（３～１２歳）
所要時間：４時間
このツアーではまず、コロンブスの塔や有名なランブラスの散歩道を経由しながら、ゆっくりと走るバ
スの車窓から見えるバルセロナの街中をお楽しみください。ドライブはバルセロナでもっとも有名な建
築物がいくつも並ぶ大通りのひとつ、グラシア通りへと続きます。ガイドの案内を聞きながら、アントニ
オ・ガウディの傑作、カサ・ミラとカサ・バルの 2 つの有名な建築物を堪能しましょう。
ドライブの後は、バルセロナの中でも特別な観光スポット、サグラダ・ファミリア聖堂を訪れます。
（外
観の写真撮影のみ）UNESCO の世界遺産でもあるこの教会は、１８８２年以来今もなお建設が続けられ
ており、豪華絢爛な装飾を楽しむことができます。
１９９５年にオープンしたバルセロナ水族館は、世界で最も大きい地中海をテーマにした水族館です。
この水族館では、６００万リットル規模の水槽の中に４５０種にわたる１万１千匹の動物を鑑賞するこ
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とができます。８０メートルの水中トンネルのなかを歩き、サメやマンボウなどの海洋生物を間近で眺
めた経験は、忘れられないものになるでしょう。
水族館を訪れた後は、クルーズ船に戻る前までの自由時間を利用し、マレマグナム・モールでショッピン
グをお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。歩行時間は約２時間です。バスの駐車規制のため、サ
グラダ・ファミリアまでは徒歩で片道約１５分の移動となります。

バルセロナ・ハイライト・ツアー
HIGHLIGHTS OF BARCELONA
ツアー番号：BCN002
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄１５～（３～１２歳）
所要時間：４時間
まず最初に、数あるバルセロナの歴史的名所のひとつであるサンタ・エウラリア大聖堂を観光します。ヘ
ラクレスに捧げられたローマ教会の跡地に建てられたこのゴシック様式建造物は、６００年の歴史を持
っています。壮麗な聖堂の外観をじっくりとご堪能ください。ゴシック地区にあるその他の建物もそれ
ぞれ見ごたえがあります。
その後、バルセロナの代表的広場であるカタルーニャ広場に向かい、グラシア通りを通ってツアー最大
の見所であるサグラダ・ファミリア聖堂を訪れます(写真撮影のみ)。建築が開始されたのが１８８２年
で、現在もまだ建造途上のこの教会の威容と外壁を彩る華麗な彫刻の数々は必見です。
続いて、モンジュイクの丘にある、１９２９年の万博の際に作られたスペイン村を訪れます。
“村内”の
アンダルシア通り、コンスティリアン通りを散策した後、自由時間にはお土産を探すとよいでしょう。
スペイン村の後は、時間が許せばオリンピック・スタジアムを取り巻くオリンピック五輪のパノラマ全
景をお楽しみいただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは約２時間歩き、道中に階段を含みま
す。バスの駐車規制のため、サグラダ・ファミリアまでは徒歩で片道約１５分の移動となります。

夜のフラメンコショーとサングリア
EVENING FLAMENCO SHOW & SANGRIA
ツアー番号：BCN330
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄３５～（３～１２歳）
所要時間：２時間３０分
フラメンコは単なるダンスにとどまらない、一種の芸術であると言われています。スペインでは１９０
０年代初めに人気が高まり、スペインのロマ人（ジプシー）と深く結びついています。１８世紀には、
ジプシーがフラメンコを抑圧の表現として(時には音楽なしで)用いたことが知られています。
フラメンコと聞けば、多くの人は「タコネオ」を打つかかとや、
「パルマ・ソルダ」を叩き「ピト」を
弾く指の音を連想します。伴奏に使われる楽器としては、やや特殊なフラメンコギターが一般的です。
その後は、バルセロナの街を見下ろす Mirador de l'Alcade（展望台）で写真撮影をお楽しみいただ
き、続いて活気あふれるフラメンコを鑑賞できるパラシオ・デル・フラメンコ・シアターに向かいま
す。劇場に到着するとテーブルに案内され、サングリアのワイン、ビール、ソフトドリンクなどで歓迎
を受けます。スペイン独特の魅力的なパフォーマンスを見てしびれるような雰囲気に浸りましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。カジュアルな夜の服装で参加いただけますが、タン
クトップ、ショーツなど露出の多い服装は禁止されています。このツアーでは徒歩での移動は
最小限に抑えられていますが、バスの乗り降りなどは含まれています。Mirador de l'Alcade
（展望台）には石畳の急な傾斜がありますが、バスの中でお待ちいただくことも可能です。
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アジャクシオ
AJACCIO
香りの島と観光用ミニ列車
THE SCENTED ISLE & LITTLE TRAIN
ツアー番号：AJC012
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４３～（３～１２歳）
所要時間：5 時間
景観を楽しみながらのドライブの後、海抜８７５メートルの場所にあるクリチェト峠でミニ列車に乗車
します。森の中を走る２０分のミニ列車乗車中、ガイドが車窓から見える珍しい植物を見つけてはその
用途の説明をしてくれます。
コルシカはこの土地特有の“マキ”として知られる植生で有名です。マキは色とりどりの花をつけ、香り
高い蜂蜜が取れることでも知られています。ミエレリエ（養蜂場）を訪問して美味しい地元産蜂蜜の試食
をしながら、蜂蜜をベースにした他の製品についての話も聞きます。
香りの島の多種多様の草花と樹木からは、ヒノキ油、シトロネラ油、トショウ油、ラベンダーなどのエッ
センシャル・オイルも抽出されます。
帰りのドライブでは美しいリュネル峡谷やプトーラ湖を通ります。
ご案内：このツアーはバスとミニ列車と徒歩にて行われます。このツアーは起伏のある道を約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。またカーブの多い道路でのドライブと
なるので、めまい症の方は参加をお控えください。

ポルティシオ・ビーチのひととき
PORTICCIO BEACH BREAK
ツアー番号：AJC022
ツアー料金：大人＄３５～ 子供＄１８～（３～１２歳）
所要時間：４時間
リラックスしたドライブで、２つのジェノバの監視塔が見下ろす南岸のポルティシオ・ビーチへ移動し
ます。モダンなお店が並び、素晴らしいビーチ、ウォータースポーツを楽しめる理想的なリゾート地とし
ても有名です。
爽快なターコイズブルーの海で知られるポルティシオ・ビーチは何もかも忘れてリラックスできる最高
の場所です。ここでは約３時間、太陽と海と砂浜を心ゆくまでお楽しみください。予め打ち合わせた時間
と場所でエスコートと合流し帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、ガイドは同行しません。ツアーにはサンベッドやビーチ
パラソルの費用は含まれていません。水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。ビーチには着
替え場所とシャワー施設があります。ウォータースポーツ前のアルコールの摂取は絶対におや
めください。ビーチではウォータースポーツを提供するアクアショップが並んでいますがキュ
ナード社とは一切関係がありません。

ヴィザヴォナ森林＆田園地方観光
ENCHANTING VIZZAVONA FOREST & COUNTRYSIDE
ツアー番号：AJC020
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所要時間：３時間４５分
コルシカは自然の美しさで有名です。海岸から島の中心部へ向かい荒々しく手つかずの自然が残ってい
る森林と山岳地帯の探訪に出かけます。
数キロ内陸に入っただけでコルシカ島を３分の１以上覆っているというマキという特殊な植生に出合う
ことが出来ます。マキはラベンダー、モツヤクジュ、シクラメン、野生ミント、ヒースなどの強い香りを
発する樹木から形成されていて、春になるとその香りが海辺まで運ばれてくると言われています。
道中、栗林の真ん中の台地に広がるボコニャノ村を通ります。ここでは、針状に尖った灰色の山モンテ・
ドロ（２，３８９メートル）を一望できます。この一帯はアジャクシオの人々の間で人気のある避暑地と
なっています。この土地特有のどっしりとした灰色の家屋が夏場の沿岸からくる熱気を防ぐ役目を果た
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しています。
道路はそこから北に曲がり、ヴィザヴォナ峠に入ります。ここではブナと黒松がカーペット状に眼下の
山道を覆っている様子が見られます。ヴィザヴォナ森林はコルシカ島の中で最も歩きやすいハイキング
道として人気があります。森の奥のヴィザヴォナ村には数軒の山小屋が一塊りに並び、小さな鉄道駅も
道路から隠れた場所にひっそりと建っています。
村の中で休憩をとり、地元で“スプンティヌ”と呼ばれるスナックを頂きます。燻製ハムやソーセージ、
ヤギや羊のチーズ、ケーキそしてワインも味わうことができます。
短時間自由時間をお楽しみいただいた後、アジャクシオまでの帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。めまい症の方は参加をお控えください。山の上では
温度が下がる為ジャケットかセーターをお持ちください。

山脈とマキ（叢林）観光
MOUNTAINS & MAQUIS
ツアー番号：AJC004
ツアー料金：大人＄６７～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所要時間：３時間４５分
沿岸から離れてコルシカ田園地方の奥深くに分け入っていきます。コルシカ島は大部分がマキと呼ばれ
る香りの高いイシガシなどの低木樹林や草花でびっしりと覆われています。マキが発する優美な香りの
お陰でコルシカ島は別名“香りの島”とも呼ばれています。
カウロ村を抜けてピネタ森林地区に入り、プリュネリ河川峡谷に沿ってドライブを続けます。赤い花崗
岩の崖が川中に突き出ている光景や、標高の高い山脈や遠くに連なる峰々の美しさには目を奪われずに
はいられないでしょう。人工池とトーラ・ダムで撮影タイムを設けています。帰路でも、三角屋根・細長
い窓・縦長の設計を特徴とした、コルシカ特有の建築様式の住宅を眺めることができます。
地元のカフェで休憩してウェルカムドリンクをいただきます。ここでも絵葉書やコルシカ島土産を買う
チャンスがあるでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、歩行は最小限に抑えられえています。休憩場所のカフェ
までは階段や起伏のある道を歩くことになるかもしれません。ドライブ中はカーブのある個所
を通りますので、めまい症の方は参加をお控えください。お買い物にはユーロがお使いになれ
ます。２０１３年１０月からフランスではフランス国内およびフランス領土内からのツアー発
着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室ガス排出量）の提供が義務づけられて
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。それぞれのカーボンフットプリ
ントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバスに４０名の乗客を乗せた場合のカーボ
ンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者数で排出量は変わります。本ツアーでの
カーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ２が１４・５ｋｇと計算されています。

海亀、陸亀鑑賞ツアー
TORTOISE TIME
ツアー番号：AJC001
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄３２～（３～１２歳）
所要時間：３時間４５分
“のろのろバス”を見る為アジャクシオを出発し、４０分間のドライブを楽しみつつコルシカ島の田園
地方を抜けて世界に３つしかない亀の保護センターに向かいます。ここでは約１時間にわたって１３０
種以上の海亀や陸亀(コルシカ語ではクプラタス)を鑑賞することができます。
亀の保護センターを満喫した後は、アジャクシオ湾の南に位置する海沿いの小さなリゾートのポルティ
シオに向かいます。到着後、各自ご自由にリゾート内を探索できる約１時間の自由時間があります。ビー
チでくつろいだり、お飲み物を味わったり、遊歩道沿いに並ぶ沢山のカフェやレストランでリラックス
したりと思い思いの時をお過ごしください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。亀の保護センターには段差のある箇所があります。
ビーチではウォータースポーツを提供する地元業者がいますが、キュナードとは一切関係があ
りません。２０１３年１０月からフランスではフランス国内およびフランス領土内からのツア
ー発着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室ガス排出量）の提供が義務づけら
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。それぞれのカーボンフット
プリントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバスに４０名の乗客を乗せた場合のカ
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ーボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者数で排出量は変わります。本ツアー
でのカーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ２が１０．１５ｋｇと計算されています。

ナポレオンの歩み
IN THE FOOTSTEPS OF NAPOLEON
ツアー番号：AJC017
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所要時間：２時間３０分
桟橋から出発し、アジャクシオのガイド付き徒歩観光をお楽しみください。途中、フォック広場とナポレ
オンの像、この島の最初のローマ領事館、ナポレオンが１７７１年に教徒となった大聖堂を見ることが
できます。
次にナポレオンの生家であるメゾン・ナポレオンへ続きます。今日では、１８世紀の壮大な家具、記念品、
武器、皇帝の文書がある小さな博物館となっています。
コルシカ島のボナパルト家の歴史は、１５世紀後半のジェノバ占領の時代まで遡ります。地元の記録に
よると、ナポレオンが Rue Malerba に生まれた家は、１７１３年に建てられました。最後の所有者、ヴィ
クトル・ボナパルトが州に寄贈した１９２４年まで、ボナパルト家に所有権がありました。
最後は徒歩で桟橋に戻ります。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。全体で約２時間の徒歩の時間があります。博物館には数段
の階段があります。このツアーの順番は変わる場合があります。美術館では写真撮影が禁止さ
れています。

コルシカでのカヤッキング
CORSICA KAYAKING
ツアー番号：AJC019
ツアー料金：大人＄１１０～
所要時間：４時間
アジャクシオからルピオーヌビーチへ向け南下し、ガイドと合流後にカヤックを準備します。海岸に沿
って１時間のパドリングを始める前に、ガイドがパドリングを実演してくれます。険しい Sette Nave 半
島に着くまで、ネオンのように輝く海を通り、サンギネール諸島の景色を眺めることができます。
ルピオーヌビーチへ戻る前に、休憩を取って、透き通った水でクールダウンできます。
ご案内：妊娠中の方と１２歳未満のお子様はこのツアーへの参加をお控えください。水泳をやっていた
方など、体力的に問題ない方である必要があります。カヤックは約１時間行います。帽子、サ
ングラス、濡れてもいい靴、タオルとノンオイルの日焼け止めをお忘れなく私物の持ち込みは
スペースが限られているため、最小限でお願いします。救命胴衣を着用して頂きます。このツ
アーには約１０５kg の重量制限があります。 ２０１３年１０月からフランスではフランス国
内およびフランス領土内からのツアー発着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温
室ガス排出量）の提供が義務づけられています。キュナード社でもこの試みに進んで参加して
います。それぞれのカーボンフットプリントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバ
スに４０名の乗客を乗せた場合のカーボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者
数で排出量は変わります。このツアーのカーボンフットプリントは、１名あたり１０.５kg の
CO２です。

バステリカとミニ列車
BASTELICA & LITTLE TRAIN
ツアー番号：AJC010
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
アジャクシオからプリュネリ川が注ぐ海沿いの砂浜の遊歩道を通っていきます。その後は内陸に入り急
な上り坂を登ってカウロ村に到着します。
ここからはアジャクシオ湾の絶景とプリュネリ峡谷を望むことができます。その後、香り高いマキに覆
われたジッピトリ森林地帯に分け入ります。マキは土壌に恵まれずとも育つことができ、冬場の零下の
気温や、長い夏場の灼熱や乾燥下でも生き延びることが出来ます。
素晴らしい眺望を楽しみながら更に、春でも山頂に雪を抱くレノス山の麓の、プリュネリ峡谷から８０
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０メートルの高台にあるバステリカの村に向かいます。
バステリカに到着後は、魅力一杯で歴史と伝説に彩られた典型的なコルシカの村を楽しむためミニ列車
に乗車します。ミニ列車は趣のある街路を抜けアヌンツァータ教会、フォッタシオリ、コルシカの英雄サ
ンピエロ・コルソの生家、村の噴水などの前を通ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われ、約３０分の歩行が含まれます。高い山岳地方の観光の為
めまい症の方にはお勧めできません。２０１３年１０月からフランスではフランス国内および
フランス領土内からのツアー発着の顧客に対し参加者のカーボンフットプリント（温室ガス排
出量）の提供が義務づけられています。キュナード社でもこの試みに進んで参加しています。
それぞれのカーボンフットプリントは地上旅行業者によって算出されます。１台のバスに４０
名の乗客を乗せた場合のカーボンフットプリントが基準となりますが、実際の参加者数で排出
量は変わります。本ツアーでのカーボンフットプリントは１名当たりのＣＯ２が１７．４ｋｇ
と計算されています。

コルシカでの海岸散策
CORSICAN COASTAL HIKE
ツアー番号：AJC025
ツアー料金：大人＄８０～
所要時間：４時間
コルシカ島は、壮大な雪解け山脈、深い峡谷、涼しげな松林、丘陵地帯に広がる古代の村、そして美しい
浜がある島で、スイスのわずか５分の１の大きさです。古代の歩道やロバの道が交差しており、散策には
うってつけです。
桟橋を離れエアコン付きのバスでパラタ岬に向かいます。ジェノバの監視塔の麓にて、ハイキングのツ
アーに参加します。
ガイドからコルシカの動植物についての興味深い話を聞きながら、道沿いを散策します。散策中には、コ
ルシカの見所である香り、色彩豊かな景色を感じましょう。
次は、サンギネール諸島の壮大な景色を見渡せる場所に立ち寄ります。また、カポ・ディ・フェノの浜へ
向かいます。トルコ石のように透き通る海と野生の風景は、サーフィンをする方にはたまらないもので、
忙しい都会生活からかけ離れた時間を過ごせるでしょう。
アジャクシオに戻る前に、ビーチで休憩できます。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。１２歳未満のお子様は参加をお控えください。散策は往復
約４．８キロメートルです。このツアーは舗装された、起伏のある道を歩きます。ヒールの無
い歩きやすい靴（スニーカー）でご参加ください。日焼け止め、帽子、水をお忘れなく。

コルシカ・ワインの試飲
COUNTRYSIDE DRIVE AND WINE TASTING
ツアー番号：AJC021
ツアー料金：大人＄７０～
所要時間：４時間１５分
コルシカ島は太陽光に満ち溢れた島で、気候も地形も土壌も歴史も他に較べられない独特のものを持っ
ています。ここのスキアカレロ種の葡萄こそ、赤ワインにコクと、バルサミコ酢のような独特な香りに引
き立てられたアーモンドとクロスグリの複雑な風味を与えています。ツアーはアジャクシオ市街のパノ
ラマ観光から始まり、市の中心街のナポレオン街道などを通りカソンに向かいます。ここでは皇帝ナポ
レオンの見事な銅像をみることができます。
最初に訪れるワイナリーはドメーヌ・パラディです。ここはマッツァヴィアの丘の上に５０ヘクタール
もの栽培面積を持つ葡萄畑が広がる広大な葡萄農園です。村のワイン造りの頂点に立つ堂々たるワイナ
リーはアジャクシオ湾を圧倒する様に君臨しています。ここではコルシカ特産に美味なスナックと共に
ロゼや白ワイン赤ワインを試飲できます。
最後の訪問場所は伝統的な家族経営のワインセラーのクロ・オルナスカになります。目の覚める様な眺
望に囲まれたクロ・オルナスカワイン農園は１９９５年にヴァンサン・トラによって設立されました。ワ
インへの情熱から彼は古いワイン農園を近代的なワインセラーへと徹底的に改造し、ワイン貯蔵室とし
て成功を収めたのです。アジャクシオに帰る前に、ここでもまた地元のスナックと共にいくつかのワイ
ンをお試しください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは起伏のある道を約４５分歩きます。
ワインセラーには数段の階段があります。
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モンテカルロ
MONTE CARLO
モナコ・ハイライト・ツアー
HIGHLIGHTS OF MONACO
ツアー番号：XMM005
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３２～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
モナコやモンテカルロのツアーではかなりの距離を歩きます。このハイライト・ツアーは地元の人々の
交通手段である路線バスを利用して観光地を巡るツアーで、徒歩が最小限に抑えられており歩きは苦手
という方に最適です。
細い路地が交差するモナコ旧市街とモナコ大公宮殿が岬の上で隣接して並んでいます。大公広場、レニ
エ大公とグレース・ケリーの結婚式が行われたモナコ大聖堂、そしてその大聖堂には今は二人が並んで
眠り、安置されています。ここではショッピングの為の自由時間があります。
モンテカルロ地区ではオテル・ド・パリ、カフェ・ド・パリ、かの有名なグラン・カジノに囲まれた黄金
のカジノ広場を通ります。美しい庭に囲まれたテラスに建つ華麗なカジノの外観をお楽しみください。
ご案内：このツアーは路線バスと徒歩にて行われます。このツアーは舗装された起伏のある道を約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。モナコ大聖堂の入り口まで
には１９段の階段があります。道路は常に混雑状態で、どの建物も大勢の人で混みあっていま
す。また利用する路線バスは基本的に立ち席で座席は限られていますので、短時間の移動の間
は必ずしも全員が座れない事をご了承ください。このツアーでは各観光場所の入場料は含まれ
ていません。バスに乗り遅れない為に、集合時間の厳守をお願いします。

ニースとカンヌ自由観光
NICE & CANNES ON YOUR OWN
ツアー番号：XMM025
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所要時間：７時間３０分
モナコより高速道路にのり、映画祭で有名なカンヌに向かいます。バスは有名かつ優雅なラ・クロワゼッ
トにあるパレ・デ・フェスティバル付近で停車します。ここからは約１時間４５分自由に散策する時間が
あります。
緑地と海岸を分けるラ・クロワゼット通りを散策したり、有名ブティックを見て回ったり、マリーナに停
泊する豪華なヨットやクルーザーを眺めたり、ご自由にお楽しみください。数多くのカフェやレストラ
ンがありますので、飲み物などをとりながら休憩するのもいいでしょう。
その後、指定された場所で現地エスコートとバスに合流し、海岸線を通りニースに向かいます。ニースで
の停車場所から旧市街とショッピング通りまでの移動時間は徒歩で約１５分です。旧市街とサレヤ広場
は活気があり、狭い小道や階段が迷路のように広がり、パステル色に彩られたファサードやブティック、
レストランが連なります。サレヤ広場では毎朝花市場が開かれます。カラフルで色鮮やかなお土産物や
プロヴァンス地方の名産品をご覧になったり、それぞれ２時間の自由時間をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。モナコからカンヌへの移動時間は車で片道約１時間
１５分です。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。徒歩観光でどの位歩かれるかは参
加者の裁量におまかせします。お買い物にはユーロと主要なデビットカードとクレジットカー
ドがお使いになれます。バス出発時間と集合場所を確認し、時間に余裕をもってバスにお戻り
ください。ツアーの順序は逆順となる場合があります。

モナコ旧市街とモナコ大公宮殿観光
OLD MONACO & PRINCE'S PALACE
ツアー番号：XMM017
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３４～（３～１２歳）
所要時間：３時間
モナコに到着後ガイドの同行で、モナコ旧市街の曲がりくねった狭い小道やアーチのある歩道を徒歩で
観光します。絵画のように美しい家々は１４世紀に建てられたものです。パレ広場に面するモナコ大公
12

宮殿は旧市街の西に位置しており、中世に建てられた塔が残っています。支給されるヘッドフォンで、宮
殿内の見どころの説明を聞きながら、金銀の装飾が施された居間や、世界初のエンパイア様式戴冠の間、
ヨーク公居室などを見て回ります。モナコ大聖堂は１３世紀に建てられた教会の跡地に築かれており、
王家のお墓がある場所です。旧市街の中心地にあるこの大聖堂には故グレース王妃とレニエ大公が埋葬
されていて、毎年何千人もの人々が世界中から訪れて祈りを捧げていきます。
大公宮殿観光後は自由時間となりますのでご自由にモナコの散策や、数多くある魅力的なお店でのショ
ッピングなどをお楽しみください。
ご案内：このツアーは路線バスと徒歩にて行われます。このツアーはガイドと共に約１時間歩きます。
また利用するバスは基本的に立ち席で座席は限られていますので、短時間の移動の間は必ずし
も全員が座れない事をご了承ください。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。大公宮殿
は１０月中旬から４月中旬まで一般公開されません。この時期に参加される方には外観のみの
説明が行われ、ショッピングの時間を多く取る様に変更されます。大公宮殿内での撮影は禁止
されています。大公宮殿とモナコ大聖堂の訪問では適切な服装を心がけてください。ビーチウ
ェアは禁止されています。大公宮殿には２段の階段があります。お買い物にはユーロおよび主
要クレジットカードがお使いになれます。

リヴィエラ・パノラマ観光
RIVIERA PANORAMA
ツアー番号：XMM020
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３１～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
ゆったりとリラックスした気分で山麓に連なる有名なコーニッシュ・ロードをドライブしながら雄大な
景観を楽しむツアーです。
ミドル・コーニッシェを通り中世の村エズに向かいます。エズ村はカップ・ダイユの高台の上に鷲の巣の
様に佇む小さな村です。可愛らしい村エズを思い思いに散策してみましょう。
ミドル・コーニッシュからは国境やモナコ中心街を含む素晴らしい景色を見渡せます。
マントンはイタリア国境手前に位置するフランスの村で、フレンチ・リヴィエラの中で最も温暖な土地
として有名です。マントンでは自由時間を設けています。ショッピングを満喫したり、村の雰囲気にひた
りながらカフェでリラックスした時を過ごしたり、美しい海岸の景観を楽しんだりしてお過ごしくださ
い。
ご案内：自由時間中に歩く時間はお客様の計画によって異なります。ツアーの順序が逆順となる場合が
あります。お土産品購入にはユーロと主要なデビットカードとクレジットカードがお使いにな
れます。

サン・ポール・ド・ヴァンス観光
SAINT PAUL DE VENCE
ツアー番号：XMM505
ツアー料金：大人＄４９～ 子供＄２４～（３～１２歳）
所要時間：４時間３０分
ミドル・コーニッシュを通ってのニースまでのドライブでは、沿岸の美しい眺望を楽しむことができま
す。有名なプロムナード・デザングレ（イギリス人の散歩道）に沿ってドライブを続け田園地帯の車道を
走り、サン・ポール・ド・ヴァンスに向かいます。
１６世紀の村で先が細くなったアウトラインを持つサン・ポール・ド・ヴァンスは、緑豊かなヴァンスの
田園地帯の中で階段状に波打つ丘の上の土地に広がっています。プロヴァンスの国境を守っていた典型
的な城砦都市で、１９２０年代にシニャック、モジリアニ、ボナール、スーティンといった画家に見いだ
された村です。これらの画家たちは、現在は豪華なホテル ＝ラ・コロンブ・ドールに代わったカフェに
集まっては親交を深めていたのです。
ガイド同行のサン・ポール・ド・ヴァンス・ウォーキング・ツアーの後は自由時間となります。城砦の外
近くに位置するヨーロッパのモダーン・アートの粋を集めたマーグ財団美術館を訪れたり、ただリラッ
クスして数多くある村のカフェでアルチザンの味覚を味わってみてはいかがでしょうか。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは舗装された起伏のある道を約１時間３
０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。地元通貨、帽子、日焼け止めを
お忘れなく。
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コート・ダジュールの至宝
THE JEWELS OF THE COTE D'AZUR
ツアー番号：XMM506
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３３～（３～１２歳）
所要時間：７時間４５分
モナコからはリラックスしたドライブでミドル・コーニッシュを抜け、美しい眺望を楽しみながら地中
海を望む岩場の上に佇む中世の村エズに向かいます。
楽しい雰囲気に満ち溢れるこの村では、沿岸の絶景を眺めたり、狭い石畳みの道路を散策したりしてお
楽しみください。エズ村観光の後はコート・ダジュールの至宝と言えるニースに向かいます。ニースでは
旧市街の自然美にひたりながら、この市で一番伝統のあるサレヤ広場を散策するのがお勧めです。自由
時間では各自ご自由に昼食を楽しんだり、典型的なニースの味覚を味わったりと思い思いの時をお過ご
しください。
ニースからはモナコまでのドライブが続きます。モナコではガイド同行のウォーキング・ツアーで海洋
博物館・水族館、大聖堂、大公宮殿など旧市街の名所の周囲を歩きます。その後はご自由に更なる観光を
お楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーはエズの起伏のある上り坂やモナコ旧市
街、ニースの比較的平坦な道を約２時間歩きます。ヒールのない歩き易い靴をお勧めします。
地元通貨、帽子、日焼け止めをお忘れなく。このツアーには飲み物代、入場料は含まれていま
せん。大公宮殿の内部観光は１０月中旬から４月中旬まで中止となっています。

ニース観光と観光用ミニ列車
NICE & THE LITTLE TRAIN
ツアー番号：XMM001
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所要時間：４時間
フレンチ・リヴィエラ地方の首都ニースは誰もが認めるリゾートの女王。
美しい「天使の湾」沿いに延びた、ヤシの木や花々が並ぶ約５キロの海岸通りのドライブは忘れられない
体験となるでしょう。
子供なら勿論、子供心を忘れない大人にも大人気なのが観光用ミニ列車でのニース観光です。愛らしい
列車に乗って、ガイドと共に快適にニースの名所を巡ることが出来ます。列車は旧市街の細い路地を縦
横に進んで小高い城跡公園に登り、眼下に広がる旧市街の全景を楽しんだり、キラキラと輝く「天使の
湾」の美しさにため息をついたりと楽しみはつきません。
旧市街の雰囲気を存分に味わっていただく為、しばらくの自由時間を設けています。海岸沿いの舗道の
散歩を楽しんだり、お土産店を訪ね歩いたり、おしゃれなカフェで足を休めたりと思い思いの時間をお
過ごしください。
ご案内：このツアーには歩行は最小限に抑えられています。但しバス駐車場からミニ列車乗車地点まで
は約１５分歩きます。バスやミニ列車に乗る為に数段の段差があります。このツアーに参加さ
れる方は、旧市街の自由時間には、かなりの距離を散策することをあらかじめご了承くださ
い。お手洗いを借りる為にカフェに入った場合は、最低１杯のドリンクを購入するのがマナー
です。

Ｆ１グランプリ・レース会場見学
WALKING THE FORMULA ONE
ツアー番号：XMM011
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄３０～（３～１２歳）
所要時間：３時間
世界の自動車レースの中でも有数の知名度と過酷さを誇るモナコ・グランプリは、路上をサーキットと
する F1 レースの中で最も有名なレースです。
その路上の一部を自分の足で歩いてみませんか？ルイス・ハミルトンやジェンソン・バトンがポール・
ポジションを目指して競争した気分をあじわう事が出来るでしょう。カジノ広場やトンネルの入り口を
含む、死の危険と隣りあわせのヘアピン・カーブやコーナーを目の前で見る事が出来るのです。コースの
一部分を歩いただけで、豪快なエンジン音、煙をあげるタイヤ、一瞬のエラーが命とりになる事を知る有
名レーサー達の華麗なテクニックなどが脳裏に浮かびあがってきます。そしてこの次にテレビでモナコ・
グランプリを見る時は、友人たちに自分はあのレース場をこの足で実際に歩いたよ、と自慢する事が出
来ます。
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その後はモナコ大公クラシック・カー・コレクションを鑑賞します。全部で１０５台ものヴィンテージ・
カー、クラシック・カーが並ぶ様子はまさに壮観です。１９２９年製造のブガッティ、１９０３年製造の
ド・ディヨン・ブートンをはじめとして１９８６年製造のランボルギーニ・カウンタック、更に１９５２
年製造のロールス・ロイスの所有者になった気分はどれほどのものか、想像がつくでしょうか？今尚輝
きを見せるこれらの車は全て入念なメンテナンスが施されており、その全てをレニエ大公が所有してい
ました。自動車ファンなら感激必須のこのツアーは見落とせません。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。かなりの長い距離を歩き、階段の上り下りも頻繁にありま
す。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。直射日光を避ける帽子や、日焼け止め、飲
料水をお忘れなく。

モナコ中心街を歩いて巡るツアー
WALKING THE PRINCIPALITY
ツアー番号：XMM012
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２１～（３～１２歳）
所要時間：４時間
モナコはヨーロッパで最小の独立国の一つであり、富裕層が堂々とその富を誇示できる国でもあります。
これら富裕層の必需品のひとつであるヨットがラ・コンダミン・ハーバーに係留されているのを見る事
ができます。モナコの高台地区は海面から６０メートルもの高地に広がっており、殆ど垂直に切り立っ
た崖から海面を見下ろします。
ガイド同行で旧市街の狭い路地を回って、モナコの豪華な別荘群やモナコ大公宮殿を外から見物する他、
かつてレニエ大公とグレース・ケリーの結婚式が行われ、今は二人が並んで眠る霊廟が置かれたモナコ
大聖堂の外観を眺めます。
モンテカルロもまた絢爛豪華の代名詞とも言える都市であり、サイコロの目の行方によって、一夜にし
て大富豪になったり、貧乏のどん底に落とされたり悲喜こもごもある街でもあります。モンテカルロの
生活は、その大動脈である三大名所のグラン・カジノ、ホテル・ド・パリ、カフェ・ド・パリを中心に回
っています。華麗な内装と外観を誇るカジノは美しい庭園に囲まれ、セレブたちが足しげく通っていま
す。
自由時間には有名ブランドのブティックをのぞいたり、記念のお土産品を探し歩いたり、近くのお洒落
なカフェに座って時の流れを楽しんだりと思い思いにお過ごしください。
ご案内：このツアーは徒歩で行われ、道路や路地を約３時間歩き、急な階段を越えます。ヒールの無い
歩きやすい靴でご参加ください。直射日光を避ける帽子や、日焼け止め、 飲料水のボトルの
携帯をお勧めします。また大聖堂の内部を見学する場合は適切な服装を心がけてください。こ
のツアーには各見学場所の入場料金は含まれていません。

リヴィエラのヘリコプター観光
RIVIERA HELICOPTER
ツアー番号：XMM004
ツアー料金：大人＄２５０～ 子供＄２５０～（３～１２歳）
所要時間：１時間
セレブの行楽地であるモナコとモンテカルロには巨大なヨットが港に並び、丘には著名人が所有する大
邸宅が立ち並んでいます。このツアーはそうした非日常を味わえる公国モナコの主要な観光地を、ユニ
ークな視点で観光します。
ヘリコプターに乗っての景観ツアーは、スリル満点の体験になるでしょう。魅力的なリヴィエラ岸とそ
の浜、庭園、そして周りにそびえる山々を、空から鳥の目線にてご堪能ください。その後は海岸沿いを飛
行してロクブリュヌ＝カップ＝マルタンやキャップ・マルタン、マントン、イタリアとの国境をご覧くだ
さい。またニース、カップ・フェラ、地中海で最も美しい海岸の一つであるヴィルフランシュ＝シュル＝
メールを望むエズ村など、リヴィエラの魅力を様々な方面からお楽しみください。
この豪華な２０分間のツアーの後は海岸沿いを通り、華美で魅惑的なモナコに戻ります。
リベリアの美しい風景を一望する素晴らしいツアーです。
ご案内：このツアーはバスとヘリコプターにて行われます。波止場地帯からヘリポートまでの移動は片
道約１０分です。ヘリコプターの構造は、パイロットの隣に１から２席、後部座席が４つ一列
にあります。フライト中に実況放送はありません。飛行時間は搭乗後にパイロットから伝えら
れます。飛行時間はあらかじめ設定できません。
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アンティーブ旧市街観光
OLD ANTIBES
ツアー番号：XMM507
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄２３～（３～１２歳）
所要時間：５時間
何艘ものヨットが係留されている港や、１６世紀の城壁、石畳みの舗道など、アンティーブは豪華絢爛
たるモナコにひけを取らない高級リゾート地です。
この都市は２千年以上も前にギリシャ人により建設され当時はアンティポリスと言われていましたが、
その後何世代も数々の統治者を経てアンティーブと呼ばれる様になりました。
港を過ぎてヴィエイル・アンティーブ（旧市街）の城壁の中に入り、ガイドと共に城壁や花が並ぶ通りを
散策します。数限りない撮影スポットを通りながらプロヴァンス市場のある地区に到着します。ここで
は沢山並ぶカフェで飲物を飲んでリラックスしたり、まだまだ隠れた名所探訪に出かけたり、自由時間
をお楽しみください。
城壁のふもとの先は小さな砂浜が広がるビーチになっていて、気温が高ければ海水浴を楽しんだり、ア
ンティーブとつながりの深いパブロ・ピカソの足跡を辿ったりできます。ピカソが６か月間暮らしたシ
ャトー・グリマルディは現在ピカソに捧げられた世界有数の美術館となっています。また地下にしつら
えた珍しい構造のアブサンバーは１９世紀の詩人や芸術家にこよなく愛された良くも悪くも有名な緑色
の蒸留酒アブサンに捧げられたものです。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。アンディーブまでの移動は片道約１時間１５分で
す。ガイド同行の徒歩ツアーでは石畳みの舗道を約４５分歩きます。旧市街の城壁の前に数段
の階段があります。プロヴァンス市場は午後と月曜には閉店となります。

リボルノ
LIVORNO
フィレンツェ入門ツアー
INTRODUCTION TO FLORENCE
ツアー番号：LI1002
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄８０～（３～１２歳）
所要時間：９時間３０分
ドゥオーモ広場には３つの美しい建物が連なっており、それぞれの建物が完璧にお互いを引き立て合っ
ています。花の聖母教会（外観のみの観光）に加えて教会に付属するジョットの鐘楼と洗礼堂といった建
物もそれぞれが独自の魅力を放っています。
更にネプチューンの噴水やドナテッロ作のユーディットとホロフェルネスの彫刻、ミケランジェロ作ダ
ビデ像の複製が、数あるシニョリーア広場の見所の中でも見逃せないものです。フィレンツェで最も心
惹かれる広場と言われるのがサンタ・クローチェ広場で、宝石の様な魅力に溢れるこの広場一帯を自由
に散策する時間があります。フィレンツェを散策する途中、撮影スポットとして欠かせないのがアルノ
川に１４世紀から残る有名な橋です。
午後は自由行動となり、思い思いのペースで心ゆくまでフィレンツェを楽しむことができます。新たな
見どころを見つけたり、オープン・カフェで足を休めたり、ただただ歩き回ってこの都市の魅力に浸りき
るなど、色々な楽しみ方を発見してください。
ご案内：フィレンツェまでの移動時間は片道約１時間３０分です。フィレンツェの歩道は石畳の舗装道
路になります。市内への車の乗り入れは禁止されており、送迎車の駐車地点から市の中心まで
の移動時間は徒歩で片道約１５分です。このツアーの移動は徒歩が中心になりますので、ヒー
ルの無い歩きやすい靴でご参加ください。午後は約３時間の自由観光が設けられています。昼
食代は含まれていません。教会訪問には適切な服装を心がけてください。長時間の駐車が禁じ
られているので集合時間に遅れた場合でも、バスは待たずに出発します。リボルノでのタクシ
ー代は約＄１６０かかりますので、ご注意ください。
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トロッコ列車とボートで巡るピサ
PISA BY TROLLEY & BOAT
ツアー番号：LI1032
ツアー料金：大人＄８１～ 子供＄６１～（３～１２歳）
所要時間：４時間
船に乗ってアルノ川沿いを遊覧し、ガイドから街の建造物と歴史についての説明を聞きながらピサの歴
史的中心地区を眺めます。
船を降りた後、トロッコ列車に乗ってピサの中心地であるミラーコリ広場に向かいます。ガイドと共に
ピサの斜塔、タワー、大聖堂をそして洗礼堂の外観を眺めます。
ミラーコリ広場では約４５分間の自由時間があります。素晴らしいピサの斜塔の写真撮影をしたり、お
土産を購入したり、アイスクリームを食べたり、近くのカフェでリラックスしたりして自由にお過ごし
ください。
帰りのバスの停留所まではトロッコで戻ります。あらかじめトロッコの乗車位置を把握しておきましょ
う。
ご案内：このツアーはバスとボート、トロッコ列車にて行われます。バスとトロッコに不自由なく乗れ
るお客様がご参加いただけます。トロッコ内は車いすの収納場所が限られています。ボートの
乗船時に急な傾斜がありますので、車いすやベビーカーでのご参加はお控えください。地形は
平らであり、自由時間中に歩く時間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。

魅惑のチンクエテッレ
BEAUTIFUL CINQUE TERRE
ツアー番号：LI1150
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄７８～（３～１２歳）
所要時間：９時間３０分
チンクエテッレすなわち“５つの土地”は過去には海からでしか到達できなかった場所で、現在でもこの
ツアーで訪れる村々を直接つなぐ道路は存在しません。
マナローラまで車道を走り、美しい沿岸の景色と海から直接切り立っている様な断崖絶壁をお楽しみく
ださい。
マナローラに到着後は、周囲の素晴らしい景色を眺めながら、連絡船に乗り込み魅力的なヴェルナッツ
ァの村に向かいます。ここでは各自ご自由に絵画の様な漁村の光景をご覧ください。
その後再び連絡船に乗り５つの島の中で一番有名なモンテロッソに向かい、ガイドから村の紹介を受け
ます。地元のカフェやレストランでそれぞれご自由に昼食を楽しみ、その後ショッピングをすることも
できます。再びガイドと合流して鉄道駅まで短時間歩き、地方鉄道でレヴァントに移動し、そこからバス
でリボルノに戻ります。
ご案内：このツアーは船と電車、バス、徒歩にて行われます。リボルノからチンクエテッレまでの移動
時間は片道約１時間３０分です。起伏のある道を歩き、約１００段の段差を越えます。ヒール
の無い歩きやすい靴でご参加ください。日焼け止め、飲料水、お買い物用のユーロをお忘れな
く。モンテロッソまでの連絡船は波の状態によって鉄道に替えられる場合があります。鉄道は
通常の地元列車でキュナードの貸し切りではありません。ツアーの順序が逆順となる場合があ
ります。

トスカーナの秘宝
TREASURES OF TUSCANY
ツアー番号：LI1003
ツアー料金：大人＄１０６～ 子供＄９８～（３～１２歳）
所要時間：９時間３０分
中世の街並みや美しい渓谷に囲まれた道を通り、ヒノキやオリーブの木々、ブドウ園に彩られた風景を
楽しみながらトスカーナ地方の中心へ出発します。
トスカーナのマンハッタンと呼ばれるサン・ジミニャーノはこの地域で最も中世の街並みが保たれてい
る地域です。美しい地平線に囲まれた１３世紀の崇高な塔は摩天楼を想像させます。小さな町を囲む壮
大な城壁から道を曲がるたびに中世の魅力を感じることができるでしょう。
市内では古風な石畳の道を探索したり、中世の建物を眺めたりショッピングやカフェを楽しむための自
由時間があります。初めて訪れた方でも、映画“ムッソリーニとお茶を“の撮影地として、見覚えのある
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街並みかもしれません。
トスカーナの農家でいただく昼食では、地元の特産品を楽しむことができます。美しい丘や農園、トスカ
ーナ料理をお楽しみください。高台に築かれた、エトルリアの歴史が残る町ヴォルテッラからは美しい
田舎の風景とリボンのような道路をご覧になれます。ヴォルテッラはエトルリアの工芸品で知られ、美
しい雪花石膏が採れることで有名です。また各自で村を散策するための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。坂道や石畳の道などを通りますが、歩く時間はお客
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。ツアーの順序が
異なる場合があります。

フィレンツェ美食ツアー
URBAN ADVENTURES – FLORENCE, MARKETS & DELIS TOUR
ツアー番号：LI1154
ツアー料金：大人＄６９～
所要時間：２時間
このツアーではフィレンツェの美食を十分にご堪能ください。フィレンツェ市内の市場を訪れることで、
地元の食と文化を満喫できます。
フィレンツェの住民が新鮮な食材を求めて訪れるデリカテッセンを訪れ、地元の食事を楽しみます。デ
リカテッセンで食品を売っている人のほとんどは、その店のオーナーであり、それぞれが取り扱ってい
る食材に関するエキスパートです。例えばロレンソ氏の店では、パルミジャーノ・レッジャーノ、バルサ
ミコ酢、プロシュットを専門的に取り扱っています。フィレンツェで友達を作りたければ、ロレンソ氏と
仲良くするといいでしょう。
まだ物足りなければ、町一番のチョコレートブティックでカプチーノを飲むのはどうでしょう。もちろ
ん、チョコレートをいただくのも醍醐味の一つです。目を引く教会堂のそばには、フィレンツェで一番古
いワインセラーもあります。
本ツアーでは、フィレンツェで一番にぎわう市場を訪れ、フィレンツェ市民の生活を覗き見ることがで
きます。普段どんなものを買っているのか、どんなものが売られているのか、チェックしてみましょう。
チーズ売り場では、モッツァレラやリコッタなど様々なチーズを買うことができます。また、タスカン・
プロシュット、出来立てのパン、ローストポルケッタ、アマルフィ海岸から直接取り寄せたオリーブを味
わうことができます。フィレンツェの市場には、おいしい食べ物が豊富に並んでいるので１日中回って
も飽きることはありません。さらに、地元ガイドが食べ物に関する伝統や歴史を教えてくれます。
市場の屋内には手作りのパスタやチーズ、魚、肉、鶏などが並んでいます。それぞれの店を回って新鮮で
美味しい地元の食事を楽しみましょう。
ツアーの最後には、マルコの店にてトーストや旬の食材とともにワインを堪能します。
ご案内：ツアーに参加するためにはジル・カフェとラ・リナシェンテ付近の大理石の柱の前にある the
Piazza della Repubblica の集合場所までお越しいただく必要があるので、ツアーを予約する
前に Voyage Personalizer の予約画面にて重要なご案内の項を必ずお読みください。
フィレンツェ＆ピサ観光
FLORENCE & PISA
ツアー番号：LI1001
ツアー料金：大人＄１１８～ 子供＄７８～（３～１２歳）
所要時間：９時間３０分
フィレンツェ市の中心にひときわ高く聳えるのは華麗な装飾で有名な花の聖母教会（ドゥオーモ）です。
その巨大な影の下にたたずむと、この聖堂が世界で４番目に大きな教会だということが驚きをもって実
感出来るでしょう。
フィレンツェで最も人目を引く広場がシニョリーア広場です。広場の中で最も威容を放っているのが高
い城砦に囲まれた壮大なヴェッキオ宮で、ここでは有名なミケランジェロ作ダビデ像の複製を見る事が
出来ます。
サンタ・クローチェ広場はフィレンツェの中で最も魅力に溢れた広場で、数え切れない程の売店やおし
ゃれなカフェに囲まれた美しい教会群を見学する事が出来ます（但し教会の観光は外観のみに限られま
す）
。
アルノ川に１４世紀から残る神聖な橋、ポンテ・ヴェッキオは欠かせない有名な撮影スポットです。
ピサを訪れる前には各自ご自由に昼食をお楽しみください。世界的に有名ながら驚く程小さな町ピサに
到着した後は、ミラーコリ広場、大聖堂、そして言うまでも無くあのピサの斜塔の見物をお楽しみくださ
い。
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ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。フィレンツェまでの移動時間は片道約１時間３０分
です。市内への車の乗り入れは禁止されており、送迎車の駐車地点から市の中心までの移動時間
は徒歩で片道約１５分です。このツアーの移動は徒歩が中心になりますので、ヒールの無い歩き
やすい靴でご参加ください。ミラーコリ広場へも駐車地点から片道約１５分徒歩での移動とな
ります。ピサの斜塔の観光にはガイドは付いておらず、観光する時間が制限される可能性があり
ます。教会訪問には適切な服装を心がけてください。ツアーには昼食と各観光地の入場料は含ま
れていません。またツアーの順序が異なる場合があります。

快適な馬車乗車とワインの試飲
LEISURELY CARRIAGE RIDE & WINE TASTING
ツアー番号：LI1033
ツアー料金：大人＄８９～
所要時間：３時間３０分
リボルノからオリーブオイルやキャンティワインで有名なトスカーナの丘や中世の街並みを通り、北東
へ向かいます。ワイン農園や緑色に輝くオリーブ農園が広がる坂道で写真撮影をお楽しみください。
サンジョヴィーゼはキャンティの生産に使われるぶどうの品種です。ワイナリーを見学しトスカーナの
ワインの製造過程を学ぶことができます。
馬車からのワイナリー周辺の壮大で肥沃なオリーブの谷とブドウ畑の風景をお楽しみください。
パン、オリーブオイル、チーズ、サラミと一緒に様々なワインの試飲をすることができます。ヴィン・サ
ントというイタリアの甘いデザートワインを頂く機会もあります。
その後、地元のワインを買う時間があります。
ご案内：バスや馬車の乗り降りの際に数段の段差があります。このツアーは約１０分間歩きます。

フィレンツェ半日自由観光
FLORENCE ON YOUR OWN – HALF DAY OPTION
ツアー番号：LI1143
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄６４～（３～１２歳）
所要時間：５時間３０分
フィレンツェ到着後、エスコート同伴でサンタ・クローチェ広場まで徒歩で移動します。その後は約２時
間の自由行動となり、気の向くまま観光したり、シニョリーア広場のカフェの見物席で、行きかう人々を
眺めたり、以前に見逃がした数々の素晴らしいモニュメントを改めて見物したり、市内のエレガントな
ブティックを訪ねてみたり、ポンテ・ヴェッキオに並ぶ有名な金細工店を訪ねたりと思い思いの時を過
すことが出来ます。また数ある美術館でじっくりと芸術鑑賞をしたい方にも最適なツアーです。フィレ
ンツェにはアカデミア美術館、ウフィツィ美術館、メディチ家礼拝堂など芸術愛好家にとっての見所が
揃っています。
また長い列に並んで花の聖母教会の内部を見物など、フィレンツェ市内を一望に眺められる高いドーム
の天辺まで登って眺望を楽しむこともできます。
リボルノに戻るための集合時間と場所はエスコートがお伝えします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーにはガイドが付いておらず、昼食、入場料は含
まれていません。フィレンツェまでの移動時間は片道約１時間３０分です。フィレンツェの歩道
は石畳の舗装道路になります。市内への車の乗り入れは禁止されており、送迎車の駐車地点から
市の中心までの移動時間は徒歩で片道約１５分です。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加くだ
さい。長時間の駐車が禁じられているので集合時間に遅れた場合でも、バスは待たずに出発しま
す。リボルノでのタクシー代は約＄１６０かかりますので、ご注意ください。
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お手軽ピサ観光
EASY PISA
ツアー番号：LI1013
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄６６～（３～１２歳）
所要時間：４時間
バスでピサの駐車場に到着した後、すぐにトロッコ列車に乗り込み、ピサ・メディーチア（遺跡）のガイ
ド付ツアーに出発します。アルノ川沿いに建つ見事な建造物や、ピサ大學、コンテ・ウゴリノ・タワーな
どがあるカヴァリエーリ広場を車中から見学します。
トロッコ列車はそのままピサの斜塔が建つミラーコリ広場に到着します。ここではガイドからドゥオー
モや洗礼堂についての詳しい説明があります。その後３０分間は自由にミラーコリ広場を散策する時間
があります。ピサの斜塔の写真撮影をしたり、お土産物店に立ち寄ったり、アイスクリームを味わった
り、近くのカフェでのんびりと足を休めたりと思い思いの時をお過ごしください。駐車場まで戻るトロ
ッコ列車の時間をあらかじめ確認しておきましょう。駐車場から再びバスに乗り込んで帰路につきます。
ご案内：このツアーはバスとトロッコ列車にて行われます。車やトロッコ列車の乗り降りに支障の無い
方にお勧めです。トロッコ列車には車椅子の収納場所が限られています。自由時間中に歩く距
離はお客様の計画によって異なります。地面は平坦で歩き易いですが、ヒールの無い歩きやす
い靴でご参加ください。

ピサ観光
PISA
ツアー番号：LI1005
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄６０～（３～１２歳）
所要時間：４時間
元々はエトルリア交易の本拠地として栄えたピサは地中海で最大の商業と海運業の都市として発展して
きました。今日のピサはモダンなお店や活気のあるカフェを揃えており、今なおルネサンスの香りを漂
わせる人気観光スポットとなっています。
有名なピサの斜塔と大聖堂は、ミラーコリ広場という敷地に建っています。ここでは洗礼堂とカンポサ
ント（納骨堂）も見所のひとつです。トスカーナ地方で代表的なピサ・マネスク様式の大聖堂の内部はフ
ァサードが４層まで連なり、立ち並ぶ列柱や入り組んだアーケードに支えられています。
（外観のみ鑑賞
できます）
ピサの斜塔の土台は４階まで建築が進んだ所で片側が沈みはじめ、毎年少しずつ傾いていると言われて
います。斜塔には更なる傾斜を防ぐ為に太い帯が巻かれ、現在は１８１０年当時と同じ傾斜が保たれて
います。（ツアーには外観の観光のみが含まれます）
時間が許せば、お土産ものの屋台が軒を連ねるピサの町でショッピングを楽しむのも一興でしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。移動は徒歩が中心となります。ヒールの無い歩きやす
い靴でご参加ください。送迎車の駐車地点からミラーコリ広場までの移動時間は徒歩で片道約
１５分です。お買い物にはユーロがお使いになれます。

フィレンツェ＆ピサ自由観光
FLORENCE & PISA ON YOUR OWN
ツアー番号：LI1024
ツアー料金：大人＄８８～ 子供＄６９～（３～１２歳）
所要時間：９時間３０分
イタリア最大の名所を各自のペースでお楽しみいただくツアーです。ピサに到着後は短時間でミラーコ
リ広場まで徒歩で移動し、約１時間ご自由にピサの斜塔周辺の観光や、立ち並ぶお土産店でのショッピ
ングなど思い思いの時を過ごしていただきます。
フィレンツェには楽しい発見がいくつもあります。到着後はサンタ・クローチェ広場へ向かい約４時間
ご自由に過ごしていただきます。気の向くままに観光したり、シニョリーア広場のカフェでリラックス
したりとそれぞれにお楽しみください。数多くある素晴らしいモニュメントを見学したり、エレガント
なブティックを訪ねたり、アルノ川にかかる有名なポンテ・ペッキオに足を向けたりと様々な楽しみを
お選びいただけます。
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ピサとフィレンツェではエスコートが待ち合せの場所と時間をお伝えします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。バスの停留所からミラーコリ広場までの移動時間は
徒歩で片道約１５分です。時間の都合でピサの斜塔内部の観光はできません。フィレンツェまで
の移動時間は片道約１時間３０分です。市内への車の乗り入れは禁止されており、送迎車の駐車
地点から市の中心までの移動時間は徒歩で片道約１５分です。このツアーの移動は徒歩が中心
になりますので、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。教会訪問の際には適切な服装を
心がけてください。長時間の駐車が禁止されているので、集合時間に遅れた場合でも、バスは待
たずに出発します。リボルノまでのタクシー代は約＄１６０かかりますので、ご注意ください。
ツアーの順序は異なる場合があります。このツアーにはガイド、昼食、入場料は含まれていませ
ん。日曜には閉店となる店舗もありますので、イタリアの店の一般的な営業時間を念頭に入れて
おいてください。

フィレンツェ自由観光
FLORENCE ON YOUR OWN
ツアー番号：LI1004
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄６４～（３～１２歳）
所要時間：９時間
フィレンツェ到着後、エスコート同伴でサンタ・クローチェ広場まで徒歩で移動します。その後は自由行
動となり、シニョリーア広場のカフェの見物席で、行きかう人々を眺めたり、以前に見逃がした数々の素
晴らしいモニュメントを改めて見物したり、市内のエレガントなブティークを尋ねてみたり、ポンテ・ヴ
ェッキオに並ぶ有名な金細工店を訪ねたりと思い思いの時を過すことが出来ます。
また数ある美術館でじっくりと芸術鑑賞をしたい方にも最適なツアーです。フィレンツェにはアカデミ
ア美術館、ウフィツィ美術館、メディチ家礼拝堂など芸術愛好家にとっての見所が揃っています。
時間を気にせずに列に並んで花の聖母教会の内部を見学したり、レンツェ市内を一望に眺められる高い
ドームの天辺まで登って眺望を楽しむこともできます。
丸１日を思い思いのペースで気の済むまで観光をお楽しみいただけます。リボルノに戻る時間と場所は
エスコートがお伝えします。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ツアーにはガイドが付いておらず、昼食、入場料は含
まれていません。フィレンツェまでの移動時間は片道約１時間３０分です。フィレンツェ市内は
全体に石畳の舗道が敷かれています。また市の中心へは車の乗り入れが禁止されており、送迎車
の駐車地点から市の中心までの移動時間は徒歩で片道約１５分です。ヒールの無い歩きやすい
靴でご参加ください。長時間の駐車が禁止されているので、集合時間に遅れた場合でも、バスは
待たずに出発します。リボルノまでのタクシー代は約＄１６０かかりますので、ご注意くださ
い。

ボチェッリワインの真髄
BOCELLI ESSENCE OF WINE
ツアー番号：LI1152
ツアー料金：大人＄３７０～
所要時間：５時間
イタリア出身の有名なテノール歌手であるアンドレア・ボチェッリの地元、トスカーナ州の丘陵地帯の
中心にあるラヤーティコを訪れ、彼の生涯について学びましょう。日差しを浴びながらボチェッリ家の
酒蔵を観光し、ボチェッリ家が所有する最新のレストランである Officine Bocelli で素晴らしいワイン
の試飲を楽しみます。
港を出ると、トスカーナ州の田園風景を楽しむ車窓観光を経て、アンドレア・ボチェッリが年に一度コン
サートを行う Theatro di Silencio に向かいます。
次に訪れるボチェッリ家のブドウ園ではワインの製造方法を学び、その素晴らしいワインを地元のチー
ズとパンと共に楽しむことができます。アンドレア・ボチェッリの弟であるアルベルト氏と彼の奥様で
ある Cinzia、そして彼らの素晴らしい子供たちと交流をし、ボチェッリ家の歴史と彼らの作るワイン、
受け継いできたものについて学びます。
トスカーナ州のおいしい昼食を食べる前に、アンドレアの生涯を記念するアンドレア・ボチェッリ博物
館を訪れます。
誰もが羨むこれらの魅力的な体験の後は、素晴らしい思い出とともに船に戻ります。
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ご案内：このツアーは車またはミニバンと徒歩にて行われます。ラヤーティコまでの移動時間は片道約
１時間３０分です。このツアーに参加できる人数は限られているため、早めのご予約をお勧め
します。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。
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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
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
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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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