クイーン・エリザベス
シドニー発着１３日間
ショアエクスカーション案内

ダニーデン
アカロア
ウェリントン
オークランド
ベイ・オブ・アイランズ

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。

・ 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。

[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。

ダニーデン
DUNEDIN
ネイチャー・ワンダーズを訪ねて
Natures Wonders Reserve
ツアー番号：DUD007
ツアー料金：大人＄１３０～ 子供＄９９～（８～１２歳）
所要時間：４時間３０分
港に到着後、オタゴ半島の先端部に位置するタイアロア・ヘッドへの景観ドライブへと出発し、私的資金
で創設された貴重な野生動物の保護区ネイチャー・ワンダーズを訪れます。
到着後、８輪駆動の水陸両用車に乗り込み、ありのままの自然を冒険していきます。途中、キンメペンギ
ンが生息するペンギンビーチで停車します。運が良ければ、道中の様々な場所でコガタペンギンやオッ
トセイ、アシカ、鵜などを見ることもできます。
ご案内：このツアーはバスと水陸両用車、徒歩にて行われます。けがをされている方や乗り物の揺れに
よって身体に支障をきたす恐れのある方は参加できません。妊娠されている方、８歳未満のお
子様は参加できません。また、体重が１１５ｋｇ以上の方も参加できません。このツアーでは
砂利道を歩くことがあります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。観察を行う際双
眼鏡を貸し出します。双眼鏡は専用となることを望まれるかもしれませんが、参加人数によっ
ては共有していただく場合があります。

タイエリ峡谷鉄道からの景観
Taieri Gorge Scenic Railway
ツアー番号：DUD002
ツアー料金：大人＄１６９～ 子供＄１１５～（３～１２歳）
所要時間：５時間３０分
ダニーデンの有名かつ歴史あるタイエリ峡谷鉄道で、絵にかいたような風景を横目にプケランギまでの
列車の旅をお楽しみください。険しく壮大なタイエリ峡谷や大きな鉄橋、１００年以上に渡って手作業
で掘り進められたトンネルなどを通ります。
車内では、ピクニック形式の軽食と無料の地元のビールやワイン、フルーツジュース、紅茶、コーヒー、
ミネラルウォーターなどの飲み物が提供されます。この地に関する解説を聞いたり、過ぎゆく景色を眺
めながらお楽しみください。見晴らしのいい場所では停車しますので、ぜひ絶景を写真に収めてくださ
い。
船にバスで戻る際に、ダニーデン駅で一時停車します。
ご案内：このツアーは列車にて行われます。列車には空調設備は付いておらず、乗降時には４段の階段
があります。

麗しきダニーデン
Bonnie Dunedin
ツアー番号：DUD005
ツアー料金：大人＄８０～ 子供＄６９～（３～１２歳）
所要時間：４時間３０分
このツアーではダニーデンの歴史を学び、その起源を発見する旅へと出かけます。スコットランドや中
国からの早期の入植者がいかにして金鉱を掘り当てたのか、また何故この街は急速に発展したのかを探
りましょう。ダニーデンはケルト語でエディンバラという意味で名づけられており、これはダニーデン
のルーツがスコットランドにあることを示しています。
ゴシック様式建築物のダニーデン・ファースト教会は、高さ約５６ｍの尖塔を誇ります。この教会最初の
牧師であったトーマス・バーンズは、スコットランドの詩聖ロバート・バーンズの甥にあたります。
続いて、オタゴ湾を一望できる海岸付近の峡谷に位置する人気スポット、グレンファロック・ガーデンを
訪れます。ここには、１８７２年から存在しているアザレアやツツジなどの原木に加え、その他多くの雑
種植物が生息しています。マフィンやスコーン、紅茶、コーヒーを口にしながら、ハイランド・ダンスの
ショーもお楽しみください。また、ハギスのパフォーマンスも行われます。参加者には記念として参加証
明書が手渡され、スコットランドの風味を楽しめるハギスをお土産として受け取ることもできます。
オクタゴンの頂上に誇り高く腰を下ろしているロバート・バーンズ像の前でバスは一時停車します。１
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８８７年に建てられたダニーデンのシンボルでもあるこの像は、市の中心にある聖パウロ教会の前とい
うこの街の中で最も大切な場所に立っています。
ご案内：このツアーはバスにて行われますが、複数回停車し、合計約１時間歩きます。グレンファロッ
ク・ガーデンには傾斜のある道があります。

ダニーデンハイライト観光
Dunedin Highlights
ツアー番号：DUD001
ツアー料金：大人＄５９～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
港に到着後、バスで海岸沿いを走りオルベストン邸へと向かいます。ジャコビアン様式のこの邸宅は、１
９００年代初頭に現地の商人デビッド・セオミンのために建てられました。その緻密な装飾はオルベス
トンの優美さと雄大さを象徴しています。この邸宅の周辺を散策すると、当時栄華を誇った一族の生活
を垣間見ることができるでしょう。邸内には世界中から集められた財宝が眠っています。この邸宅は１
９６６年にセオミンの娘によりダニーデンへと寄贈され、現在に至ります。
オルベストン邸を訪れた後は、ニュージーランドで最も古い植物園を訪れます。１８６３年に造られた
この植物園は約２９万平方メートルの敷地を誇り、ニュージーランドの原生植物が多数生息する他、ツ
ツジ・バラ園といった特定の植物のコレクションでも有名です。
最後に、オタゴ大学、ダニーデンの伝統的な建物、オタゴ湾、ビーチエリア、ダニーデン駅などを巡る景
観ドライブを経て、船へと戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。植物園では、お客様のペースで約３０分歩きます。
歩く場所はおおむね舗装された道となっています。

野生動物観察クルーズ
Wildlife Discovery Cruise
ツアー番号：DUD003
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄４０～（３～１２歳）
所要時間：２時間
港に到着後、オタゴ湾をクルージングします。ここでは多様な海洋生物を見ることができるでしょう。双
眼鏡を用意し、アシカやペンギン、鳥類、イルカなど生息する動物を観察してみてください。
ここでは、世界で一番大きい鳥アホウドリを観察できる滅多にない体験をすることができます。アホウ
ドリは翼長約３ｍにも及び、時速１４５ｋｍで獲物に襲い掛かります。また、よく観察すれば、非常に珍
しいキンメペンギンを発見することができるかもしれません。
クルージング中は、紅茶や、コーヒー、フルーツジュース、ビスケットなどの軽食が提供されます。
ご案内：このツアーはボートにて行われます。ボートに乗船する際、少し歩きます。ボート乗降時には、
急な傾斜を上り下りする必要があります。

オタゴ半島にてカヤッキング
Otago Peninsula Kayaking
ツアー番号：DUD008
ツアー料金：大人＄１５９～ 子供＄１４９～（１０～１２歳）
所要時間：４時間
ポート・チャーマーズからオタゴ湾の東海岸沿いを通り、ダニーデンへとバスで向かいます。西海岸沿い
へと移ると、オタゴ半島に沿って小さなポートベロの街へと向かいます。
到着後、安全に関する説明を受け二人乗りのカヤックへと乗り込み、荒々しくも美しく切り立った海岸
沿いを冒険します。ニュージーランドオットセイやシロアホウドリ、鵜などの海洋生物にも注目してみ
てください。
途中でビーチにて休憩を取ります。手足をよく伸ばし、軽食をお楽しみください。休憩を終えると再び海
岸へと戻り、バスでポート・チャーマーズへと帰ります。
ご案内：このツアーはミニバスとカヤックにて行われます。参加者は身体的に健康で泳ぐことができる
必要があります。体重が１０８ｋｇ以上の方は参加できません。１０歳未満のお子様の参加は
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ご遠慮ください。オタゴ半島まではミニバスで片道約１時間で、カヤック乗船時間は約１時間
です。服の下に水着を着て参加するか、着替え用の服をご用意ください。また、帽子、サング
ラス、日焼け止め、タオルもご用意ください。ウォーターシューズで参加することが望ましい
ですが、カヤック乗船中は靴を脱ぐ必要がある場合があります。乗船中はライフジャケットを
着用する必要があります。このツアーは天候によってカヤック乗船エリアが変更となる場合が
あります。

アカロア
AKAROA
徒歩でアカロア散策
Discover Akaroa on Foot
ツアー番号：AK1005
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄２６～（３～９歳）
所要時間：１時間３０分
古代の火山の中心に位置する、かつてフランスとイギリスの植民地であったアカロアの美しい地域をゆ
っくりと散策しましょう。
この魅力的な村を散策すると、美しい水辺が見えます。また、巨大な金属製の捕鯨用ポット、かつてフラ
ンスが着陸した地点、趣のあるコロネーション図書館、快適なコテージ、植民地時代の建築物などを見る
ことができます。
知識豊富なガイドが、周囲の建物や通りの人工産物、色彩豊かな登場人物を基に、数々の豊かで興味深い
物語を作ることで、アカロアの歴史を知ることができます。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。標高の高い場所を約１時間半かけてゆっくりと散策しま
す。上着と歩きやすい靴をご用意ください。１０歳未満のお子様はこのツアーに参加すること
ができません。

アカロアと半島とザ・ジャイアンツ・ハウス
Akaroa, Peninsula & the Giants House
ツアー番号：AK1010
ツアー料金：大人＄１２２～ 子供＄８４～（３～１２歳）
所要時間：４時間
魅力的な火山地域の美しい景色を楽しみながら、デゥバウチェル湾を通って、地元のチーズ工場のある
バリーズ湾に向かいます。ここでは、チーズ製造過程に関する短いプレゼンテーションを楽しんだり、お
いしい地元のチーズを試食したりする機会があります。
その後、サミット・ロードを通り、素晴らしい景色を楽しんだ後、オケインズ湾に向かいます。この地域
には、オケインズ湾マオリ植民地博物館があり、鍛冶屋、プリントショップ、馬具、修復された学校、マ
オリ会議場、植民地時代のホール、元アカロア見本市会場などが展示されています。
アカロアに戻ると、周りにモザイク画と彫刻の庭がある、アカロアで最初の銀行家の家であるザ・ジャイ
アンツ・ハウスを訪れます。この家は１８８０年にその地のトータラとカウリという種類の木材で作ら
れました。モザイク画が施された階段や息をのむ壁に彫刻されたモザイク画、溶接された鉄の彫刻など、
数々の独特な庭園の作品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、砂利や芝生を含む様々な地形を歩
きます。ザ・ジャイアンツ・ハウスを訪れる際に１０段の階段があります。ヒールの無い歩き
やすい靴でご参加ください。

アカロア湾でイルカとともに泳ぐ
Akaroa Harbour Swim with Dolphins
ツアー番号：AK1004
ツアー料金：大人＄１７９～ 子供＄１２５～（８～１２歳）
所要時間：３時間
アカロアは、世界で最も小さくて珍しいイルカであるセッパリイルカと一緒に泳ぐことができる唯一の
場所です。セッパリイルカは海洋哺乳類保護区で保護されています。このクルーズでは、自分たちの環境
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で生きるセッパリイルカを間近で見ることができます。
クルーズの開始時に、安全に関する指導と、イルカとの交流とツアーの見どころについて簡単な説明を
受けます。また、参加者のイルカとの水泳体験を最大限に生かすための訓練を受けた、専用のイルカガイ
ドが同行します。
美しい景色を楽しみながら、小さなカタマランでイルカのいるスポットに向かいます。イルカが見つか
ってから、約４５分イルカとともに泳ぐことができます。イルカの自然生息地で実際に彼らの仲間とな
って、共に泳ぎましょう。好奇心旺盛なイルカと共に楽しく泳ぐ姿を、乗組員がカメラで撮影します。
（こ
の写真はクルーズの最後に購入可能です。
）
イルカとの魅力的な体験の後は、温かい飲み物を飲みながら座ってリラックスしましょう。
このツアーが予約されるごとに、セッパリイルカに関する継続的な研究と教育への寄付が行われます。
ご案内：このツアーはジェットボートにて行われます。イルカにストレスをかけないために、ガイドの
指示には必ず従ってください。イルカに子供がいたり、休んだりしている時がありますが、そ
の時はイルカとの交流をすることができない可能性があります。遊泳に自信がない方は参加で
きません。薬物やアルコールを摂取されている方は参加できません。８歳未満のお子様は参加
できません。ウェットスーツ、水中マスク、シュノーケル、シャワーは用意されています。水
着とタオル、現地での買いもの用の現地通貨（ニュージーランド・ドル）をご用意ください。
イルカと遊泳できる確率は高いですが、自然生息している他の野生生物と同様、必ずイルカと
遊泳できることの保証はできません。既往症のある方は申請していただく必要があります。ツ
アーの枠には限りがあるため、早めのご予約をお勧めします。

クライストチャーチ探訪
Christchurch Discovery
ツアー番号：AK1008
ツアー料金：大人＄１４４～ 子供＄１２０～（３～１２歳）
所要時間：７時間
アカロアからメルトン・エステート・ワイナリーへ向かう途中にあるバンクス半島の美しい景色をお楽
しみください。このブティック・ワイナリーは魅力的な環境の中にあり、受賞歴のあるワインを試飲する
のに最適な場所です。ここではシェフが地元の調味料を使った軽食を提供してくれます。
その後、クライストチャーチの街に向かい、パントと呼ばれる平底船に乗り、エイボン川に沿ってゆった
りと楽しみます。エドワードの漕ぎ手のガイドを聞きながら、リラックスしたひと時を過ごしましょう。
ツアーの締めくくりとして、電動オープン・サイド・トロリーバスである「キャタピラー」に乗り、クラ
イストチャーチ植物園のガイド付きツアーに参加しましょう。季節ごとの色彩と植物の生態が混ざり合
った素晴らしく印象的な庭園をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバス、パント、トロリーバス、徒歩にて行われます。訪問順序は異なる場合があ
ります。１８歳未満の方はワインの試飲に参加できません。パントに乗り降りする際には、屈
むなどの動作が必要になります。パントの乗車場所は少し傾斜があります。ヒールのない、歩
きやすく滑りにくい靴を履いてご参加ください。

アカロアでの自然クルーズ
Akaroa Nature Cruise
ツアー番号：AK1003
ツアー料金：大人＄９２～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所要時間：２時間
モダンで豪華な約１８メートルのカタマラン船に乗って、広大なアカロア湾を巡る魅力的なクルーズを
お楽しみください。死火山噴火口、巨大な岸壁やカセドラルケーブなど、美しく素晴らしい風景を巡りつ
つ、船長による地域の自然、野生生物、歴史についての詳しいガイドを聞きましょう。
この港は、世界で最も小さく珍しいイルカであるセッパリイルカで有名なため、これらの友好的で好奇
心旺盛な哺乳類を見られるチャンスがあります。
陸上に戻る前に、船長が世界で最も小さいペンギンであるハネジロペンギンと、岩の上で日光浴するニ
ュージーランドオットセイを見るのに最適な場所に連れて行ってくれます。ここでは、５種類の異なる
鵜と、絶滅の恐れのあるキンメペンギンを含む、数多くの鳥類が見られます。
ご案内：このツアーはカタマラン船にて行われます。カタマランには２つのデッキがあり、日陰エリア
と日向エリアがあります。野生生物目撃のチャンスはありますが、保証はされていません。ツ
アーの枠には限りがあるため、早めのご予約をお勧めします。
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クライストチャーチ南極センターと植物園
Christchurch Antarctic Centre & Botanical Gardens
ツアー番号：AK1007
ツアー料金：大人＄１１０～ 子供＄８０～（３～１２歳）
所要時間：６時間３０分
アカロアを出発し、クライストチャーチの街をバスで巡りながら、南極での生活を展示している、町の観
光名所の一つである国際南極センターに向かいます。このセンターは、ニュージーランド、アメリカ、イ
タリアの南極のプログラムがあるユニークな南極キャンパス内にあります。
センター内では、展示会やビデオプレゼンテーション、レーザーホログラムを楽しんだり、ペンギンの飼
育場での生活を観察したりできます。加えて、実際の雪洞の気温を体験したり、南極で使用されているキ
ャタピラー式水陸両用車である「ハグランド」に乗ったりすることができます。 ４Ｄエクストリームシ
アターは席に座りながら、はらはらかつインタラクティブな南極大陸へのクルーズ体験をすることがで
きます。また、カフェでスナックや軽食を楽しんだり、お店でお土産を購入したりすることもできます。
南極センターを出発すると、ハグレイ公園、エイヴォン川、追憶の橋を巡りつつ、クライストチャーチ植
物園に向かいます。エイヴォン川に囲まれた植物園は１８６３年に設立され、針葉樹や苗木、季節の花が
展示されている憩いの場所となっています。
クライストチャーチから出発し、アカロアへ戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。南極センターでの滞在時間は約２時間です。雪洞で
はウォームジャケットとオーバーシューズが用意されています。クライストチャーチまでの移
動時間は約１時間３０分です。訪問順序は異なる場合があります。南極センターと植物園では
ガイドが付きません。自由行動のため、昼食や軽食は含まれていませんが、南極センターで購
入することができるため、現地通貨（ニュージーランド・ドル）をご用意ください。怪我や体
調のすぐれない方のハグランド乗車はお勧めできません。

クライストチャーチ自由観光
Christchurch On Your Own
ツアー番号：AK1006
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄５０～（３～１２歳）
所要時間：７時間
クライストチャーチは２０１０年と２０１１年に大規模な地震が発生しました。最も壊滅的なのは２０
１１年２月２２日です。破壊された建物の大半は撤去されたか安全な状態にされ、その後すぐに重要な
再建計画が開始されました。
街の伝統建築物はダメージを受けましたが、伝統的なイギリスの雰囲気はまだ鮮明に残っています。植
物園とハグレイ公園はニュージーランドで最も印象的な憩いの場所の一部となっています。カンタベリ
ー博物館は、地震に耐えられる唯一のネオゴシック様式の建物で、マオリ族固有の文化や初期のヨーロ
ッパの居住地を展示しています。
運転者がクライストチャーチの短い説明を行うため、グロスターストリートのアートギャラリー周辺に
到着するまでに知識をつけることができます。この修復途中の都市を約４時間探索してお楽しみくださ
い。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。移動時間は約９０分で、ガイドは付きません。昼食と入場
料はツアー代金に含まれていません。地図が提供されます。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。現地通貨（ニュージーランド・ドル）をご用意ください。クライス
トチャーチを出入りする道路は曲がりくねっており、めまいのある人にはお勧めできません。

アカロアの味覚
Tastes of Akaroa
ツアー番号：AK1009
ツアー料金：大人＄１８９～
所要時間：５時間
埠頭沿いを歩き、アカロアクッキングスクールへ向かいます。ここでは、シェフであるルー・ベントレー
と料理教師のアント・ベントレーが担当します。
到着後、お茶やコーヒー、焼きたてのペストリーをお楽しみください。その後、座りながら四つのおいし
い料理を作る方法を学びます。 豊富な地元の季節の食材を発見しつつ、美味しい料理があなたの目の前
で調理されるのをお楽しみください。
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その後、地元のワイン賞を受賞したワインとともに、それぞれの料理を昼食として味わってください。
新しく発見したアカロア料理の知識を思い出しながら、短い散歩をしつつ、船に戻ります。
ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。このツアーには１８歳未満の方は参加できません。アカロ
アクッキングスクールへの所要時間は約５分であり、平らな道を徒歩で向かいます。このツア
ーは、実践的な料理体験ではなく、料理のデモンストレーションが行われます。

アーサーズ・パスへの旅と風光明媚な列車乗車
Journey to Arthur’s Pass & Scenic Train Ride
ツアー番号：AK1001
ツアー料金：大人＄３１２～ 子供＄２４５～（３～１２歳）
所要時間：９時間
アーサーズ・パスまでの景観の良い旅を楽しみましょう。道中でモーニング・ティーをいただくためにホ
ームブッシュ・ステーブルズ＆ホームステッドに立ち寄ります。この古い厩舎は約３．２ヘクタールの森
林庭園に囲まれており、植民地時代の農業を垣間見ることができます。
バス旅の最終工程では、壮大な山の景色を巡りつつ、アーサーズ・パス駅に向かい、ここで列車に乗りま
す。この壮大な列車の旅で、丘陵地帯、トンネル、高架橋、遠方の川河川、そしてアーサー・パス国立公
園の熱帯雨林など、比類のない景観を巡ります。この景観を巡る間、列車にはスナックボックスの昼食が
用意されています。
ロルストン駅でバスに戻り、景色を楽しみながらバスでアカロアに戻りましょう。
ご案内：このツアーはバス、列車、徒歩にて行われます。このツアーの大半はバスにて行われます。ホ
ームブッシュへの所要時間は約２時間であり、アーサーズ・パス駅はホームブッシュからさら
に約２時間かかります。帰りの所要時間は約２時間で、電車に乗っている間に見た景色を再び
見ることになる可能性があります。列車の乗車時間は約１時間４５分で、Cunard 社の貸し切り
ではありません。列車は車椅子やスクーターには対応していません。参加者は列車の乗り降り
ができる人に限ります。バスの発着場は電車から約７３メートルのところにあります。歩きや
すい靴とジャケットをご用意ください。

ウェリントン
Wellington
ストームコースト
The Storm Coast
ツアー番号：WLG006
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄４８～（３～１２歳）
所要時間：４時間
壮観なドライブでペンカロウ駅まで行き、ウェリントン湾の美しい最東端の部分に行きます。ウェリン
トンに初めて定住した人が上陸した場所であるぺトンを通る港の海岸線に沿って行くと、ストームコー
ストの景勝ルートを通ります。美しい海岸線に沿ってドライブしている間、趣のある海岸の村や海が見
え、難破船に関する話も聞くことができます。ウェリントンで最も早く羊や牛の大牧場の一つとなった
ペンカロウ駅を見て、そこで農場の犬の実演をお楽しみいただき、その後、ウェリントンの隠れた湖や、
ニュージーランドで最も古い灯台、マオリの歴史に関する場所などにに行きます。
ウェリントンで最も固い秘密とされているのが、ペンカロウ・ロッジです。そのロッジは、ウェリントン
湾の入り口近くにあり、クック海峡を越えて南島のカイコウラ山脈までの見事な景色を眺めることがで
きます。お茶、コーヒー、スナックなどをいただきながら、そんな美しい景色を楽しみましょう。
船に戻るまでのバス乗車の間に、時間が許せば、愛らしいデイズ・ベイで短時間の自由時間があります。
ご案内：このツアーでは平坦な道を４０分ほど歩きますが、その内３０分は自由参加です。歩きやすい
靴でご参加ください。
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ロード・オブ・ザ・リングとウェタ・ワークショップ
Lord of the Rings & Weta Workshop
ツアー番号：WLG012
ツアー料金：大人＄８９～ 子供＄５８～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
まず初めに、ニュージーランドの創造的な首都であり、世界最南端の首都であるウェリントンを一望し
ましょう。ビクトリア山の頂上からは、３６０度街の景色や鍵穴のような港を見渡せ、ウェリントンで最
も良い景色を見られる場所となっています。
その後、映画「ロード・オブ・ザ・リング」の撮影が始まった場所に行きます。フロドやホビットが旅を
始めたアウター・シャイアの美しい森を通って散歩をしましょう。
「レース・トゥー・ザ・フェリー」や、
有名な「ゲット・オフ・ザ・ロード」など、多くのシーンがこの場所で撮影されました。
続いて、ウェタ・ワークショップを訪れるために、ミラマーに向かいます。ウェタの魔法の裏側を垣間見
ると、この特注施設の壁の中で起こっている独創的なからくりを見抜くことができます。創造的なプロ
セスの過程は、能力のある、ウェタ・ワークショップのクルーから教えてもらえます。ウェタ・ワークシ
ョップを共に作った、Peter Jackson, Richard Taylor, Tania Rodger, Jamie Selkirk の対談を収めた
約２５分の映像を見れば、ウェリントンでの映画産業の歴史を知ることができます。
ご案内：このツアーは都市バスと徒歩にて行われます。ウェタ・ワークショップ内では写真撮影は禁止
されています。法令により、どこにも映画のセットは残されていないということをご承知おき
ください。また、このツアーでは、起伏があり、傾斜もある小道を含む様々な場所を約１時間
歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

ウェリントンの美食
Flavours of Wellington
ツアー番号：WLG014
ツアー料金：大人＄１１４～ （３～１２歳）
所要時間：３時間
ウェリントンの美しい景色のドライブを楽しんだ後、歩いて典型的な地元のおいしい食事を食べに行き
ましょう。地元の美食家が、ウェリントンの食事を開拓する旅に連れて行ってくれます。その途中で、自
家製パンや地元のチーズ、季節のフルーツ、チョコレートや地元のコーヒーなど、様々な場所で様々な食
材が堪能できます。ロンリープラネットで、世界を旅するグルメに向けた１０のウォーキング・ツアーに
選ばれ、フロマーズ・ガイドにはグルメな人にぴったり、と評価されています。このツアーは、文化的な
食事が好きな人には必須のものです！
ご案内：お子様は参加できません。このツアーでは、約１時間歩きます。 ヒールの無い歩きやすい靴
でご参加ください。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。
カロリ野生動物保護区
The Karori Sanctuary Experience
ツアー番号：WLG010
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３６～（３～１２歳）
所要時間：３時間
ジーランディア：２００８年の‘Tourism Industry Award for Conservation in Action’に選ばれた、
The Karori Sanctuary Experience は、ユニークで、環境にやさしく、究極の都市での自然体験です。ニ
ュージーランドの有名な本島の中で最も訪れやすい場所であり、ムカシトカゲ、コマダラキーウィ、
サドルバック、ヒヒ、ジャイアント・ウェタなどを含む、ニュージーランド固有の動物の中で最も有名で
あり、絶滅危惧種である種の安息地となっています。
この野生動物保護区には、約２．６平方キロメートルに及ぶその土地土着の植物や再生途中の低地林、５
マイルに及ぶ、特にハリネズミからポッサムに及ぶまでの外来の哺乳類を排除するために作られた、捕
食者から守るフェンスに囲まれた湿地帯などで構成されています。
この興味深い保護地区を探検するための自由時間が２時間半ほどあります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。保護区内では、車いすが利用できます。到着後に地
図が配られます。現地には、カフェやお土産屋があります。
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ウェリントンの名所
Wellington Highlights
ツアー番号：WLG003
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３９～（３～１２歳）
所要時間：４時間
標高約２００メートルのビクトリア山の頂上まで車で向かいます。ぜひ、街や港の美しい景色を写真に
収めてください。
国会議事堂、ニューウェリントン教会、ビジネス街など街の中心部を通り、植物園へと向かいます。約２
２万平方メートルに及ぶ、土着の木々と外来植物の両方が生息している庭園のウォーキングを楽しみま
しょう。その中心にあるのは、レディー・ノーウッド・ローズ・ガーデンとベゴニアハウスです。レディ
ー・ノーウッドにはベゴニア、シダ、ブーゲンビリア、ハイビスカス、プルメリア、クチナシ、そして１
２００種以上のバラがあります。
その後、旧セントポール教会を車窓から眺めながら、ウェリントンのウォーターフロントに車で向かい
ます。ニュージーランド国立博物館テ・パパ・トンガレワに到着すると、ガイドが館内を案内してくれま
す。ここには工芸品や文化財の他、マオリ・ミーティング・ハウスや装飾彫刻が展示されています。ニュ
ージーランドの地理や歴史、特徴的な自然環境、そして先住民族マオリにまつわる話などを学んでみて
ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。また、平地を合計約４５分歩きますので、ヒールの
無いつま先の閉じた靴でご参加ください。

ウェリントンの森、花とケーブルカー
Forest, Flowers & Funicular
ツアー番号：WLG002
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄３８～（３～１２歳）
所要時間：３時間３０分
まずは、ニュージーランドの固有の植物と動物だけを集めた、ニュージーランド唯一の植物園と保安林
であるオタリ＝ウィルトンズ・ブッシュに行きます。ここはかつてマオリの狩猟場でした。原木またはそ
の子孫によって構成された針葉樹林内を歩くことができる人気スポット、キャノピー・ウォークウェイ
を歩くことで、その景色を堪能しましょう。ツリー・トップ・ウォークでは、およそ２０メートルの渓谷
の上を、安定した歩道橋をつたって歩くことができ、森の上から生物を眺めるというユニークな体験を
しながら、最も植物が集まっているエリアに向かうことができます。
フォレスト・ウォークを終えたら、真っ赤なケーブルカーに少しだけ乗ってケルバーンに行き、そこでバ
スに乗って、約２２万平方メートルもあるウェリントン植物園に向かいましょう。その植物園では、その
土地固有の木々と外来種が両方とも管理されており、その中心にあるものはザ・レディー・ノーウッド・
ローズ・ガーデンです。この格式高い庭園には、１２００種以上のバラがあります。ベゴニア、シダ、ブ
ーゲンビリア、ハイビスカス、プルメリア、クチナシのみならず、およそ３００種類の現代的な種、７８
種の蔓バラ、７００種のガーデニング用の植物が生息しています。
帰り道からは、街や港、客船など素晴らしい景色を楽しめることでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。また、平坦な道や傾斜のある砂利道を約１時間歩くの
で、ヒールの無いつま先の閉じた歩きやすい靴でご参加ください。

シールコーストサファリ
Seal Coast Safari
ツアー番号：WLG001
ツアー料金：大人＄１４８～ 子供＄１０４～（３～１２歳）
所要時間：３時間
ウェリントンの、岩のごつごつした海岸線の景色を、古くからあるレッド・ロックを４輪駆動の車で通過
しながら楽しんでください。トング・ポイントにある、傾いた灯台も見に行きましょう。ビーチでは、オ
ットセイや留鳥の生息地を見に行きましょう。
海洋哺乳類を間近で観察している間に、ガイドがオットセイのライフサイクルと交配の習性を説明して
くれるでしょう。また、ここでは軽食が提供されます。
ブルックリンの風力発電所を経由し、ウェリントンの丘を越えてツアーは終わりへと向かいます。丘か
らの、南島の遠く離れた山々や、タスマン海、紺碧の太平洋に加えて、首都の美しい景色をお楽しみくだ
さい。
ご案内：このツアーは４輪駆動の自動車と徒歩にて行われます。けがをされている方や乗り物の揺れに
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よって身体に支障をきたす恐れのある方は参加をお控えください。妊婦の方や幼児は参加でき
ません。ルート内には、狭く、曲がりくねった道もあります。オットセイの生息地に行くため
にはビーチの岩の上を歩かなければならないので、滑りにくく、歩きやすい靴でご参加くだ
さい。乗車中はお手洗いに行くことができません。

マティウ /サムズ島
Matiu Sommes Island
ツアー番号：WLG013
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄６９～（３～１２歳）
所要時間：４時間１５分
ガイドと合流後、ブランドン・ストリートまで移動し、そこからフェリーターミナルまで短い距離を歩い
て移動します。フェリーに乗ったら、マティウ /サムズ島までの２５分間の旅をお楽しみください。
到着後、ガイドの案内で、晴れやかで静かな島、また野生生物の聖地のウォーキング・ツアーへと出かけ
ます。その名が示す通り、マティウ /サムズ島はマオリ族やヨーロッパ人との深い歴史的背景を持って
います。かつてウェリントンのマオリ族の伝統的な場所であったその島は、現在では、検疫の拠点、イン
ターネットの基地、軍事的防衛の基地として機能しています。
その島は、今はニュージーランド固有の植物や動物を保護しようとしていて、ノースアイランドロビン、
ミズナギドリ、アオハシインコなど珍しい固有種の定住地、またコガタペンギンの生息地となっていま
す。ここには、その生態が謎に満ちたムカシトカゲなど６種類の爬虫類も生息しています。歩いている間
に、ガイドがその島の歴史を話してくれたり、恥ずかしがり屋の野生生物たち探しに連れて行ってくれ
たりします。
ウェリントンに船で戻り、桟橋を歩いて戻ることでこのツアーは終わります。
ご案内：このツアーはバス、フェリーと徒歩にて行われます。比較的平坦な道を約２時間歩きますが、
山頂に向かう際は緩やかな傾斜の短い坂を上る必要があります。必ず、ヒールの無い歩きやす
い靴でご参加ください。水と帽子、日焼け止めをお持ちください。悪天候の場合に備えて雨合
羽を持ってくることをお勧めします。参加者はブランドン・ストリートまでシャトルバスで移
動し、フェリーターミナルまで約１０分歩きます。動物や鳥類が見られるかどうかは保証でき
ません。

オークランド
AUCKLAND
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。
地元のホテルにてマオリのコンサートを鑑賞しながら美味しいビュッフェランチをお楽しみください。
パフォーマンスには数多くの伝統的な戦いの舞、ハカ、激しい威嚇の戦いの歌や、コーラスによる勇猛な
挑発の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、泡の
沸く泥沼、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、牧羊犬による羊追いの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：このツアーはバスと徒歩にて行われます。約３０分ゆったりとしたペースで歩道を歩きます。
ロトルアまでは片道約３時間～３時間３０分ドライブです。途中トイレ休憩があります。歩き
やすい爪先の閉じた靴を着用し、お水、セーターをお持ちください。
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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＄１５８～ 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
エリート層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。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１５分ほど歩きます。底が柔らか
く滑りにくい靴を着用ください。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。

オークランドでのジェットボート体験
Auckland Jet Boat Adventure
ツアー番号：AKL017
ツアー料金：大人＄９９～ 子供＄４９～（１０～１２歳）
所要時間：１時間１５分
オークランドの歴史的なフェリーターミナルから、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すばらしい街並み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年営業を続ける店と
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主要な箇所を通りま
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にて行われます。フェリーターミナルまでは歩いてすぐの
距離です。参加者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気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。

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＄６９～ 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。知識豊富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
ご案内します。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：このツアーはバスにて行われます。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。
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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＄７２～ 子供＄５４～（３～１２歳）
所要時間：４時間
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。
到着後はニュージーランド先住民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
化的な展示物をご覧ください。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一緒に記念写真を撮ることができます。
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は対照的であることがわかるでしょう。 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に立ち寄ります。
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時間歩きます。ヒールの無い歩
きやすい靴でご参加ください。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鞄持っての博物館への入場は許可されていません。交通状況により、代替
の場所に行く可能性がございます。

ホビットの舞台
Scenes of the Hobbit
ツアー番号：AKL021
ツアー料金：大人＄１６９～ 子供＄１２８～（３～１２歳）
所要時間：９時間１５分
オークランドから南下し、ボンベイ・ヒルズを越えて３時間ほどのドライブで、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
してビュッフェランチを楽しんだ後、世界最大の屋外映画セットであるホビットのオープンセットをガ
イドとともに見て回ります。そこには、４４個のホビット穴（家）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”を写真に収め、その入り口では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にて行われます。ホビットのオープンセットへは３時間ほどの道のり
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１時間３０分～２時間ほどです。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。

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＄８５～ 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
のエレベーターに乗って、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。
その後、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
ドの両方の施設があるケリー・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。
海に棲む貴重な生物を見るために通る、透明なアクリル製の水中トンネルには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
れないほどの深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十分
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に理解することができます。
ご案内：このツアーはバスにて行われます。このツアーでは約２時間平坦な道を歩きます。ヒールの無
い歩きやすい靴でご参加ください。水族館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。

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
ツアーが始まります。
ワイタケレ山脈の高台にあるアラタキセンターで小休止します。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パノラマを見ることができます。地元の歴史について学び、ここを
見守るマオリ族の伝統的な彫刻をご覧ください。
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、バス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キロほど歩きます。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小川と巨大な樹木、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。ツアーでは、柔らかい砂や自然の茂みを含
む様々な場所を約２時間３０分～３時間歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加くださ
い。日焼け止めや軽いレインジャケットをご用意ください。

ジップラインで冒険
Zipline Adventure
ツアー番号：AKL022
ツアー料金：大人＄１１７～
所要時間：５時間
オークランドからフェリーに乗ってワイへケ島へ向かい、バスでジップライン場へ向かいます。ジップ
ライン場は山腹に位置しており、オークランドやランギトト島、ハウラキ湾の美しい景色を一望するこ
とができます。チェックインを終え、安全に関する諸注意の説明を受けた後、ジップラインでの冒険を始
めます。それぞれ２００メートル長の３つのジップラインを滑る体験はきっと気分を高揚させることで
しょう。３つ目のジップラインを滑り終えたらビジターセンターへと歩いて戻り、その途中ではガイド
が地元の植物や動物たちの紹介や、ワイへケ島の歴史についてのお話をしてくれます。
最後はフェリーでオークランドへ戻り、ツアーを終えましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。フェリー乗り場への行きと帰りには多少の徒歩時間
がございます。フェリーの乗船時間は片道約３５分です。飲料水をご用意することをお勧めし
ますが、軽食や飲料はフェリーで購入することも可能ですので、購入を希望される方は現地の
通貨をご用意ください。妊娠中のお客様やお子様は参加することができません。長ズボンと、
ウエストの位置でズボンに入れることのできるトップスをご着用ください。お洋服が汚れた
り、傷がつく可能性がございます。丈夫で、つま先の開いていない靴でご参加ください。髪の
長い方は髪を結び、アクセサリー類は外してください。ジップラインは他のグループのお客様
と共有する場合がございます。カメラの持ち込みは禁止されておりますが、写真を購入するこ
とができます。１１４キログラムの重量制限があります。

ワイヘケ島とワイナリー巡り
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に乗ってツアーが始まります。まるで絵に描いたよ
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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。島の２カ所のワイナリーに行く前に紅茶やコーヒー、甘いお菓子
をお楽しみください。
ワイタケの夏は暑く乾燥し、また水はけのよい土壌をもつことから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
されたワインを購入することができます。
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、徒歩にて行われます。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３５分ほどで、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。ツアー
の訪問順序が異なる場合があります。このツアーでは、様々な地形を歩いていくことがありま
す。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

トゥクトゥクで巡るオークランド
Auckland by Tuk Tuk
ツアー番号：AKL020
ツアー料金：大人＄８９～ 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、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、美しい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。トゥクトゥク乗車は桟橋で終了となります。
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２名です。９歳未満のお子様はご参加できません。徒歩の
時間が約３０分ありますが、これは任意です。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。

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帯へ向かいます。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険しい景色が見られ、原
生の植物の中を歩き、世界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。優秀なパイロットのように、カツオドリが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：このツアーは砂利道を歩いたり、階段を昇ります。ツアーの順序が異なる場合があります。ヒ
ールのない歩きやすい靴でご参加ください。

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＄７９～ 子供＄４２～（３～１２歳）
所要時間：４時間
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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お楽しみください。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、耐久性の
高い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にて行われます。デヴォンポートのガイドツアーは
約３０分ですが、自由参加です。

ベイ・オブ・アイランズ
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＄１６２～ 子供＄９９～（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･アイランズ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：このツアーはカタマラン船にて行われます。カタマラン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。

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＄１１５～ 子供＄１１０～（６～１２歳）
所 要 時 間：３時間
ベイ・オブ・アイランズ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を意識した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についての説明
があります。部族の人々が伝統的な船の漕ぎ方を見せてくれた後、練習しましょう。また、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
くことができます。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、
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家族の神殿である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名まで乗船ができます。カヌーまでは約１３７メートル歩きます。カ
ヌーに乗り込む際に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履いてくださ
い。

ワイタンギと郊外
Waitangi & Countryside
ツアー番号：BI1002
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄５６～（３～１２歳）
所 要 時 間：３時間３０分
ベイ･オブ･アイランズ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
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・アイランズ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。

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＄８６～ 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、樹齢１２００年以上の壮大な古代カウリの木を鑑賞します。
休憩時間には紅茶やコーヒー、軽食が用意されます。
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。

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＄１４０～ 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
15

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。
ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーは起伏のある道を約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。

ボートライドとパドルボード体験
Paddle Board Experience
ツアー番号：BI1022
ツアー料金：大人＄８５～
所要時間：３時間
埠頭から出発し、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。
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。お子様は参加
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。

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＄１３０～ 子供＄１１４～（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が紹介され、釣りを楽しむには理想的な場所です。
船長があなたの腕前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が、持ち帰ることはできません。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お持ちください。休憩時間がないので、水をお持ちになること
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＄９２～ 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
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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。今や絵画に描かれたような美しい水
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、自由時間がありますので、思い思いにラッセルの散策をお楽しみください。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。参加者はテン
ダーボートの到着地点からボートまでの短い距離を移動し、ボートにご自身で乗船していただ
く必要があります。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。

ラッセルでの発見
Discover Russell
ツアー番号：BI1021
ツアー料金：大人＄６２～ 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、おいしいスコーンや
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。
その後は自由時間となります。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。
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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,支払い済みのツアー代
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ルーズ開始前に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
時々取消待ちリストをご確認いただくことをお勧めします。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 (船内ツアーオフィスにて)
多くの寄港地ではガイド付き専用車の手配が可能です。船内のツアーオフィスでは個人用観光手配のお手伝いが出来ま
す。ご希望の場合は、ご乗船後、ツアーオフィスにて寄港の 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、船内口座に請求されます。
※専用車の事前手配、お問い合わせは承っておりませんので、ご乗船後にご確認ください。

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。港によってはバスなどの交通機関が不可能又は数に限りがある場合、車やタクシーが使用され
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かどうかご確認ください。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
た詳細や道具などは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。
※ショア・エクスカーション規定と条件は 2018 年 11 月 6 日時点の情報です。
各ボヤージの英文もあわせてご確認ください。

