心に響く発見の旅
感動と刺激に満ちたイベント＆体験
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ようこそ
キュナードのスタッフ一同、他に類を見ないスタイルでお客様を発見の旅へとお誘いします。
クイーン・エリザベスで一生の
思い出に残る、刺激的で驚きに満ちた船旅をお楽しみください。
本パンフレットでは、通信機器のご利用方法、楽しい旅の思い出が詰まったギフトの数々、ゆったりと贅沢なひとときが過ご
せる船内でのエンターテインメントなどをご紹介しています。
また寄港地でも最高の時間をお過ごしいただけるよう、現地
に詳しい専門ガイドがご案内するオプショナルツアーも各種ご用意いたしております。本パンフレットをご覧いただき、今す
ぐ素晴らしい発見の旅をスタートしてください。
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健康とウェルネス
わくわくするような体験と、心から寛げる時間が創る極上の旅。キュナードでは日常の疲れを癒し、心身ともにリ
フレッシュいただける旅を、お客様にご提供できるよう努めております。健康を促進し、ベストな状態に整える
Mareel Wellness and Beauty（マレール・ウェルネス＆ビューティー）
で、至福の時間をお過ごしください。

究極の癒しを体験
Mareel Wellness and Beauty
（マレール・ウェルネス＆ビューティー）
では、
日々のストレスをやさしく解きほぐし、芯から疲れを取り除くボディトリー
トメントで、お客様に安らぎのひとときをご提供いたします。心身のバラ
ンスを整えるヨガクラスやフィットネスセンターでの1時間のエクササイ
ズ、肌が目覚めるフェイシャルエステなど、
メニューも盛りだくさん。
ワン
ランク上のスパサービス、健康促進プログラムやアクティビティを揃えた
Mareel Wellness and Beauty
（マレール・ウェルネス＆ビューティー）は、
キ
ュナードでの船旅をさらに充実させ、お客様を心身ともに満たします。

Bath House（バス・ハウス）パス

リラクゼーション・パッケージ
Body Works Package（ボディ・ワーク・パッケージ）
Organic Crystal Wrap (オーガニック・クリスタル・ラップ）| 50分
Waves of Beauty (ウエイブス・オブ・ビューティー）| 50分
Mareel Stone Massage（マレール・ストーン・マッサージ）| 80分

パッケージ料金
$340
$113割引

Corrective Skin Care Package
（コレクティブ・スキンケア・パッケージ）
Self-Discovery Radiance Facial

（セルフディスカバリー・ラディアンス・フェイシャル）| 50分

Restorative Facial（リストレイティブ・フェイシャル）| 80分

Gentleman's Grooming Package
（男性向けグルーミング・パッケージ）

パッケージ料金
$226
$75割引

至福のひとときを存分に満喫されたいお客
様は、お得なマルチパスをご利用ください。

Intense Defence for Men

（インテンス・ディフェンス・フォー・メン）| 50分

Mareel Massage（マレール・マッサージ）| 50分
Gentlemen’s Pedicure（男性向けペディキュア）| 30分
Gentlemen’s Manicure（男性向けマニキュア）| 20分

Bath House（バス・ハウス）は水を使った至
福の癒しと安らぎをお届けします。パスを
ご購入いただくと、サウナやスチームサウ
ナ、ハイドロセラピー・プール、
リラクゼーシ
ョン・ラウンジ、ロッカールームなどの充実
した設備を完備したBath House（バス・ハ
ウス）を、当日午前8:00～午後8:00まで何度
でもご利用いただけます。
さらに、バスロー
ブ、
スリッパ、
タオル、お飲み物も無料でご
用意いたしております。

パッケージ料金
$240
$80割引

1日パス
3日パス
5日パス
10日パス

|
|
|
|

$35
$70
$120
$190

上記のパッケージやトリートメントのご予約をご希望のお客様は、
デッキ9前方のMareel
Wellness and Beauty（マレール・ウェルネス＆ビューティー）受付にてお申し込みください。
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ご友人やご家族とのコミュニケーション
キュナードでは船上でもインターネットをご利用いただけるよう、Wi-Fiを完備しております。
（有料）
電波が届く限り、携帯電話での通話も可能なほか、客室に備えられたお電話をい
つでもご利用いただけます。

衛星インターネットを利用したネットサーフィン*
キュナードではSSNのチェックやEメールの送受信に便利
な、衛星インターネットを船内に装備しております。分単位
でご契約いただけますので、必要に応じていつでも気軽に
ご利用いただけます。お持ちのデバイス、
またはLibrary（図
書室）やConneXions 1（コネクションズ1）にある共用コンピ
ューターからログインしてください。
衛星インターネットのタイムプランは15分から最大1,920分
まで選択いただけ、料金は$15～となります。
さらに柔軟性
の高いプリペイドプランなら、1分$0.75でご利用いただけ
ます。
*船内のWi-Fiは人工衛星を介したインターネット接続を利用しているため、通信速度
に限りがあり、
ご自宅でご利用の高速データ通信はご提供できませんので、予めご了
承ください。

キュナード・ワールドクラブ会員様向け
衛星インターネットの無料サービス
キュナード・ワールドクラブ会員のお客様は、衛星インターネットを一定時間、無料でご利用いただけます。
ゴールド会員
最大120分無料

プラチナ会員
最大240分無料

ダイヤモンド会員
最大480分無料

インターネット無料サービスをご利用いただくには、通常の方法で衛星インターネットをご契約ください。後ほどキュナ
ード・ワールドクラブの会員ステータスに応じて、料金の払い戻しを行います。

衛星インターネットのご契約方法
1. 船内の「Guest Internet（ゲスト・インターネット）」Wi-Fiに接続し、
ブラウザのアドレスバーに「login.com」
とタイプしてください。
2. 画面の指示に従って操作してください。
「Cruise Card number（クルーズ
カード番号）」はクルーズカードに記載されている下4桁の番号を入力しま
す。
ご自分にとって覚えやすく、他人に推測されにくいユーザー名とパスワ
ードを設定し、大切に保管してください。
3. 衛星インターネットのタイムプランまたはプリペイドプランを選択し、お
支払いの手続きを行ってください。インターネットの利用を終了するとき
は、
ブラウザのアドレスバーに「login.com」
とタイプしてください。
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優雅にお買い物を満喫
世界のトップブランドや上質な品々を取り揃えたショップで、
ショッピングをお楽しみください。広々とし
た店内には、高級ジュエリーや時計、ハイファッションのほか、キュナード特製グッズが並んでいます。
またお土産に最適な最高級ウイスキーやアルコール類も豊富に取り揃えております。

高級ブランド
世界各地の有名ブランドを集めた、他にはない贅沢な空間で、
思う存分ショッピングをご堪能ください。
またクイーン・エリザ
ベスでは、Sophia Fiori Diamonds（ソフィア・フィオリ・ダイアモ
ンズ）の商品も取り扱っており、高級品からお手頃価格のものま
で、多彩なダイアモンドや宝石をお買い求めいただけます。人
気のコンテンポラリーブランドが誇る、極上のクオリティと革新
的デザインがお客様の心を虜にします。
またキュナードでは新
ブランドと契約を結び、
ラインナップを拡大しました。モンブラ
ン、ケイト・スペード、
ジョー マローン、
ダンヒル、
トムフォードの
香水などもお買い求めいただけます。

信頼のおける確かな品々
自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントをお探しのお客様
は、当店のスタッフにご相談ください。豊富なアイテムの中か
ら、新作やセンスの光るアイテムなど、お客様に満足いただけ
る商品をご案内いたします。
プロのアドバイスを参考に、数あ
る時計やジュエリーの中から最高の品をお選びください。贈答
品をお買い求めのお客様には、ギフトラッピングのサービスも
ご提供いたしております。

船内でのお買い物のメリット
寄港地での時間を有効に活用

世界有数のブランドから厳選の品々を集めた船内のショッ
プで安心してショッピングをお楽しみいただけるので、寄港
地では買い物に時間を取られることなく、ゆったりと観光を
満喫していただけます。

プロのショップ店員

最高級ジュエリーや時計、美容に関する豊富な知識を有す
る専門スタッフがアドバイスをご提供し、お客様にぴったり
のアイテムを見つけるお手伝いをいたします。

アフターセールスケア

キュナードでは陸上にアフターセールスケアチームを備え
ておりますので、
ご帰宅後、船内でご購入いただいた商品
に不備があった場合でも、気軽にご相談いただけます。
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旅の思い出を美しいお写真に
歓びと感動が詰まったキュナードの旅。キュナードではお客様の最高の瞬間をカメラに収めて、記念写
真としてご提供いたしております。旅先での楽しいひとときを捉えた写真を、大切な思い出としてお持
ち帰りください。

カメラ＆付属品

新しいカメラをお探しですか？ブレなく、綺麗な写真が撮
れる三脚が必要ですか？Photo Gallery（フォト・ギャラリ
ー）
では、最新のカメラからメモリーカードなど、付属品を
各種取り揃えております。

ポートレート撮影

フォーマルな夜のパーティーには、キュナードの写真撮影チームが待機し
ております。船内のベストスポットにプロ仕様の照明を設置し、美しいポー
トレートをお撮りいたします。
クイーン・エリザベスをモチーフにした背景
幕も数種ご用意いたしておりますので、旅の記念撮影にぜひご利用くださ
い。
また、
くつろいだ雰囲気の写真をご希望のお客様のために、パーティー
が予定されていない日には、照明を使った斬新な演出を駆使した新しいタ
イプのポートレート撮影も承っております。

思い出のフォトブック

写真には言葉では言い表せないストーリーを伝える力があります。旅の思
い出が詰まったフォトブックを旅の記念に、
ご自宅のコーヒーテーブルに置
いてお楽しみください。キュナードでは今年から専門業者に製本を委託し、
フォトブックの品質を向上しました。
ご注文いただいたフォトブックはお客
様のご自宅に直接郵送いたしますので、お帰りの際に荷物の重量制限を気
にする必要もございません。ハードカバーの表紙に包まれた美しいフォトブ
ックには、船上でのお写真はもちろん、
クルーズ日程などの旅の情報が盛り
だくさん。心躍る感動の瞬間が写真に刻まれたフォトブックは、
ご旅行中い
つでもご注文いただけます。

Photo Gallery（フォト・ギャラリー）はデッキ3の船尾にございます。
営業時間はデイリー・プログラムをご覧ください。
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Clarendon Fine Art（クラレンドン・ファイン・アート）へようこそ
Clarendon Fine Art（クラレンドン・ファイン・アート）は、英国や海外の現代絵画や彫刻を集めたギャラ
リーです。
ダニエル・オコナー・アキヤマ、
シェリー・ヴァレンタイン・デインズ、
クリスチャン・フック、
ファ
ビアン・ぺレス、
ダグ・ハイドなど、多様なスタイルやジャンルで活躍する、世界的に有名なアーティスト
の作品を鑑賞いただけます。
キュナードの公式パートナーであるClarendon Fine Art（クラ
レンドン・ファイン・アート）が、安らぎと気品を感じる広々とし
た空間で、お客様をアートの世界へと誘います。明るく開放感
のあるスペースと、
スタイリッシュなディスプレイを配したギ
ャラリーで、優雅にくつろいで絵画をご鑑賞ください。多様な
ジャンルのコンテンポラリーアートを厳選し、定期的に入れ替
えを行っているため、常に新しい作品をお楽しみいただけま
す。
またClarendon Fine Art（クラレンドン・ファイン・アート）
で
は展示方法にもこだわり、優れたアート作品にふさわしいベ
ストなディスプレイを追求しております。すべての作品は真作
を保証する鑑定書付きですので、安心してお買い求めいただ
けます。
ご旅行中24時間いつでもご利用いただけます。
また、各種イ
ベントも開催いたしておりますので、デイリー・プログラムで
詳細をご確認ください。
取り扱う作品も、
ファビアン・ぺレス、
スカイ・アーツ・アワード
受賞のクリスチャン・フック、エクストリームアーティストのフ
ィリップ・グレー、
「英国の印象派を代表する現代画家」
として
知られるシェリー・ヴァレンタイン・デインズなど、受賞歴のあ
る一流アーティスのものばかり。BBCニュースで「英国の現存
するアーティストの中で最も人気のある画家」
と報じられたダ
グ・ハイドの作品も並びます。
ダグ・ハイドは世界各地に多く
の収集家がおり、
日本国内各地で定期的に開催される展示会
は、毎回売り切れとなっています。愛くるしいキャラクターが描
かれた心温まる彼の作品は、楽しい船旅の記念品にぴったり
です。
作品の価格は$100から$100,000を超え
るものまで様々。
プロの目で厳選され
たコレクションはキュナードのお客
様から評価され、一生の思い出に
残る旅のお土産として高い人気を
誇ります。

Clarendon Fine Art（クラレンドン・ファイン・アート）はデッキ3の船中央にございます。
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幸運の女神を味方に
ラスベガスを思わせるゴージャスできらびやかな雰囲気の中、興奮とスリルみなぎるカジノ体験をお
楽しみください。
カジノ初心者の方のために、無料のレッスンも実施いたしております。

テーブルゲーム
ディーラーを囲んでテーブルに座り、ルーレット、
スリーカード
ポーカー、
ブラックジャックなどの運試しに興じてください。初
心者向けに、ゲームのルールを説明する無料レッスンを日中
に開催いたしております。

スロットマシン
最も人気の高いビデオスロットを種類も豊富に揃えました。
クルーズカードを挿入するだけで、簡単にゲームを始めるこ
とができます。
スロット初回のご利用時に$20以上課金いた
だくと、$5の無料ボーナスをプレゼントいたしております。
ま
たスロットご利用中は、
ドリンクも無料でお楽しみいただけ
ます。

ビンゴ
船上での娯楽の代表と言えばビンゴ。毎回5等までの賞金をご
用意しているほか、回を重ねるごとに金額がどんどん跳ね上が
るスノーボール・ジャックポットにも挑戦していただけます。

スクラッチ
キュナードでは最大$50,000の賞金が当たるスクラッチを各
種ご用意しています。
スクラッチはCasino Desk（カジノ・デス
ク）にてお買い求めいただけます。

お支払い方法
カジノで使用するチップは各テーブルのディーラーから
ご購入いただけ、料金はお客様の船上アカウントにチャ
ージされます。
スロットマシンは現金のほか、ゲストIDカ
ードでもご利用可能です。
カードを直接マシンに挿入し
てください。
ご注意：獲得した賞金は、ゲストIDカードを通して精算を
行ってください。船内クレジットをカジノでご利用いただ
くことはできません。

Empire Casino（エンパイア・カジノ）はデッキ2の船体前方にございます。
営業時間はデイリー・プログラムをご覧ください。
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オプショナルツアー
キュナードではお客様の旅への情熱に応えるべく、現地の事情に詳しい専門スタッフを揃え、お客様が寄港地にて有意義な
時間をお過ごしいただけるようお手伝いいたします。有名観光地の隠れた穴場スポットを訪ねたり、
グルメを唸らす新たな
味覚を追求したり、丁寧に細かく練り上げられたオプショナルツアーを各種ご用意いたしました。
今回のご旅行でご利用いただけるオプショナルツアーの詳細は、以下のページをご覧ください。
また寄港地にて、お客様の
好みの応じたオーダーメイドのツアーをご希望のお客様は、船内スタッフにご連絡ください。
ご意見をお伺いし、お客様の
ご要望に合わせたプランをご提案いたします。
または

各ツアーで使用される言語は、各国の国旗（

）
で示されています。

横浜

東京 フリープラン
ツアー料金：大人

＄70~

子供＄70~

＊Q912Dからの連続乗船のお客様のみ対象
所要時間：7時間
YOK014 Tokyo On Your Own

多彩な魅力が詰まった東京の街をご自身のペースで観光されたいお客様にぴったりのツアーです。
近代的な街並みと日本古来の伝統が共存し、ネオン輝く高層ビルやアニメショ
ップがひしめく雑踏から一歩入ると、歴史ある寺院や美しい桜並木が広がる日
本の首都、東京。当ツアーではお客様のお好みに合わせて、東京を自由に散策
いただけます。

居である皇居は徒歩で訪問できる距離にあり、その広大な面積を誇る見事な
庭園を含め、一見に値する観光スポットです。銀座からさらに足を伸ばして東
京観光を楽しみたい方は、地下鉄をご利用ください。
都内には博物館や美術館、名所、娯楽が盛りだくさん。約5
時間の自由時間を使って、東京の魅力を発見してください。

最初の訪問地は、高級ブティックが立ち並ぶ世界的にも
有名な繁華街、銀座。デビアスやティファニーなどの有
名ブランドの旗艦店で一流品のショッピングが楽しめる
ほか、
ソニー・ビルで最新鋭の技術に触れることができ
ます。

注：横浜から東京までの所要時間は1時間を想定していま
すが、交通事情により変わる可能性がございます。本ツア
ーはガイドによる案内はございません。
また、昼食、入場
料は含まれておりません。バスに電動車椅子を積み込む
ことはできません。
また乗降には階段の上り下りが必要と
なります。

日本の文化に興味をお持ちの方は、多種多様なアートギ
ャラリーや日本の伝統芸能である歌舞伎の本拠地、歌舞
伎座を訪ねてみてはいかがでしょう。ほかにも、天皇の住

Ideal for those who like to explore at their own pace, this easy transfer to Tokyo offers endless possibilities.

鎌倉と三渓園
ツアー料金：大人

＄89~

子供＄79~

＊Q912Dからの連続乗船のお客様のみ対象
所要時間：8時間
YOK017 Kamakura and Sankei-en Garden (Guided in Japanese)

初代将軍源頼朝が開いた鎌倉幕府の本拠地、鎌倉を訪ねる終日ツアーです。
鎌倉までの道中、桜並木とツツジの名所として有名な若宮大路を通ります。長
さ約2kmの参道には、
レストランや土産物屋が並びます。最初の訪問地、高徳
院では創建750年の鎌倉大仏を見学します。鎌倉幕府を開いた将軍、源頼朝の
命を受けて建立された鎌倉大仏は、高さ約11m。その巨
大な姿に圧倒されます。
高徳院のすぐそばには、
日本最大級の木彫観音像で有名
な長谷寺もあります。次に訪れるのは鶴岡八幡宮。源氏を
はじめ、武家の守護神である八幡神をお祀りした神社で
す。小町通りで自由時間を設けておりますので、お買い物
やランチをお楽しみください。
ツアーの締めくくりには、美しい日本庭園で有名な三溪園
を訪ねます。庭園を造った原富太郎は生糸貿易で財を成

した実業家兼茶人で、彼の称号である三溪から三溪園と名付けられました。庭
園には京都や鎌倉などから移築した重要文化財の歴史的建造物のほか、池、小
川が流れ、花々に囲まれた散歩道が整備されています。
注：横浜から鎌倉までは片道約60分のドライブとなりま
す。鶴岡八幡宮若宮（下宮）は現在改修工事中であり、
シー
トに囲まれて建物の全貌を見ることはできません。本ツア
ーは歩行が困難なお客様には適していません。歩きやす
い靴でご参加ください。バスに電動カートを積み込むこと
はできません。訪問順序が変更される場合もございます
ので、予めご了承ください。公園の一部は現在改修工事中
で、
シートで囲まれている箇所がございます。

Travel to Kamakura, the capital of Japan’s first shogunate, on this full-day tour. Guided in Japanese.
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函館

函館の魅力を探る旅
ツアー料金：大人

＄160~

子供＄105~

所要時間：8時間
HKD001 (English) HDK002 (Japanese) Best of Hakodate

1日で名所を巡り、函館の魅力をたっぷり味わいます。
最初に訪れるのは函館朝市。新鮮な魚介類で有名な市場です。各店舗にはイク
ラ、ホタテ、
カニ、
ウニなどが所狭しと並び、買い物客で活気にあふれています。

ツアーの最後を締めくくるのは函館山からの見事な景色。ロープウェイで山頂
まで登ると、函館のパノラマをご満喫いただけます。

また函館朝市のすぐそばには、
日本で初めて西洋式土塁
を採用した稜堡式の城郭、五稜郭があります。

注：本ツアーには観光バス、ロープウェイ、徒歩での移動が
含まれます。悪天候のためロープウェイが運休となる場合
がございますが、その際は、観光バスにて函館山山頂へと
向かいます。函館元町は坂道が多く、徒歩での上り下りが
必要となります。天候によっては、函館山からの眺望をお楽
しみいただけない場合もございます。訪問順序が変更され
る場合もございますので、予めご了承ください。

函館市内のレストランで昼食を取り、元気を再チャージ
したら、次に古い倉庫を改装し、おしゃれな複合施設に
生まれ変わった金森赤レンガ倉庫へと向かいます。
こち
らで自由時間をご用意しておりますので、ゆっくりお買い
物や散策をお楽しみください。

Explore Hakodate’s highlights on this wonderful tour. Guided in English or Japanese.

江差と江差沖揚音頭
ツアー料金：大人

＄164~

子供＄140~

所要時間：8.5時間
HDK004 Esashi & Traditional Folk Performance (Guided in Japanese)

古き良き日本の伝統が息づく北海道江差を1日かけて観光し、
日本海沿岸に伝わる民謡と踊りのパフォーマンスを鑑賞します。
昔ながらの漁村の姿が今に残る、江差を観光バスで巡るツアーです。江差到着
後、民謡に合わせてニシン漁の様子を表現した「江差沖揚音頭」の公演を鑑賞
します。威勢のよい漁師たちやニシン漁で栄えた町の人々の様子を、唄と踊り
で生き生きと伝えます。

ニシンそばなどの和食ランチでお腹を満たした後は、
ガイドの案内で、歴史的
建造物が並ぶ「いにしえ街道」ののどかな街並みを散策します。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。い
にしえ街道を約40～50分かけて徒歩で移動しますので、歩
きやすい靴でご参加ください。追分会館での公演は日によ
って内容が異なります。本ツアーでは特別食に関するご要
望にお応えすることができません。

次に向かうのはかもめ島。
しめ縄で囲まれた巨大な岩
「瓶子岩」を訪れ、
この岩にまつわる伝説を聞きます。
さ
らに、国指定重要文化財の旧中村家住宅へと向かい、当
時の繁栄を伝える立派な商家を見学し、漁業で栄えた江
差の町の歴史を学びます。

Step back in time on a comprehensive, full-day tour of Esashi and enjoy a traditional music performance. Guided in Japanese.

函館山と函館朝市
ツアー料金：大人

＄89~

子供＄60~
所要時間：4時間
HKD005 (English) HKD006 (Japanese) Mount Hakodate & Morning Market

早起きして函館朝市へと出かけ、北海道の名産を堪能した後、函館山からの絶景を楽しみます。
地元の人々や観光客で賑わう函館朝市。活気あふれるフォトジェニックな市場
には、イクラ、ホタテ、
カニ、
ウニなどの新鮮な海産物が所狭しと並んでいます。
市場を後にし、次に函館山へと向かいます。ロープウェイでゆっくり山頂へと進
み、展望台からの素晴らしい景色と静かなひとときをご
満喫ください。絶景に囲まれた函館山では、
シャッターチ
ャンスを逃さないよう、
カメラはすぐに手の届くところに
置いておいてください。

注：本ツアーには観光バス、ロープウェイ、徒歩での移動が含まれます。悪天候
のためロープウェイが運休となる場合がございますが、その際は、観光バスに
て函館山山頂へと向かいます。天候によっては函館山からの眺望をお楽しみい
ただけない場合もございます。函館元町は坂道が多く、徒
歩での上り下りが必要となります。

ツアーの締めくくりは、歴史ある函館元町を散策しま
す。1854年に日本初の国際貿易港として開港して以来、
多くの外国人がこの地区に居を構えたため、異国情緒あ
ふれる街並みが広がります。

Early birds will catch the very best of Morning Market, before enjoying sweeping views from Mt Hakodate. Guided in English or Japanese.
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五稜郭
ツアー料金：大人

＄75~

所要時間：3時間
HKD007 (English) HKD008 (Japanese) Fort Goryokaku

子供＄60~

日本で初めて西洋式土塁を採用した五稜郭を訪ねます。
冷暖房完備の観光バスで函館山を横目に函館元町を通り、五稜郭へと到着し
ます。五稜郭という名前の通り、5つの角がある星形の要塞は江戸時代末期に
建てられた城郭で、幕末には旧幕府軍と新政府軍とが戦火を交え、明治維新の
舞台となりました。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。箱館奉行所へは靴を
脱いで入ります。五稜郭タワーの2階展望台から1階へと下りる途中、約20段の
階段がございます。

現在は五稜郭公園として一般に公開され、桜や美しい景
色を目当てに、多くの観光客が訪れます。
公園の中央にある箱館奉行所は当時の姿のままに復元
され、多様な武器や当時の装束が展示されており、函館
の歴史の違った一面を学ぶことができます。

Explore historic Fort Goryokaku, Japan’s first Western-style citadel. Guided in English or Japanese.

函館 ショートツアー
ツアー料金：大人

＄60~

子供＄55~

所要時間：2時間
HKD009 Easy Hakodate

函館の絶景を巡るバスツアーで、陸と空から函館の魅力をお楽しみください。
函館をダイジェストに巡る2時間のツアー。快適な観光バスで、
まずは函館山へ
と向かいます。渡島半島の南端に位置する函館山は、緑に覆われた自然の景観
と、函館の美しい街並みを見下ろす標高334mの休火山です。

函館の絶景を収めた写真と楽しいひとときを胸に、バスで帰路につきます。
注：本ツアーは観光バスで移動します。天候によっては、
函館山からの眺望をお楽しみいただけない場合もござい
ます。

バスで函館山の頂上に到着すると、そこには360度のパ
ノラマが広がり、函館の街を一望できます。頂上には、津
軽海峡線を発見したトーマス・W・ブレーキストンなどの
石碑もあります。
再び観光バスに戻って市内へ向かい、異国情緒漂う函館
元町、古い倉庫を再生した金森赤レンガ倉庫、西洋式城
郭の五稜郭、近代的な五稜郭タワーなど、函館の代表的
な観光スポットを巡ります。

See the wonders of Hakodate from the ground and the sky on this panoramic coach tour. Guided in English.

大沼国定公園
ツアー料金：大人

＄140~

子供＄99~

所要時間：6時間
HKD010 Onuma Quasi National Park (Guided in Japanese)

自然豊かな国定公園を訪れ、モーターボート、ハイキング、温泉、
ご当地グルメを楽しむツアーです。
観光バスで、1958年に国定公園に指定された大沼国定公園へと向かいます。
大沼国定公園は駒ヶ岳の噴火によってできた大沼、小沼、蓴菜沼の3つの沼が
浮かぶ、道南の景勝地として知られています。モーターボートでのクルージング
やハイキングに挑戦して、大自然をご満喫ください。運動
した後は、近くの流山温泉へ。駒ケ岳の絶景を望む露天
風呂は、最高の気分に浸れます。
大沼国定公園の3つの沼には大小126の小島が浮かび、
そのいくつかは橋で繋がっています。美しい水辺とブナ
やカエデの木々が生い茂る森の向こうには、駒ケ岳が悠
々とそびえ立ちます。
郷土料理のランチの後は、
ご自身で自由に公園の散策を
お楽しみください。公園内にはハイキングやレンタサイ

クルのサービスのほか、飲み物や軽食を売る売店もございます。
日本の皇族も
来遊され、明治の頃より有名な景勝地として多くの人が訪れる大沼国定公園の
魅力を、存分にご満喫ください。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
本ツアーは日本語でのご案内となります。約4時間30分の
徒歩での移動が含まれますので、体調に問題がある方は
参加をお控えください。
レンタルタオルのご利用、
シャンプ
ー、お土産のお買い物に現地通貨が必要となりますので、
ご準備ください。ハイキングに適した歩きやすい靴、
日焼
け止め、帽子をご用意ください。

Visit one of Japan’s Quasi-national Parks and enjoy a motorboat cruise, hike, hot spa and local cuisine. Guided in Japanese.
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秋田

田沢湖と角館の武家屋敷
ツアー料金：大人

＄155~ 子供＄95~
所要時間：7時間
AXT001 (English) AXT 002 (Japanese) Lake Tazawa & Kakunodate Samarai Town

日本で最も深い湖、田沢湖の神秘的な美しさを堪能し、江戸時代の暮らしを体感できる武家屋敷を巡るツアーです。
秋田県のほぼ中央に位置する田沢湖は、
日本で一番深い湖です。美しい景色の
中をバスで2時間ほど走ると、光の差し込み具合によってエメラルドグリーンか
らコバルトブルーへと色を変化させる、神秘の湖へとたどり着きます。
田沢湖の南西の湖畔には、伝説の美少女をイメージした
金色に輝く、たつこ像の姿があります。たつこ姫の伝説に
ついては諸説あり、永遠の美しさを願うたつこは龍に化
身して湖底に沈み、田沢湖の主となったという説のほか
に、たつこは龍になった男性に恋をして2人は夫婦とな
り、その愛によって田沢湖は冬でも凍らずにいるという
説もあります。

の暮らしを伝える趣深い屋敷群が残っています。
また大通り沿いには桜並木が
あり、桜の名所としても有名です。角館の武家屋敷の中でも石黒家は、現在でも
その直系の家族が住み続け、大切に保存されている、角館の中でも特に歴史
のある建物です。屋敷の中には、一族に代々受け継がれて
きた武具や鎧、刀などのほか、美術品や絵画などが展示さ
れています。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
バスでの移動は片道約1.5時間のドライブとなります。角館
の武家屋敷の中には砂利道がございます。車椅子をご利
用の方や歩行が困難な方は、本ツアーへの参加をお控えく
ださい。訪問順序が変更される場合もございますので、予
めご了承ください。

豊かな自然を満喫した後は、近くのレストランで昼食を
取り、その後、角館の武家屋敷へと向かいます。かつては
80戸もの武家屋敷があった城下町、角館には今も当時

Experience the mythical waters of the deepest lake in Japan, before Samurai culture is brought to life. Guided in English or Japanese.

稲庭うどんと酒蔵
ツアー料金：大人

＄165~

子供＄99~
所要時間：7時間
AXT003 (English) AXT004 (Japanese) Inaniwa-Udon Making & Sake Brewery

少人数のツアーで秋田の名産品である、稲庭うどんと日本酒をたっぷり味わいます。
最初の訪問地は155年もの間、一子相伝の製法を受け継ぎ、手づくりの「稲庭う
どん」を作り続けてきたうどん工場、稲庭（佐藤）吉左衛門。その製造工程を見学
した後、絶品の稲庭うどんをランチにいただきます。

小麦粉アレルギーのある方は、本ツアーの参加をお控えください。訪問順序が
変更される場合もございますので、予めご了承ください。

その後、300年もの古い歴史を誇る酒蔵を訪ね、
日本古
来の製法による酒造りの現場を見学します。見学ツアー
の後には、古酒の試飲もお楽しみいただけます。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
酒蔵では香水のご使用や毛皮の着用はご遠慮ください。
衛生面の理由から、実際の酒造りの工程はご覧いただけ
ません。
（10月から4月にかけて行われる日本酒の仕込み
作業期間中は、酒蔵の見学はできません。）小麦または

This small group tour will tempt your taste buds with tasty gourmet, which focuses on Udon noodles and traditional sake. Guided in
English or Japanese.

秋田ハイライト
ツアー料金：大人

＄85~

子供＄70~

所要時間：4.5時間
AXT006 (English) AXT007 (Japanese) Highlights of Akita

秋田の伝統と魅力をダイジェストで楽しめるツアーです。
ツアー最初の訪問地は秋田市立赤れんが郷土館。国の重要文化財でもある洋
風建築の館内には、秋田が誇る芸術家2名の作品が展示されています。
次に秋田市民市場を訪ね、買い物客で賑わう店内を見て回り、秋田の名産品や
土産物のお買い物をお楽しみください。最後に酒蔵を訪
ね、酒造りについて学んだ後、幸運を願い日本酒の試飲
を行います。

ください。
また、階段の上り下りや起伏のある道の徒歩での移動が含まれるた
め、歩行が困難な方もご参加をご遠慮ください。訪問順序が変更される場合も
ございますので、予めご了承ください。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
酒蔵では香水のご使用や毛皮の着用はご遠慮ください。
衛生面の理由から、実際の酒造りの工程はご覧いただけ
ません。
（10月から4月にかけて行われる日本酒の仕込み
作業期間中は、酒蔵の見学はできません。）小麦または
小麦粉アレルギーのある方は、本ツアーの参加をお控え

Get a taste of Akita’s heritage on this insightful tour. Guided in English or Japanese.
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寒風山回転展望台となまはげ館
ツアー料金：大人

所要時間：4.5時間
＄129~ 子供＄90~
AXT010 (English) AXT011 (Japanese) Mt Kanpuzan Observatory & Namahage Museum

美しい海岸線と雄大な山々に囲まれた男鹿半島で、豊かな自然と素晴らしい景色を楽しむツアーです。
観光バスで1時間ほど走ると、男鹿半島に到着。山全体が芝生に覆われた寒風
山の姿が目の前に迫ります。標高355mのなだらかな山には登山道が整備さ
れ、山頂まで気軽に登ることができます。頂上に備えられた回転式の展望台か
ら、男鹿半島の壮大な景色を望む360度のパノラマをお
楽しみください。展望台には、男鹿半島や秋田県の特産
品を扱う土産物屋も併設されています。

としきたりについて学習することができる男鹿真山伝承館が、その先には、なま
はげ柴灯まつりの会場となる真山神社があります。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。寒
風山と真山神社は車椅子には対応しておりません。

次に近くにある、なまはげ館へと向かいます。
ここには秋
田の民俗行事として知られる、なまはげの面や衣装が展
示されています。毎年2月に開催されるなまはげ柴灯まつ
りでは、鬼の面とわらで作った衣装を身に着け、
「なまは
げ」に扮した男衆がたいまつを手に、村へとやって来ま
す。
また、なまはげ館のすぐ隣には、なまはげの古い伝統

The Oga Peninsula is a scenic wonderland with mountainous terrain and a picturesque coastline. Guided in English or Japanese.

記念日のお祝い
細やかな心遣いが、旅をより特別なものにします。お誕生日、記念日、その他の特
別なお祝いでクルーズをご利用のお客様のために、旅をより華やかに演出する
Little Luxuries（リトル・ラグジュアリー）
コレクションをご用意しました。
ご自身また
は大切な方のために、Purser’s Desk（パーサーズ・デスク）
でお花やケーキ、
シャン
パン、ギフトなどをご注文いただき、一生の思い出に残る極上のひとときをお過ご
しください。
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金沢

金沢の魅力を探る旅
ツアー料金：大人

＄160~

子供＄99~

所要時間：7時間
KNZ001 (English) KNZ002 (Japanese) Best of Kanazawa

昼食付きの終日ツアーで、金沢の過去と現在に触れてください。
まずは観光バスで、
「日本三名園の一つ」に数えられる兼六園へと向かいます。
広さ約10ヘクタールの敷地には、
日本最古と言われる噴水、1774年に建てられ
た茶室、関白豊臣秀吉が前田利家に贈ったとされる石塔などがあります。
次に浅野川を渡り、1820年に誕生した、金沢三花街の一
つであるひがし茶屋街へと向かいます。通りには昔なが
らの風情を残す「茶屋」が並び、夜には芸妓さんが行き
交う花街へと表情を変えます。2階建ての格子戸の家々
が軒を連ねる、歴史情緒あふれる路地をゆっくりご散策
ください。

小路がそのままに保存されており、当時の面影をしのばせます。
ツアーの締めくくりには、金沢21世紀美術館を訪ねます。2004年にオープンし
たこの美術館は、1980年以降の現代アートにフォーカスを
置いた展示を行っています。
また美術館の建物自体も収蔵
作品と同じく、非常に斬新な造りとなっています。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。長
町の武家屋敷へは靴を脱いで入ります。ヒールのない歩き
やすい靴でご参加ください。
また、現地でのお買い物用に
日本円をご準備ください。兼六園では砂利道を徒歩で移動
します。訪問順序が変更される場合もございますので、予
めご了承ください。

金沢市内のレストランで和食ランチを楽しんだ後は、江
戸時代の武家屋敷が並ぶ長町を訪ねます。今も人々が生
活を営む加賀藩士たちの屋敷跡には土塀、用水、石畳の

Experience Kanazawa’s past and present on this full day tour with lunch. Guided in English or Japanese.

白川郷と五箇山
ツアー料金：大人

＄125~

子供＄99~

所要時間：7.5時間
KNZ003 (English) KNZ004 (Japanese) Shirakawago & Gokayama

合掌造りの家々が立ち並ぶ集落を訪ね、和紙作りを見学する終日ツアーです。
最初の訪問地は白川郷。松の生い茂る山のふもとにある村は、ユネスコの世界
遺産にも登録された合掌造りの集落です。
懐かしい日本の原風景が広がる白川郷をゆっくりご自身
のペースで散策し、
ランチをお楽しみください。その後、
豪雪地帯特有の建築様式で建てられた、何百年もの歴史
ある建造物が並ぶ五箇山へと向かいます。五箇山では伝
統的な和紙作りの様子をご覧いただけます。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。和田家へは靴を脱い
で入ります。本ツアーにはランチは含まれていません。白川郷での自由時間中
に、
ご自身で昼食をお済ませください。白川郷では砂利道を徒歩で移動します。
訪問順序が変更される場合もございますので、予めご了承
ください。

風情漂う白川郷・五箇山を訪ね、昔ながらの日本の里山
の暮らしをご体験ください。

Breathtaking traditional villages and the art of Japanese paper-making await you in this full-day excursion. Guided in English or Japanese.

白川郷 フリープラン
ツアー料金：大人

＄98~

子供＄65~

所要時間：4.5時間
KNZ005 (English) KNZ006 (Japanese) Shirakawago On Your Own

ユネスコ世界遺産に登録された白川郷の心安らぐのどかな集落を、
ご自身のペースでお楽しみいただくツアーです。
日本で最も美しい村として有名な白川郷。松の生い茂る山々に囲まれた白川
の谷に、ひっそりとたたずむ合掌造りの集落です。豪雪地帯特有の建築様式で
ある、急勾配の茅葺き屋根を特徴とする合掌造りの家々が何百年と受け継が
れ、当時の姿のまま美しく保存されています。古き良き
日本の原風景を色濃く残す白川郷は、近くの五箇山と共
に、1995年にユネスコ世界遺産に登録されました。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。本ツアーには現地スタ
ッフが同行しますが、
ガイドによる案内はございません。白川郷までは観光バ
スで片道約1.5時間かかります。本ツアーにはランチは含まれていませんが、白
川郷には数多くの御食事処がございます。白川郷では砂利
道を徒歩で移動します。

伝統的な合掌造りで造られた古民家に加え、小屋や茶室
などを集めた野外博物館の合掌造り民家園は、思わずシ
ャッターを切りたくなる美しい景色にあふれています。
約3時間の自由時間を活用して、
日本古来の里山を散策
し、
ご自身のペースでこの美しい情景をご満喫ください。

Explore the breathtaking UNESCO World Heritage Cultural Site of Shirakawago at your own pace. Escorted in English or Japanese.
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永平寺と東尋坊
ツアー料金：大人

＄155~

子供＄99~

所要時間：7.5時間
KNZ007 (English) KNZ008 (Japanese) Eiheiji Temple & Tojinbo

歴史ある禅寺、永平寺と世界有数の柱状節理が連なる東尋坊を訪ねるツアーです。
まずは福井県へと向かい、
日本最大級の規模を誇る永平寺を訪ねます。永平寺
は1244年に「永遠の泰平」を願い建てられたお寺で、坐禅修行の道場として広
く知られています。
永平寺を後にし、次に東尋坊へと向かいます。東尋坊は
今から約1,300年前に火山活動によってできた五角形や
六角形の柱状が形成する、柱状節理と呼ばれる独特の地
形で有名です。
「ライオン岩」などの珍しい形をした岩も
所々に見られます。25mの断崖絶壁からの壮大な景色を
満喫し、写真撮影をお楽しみください。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。永平寺へは靴を脱い
で入ります。
また境内には約300段の階段があります。歩きやすい靴でご参加く
ださい。本ツアーは歩行が困難なお客様には適していません。永平寺の境内で
の写真撮影は禁止されています。行事などの都合により、
直前になって一般の入場が制限される場合がございます
ので、予めご了承ください。訪問順序が変更される場合も
ございますので、予めご了承ください。

本ツアーでは、仏教の戒律に基づき調理された菜食のお
食事、精進料理をランチにお召し上がりいただきます。

See the famed Eiheiji Temple and the unique rock formations at Tojinbo on this wonderful tour. Guided in English or Japanese.

兼六園と近江町市場
ツアー料金：大人

＄80~

所要時間：4時間
子供＄65~
KNZ009 (English) KNZ010 (Japanese) Kenrokuen Gardens & Omicho Market

半日かけて歴史ある金沢の町を巡るツアーです。
歴史を感じる史跡、美しい庭園、活気あふれる市場など、金沢を代表する名所3
ヵ所をまわり、金沢の魅力を発見します。
まずは日本三名園の一つである兼六園へ。池に浮かぶ
島や特徴ある石塔、入り組んだ小路やなだからな曲線を
描く橋などが見事に配置された、
日本を代表する回遊式
庭園です。趣向の凝らされた庭園は四季ごとに多彩な表
情を見せ、その美しさは訪れるものを虜にします。

歴史のロマンを満喫した後は、活気あふれる市場へと向かいます。170軒を超
える店舗が軒を連ねる近江町市場は「金沢の台所」
と呼ばれ、常に買い物客で
賑わう人気の市場です。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。本
ツアーでは砂利道や起伏のある道の徒歩での移動が含ま
れます。歩きやすい靴でご参加ください。訪問順序が変更
される場合もございますので、予めご了承ください。

次に金沢城公園へと向かい、500年の時を越えて江戸の
時代へとタイムスリップします。優美な城門と櫓、堂々た
る石垣、城を囲むお堀など、見どころも盛りだくさん。

Enjoy the perfect half-day tour of historic Kanazawa. Guided in English or Japanese.

兼六園、武家屋敷と花街
ツアー料金：大人

＄85~

子供＄55~
所要時間：4時間
KNZ011 (English) KNZ012 (Japanese) Kenrokuen Gardens, Samurai & Geisha Districts

本ツアーでは金沢の歴史を紐解きながら、情緒あふれる金沢の街を巡ります。
最初の訪問先は、
日本三名園の一つに数えられる兼六園。広さ約10ヘクタール
の敷地に、1774年に建てられた茶室をはじめ、松の木、東屋、曲水、橋などを巧
みに配した回遊式庭園です。
次に、伝統的な「茶屋」の並ぶ金沢の花街、ひがし茶屋街
へ。江戸時代には裕福な商人や職人が、芸妓たちと夜ご
と宴を繰り広げました。今でも情緒あふれる狭い路地で
は、美しく着飾った芸妓さんたちの姿を目にすることが
できます。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。長町の武家屋敷へは
靴を脱いで入ります。兼六園では砂利道や起伏のある道を歩くことがあります。
歩きやすい靴でご参加ください。訪問順序が変更される場合もございますの
で、予めご了承ください。

Experience Kanazawa’s feudal past on this fascinating tour that brings history to life. Guided in English or Japanese.
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境港

境港ハイライト
ツアー料金：大人

＄165~

子供＄99~

所要時間：7時間
SAK004 (English) SAK005 (Japanese) Highlights of Sakaiminato

松江と境港の最も重要なハイライトを探索するエキサイティングな1日のツアーで、
この地の魅力のすべてをご堪能ください。
最初の訪問地は足立美術館。
ここには1912年以降の素晴らしい作品コレクショ
ンが所蔵されており、
日本屈指の最も美しい庭園でも有名です。500年の歴史
を持つ松江城とその広大な敷地を見学する前に、地元の美味しいランチをお
楽しみください。

注：松江城へは靴を脱いで入ります。松江城にはエレベーターがないため、5階
まで階段を上る必要があります。
このツアーは車椅子の方や体の不自由なお客
様には適していません。訪問順序が変更される場合もございますので、予めご
了承ください。

ツアーの締めくくりには地元の作家、水木しげるの最愛
の妖怪話や漫画に登場する鬼や妖怪の彫像が並ぶ水木
しげるロードを訪問します。
ここでもショッピングの時間
をお楽しみいただけます。

See it all on an exciting full-day adventure that explores Matsue and Sakaiminato’s most important highlights. Guided in English or Japanese.

松江城、観光遊覧船と博物館
ツアー料金：大人

＄170~

子供＄105~
所要時間：7時間
SAK006 (English) SAK007 (Japanese) Matsue Castle, Boat Ride & Museum

このツアーでは、思い出に残る日本体験を満喫していただけます。
最初の訪問地は足立美術館。
ここには1912年以降の素晴らしい作品コレクショ
ンが所蔵されており、
日本屈指の最も美しい庭園でも有名です。
次に、江戸時代の木造建築を残した、国内でも数少ない
黒い城の1つ、松江城を探索します。
観光遊覧船に乗る前に、肉と野菜をグリルした焼き肉ラ
ンチをお楽しみください。船頭が地元の民謡を歌う中、運
河から松江の光景をお楽しみいただけます。

め、5階まで階段を上る必要があります。
このツアーは体の不自由なお客様には
適していません。堀川めぐりは小舟を使用し、いくつかの低い橋の下をくぐりま
す。遊覧船には座席やベンチがなく、船底に直に座ります。遊覧船には靴を脱
いで乗ります。訪問順序が変更される場合もございますの
で、予めご了承ください。悪天候により、遊覧船はキャンセ
ルされることがありますので、
ご了承ください。

注：本ツアーには観光バス、観光遊覧船、徒歩での移動
が含まれます。
このツアーには約2時間の徒歩での移動
が含まれ、松江城では急な傾斜があります。松江城へは
靴を脱いで入ります。松江城にはエレベーターがないた

Take in several memorable Japanese experiences on this tour. Guided in English or Japanese.

足立美術館と日本庭園
ツアー料金：大人

＄80~

子供＄65~
所要時間：4時間
SAK008 (English) SAK009 (Japanese) Adachi Museum & Japanese Garden

足立美術館を訪れ、近代日本画コレクションと日本屈指の素晴らしい庭園をご堪能ください。
足立美術館へは快適な観光バスで移動します。
ここでは、1912年以降の陶器、
木彫物、絵画を鑑賞することができます。所蔵作品には、
日本の近代美術の主
要人物の一人と見なされている横山大観の作品が数多く含まれています。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
このツアーでは主に平らな道と一部の階段を含む、約45
分間の徒歩での移動が予定されています。庭園や美術館
へ車椅子で入ることはできません。美術館内での写真撮
影は禁止されています。足立美術館までの所要時間は約
1時間です。

Visit a collection of modern Japanese paintings and one of the most exquisite gardens in Japan. Guided in English or Japanese.
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出雲大社
ツアー料金：大人

＄165~

所要時間：7時間
SAK010 (English) SAK011 (Japanese) Izumo Grand Shrine

子供＄99~

このツアーでは、
日本で最も古く、最も重要な神社の一つに数えられる出雲大社を巡礼します。
観光バスで松江を通って西に移動し、宍道湖を過ぎて出雲に向かいます。宍道
湖は日本で7番目に大きい湖であり、潮によって淡水と塩水が混ざり合います。
国内で最も古く、最も重要な神社の一つである出雲大社
に到着後は、神社の隣にある神社の建築と古代の青銅工
芸品を中心に展示している島根県立古代出雲歴史博物
館を訪れます。

船に戻る前に、地元のレストランで美味しい和風ランチをお楽しみください。
注：博物館の一部のエリアでは写真撮影は禁止されてます。訪問先には石畳や
砂利道、起伏のある道がございます。快適で滑りにくい靴
の着用をお勧めします。本ツアーは歩行が困難なお客様に
は適していません。訪問順序が変更される場合もございま
すので、予めご了承ください。

次に、かつて日本最大の木造建築であった出雲大社を散
策し、鳥居と大社造の建造物を見学します。

Make a pilgrimage to one of the oldest and most important Shinto Shrines in Japan. Guided in English or Japanese.

皆生温泉と郷土料理
ツアー料金：大人

所要時間：5時間
SAK013 Kaike Onsen & Local Cuisine

＄105~

このツアーでは、皆生温泉に向かい、海辺の天然鉱物が豊富に含まれている温泉で優雅なひとときをお楽しみいただけます。
港町の境港から日本海の米子、そして皆生温泉まで景色の良いドライブをご堪
能ください。白砂の海岸線と緑の松林の美しさに恵まれ、中国地方で最も高い
名峰大山を頂く広大な大山壱岐国立公園が目の前に広がります。

帰路につく前に、1898年建造の明治時代の文化的、歴史的遺産として知られる
美保関灯台で写真撮影を行います。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。訪
問先には石畳や砂利道、起伏のある道があります。入れ墨
のある方は温泉に入ることができません。温泉では水着や
衣服を着用することはできません。16歳未満の方はこのツ
アーに参加できません。
タオルは追加料金でレンタルする
ことができます。持病のある方は予約前に担当医師にご相
談ください。神社では写真撮影は禁止されてます。

地中から最高82度の温度で湧き出すこの温泉は、神経
痛、
リウマチ、慢性皮膚疾患、慢性女性疾患に効果がある
ことで知られています。入湯後、人々は神と共に生きると
言われる美保神社に向かう前に、地元の レストランで バ
イキングランチを楽しみます。
日本海は人々にエネルギ
ーを与え、米子の町はパワースポットであると信じられ
ています。

Enjoy the perfect half-day tour of historic Kanazawa. Guided in Japanese.

とっとり花回廊
ツアー料金：大人

＄69~

子供＄50~

所要時間：4時間
SAK015 Tottori Flower Park

このツアーでは、
とっとり花回廊で素敵な花と噴水を体験した後、お菓子工場を訪問します。
大山を望む美しい景観の中で四季折々の花を楽しめるとっとり花回廊を散策し
ます。園内中央の巨大なガラス温室、
フラワードームの中にあふれる季節の花
や熱帯植物をお楽しみください。園内には、非常に高い木々が立ち並ぶ小さな
森、興味深い植物博物館、
ヨーロッパ風の庭園、
ミニ列車
があります。
「壽城」
として知られるお菓子の城で見事な建築物や展
望台からのパノラマの景色を一望した後、お菓子製造工
場を見学して地元の特産品を味見します。お好きなお菓
子や山陰地方の特産品を購入して、
日本の素敵な味をお
楽しみください。

境港への帰路では、聳え立つ大山から地元の漫画作家水木しげるの妖怪キャ
ラクターのブロンズ像に至るまで、魅力あふれるドライブをお楽しみいただけ
ます。
注：とっとり花回廊では一部、段差と起伏のある道を徒歩
で移動します。快適で滑りにくい靴の着用をお勧めします。
訪問順序が変更される場合もございますので、予めご了承
ください。

Experience the lovely blooms at Tottori Hanakairo Flower Park and then sample your way through the candy factory. Guided in Japanese.
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釜山

寺院と茶会
ツアー料金：大人

＄100~

所要時間：4時間
PUS002 Temple and Tea Ceremony

子供＄69~

このツアーでは、釜山の寺院の一つ、梵魚寺、錦江寺、
または3番目のいずれか寺院を訪れた後、伝統的な茶会をお楽しみいただけます。
茶は元来、仏への6つの供え物の一つでした。お茶をいれ、飲むことは仏教の八
正道の実践にふさわしいと考えられています。韓国茶道は魂を浄化し、
自然と
調和することを目的とした瞑想の一種です。寺院の僧侶や茶道家の指導の下、
伝統的な茶会の独特な体験をお楽しみください。
梵魚寺は藤で覆われた渓谷の美しい景色の中にあり、
地元や外国の観光客を魅了する豊富な文化的、歴史的
資産を誇ります。山の小川の上のアーチ型の石の橋を
渡り、3つの威厳のある入り口の門をご覧いただけます。
境内の大部分を占めるのは優雅な7世紀の石造りの塔
です。

錦江寺は森に囲まれた山の中にある僧院です。現代の人々の忙しく疲れた心を
仏の腕の中に導きます。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。定
員があるため、ツアーに含まれている寺院は一つのみで、
どの寺院になるかは確約いたしかねます。梵魚寺を通り抜
けるには100段以上の階段を上る必要があります。茶会で
は30～40分間ほど床にお座りいただきます。

Enjoy a visit to one of Pusan’s temples, Beomeosa, Kumgangsa or a 3rd temple, followed by a traditional tea ceremony. Guided in English.

海東龍宮寺と市内観光
ツアー料金：大人

＄125~

子供＄105~

所要時間：6.25時間
PUS003 Temple and Tea Ceremony

このツアーでは、約7kmの長さの広安大橋を渡り、慈悲の女神に捧げられた寺院を訪問します。
通常、山岳地帯にある他の寺院とは異なり、海東龍宮寺は海のそばにありま
す。1376年に最初に建造され、構造に伝統的に使用されていたすべての色を
使用して1970年に再築されました。寺院へは108段の階段があり、
これは仏教
の人生における108の煩悩を表します。
次に訪れるのはヌリマルAPECハウスです。
ヌリマルは
「世界のトップ」を意味し、象徴的なドームは迎賓のため
の静けさの場所と言われています。釜山の海岸のすぐそ
ばに位置し、椿と松の木の美しい森に囲まれた岩の多い
島の先端に建つ12本の柱に支えられています。

他の伝統的な市場とは異なり、国際市場では多種多様な国際的な商品が販売
されています。韓国最大の魚介類や魚の市場に移動して地元の生活を味わう
前に、釜山最大の市場の迷路のような路地をゆっくりとご探索ください。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。寺
院を通り抜けるには110段以上の階段を上る必要がありま
す。公園や市場では床が濡れ、滑りやすくなっていることが
あるため、足元にご注意ください。快適で滑りにくいウォー
キングシューズの着用をお勧めします。

次の訪問先に向かう前に、韓国料理と各国料理のバイキ
ングランチが提供されます。

Cross the 4½ mile-long Gwangan Grand Bridge to visit the temple devoted to the Buddha Goddess of Mercy. Guided in English.

慶州と釜山ハイライト
ツアー料金：大人

＄135~

子供＄99~
所要時間：7.75時間
PUS004 (English) PUS012 (Japanese) Highlights of Gyeongju and Busan

このツアーでは、新羅時代の首都であり、韓国で最も人気のある観光地の一つである慶州を訪れます。
この終日ツアーでは、
この地域の魅力的な見どころをいくつかご紹介します。ユ
ネスコの世界遺産である慶州には、韓国の優れた仏教美術が数多くあります。
吐含山の斜面に位置する仏国寺は、素晴らしい新羅建築と仏教への献身文化
の両方を代表するものです。
大陵苑には東西に走る、土で覆われた並木の部屋である
天満塚を含む、新羅時代（西暦668～936年）の王家の墓
が20棟あります。
韓国音楽や踊りのエンターテイメントが行われる中、韓
国伝統料理のバイキングランチをお楽しみください。

龍頭山公園からは釜山の素晴らしい景色を見渡すことができます。
ジャガルチ市場は韓国最大の水産物市場です。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。釜山から慶州までの
ドライブは約1.5時間です。
このツアーには2時間以上の徒
歩での移動が含まれるため、快適で滑りにくいウォーキン
グシューズの着用をお勧めします。
ジャガルチ市場の床は
床が濡れ、滑りやすくなっていることがありますのでご注意
ください。

Visit the Gyeong-ju, capital of the ancient Silla Dynasty and one of South Korea’s most popular destinations. Guided in English or Japanese.
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梵魚寺と市場
ツアー料金：大人

＄74~

所要時間：4.25時間
子供＄49~
PUS006 (English) PUS013 (Japanese) Beomeosa Temple and Markets

このツアーでは、釜山で最も有名な寺院である梵魚寺への訪問と地元の市場の探索をお楽しみいただけます。
西暦678年に建造された梵魚寺は、韓国5大仏教寺院の1つであり、豊富な文化
的歴史的資産を誇ります。藤で覆われた渓谷の美しい景色に囲まれ、地元の観
光客や外国の観光客を魅了します。

他の伝統的な市場とは異なり、国際市場では多種多様な国際的な商品が販売
されており、電気製品、衣料品、魚、果物、野菜を買い求めることができます。港
に戻る前に、釜山最大の市場の迷路のような路地をゆっくりとご散策ください。

山の小川の上のアーチ型の石の橋を渡り、
「天国の門」
と
して知られる3つの威厳のある入り口の門をご覧いただ
けます。寺院の境内の大部分を占めるのは優雅な7世紀
の石造りの塔です。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。駐
車場から寺院までは徒歩10分ほどで、110段以上の階段を
上る必要があります。公園や市場では床が濡れ、滑りやすく
なっていることがあるため、足元にご注意ください。快適で
滑りにくいウォーキングシューズの着用をお勧めします。

釜山で最大の魚市場であるジャガルチ市場は、朝鮮戦争
中に女性の売り子たちによって立ち上げられました。市
場で魚を売る人のほとんどは女性です。韓国で有名なこ
の市場は、地元の人々のライフスタイルを垣間見ること
ができる場所です。

Enjoy a visit to the most famous Temple in Busan – Beomeosa and explore the local markets. Guided in English or Japanese.

釜山のスナップショット
ツアー料金：大人

＄72~

子供＄48~

所要時間：4.25時間
PUS007 (English) PUS015 (Japanese) Snapshot of Busan

この半日のシティーツアーでは、釜山の見どころを回ります。
7kmの長さの広安橋を渡り、海岸線、広安里海水浴場、街の高層ビルの素晴ら
しい景観をお楽しみください。次に、
「世界のトップ」を意味するヌリマルAPEC
ハウスを訪問します。象徴的なドームのこの会議場は、訪れた各国政府高官に
とって静けさの場所です。

ジャガルチ魚市場は釜山の漁港に隣接しており、1950年代に女性の売り子た
ちによって立ち上げられました。現在、豊富な種類の新鮮な漁獲は世界のどの
市場にも引けを取りません。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
こ
のツアーには少々傾斜のある舗装道路を1.5時間ほど徒歩
で移動する部分があります。訪問順序が変更される場合も
ございますので、予めご了承ください。快適で滑りにくい靴
の着用をお勧めします。

次に、釜山シネマセンターに向かい、
アジアで最も人気
のある映画祭の一つである釜山映画祭の公式会場で写
真撮影を行います。
その後、釜山の中心部と龍頭山公園に向かいます。龍頭
山にあり、70種類の木が自慢のこの公園は、地元の人々
の間で人気のリラックススポットの一つであり、釜山港と
周辺の美しい景色を眺めることができます。

See the highlights of Busan on this half-day city tour. Guided in English or Japanese.

海東龍宮寺
ツアー料金：大人

＄130~

子供＄105~

所要時間：7.25時間
PUS009 Haedong Yonggungsa Temple

このツアーでは、釜山の美しい景色の海岸沿いの広安大橋を渡り、慈悲の女神に捧げられた寺院を訪問します。
1376年に最初に建造された海東龍宮寺は、構造に伝統的に使用されていたす
べての色を使用して、1970年に再築されました。寺院へは108段の階段があり、
これは仏教の人生における108の煩悩を表します。
次に訪れるのはヌリマルAPECハウスです。
ヌリマルは
「世界のトップ」を意味し、象徴的なドームは迎賓のため
の静けさの場所と言われています。釜山の海岸のすぐそ
ばに位置し、椿と松の木の美しい森に囲まれた岩の多い
島の先端に建つ12本の柱に支えられています。
ロッテ免税店やデパートでのお買い物の前に、伝統的な
韓国の焼き肉ランチをお楽しみください。

他の伝統的な市場とは異なり、国際市場では多種多様な国際的な商品が販売
されています。韓国最大の魚介類や魚の市場に移動して地元の生活を味わう
前に、釜山最大の市場の迷路のような路地をゆっくりとご探索ください。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれ、
日本
語のガイドが手配されています。寺院を通り抜けるには
110段以上の階段を上る必要があります。公園や市場では
床が濡れ、滑りやすくなっていることがあるため、足元にご
注意ください。快適で滑りにくいウォーキングシューズの着
用をお勧めします。

Cross the Gwangan Grand Bridge to visit the temple devoted to the Buddha Goddess of Mercy. Guided in Japanese.
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国際市場でのランチ
ツアー料金：大人

＄90~

子供＄65~

所要時間：3.5時間
PUS014 Gukje Market with Lunch

釜山最大の市場の迷路のような路地をゆっくりと散策し、
ランチをお楽しみください。
国際市場は、韓国での戦争難民たちが生計を立てるために屋台を開く場所とし
て作られました。現在、
この商業地区にある市場は釜山最大の市場に成長しま
した。
ここでは、衣服、
シルク、
リネン、
カーテン、バッグ、
メガネのほか、多くの輸
入品を最高の卸価格で見つけることができます。
ソウルの南大門市場と同様、店舗は小さく、行商人であふ
れる路地は広くありません。国際市場は複数の通りに広が
り、富平市場や中央の商業とショッピングエリアである南
浦洞に続きます。南の境界線はジャガルチ魚市場です。
市場をガイドと共に回り、
自由時間にお買い物を楽しん
だ後は、地元レストランでのバイキングランチ。
シーフー
ドを中心とした様々な韓国料理、
日本料理、各国料理が
提供されます。

ご希望のお客様は、帰路にロッテ免税店でのショッピングをリクエストすること
ができます。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれ、
日本語のガイドが手配さ
れています。国際市場は迷路のような路地があるため、
ガ
イドの指示を注意してお聞きください。ベジタリアン向けま
たは特別なお食事のリクエストをランチの場所でお受けす
ることはできません。ロッテ免税店を立ち寄ることをリクエ
ストした方はご自身で船に戻る責任があります。免税品を
購入するには、パスポートのコピーが必要です。

Explore the maze-like alleyways of the city’s largest market at your leisure and enjoy a buffet lunch. Guided in Japanese.

八代

熊本の見どころ
ツアー料金：大人

＄150~

子供＄120~

所要時間：6.5時間
YAT001 (English) YAT002 (Japanese) Best of Kumamoto

この包括的な終日ツアーで八代と熊本について発見しましょう。
まずは熊本で最も有名なランドマークの熊本城にバスで向かいます。
2016年4月の地震で、熊本城は悲しいことに大きな被害を受けました。城には
まだ入ることができない場所が多くありますが、城の様
子は二の丸広場周辺や加藤神社から見ることができま
す。城でのツアーは地震以降に行われている驚くべき城
の再建と、それが街全体に及ぼす影響にスポットを当て
ます。
また、敷地内の美術館で城の話をより詳しく知るこ
とも可能です。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。2016年の地震のた
め、2019年中も熊本城の再建工事が行われる予定です。覆われている部分が
あるため、景観に影響を与えます。
ガイド付きツアーのルートは工事の進捗状
況によって異なります。
このツアーは歩行が困難な方に適
していません。訪問順序が変更される場合もございますの
で、予めご了承下さい。

伝統的な水前寺公園を探索する前に、地元のレストラン
でのランチで地域のごちそうを味わいます。水前寺公園
では、たくさんの鯉が静かに泳ぐ湖など、素晴らしい景観
をご散策ください。

Acquaint yourself with Yatsushiro and Kumamoto on this comprehensive full-day tour. Guided in English or Japanese.

天草と松島
ツアー料金：大人

＄142~

子供＄128~

所要時間：6時間
YAT003 (Japanese) Amakusa & Matsushima

この終日ツアーでは、天草と松島の美しい島々をご案内します。
最初に地元のホテルで昼食をとり、続いて伝統的な日本の「温泉」に入り、
日本
の天然温泉で始まった「儀式」をお楽しみください。
リラックスして充電し、バス
の中でゆっくりくつろぎながらツアーを続けます。
仙岩山で写真撮影をした後、島と日本本土を結ぶ天草パ
ールラインの天草五橋を渡ります。
この辺の水域に住む
イルカを見ることができるかもしれません！

ご相談ください。肌を刺激するため、心臓病、血圧、呼吸器系の問題がある方は
入浴に適していません。衣服や水着を着用しての入浴、
または入れ墨のある方
の入浴はできませんのでご注意ください。訪問順序が変更される場合もござい
ますので、予めご了承ください。。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
このツアーは歩行が困難な方に適していません。仙岩山
の頂上までは長い階段があります。
フェイスタオルのみが
支給されます。有料のバスタオルをご利用いただくか、船
からご持参ください。温泉に入る前にアルコールは摂取
しないでください。持病のある方は予約前に担当医師に

This full-day tour introduces you to the beautiful islands of Amakusa and Matsushima. Guided in English or Japanese.
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熊本ハイライト
ツアー料金：大人

＄128~

子供＄108~

所要時間：5.5時間
YAT004 (English) YAT005 (Japanese) Highlights of Kumamoto

3ヵ所の有名な観光スポットにお連れするこの包括的な半日ツアーで、八代と熊本の素晴らしさを発見してください。
最初の訪問地は、熊本で最も良く知られたランドマークである有名な熊本城で
す。城は1607年に建てられ、完成するまでに7年かかりました。2016年4月の地
震で被害を受け、慎重に修理が行われる間、多くの場所はまだ閉鎖されていま
すが、二の丸広場周辺と加藤神社から城の側面を見るこ
とができます。城でのツアーは城の再建と、それが街全
体に及ぼす影響にスポットを当てます。
また、敷地内の美
術館で城の話をより詳しく知ることも可能です。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。2016年の熊本地震の
ため、2019年中も熊本城の再建工事が行われる予定です。覆われている部分
があるため、景観に影響を与えます。
ガイド付きツアーのルートは工事の進捗
状況によって異なります。
このツアーは歩行が困難な方に
適していません。全般的に起伏の多い道があります。訪問
順序が変更される場合もございますので、予めご了承くだ
さい。

次の訪問地は、古典的な日本庭園の水前寺庭園です。東
海道五十三次の景勝を模したと言われる魅力的な美し
い風景を鑑賞し、鯉と優雅な鳥が生息する美しい湖で静
かなひと時をお過ごしください。

Discover the wonders of Yatsushiro and Kumamoto on this comprehensive half-day tour. Guided in Japanese.

人吉と焼酎酒造所
ツアー料金：大人

＄118~

子供＄99~

所要時間：5時間
YAT006 (English) YAT007 (Japanese) Hitoyoshi & Shochu Brewery

この多彩なツアーでは、地域の文化的ハイライトをご覧いただけます。
まずは白岳伝承村（球磨焼酎ミュージアム）を訪問します。
ここでは、16世紀から
この地域で醸造されてきた伝統的な日本の蒸留酒について学ぶことができま
す。球磨焼酎醸造所の見学ツアーでは、発酵と蒸留のプロセスを学び、完成品
を試飲することができます。

注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。人吉城には70段を超
える階段があるため、
このツアーは歩行が困難な方に適していません。訪問順
序が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

その後は「九州の小京都」を探索します。人吉は、九州の
中心の熊本県南部に位置するかつて栄えた城下町です。
人吉城跡でパノラマビューをお楽しみいただけるほか、
人吉城歴史館で歴史を学ぶことができます。

The cultural highlights of the region are on display in this diverse excursion. Guided in English or Japanese.

日奈久温泉
ツアー料金：大人

＄145~

子供＄145~

所要時間：4.5時間
YAT008 Hinagu Onsen

このツアーでは、八代市の隠された魅力をご探索いただけます。
日奈久地区の魅力的な古い建造物を探索し、600年前に熊本で最初に掘られ
た日奈久温泉（天然温泉、現在はスパ）をお楽しみいただきます。
ここでランチを楽しんだ後、平安時代の1186年に建てられた、毎年恒例の妙見
祭の出発点となる美しい八代神社に向かいます。
注：本ツアーには観光バス、徒歩での移動が含まれます。
このツアーには定員があります。訪問順序が変更される
場合もございますので、予めご了承ください。
このツアー
は歩行が困難な方に適していません。昼食会場には階段
があります。
フェイスタオルのみが提供されます。有料の
バスタオルをご利用いただくか、船室からご持参くださ
い。入れ墨のある方は温泉に入ることができません。温
泉に入る前にアルコールは摂取しないでください。持病

のある方は予約前に担当医師にご相談ください。肌を刺激するため、心臓病、
血圧、呼吸器系の問題がある方は入浴に適していません。衣服や水着を着用し
ての入浴、
または入れ墨のある方の入浴はできませんのでご注意ください。訪
問順序が変更される場合もございますので、予めご了承く
ださい。

Explore the hidden charms of the city of Yatsushiro. Guided in Japanese.
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マークの説明
20分以内の徒歩移動
（健脚レベル：低）
60分以内の徒歩移動
（健脚レベル：中）

60分以上の徒歩移動
（健脚レベル：高）
ショッピング

食事付き

日本語でのガイド付き

お飲み物

英語でのガイド付き

アクティビティツアー
このマークが付いたオプショナルツアーでは説明に記載されているような身体を使う行動や運動が含まれます。
こうした行動を問題なくこなせる健康状
態にあるか、現在服用中の薬が身体能力や精神面に影響を及ぼすことはないかご自身で判断の上、参加を決定してください。本ツアーをご予約された
場合、お客様（および同伴のお客様）が心身ともに健康な状態にあり発作、目まい、失神、心臓病、呼吸器疾患、腰痛や首の痛みなどの持病（これらは症状
の一例であり、
これに限定されません）をお持ちでないものとみなされます。妊娠中の方はアクティビティツアーにはご参加いただけません。行動に伴う
リスクを考慮し、ツアー手配業者の責任範囲を制限またはこれに影響を与える免責書類に署名を求められる場合もあります。ツアー中は、
ご自身で自ら
の安全に十分注意を払ってください。運動靴の着用をお勧めします。

ビーチ/ウォーター関連ツアー
このマークが付いたツアーには、細心の注意が求められます。ほとんどの場合、ビーチツアーにガイドは同伴いたしませんので水の中に入る際には、お
客様ご自身で責任持って安全をご確認ください。
また、ほとんどのビーチには水難救助員は常駐しておりませんので、旗の色で海の状況をご確認くださ
い。飲酒後や満腹の状態での水泳は避けてください。
また、お子様からは目を離さないでください。水に関連するアクティビティにおいて救命胴衣が用
意されている場合は、必ず常時着用してください。水の中では予期せぬ事態が発生したり、海底には思わぬ危険が潜んでいる場合がございますのでご
注意ください。ビーチ、水辺、海での行動はすべてお客様ご自身の責任においてご参加ください。ツアーには水着、
タオル、
日焼け止めをご持参いただき
水中では底の平らな靴を着用してください。

ツアーには最少催行人数が設定されています。

よくあるご質問
ツアー代金の支払いはどのようにすればいいですか？

出発前にご予約いただいた場合、
クレジットカードまたはデビットカードを使ってお支払いいただきます。乗船中にご予約
いただいた場合は、米ドルで請求され、お客様の船内アカウントに追加されます。

ツアーの集合場所はどこですか？

集合時間と場所はデイリー・プログラムに掲載され、前日の夜にお部屋に届けられます。陸上または船内の公共の場所のど
ちらに集合するかが明記されています。お選びになったツアーの内容を再度ご確認ください。同じツアーで出発時間が異な
る場合があるため、必ずコードをご確認ください。チケットにはコードと出発時間が記載されています。

船内クレジットでオプショナルツアーの料金を支払うことはできますか？

可能です。船内クレジットは多くの場合、ホリデーパッケージの一部として含まれています。
オプショナルツアーを申し込むことでクルーズ旅行を最大限に楽しむことができます。

団体で旅行をしています。同じバスに乗ることができますか？

一緒に集合場所にお越しいただいた場合、同じバスになります。お選びになったツアーには複数のバスが用意されている
場合があります。
グループ全員が集まる前に乗車して、バスが満席になった場合、後で到着したグループメンバーは
別のバスに乗車していただく可能性がございます。

ツアーについて、その他のご質問はツアーデスクにてお訊ねください。素晴らしいオプショナルツアーとなるよう
キュナードチームがサポートいたします。
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オプショナルツアーご利用規約
ツアーの安全
ご予約条件（米国からのお客様の場合は「旅行
規約」）
とこれらのご利用規約は、オプショナル
ツアーに関するお客様へのキュナードの責任を
規定するものであり、オプショナルツアーの手配
は、それらを条件として提供されます。キュナー
ドはオプショナルツアーサービスを提供せず、現
地の委託ツアー業者によって催行されます。お
客様は、委託ツアー業者独自の利用規約に従っ
ていただく場合もございます。お客様の健康、安
全、快適さが最優先事項であるため、キュナード
では委託ツアー業者の選定に細心の注意を行使
し、委託ツアー業者には、損害保険を含む独自の
安全管理システムを順守し、すべての関連する地
方、国内および/または国際基準と法律を順守す
ることを求めています。現地のツアー業者が不適
切である、
または安全でないと判断しない限り、
オプショナルツアーは天候にかかわらず、行われ
ます。ツアーの説明を良く読み、
ご自身の安全と
同伴する参加者の安全のために妥当な予防策を
とってください。上記の重要情報を必ずお読みく
ださい。キュナードはお客様が被ったいかなる損
失、損害、
または怪我に対しても、キュナードの法
的義務の違反から生じた場合を除き、責任を負
いません。キュナードは、いかなる場合において
もツアー業者よりも大きな責任を負いません。
ま
た、キュナードは、ツアー業者の過失行為や怠慢
について責任を負いません。キュナードは、船内
で行われたすべての医療行為をお客様にご請求
します。
また、陸上での病院訪問の費用もお客様
の負担となります。キュナードは、オプショナルツ
アーの参加中に購入された商品について一切の
責任を負いません。陸上での購入は、お客様と売
り手の間でのみ行われます。

ツアーの時間と旅程
提供されるツアーは船や入港日によって異なり
ます。公開された時間や期間はおおよそで、最終
的な旅程と港への到着によって異なります。出発
時間は船のデイリー・プログラムにてご案内い
たします。確定された出発時間は最後の車両が
埠頭から出発する時間です。訪問順序が変更さ
れる場合もございます。移動手段の場所まで一
定距離歩行する場合がありますので、予めご了
承ください。
オプショナルツアー
オプショナルツアーは先着順で受け付けており
ます。お選びになったツアーが定員に達している
場合は、キャンセル待ちすることができます。キャ
ンセル待ちのお客様がツアーに参加することが
できるようになった場合、お客様に代わって予約
を行い、料金を船内アカウントにチャージいたし
ます。チケットは自動的に届けられます。

キャンセルと返金
事前にボヤージパーソナライザーにて予約され
たツアーは、乗船の３日前までにパーソナライザ
ーでキャンセルした場合には、キャンセル料はか
かりません。お支払いのクレジットカードに返金
されます。乗船後、キャンセル期限（通常、寄港地
に到着する48時間前）
までにキャンセルされた
すべてのツアーに10％のキャンセル料が発生し
ます。返金は支払いカードまたは船内アカウント
（船上で予約した場合）に行われます。キャンセ
ル期限後でもキャンセルすることは可能ですが、
返金はできません。キャンセル時にツアーチケッ
トをツアーオフィスにお戻しください。最低催行
人数に満たない場合、キュナードはオプショナル
ツアーをキャンセルすることがあります。
この場
合、別のツアーをご提供するか、全額返金いたし
オプショナルツアー料金
ます。キュナードは運営上または商業上の理由
オプショナルツアーの料金は米ドルで表示され、
などを含め、何らかの理由でオプショナルツアー
予告なしに変更されることがあります。出発日や
をキャンセルまたは変更する権利を留保します。
時刻により価格が異なる場合があり、定員制で
この理由でオプショナルツアーをキャンセルした
す。オプショナルツアーを予約し、支払いを済ま
場合、全額返金いたします。
せた後に料金が変更となることはございません。
事前予約されたオプショナルツアーは、
クルーズ
出発前に有効なクレジットカードに請求されま
す。出航後に予約されたオプショナルツアー料金
は、船内アカウントに追加されます。チケットはお
部屋にお届けします。キャンセルは寄港地への
到着の48時間前までに行ってください。オプショ
ナルツアーの料金は通常、大人（13歳以上）
、子供
（催行日に3～12歳）、
または車両ごとに課金さ
れます。ほとんどの場合、2歳以下の幼児は膝に
座らせる場合、無料ですが、予約は必要です。参
加に最低年齢が設定されている場合は、ツアー
の詳細に記載されているか、予約時に通知され
ます。18歳未満の未成年者には成人が同伴する
必要があります。

交通手段
キュナードは選択した交通機関や現地ガイドが
最善のものであることをお約束します。
しかし、標
準は少なからず異なり、ある寄港地で最高ものと
別の寄港地で最高のものとは異なる場合がござ
います。すべての車両がエアコン付きの観光バ
スになることを保証することはできません。
また、
観光バスの代わりに車、
タクシーや一般バスを
使用することもあります。段差が大きいことがあ
るため、乗車時や降車時はご注意ください。同じ
バスに乗車したいグループのお客様は、ツアー
参加時に常に行動を共にするようにしてくださ
い。ツアーバス内は禁煙です。携帯電話はマナー
モードに切り替えてください。特に記載がない限
り、飛行機の座席はエコノミークラスです。
ツアー中の移動について
階段を上ってバスに乗車することができるお客
様は、お選びになったオプショナルツアーの詳細
をお読みいただき、個人的な条件に適している
かをご確認ください。一般的にフルサイズの観光
バスは、折りたたみ可能な小型の電動カートお
よび/または手動の車椅子を乗せることができま
すが（バスごとに台数に限りがございます）、バス
の運転手が介助することはできません。
ミニバス
や路面電車を使用するツアーには、
このような移
動補助用品を乗せることはできません。単独で
のツアーをご希望の場合は、埠頭近くにタクシー
を呼ぶことができます。車椅子の介助は船の出
入口（ギャングウェイ）
でのみ提供しています。上
陸船（テンダー）にて上陸する場合、車椅子を使
用されるお客様や歩行が困難なお客様はご利用
できない場合がございます。ツアーのご予約前
にテンダーの利用が必要かをご確認ください。
乗船後、ツアーオフィスによりご提案をさせてい
ただきます。
情報の変更
パンフレットやウェブサイトの情報は、公表時の
計画と意向です。そのため、
この情報は変更され
る可能性があります。大幅な変更があった場合
には、可能な限り事前にお知らせいたします。パ
ンフレットやウェブサイトの写真はイメージであ
り、機材などは提供されるものと異なる場合がご
ざいます。
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