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ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。
詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。
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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。
＊
＊
ご乗船後にご確認下さい。
＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
[シンボルマーク] 英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。
ツアー選択の目安となさって下さい。
【健脚度：低】
観光バス等によるツアー。平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り
下りを伴います。
【健脚度：中】
上記よりアクティブなツアーです。ある程度の距離の歩行や階段の上り
下りを伴います。
【健脚度：高】
さらに活動的なツアーです。体力的に自信のある方のみにお勧めします。
【ショッピング】
ツアー中に買い物のための時間をお取りします。
【食事付き】
ツアーに食事が含まれています。
【休憩付き】
ツアーに飲み物または軽食が含まれています。

【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。

ショアエクスカーション案内
クイーン・ヴィクトリア

ラバプール・ランデブー

７日間

セント・ピーター・ポート

ST. PETER PORT
沿岸地方と田園地方のドライブ
COAST & COUNTRYSIDE DRIVE
ツアー番号：GCI004
ツアー料金：大人＄６７～
所 要 時 間：約３時間

子供＄３６～（３～１２歳）

第二次世界大戦にまつわる史跡が残る島は、サイズこそ小さいものの絶大、美しい景色に彩らて
おり、初めて訪れる人には最適のツアーです。南側の起伏に富んだ崖、西側の神秘的な湾と砂浜、
そして東側の首都であるセント・ピーター・ポートとガーンジー島を望む、全ての見所を網羅し
ています。
セント・ピーター・ポートの素晴らしい港とショッピング・センターに沿って車を走らせ、１１
世紀に建立された町教会や１２世紀建立のコルネット城の前を通ります。ガーンジー島の静かな
田園地方に立つユニークで魅力的なミニチュア型のリトル・チャペルは外観の珍しさと同時にユ
ニークな歴史も持っています。わずか６ｍＸ５ｍの小さな礼拝堂は貝殻や小石、色とりどりの磁
器の欠片で装飾が施され、小さなアルコーブには一度に３人しか入る事ができないのです。
西海岸へと向かう道中では、高台の見晴らし場所となるプレインモント・クリフで車を止め、美
しい海岸線を眺めながらの写真撮影タイムとなります。第二次世界大戦中は沿岸の防衛基地とな
ったこの場所で潮風を味わいながら、魅力的なガーンジー島の絶景見ながら特別な時間をお過ご
しください。
途中、ケーキ付きの紅茶やコーヒーで小休止し、お土産などのショッピングタイムを設けており
ます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ドライバーがガイドを兼任します。リトル・チャペルへは舗装された平坦な道
路を歩きますが、入り口に数段の階段があります。

コーネット城でのＶＩＰ待遇歓迎会
VIP RECEPTION AT CASTLE CORNET
ツアー番号：GCI018
ツアー料金：大人＄９４～
所 要 時 間：約３時間

子供＄９４～（３～１２歳）

埠頭を後にしてマリーナから徒歩でゆっくりと華麗なコーネット城まで散策します。コーネット
城はガーンジー島の古代港湾要塞で、１９世紀に防波堤と架橋が出来るまで孤立した小島の上に
ありました。お城は海を見下ろし遠くハーム島まで望める絶景の位置を誇っています。
ガイド付で城内に残る中世からの遺構や庭園をたどり、周囲の美しい光景に目を見張りながら、
興味深い歴史を学びます。お城の最上階へ上れば、更に素晴らしい港や、灯台や町全体の眺望が
開けてきます。正午になると、正午の号砲発射の時間となります。この号砲は昔軍隊の守備隊が、
兵舎に残る兵士立ちに戻る時間を伝えたという１９世紀の慣習に習い、毎日正午に発射されます。
歴史的イベントを見物した後はお城の居室に招かれ、スパークリング・ワインとカナッペ付きの
歓迎会がはじまります。
ツアー終了後は、そのまま埠頭に戻るか、セント・ピーター・ポートの可愛いらしい舗道をそぞ
ろ歩き、ショッピングをするか、お城に残って更に見学を続け、城内に３つある史跡博物館を訪
ねるかのいずれかを選択することができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。コーネット城の見学ツアーは約１時間です。見学場所へは約３０段の階段の登
り下りがあり、お城の最上階までは６０段の階段があります。最上階見学はオプションです。お城へは平らな歩道を
約２０分徒歩で移動します。

１

沿岸地方ウォーキング
COASTAL CLIFF WALK
ツアー番号：GCI021
ツアー料金：大人＄４９～
所 要 時 間：約３時間半

子供＄３２～（３～１２歳）

ガーンジー島の南部に続く魅力的な断崖を歩きながら多くの芸術家や詩人達に創作のひらめきを
あたえた素晴らしい眺望と色鮮やかな自然美を堪能しましょう。
美しいファーメイン湾への短いドライブの後、岸壁の上からハーム、サーク、アルダーニーとい
ったチャンネル諸島の他の島々を見晴る絶景をお楽しみいただきます。晴れた日には遠くにフラ
ンスの沿岸も見ることができます。
遊歩道沿いに咲き乱れる色とりどりの花の香りを堪能しながらブルーベル・ウッドを通り、眼下
に広がる海の景色をお楽しみください。どの季節に訪れようと、月毎に新しい色彩が生まれ、そ
れが尽きることの無い美しさの源となっています。
セント・ピーター・ポートの町の手前には、今でも使用されるヴィクトリア朝時代の海水浴場が
あり、その後魅力的なジョージ砦を通って、数々のお店やマリーナを見ながら埠頭に戻ります。
最後に地元のホテルで美味しいクリームティーをご賞味ください。
ご案内：このツアーは徒歩で行います。徒歩による観光が２時間含まれます。所々に傾斜のある場所や階段があり、雨で濡れ
たりすると滑りやすく、地面はデコボコした岩場もあります。平底の履きやすく滑りにくい靴の着用をお勧めします。
日焼け止め、ペットボトル入りお水、双眼鏡、カメラの携帯をお忘れなく。

シー・サファリ・アドベンチャー
RIB RIDE ADVENTURE
ツアー番号：GCI003
ツアー料金：大人＄８０～
所 要 時 間：約１時間

子供＄６０～（３～１２歳）

トルコ・ブルーの海をクルーズしながら野生動物の遭遇や、長い歴史を持つユニークなガンジー
島をお楽しみください。
岩棚の中で巣作りをしている驚く程の多種多用の海鳥たちや、ツノメドリ、カツオドリ、オオハ
シウミガラス、海鵜などの群れが見られるかもしれません。特別仕様のゴムボートで崖や入江に
接岸し、至近距離で観察することができます。
自然保護区として指定されたハーム島近くの岩礁では、時にアトランティック灰色アザラシが岩
の上でのんびり日向ぼっこをしている姿が見られます。また、運が良ければイルカや鯨を見るこ
とができます。
自然愛好家のガイド付で、野生観察とスリルの両方を味わえます。このツアーでは同時にガーン
ジー島の素晴らしい海事の歴史を学ぶことができます。帰りはスピードを上げて戻りますので、
ボートにしっかり掴みましょう。
ご案内：このツアーは複合性ゴムボートで行います。水上運行中のバウンドが激しい為、怪我をしている方、体調がすぐれな
い方にはお勧めできません。妊娠中の方の参加は禁止されています。全員に救命胴衣と雨具が支給されますが、暖か
い服装でご参加されることお勧めします。野生動物が見られるかどうかは保証の限りではありません。ボートの運航
ルートは天候により変わることがあります。

徒歩で回る町とコルネット城
A WALK TO TOWN & CASTLE CORNET
ツアー番号：GCI022
ツアー料金：大人＄５４～ 子供＄２９～（３～１２歳）
所 要 時 間：約３時間１５分

英国本土から 112km,フランス最北端から 48km に位置するこの群島をご紹介する絶好の機会です。
快適なウォーキングではこの美しい島に秘められた歴史を肌で感じていただけるでしょう。埠頭
でガイドと合流し、ロウアー・ポレットへ向け徒歩を進め、免税の島のため大勢の買物客で賑わ
っているハイストリートを通ります。途中、この可愛らしい町の開発がわかります。
徒歩観光のハイライトはコルネット城訪問で、ガーンジーで人気の観光名所となっています。
２

１３世紀中頃まで歴史が遡ります。お城や城内にある博物館と庭園を自由に散策する機会があり
ます。城内の喫茶室で紅茶かコーヒーと共に美味しいガーンジーケーキをご賞味ください。そし
て徒歩にて埠頭に戻ります。
ご案内：このツアーは徒歩で行います。デコボコとして斜面を含む多様な地面を約２時間３０分から３時間歩きます。コルネ
ット城には約３０段の階段があります。平底の履きなれた滑りにくい靴をご着用ください。

ドイツ軍占領時代のガーンジー島の歴史探訪
THE GERMAN OCCUPATION OF GUERNSEY
ツアー番号：GCI008
ツアー料金：大人＄７２～
所 要 時 間：約４時間

子供＄４５～（３～１２歳）

第二次世界大戦中、ドイツ軍に占領されガーンジー島は、占領統治の記憶を数多く留めています。
ドイツ軍は拠点を頑丈なものにするために、断崖の上に要塞や見張り塔など建設し、現在でもは
っきりとみることができます。
ドイツ軍占領博物館は空調設備のついたトンネル内にあり、もともとドイツ軍がＵボートの燃料
保管庫として建てられたものです。テーマ別に分かれたそれぞれの展示室があります。
それぞれの展示には詳しい説明がつけられており、非常に心をゆさぶられる博物館をご体験いた
だくでしょう。
地下に設けられた野戦病院も当時の遺物ですが、そこは何といってもチャンネル諸島でドイツ軍
が残した最大の遺物があることで有名です。
網の目の様に掘られた地下トンネルは全体で約 7,000
平方メートルに及んでいます。野戦病院内にはトンネルの中には二本の主要な通廊があり、病室、
手術室、レントゲン室が造られていました。当時の備品はほとんど残っていませんが、それでも
ベッドや調理用具、暖房施設などがあり、寒いじめじめした場所にいると一体どんな目的でそこ
が造られたのか沈思黙考せざるをえません。
その後のプレイモントでは、崖の上からガーンジー島西海岸の素晴らしい景色を楽しむことがで
き、巨大な砲台を見る事ができます。道中紅茶やコーヒーとケーキなどで休憩し、至近距離でド
イツ軍の防衛施設を観察する機会もあります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。博物館内には階段があります。野戦病院の床は平坦ですが、湿気があり、薄暗
い照明しかありません。病院訪問の際は暖かい上着をご持参ください。このツアーでは運転手がガイドを兼任します。

ガーンジー島の宝石
GEMS OF GUERNESY
ツアー番号：GCI020
ツアー料金：大人＄６８～
所 要 時 間：約３時間

子供＄３５～（３～１２歳）

バスにてまずは、ガーンジー島のかわいらしいリトルチャペルへご案内します。１９１４年に建
てられたこのチャペルは、二人の兄弟による努力の結晶で芸術作品そのものです。フランスのル
ルドの洞窟のミニチュアバージョンでもあり、貝殻や小石、色とりどりの磁器の欠片で装飾が施
された美しいチャペルです。
続いて、伝統的な金、銀、プラチナジュエリーを作っている小さな工房を訪れます。宝石職人達
は前世紀から王室御用達のものとして目を見張るような豪華な宝石をデザインし、念入りに作る
よう依頼されてきました。訪問の最後にはショールームを見たり、免税価格でお買い物をしてい
ただくお時間もございます。
絵のように美しい西海岸をドライブし、ダイヤモンド博物館に立ち寄ります。ここでは原石から
最終段階に至るまでの輝かしいダイヤモンドの世界をお見せします。ショールームではシャンパ
ンを楽しみながら美しい宝石類の展示をお楽しみ頂きます。
ご案内：このツアーはバスで行います。リトル・チャペルには数段の階段があります。このツアーはドライバーがガイをド兼
任します。
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サーク島観光
ISLE OF SARK
ツアー番号：GCI006
ツアー料金：大人＄７８～ 子供＄５０～（３～１２歳）
所 要 時 間：約６時間４５分

ガーンジー島からフェリーでわずか４０分で、途中ハーム島、ジェソー島、ブレッシュ島などの
小島の間を縫いながらサーク島に到着します。そこからはトラクターに牽引された”トースト・
ラック“という車両に乗り、島一番の急勾配の丘を登って村の中心まで行きます。観光案内地図
と地元のガイドの案内を頼りにしながら、自由行動でこの素晴らしい島を思う存分探訪してみま
しょう。
多くの旅人にとってのサーク島の魅力は、自分の足で隠れた見所を発見したり、息を呑む様に美
しい景観を楽しんだり、岩陰にひっそりと広がる入り江でのんびりと時を過したりする事です。
より行動派であれば“占領下と史跡博物館”を訪ねたり、カラー・チョコレート工場でチョコレ
ート作りを見学したり、島の南にありビック・サーク島とリトル・サーク島を結ぶ有名な断崖絶
壁の道ラ・クーピーなど見物な場所が沢山隠されております。
村のメインストリートに沿って興味深い珍しい店が沢山並んでいる他、飲み物や軽食を買える場
所が数多くあります。ツアー終了後は再び“トースト・ラック”に乗るか、又は歩いて丘を下り
船付き場からフェリーに乗ってガーンジー島に戻ります。
ご案内：このツアーは船とトラクター、徒歩で行います。島には本村を走る“トースト・ラック”の他に交通手段はありませ
ん。島全体の自由観光には約５時間設けております。徒歩での島巡りも、のんびりお過ごしいただいたり、各自思い
思いの時間を過ごしていただきます。徒歩での島巡りも、のんびり過し。ツアーには博物館などの入場料金は含まれ
ていません。ヒールのない歩きやすい靴と、日焼け止め、地元の通貨（英ポンド）、カメラをお忘れなく。

リバプール

LIVERPOOL
気ままなリバプール観光
LEISURELY LIVERPOOL
ツアー番号：LIV001
ツアー料金：大人＄７０～
所 要 時 間：約３時間半

子供＄３０～（３～１２歳）

リバプールの市内をドライブして目につくのが印象的な建物群で、市の名前の元となった架空の
鳥、リバーバードがタワーの天辺に鎮座するロイヤル・リバー・ビルがその代表的なもの。その
後旧市街に向かい市庁舎、数多いビートルズの出演で有名なキャヴァーン・クラブのあるキャヴ
ァーン・クォーターを見学、その近くのウォーカー美術館やセント・ジョージ・ホールも見所の
ひとつです。
円形屋根の超モダン建築で有名なメトロポリタン大聖堂で車を止めてその威容を鑑賞します。こ
の教会はリバプール随一の名物建築で、釘を打ったランタン型のタワーと、25,000 枚というステ
ンドグラスが印象的なものです。
その後チャイナタウンを抜け、リバプールで２番目に重要な宗教建築物、英国国教会に向かいま
す。赤色砂石のゴシック建築であるこの教会はイギリス最大の英国国教会として有名です。
ビートルズの歌と同名のペニー・レーンで車を止めて写真撮影タイムの後は市の中心に戻り、人
気の高いリバー・フロントに沿って幾つかある公園の中を通り、造船所地域を改造したアルバー
ト・ドックに向かいます。1846 年に新世界へのゲートウェイとして開かれたこのアルバート・ド
ックは英国の保護対象建造物群のグレードＩに指定された建物が一番集まっている場所としても
有名になりました。
ご案内：このツアーはバスで行います。このツアーはほとんどが車窓からの観光となります。お手洗いは大聖堂内にあります。

４

ザ・ビートルズの足跡をたずねて
IN THE STEPS OF THE BEATLES
ツアー番号：LIV002
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄３７～（３～１２歳）
所 要 時 間：約４時間１５分

リバプールはザ・ビートルズが出現する前からも国際的に有名な港町でしたが、世界的に音楽シ
ーンが活発だった６０年代彼らがザ・キャバーンから飛び出してきて、リバプールはザ・ビート
ルズ発祥の地として有名になり、かの“Fab Four＝最高の４人組”とそのサウンドに熱狂するフ
ァン達のメッカとなりました。
まずは車窓からそれぞれのメンバーの生家、以前に住んだ家、学校を見て周り、彼らの音楽を聴
きながら歌詞でもおなじみの場所、ペニー・レーン、ストロベリー・フィールズを訪ねます。そ
れぞれの場所での写真撮影のかたわら、ガイドがザ・ビートルズにまつわる様々な逸話を披露し
てくれます。
“Fab Four”の幼年時代から解散までを年代別にたどったビートルズ記念館、ザ・ビートルズ・
ストーリーの見学も見所です。ここには１８台のオーディオ機材から、ハンブルグでのビートル
ズ公演や、1961 年にキャバーン・クラブに登場した時のライブ風景など、どの展示を見ても、世
界的にスターダムに登りつめ社会現象にまでなったザ・ビートルズが過した様々な場所や時代を
偲ぶことができます。
その後マシュー・ストリートに向かい短時間徒歩でザ・キャバーン・クラブを訪ね、内部を見学
します。ジャズ・クラブとして 1957 年にオープンしたこのクラブは無名時代のザ・ビートルズが
１９６１年２月に初めて演奏した場所として有名で、その後約 300 回近いライブ演奏をここでお
こないました。最後の演奏は 1963 年の８月でその時点で既に彼らは世界的な大スターとなってい
ました。
ご案内：このツアーはバスで行います。ザ・ビートルズ・ストーリーで約１時間の見学時間があります。車椅子での見学も可
能です。マシュー・ストリートでは２０分の自由散策時間があります。

チェスター観光
CHARMING CHESTER
ツアー番号：LIV006
ツアー料金：大人＄８４～
所 要 時 間：約６時間半

子供＄３６～（３～１２歳）

チェスターは街路を歩いても、建物を見ても、空気さえも遥か遠い昔に戻された様な感覚を覚え
る町です。英国でも際立って古い史跡に溢れるこの小さな町は、英国２０００年以上の歴史が詰
るおびただしい遺産を畏敬の念をもって守りぬいてきました。
村全体を見渡すパノラマ観光を楽しんだ後は、ビッグ・ベンに次ぐ撮影スポットとして世界的に
も有名なヴィクトリア朝時代の華麗なイースト・ゲート時計台とチェスター大聖堂を訪ねます。
その後は約２時間３０分それぞれ自由にチェスターの町の散策を楽しんでいただきます。町を取
り巻く城壁の上に登って歩けば、高台からの絶景を楽しむことができます。歴史的な塔や堂々た
るアーチ型の門などが点在している町の中心地の俯瞰眺望と同時に、反対方向には遠く見えるウ
ェールズ地方の山々の荘厳な光景も味わうことが出来ます。
チェスターで全ての旅行者を惹きつけ、見逃せない名所は２階に木造の回廊が巡らされたショッ
ピング・アーケードで、建物の基礎は１３世紀に建てられたといわれている所です。特に英国で
は代表的な黒と白のコントラストが特徴の建造物が数多く見られ、中世的雰囲気が味わえます。
ご案内：このツアーはバスで行います。各自自由に観光をお楽しみいただくために昼食は含まれていません。観光には英国通
貨（英ポンド）をご持参ください。大聖堂観光は自由選択です。チェスターまでの距離は片道約１時間１５分です。
徒歩での観光は参加者それぞれの裁量におまかせします。

北ウェールズとコンウィ城観光
NORTH WALES & CONWY CASTLE
ツアー番号：LIV008
ツアー料金：大人＄１０２～
所 要 時 間：約８時間４５分

子供＄４６～（３～１２歳）

北ウェールズ特有のヒースの花が咲き乱れる丘や奥深く隠れた川の流れる渓谷という自然美を堪
能できるツアー。この一帯は長く荒らされることがなかった土地で、数々の伝説や文化史跡に満
ちた隠れた名所となっています。

５

城壁都市のコンウィの城門入り口に聳えたっているのがエドワード一世時代に建造された強固な
城砦であるコンウィ城です。強い印象を与える大きな８基の主要塔とそれを繋ぐ岩壁は一度も損
なわれることなく中世のままの姿を保っています。最高の保存状態で残された２１の小塔と３箇
所の城門に囲まれた城は当時ヨーロッパの中で環状に建てた城の中で最も完璧なものといわれて
います。コンウィが中世建築の傑作の地であり、ウェールズで最も色彩豊かな村という定評が頷
ける所以です。
コンウィの村を十分に楽しんだ後は、穏やかな川沿いの、草を食む羊たちがのどかに遊ぶ牧場脇
を通り、有名な古く狭い太鼓橋を渡ってウェールズ地方で典型的なマーケットが開かれる町ラン
ウストに向かいます。
海抜１５メートルしかない地盤の上に立つベトゥスイ・コイドの村は、周囲を平均高度３００メ
ートルもある丘陵地帯で完全に囲まれた小さな盆地の村です。コンウィ川のみならず西から流れ
る３本の支流の水の青さで、村を取り巻く田園地方の美しさが更に引き立ち、典型的なアルプス
地方の清冽な印象をかもしだしています。ここでは２時間の自由時間をもうけていますので、風
光明媚な自然景観を心行くまで堪能したり、お土産屋さんで買い物を楽しんだり、地元のレスト
ランで昼食を味わったりと思い思いにお過ごしください。
ご案内：このツアーはバスで行います。各自自由に観光をお楽しみいただくために昼食は含まれていません。英国通貨（英ポ
ンド）のご持参をお忘れなく。

色彩豊かなポート・サンライト村観光
PICTURESQUE PORT SUNLIGHT
ツアー番号：LIV003
ツアー料金：大人＄７４～
所 要 時 間：約３時間半

子供＄３２～（３～１２歳）

ポート・サンライトはイギリスの初期都市計画の中で最も素晴らしい形で残された村といっても
過言ではないでしょう。この村は１９世紀の後期に博愛主義者のウィリアム・ハスケス・リーバ
（後のリーバハルム子爵）が、今日ではユニリーバの名前で世界的企業となったリーバ兄弟商会
の石鹼工場の労働者達の住宅として建設しました。リーバは美術や建築に造詣が深く、現在保護
地区になっている多くの地域で彼が残した様々な史跡を見る事ができます。
美しく手入れが施された約５３ヘクタールに広がる公園の様な敷地に広がるこのユニークな村の
ゆったりとしたドライブをお楽しみください。数軒の大型主要建造物の周りには９００軒の建築
が並び、そのすべてが英国の保護対象建造物群のグレード II に達しているものです。リーバはこ
の村の建築の為に３０名の建築士を雇い目の覚める様に美しく穏やかな公園を背景に、それぞれ
独特なデザインが混じりあった見事な光景を生み出す結果となりました。
村をざっとドライブして回った後はポート・サンライト博物館を見学します。博物館では様々な
時代ごとの展示によって興味深い村の歴史を知る事ができます。ここにはポート・サンライト村
全体の縮尺モデルも展示されています。
博物館見学の後は斬新な建造物で有名なレディ・リーバ・アート・ギャラリーを訪ねます。館内
はリーバの絵画と装飾美術の貴重なコレクションの宝庫で、世界的にも高い評価を受けているも
のです。油絵のほかにも中国骨董のコレクション、タペストリー、彫刻、家具、ウェッジウッド、
その他の骨董類の展示も見所です。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。ポート・サンライドの道中にはマージー川のトンネル通過が含まれます。

６

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。

７

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。

８

