クイーン・ヴィクトリア
ギリシャの島々８日間
ショアエクスカーション案内

ピレウス
サランダ
ヘラクリオン
ロードス島
ミコノス島

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。

クイーン・ヴィクトリア
ギリシャの島々８日間
ショアエクスカーション案内

ピレウス
PIRAEUS
アテネ自由観光
ATHENS ON YOUR OWN
ツアー番号：ATH014
ツアー料金：大人＄４５～
所 要 時 間：約６時間

子供＄１６～（３～１２）

アテネの建設は我々全人類の文化の基礎を築いたとも言われています。すなわち今日の教育、政治、数
学、芸術の全ては古代ギリシャから始まっているからです。
短いオリエンテーション・ツアーの後、参加者はアテネの中心地で、昔ながらのショッピング地区プラ
カの近くで車を降り、そこからは各自、自由行動となります。この場所は帰りの集合場所となりますの
で、この時点でガイドから集合時間の案内があります。
思い思いのペースでアクロポリス遺跡や旧跡の観光や数多くのお店やタベルナが集まるプラカの魅力を
思う存分味わってください。またアテネで最もエレガントなショッピング地区コロナキはシンタグマ広
場の上にあり、ここには高級ブティークやセレクト・ショップが並んでいます。
ご案内：このツアーはバス移動と徒歩での観光となります。アテネ市内では約４時間、参加者それぞれ
のペースで自由に観光していただくツアーです。ガイドは同行せず、見学場所の入場料、並び
に昼食代はツアーに含まれていません。

アクロポリス観光
THE ACROPOLIS-CROWN JEWEL OF ATHENS
ツアー番号：ATH001
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄２８～（３～１７）
所 要 時 間：約４時間
ツアーはガイドの説明を受けながらピレウス港からアテネへのドライブではじまります。道中はオリン
ピアのゼウス神殿、シンタグマ広場、無名戦士の墓、大統領官邸、大学図書館など重要な文化遺産であ
る名所を通過します。
アクロポリスへは神殿の前面西側に造られた４５メートルの長さの前殿プロピュライアを歩いて入りま
す。入り口に隣接するのがアテネのニケ（翼なき勝利の女神）神殿です。前殿の先の丘の最高地点に聳
えているのがアテネの至宝パルテノン神殿です。紀元前 447 年から 437 年に建設されたこの神殿はアテ
ネ市の守護神である女神アテナに捧げられたものです。パルテノン神殿の北側にはアテナと海の守護神
ポセイドンを祭ったエレクティオン神殿があります。美しい６体の少女像を柱にしたカリアティデス柱
廊はアクロポリスの中で最も優美な建造物のひとつです。
アクロポリス近くのお土産物店で短時間のショッピングタイムが設けられています。
その後（時間が許せば）第１回近代オリンピック大会開催時に建設された有名な旧オリンピック・スタ
ジアムを見学します。このスタジアムは２００４年のギリシャ・オリンピックでマラソンの競技の最終
ゴール地点となりました。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１７歳以下のお子様はアクロポリス神殿の入場
料が無料となります。３歳から１７歳のお子様に同行される両親や保護者は、子供用チケット
を御入手ください。又アクロポリス入場時には年齢を証明する為必ずパスポートをご持参くだ
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さい。また１７歳以下のお子様は必ず保護者同行でツアーにご参加ください。アクロポリスの
観光場所によっては非常にすべりやすい箇所がありますので、滑り止め付きの歩きやすい靴を
お勧めします。アクロポリス観光にはイヤホンが提供されます。約８０段の急こう配の階段と
起伏のある通路を歩きます。在アクロポリスは広範囲に渡っての改修が行われており、一部の
区画は足場で囲われています。

デルフィ発見の旅（昼食付）
DISCOVER DELPHI
ツアー番号：ATH028
ツアー料金：大人＄１２０～
所 要 時 間：約９時間３０分

子供＄６０～（３～１２）

古代ギリシャ時代には世界の地理的、精神的中心地＝全世界のヘソ＝とされていたデルフィを訪問しま
す。息を呑む美しさの山岳地帯を抜け、遥かに見えるコリンティアコス湾岸の紺碧の海を臨みながらの
ドライブをお楽しみください。
その道中では、古代ではその水を飲めば永遠の若さが約束されると伝えられ、この地を訪れる全ての旅
人たちが聖地に足を踏み入れる前に身体を清めたとされるカスタリアの泉に立ち寄ります。パルナッソ
ス山の斜面に広がっているのはギリシャの考古学で最も重要なものとされる遺跡群です。知識豊かなガ
イドと共に“聖なる道”をたどり、アポロン神殿、アテネ人の宝庫、4 世紀建立のデルフィ劇場を見て回
ります。幸いなことに劇場には５０００もの座席がありますので、そこに座って目の覚める様な光景に
ひたるか、素晴らしい音響効果をお試しください。
デルフィ博物館はギリシャで最も重要な考古学博物館と言われていて、その古代遺跡展示は他に類をみ
ないものです。最大の見どころはギリシャで一番有名な”青銅の御者像“（4 頭建ての 2 輪戦車の御者）
です。この紀元前５世紀に作られた青銅像は１８９６年まで、２０００年以上も地震による瓦礫の中に
埋没していたものです。勝利へのラストスパートに向かいながら、内面に誇りをたたえた表情を持った
古代戦士の姿はまるで生きているかの様で、オニックスで作られたその両目は製作当時のままの輝きを
放っています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。デルフィまでの距離は、途中１か所の休憩を含め
て片道約２時間半となっています。デルフィ遺跡の見学では登り坂や数段の階段を歩きます。
ランチは大体午後２時に開始されますので、船を降りる前にしっかりとした朝食をお取りくだ
さい。帽子、日焼け止め、多めの飲料水をご持参ください。

伝統的な夕べの経験
A TRADITIONAL EVENING EXPERIENCE
ツアー番号：ATH035
ツアー料金：大人＄８４～ 子供＄６３～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間３０分
景色を楽しみながら、アテネの北部へ向かいます。そして、市内の景観を見て回ります。
レストランに到着すると、熟練の職人が歓迎します。その後、スブラキの作り方、オリーブオイルの絞
り方、パンを焼くために小麦を製粉して小麦粉にする方法を学びます。
「その男ゾルバ」への足がかりをマスターする簡単なレッスンの前に、ギリシャの特産品の調理につい
ての説明を受けます。そしていよいよディナーの時間となります！炭火で焼かれたスブラキと王道のメ
ゼ料理をお楽しみください。ザジキ、チーズパイ、ドルマ、グリークサラダ、ムサカ、をグラスワイン、
ミネラルウォーター、そしておすすめのウゾとともにお楽しみください。
ディナーの後は、地元の一団が様々な伝統的なダンスを披露します。椅子に深く座ってリラックスしな
がら、ギリシャの軽快な音楽に時折足でリズムをとってみてください。その後、雰囲気が気に入ったの
であれば、参加してオリジナルのダンスを披露してみてください。１，２枚の皿を打ち壊す体験も出来
ることでしょう！
最後に、アクロポリスで少し停車します。栄光に照らされた世界で最も聖像らしい聖像の写真を撮るこ
とが出来ます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。バスでの移動時間は片道４５分です。ドレスコー
ドがありますので、スマートカジュアルな服装でご参加ください。
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古代コリントと運河観光（昼食付）
ANCIENT CORINTH & CANAL TRANSIT
ツアー番号：ATH005
ツアー料金：大人＄１２８～ 子供＄５０～（３～１２）
所 要 時 間：約８時間３０分
聖パウルの統治時代、古代コリントにはローマより規模の大きいフォーラム（公会広場）があり、寺院、
劇場、公衆浴場、売店、公会堂などが建ち並んでいました。ここでは美しい舗装がなされたレカイオン
通りや紀元前６世紀に建立されたドリア様式アポロン神殿の遺跡を見学して、時間が許せば遺跡から発
掘された遺物が展示されている博物館を訪問します。
コリントス運河を訪れた人は誰もが驚嘆の念にうたれるでしょう。幅２２メートル、深さ８メートルの
運河が６．５キロに亘って続く運河は、当時の土木技術がいかに高度だったかを納得させるものです。
一度見たら忘れられない運河はペロポネソス半島と本土を結ぶ細い土手道を二分していいます。
ツアーのハイライトは実際に船で運河を航行する体験です。参加者を乗せた小型船は両側に高く聳えて
いる壁の間を縫ってゆっくりと進んでゆきます。運河の通行状況にもよりますが、場合によっては二度
運河を通り、この場合船は出発地点に戻ることになります。運河航行を始める前に短時間の順番待ちが
あることをご理解ください。その後ワイン、コーヒー付きのランチ・ビュッフェをお楽しみいただきま
す。古代コリント観光を終えた後、少しの間その周辺でショッピングの時間を設ける場合があります。
ご案内：このツアーはバス、ボートと徒歩での観光になります。コリント遺跡では凸凹道を歩き、数箇
所で階段を上ることもあります。滑り止め付きの歩きやすい靴をお勧めします。運河の運行時
間には厳しい規制があり、その為昼食は午後遅くになる事をご了承ください。朝食をしっかり
とおとりになる事をお勧めします。コリントまでのドライブは一般車道を利用し片道約１時間
１５分を要します。コリント博物館でのフラッシュ撮影は禁止されています。

市街地探訪－アテネの味覚
URBAN ADVENTURES－TASTE OF ATHENES
ツアー番号：ATH038
ツアー料金：大人＄７８～
所 要 時 間：約２時間３０分
ギリシャの食べ物といえばフェタチーズ、オリーブ、そして大量のムサカぐらい？それは間違いです！
このフードツアーは古代都市アテネの様々な食べ物の現場を明らかにしていきます。世界で最も過小評
価されている料理のひとつであるギリシャ料理には、たくさんのご馳走と地元の知恵が詰まっているの
です。
ツアーはアテネの中心に位置するコジア広場のガイド付き探訪から始まります。広場は１８世紀に建て
られた豪華な新古典主義的建造物に囲まれており、いくつかの古代の住居跡を見た後に市場へ向かいま
す。市場では地元のガイドが観光客のほとんど行かないような場所へ連れて行ったり、ギリシャの数々
の名産品について教えたりするので、市場の魅力を存分に感じられるでしょう。シンプルなクルーリ（ご
まがのった円形のパン）や上品なペイストリーに始まり、フェタチーズ、オリーブのようなギリシャの
主要食品に至るまで、中央市場は様々な食材の集まる非常に刺激的な場所です。また、地元でポピュラ
ーな飲み物である爽やかなギリシャコーヒーか冷たいフラッペをいただく機会があります。アテネの食
べ物は新旧がミックスされた伝統的かつ現代的なものであり、このツアーではそれを余すところなく感
じられるでしょう。
その後、地元のショッピングスポットであるギリシャ風デリに立ち寄ります。ここでは伝統料理が売ら
れており、店主に料理について質問したり試食したりすることができます。さらにその季節にぴったり
の料理を見つけることもできます。
ツアーの最後にモナスティラキ広場に向かった後、船が停泊しているピレウスへ地下鉄で戻ります。
ご案内：集合場所のコジア広場へはお客様自身で向かっていただくことになりますので、ご予約前に必
ず「重要なご案内」をお読みください。
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アテネ・パノラマ・ツアー
ATHENS PANORAMA
ツアー番号：ATH008
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２）
所 要 時 間：約３時間３０分
最初に訪れるアドリアヌス門の後ろには古代で最大の神殿オリンピアのゼウス神殿が建っています。
神々の父ゼウス王に捧げられたこの壮大な神殿は完成までに７００年の歳月を要したものです。
その近くの展望場所からはアクロポリスの印象的な前殿プロピュライア、アテネのニケ（翼なき勝利の
女神）神殿、パルテノン神殿、エレクティオン神殿をのぞむことが出来ます。聖なる道にはかっては美
しい彫像が立ち並んでいました。パルテノン神殿にはかって彫刻が施された小間壁が９２あり、５５体
の彫像、１６０メートル強の長さのフリーズ（帯状装飾）で飾られていたといわれています。遠方には
アッティカ最高峰のパルネス山とペンテリコン大理石の産出で有名なペンテリコン山の勇姿を見る事が
できます。山と山の間には香りの強いレツィーナ・ワイン用の葡萄畑が連なるメソキア渓谷が広がって
います。アテネ市内のドライブでは古代から現代までの貴重な文化遺産、アドリアヌス門、バイロン卿
の銅像、オリンピアのゼウス神殿、憲法広場、無名戦士の墓、国立庭園、アカデミア及び大学図書館な
どを見て回ります。
途中、有名ホテルでギリシャ名物のケーキと飲み物を楽しみながらしばし休息をとります。
アクロポリス神殿近くでは短時間のショッピングタイムを設けています。
ご案内：このツアーはバス移動と徒歩での観光となります。アクロポリス神殿の観光は離れた場所から
車窓からのみの観光となります。このツアーを十分にお楽しみいただくため、少々の歩行と数
段の階段の上り下りがあることをご了承ください。現在アクロポリスでは大規模な改修作業が
おこなわれており一部の区画は足場で囲われて見られない場合があります。

ケーブルカーでの絶景観光（昼食付）
FUNICULAR & FABULOUS VIEWS
ツアー番号：ATH029
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄３０～（３～１２）
所 要 時 間：約３時間３０分
ピレウスからはバスの背にもたれてリラックスしながら、世界で一番古い都市アテネまで短時間のドラ
イブをお楽しみいただきます。
古代の驚異のただ中に入り込んだ後は、カメラをご用意いただき、知識豊かなガイドの案内に従って有
名観光地を車窓から見学します。ハドリアヌス門、ゼウス神殿、国立植物園、憲法広場、無名戦士の墓、
国会などを巡ります。１８９６年の第一回オリンピック競技の会場であるパナセナイク・スタジアムの
壮大な景観に目を見張ることでしょう。このスタジアムは全体が真っ白な大理石で建造された世界で唯
一の競技場です。
その後はアクロポリスを最高な場所から眺める為に上へ上へと昇ってゆきます。リカヴィトス山ケーブ
ルカーは、大賑わいを見せる大都市の頭上２７７メートルの高さまで皆様をお連れします。アテネの代
表的な名所の数々を空中から眺めた後は、アテネで最もロマンチックな場所でお飲物をお楽しみくださ
い。
ご案内：このツアーはミニバス、ケーブルカーと徒歩の観光となります。１グループの最大人数はガイ
ド１人につき２０名までとなっています。ところどころ階段や平らではない道を歩きます。ケ
ーブルカーは途中トンネルを通過しますので、閉所恐怖症の方にはお勧めできません。聖ジョ
ージ礼拝堂の頂上に登るには約４０段の階段を登る必要があります。通路が狭くミニバスが通
れないため、ケーブルカーの入り口まで少々歩きます。

アクロポリス神殿とプラカ観光
THE ACROPOLIS & THE PLAKA
ツアー番号：ATH006
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄３０～（３～１７）
所 要 時 間：約６時間３０分
アテネ市内で他を圧倒する威容を誇るアクロポリスはその比類の無い美しさ、卓越した建築技法、歴史
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的重要性でギリシャを代表する遺跡といっても過言ではありません。ガイド同行のツアーではイヤホン
ガイドを使用し、アクロポリス遺跡の前面西側に造られた４５メートルの長さの前殿プロピュライアを
渡る所からはじまります。神殿入り口に隣接するのがアテネのニケ（翼なき勝利の女神）神殿です。前
殿の先の丘の最高地点に聳えているのがアテネの至宝パルテノン神殿です。
更なるアテネの魅惑探訪は自由行動タイムとなるプラカ地区訪問へと続きます。石畳みの狭い舗道の両
側には、ネオ・クラシック・スタイルの建物が並び魅力的な店が連なっています。この地区では第１回
近代オリンピック大会開催時に建設された有名な旧オリンピック・スタジアムを見る事が出来ます（交
通事情が許せば）。このスタジアムは２００４年のギリシャ・オリンピックでマラソンの競技の最終ゴー
ル地点となりました。
その後は車でアテネの文化遺産の数々、アドリアヌス門、バイロン卿の銅像、オリンピアのゼウス神殿、
国立庭園、アカデミア及び大学図書館などを見ながら帰途につきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１７歳以下のお子様はアクロポリス神殿の入場
料が無料となります。３歳から１７歳のお子様に同行される両親や保護者は、子供用チケット
を御入手ください。又アクロポリス入場時には年齢を証明する為必ずパスポートをご持参くだ
さい。また１７歳以下のお子様は必ず保護者同行でツアーにご参加ください。アクロポリスは
大変滑りやすいので底の平らな歩きやすい靴をお勧めします。アクロポリス観光にはイヤホン
ガイドが使用され、約８０段の急勾配の大理石の階段を上り、凸凹の通路を歩く行程が含まれ
ます。プラカ地区の散策は徒歩で行われます。昼食は含まれていませんのでユーロをご持参く
ださい。現在アクロポリスは広範囲に渡っての改修が行われており、一部の区画は足場で囲わ
れています。

アクロポリス、博物館とプラカ観光
ACROPOLIS, MUSEUM & PLAKA
ツアー番号：ATH033
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄４０～（３～１２）
所 要 時 間：約７時間
広大なアテネの風景の中でも、他を圧倒する様に聳えているアクロポリスの威容は、その美しさ、驚異
的建築技術、歴史的重要性に関して比類のないものです。
古代の遺跡を見学した後は、数百年に渡って発掘されてきた値段のつけられない程価値のある遺物が展
示されているアクロポリス博物館を訪問します。２００９年にオープンしたこの博物館はアクロポリス
の歴史を余すところなく伝えています。中でもオリジナルの女人像柱、パルテノン神殿から発掘された
壁の切妻装飾と欠損部分のレプリカは見逃せないものです。博物館からも目の覚める様なアクロポリス
の外観を眺めることもできます。
プラカに戻った後は、ギリシャ独特のスナック「メゼ」など伝統的な軽食を、ギリシャ名物酒「ウゾ」
と共にお楽しみください。その後はご自分のペースでプラカ観光を楽しめる自由時間を設けてあります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。１グループの最大人数はガイド１人につき２５
名までとなっています。アクロポリス神殿までは８０段の急勾配の大理石階段を上り、起伏の
ある通路を歩くことになりますので、歩き易い、滑り止め付の靴をお勧めします。プラカ観光
は全行程徒歩となります。このツアーでは約３時間徒歩での移動が含まれます。アクロポリス
博物館では写真撮影とビデオ撮影は禁止されています。この博物館は非常に人気が高いもので、
予約をした団体観光客にのみ見学が許されています。博物館入場までにはいくらかの遅れが見
込まれます。安全確認の為全ての見学客は入場時にＸ線検査を受ける必要があり、持ち物の透
視検査もあります。美術館は月曜閉館です。

市街地探訪－都市の物語
URBAN ADVENTURES－TALES OF THE CITY
ツアー番号：ATH039
ツアー料金：大人＄８０～
所 要 時 間：約３時間３０分
アテネに行くことを夢見ている人は、パルテノン神殿、カリアティディス柱廊、そしてギリシャの輝か
しい過去が生み出したその他すべての驚異について読んだことがあるでしょう。
しかし、アテネは過去が全てではありません！ギリシャ神話と同じくらいエキサイティングな現代の物
語や秘密を抱えたまさに今を生きている街なのです！
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このアテネ市街地ツアーでは従来のガイドブックの域を越えて、あまり知られていない地元の人々が好
む地域を訪問し、ネットでは見つからないような秘密を発見します。
ツアーは地元の人々しか知らない街の中心にある隠れ庭園で、伝統的なギリシャコーヒーを飲むことか
ら始まります。
その後ユニークな記念碑のある場所へ向かうと、伝説的な建造物にまつわる神話や物語を聞きます。王
様や女王、ヒーローや無法者についてだけでなく、身近に潜むアテネのことも学びましょう。街の魂は
その住民に宿っていると言え、かれらの伝統と迷信を見たり聞いたりする機会があります。散策を再開
後、裏道に入るとかつてボヘミアンが働いていた仕事場に到着し、そこでアテネの中流階級の生活を知
ることができます。また、アテネの街の通りではとても賑やかなアートシーンを感じることができます。
実際、アテネの通りのアートシーンは世界最大のものであり、落書きを意味する「graffiti」という言
葉はギリシャ語の「grafi」という言葉からきています。
このツアーでは、過去と現在を結びつける（または分ける）通りに沿って歩いていると、新しいものと
古いものが入り混ざっているのが見えるはずです。古代の墓や工場の煙突、アートセンター、隠れ庭園
を想像してみてください。その時々でアテネの生活の趣が感じられ、このツアーが終わる頃にはヨーロ
ッパ最古の都市アテネの本当の“風味”を体験したことになるでしょう。
ご案内：集合場所の地下鉄パネピスティミオ駅へは各自集合となりますので、ご予約前に必ず「重要な
ご案内」をお読みください。

サランダ
SARANDE
アルバニアを味わう
A TASTE OF ALBANIA
ツアー番号：SGZ009
ツアー料金：大人＄７０～
所要時間 ：約４時間

子供＄３８～（３～１２）

ブトリントの古代遺跡は、２９㎢の国立公園内の素晴らしい自然の中に隠されています。第二次世界大
戦後、アルバニアの考古学研究所が発掘調査を行い、１９９２年にはユネスコの世界遺産に登録されま
した。ガイドと共に、様々な文明の記念碑などを鑑賞しつつ下町を探索します。
その後、リック・スタインがベニスからイスタンブールへ旅した際に使用した、ホテル・リビアを訪ね
ます。美しい周辺の河口には、ブトリント特有の美味しいムール貝のための完璧な飼育環境が整ってい
ます。ホテルのシェフは、シーズン中であれば、有名なムール貝を含む美味しいレシピを調理したり準
備する方法をデモンストレーションしたりしてくれます。ワインと共に地元の味をご堪能ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約４０分、砂利や段差のある場所
を歩きます。歩きやすく快適な靴の着用と帽子、水の持参をお勧めします。余分な歩行を避け
るためこのツアーではブトリントの下町のみを散策します。アクロポリスと博物館へは訪れな
い事をご了承ください。ブトリントは国立公園ですので、虫よけスプレーの使用をお勧めしま
す。特定の時期にはムール貝は提供されない事をご了承ください。代わりにシーフード料理が
用意されます。

ジロカストラ探訪
DISCOVER GJIROKASTRA
ツアー番号：SGZ008
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄３２～(３～１２)
所 要 時 間：約６時間３０分
約１時間１５分バスに深く座り、きれいな景色を眺めながらリラックスしていると、ユネスコ世界遺産
のジロカストラに到着します。
Drinos 渓谷の横にある Gjerë 山脈に面していたこの旧オスマン帝国の商人街では、オスマン帝国建築の
良き例だけでなく、広大な景観が楽しめます。
この街は渓谷に沿った主要の道を一望できる壮大な城から見下ろされています。またこの城はバルカン
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半島で２番目に大きいと言われています。ジロカストラ城を訪れると、渓谷の素晴らしい景観を堪能で
きることでしょう。
その後、ガイドと共に歩き、旧市街に入ります。古いオスマン様式の塔の家を見ながら、時間を遡った
ような気分になるでしょう。ホテル・カユピでコーヒーやお茶、軽食を楽しんだ後、魅力的な商店街を
散策する自由時間を設けています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーは石畳や段差、斜面の道を約１時間
４５分歩きます。城で公衆トイレを使う場合、0.5 セント（ユーロ）がかかります。ヒールの無
い歩きやすい靴をお勧めします。ホテルの２階にある軽食会場へはエレベーターをご利用にな
れます。昼食をまたいでのツアーとなりますので、しっかりと朝食を摂ることをお勧めします。

ジープアドベンチャー
JEEP ADVENTURE
ツアー番号：SGZ015
ツアー料金：大人＄１１５～
所要時間 ：約５時間４５分
アルバニアのリビエラの非公式の「首都」であるサランデ周辺のジープツアーで、顔で太陽の光を感じ、
髪では風を感じてください。隊列を組みつつまず最初に向かうのは、街の上に位置する Lekursi 城へ向
かいます。城のテラスでは脚を伸ばし、コルフ島、クサミル島、キラキラしたイオニア海の景色を楽し
めます。
次は東へ向かい、地域の主要観光スポットであるブルー・アイ・スプリングを訪れます。深い森の中に
包まれたこの深い水の泉は、目の虹彩のような銅青色の淵で囲まれています。日陰でリラックスしたり、
つま先をプールにつけたり、氷のように冷たい水に飛び込んだりしてみて下さい。
その後、ジープの隊列は Drinos 渓谷の壮大な景色を見渡しつつ Muzine Pass や伝統的な村々を通り過ぎ
ます。
ツアー中、ガイドと地域の話を分かち合い、ジープアドベンチャーは Karahaxh 村のワインや軽食と共に
終わりを迎えます。
ご案内：このツアーは４輪駆動ジープと徒歩での観光で、約１時間歩きます。怪我をされている方や病
状の方、妊娠中の女性の方、１２歳未満の方は参加できません。

ブトリント国立公園（丘の上）
BUTRINT NATIONAL PARK
ツアー番号：SGZ001
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄１８～(３～１２)
所 要 時 間：約４時間３０分
景観ドライブでクサミル半島に位置するブトリントのグレコ・ローマン遺跡へ向かいます。向かう途中、
ガイドはアルバニアの歴史と文化について説明します。
先史時代より居住者の居たブトリント地域は、古代ギリシャ文明、ローマ時代、ビザンチウム港の跡地
があり、ノルマン人、ヴェネチア人、オスマントルコ人の影響を受けています。現在の考古学的遺跡は、
都市開発による各時代を代表した遺跡のコレクションです。第二次世界大戦後、アルバニアの考古学研
究所が発掘調査を行い、遺跡はユネスコの世界遺産に登録されました。
このツアーではブトリントの街を訪れ、様々な文明の記念碑を鑑賞します。創立と運営にかかわってい
た係員が、古代劇場で公演を行いこの魅力的な場所に関する興味深い事実を紹介していただきます。ガ
イド付きの散策では、アクロポリスを一望するだけでなく、短時間の博物館訪問も行います。
最後に手工芸品店を訪れ、自由時間を設けています。船に戻る前にコーヒーや紅茶、軽食をお楽しみく
ださい。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光で、石畳や段差、斜面の道を約１時間以上歩きます。歩きや
すく快適な靴の着用と帽子、水の持参をお勧めします。ブトリントは国立公園ですので、虫よ
けスプレーの使用をお勧めします。
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サランダ観光地巡り
SARANADE SIPS AMD SIGHTS
ツアー番号：SGZ013
ツアー料金：大人＄４８～ 子供＄２５～（３～１２）
所要時間 ：約３時間４５分
Lekursi 城への景観ドライブであなたの最高な１日をスタートさせましょう。１６世紀の城跡から見える
サランダ、コルフ島、クサミリ島の壮大な眺めを収めるために、カメラをお忘れなく。
その後、ワイナリーイザックに到着したら、ガイドから地元のワイン、ブランデー、チーズ、フルーツ
の紹介を受け、それらを味わうことができます。
古代イリュリア人の都市、オンヘスモスの遺跡を訪ねてください。紀元前１世紀に初めて港として文書
に記された場所です。後の４世紀に街は壁で強化されました。ツアー中には、住居や水槽、さらには５
世紀初頭のキリスト教大聖堂の遺跡を発見した掘削跡を探索するチャンスがあり、床は美しい多色のモ
ザイクとなっています。
その後、バスでサランダ港へと帰ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩きやすく快適な靴を着用してください。凸凹
のある道を約 1 時間歩きます。

ヒマラ

－

リビエラの中心

HIMARA – THE HEART OF THE RIVIERA
ツアー番号：SGZ014
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄１８～(３～１２)
所 要 時 間：約６時間
サランデ港を後にして、景観ドライブを楽しんでいるとアルバニアの静かで伝統的な村々を見つけるこ
とができます。また、美しい海岸の景色を眺めつつ、かつてアルバニア最大の海軍本拠地があり厳しい
制限を受けていたことなど、その地域の話をガイドから聞くことができます。
ポルト・パレルモ城で写真撮影のため停車します。ここから見る半島の景色が美しいだけでなく、アル
バニアのオスマン帝国の支配人、テペレナのアリ・パシャの歴史も学ぶことができるでしょう。
ヒマラは「リビエラの中心」とよく言われ、暖かく日当たりの良い気候、美しいビーチ、地元の温かい
おもてなしで有名です。ガイドと共に村を歩き、岩場の露頭にある古城に足を運びます。そしてカメラ
で海岸沿いのビーチの美しさをとらえましょう。
地元のカフェで軽食とともに有名なおもてなしを体験した後、自由行動の時間を設けています。バスで
港に戻る前に、ビーチでリラックスしたり、独創的な発想で作られた石造りの家を見たりしてお過ごし
ください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには上り坂が含まれます。ヒマラへ
は約２時間の行程です。
ブトリント国立公園（丘の下）
LOWER BUTRINT NATIONAL PARK
ツアー番号：SGZ002
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄１８～（３～１２）
所要時間 ：約４時間３０分
景観ドライブでクサミル半島に位置するブトリントのグレコ・ローマン遺跡へ向かいます。途中、ガイ
ドはアルバニアの歴史と文化について説明します。
現在の考古学的遺跡は、各時代の都市開発の様子を表す遺跡コレクションといえます。第二次世界大戦
後、アルバニアの考古学研究所が発掘調査を行い、遺跡はユネスコの世界遺産に登録されました。
このツアーではブトリントの街を訪れ、様々な文明の記念碑を鑑賞します。ブトリント国立公園の創立
と運営にかかわっていた係員が、古代劇場で公演を行いこの魅力的な場所に関する興味深い事実を紹介
します。ガイド付きの散策では、ギムナジウムや６世紀の美しい洗礼場、ブトリントの主要なキリスト
教聖堂を訪れます。
最後に手工芸品店を訪れ、近くのカフェでコーヒーや紅茶、冷たい飲み物を楽しんだ後、船へ戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーは石畳や段差、斜面のある道を約４
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０分歩きます。歩きやすい靴や帽子の着用、飲料水のご持参をお勧めします。余分な歩行を避けるため
このツアーではブトリントの下町のみを散策します。アクロポリスと博物館へは訪れない事をご了承く
ださい。ブトリントは国立公園ですので、虫よけスプレーをすることをお勧めします。

古代アルバニアと“ブルーアイ”
ANCIENT ALBANIIA AND THE “BLUE EYE”
ツアー番号：SGZ003
ツアー料金：大人＄３９～ 子供＄１６～(３～１２)
所 要 時 間：約４時間１５分
シリカルタとしてアルバニアで知られるビストリツァ川の「ブルーアイ」への景観ドライブをお楽しみ
ください。泉の深さは謎であり、多くのダイバー達が底に到達しようとしましたが、水圧のため、４５
メートルまでしか潜れませんでした。伝説では、石を泉の中心に投げると、しばらくして同じ石が再び
現れると言われています。泉の内側の水は目の瞳孔のような非常に暗い青色で、外側は明るい青でリン
グのようになっています。このため、青い目（ブルーアイ）のような印象を与えます。
続いて、メソポタミア修道院へと向かいます。数年前に復旧工事が始まり、修道院の内部は未だ再建中
ですが、外観は見ることが出来ます。到着すると、修道院の歴史を教えてくれる考古学者があなたを迎
え入れてくれます。１２世紀に建てられたこのビザンチン要塞修道院をカメラに収めましょう。教会は
17 世紀と 18 世紀に再建され、現在は聖ニコラ教会と呼ばれています。
最後に Gjin Aleksi's Mosque を訪れます。１５世紀、このモスクは壁の穴に計画的に配置されたタルに
より、良質な音響を持つことで有名でした。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーは砂利や傾斜のある道を約１時間歩
きます。メソポタミア修道院では、再建中のため内部の見学は出来ず、外観のみとなります事
をご了承ください。
「ブルーアイ」への道は凸凹道のため、怪我や病気の方にはお勧めできませ
ん。

ブトリントの鳥
BIRDS OF BUTRINT
ツアー番号：SGZ012
ツアー料金：大人＄５０～
所要時間 ：約６時間

子供＄３６～（３～１２）

サランダの街を後にして、アルバニアの多様な動植物の秘密をさぐるために、ユネスコ遺産であるブト
リントの南に向かいます。
ツアーは考古学公園の門で始まります。双眼鏡は忘れずにご持参ください。ガイドは、地平線に伸びる
風景や湿地について説明し、希少な種類の鳥を紹介します。
短時間ボートに乗り、湖を渡って水鳥に紛れながらアリ・パシャ城へ向かいます。このヴェネチア人が
立てた要塞は１６世紀に海とブトリントのアクセスの制限をするために建てられました。この要塞は、
湿地帯の沿岸を一望でき、様々な種の鳥類を観察するのに最適な場所です。
Bufi 湖へ行く途中、歌う鳥を見つけるかもしれません。息を飲むような景観と様々な野鳥を見つつ、
Shendelli 村でのトレッキ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、ボートでの観光となります。このツアーは約４．５キロメートル歩
きます。ボートでの移動は天候に左右されます。ボートが稼働しない場合、湖の反対側まで約
１０分歩く必要があります。水、日焼け止め、頭部を覆う衣装、軽食を持参することをお勧め
します。

サランダと民族文化
VIEWS OF SARANADE & FOLKLORE
ツアー番号：SGZ006
ツアー料金：大人＄３６～ 子供＄２９～(３～１２)
所 要 時 間：約３時間
座ってリラックスしながらサランダの南に向かいます。途中、知識豊富なガイドがこの地域の興味深い
事柄について話をしてくれるでしょう。ブトリント湖とコルフ海峡を見下ろす地点で停車し写真を撮る
時間があります。
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サランダに戻り、Lekursi 要塞に向かいます。この写真を撮るのに最適なスポットからは、サランダやク
ルーズ船、そしてコルフ島の素晴らしい景色をご覧になれます。ここにあるレストランで、お茶やコー
ヒー、地元のペイストリーをお楽しみください。くつろいでいる間、伝統的なアルバニア民族の演奏を
お楽しみ頂けます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。凸凹道や城に向かうためのやや急な傾斜を歩き
ます。トイレをご利用の際には数段の段差をのぼる必要があります。Lekursi の丘の上に通じる
道は非常に狭く、急カーブがいくつかあります。酔いやすい方はご注意ください。

ヘラクリオン
HERAKLION
スピロンガ島＆エロウンダ観光
SPINALONGA & ELOUNDA
ツアー番号：HER013
ツアー料金：大人＄７６～ 子供＄３７～（３～１２）
所 要 時 間：約５時間３０分
賑やかなリゾ―ト、エウロンガに向かう風光明媚なドライブではクレタ島中に点在するドラマチックな
沿岸風景の新たな魅力を発見してください。
ボートで小島を巡りながら、興味深いスピロンガ島、通称「涙の島」に向かいます。威容を誇るベニス
の城砦に囲まれたこの島の内部には、ヨーロッパ最後といわれるライ病患者のコロニーがあった所とし
て有名です。ダンテ門から島の中に入り、町の中心通りに添ってガイド同行での徒歩観光がはじまりま
す。一度打ち捨てられたこの村は、悲しい過去が明らかになるまではありふれたクレタ島の村で、お店
や、家並み、小さな教会を見ることができます。
ミラベロ湾に添ってクルーズを続けた後は古い漁港のあるエロウンダに到着します。エレガントな魅力
にあふれたこの港町は、人気上昇中のリゾートには珍しく昔ながらの雰囲気をしっかりと残している所
です。自由時間には可愛らしいブティックやお土産物屋の並ぶ有名なリゾートの散策をお楽しみくださ
い。優良ビーチに与えられるブルーフラッグ賞を受賞しているビーチでのんびりと過ごしたり、町の広
場でリラックスしたりするなど思い思いの時をお過ごしください。
ご案内：このツアーでは、約１時間起伏のある道路を歩いていただく他、ボートの乗下船時には数段の
階段を上り下りしていただきます。ツアー行程は変更される可能性があります。帽子、日焼け
止めをご持参し、つま先を覆うタイプの靴をお履きください。時期によっては波が荒い場合が
ありますので、船酔いにかかりやすい方は事前に船酔い止めを服用ください。このツアーは天
候次第でキャンセルになる場合もあります。

クノッソスとワイン醸造所見学
KNOSSOS & WINERY
ツアー番号：HER010
ツアー料金：大人＄６９～ 子供＄３２～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間３０分
クノッソス遺跡の発見はヨーロッパ最古の文明とされるミノス文明の存在を明らかにしただけでなく、
古代に驚く程近代的な文明が存在した事を知るだけでも偉大な発見ということが出来ます。
ガイド同行でアーサー・エヴァンズによって保存された壮大な古代遺跡群の間を見学して回ります。オ
リジナルの迷宮の残存部分に目を見張り、古代建築の巨匠ダイダロスによって神話上の怪物ミノタウロ
スを閉じ込める為に建設された膨大な迷路を徘徊する怪物の姿をご想像ください。ダイダロス自身も息
子イカロスと共に建築の秘密をあばかれない為に塔に幽閉され、その後息子と共に人工の翼を作って文
字通リ空を飛んで脱出するも悲劇的な最後を遂げたという神話が残されている事でも有名です。
広大なブドウ畑の中に建てられたファンタゾメタホ・エステートはクレタ島で最も近代的で印象的なワ
イナリーで、観光客用にワイン醸造施設や醸造の工程、ワインセラーを見学するワイン・ツアーを提供
しています。ツアーはビデオ映像や音声を駆使したワイン造りの歴史や工程を語るプレゼンから始まり、
ワイン・テイスティングの方法など、皆様にご案内いたします。ワイナリーで醸造されたワインのいく
つかを試飲していただき、おつまみとしてオリーブオイルに浸した後、乾燥させたフレッシュ・トマト
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とチーズをトッピングしたクレタ独特のラスク＝ダコスをお楽しみください
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。クノッソスは徒歩での観光となり、凹凸のある
通路や険しい地面を歩くことになります。また各見学場所には多くの階段があります。遺跡で
はフラッシュ撮影が禁じられています。

ラシッティ高原とケラ修道院
PLATEAU OF LASSITHI & KERA MONASTERY
ツアー番号：HER011
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄２９～（３～１２）
所 要 時 間：約５時間
ベネチアン要塞が聳え立つヘラクリオンの港から海抜８２２ メートルにあるラシッティ高原まで登り
ます。山々に囲まれたこの場所は古くから続く修道院や、伝統的な小さな村、一万を越える風車が点在
します。
聖母マリアに捧げられた歴史あるケラ修道院を訪れます。修道院にはビザンチン時代のイコンや 14 世紀
のフレスコ画や彫刻の施された祭壇スクリーンがあります。この修道院からはディクテ山系、ペディア
ーダ渓谷や海などが見渡せます。
ラシッティエコパークはクレタ島の伝統や文化を守ることを目的としており、ここでは地元のアーティ
ストが伝統工芸品を作るところをご覧頂けます。女性は古い機織り機で毛布やラグを織り、蝋燭職人は
村の教会のために蝋燭をつくります。ブドウ絞り、酪農、農業のワークショップを訪れる前にクジャク、
ダチョウ、シカ、クレタ原種のクリクリという種類のヤギなどがいる小さな動物園をご覧頂きます。自
由時間には小さなお土産店でのお買い物、カフェでのお飲み物などをお楽しみ頂けます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。高原まではいくつかのヘアピンカーブが続く道
をバスで走ります。修道院では入り口で１５段の階段を上り下りして頂きます。修道院でのフ
ラッシュ撮影は禁じられており、入場時には適切な服装を心がけてください。短パンは禁止さ
れています。女性は肩を覆わなくてはいけません。野生動物は必ず見られるとは限りませんの
でご了承ください。

クノッソスとミノア文明の奇跡
KNOSSOS – THE MINOAN MIRACLE
ツアー番号：HER001
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３７～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間
最初のクノッソス宮殿は紀元前１９００年に建設されましたが、その２００年後の地震によって崩壊し
てしまいました。その後大規模な再建が行われたのですが紀元前１６００年のサントリー二山の噴火に
より再び損害を受け、紀元前１４００年の大火によって完全に破壊され、からくも生き残った部分が現
在遺跡として観光客に公開されています。
ガイド同行で考古学者アーサー・エヴァンズによって修復された目を見張る様な古代の遺跡を見て回り
ます。エヴァンスの遺跡保存方法はあまりに近代的手法をとっている為一部には、非難するむきもあり
ますが、クレタ島の政治の中心としての役割を果たしていた宮殿の全貌を誰にでも分かる様に視覚的に
見せている事でミノア文明理解の助けになっている事も事実です。
その後イラクリオンの町にて約１時間の自由時間を設けてありますので、散策をお楽しみください。色
とりどりの果物や野菜が並ぶ青物市場の近くにあるモロシーニの噴水を訪ねてみたり、クレタ島でお土
産ショッピングをしたりなど、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の観光となります。考古学遺跡見学は徒歩でのみ可能で、凹凸のある
通路や険しい地面を歩くことになります。また各見学場所でそれぞれ１５段ほどの階段の上り
下りがあります。遺跡ではフラッシュ撮影が禁じられています。自由時間にはイラクリオンを
気の向くままに自由に歩いてお楽しみいただくことが出来ます。
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アイオス・ニコラオス気まま観光
AGHIOS NIKOLAOS ON YOUR OWN
ツアー番号：HER014
ツアー料金：大人＄４０～ 子供＄２０～（３～１２）
所 要 時 間：約５時間３０分
間違いなくクレタ島で最も美しい絵の様な港のあるアイオス・二コラオスの沿岸にそって走る、景観を
楽しみながらのドライブからツアーがはじまります。アイオス・二コラオスに到着後は約３時間～３時
間半の自由時間があります。町の中心は有名なヴリスメ二湖の周囲に広がっていて、色彩豊かなブティ
ックやレストランやカフェが並ぶ遊歩道のある港があります。この美しい港町は豊かな文化にあふれて
いる他、考古学や民俗学の博物館も有名です。
ゆっくりしたペースで観光を楽しみたい方は、優良ビーチに与えられるブルーフラッグ賞を受けている
Kitroplatia beach でくつろぎのひと時をお楽しみください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となります。ツアーにはガイドは同行せず、昼食やお飲物は
含まれていません。お買い物の為に地元の通貨（ユーロ）をご持参ください。移動時間は片道
約１時間となります。お帰りの時間と集合場所をお間違えのない様にお願いします。バスは時
間に遅れた方をお待ちすることは出来ません。遊泳を予定している方は水着、タオル、日焼け
止めをご持参ください。このツアーをご予約の際はパンフレットの活動基準シンボルマークが
記載されたページで“アクティビティ・エクスカーション”の条項をお読みください。

クレタ島名所巡り （昼食付）
THE BEST OF CRETE
ツアー番号：HER003
ツアー料金：大人＄１０６～
所 要時間：約７時間３０分

子供＄５７～（３～１２）

ミノア文明時代クレタ島の首都にはかつて島で最大で最も洗練された宮殿がありました。そこには１，
０００以上の部屋があり、斬新な排水施設も備わっていて、水洗トイレや舗装道路などがあり、誰もが
快適な生活を送っていたとされています。伝説によるとクノッソスは神話で語られているミノタウロス
を幽閉する為地下の迷宮の中が築かれていたと言われていました。ミノタウロスは人身牛頭の姿をした
ミノス王の妻から生まれた怪物で、後にテセウスによって征伐されました。ガイド同行でミノア文明時
代の古代クレタ島の首都を見て回ります。
その後古代から悠久の時を経ても尚変わらない姿を留めるクレタ島の田園地方を１時間にわたってドラ
イブした後、島で最も有名なリゾート地アギオス・ニコラオスに到着します。現在ではそれぞれ運河で
つながっている素晴らしい景観を持つミラベロ湾の港とボウリスメニ湖に沿って築かれた高級リゾート
地には数え切れない程の多種多様のお店やカフェが建ち並んでいて、クレタ島お土産の購入には最適の
場所となっています。1 時間程自由に散策する時間を設けます。地元のレストランでの本格的なギリシ
ャ料理の昼食もワイン、コーヒーと共にお楽しみいただけます。
その後は高台の展望所で停車し、ヴェネチア時代の要塞が聳える以前はハンセン病患者のコロニーがあ
ったスピナロンガ小島の目の覚める様な景観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観光の組み合わせになっています。クノッソスは徒歩での観光となり、
凹凸のある通路や険しい地面を歩くことになります。また各見学場所でそれぞれ１５段ほど
の階段の上り下りがあります。遺跡ではフラッシュ撮影が禁じられています。閑散期にはア
ギオス・ニコラオスの商店のいくつかは休店します。
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ロードス島
RHODES
トロリー列車でのロードス中世都市観光
RHODES TOWN TROLLEY TRAIN & WALK
ツアー番号：RHO009
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄３１～（３～１２）
所 要 時 間：約２時間半
トロリー列車に乗ってロードスのアクロポリスに登り、ロードス島の新市街と旧市街を高台から見学し
ます。旧市街を取り囲む威容を誇る城壁やかつてアポロン神のコロッサス巨像が建っていたといわれる
マンドラキ港の景観をお楽しみください。
ロードス旧市街に着いた後、石畳の小道をたどりながら徒歩で観光します。ロードス島の歴史を肌で感
じながら騎士団の道を歩き、１４世紀に建てられ町で最も歴史のある騎士団長の宮殿に向かいます。
騎士団長の宮殿はコス島から運び込まれたモザイクの装飾と、上階に続く大理石の階段が見所です。２
階からは素晴らしい市街のパノラマ展望を楽しむことが出来ます。
その後旧市街ではさらに散策を続けたり、お土産品をお買い求めいただけたりする時間を設けています。
船にはご自由にお戻りいただけます。
ご案内：このツアーはトロリー列車と徒歩での観光となります。ロードス島旧市街の観光は徒歩で約１
時間、石畳の道路を巡りながら行われるものです。底の平らな歩き易い靴をお勧めします。こ
のツアーで訪問するアクロポリスはロードス・タウンのもので、リンドスのものではありませ
ん。観光名所の訪問順序は変わる場合があります。トロリー列車内でも観光のアナウンスがあ
りますが車外の交通の騒音で良く聞こえない場合があります。同行ガイドが最初の停車場所で
観光全体の説明を致しますが、移動中には案内いたしませんのでご了承ください。騎士団長の
宮殿内では５０段の階段を登ることになります。

ロードス島市街地とフィレリモスの丘観光
RHODES TOWN & FILERIMOS
ツアー番号：RHO014
ツアー料金：大人＄４６～ 子供＄２４～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間３０分
港を出発した後モンテスミスへドライブし、ロードスの町の旧アクロポリスを少しの間訪問します。紀
元前５世紀につくられた古代都市のいくつかの要素はまだ残っています - 劇場、スタジアム、３本の柱
が残っているアポロン神殿など。この魅力的な場所からは壁に囲まれたロードス島の街の忘れがたい景
色を眺めることが出来ます。
フィレリモスの丘へ向かう途中ではヒノキ、マツ、グリーンオークでいっぱいのすばらしい景色をお楽
しみください。聖ヨハネ騎士団によって建てられた聖母教会、復元された修道院、１５世紀のフレスコ
画がある聖ジョージ礼拝堂を訪れます。
ロードス島に戻ると、旧市街のガイド付き散策ツアーを行い、中央裁判所の近くに建てられた１４世紀
の騎士団長の宮殿を訪れます。近隣の島々由来のヘレニズム・ローマ時代のモザイク画、そして価値の
ある１６世紀と１７世紀の家具コレクションがある１階の大広間を垣間見ることができます。
その後、中世の石畳の通りである騎士団通りをゆっくり散策してみましょう。ここには宿屋と騎士が住
んでいたゴシック様式の建物が並んでおり、騎士の国籍によって住所が分けられています。最後にはシ
ョッピングのための自由時間の後、船へ戻ります。
ご案内：このツアーは、バスと徒歩での観光となり、約２時間３０分の散策が含まれます。底の平らな
歩きやすいウォーキングシューズをご用意ください。乗客はツアー終了後も町に滞在し、ご自
身で船へ戻ることもできます。
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リンドスとロードス・タウン観光
LINDOS & RHODES TOWN
ツアー番号：RHO002
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３４～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間３０分
徒歩でリンドスの村を歩き、アクロポリスの頂上に登って古代文明の驚異的な遺跡を観光します。紀元
前４世紀にさかのぼるアテーナ・リンディアのドーリス式神殿、両翼が広がった柱廊、ビザンチン様式
の教会、領主の館の遺跡などを含む聖ヨハネ騎士団の要塞跡などの驚異的な遺跡群を見る事ができます。
頂上からの眺めは素晴らしく、足元には昔キリストの使徒が嵐を避けて避難したといわれるセント・ポ
ール湾を見下ろすことが出来ます。
リンドスからの帰りにはアイトーナの谷に抱かれたロードス島最大の村アルハンゲロスに向かいます。
この村は伝統的な陶磁器づくりで有名です。ここでは民芸品工場を訪ね、地元の芸術家たちが数世紀に
渡る陶磁器製作の技術を駆使し、芸術的な陶磁器を次から次へと生み出している様子を見る事ができま
す。勿論ユニークなセール品を購入するチャンスもあります。
その後ロードス・タウンの旧市街に戻り、中世の城砦都市の壁に沿って縦横に張り巡らせた迷路の様な
石畳の道路を歩きます。自由時間には趣のあるお土産品店を見て歩き、ギリシャ訪問の想い出になる品々
を探してみましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。リンドスのアクロポリスの頂上までは３６５段
の階段と狭い石畳みの通路を通って登ることになります。ロードス・タウンの旧市街は徒歩で
のみの観光となります。滑り止めのついた歩き易い靴をお勧めします。

ロードス島 パノラマ観光
PANORAMIC RHODES
ツアー番号：RHO006
ツアー料金：大人＄４５～ 子供＄２４～（３～１２）
所 要 時 間：約３時間３０分
車窓の光景を楽しみながらの、ロードスの旧市街を取り囲む中世の城壁をめざし、夥しい数のヨットや
レジャー・ボートが停泊しているマンドラキ港の岸壁に沿ってドライブをします。マンドラキ港は古代
世界の七不思議のひとつであるアポロン神コロッサスの巨像が立っていたといわれているロードスの名
所です。 展望台からは古代ギリシャ文明の中心地のひとつであったリンドスを見渡すことが出来ます。
更に過去にはキリストの使徒たちが嵐を避けて避難したといわれるセント・ポール湾の絶景もお楽しみ
いただけます。眼下には〝角砂糖“の様な四角い家屋や、華やかな村の中に網の目の様に張り巡らされ
た道路が広がっています。
リンドスからの帰路では地元の陶磁器工場を訪れます。ロードス島は伝統的な陶磁器づくりで有名です。
地元の芸術家たちは数世紀に渡る陶磁器製作の技術を駆使し、芸術的な陶磁器を次から次へと生み出し
ています。ユニークなセール品を購入するチャンスもあります。
ロードス・タウンの古代アクロポリスで写真撮影タイムをとります。今ではスミス山と呼ばれ、眼下に
横たわる目の覚める様に美しいロードス・タウンを見る事ができます。
ツアーの最後には、ロードス・タウン旧市街のいくつかある門のひとつで降りていただくことも可能で
す。但し、個人で旧市街を散策なさりたい方は、各自で船まで戻っていただくことになります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このパノラマ観光にはリンドスの村やリンドス
のアクロポリスの観光そのものは含まれず、いずれも遠くから見るだけになります。
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ミコノス島
MYKONOS
ミコノス島名所巡り
MYKONOS HIGHLIGHTS
ツアー番号：MYK001
ツアー料金：大人＄６３～
所 要 時 間：約３時間

子供＄２５～（３～１２）

アノメラにあるパナギア・テウルリアニ修道院は、元々近くのパロス島に住んでいた僧侶によって１５
４２年に聖母マリアに捧げる為に建立されたものです。建築学の面から見ると真っ白に塗られた真四角
で直線的な外観と鮮やかに色付けされたドームはギリシャの島々の建築様式特有のもので、訪れる人に
強烈な印象を残します。
ミコノス島はまた紺碧のエーゲ海に囲まれた黄金色に耀く白砂のビーチで世界的に有名になりました。
その代表的なものがカラファティ・ビーチで、ここでは景観を楽しむためにしばし休憩をします。更に
アギオス・イオアニス・ビーチで撮影タイム、遠くに見えるデロス島の眺望もお楽しみいただきます。
ミコノス・タウンは観光客で賑わう活動的な町です。ガイド同行で有名な観光名所、ミコノス島の風車
やリトル・ヴェニスを見物します。周囲には数え切れないほどのカフェやレストランが建ち並び、高級
ブティックやお土産品の店など散策やショッピングに素晴らしい時を過すことが出来ます。
ご案内：修道院見学では起伏の多い道路を約１８０メートルに渡って歩いていただく事になります。修
道院の内部に入る場合は神聖な場所に敬意を払った服装を心がけてください。短パン姿は禁止
されています。女性は肩や膝の露出をさけショールなどで覆う様にしていただきます。修道院
やチャペルではカメラやビデオ機器の使用は禁止されています。ミコノス・タウンの観光は徒
歩で、狭い石畳みの路地を歩くことになります。ツアーの解散場所はミコノス・タウンですが、
希望によってはシャトルバスで船までお戻りいただくか、ご自由に町の散策をお楽しみいただ
き、各自で船までお戻りいただくことになります。

ミコノス島散策と海洋博物館訪問
A WALK AROUND MYKONOS & MARITIME MUSEUM
ツアー番号：MYK010
ツアー料金：大人＄５８～ 子供＄３２～（３～１２）
所 要 時 間：約２時間３０分
ミコノスの町は、半円型の湾の周りにひな壇のような形で立ち並んでいます。小さく狭い道は、白い壁
が作り出す迷宮であり、かつて海賊からの攻撃に対抗するためにこのような複雑なレイアウトになった
ということがすぐにわかるでしょう。
バスで移動した後ガイド付き散策ツアーが始まります。迷路のような道を歩くと、エーゲ海洋博物館に
到着します。伝統的な住居の形をしたこの小さくも興味をそそる博物館では、ミコノス島の豊かな海洋
史を知ることができるでしょう。
町を通り抜けた後写真撮影のために止まります。 パラポルティアニ教会、そしてヨーロッパ有数の撮影
スポットであるリトル・ヴェニスの風景をお楽しみください。道中にはソフトドリンクを飲んで休憩す
る時間を設けています。
最後にミコノス島の町の沿岸通りに着いて解散となります。その後はシャトルバスで町の端から船に戻
るか、町に残り自由行動を楽しんだ後ご自身で船に戻るかを選ぶことができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。底の平らな歩きやすいウォーキングシューズ、
帽子、日焼け止めをご持参ください。
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アノメラ修道院、ワインの試飲とミコノス・タウン観光
ANO MERA MONASTERY, WINE TASTING AND MYKONOS TOWN
ツアー番号：MYK007
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３７～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間１５分
島内最大の村であり、魅力的な広場と昔ながらの修道院で知られている風光明媚なアノメラ村へ向かい
ます。修道院にある印象的な鐘楼と大理石の噴水は完璧な撮影スポットです。
次に Assimomitis と呼ばれる小さなワイナリーを訪れます。ここは葡萄に音楽を聞かせて成長を促進さ
せる珍しい方法で栽培をとることで有名です。最も有名なワインはデザートワインで、裸足でブドウを
踏みつぶすという伝統的な方法で作られています。ここでは地元の軽食とともにワインの生産過程につ
いて学び、人気のある３種類のワインを試飲することができます。
ミコノス・タウンの美しい通りをガイドとともに歩き、ポピュラーなギリシャのデザートを地元のペイ
ストリーで試食した後、船へ戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。凸凹で未舗装の道を約２時間半歩きます。底の
平らな歩きやすいウォーキングシューズをご着用ください。修道院に入るときはきちんと服を
整えてください。入場は制限される場合があります。

ギリシャ料理体験（昼食付）
GREEK COOKING EXPERIENCE
ツアー番号：MYK_006
ツアー料金：大人＄１１１～
所 要 時 間：約３時間３０分

子供＄７５～（３～１２）

港からバスで短時間移動すると、典型的なミコノス島の住居“スピティ”に到着します。伝統的なルク
ミ（トルコのお菓子ロクムをギリシャ独自にアレンジしたもの）とお酒とともに暖かく迎えられるでし
ょう。
次に家庭菜園を見学し、自分の野菜を年中栽培する方法をレクチャーしてもらいます。菜園の一角では
地元の特産品を口にすることができます。 －ラスク付きのコパニスティ（地元のチーズ）、louza（地元
の燻製ハム）そしてトマトとオリーブ、これらを地元産のワインやラク（食前酒）とともにいただきま
す。
料理教室ではトマトと胡椒が詰まったギリシャ式ホウレンソウパイ、そして有名なギリシャ料理ザジキ
を作る方法を学び、おいしいランチを食べて自身の成果を堪能します。
思い出深い１日を記念してぜひスピティで写真を撮ってから船へ戻りましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。凸凹で未舗装の道を約３０分歩いていただくこ
とになります。

アポロン誕生の地、デロス島観光
DELOS BIRTHPLACE OF APOLLO
ツアー番号：MYK002
ツアー料金：大人＄７７～ 子供＄３０～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間３０分
港からの短時間のドライブでミコノス・タウンに向かい、フェリーに乗船し海上からの景観を楽しみな
がら約４０分でデロス島に到着します。
神話によれば、〝発見された“という意味を持つこの小さなデロス島は、その昔波の間に漂っていた浮
島だったのが見つかり、出産場所を求めてさまよっていたゼウスの愛人レトが太陽の神アポロンと月の
女神アルテミスを産む為にこの島に匿われたと言われています。
現在 UNESCO の世界遺産として保護されているこの島は、数世紀に渡って各時代の施政者によって商業の
発展や歴史保存の為、寺院を建立したり、聖地を造成したり、数え切れない程の彫像を造りあげたりと
様々な形の努力がなされてきました。現在でもその足跡は随所に見られ、古代の闘技場や円形劇場の階
段席、古代の富豪の邸宅にあった巨大な柱の倒壊跡や家を飾ったモザイクの一部分などを見ることが出
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来ます。広大なアゴラ（広場）の中には他にも興味ぶかい遺跡、様々な都市から運ばれてきた宝物や、
アポロン神殿跡、各異教神の神殿跡、聖なるキントス山などが見られます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアーの催行時間は船の乗船時刻や発着場所に
よって変わり、４時間～４時間半の間となります。約２時間、起伏の覆い道路を歩く行程が含
まれます。歩き易い靴と日焼け防止用の帽子と日焼け止めを必ずご持参ください。天候によっ
ては中止の可能性もあることをご了承ください。バスを降りてからフェリー乗船場所に移動す
る際には約１０分間歩いていただくことになります。ツアーの解散場所はミコノス・タウンで
すが、希望によってはシャトルバスで船までお戻りいただくか、ご自由に町の散策をお楽しみ
いただき、各自で船までお戻りいただくことになります。

コリント運河の航行
CORINTH CANAL TRANSIT
ツアー番号：ATH027
ツアー料金：大人＄６９～
所 要 時 間：約５時間

子供＄３８～（３～１２）

コリント運河は皆様の期待は裏切りません。全長約６キロメートル、幅約２２メートル、深さ約８メー
トルあり、エンジニア技術の結晶です。幅の狭い橋が運河により分けられたペロポネソス半島とギリシ
ャ本土を結んでおり、忘れることのできない景観となるでしょう。この比類の無いパノラマ光景を写真
に収める撮影時間が設けられています。
コリント運河に到着後、遊覧船に乗り、両側に垂直に切り立つ壁がある運河を航行します。運河交通状
況によりますが運河を２度航行します。その場合は乗船地点に戻ります。運河に入る順番を待つため少
しお待ちいただく場合があります。
ご案内：コリントでは平らでない小道と階段があります。履きなれた底の滑りにくい靴の着用をお勧め
します。コリントまで高速道路を使用し、片道約１時間１５分を予定しています。
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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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