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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。

・ 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。

クイーン・ヴィクトリア
ベニスとエフェソス ８日間
ショアーエクスカーション案内
ベニス
VENICE
ベニス・パノラマ・ツアー
VENETIAN PANORAMA
ツアー番号：VCE003
ツアー料金：大人＄６６～ 子供＄３５～(３～１２)
所 要 時 間：約２時間半
モーターボートでジュデッカ運河を渡りサン・ジョルジョ・マッジョーレ島に向かいます。その後ラグ
ーンを南下してサン・セルボーロ、サン・ラザロに向かいます。
更に細長い島でヴェネチアのラグーンとアドリア海を分断する位置にあるリド島の一部を回りこみ、こ
こでレ・ヴィニョーレ島とサンテラズモ島を分断している狭い運河に入ってゆきます。
そこからガラス工芸で有名なムラーノ島の景観を楽しみます。ヴェネチアに戻る前には、巨大な壁が聳
えている造船所アルセナーレを水上から見物します。かつてこの場所はヨーロッパで最も繁栄した産業
地区だったのです。 その後は１９世紀初頭までベニス随一の大聖堂だった古いサンピエトロ・ディ・
カスティージョ教会を水上から見学します。サンマルコ海盆に近づくにつれてサン・ジョルジョ島、サ
ンマルコ広場、そして遠くに大運河の姿が見えてきます。
ご案内： このツアーは、モーターボートでクルーズしながら眺望を楽しむツアーで、停船して名所を
見物する観光は含まれていません。船のタラップを使用した乗下船に支障がある方にはお勧め
しません。大型の個人所有の大型ボートは大運河航行が禁止されていますので、使用されるモ
ーターボートで大運河を渡る事はできません。またボート内にはお手洗いの設備がありません。
ボートの座席は固い板のみでクッションなどはありません。見学の順序は運行状況により変わ
る場合があります。

コルチュラ
KORCULA

魅惑のコルチュラ観光
CHARMING KORCULA
ツアー番号：KO1001
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄２５～（３～１２）
所 要 時 間：約３時間半
車窓に広がる緑豊かな葡萄畑、銀色に輝くオリーブの林、数世紀の時を過ごした堂々たる松林といった
目に染みる光景を楽しみながらのドライブがはじまります。肥沃な土地、生い茂る森林、地中海の草花
のかぐわしい香りに包まれると、まるで”エデンの園“に迷い込んだ感覚を覚えるでしょう。
静かな入り江に囲まれた大きな湾の中に位置するコルチュラ島の西側に向かい、島最大の町ブラトやヴ
ェラ・ルカを訪問します。ダルマチア地方のオアシスであり地中海文化を色濃く受け継いだこれらの町
は、汚染がまったくない海と空気に包まれ、オリーブの林、いちじくの並木などと相まって、健全でゆ
ったりした雰囲気が漂い、個人個人で気ままに散策しながらの観光に適している所です。豪華ともいえ
る自然美が溢れているヴェラ・ルカでは海岸線をぶらぶらして、数多くあるカフェで喉をうるおすのも
お勧めです。その後,スモクヴィツアという小さな村を訪ねます。この村はこの地方で最高級の品質を
持つワインを醸造していることで有名です。トレタ・ワイナリーを訪れ、何世紀にも渡って使われてい
たワインづくりの道具を見たり、ワインの試飲を楽しんだりしていただきます。
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ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ワイナリーには３段の階段があり、化粧室へは
更に１９段の階段があります。ヴェラ・ルカでどの程度歩くかは各自のご自由におまかせしま
す。お土産店などのお店は午後が閉店となり、ユーロが使えないお店がほとんどです。現地通
貨のクーナをご持参ください。ドライブではカーブが多い道路を通りますのでめまい症の方に
はお勧めできません。

リヴィエラ・クルーズ
RIVIERA CRUISE
ツアー番号：KO1003
ツアー料金：大人＄６９～
所 要時間：約４時間

子供＄２７～（３～１２）

ペリェシャツ海峡をクルーズし、先史時代の遺跡が残るマエシャン島、純白の石灰石を産出する石切り
場がある島として有名なヴルニク島を巡ります。
半島の南西部に位置する絵の様に美しいオレビッチには短時間上陸して疲れた足をのばしながらひと
時を楽しんでいただきます。
その後は漁業の町で丘と砂場に生えるブドウ畑に囲まれた小さな湾の周辺に形成されたラチシチェと
いう町を訪れます。ここでは各自自由に観光を楽しんだり、気候が良ければ澄み切ったアドリア海に飛
び込んで水泳を楽しむこともできます。地元のホテルのオープン・カフェに立ち寄り、ジュースやクッ
キーをお楽しみいただきながら、歴史に彩られた魅力溢れる町の雰囲気を味わっていただきます。帰路
のクルーズでも沢山ある周辺の島々の美しい光景がお楽しみいただけます。これらの島々のほとんどが
無人島となっています。
ご案内：このツアーは遊覧船と徒歩の観光となります。遊覧船の乗り降りには階段があり、カフェまで
は１段の階段、
桟橋からラチスチェの町までは約 450 メートル歩いていただくことになります。
訪問する時期によっては軽いジャケットが必要な場合もあります。ユーロを使用できないお店
やカフェが多いので現地通貨クーナをご持参ください。ビーチで水泳を予定されている方は水
着とタオルをお忘れなく。遊覧船の座席に限りがありますので、お早目のご予約をお勧めしま
す。

コルチュラ・ウォーキング・ツアー
KORCULA WALKING TOUR
ツアー番号：KO1004
ツアー料金：大人＄４９～
所 要時間：約２時間

子供＄２０～（３～１２）

ダルマチア地方の中で最も美しいと評判の都市コルチュラでは旧市街で石畳みの入り組んだ道路をそ
ぞろ歩くツアーです。このツアーのハイライトは様々な様式を持つ歴史的建造物を見物することです。
１４世紀に建造された城砦の中に入り、１５世紀建立の尖塔を持つ行政官宮殿を見物し、その後１６世
紀の邸宅を改造したコルチュラ博物館に向かいます。博物館には、コルチュラの栄華を忍ばせる夥しい
数の印象的な美術品が陳列されています。さらに地元の石工職人の手によるロマネスク・ゴシック様式
の聖マルコ大聖堂を訪問。次の見学場所イコン博物館に向かいます。イコン博物館には木製、純金製の
ビザンチン時代の珍しいイコンが展示されています。その後は旅行者としても作家としても世界的に有
名なマルコ・ポーロの生家を外側から見学します。
ご案内：このツアーは徒歩での観光のみになっています。道路は舗装された部分と石畳みの箇所があり、
数段の階段があります。雨で濡れた場合などは石畳みの道路は滑りやすくなっていますので、
足元にご注意ください。ヒールの無い歩き易いウォーキングシューズをお勧めします。見学場
所はすべて至近距離にまとまっています。
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クロアチアの葡萄畑観光とワインの試飲（昼食付）
CROATIAN VINES AND WINES
ツアー番号：KO1005
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄４６～（３～１２）
所 要時間：約４時間半
短時間ボートに乗ってオレビッチへ。到着後はバスに乗り換えてトルステニクという絵の様に美しい町
へと向かいます。燦さんと太陽が輝くこの町は長い間船長や船乗りたちの憩いの地でした。何百年もの
樹齢を誇る松と糸杉の林やアーモンドの木の並木、そしてリュウゼツランや野生の草花が咲き乱れる手
つかずの自然に囲まれたオレビッチには清々しい雰囲気が漂っています。
ペリェシャツ半島に点在する美しい葡萄畑や、小さな村々をドライブで通り過ぎてゆきます。クロアチ
アの南部に位置するこの地域は、クロアチアでも最高級品質のワインを産出することで有名です。ここ
では名声を誇るグルギッチ・ワイナリーを訪問し、ワイナリー所有のブドウ畑で採れる葡萄から醸造さ
れたワインの試飲をお楽しみいただきます。バルチュロビッチ・ファミリーの農園では、ヤギや羊のチ
ーズ、塩漬けニシン、新鮮なサラダなどからなる地元独特のランチを味わっていただきます。
“コノバ”
様式で建てられたダイニング・ルームのユニークな雰囲気も食事の美味しさをひきたててくれるでしょ
う。その後ポトミイエをあとにオレビッチへと戻り、フェリーでくつろぎながらコルチュラへの帰路に
つきます。
ご案内：このツアーはボートとバスと徒歩での観光となります。ボートの乗下船時には約２０段の階段
があります。バルチョロビッチ農園の地面には起伏があります。ワイナリーへ向かう道路は急
勾配になっていますので、めまい症の方はご注意ください。

ペリェシャツ・ハイライト観光
HIGHLIGHTS OF PELJESAC
ツアー番号：KO1007
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄４２～（３～１２）
所 要時間：約５時４５分
埠頭からフェリーに乗り約３０分のクルーズでオレビッチに到着します。クルーズ中は自然遺産と宗教
遺産に溢れたペリェシャッツ周辺の豊かさを知るとともに、アドリア海で最も美しいといわれる目の覚
める様な光景をお楽しみいただきます。その美の源となる肥沃な野畑が日光をふんだんに浴びた丘やそ
の斜面で守られて随所に広がっていて、高品質のワインが採れる理想的な土地にもなっています。
その後バスに乗り込んで塩の精製と牡蠣の養殖で有名な町ストンに向かいます。ここでは各自思い思い
に町中をご散策ください。ストン観光後はクーナという村に立ち寄り、地元独特のスナックをお楽しみ
いただく他、赤や白どちらも評判の高いワインの試飲の機会を設けてあります。その後は美術工芸品や
遺物のコレクションで有名なフランシスコ修道院を訪問して歴史の重みを感じたり、ロバ牧場を見学し
て愉快な時を過ごしたりと様々な観光をお楽しみいただけます。
ご案内：このツアーはフェリーとバスと徒歩での観光となります。このツアーではほとんどが舗装のき
いた道路を 20 分程歩いていただく行程が含まれます。山岳ドライブではカーブのある山道が
続きます。ストンのお土産店や商店のほとんどは現地通貨（クーナ）での支払いのみになりま
すのでご注意ください。

群島の真珠を訪ねて
PEARLS OF THE ARCHIPELAGO
ツアー番号：KO1008
ツアー料金：大人＄７９～ 子供＄４２～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間半
モーターボートに乗り、中央ダルマチア群島の美しい島々をゆっくりと巡ります。絵の様なオレビッチ
の町に到着するまで、目の覚める様な美しい光景にひたってください。オレビッチでは各自ご自由に散
策を楽しんでいただきます。その後またボートに戻り、ペリェシャツ海峡の島々を縫ってのクルーズで
は、ローマ時代に遡る純白の石灰石石切り場で有名なヴルニク島が見どころのひとつとなっています。
このクルーズのハイライトはコルチュラ群島でも大きな島のひとつで魅力一杯の島バヂャ島の観光で
す。ここでは１４世紀に建てられたロマネスク・ゴシック様式のフランシスコ修道院を見学します。こ
の修道院は最近になってフランシスコ会に返還され、現在元のままの華麗な姿を取り戻すべく同会の修
道士たちによる修復が行われています。修道院見学の代わりに、天候が許せば水晶の様に澄み切ったア
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ドリア海で水泳を楽しむこともできます。
地元のオープン・レストランでスモーク・ハム、チーズ、オリーブなどの美味しいスナックを味わった
後は再びボートにのってコルチュラまでの帰路につきます。
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩での観光となります。ツアー全体では約３０分の徒歩移動
が含まれます。バチャ島での水泳をご希望の方は水着とタオルをお忘れなく。訪問時の気候に
よっては軽いジャケットが必要になる場合もあります。ボートの席に限りがありますので、お
早目のご予約をお勧めします。

シー・カヤックでのコルチュラ観光
SEA KAYAKING
ツアー番号：KO1012
ツアー料金：大人＄７２～
所 要時間：約４時１５分
ボートに乗り景観を楽しみながらランバルダの沿岸の村イディリックに向かいます。到着後カヤックの
インストラクターと合流し、二人乗りカヤックの乗り方や安全面の注意を受けたあと、海に漕ぎだしま
す。パドルを漕ぎながらネオン・ブルーに輝く海を滑る様に進んでゆくと、目の覚める様な景色が広が
る人里離れた数か所のビーチが見えてきます。ヴルニクの入り江で短時間休憩して息を整えたり、徒歩
で小さな島の教会を訪れたりします。
その後プランジャック小島まで漕いでゆき、そこでフルートとミネラルウォーターのサービスを受けま
す。クリスタルの様に澄み切った海水に浸って身体を冷やしたり、シュノーケリングを楽しんだりと思
い思いの時をお楽しみください。
ランバルダに戻った後は再びボートに乗り込み、インストラクターの語る島の歴史に耳を傾けながら帰
路につきます。
ご案内：このツアーはボート、シーカヤックと徒歩での観光となります。このツアーでは約２時間半カ
ヤックを漕いでいただくことになります。シットオントップ型２人乗りシーカヤックは非常に
安定した乗り物です。ツアーの参加者は水泳に自信があり、頑強な体力を必要とします。お子
様及び妊婦の方はご参加できません。水着、帽子、サングラス、濡れてもいい靴、タオル、日
焼け止めをご持参ください。カヤック乗船中は救命胴衣の着用が義務づけられています。カヤ
ックには私物を収納する為の防水小物入れがついていますが、持ち物は最小限におまとめくだ
さい。シュノーケル用具はお貸しいたします。

コルチュラ気まま観光
LEISURELY KORCULA
ツアー番号：KO1013
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄５０～（３～１２）
所 要 時 間：約３時間１５分
バスの座席にゆったりともたれて車窓から目の覚める様な風景を楽しみながら、中世の城砦都市の数々
の観光名所を訪ねたり周辺の島々の絶景を堪能していだくツアーです。
ツアーのはじまりはププナット湾に向かうドライブで、緑したたる舞踏畑や銀色に輝くオリーブの森に
沿って進んでゆきププナット湾の最高地点で一時停止。高台から眼下に広が美しい湾と水晶の様に透明
な海の撮影時間となります。
その後再びバスに乗りランバルダの村に向かいます。村に到着後は地元のホテルで、デザートを味わい
コーヒー、紅茶で気分を一新していただきます。
ご案内：このツアーはミニバスと最小限の徒歩観光となります。但し、船の停泊場所からミニバス乗車
地点までは約４００メートル歩いていただくことになります。ミニバスには車椅子の方はご利
用いただけませんし乗り降りの支障のある方にはお勧めできません。バスの座席には限りがあ
りますので、お早目のご予約をお勧めします。
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ヘラクリオン
HERAKLION

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＄５４～ 子供＄２３～（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るものです。
ガイド同行で考古学者アーサー・エヴァンズ博士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。
その後へ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、クレタ島でのお
土産ショッピングなど、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。自由時間にはへラクリオンを
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。

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＄１００～ 子供＄５２～（３～１２）
所 要 時 間：約７時間
ミノア文明時代クレタ島の首都にはかっ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イオス・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ヴ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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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＄６１～ 子供＄２７～（３～１２）
所 要 時 間：約３時間半
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が明らかになっただけでな
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・エヴァンズ博士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
している所です。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＄５５～ 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、10,000 基を超える素晴らしい風
力発電用の風車が点在しています。
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の眼の覚める様な光景が見渡せます。
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らないこと
をご了承ください。
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ヘラクリオンのビーチでのひととき
HERAKLION BEACH BREAK
ツアー番号：HER012
ツアー料金：大人＄３０～ 子供＄１５～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間
ボートに飛び乗り短時間で砂浜のビーチで有名なクレタ島のビーチに到着します。
コッキニ・ハニというビーチでは、約３時間、燦さんと輝く太陽の下で日光浴を楽しんだり、南エーゲ
海のクリスタルの様な海で水泳を楽しんだりと思い思いの時を過ごしていただきます。ビーチサイドに
は沢山の小さなお店やレストランが建ち並び、スナックやお飲物をお買い求めいただけます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となります。タオル、日焼け止め、十分な量の飲料水をご持
参ください。ビーチには日焼け用のサンベッドやパラソルもレンタルできますが数に限りがあ
り、非常に人気の高いビーチの為ピークシーズン中は非常に混み合う為、必ずご提供できる保
証はありませんのでご了承ください。ビーチではウォータースポーツを販売している地元のシ
ョップもありますが、これらのお店はキュナード社には一切関係がありません。

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＄６５～ 子供＄３２～（３～１２）
所 要 時 間：約５時間
賑やかなシーサイドリゾ―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
マチックな沿岸光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。一度は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注意深く保存してい
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時を過ごすか、
村の広場に座って、ギリシャ独特の小皿料理メゼやムール貝をおつまみにラキ酒のグラスを味わうなど
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ボートと徒歩での観光となります。徒歩の行程では約１時間起伏のある
道路を歩いていただく他、ボートの乗下船には数段の階段を上り下りしていただきます。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。このツアー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。
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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時間半
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、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４時間の自由時間
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も受けついている他、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
数か所のビーチ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しませんし、昼食やお
飲物は含まれていません。お買い物の為には地元の通貨（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。水泳を予定している方は水着、タオル、
日焼け止めをお忘れなく。このツアー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。

ロードス島
RHODES
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＄５７～
所 要 時 間：約４時間半

子供＄３１～（３～１２）

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。自由時間には趣き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。歩き易い滑り止めのついた歩き易い靴をお勧めします。
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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＄４４～ 子供＄２４～
所 要時間：約３時間半
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。
リンドスから帰路では“ロードス・ゴールド”と呼ばれるユニークな工場型博物館を見学します。ここ
では地元の細工師が素晴らしい宝石を加工している所が見られます。またギリシャの歴史を物語る博物
館展示遺跡のレプリカがすべて純金で再現されています。
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は眼下に
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。宝石工場
には５段の階段があります。

トロリー列車でのロードス中世都市観光
MEDIEVAL RHODES BY TROLLEY TRAIN
ツアー番号：RHO009
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄３１～
所 要 時 間：約２時間半
愉快な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。
ロードス旧市街は徒歩にて観光します。石畳の小道をたどりながら中世時代に建てられた聖ヨハネ騎士
団にまつわる数々の建造物やトルコ征服時代の建物などを見てまわります。ロードス島で最も古く最も
素晴らしい騎士団の道を歩き、ロードス島の歴史を肌で感じながら騎士団長の宮殿に向かいます。
１４世紀初頭に建てられた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。
その後再びトロリー列車に乗りこみ、古代遺跡となっているロードス・タウンで停車。ロードス島の旧
市街と現在でも旧市街を取り囲んでいる城壁を列車の席に座ったままで見学します。
旧市街ではお土産品や宝石、ギリシャ民芸品などをお買い求めいただけるショッピング・タイムも設け
ています。
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。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逆になる場合
があります。このツアーの最終解散場所は、個人で更に観光を続けたり、ショッピングをした
りする参加者の為に旧市街の中となりますのでご注意ください。但し船までは短時間で歩いて
帰ることができます。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。
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リンドスのアクロポリスとツァンビカ観光
LINDOS ACROPOLIS & TSAMBIKA
ツアー番号：RHO011
ツアー料金：大人＄６３～ 子供＄４０～（３～１２）
所 要 時 間：約７時間
リンドスの村を訪問し、アクロポリスの丘にのぼって古代文化の遺跡を見学します。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、ビザンチン様式の教会、聖ヨハネ騎士団の要塞跡な
どを見学します。セント・ポール湾を見晴らす眺望と村の狭い道路に立ち並ぶ白塗りの家並みのパノラ
マ観光も楽しみのひとつです。短時間の自由時間でお土産のショッピングを楽しんだりと、心行くまで
雰囲気を味わってお過ごしくだし。遺跡観光の後はビーチが有名なツァンビカに向かいます。エーゲ海
の透明な水で洗われた美しいビーチでは 3 時間の自由時間がありますので、水泳を楽しんだり、のんび
りとリラックスしたり、海辺のカフェやタベルナで昼食を楽しんだりと思い思いの時をお過ごしくださ
い。ロードスに戻るドライブでは、スミス山で一時停車し、ロードスの新市街、旧市街のパノラマ観光
を高台からお楽しみいただきます。ロードスに到着後は徒歩観光となり、石畳みの道路を歩きながら、
ヨハネ騎士団やオスマン帝国の征服者を忍ばせる中世の建造物を見てあるきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ロードス島旧市街の観光は徒歩で約１時間、ほ
とんどが石畳みの道路を歩いていただくことになります。日焼け止めと帽子をご持参ください。
お買い物にはユーロが必要になりますのでお忘れなく。このツアーには昼食、タオル、日傘（パ
ラソル）
、日光浴用のサンベッドは含まれていません。ビーチにはウォータースポーツを提供
するショップが多数並んでいますが、キュナード社とは一切関係がありません。

ツァンビカ・ビーチでのひととき
TSAMBIKA BEACH BREAK
ツアー番号：RHO012
ツアー料金：大人＄３７～
所 要 時 間：約５時間

子供＄２５～（３～１２）

ロードス島は３０年以上地中海で最も大きく最も人気のあるリゾートとして君臨してきましたが、ロー
ドス島を訪れればその理由がうなずけます。人気の最大の要因は、細かな黄金色のビーチが広がるエー
ゲ海のクリスタルの様な海が目の前に横たわっているからでしょう。
船からはロードス島で一番有名なツァンビカ・ビーチへの往復の送迎が提供されますので、約３時間、
日光浴や水泳を楽しんだり、タベルナでソフトドリンクやジュースを味わいながらリラックスした時を
過ごすなど、思い思いの時間をお楽しみいただきます。このビーチの名前はビーチを見下ろす崖の上に
建てられた聖ツァンビカ教会からとられました。
比較的に俗化からまぬがれているロードス島のビーチでは、ありとあらゆる種類のウォータースポーツ
が楽しめる他、タベルナも数か所あり、ビーチのすぐそばにはミニマーケットも開かれています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での移動となります。日焼け止め、帽子、タオルをお忘れなく。また
お買い物には現地通貨（ユーロ）をご持参ください。参加者にはサンベッド、と２ベッドあた
り１本のパラソルが予約されています。ビーチにはウォータースポーツを提供するショップが
多数並んでいますが、キュナード社とは一切関係がありません。
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蝶々の谷観光
VALLEY OF THE BUTTERFLIES
ツアー番号：RHO013
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄２４～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間半
車窓の風景を楽しみながらのドライブでロードス・タウンを抜けてスミス山に向かいます。この丘の名
前はナポレオン戦争の時代にこの地に駐在していた英国人の提督の名前からつけられたと言われてい
ます。展望台ともなっている丘からは各所に散在しているアテナ神殿の遺跡や、アポロ神殿、ディアゴ
ラスの古代闘技場、マンドラキ港などを見下ろすことができます。
蝶々の谷に到着後は、ガイドの案内に従い見学通路をたどりながら、モミジバフウの甘い香りに群がっ
てくる何千羽という蝶々の美しさを堪能していただきます。また随所に流れる美しい小滝や、岩間の水
溜り、素朴な橋などの撮影チャンスがあります。
ロードス・タウンに戻ってからは、旧市街のウォーキング・ツアーとなり、聖ヨハネ騎士団の足跡をた
どって歩きます。コス島から運び込まれたモザイクで飾られた騎士団長の宮殿には目を奪う宝飾品の
数々が展示されています。また入り組んだ石畳みの舗道を巡ってあるくと中世の建造物や、尖塔、装飾
が施されたファサードなどを見ることができます。ミュージアム広場につきましたら、お土産品を捜し
歩くか、数多くあるオープンカフェで喉をうるおすか、ただのんびりとリラックスするかして各自ご自
由におすごしください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ツアー中は一部傾斜や凸凹のある道路を約 2 時
間半歩く行程が含まれます。ツアー終了後にロードス・タウンに残って観光をお続けになる場
合は、船までは各自で戻っていただくことになります。

クサダシ
KUSADASI
エフェソスハイライト
EPHESUS & HIGHLIGHTS
ツアー番号：KU1001
ツアー料金：大人＄６０～
所 要 時 間：約４時間

子供＄１５～（３～１２）

マグネシア門を通って、古代都市エフェソスの驚異的な遺跡群に足を踏み入れます。今でこそ人の住ま
ないがらんとした遺跡となっていますが、壮大な規模の寺院群や巨大な広場、おびただしい円柱、噴水
などを目にすれば、かつてこの場所がいかに繁栄をきわめた都市であったことかが分かるでしょう。特
に見逃せないのが、オデオン音楽堂、ケルスス図書館、ハドリアヌス神殿、トラヤヌスの泉、そして大
劇場です。
福音伝道者聖ヨハネの遺体が埋められていたとされる２世紀のお墓の上に建てられた聖ヨハネ教会は
かっては１１ものドーム型屋根を備えた大寺院で、イスタンブールのアヤ・ソフィアと同等の規模を誇
っていたと言われます。現在は一部の遺跡が残るだけですが、残存するおびただしい数のフレスコ画、
モザイク、円柱を見れば、この聖なる場所の過去の栄華の凄さが実感できると思います。
景色を楽しみながらのドライブで郊外の青々と茂るオリーブの木々、葡萄畑、タバコ農園、綿花農園を
抜けて、アルテミス神殿があった遺跡に向かいます。ここでは写真撮影の時間を設けられています。
ツアー最後の観光地はクサダシの絨毯専門店です。ここではトルコ伝統の絨毯作りの過程が見学できま
すが、周辺を自由散策したり、直接船に戻っていただくことも可能です。
ご案内：このツアーはバスと徒歩との観光になります。徒歩観光では約 2 時間半、凸凹のある起伏がき
つい道路や滑りやすい道路、石畳みの舗道を約２時間半ほど徒歩で移動する行程が含まれます。
ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。遺跡からは何ひとつ持ち出さない様にご注意くだ
さい。
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トルコの村を訪ねて
TURKISH VILLAGE LIFE
ツアー番号：KU1010
ツアー料金：大人＄５６～ 子供＄１５～（３～１２）
所 要 時 間：約４時間４５分
エフェソスは１３世紀に遡る考古学的価値や規模において他のどの遺跡にも勝っているといっても過
言ではありません。エフェソスに現存する遺跡はローマ帝国時代のもので、当時２５,０００人の観客
を収容できたという円形劇場、保存状態が抜群の華麗なケルスス図書館の見事さが特筆すべきものです。
遺跡観光の後は、山頂に築きあげられた古い正教会信者たちの村で、葡萄畑が連なり桃の木が生い茂る
シリンジェ村を訪ねます。今日この村は１９２０代からのトルコ・ギリシャ混合文化の完全な融合が見
られる場所になっています。ここではユニークな村の暮らしを見て周り、伝統的なお土産品や手工芸品
のショッピングを楽しんでいただきます。村の狭い小路の家々の軒先では、手作りの工芸品や自家製オ
リーブオイルを売っているのを見る事ができます。
一軒の農家を訪ね、この地方独特の外観と、典型的な地方の家の間取りや内装を見学します。さっぱり
としたトルコ風アップル・ティーをいただきながらトルコの田舎の生活を習いましょう。このツアーの
最終目的地はクサダシの中心街で、芸術的なトルコ絨毯の製作過程を学んでいただくオプショナル・ツ
アーが続きます。勿論、絨毯工場見学を希望されない方は直接船に戻っていただいても構いません。
ご案内：このツアーはバスと徒歩との観光になります。徒歩観光には約２時間半、凸凹のある滑りやす
い石畳の舗道を歩くことになります。エフェソス遺跡では何ひとつ持ち出してはいけません。
歩きやすい靴と、日焼け防止用の帽子をお勧めします。ツアーは埠頭ターミナル・ビルの隣の
絨毯専門店で終了します。ここではトルコ伝統の絨毯作りの過程を見学出来ますが、直接船に
戻っていただくことも可能です。

ミレトス、ディディマ、エフェソス観光 (昼食付)
MILETUS, DIDYMA & EPHESUS
ツアー番号：KU1011
ツアー料金：大人＄８２～ 子供＄２２～（３～１２）
所 要 時 間：約８時間
ミレトスは紀元前８００年頃にトルコの諸都市で結成されたイオニア同盟のひとつであった古代都市
で当時は最も発達した都会としての定評がありました。元々の都市は紀元前４９４年にペルシャ人によ
って破壊されましたが、後に都市計画家のヒッポダムスの設計により再建された都市です。
古代都市と共に見どころとなるのが紀元前６世紀に遡るディディマにあるアポロ寺院です。伝説によれ
ばこの地にアレキサンダー大王が到着した途端枯れ果てていた預言者の噴水が突然息を吹き返して溢
れだし、アレキサンダー大王が将来ゼウスの息子になるという預言がなされたということです。それを
聞いた大王が最高の寺院の建設を命じ、それが現在見られる寺院になったという言い伝えが残っていま
す。ご昼食はクサダシ港を見下ろす地元のレストランで一杯のワインまたはビールと共にお楽しみくだ
さい。その後古代都市エフェソスを訪問。ガイド同行でハドリアヌス神殿、大劇場、ケルスス図書館、
トラヤヌスの泉などを徒歩で見学します。このツアーの最終目的地はクサダシの中心街で、芸術的なト
ルコ絨毯の製作過程を学んでいただくオプショナル・ツアーが続きます。勿論、絨毯工場見学を希望さ
れない方は直接船に戻っていただいても構いません。
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３時間起伏の多い、すべり易い
石畳みの舗道を歩くことになります。舗装が全くない古代遺跡の性質上、歩行には十分に注意
をお払いください。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。観光の訪問順序は混雑を避け
る為に上記とは違う場合がありますのでご了承ください。
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見どころ満載トルコ観光
TURKISH DELIGHTS
ツアー番号：KU1013
ツアー料金：大人＄８０～
所 要時間：約６時間半

（昼食付）
子供＄２６～

ツアーの最初の訪問場所は聖母マリアの家で、この家は聖母マリアが使徒ヨハネと共に生涯最後の地と
して過ごした場所と言われています。古代都市エフェソスに到着後ガイド同行で、世界で最も素晴らし
い発掘跡の一つといわれる遺跡を徒歩で観光します。トラヤヌスの泉、印象的なケルスス図書館、大劇
場などが見学場所に含まれています。
その後最近になって発掘されたテラス型集合邸宅跡、別名‘裕福な人の家々’を見て回ります。当時の
エフェソスの富裕層や重要人物がこれらの邸宅に住んでいたもので、外観はシンプルなのですが邸宅内
は華麗なモザイク貼りの床やフレスコ画で飾られていました。このテラス付邸宅の発掘は１９６０年代
に始まり現在もまだ続いています。
邸宅見学の後は神々しい聖ヨハネ教会を見学します。この教会は２世紀頃の墓地の上に築かれたもので
その墓地にはヨハネの遺骸が埋められていたと考えられています。
クサダシに戻る前に五つ星ホテルに立ち寄り伝統的なトルコ料理の昼食をお楽しみください。そして芸
術的なトルコ絨毯の製作過程を学んでいただくオプショナル・ツアーが続きますが、勿論、絨毯工場見
学を希望されない方は直接船に戻っていただいても構いません。
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３時間滑り易い石畳みの道路を
歩くことになります。起伏も多く場所によっては登って越えなければならない所もあります。
テラス型集合邸宅の入口には約２０段の階段があり、内部にも別の階へ移動する際の階段の上
り下りがあります。混雑を避ける為に観光の順序は上記とは違う場合がありますのでご了承く
ださい。昼食にはソフトドリンクとミネラルウォーターがついておりますがアルコール類は別
料金となります。お買い物にはユーロ、ポンド、米ドルがご使用になれます。

古代ミレトス遺跡と考古学博物館見学
ANCIENT MILETUS & ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
ツアー番号：KU1017
ツアー料金：大人＄５５～ 子供＄１６～（３～１２）
所 要時間：約４時間半
古代都市ミレトスは小アジアの南西部で最も偉大なイオニア文明都市のひとつでした。ミレトスは紀元
前４９４年のペルシャ人による侵攻によって陥落しましたが、後に有名な都市計画家のヒッポダムスに
よって碁盤の目の様な構造を持つ都市として再建されました。この革命的な都市計画は近くのプリエネ
にも採用され、後にローマ帝国の新都市全てに採用されたものです。その後マエアンデル川からの沈泥
が堆積し湾が閉じられ、海岸線が伸びる結果になった為次第に都市は衰退していきました。
遺跡観光では円形競技場、ローマ式大浴場、一時は２万５千人の観客を収容したといわれるローマ劇場
などの遺跡を見学します。その後ミレトス遺跡近くに新たにオープンした博物館を訪問し、この地域周
辺から発掘された数々の古代遺物の展示を鑑賞します。
博物館訪問の後はディディマ遺跡で停車しアポロ神殿を見学します。この壮大な神殿は古代世界の最も
有名な神託所のひとつでした。
クサダシの市街に戻った後は、絨毯製造工場を訪問して絨毯制作の実演を見学するか、まっすぐ船にお
戻りになるかをご自由に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の観光となります。徒歩観光では約２時間、起伏の多い、滑り易い
石畳みの道路を歩くことになります。舗装の無い遺跡観光の性質上終始足元にはご注意くださ
い。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。混雑を避ける為観光の訪問順序は前後する場
合があります事をご了承ください。
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エフェソス観光とテラス型集合邸宅観光
EPHESUS & TERRACE HOUSES
ツアー番号：KU1018
ツアー料金：大人＄６１～ 子供＄２０～（３～１２）
所 要 時 間：約３時間半
かつて地中海世界の最大規模の都市であった古代エフェソスを訪れます。
エフェソス到着後、マグネシア門を抜けるとゆるやかな下り坂になり、ローマ帝国地方都市の首都であ
った場所に到着します。知識豊かなガイドが語る過去の歴史に注意深く耳を傾けながら、オデオン劇場
やケルスス図書館、ハドリアヌス神殿、トラヤヌスの泉などを見て回ります。ツアーのハイライトは２
万５千人を収容したという大劇場で、この場所で聖パウロがエフェソス市民に説教をしたと信じられて
います。ハドリアヌス神殿の向かいには新たに発掘されたテラス型集合邸宅跡の遺跡があり、別名‘ 裕
福な人の家々’とも呼ばれた所です。エフェソスの富裕層や重要人物が住んでいた場所で邸宅の中はモ
ザイクやフレスコ画で飾られていました。この邸宅訪問では当時のローマ人がどの様に日常生活を営ん
でいたかを実感する事ができるでしょう。
帰路は美しい景観を楽しみながらのドライブになり、クサダシ市街に戻っての絨毯店見学となります。
ここではトルコ絨毯の製造芸術を学ぶことができますが、参加をご希望で無い場合は自由に市街を散策
したり、まっすぐに船にお戻りになったりと自由に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の観光となります。徒歩観光では約２時間起伏が多く、滑り易い石
畳みの道路を歩くことになります。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。テラス型集合
邸宅の入口には約２０段の階段があります。テラス型住宅はそれぞれ違う地層の上にある為そ
れぞれの地層に到達するまでには数段の階段を上り下りする必要があります。遺跡からはどの
様な小さな物でも持ち出しが禁じられています。

アダランド・アクアパーク観光
ADALAND WATERPARK
ツアー番号：KU1019
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄３５～（３～１２）
所 要時間：約６時間
このアクアパークには様々な形のウォータースライダーやプールがあり、豊富な水遊びの体験が楽しめ
ます。スリル満点のウォーターライドに挑戦したり、ゆるやかに流れる川でリラックスの時を過したり、
ただのんびりと日光浴を楽しんだりと全ては思いのまま。家族全員で年齢を問わずに楽しめる施設が数
多く備わっています。高台から落下するウォータースライドにぐるぐると回ってゆくループ・スライド、
アドレナリン全開必須＝猛スピードで流れ落ちるウォーターシュートの他にも、暗闇の中を通り抜ける
お化け屋敷状態のスライド、家族全員で旋回が楽しめるアマゾーン・ファミリー・スライドなど斬新な
発想のウォータースライドが満載です。
のんびりと時を過ごしたい方は、日光浴用の寝椅子やパラソルがあり、子供用のブールも充実していま
す。各自ご自由に時を過ごしていただくために昼食は含まれていませんが、パーク内のバラエティに富
んだ飲食店やカフェでお食事をすることができます。
1 日では足りない程のアトラクションがありますので、どなたにも最高に楽しい時間をお約束できるツ
アーです。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。パークまでの移動と入園料が含まれますが、ガ
イドは同行いたしません。また同じ敷地内にあるドルフィン・パークとシー・パークの入場券
は含まれていません。水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。お買い物やお食事にはユーロ
がお使いになれます。ウォーターシュートの中には身長や年齢制限があることをご了承くださ
い。
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考古学体験ツアー
AN ARCHAELOGICAL EXPERIENCE
ツアー番号：KU1021
ツアー料金：大人＄１０８～ 子供＄６９～
所 要 時 間：約４時間
ガイド同行のツアーでは知識豊富な地元の考古学者が同行し、考古学の魅力に目を開かせてくれるでし
ょう。マグネシア門から遺跡の内部に入り、ゆるやかな下り坂をたどって古代都市エフェソスの驚異的
な遺跡群の観光がはじまります。オデオン劇場、ケルスス図書館、ハドリアヌス神殿、トラヤヌスの泉、
大劇場などが眼前に広がっていきます。
その後は新たに発掘されたテラス型集合邸宅、別名‘ 裕福な人の家々’を見学し、ローマ帝国時代の
人々の生活ぶりを見てまわります。鮮やかな色彩の大理石の壁や、モザイク敷の床をみれば、ここには
当時の富裕層の生活の場だったということが理解できます。
このツアーのハイライトは聖母マリアの家の遺跡跡で考古学者が実際に発掘のデモンストレーション
を見せてくれることです。様々な段階を踏んだ考古学発掘技術を目の前で学べる貴重な機会となるでし
ょう。その後はクサダシ市街に戻っての絨毯店見学となります。ここではトルコ絨毯の製造芸術を学ぶ
ことができますが、参加をご希望で無い場合は自由に市街を散策したり、まっすぐに船にお戻りになっ
たりと自由に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の観光となります。徒歩観光では約２時間半、起伏が多く、滑り易
い石畳みの道路を歩いていただくことになります。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。
テラス型集合邸宅の入口には約２０段の階段があります。テラス型住宅はそれぞれ違う地層の
上にある為それぞれの地層に到達するまでには数段の階段を上り下りする必要があります。遺
跡からはどの様な小さな物でも持ち出しが禁じられています。
クサダシ・パノラマ観光
PANORAMIC KUSADASI
ツアー番号：KU1022
ツアー料金：大人＄４９～
所 要 時 間：約３時間半

子供＄１５～

車窓からの光景を楽しみながら色彩豊かなクサダシ市街を通り抜け、沿岸にそってのドライブでエフェ
ソスの入口近くに向かいます。バスの座席にもたれてくつろぎながら離れた場所からのエフェソス遺跡
のパノラマ観光を楽しんでいただきます。聖パオロが説教を行ったといわれる大劇場の壮大さに息を呑
むことでしょう。古代都市エフェソスの小高い丘には聖母マリア像が建てられています。その近くには
聖母マリアが最後の数年を過ごしたと言われる聖母マリアの家があります。この場所にはローマ法王の
パオロ６世、ヨハネ・パオロ２世、べネディクト１６世の公式訪問の場となった神聖な場所でもありま
す。その後、
”世界の七不思議“のひとつでもあるアルテミス神殿で写真撮影の時間をおとりします。
クサダシ市街に戻ってからは、地元のトルコ絨毯工芸センターを訪問し飲み物やスナックのサービスを
受けます。トルコの人々の温かい歓迎を受け、リラックスしながらトルコの芸術と文化について学びま
す。絨毯のさまざまな織り方、精緻な手工芸品の見事さ、トルコ独特のシンボルの見方など、新たな発
見に目を見張ることでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。徒歩の部分は最大 1 時間で、ほとんどが聖母マリ
アの家周囲となっています。このツアーにはエフェソス遺跡内部観光は含まれていません。バ
スの車窓からの外観観光のみであることをご承知ください。絨毯工芸センターの訪問を希望さ
れない方は、各自で直接船までお戻りいただくことも可能です。
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エフェソス・オーディオ・ツアー
EPHESUS AUDIO TOUR
ツアー番号：KU1023
ツアー料金：大人＄４９～
所 要時間：約３時間

子供＄３５～

オーディオプレーヤーを片手にガイド音声に耳を傾けながらエフェソスの歴史遺産を徒歩でたどるツ
アーです。それぞれの名所でどの位時間を費やすかは全て参加者次第、お勧めツアールートをたどるも
よし、ご自分で立てたスケジュールに沿っての観光も自由です。オーディオプレーヤーにはエフェソス
の名所の全ての基本知識や歴史案内が録音されていますので、それを本ツアー用に特別に作成された観
光マップと照らし合わせてその場所の番号をチェックして、オーディオプレーヤーの同じ番号を押せば
その場所の詳細な案内が聞こえてきます。思い思いのペースで、オデオン小劇場、アゴラ（広場）ドミ
ティアヌス帝の広場、トラヤヌスの泉、ハドリアヌス神殿を始めエフェソスにある全ての美しい建造物
や、２世紀に建立され古代世界では３番目に大きかったケルスス図書館などの遺跡を見て回りましょう。
自由観光の終了後は下のゲートでガイドと合流し市街中心地へ戻ります。その後は絨毯の織り方の実演
を見学するか、又はご自由にクサダシの市街を散策することもできます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では約２．４キロの起伏の多い石畳み
や、坂や階段のある道路を歩くことになります。歩きやすいウォーキングシューズに帽子を着
用し日焼け止めをおつけください。７月、８月のご参加の場合は虫除けスプレーのご持参もお
勧めします。ツアーの間中は足元に十分お気をつけください。オーディオプレーヤーとイヤホ
ンのセット, 特別仕様のウォーキングマップ、現地までの往復の送迎、車内でのご案内/エス
コート係、飲料水のボトル１本がツアーに含まれます。オーディオプレーヤーを受け取る際に
は写真付きの身分証明書をご提示ください。出来れば本ツアーご参加前にオーディオプレーヤ
ーの操作に関して熟知される様お願い致します。但し受け渡し時には操作に関しての簡単なご
説明も致しますのでご質問などがあればその際にお聞きください。

トゥサン・ビーチ・リゾートの休日
TUSAN BEACH RESORT GETASWAY
ツアー番号：KU1024
ツアー料金：大人＄４２～ 子供＄３０～
所 要 時 間：約４時間
短時間のドライブでトゥサン・ビーチ・リゾートに到着。３００メートルに渡って広がる白砂のビーチ
のトゥサン・ビーチ･リゾートは、心身ともにリラックスして楽しめる理想的なリゾートです。
このビーチを所有しているのは５つ星の豪華ホテルで、そこでは最高のサービスが期待でき、優雅な気
分を満喫していただけます。ホテル貸切りの白砂のビーチで太陽を浴びたり、水晶の様に透明なエーゲ
海に飛び込んで水泳を楽しんだり、ホテルのプールサイドでリラックスしたりと思い思いの時をお過ご
しください。
日光浴用寝椅子、パラソルとタオルをご利用頂けます。
ご案内：このツアーはビーチまでのバスでの移動、日光浴用寝椅子、パラソル、タオルが含まれます。
水着と日焼け止めをお忘れなく。ツアーには昼食や飲み物は含まれていません。ウォータース
ポーツの前には飲酒をなさらない様お願いいたします。ビーチには地元のアクアショップが並
んでいて数々のウォータースポーツが楽しめますが、キュナード社とは一切関係がありません。
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ピレウス
PIRAEUS
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～（３～１２）
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リ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ので、歩き易い滑り止め付の靴をお勧めします。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。

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＄１２６～ 子供＄５０～（３～１２）
所 要 時 間：約 8 時間半
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
いの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、この場合は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。
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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～（３～１２）
所 要 時 間：約６時間半
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
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。滑り止め付きの歩きやすい靴をお勧めします。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時間半
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リイア、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。
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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～ 子供＄１６～（３～１２）
所 要 時 間：約６時間
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：このツアーバス移動と徒歩での観光となります。アテネ市内では約３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。

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～ 子供＄６０～（３～１２）
所 要 時 間：約９時間
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 世紀に作られたこの青銅像は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いていた
だくことになります。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。
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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＄７０～ 子供＄２５～（３～１２）
所 要時間：約３時間半
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２２７メートルの高さまで皆様をお連れし
ます。アテネで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
を楽しんでいただきます。
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。徒歩での区間は非常に短く舗装の行き届いた地面を
移動します。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。

ポセイドン神殿とピーチ観光
TEMPLE OF POSEIDON & BECH
ツアー番号：ATH031
ツアー料金：大人＄６４～ 子供＄２７～（３～１２）
所 要 時 間：約６時間半
景観を楽しみながらのアッティカ半島を抜けるドライブでは、完璧な絵の様に美しい風景、印象深い地
形、美しいビーチを抱く鋭く刻まれた沿岸地帯などを見ることができます。
スニオン岬の高台に突き出て、陽光にきらめく紺碧のエーゲ海を見下ろす場所に建っているのがポセイ
ドン神殿です。紀元前５世紀建立の壮大な神殿は、絶景を背景にクラシカルなギリシャ芸術の粋を表現
している事で有名です。ガイド同行で岩場をたどり、現在まだ残っているまぶしく輝く純白の大理石で
作られた１７本の柱をご鑑賞ください。そして、１８１０年にこの地を訪れた詩人のバイロンが自分の
名前を刻みつけた柱を見つけてみてください。
真夏の太陽をたっぷり浴びた後は、紺碧の海で水泳をお楽しみになるか、美しい砂浜を散策してリラッ
クスの時をお過ごしください。このヤバナキ・ビーチでは約３時間の自由時間があります。ビーチでは
各種ウォーター・スポーツをお楽しみいただける他、ギリシャの伝統的タベルナやカフェでのんびりと
時間を過ごすことができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ポセイドン神殿までの登り道は傾斜があり、数
段の階段があります。歩き易い、滑り止め付の靴をお勧めします。スニオン岬までのドライ
ブは片道約１時間１５分かかります。水着、タオル、日焼け止めをお忘れなく。サンベッド
とパラソルがツアーに含まれています。お飲物や昼食は含まれていませんので、十分な現地
通貨（ユーロ）をお持ちください。水泳やウォータースポーツの前にはアルコール飲料をと
らない様にお願いします。ビーチにはウォータースポーツを提供する現地業者が数社ありま
すが、キュナード社とは一切関係がありません。このツアー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。
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アテネ・トロリー列車とプラカ観光
ATHENS TROLLY TRAIN & PLAKA
ツアー番号：ATH032
ツアー料金：大人＄６０～ 子供＄２５～（３～１２）
所 要 時 間：約３時間半
ピレウスからは次々と変化する車窓の景色を楽しみながら短時間で古代ギリシャの首都に向かいます。
憲法広場に到着後は、オープントップ・スタイルのトロリー列車に乗り込みます。１時間のパノラマ観
光ドライブで数々の歴史的名所の説明に耳を傾けながら、アクロポリスの丘へ向かいます。世界的に有
名なアテネの素晴らしい景観を楽しみながら、狭い道路をすりぬけて、モナストラキ広場、ゼウス神殿、
旧マーブル・スタジアム、新アクロポリス博物館、ハドリアヌス門など数えきれない位多くの名所を巡
ってゆきます。
最後の目的地はプらかで、ここでは約１時間半自由時間がありますので、おびただしい数の工芸店を見
て回ったり、伝統的なギリシャ名物料理に舌鼓を打ったりと思い思いの時をお過ごしください。
ご案内：このツアーはバス、トロリー列車、徒歩の観光となります。日焼け止め、飲料水、帽子をご持
参ください。

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お楽しみいただける自由時間を設け
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。
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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。
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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。
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