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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。
・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
ギリシャとイタリア

8 日間

ショアーエクスカーション案内

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。
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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＄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。

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。
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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。聖なる道にはかつては美しい彫像が立ち並んでいました。パルテノン神
殿にはかつ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。

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。
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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＄６７～ 子供＄３８～（３～１２）
所 要時間：約５時間
コリント運河は皆様の期待は裏切りません。全長 6.4 キロメートル、幅２２メートル、深
さ 7.9 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います。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、遊覧船に乗船し、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：コリントではでこぼこした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。

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５００
０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 & BEACH
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んだ柱を見つけてみましょ
う。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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ボドルム
BODRUM
ボドルム名所観光
BEST OF BODRUM
ツアー番号：BRM001
ツアー料金：大人＄７２～
所 要時間：約５時間

子供＄３４～（３～１２）

短時間のドライブでボドルム市街に向かい、徒歩で聖ペトロ城（ボドルム城）を訪問しま
す。このお城の一部は地震で崩壊したマウソロス霊廟の遺跡を利用して建造されたもので
す。またこのお城にはトルコで最大の水中考古学博物館があり、世界中でも数か所しかな
い水中博物館として必見のものです。
その後ゆったりペースで歩きながら霊廟に向かいます。この霊廟は紀元前３５０年頃に建
造されたと言われ、シドンの作家アンティパトロスによって古代世界の７不思議に認定さ
れその美麗さを讃えられていたものです。その後再びバスに乗り、アレキサンダー大王征
服時代の激戦地のひとつであったミンドス門に向かいます。
その後はこのツアーのハイライトである古代都市ハリカルナスの大劇場の観光に向かいま
す。ボドルム市街を見下ろす丘の上に位置するこの古代劇場は約１万３千人の観客を収容
できたもので、ヘレニズム王朝のカリア朝時代に建てられたものです。
ツアーの最後にはガイド同行で地元の金製品製造販売センターを訪れてショッピングをお
楽しみいただくか、直接船に戻ることになります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光は所により起伏があり、
徐々に傾斜してゆく石畳みの道路や１２０段の階段の上り下りを含む道路を約１
時間歩いていただくことになります。城内観光には「沈没船博物館」と「カリア
王女ホール」の観光は含まれていませんが、別料金でご覧になることができます。
見学時に各自お支払ください。

ボドルム隠された魅惑探訪
SECRETS OF BODRUM
ツアー番号：BRM002
ツアー料金：大人＄５５～
所 要時間：約４時間

子供＄２０～（３～１２）

パノラマ風景を楽しみながらボドルム半島沿岸をドライブ、ギュンベット・ヒルで港の絶
景をお楽しみいただきます。その後、ミンドス市の入口にあるミンドス門に向かいます。
この門はマウソロス王朝時代に建てられ、アレキサンダー大王征服時代には激戦地となっ
た場所のひとつです。最近になって新たに補修が行われ、古代に栄華を誇ったハリカルナ
ッソスを見守っていたそのままの姿を取り戻しました。
ボドルムでは塔の様な形をした建物はすべてタワー・ハウスと呼ばれていて、建築時の姿
を留める１３棟のタワー・ハウスが現存しています。この建造物群の周囲をドライブして
いる間に何故その様な形の建築が行われたかの理由を知ることができるでしょう。
その後再び景色を楽しみながらのドライブは魅力溢れるギュムシュルックという漁村に向
かい、地元のお菓子と共にコーヒーや紅茶で喉を潤していただき、その後は各自ご自由に
漁村でのそぞろ歩きをお楽しみいただきます。
ツアーの最後にはガイド同行で地元の金製品製造販売センターを訪れてショッピングをお
楽しみいただくか、直接船に戻ることになります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では所により起伏のある
道路や石畳みの道路を約１時間歩いていただくことになります。
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古代都市イアソス観光
ANCIENT CITY OF IASOS
ツアー番号：BRM003
ツアー料金：大人＄５０～ 子供＄３３～（３～１２）
所 要時間：約４時間半
景色を楽しみながらのドライブでクユクシュラジック村へ向かいます。ここには青銅器時
代初期にさかのぼる古代都市イアソスの遺跡が広がっています。
遺跡を囲む様に建っている壁はヘレニズム期のものといわれ、ローマ遺跡の代表的な遺跡
である広場、劇場、水道、浴場があり、メギトスのゼウス、アポロとアルミテスに捧げら
れた３つの神殿があります。中でも最も印象的な遺跡はシリア様式を受け継いだ神殿型墓
地であるマウソロス霊廟です。二棟の灯台のひとつが修復されていて、徒歩で海面から立
ち上がっている港の壁石をたどっていけば見学することも可能です。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では所により起伏のある
道路や石畳みの道路を約１時間半歩いていただくことになります。歩き易いウォ
ーキングシューズをお勧めします。イアソスまでは片道約１時間１５分のドライ
ブとなります。

エトリム村探訪

（昼食付）

DISCOVER ETRIM VILLAGE
ツアー番号：BRM006
ツアー料金：大人＄５２～ 子供＄２６～（３～１２）
所 要時間：約６時間
四方を美しい景観に囲まれた山中の遊牧の村エトリム村を訪問します。現在でも昔ながら
の生活を続けている住民３００人のこの村は動物の繁殖や、農業、絨毯やキリム織物製作
で生計を立てています。景色を楽しみながらの約１時間のドライブでエトリム村に到着、
地元の人々の温かい歓迎を受けます。この村のルーツは遊牧民で、土地からの恵みによっ
て営みを続けてきました。特に女性たちの手による珍しい“松はちみつ”
、地元産のチーズ、
黒オリーブ、ジャム、特製パン作りは有名です。また家計を助ける為に始まった女性たち
の絨毯織りも熟練の域に達しています。ゆったりペースで村中を散策しながら、歴史のあ
る本物の村の雰囲気をカメラに収めてください。運が良ければ、芸術作品を生み出してい
る途中のご婦人たちに出会えるかもしれません。
ワインと共に美味しいランチをお楽しみいただいた後は、村の家のひとつを訪問して実際
の生活ぶりを学べる機会をもうけてあります。
ご案内：このツアーはミニバスと徒歩の観光となり、エトリム村までは片道約１時間のド
ライブとなります。エトリム村の道路は場所によって緩い傾斜のある石畳みにな
っています。参加できる人数が限られている為お早目のご予約をお勧めします。
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ボドルム・ジープ疾走体験
JEEP ADVENTURE
ツアー番号：BRM007
ツアー料金：大人＄６２～ 子供＄Ｎ／Ａ
所 要時間：約４時間
４輪駆動ジープで愉快な体験をしながら、地元の村の隠れた名所や目の覚める様な景色を
お楽しみいただきます。ジープでのドライブでボドルム・ハイウェイを疾走、そこは古代
にはハリカルナッサス見晴台と呼ばれていた所で、ドライブ中常に素晴らしい眺望をお楽
しみいただけます。
最初の停車場所はヤリシフトリク村で、ここではソフトドリンクで喉をうるおしていただ
きます。その再びジープに乗り、オフロードに入って内陸に向かいエトリムの村に到着し
ます。今でも数々の労働に従事して活気があり、かつロマンチックがこの村は緑濃い山脈
の中に位置し、３００名の村人が暮らしていて動物の繁殖や、農業、絨毯やキリム織物製
作で生計を立てています。その後タートル（亀）湖を訪れ、幸運に恵まれれば生まれたば
かりの赤ちゃん亀を見ることができます。その後は通常の車道に戻り、６０軒の人家しか
ないというカムリックという小村を訪れます。休憩中は村人の日常生活を実感しながら軽
い地元名物のスナックをいただくことができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。徒歩観光では所により起伏のある
道路や石畳みの道路を約１時間半歩いていただくことになります。歩き易いウォ
ーキングシューズをお勧めします。イアソスまでは片道約１時間１５分のドライ
ブとなります。

サントリーニ島
SANTORINI
サントリーニ島名所巡り（昼食付）
BEST OF SANTORINI
ツアー番号：JTR001
ツアー料金：大人＄１０４～
所 要時間：約６時間半

子供＄５６～（３～１２）

イアの村はサントリーニ島のカルデラ岸壁から切り立った崖の頂上に位置しています。真
っ白に塗られた建物やドーム型の教会などを見ながら狭い石畳みの道をどんどん登ってゆ
くと村に到着します。到着後しばし自由観光となり思い思いのそぞろ歩きをお楽しみいた
だいた後、崖の突端に突き出ているカフェでお茶を楽しみながらフィラや火山の素晴らし
い眺望を味わっていただきます。豊富な火山灰から成るサントリーニの土地は特に上質の
ワインを産出できる事で有名で、このツアーでも数多くある地元のワイナリーのひとつを
訪問します。サントリーニ島のぶどう園は数世紀も続いた地元独特のワイン製造の伝統を
受け継いできました。特にこの島でしかとれない稀少種の白ぶどう、アッシリティコ・グ
レープから醸造する白ワインが有名で、ワイナリーを見学した後は数種ある地元のワイン
やおつまみを味見する事が出来ます。パナギア・エピスコピ教会は島に最も古くから残る
ビザンチン様式の教会です。建立が 11 世紀まで遡るこの教会は、数々の海賊の襲撃や地震
や火山の噴火から逃れ、1915 年の大火をもまぬがれてきました。当時の人々は聖母マリア
が教会にある聖なるイコンを火事から守ったのだと信じていました。その後サントリーニ
島の最高地点にあるエリア山から周囲に広がる絶景をお楽しみください。その後地元のタ
ベルナまでドライブし伝統的なギリシャ料理の昼食を頂きます。
ツアーの終点はフィラの町で、そこからは、ケーブルカーの乗車券をお渡しいたしますの
で、ご自身で船まで戻っていただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。このツアーには約１時間、所によっ
て傾斜のある石畳みの上り坂を登っていただく行程が含まれます。ツアーの最終
地点はフィラの町でそこからケーブルカーの乗り場までは約１．４キロを歩いて
いただくことになります。悪天候の場合ケーブルカーの運行が中止になる事があ
り、その場合は急な下り坂を歩いて降りていただく事になります。１８歳以下の
参加者はワインの試飲ができませんのでご注意ください。
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火口ハイキング
VOLCANO HIKE
ツアー番号：JTR002
ツアー料金：大人＄５４～
所 要時間：約２時間半

子供＄２５～（３～１２）

ハイキングの前に船でサントリーニ湾に浮かぶネア・カメニ島までゆったりしたクルーズ
を楽しみます。この島は１６世紀に火山の噴火によって形成されたものです。船は火山岩
で出来た岸壁を回り、火山岩独特の黒色とそれと対照的な白色の軽石の絶妙な自然のモザ
イク模様を鑑賞していただきます。島に上陸した後は徒歩で火山のクレーターまで登り、
そこから島を取り巻く多くの島々の目の覚める様な景観の撮影タイムをおとりします。最
近の考古学学術調査やクレタ島での新発見から、この島こそあの伝説の“失われたアトラ
ンティス大陸”ではないかと言われています。その後再び船に戻りパレア・カメニの海中
温泉へと向かいます。船から見るとここから海の色が完全にそれまでとは違っているのが
わかるでしょう。ツアーの最終地点はフィラ港で、ここからはテンダーボートで船に戻る
か、時間が許せばケーブルカーでフィラの町へ行くことも出来ます。
（ケーブルカーの乗車
券は乗車時に各自でお買いお求めください）
ご案内：このツアーはモーターボートと徒歩の観光となります。このツアーには約１時間、
所によって傾斜のある石畳みの上り坂を登っていただく行程が含まれます。頑丈
なウォーキングシューズをお勧めします。火山には日陰はありませんので、十分
な日焼け止め、帽子、飲料水のボトルをお忘れなく。天候次第では中止になる可
能性もあります。又呼吸器官に問題がある方は、硫黄の匂いや火山熱がかなり強
い事をあらかじめご承知おきください。

ギリシャ伝統の村とワインの試飲
TRADITIONAL VILLAGE & WINE TASTING
ツアー番号：JTR003
ツアー料金：大人＄６５～ 子供＄３１～（３～１２）
所 要時間：約４時間
イアの村はサントリーニ島北端の高くそびえる岸壁の天辺に広がる小村です。鄙びた趣き
のあるこの小さな村は様々な色合いのパステル・カラーで塗られた可愛らしい家並みで有
名で、目の覚める様な青い色のドームを持つ真っ白な教会と素晴らしいコントラストを見
せています。ガイド同行で曲がりくねった狭い道をたどり、独特の特徴を持つ陶芸品や油
絵や宝石などを売る小さな店が沢山並ぶ通りを見て周ります。崖の突端にあるカフェから
はフィラの町や火山の素晴らしい景色をお楽しみいただけます。
休憩の後は色彩豊かな田園地区やぶどう畑を通り、サントリーニ島の火山灰の土壌がぶど
う栽培に最適で、その結果ワイン醸造が人気であることがわかります。サントワイナリー
到着後、エーゲ海の透き通る海を眺めながら、伝統的な地元のおつまみをつまみながらワ
インの試飲をお楽しみいだきます。ツアーの終点はフィラの町で、そこからは、ケーブル
カーの乗車券をお渡しいたしますので、ご自身で船まで戻っていただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。このツアーには約１時間、所によっ
て傾斜のある石畳みの上り坂を登っていただく行程が含まれます。ツアーの最終
地点はフィラの町でそこからケーブルカーの乗り場までは約１．４キロを歩いて
いただくことになります。１８歳以下の参加者はワインの試飲ができませんので
ご注意ください。
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サントリー二島気まま観光
EASY SANTORINI
ツアー番号：JTR004
ツアー料金：大人＄６５～
所 要時間：約３時間

子供＄３１～（３～１２）

島を縦断して南に向かい、ドラマチックな程美しい海や陸地や紺碧の空に囲まれた絵の様
な村々をたどりながらカマリをめざします。中世時代は港として栄えたカマリの村は、現
在はギリシャでは珍しい黒砂海岸に囲まれた漁村として知られています。
エリア山の頂上からは、島の周囲が一望に見渡せます。島で最も高いこの場所は海抜６０
９メートルに達し、世界中で最も多くカメラに写された場所といわれています。この絶好
の場所からの息を呑む様な眺望をお楽しみください。ギリシャの絵葉書のほとんどは島々
に建つ教会がモチーフになっています。カマリ村の郊外にあるアギオス・ネクタリオス教
会で短時間撮影タイムを取り、これぞ正にギリシャという構図をカメラにおさめていただ
きます。崖の頂上から、群青色の海とサントリーニ島にカルデラを造りだした周囲の島々、
遠くに停泊する船の眺望をお楽しみください。
帰路では地元のワイナリーのひとつを訪ね、伝統的なおつまみと共に有名な地元産ワイン
の試飲を味わっていただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。テンダーボートに戻る前にフィラの
町の郊外で一時休憩を取ります。その後更にフィラの町に残って観光やショッピ
ングを続けるのもご自由ですが、その場合はケーブルカーを利用して旧港まで行
き、テンダーボートで船までお戻りいただきます。
（ツアーにはケーブルカーの乗
車券が含まれますが、運行は天候次第となります）ケーブルカーの乗場までは、
上り坂で階段の多い狭い石畳みの道路をかなり長い距離歩いていただく必要があ
ります。１８歳以下の参加者はワインの試飲ができませんのでご注意ください。

アクロティリ遺跡、失われたアトランティス大陸
AKROTIRI-THE LOST CITY OF ATLANTIS
ツアー番号：JTR005
ツアー料金：大人＄７２～ 子供＄３３～（３～１２）
所要時間 ：約４時間
美しい景観を楽しみながら趣のある古村を縫って古代都市遺跡アクロティリを目指します。
このドラマチックな光景は紀元前１６５０年にサントリーニ島を襲った壊滅的な大噴火に
よって生まれたもので、噴火の後には巨大なカルデラと二つの小さな島が出現したのでし
た。アクロティリ遺跡到着後は、知識豊かなガイドの案内に従い、地中海で最も重要な先
史時代遺跡でしばしばミノアのポンペイ遺跡とも称される遺跡の中を探検して回ります。
興味深い遺跡を観光した後はサントリーニ島の最高地点海抜６０９メートルのエリア山に
向かいます。フィラはサントリーニ島で最大の町で、細い石畳みの狭い坂道上ってゆくと
白く塗られた家並やオープン・カフェ、掘り出し物一杯の小さなお店が並ぶ場所に出ます。
その後はご自由にフィラの町を観光していただきます。ツアーの終点はフィラの町で、そ
こからは、ケーブルカーの乗車券をお渡しいたしますので、ご自身で船まで戻っていただ
きます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩の観光となります。フィラの町では狭い石畳みの街路や
平坦な階段を歩くことになりますので、ローヒールの歩きやすい靴をお勧めしま
す。このツアーはケーブルカーまで徒歩約１．４キロの地点で解散となります。
アクロティリ遺跡での写真撮影は禁止されています。遺跡では修復作業が行われ
ている場合がありますのでご注意ください。
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カルデラ湖遊覧クルーズと温泉観光(昼食付き)
CALDERA SAIL & SPRINGS
ツアー番号：JTR006
ツアー料金：大人＄１５０～ 子供＄１５０～（３～１２）
所 要時間：約４時間
目の覚める様な景観を楽しみながらアモウデ湾の沿岸に沿って北上します。
遊覧船に乗った時には振り返って絵の様な村が連なる行為系や魔法がかけられた様なイア
村の景観をお楽しみください。双胴船でのクルーズでは、噴火が起こる前はサントリーニ
島の一部だったティラシア島を通り、その後個人所有の島アスポロニス島を迂回します。
海中に広がるクレーターの上を航行しながら、レッドビーチで錨が下ろされます。溶岩で
形成された崖や珍しい赤砂のビーチの息を呑む光景にみとれながら、水晶の様に透き通っ
た海で水泳やシュノーケリングをお楽しみください。その後ホワイトビーチでも水泳を楽
しんだ後は船上でのバーベキュー・ランチとなります。その後は温泉となっているパレア・
カメニに向かいか噴火でできた温泉で水泳をお楽しみいただきます。強い硫黄の成分は治
療効果があり、ミネラルを含む泉水は緑色から濃いオレンジ色と様々な色を見せていて例
え様もない美しさを見せています。陸地に戻る前には火山とカルデラ湖の美しさをカメラ
に収めるチャンスがあります。フィラの町に戻った後は自由観光となりますので、ご自由
に数多く並ぶお土産店やブティックをご散策ください。帰路はケーブルカーのチケットが
手渡されますので各自それぞれ船にお戻りください。
ご案内：エスコート付の遊覧船出発地までのトランスファーは片道約１時間となります
温泉での水泳は天候次第で中止になる場合もあります。硫黄泉の為水着の色が
変わる事があります。水着、日焼け止め、タオルの持参をお忘れなく。夏場で
気温が高くなると硫黄の匂いもきつくなります。呼吸器に問題のある方はこの
点にご留意ください。双胴船の投錨後はオープンウォーターでの水泳となりま
す。アクアスポーツ前にはアルコールの摂取は絶対にお止めください。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。

サントリー二のビーチ体験
SANTORINI BEACH BREAK
ツアー番号：JTR007
ツアー料金：大人＄４５～
所 要時間：約５時間

子供＄２０～（３～１２）

景観を楽しみながらの短時間の島の南東部に向かい、黒砂海岸で有名なぺリヴォラス・ビ
ーチに到着します。ここでは火山地形が８キロに渡って連なり、海沿いには数多くのタベ
ルナやカフェ、商店やバーが並んでいます。約３時間の自由時間で日光浴を楽しんだり、
エーゲ海の水晶の様に澄みきった冷たい海水での水泳を楽しんだりと思い思いの時をお過
ごしください。ツアーの最後はフィラ村の訪問で、ここでは美しい石畳みの舗道を散策し
てから、手渡されたケーブルカーのチケットを利用して船までお戻りください。
ご案内：タオルと日焼け止めをお忘れなく。サンベッドとビーチパラソルは現地で借りら
れますが数に限りがあります。ピークシーズンにはかなり混雑しますので必ずお
使いになれるかは保証の限りではありません。ビーチには様々なアクアスポーツ
を提供する地元のショップが並んでいますがキュナード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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イア村訪問と水泳体験
THE VILLAGE OF OIA & SWIM
ツアー番号：JTR008
ツアー料金：大人５７～ 子供＄２７～（３～１２）
所要時間 ：約６時間
島を北上しギリシャで最も多く写真に撮られたイアの村に向かいます。ここでは階段上に
連なっている丘に沿って建てられた白塗りの家並み、カフェ、ブテックなどを狭い路地づ
たいに散策する自由時間をお楽しみいただけます。目の覚める様なカルデラ湖の光景と、
この島独特のコバルト色のドームを抱いた教会の数々の撮影チャンスをお見逃しなく。
更に素晴らしい火山性の黒砂海岸と水晶の様な海水で有名なぺリッサ・ビーチでは数々の
お楽しみが待っています。約２時間半の自由時間では、ソフトドリンクで喉をうるおしな
がらサンベッドに寝そべっての日光浴をお楽しみいただきます。
ツアーの最後はフィラ村の訪問で、ここでは美しい石畳みの舗道を散策してから、手渡さ
れたケーブルカーのチケットを利用して船までお戻りください。
ご案内：タオルと日焼け止めをお忘れなく。ビーチには様々なアクアスポーツを提供する
地元のショップが並んでいますがキュナード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。

カタコロン
KATAKOLON

オリンピック精神に触れるツアー
THE OLYMPIC SPIRIT
ツアー番号：KAT001
ツアー料金：大人＄７０～
所 要時間：約４時間

子供＄３０～（３～１２）

古代の神話と伝説に彩られた聖なるオリンピアの魅力を発見するツアーです。オリンピッ
ク競技は紀元前７７６年にこの地で初めて開催されたと言われ、現在でも 4 年ごとに、オ
リンピックの聖火がここで灯されそれぞれの開催国に運ばれています。寺院や祭壇、文化
遺産に溢れる静かな聖地で、ヘラクレスが父親の領土の境界線を示す為に自ら植樹したと
いううっそうと茂る木々の間を縫っての散策をお楽しみ下さい。今でもマラソンのスター
ト地点を示す大理石の足止めが置かれているオリジナルコースを歩いてみたり、活動的な
方なら走ってみてはいかがでしょうか？ここにはギリシャで最も重要な博物館といわれる
オリンピア考古学博物館があり、考古学発掘の際に出土した値のつけられない程貴重な遺
物のコレクションが有名です。また世界の７不思議の一つである、黄金と象牙製のゼウス
像を祭っていたゼウス神殿の切妻屋根の破風の断片など、この博物館独自の展示も見逃せ
ないものです。紀元前 330 年頃に製作されたと言うヘルメスの大理石像もその完璧な美し
さに心を奪われるでしょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーには徒歩にて２時間以
上、砂利の小道や階段を上り下りする行程が含まれます。博物館の内部ではフラ
ッシュ撮影が禁じられています。オリンピア博物館へはわずかに傾斜した坂道を
約３６０メートル歩き、３０段の階段がある橋を渡る事になります。
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熟成のギリシャ＝オリーブ・オイルとワイン
VINTAGE GREECE-OLIVES & WINE
ツアー番号：KAT003
ツアー料金：大人＄６５～ 子供Ｎ／Ａ
所 要時間：約２時間半
ギリシャ内陸部でエリス高原の肥沃な土地に点在するいくつかの農村を抜けてのドライブ
の後、カタコロン最古のワイナリーであり、オリーブ油精製でも定評のあるドメイン・メ
ルクーリを訪ねます。ワインセラーやオリーブ圧搾機など、古くから使われている道具や
最新の器材を備えた家族経営の農家を訪ねます。家族博物館では、何世代にも渡って使用
されていた古い農機具の展示も見る事ができます。更にワイン造りの過程を見学し、澄み
切ったイオニア海の境界線をなす近くのワイン畑に向かいます。
再度農家の母屋に戻り、自家製のワイン、オリーブ・オイル、手作りのパンやフェタ・チ
ーズをはじめとするギリシャ風のスナックを味見します。
ご案内： このツアーはバスと徒歩での観光となります。ワイナリーの訪問には、基本的に
平坦な路の徒歩での移動が含まれますが、場所によっては階段や小石まじりの地
面を歩く必要があります。ワインセラーへは急勾配の坂を上り下りします。ワイ
ナリーでは実際に稼動している機械を見る事はできません。

オリンピアと民族舞踊ショー
OLYMPIA SITE AND FOLKLORIC SHOW
ツアー番号：KAT004
ツアー料金：大人＄７５～ 子供＄３６～（３～１２）
所 要時間：約４時間
景観を楽しみながらエリス高原の肥沃な土地に点在するいくつかの農村を抜けてのドライ
ブの後アルフィオス川の水の恵みを受ける渓谷に位置する聖なる地方都市オリンピアに向
かいます。幻想的な神話や伝説に彩られたこの古代の都はまた高貴なオリンピック精神の
発祥地でもあります。人類最古のオリンピック競技は紀元前７７６年に行われたとされ、
その後１０００年以上も競技は続けられてきました。現在でもこの静かな聖地では４年毎
に開催されるオリンピック競技の為の聖火が灯され、それぞれの開催地まで運ばれてゆく
のです。寺院や祭壇、文化遺産に溢れる静かな聖地で、ヘラクレスが父親の領土の境界線
を示す為に自ら植樹したといううっそうと茂る木々の間を縫っての散策をお楽しみ下さい。
今でもマラソンのスタート地点を示す大理石の足止めが置かれているオリジナルコースを
歩いてみたり、活動的な方なら走ってみてはいかがでしょうか？ギリシャは世界の中でも
古代から今日まで、途切れる事なくいたるところで盛んに伝統のフォークダンスが踊られ
る稀有な土地です。このツアーには、伝統的な民族衣装を身につけた地元のダンサーたち
がギリシャ舞踊や各地方特有の民族舞踊を踊る舞踊ショー鑑賞が含まれています。ひとつ
ひとつの踊りにはそれぞれ特有の物語があり、それは各家庭で世代を越えて受け継がれて
きたもので、ギリシャ人としての民族の誇りを強化する上で大きな役割を果たしているの
です。舞踊ショーが開かれるオリンピック村で代表的な会場では、ギリシャの伝統的なス
ナックをおつまみに、地元のグラスワインや地酒のウーゾ、ソフトドリンクなどがふるま
われます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。民族舞踊ショーが行われる会場は
入り口に１５段の階段があります。
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オリンピア＆カウロウタ・ビーチ観光

OLYMPIA & KOUROUTA BEACH
ツアー番号：KAT005
ツアー料金：大人＄７０～ 子供＄３４～（３～１２）
所 要時間：約７時間
人類最古のオリンピック競技は紀元前７７６年に行われたとされ、その後１０００年以上
も競技は続けられてきました。現在でもこの静かな聖地では４年毎に開催されるオリンピ
ック競技の為の聖火が灯され、それぞれの開催地まで運ばれてゆくのです。豊かに生い茂
った森の中に静かにたたずむ人影の無い寺院や祭壇、宝物殿などの間を散策してみましょ
う。気分が乗ればまだ元のままの形で残っている大理石製のスタート用ブロックを使って
スプリント・スタートを試してみたり、レース用トラックを１周走ってみることも可能で
す。その後この地域で最も有名なビーチであるカウロウタ・ビーチに向かいます。このビ
ーチは澄み切ったイオニア海の水に常に洗われ、全長１６キロに連なっています。ビーチ
沿いにはカフェテリアやタベルナが立ち並び、そこで飲み物や昼食を購入することが出来
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。ビーチの観光では事前に水着を着
用し、タオル、日焼け止めをお忘れなく。海岸では地元のスポーツ専門業者がウ
ォータースポーツの勧誘をする場合がありますが、キュナード社とは一切関係が
無いことをご了承ください。
オリンピア観光では約２時間、所々砂利道になった通路を徒歩で歩く工程が含ま
れます。ツアーには飲み物代や昼食代が含まれていません。お買い物をされる方
は現地通貨をご持参ください。夏のバカンス期間中、人気の高い観光地であるこ
の場所はかなりの人出が見込まれます。水泳の直前のアルコール摂取や昼食はお
勧めできませんのでご注意ください。

カウロウタ・ビーチでの休息
KOUROUTA BEACH BREAK
ツアー番号：KAT007
ツアー料金：大人＄４６～
所 要時間：約４時間半

子供＄２５～（３～１２）

港から短時間のドライブで、この地域では最も有名なビーチであるカウロウタ・ビーチに
向かいます。澄み切ったイオニア海の水に常に洗われているこのビーチは全長１６キロに
もわたっています。この美しい忘れがたいビーチを心ゆくまで楽しんでいただくため、ビ
ーチ・マットと日傘のレンタル料金はツアー費用に含まれています。ビーチ滞在中には冷
たいソフトドリンクかミネラル・ウォーターのボトルがサービスされます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。ビーチの観光では事前に水着を着
用し、タオル、日焼け止めをお忘れなく。海岸では地元のスポーツ専門業者がウ
ォータースポーツの勧誘をする場合がありますが、キュナード社とは一切関係が
無いことをご了承ください。このツアーには昼食代が含まれていません。お買い
物をされる方は現地通貨をご持参ください。夏のバカンス期間中、人気の高い観
光地であるこの場所はかなりの人出が見込まれます。水泳の直前のアルコール摂
取や昼食はお勧めできませんのでご注意ください。
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オリンピアのみのツアー
SIMPLY OLYMPIA
ツアー番号：KAT008
ツアー料金：大人＄６２～
所 要時間：約３時間

子供＄２８～（３～１２）

景観を楽しみながらエリス高原の肥沃な土地に点在するいくつかの農村を抜けてのドライ
ブの後アルフィオス川の水の恵みを受ける渓谷に位置する聖なる地方都市オリンピアに向
かいます。幻想的な神話や伝説に彩られたこの古代の都はまた高貴なオリンピック精神の
発祥地でもあります。古代オリンピックは紀元前７７６年に初めて開催され、それ以来現
在まで４年毎にこの土地で聖火が点火され各開催国へ運ばれる様になりました。この聖な
る楽園を散策するだけで、平和で穏やかな雰囲気と美しい景観に感銘を受けずにはいられ
ないでしょう。人里はなれた聖地で、ゼウスの息子ヘラクレスが父親の領土を明確にする
為に自ら植えたと言われる樹木がうっそうと生い茂る中で、寺院や祭壇や文化遺産を思う
ままに散策してください。古代オリンピックでマラソン競技場となったスタジアムを歩い
てください。そこにはまだスタート地点を示す大理石の足止めが置かれたままになってい
ます。運動好きの方であれば走ってみてはいかがでしょうか？
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。オリンピアの考古学遺跡とオリン
ピア考古学博物館の観光を含むこのツアーでは全体で約１時間半砂利の小道や、
所々険しい道路を徒歩で移動する行程が含まれます。

サレルノ
SALERNO
ソレント自由観光
SORRENTO ON YOUR OWN
ツアー番号：SAL001
ツアー料金：大人＄６８ 子供＄５１
所要時間 ：約８時間
サレルノから高速に乗りカンパニアン沿岸ルートを通ってソレントに向かいます。ソレン
ト半島への道中はソレント湾の美しい眺望をお楽しみいただけます。
肥沃な土壌に豊富な果樹野菜が生い茂り太陽が満ち溢れるソレントは裕福な古代ローマ人
が最も憧れた場所であり、現在に至るまでイタリア南沿岸地方随一のリゾート地として有
名な所です。崖上に建てられた威容を誇る大聖堂や、花で飾られた愛らしい町が訪れる
人々を楽しませてくれます。
ソレントでは約５時間思い思いに自由時間を楽しんでいただきます。花々が咲き乱れる町
の中をそぞろ歩いて数多く連なるお土産店やブティックを物色したり、オープンカフェで
くつろぎながらリゾート気分を満喫したりと各自思いのままの時間をお過ごしください。
ご案内：このツアーはバスと徒歩観光の組み合わせになります。バスの停留所からソレン
ト市内の中心部までは短時間歩いていただくことになります。バスの乗降時には２
段から４段のステップの上り下りがあります。このツアーには入場券や昼食が含ま
れていません。バスには案内人が付き添いますので自由観光についてご質問がある
方は何なりとお尋ねください。帰りのバスの集合場所と集合時間を必ずメモして遅
れる事の無い様にお願いいたします。
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ソレント＆アマルフィ沿岸観光 (昼食付き)
SORRENTO & AMALFI COAST
ツアー番号：SAL002
ツアー料金：大人＄１２５～
所 要 時 間：約８時間半

子供＄８２～（３～１２）

イタリアで最も有名なドライブ・コースで、作家スタインベックが“実際にあるとは思え
ない程美しく正に夢の様な場所”と記述したアマルフィ海岸沿いのゆったりとしたドライ
ブを楽しみます。色鮮やかに茂る花々や樹木が溢れ、燦燦と太陽を浴びる町ソレントは、
お金持ちローマ人保養地として有名な場所で、それ以来人気のあるリゾート地として定着
しました。小高い崖の上に広がる町並み、おしゃれなブティックが立ち並ぶ魅力的な通り
が、比較的小さなソレントの町に魅力を与えています。ソレントの観光の途中では、ワイ
ンつきのイタリア料理の昼食を楽しんでいただきます。
海岸沿いに更にドライブを続けるとアマルフィの町が見えてきます。ガイドが同行し、こ
の古風な趣がある町を徒歩で巡り、歴史を学んだり壮麗な建築物を鑑賞、特にムーア様式
とゴシック様式が融合したアマルフィ大聖堂の外観は一見の価値があります。アマルフィ
では自由時間を設け、狭い路地を歩き回ったり、広場でコーヒーやアイスクリームを楽し
んだりと、思い存分この土地の雰囲気に浸っていただきます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。昼食場所へは２，３段の階段を上
り下りしていただく事になります。アマルフィの舗道は石畳みで傾斜があります。
ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。アマルフィでは厳しい駐車規制があり、
市内に入れない場合はマイオリ、或いはミノリ、又はヴィエトリ・スール・マーレ
に目的地を変更する場合があります。アマルフィでは切り立った断崖すれすれの道
路に沿ってのドライブで、しばしばヘアピンカーブに出会います。めまい症の方に
はお勧めできません。

ソレントを味わうツアー
A TASTE OF SORRENTO
ツアー番号：SAL003
ツアー料金：大人＄８５～
所 要時間：約６時間

子供＄５４～（３～１２）

この機会にソレント郊外にある美しい田園風景の中の一軒の農家を訪ずれ、美味しいイタ
リアの味覚の味見をしてみてはいかがでしょう？農家のご主人が参加者を農場に案内し、
モッツァレッラ・チーズの作り方などを説明します。
レモンやオリーブの木が茂る美しい庭にも案内され、そこで自家製のパン、チーズ、サラ
ミなどを賞味します。大自然に囲まれ、ゆったりとした雰囲気に身をゆだねてしばし喧騒
に満ちた慌しい都会の生活を忘れてしまいましょう。農家訪問の後は色彩豊かな人気の町
５ソレントを見学します。ここは自由にゆっくりと散策するのに最も適した町です。コル
ソ・イタリアやドゥオーモを訪ねてみてください。勿論オープン・カフェで足を休め行き
交う人々を眺めるリラックス・タイムもお勧めです。立ち並ぶお土産物屋売店でのショッ
ピングも楽しみで、特に良く磨かれて耀きを放っている寄木細工の木工品がソレント名物
として人気があります。
ドライブの道中ではナポリ湾に沿った美しい沿岸風景を楽しめる他、遠くにベスビオ火山
も見る事が出来ます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩との観光となります。農家に向かうには約１０分上り坂
を歩く必要があります。ソレント観光は徒歩のみですが、どれ位の距離を歩くかは
参加者自身におまかせします。ヒールの無い歩きやすい靴をお勧めします。訪問順
序は当日の交通事情などで変わる場合があります。
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ヘラクラネウム遺跡観光
RUINS OF HERCULANEUM
ツアー番号：SAL004
ツアー料金：大人＄８２～
所要時間 ：約４時間

子供＄５４～（３～１２）

ヘラクラネウムは大体紀元前５世紀頃に作られた都で、ナポリ湾を見下ろす絶好の位置に
あった事からローマ人に人気の高い避暑地となっていました。色彩豊かなフレスコ画や、
モザイク、大理石の彫像で飾られた豪華な別荘が次々と建てられていったのです。
ヘラクラネウムの遺跡には他のどの古代遺跡、特により大規模なポンペイ遺跡とも違った
際立った特徴があり、ひとつの小さな町全体がそっくりそのまま完全に保存されていてこ
れはポンペイ遺跡の保存状態を上回るものです。その理由はこの遺跡が火山灰や瓦礫の山
からではなく泥の中から掘り出されたからです。泥は材木なども腐食なしに長期間保存で
きる驚異的な保存効果があり、その為当時のままの民家、商店、公衆浴場、木材、食料品、
布や衣類が残っていて、古代の生活を思い起こす事が出来るユニークな遺跡となっていま
す。ガイド同行でこの遺跡をたどりながら、数千年前の生活に思いをよせてみましょう。
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。このツアーには約２
時間３０分位、ゴツゴツした凸凹のある地面や、石畳みの歩道と階段を上り下り
する徒歩での移動が含まれます。ヒールの無いつま先を覆った滑らない靴がお勧
めです。

アマルフィ気まま観光
EASY AMALFI
ツアー番号：SAL005
ツアー料金：大人＄６３ 子供＄３９
所要時間 ：約３時間半
短時間でアマルフィの船着場に向かった後モーターボートに乗船して４５分のクルーズを
楽しみながらアマルフィに向かいます。クルーズ中は自然の力で不思議な形に刻まれたド
ロミテ渓谷や海の外に垂直に突き出した塔などの景観をお楽しみいただけます。
絵の様に美しい海辺のリゾート、アマルフィは深い峡谷の入口部分に位置し、イタリアで
最も人気のある休暇リゾートのひとつとなっています。アマルフィは中世ではヴェネチア、
ジェノヴァ、ピサと並んで４大海運共和国のひとつだったため、当時のイタリアでは重要
な役割を果たした歴史を持っています。自由時間にはドゥオーモ広場に向かう狭い通路を
散策したり、写真を撮ったりと思い思いにお過ごしください。この広場から６０歩強歩け
ば壮大なドゥオーモ（聖アンデレ大聖堂）に到達します。教会の内部構造は１３世紀にま
でさかのぼり、大聖堂はコンスタンチノーブルから運ばれた１１世紀製造の青銅の扉で飾
られています。村を散策し、中世からの名産で柔らかい土で作られた代表的なアマルフィ
土産の手作りのマジョルカ陶器を物色してあるくのも一興でしょう。
ご案内：このツアーはバスとモーターボートと徒歩観光の組み合わせになっています。モ
ーターボートの乗り場までの１００メートル位の徒歩区間は平たんで、５段か
ら１０段の階段がある他、モーターボートの乗り降りが含まれます。ボートに
は内側、外側両方に座席が設けられています。アマルフィの町の道路は石畳で
起伏があります。ビールの無い歩きやすい靴をお勧めします。ドゥオーモ内部
の見学は各自自由となりますが約６０段強の急な階段を上る必要があります。
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ポンペイの遺跡観光
THE RUINS OF POMPEII
ツアー番号：SAL008
ツアー料金：大人＄８４～
所 要時間：約３時間半

子供＄５４～（３～１２）

ガイドを伴い、岩石が崩れたままのポンペイ遺跡の間を縫って徒歩で古代文化をたどりま
す。当時のまま残されている共同浴場、劇場、拳闘場、豪華な別荘からはそこで暮らして
いた人々のざわめきが聞こえてくる様です。ワイン商の棚にはまだワインの壷が並び、道
路には雨季でも足を濡らさずに道路を横断できる様に敷石が置かれています。モザイクを
敷き詰めた床、まだ鮮やかな色彩を残すフレスコ画など、当時の高度な文化に驚かされる
と共に、その保存状態も驚異的です。また噴火の犠牲になった人々の遺体の数々の石膏像
も、即死状態だった姿のまま展示されていて、一瞬にして一都市の生活を止めてしまった
噴火の物凄さを改めて感じる事ができます。ガイドが魅惑の都市だったポンペイの歴史を
説明し、その噴火のありさま、そして奇跡的に遺跡が発掘された過程とそれが数百年のと
きを経て今尚最高の状態で保存されている理由などを語ってくれます。
ポンペイ遺跡へのドライブの途中には、ナポリの南西約２５キロの位置にありいまだ活火
山として煙を噴き上げているベスビオ火山の姿をのぞむことができます。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーにはかなりの距離凸凹
の地面、石畳みの舗道などを歩く行程が含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴
をお勧めします。手押し車の使用はポンペイではお勧めできません。洗面所の設
備は限られていますのでご注意ください。

ソレントとポンペイ遺跡ツアー(昼食付)
SORRENTO & POMPEII
ツアー番号：SAL009
ツアー料金：大人＄１４０～
所 要時間：約８時間半

子供＄１０１～（３～１２）

ソレントの町では自由行動となり、至る所に色彩かな花々が飾られている街路やブティッ
ク、お土産物屋、雰囲気の良いアウトドアカフェなどが並ぶソレントとの町の散策をお楽
しみいただけます。紺碧の海を見下ろす崖の上に広がる美しい町ソレントは磁石の様に旅
人をひきつけます。なぜこの町がそんなにも休暇を楽しむには最適な場所であるかをご自
分の目で検証してみてはいかが？昼食はチャーミングなソレントのレストランでご賞味く
ださい。世界で最も有名な発掘遺跡のひとつといわれるポンペイの遺跡は、数千年前に埋
もれたとは思えない程、高度な文明を備えており当時の様子がしのばれます。約１７００
年前当時大都会であったポンペイは６０メートルもの火山灰と溶岩に覆われ、一瞬にして
その動きを止めたのです。現在ほとんどの瓦礫が取り除かれ、当時の生活の様子を昨日の
事の様に見る事ができます。一瞬にして噴火の犠牲者になった人々の姿が石膏像で残され、
自然災害の物凄さを改めて感じ取ることが出来ます。
ポンペイ遺跡の近くに小さなカメオ専門店があり、精緻な細工が施された手作りの宝石を
ご覧いただき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観光となります。ポンペイ遺跡の観光ではかなり長
い時間凸凹の道路や石畳みの舗道を歩く事になります。ヒールの無い歩きやすい靴
をお勧めします。ソレント、ポンペイ間の距離は車で片道約１時間ですが、交通渋
滞によっては遅れる場合もある事を了承ください。
手押し車の使用はポンペイでは
お勧め出来ません。
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ベスビオ山とヘラクラネウム観光
VESUVIUS & HERCULANEUM
ツアー番号：SAL010
ツアー料金：大人＄１３２～
所 要時間：約７時間半

(昼食付き)

子供＄１０１～（３～１２）

ツアーはまず雄大な活火山ベスビオ山の遠景を楽しむ所からはじまります。その後ハイウ
ェイとへびの様にくねった道路を約４５分かけて走り、標高９００メートルの山頂まで上
ります。そこからは徒歩での上りとなりジグザグの道路をたどってゆくと更に約３００メ
ートル先の噴火口に到着します。そこで巨大な火口の縁に並んで立ちながらアルペン･ガイ
ドの解説を聞きます。ガイドは発熱ポイントを示しながら、この山が今もまだ活火山であ
る事を証明してくれます。しばし威厳のある活火山の神秘に思いをはせながら、パノラマ
の様に眼下に広がるナポリ湾の美しい眺望を楽しみます。昼食はベスビオ火山の麓のレス
トランでいただきます。大きな兄の様な、ポンペイほど有名ではありませんが、この小さ
な町の遺跡の保存状態はポンペイよりすぐれています。特にヘラクラネウムの発掘は、ポ
ンペイの遺跡が火山灰と瓦礫からの発掘だったのに較べてこの遺跡は泥の中から掘り出さ
れた、という際立った違い色があります。泥は材木などを腐食なしに長期間保存できる驚
異的な保存効果があり、その為当時のままの民家、商店、公衆浴場、木材、食料品、布や
衣類が残っていて、古代の生活を思い起こす事が出来るユニークな遺跡となっています。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。このツアーにはかなり長い距離を
徒歩で移動する行程が含まれます。参加者はベスビオ火山のトレッキングに耐え
るだけの体力を必要とします。小石だらけで火山灰に覆われた険しい山道を歩き
ます。平底で歩きやすいつま先を覆ったウォーキングシューズが必需品です。高
度の高い山を登る為、山頂はかなり寒くなりますので、重ね着ができる上着を予
備にご持参ください。天候も変わりやすくなります。ベスビオ火山が悪天候の場
合は代わりにナポリ景観観光となります。
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チビタベッキア

CIVITAVECCHIA

ローマ自由観光
ROME ON YOUR OWN
ツアー番号：ROM004
ツアー料金：大人＄６８～ 子供＄４７～(３～１２)
所 要時間：約９時間
この文化遺産に満ちた都市を散策してゆくにつれて、過去の陰が訪問者の背中に忍び寄っ
てきます。フォロ・ロマーノ、コロッセオ、パンテオンといった古代の遺跡と華麗なヴァ
チカン、トレヴィの泉の魔力と数千の花が咲き乱れる広場の温もり、それら全てのイメー
ジが融合して永遠の都が造りだされているのが分かります。
バスでローマ市内に到着後、すぐ終日自由観光となり、思い思いにローマの探訪をお楽し
みいただきます。数々のお店や見みたり、近くのレストランでイタリア料理を味わったり、
ローマ市内を見て周り、新たな発見したりご自由にお過ごしください。
このツアーは、参加者それぞれで自由に思うままに観光内容を決め、お好きなだけローマ
の魅力を存分に味わっていただくものです。
自由に散策後、決められた時間に集合場所にお集まりいただき、バスで船が停泊するチベ
タベッキアに戻ります。
ご案内：このツアーはバスと徒歩での観光となります。歩きやすいウォーキングシューズ
と飲料水のボトルの携行がお勧めです。このツアーには、ガイド、昼食、入場料
は含まれていません。車中でローマ観光地図が配られます。ローマ市内の移動は
公共の交通機関が利用できます。ユーロをご持参ください。主要クレジットカー
ドがお使いになれます。ローマ市内では長時間の駐車が禁じられている為、万一
集合時間に遅れてもお待ちする事が出来ません。集合時間をまもり集合場所には
余裕をもって到着する様に計画して下さい。自由行動の出発地点はサン・ピエト
ロ広場に隣接する多層階のジャニコロ・カーパークです。チビタベッキアーロー
マ間の移動は片道約１時間半を要します。

ローマの宝物
TREASURES OF ROME
ツアー番号：ROM020
ツアー料金：大人＄１５７～ 子供＄１１４～(３～１２)
所 要時間：約９時間
チビタベッキアからバスで高速を利用しローマの中心に向かいます。
ローマに到着後、ローマの最高建築の一つコロッセオを見学します。内部に入場すると古
代ローマの栄華がどれだけのものだったか、容易に想像がつきます。展望地点からは、か
つて７６の出口や大理石の観客席と動物や剣闘士達が出番をひそかにまっていたあの地下
通路などがある巨大アレーナをご覧いただけます。コロッセオから僅かな距離にあるフォ
ロ・ロマーノへ徒歩で移動します（外観のみの見学）。かつて全ローマ帝国の重要事項の決
定が行われていた元老院の遺構をご覧ください。
トレビの泉ではコインを後ろ向きで投げると再びローマに戻れるというロマンチックな伝
説を試してみましょう。次に巨大な柱と荘厳な半球状のドームのパンテオンを外観より見
学します。そして自由時間を設けますので、魅力的なナボーナ広場でお店やブティックを
覗いたり、各々お楽しみください。イタリア式の昼食で観光で消費したエネルギーを補い
ましょう。
ご案内：このツアーはバスと徒歩で行います。徒歩と立ち見による相当量の観光が含まれ
ます（合計約６時間）
。ヒールのない履きなれた靴を着用ください。教会へはきち
んとした服装でご入場ください。訪問順序は現地の都合により変更になる場合が
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。
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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。

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。
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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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