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健脚レベル：低

車窓観光が中心のツアーですが、比較的
平坦な道を短く歩きます。また。ヘリコプ
ターや水上飛行機の乗り降りが含まれる
場合があります。

健脚レベル：中

少し活動的なツアーで、いかだに乗ったり、
スポーツフィッシングなど長時間立ったまま
でいる場合があります。

健脚レベル：高

カヌー、自転車、ハイキング、カヤックな
ど、最も活動的で冒険的なツアーです。

 
 

す。

活動的な冒険ツアー：太陽と海、ハイキング、乗馬、ウォータースポーツ、ビー
チ、ジップライン、空中遊覧などのアクティビティーを楽しむ活動的なツアーで
す。

テーマ別ツアー：料理、歴史、芸術、文化、宗教、ガイド付きショッピングなど
テーマで選び抜かれた見どころを訪れ、寄港地の魅力をより深く知る観光と徒
歩ツアーです。

人気

こだわり

ファミリー向け

リピーター向け

世界遺産

食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。



ガーンジー島（セント・ピーターポート）英国 
Guernsey (St. Peter Port), England 

イギリス領ガーンジー島はフランス本土の僅か 13 キロほどの距離にあります。チャンネル諸島の中では２番目
に大きな島で、温暖な気候と息をのむような景観、平和で肥沃な土壌に恵まれています。そのため、イギリス人
とフランス人に人気の保養地にもなっています。かつてはゼニガタアザラシと海賊たちのたまり場であったセン
ト・ピーターポートの港はヨーロッパで最も可愛らしい港の一つです。 
海岸沿いには第２次世界大戦時のドイツ軍の要塞も含め、城や砦が点在しています。チャンネル諸島は英国
の中で唯一ナチスドイツに占領されました。 
ご案内：セント・ピーターポートはテンダーポートです。船から桟橋まで船のテンダーボートを使用します。 

＜見どころ＞ 

○1 E A リトル・チャペル Little Chapel

ガーンジー島のリトル・チャペルを訪問しましょう。一列の木が並ぶ田舎道沿いに小さな教会があります。簡
素な素材が用いられた教会は小石、貝殻と色鮮やかな割れた磁器で装飾されています。 

A○2 E A 工房 Workshops 

金銀細工の工房が 1582 年から続く改装された納屋にあります。伝統的な工芸の製作工程を間近に見ること
ができます。 

A○3 E A ソムレズ・マナー Sausmarez Manor 

ソムレズ・マナーとガーンジー島の変貌をガイドの案内でお楽しみください。タペストリールームではジェーム
ズ 2 世のウエディング用コートを、ダイニングルームでは家族の肖像画をご覧いただけます。 

A○4 E A サーク島とラ・サイグニューリー Sark and La Seigneurie

サーク島行きのフェリーに乗船し、ヨーロッパで最後の封建制行政区の一つへ。馬車にのり、岸壁や岩窟を
探索しましょう。ラ・サイグニューリーに広がる庭園もご覧ください。 

A○5 E A コルネット城 Castle Cornet

港を守るために 13 世紀に建てられたこの要塞には、長くて血なまぐさい歴史があります。暗い牢屋には古い
武器、石弓、弩、マスケット銃やカノン砲などが展示されています。 

A○6 E A ドイツ占領軍博物館と戦争博物館 German Occupation Museum and Underground Hospital 

占領軍博物館には楽器、ユニフォーム、武器や機材などが展示されています。続いて、戦争博物館へ向か
います。迷路のようなトンネルがあり、その広さは７万５千平方フィートあります。 

A○7 E A ヴィクトル・ユーゴー邸 Victor Hugo's House 

ヴィクトル・ユーゴーがガーンジー島に移り住み、瞬く間に魅了されました。彼の家はオートヴィーユハウスと
呼ばれ、今日でも当時のままに残され、ユーゴーの独自の装飾などが見ることが出来ます。 

A○8 E A ハーム島 Herm 

わずか１平方マイルの面積のハーム島はチャンネル諸島最小の島です。島を訪れハーム・スクールとトゥゴ
ールチャペルをご覧ください。礼拝堂の素晴らしいステンドグラスもお楽しみいただけます。 
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ガーンジー島（セント・ピーターポート）英国 Guernsey (St. Peter Port), England 
 
 

  
人気 

ツアー番号：GCI-200 
ガーンジー島ハイライト 
Highlights of Guernsey 
ツ ア ー 料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間 45 分 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。 
ドライバーガイドによる観光バスまたはミニバスでの運行となります。出入口が同じな為、混み合う
ことが予想されます。 

 
 
ツアー番号：GCI -205 
ガーンジー島ドライブとソムレズ・マナー 
Guernsey Island Drive & Sausmarez Manor 
ツ ア ー 料 金：＄119.95～ （子供料金有：１２歳以下）  
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定：①③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。 
ドライバーガイドによる観光バスまたはミニバスでの運行となります。 

 
 
リピーター向け 

ツアー番号：GCI -220 
サーク島と馬車体験 
Sark Island & Horse-Drawn Carriage Ride 
ツ ア ー 料 金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞  

馬車に乗り降りする際の手助けはありません。参加人数に制限があります。お早めにお申込みくださ
い。通常、事前に売り切れになります。混雑を防ぐため、訪問順序が逆になる場合があります。 
いくつかのお店は、週末は休みとなります。 

 
 

 
ツアー番号：GCI -210 
ドイツ占領下のガーンジー島 
German Military Occupation 
ツ ア ー 料 金：＄119.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞  

参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。 
ドライバーガイドによる観光バスまたはミニバスでの運行となります。混雑を防ぐため、訪問順序が
逆になる場合があります。 
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ガーンジー島（セント・ピーターポート）英国 Guernsey (St. Peter Port), England 
 

 
ツアー番号：GCI -380 
徒歩でのコルネット城とセント・ピーターポート 
Castle Cornet & St. Peter Port 
ツ ア ー 料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。 

 
 
ツアー番号：GCI -385 
徒歩でのハーム島 
Herm Island Walk 
ツ ア ー 料 金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

ツアー所要時間は４時間から５時間です。 
参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。 

このツアーでは平坦でない上り坂があります。健康で 2～3 時間続けて歩くことが出来る方に適した
ツアーです。また、ウォーキング/ハイキングブーツと適した服装がお勧めです。ガーンジー島へは
フェリーで戻ります。セント・ピーターポートの港周辺を自由に散策する機会があります。テンダー
ボートはアルバート桟橋から乗船し、船に戻ります。 

 
 
ツアー番号：GCI -215 
ディスカバリー特選 ガーンジー小説の足跡めぐり 
A Discovery Exclusive - The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society 
ツ ア ー 料 金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
 

 
ツアー番号：GCI -420 
ガーンジー島西海岸サイクリングツアー 
Guernsey West Coast Cycle Tour 
ツ ア ー 料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分 
 

下車予定： /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞ 
参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。 

サイクリングの距離は約9.5キロです。各自の責任での走行となり健康な方がご参加ください。交通
状況からサイクリングの充分な経験のある方にお勧めです。主に平地の走行ですが若干の上りや下り
もあります。悪天候に備え、軽装でナップザックなどに予備の衣服をご用意ください。 
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ガーンジー島（セント・ピーターポート）英国 Guernsey (St. Peter Port), England 
 

 
ツアー番号：GCI -425 
サーク島サイクリングツアー 
Sark Island & Bicycle Tour 
ツ ア ー 料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。 
サイクリングは各自の責任での走行となります。エスコートが自転車を配り回収もします。 
悪天候に備え、軽装でナップザックなどに予備の衣服をご用意ください。昼食は各自となるため、英
国ポンドのご持参をお勧めします。 

4 



コーク、アイルランド（コーヴ ブラーニー城へ） 

Cork, Ireland (Cobh - For Blarney Castle) 
 
7 世紀に聖フィンバーにより築かれたコークはロマンチックなアイルランドへの玄関口です。狭い路地を散策し
たり、キラーニー湖を訪れたりしてみましょう。勇敢な観光客はブラーニ城の狭い通路を登り、ブラーニーストー
ンにキスをしてみましょう。コーク地方は西ヨーロッパの中でも有史前の史跡が数多く残されている地方です。
実話と寓話が溶け込む民間伝承の土地コークには、魔法の力を持つ神族でケルトの支配の為に地下の世界
に住んだといわれる偉大なトゥアーハ・デ・ダナーン神話伝説があります。  
コーブはアイルランドからの移住で唯一かつ重要な港でした。 
ご案内：船はコークから約 15 マイルはなれたコーブに停泊します。 

 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ブラーニー城 Blarney Castle 

広々とした公園に建つ、ロマンチックな遺構はマッカーサー一族の要塞で、厚い石の壁で囲まれていました。 
頂上にあるブラーニーストーンにキスをすると雄弁になると言われています。 

 

A○2 E A ブラーニー・ウールン・ミル・ショップ Blarney Woolen Mill Shop 

石造りのウール工場を改装した大規模のお土産物屋で、ウォーターフォード・クリスタル製品、アイリッシュリ
ネン、手織のドニゴールツイード、ニット製品、磁器やケルトブローチなど伝統的なアイルランド製品が販売さ
れています。 

 

A○3 E A キンセール Kinsale  

キンセールは可愛らしい歴史のある漁港で、保存状態の良い 18世紀の家々が並んでいます。この沖合で第
一次世界大戦中、ルシタニア号がＵボードにより魚雷攻撃されました。 
 

A○4 E A セント・フィン・バレズ大聖堂 St. Fin Barre's Cathedral 

フランスゴシック式の教会はウイリアム・バージにより 7 世紀の修道院フィン・バレズ跡地に建てられました。
モザイクや表現豊かな彫刻や中世のガーゴイルが見所です。 

 

A○5 E A ハウス・オブ・ウォーターフォード・クリスタル House of Waterford Crystal 

アイルランドはガラス製造で長い歴史があります。アイルランドの有名なウォーターフォード・クリスタルは
1783 年から歴史があります。 

 

A○6 E A 聖コルマン教会 St. Colman's Cathedral 

1868 年に建築がはじまり、1915 年に完成したコルマン教会は花崗岩と石灰岩で建てられ、手の込んだステ
ンドグラスがあります。コーブ港の眺めが素晴らしく、49 の鐘があります。 

 

A○7 E A キラーニー国立公園 Killarney National Park 

キラーニー国立公園は、ぎざぎざと尖った山並みを背景にした田園風景が広がっています。面積 2 万 6000
エーカーの敷地にはキラーニー湖があり、その美しさは有名です。 

 

A○8 E A マックロスハウス Muckross House 

19 世紀に建てられたこのマナーハウスには、豪華な庭園や民族博物館、工芸店などがあります。マナーハ
ウスの内部には、美しい手作りのビクトリア様式の家具を備えています。 
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ）Cork, Ireland (Cobh - For Blarney Castle) 
 

 
 
人気 

ツアー番号：CB4-100 
コーク終日観光 
Best of Cork & Countryside 
ツ ア ー 料 金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ①②③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

＜注意事項＞  

ブラーニーストーンの階段は狭く急勾配で曲がりくねっています。動きに難がある方はご考慮くださ
い。混雑により遅れが出る場合があります。階段を上がる為に最大２時間近く並ぶこともあり、ブラ
ーニーストーンを見学する充分な時間が取れない可能性もあります。履き慣れたヒールのない、滑り
にくい靴を着用下さい。 

 
 
ツアー番号：CB4-120 
キラーニー湖とマックロスハウス 
Killarney Lakes & Muckross House 
ツ ア ー 料 金：＄189.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

コーブからキラーニーへは片道３時間のドライブです。途中トイレ休憩を設けます。マックロスハウ
スでは写真撮影が禁止されています。 

 
 
ツアー番号：CB4-200 
ブラーニー城 
Blarney Castle 
ツ ア ー 料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

コーブからブラーニー城へは片道１時間のドライブです。ブラーニーストーンの階段は狭く急勾配で
曲がりくねっています。動きに難がある方はご考慮ください。混雑により遅れが出る場合があります。
階段を上がる為に最大２時間近く並ぶこともあり、ブラーニーストーンを見学する充分な時間が取れ
ない可能性もあります。履き慣れたヒールのない靴を着用下さい。 

 
 
ツアー番号：CB4-290 
コーク：景観ドライブとアイリッシュコーヒー 
Easy Cork: Scenic Drive & Irish Coffee 
ツ ア ー 料 金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 45 分 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞  

コーブからブラーニーへは片道１時間ほどのドライブです。村からブラーニー城を眺めることが出来
ますが、このツアーではブラーニー城入場は含まれません。 
アイルランドの最低飲酒年齢は１８歳です。アルコール飲料は１８歳以上の方に限ります。 
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ）Cork, Ireland (Cobh - For Blarney Castle) 
 

 
人気 

ツアー番号：CB4-999 
小グループで回るコーク終日観光 
Best of Cork & Countryside for Small Groups 
ツ ア ー 料 金：＄229.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ①②③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

＜注意事項＞  

ブラーニーストーンの階段は狭く急勾配で曲がりくねっています。動きに難がある方はご考慮くださ
い。混雑により遅れが出る場合があります。階段を上がる為に最大２時間近く並ぶこともあり、ブラ
ーニーストーンを見学する充分な時間が取れない可能性もあります。 
履き慣れたヒールのない、滑りにくい靴を着用下さい。 

 
 
ツアー番号：CB4-291 
コーク：景観ドライブとアイリッシュコーヒー（車椅子対応） 
Easy Cork:Scenic Drive & Irish Coffee(Wheelchair Accessible) 
ツ ア ー 料 金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 45 分 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞  

このツアーはCB4-290と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。 
リフト付き特別車両の為、車椅子に付き添われる方は一人に限らせていただきます。その他の同伴者
は別の乗り物となりますのでCB4-290をお申し込みください。事前に車椅子常用の情報がない場合、
このツアーはお申し込みいただけません。コーブからブラーニーへは片道１時間ほどのドライブで
す。アイルランドの最低飲酒年齢は１８歳です。アルコール飲料は１８歳以上の方に限ります。 

 
 
ツアー番号：CB4-115 
ロック･オブ・キャッシェル、ザ・ヴィーとリズモー 
Rock of Cashel, The Vee & Lismore 
ツ ア ー 料 金：＄169.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞  

ロック･オブ･キャッシェルでは野外訪問も含まれます。舗装されていない道や階段を歩きます。 

 
 
ツアー番号：CB4-125 
コーク西側の景観観光 
West Cork’s Scenic Wonders 
ツ ア ー 料 金：＄159.95～ （子供料金なし） 
所 要 時 間：約 9 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ）Cork, Ireland (Cobh - For Blarney Castle) 
 

 
ツアー番号：CB4-515 
キンセール・シーサファリ 
Kinsale Sea Safari 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

  

＜注意事項＞  

このツアーは妊娠中の方、背中に問題がある方や歩行に難がある方には向きません。 
このツアーはアドベンチャーツアーなので、お申し込みは慎重にご検討ください。キンセールへは開
放水域を通る為、時々海が荒れる場合もあります。このツアーに使用される船は高速で走行するので、
大きな動きと突然の揺れがあります。救命胴衣は用意されますので着用ください。このツアーは天候
次第では直前にキャンセルになる場合もあります。 

 
  
ツアー番号：CB4 -900 
専用車で回るコーク 終日ミニバン （ガイド付き） 
Cork by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1199.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 ガイドがつきます（乗客 4名にガイド 1名）。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：CB4 -905 
専用車で回るコーク 終日乗用車クラス （ガイド付き） 
Cork by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1149.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ）Cork, Ireland (Cobh - For Blarney Castle) 
 

  
ツアー番号：CB4 -910 
専用車で回るコーク 半日ミニバン （ガイド付き） 
Cork by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄949.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 ガイドがつきます（乗客 4名にガイド 1名）。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：CB4 -915 
専用車で回るコーク 半日乗用車クラス （ガイド付き） 
Cork by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄849.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：CB4 -920 
専用車で回るコーク 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Cork by Private Vehicle - Van Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄849.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ）Cork, Ireland (Cobh - For Blarney Castle) 
 

  
ツアー番号：CB4 -925 
専用車で回るコーク 終日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Cork by Private Vehicle - Car Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄829.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：CB4 -930 
専用車で回るコーク 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Cork by Private Vehicle - Van Class Half Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄649.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：CB4 -935 
専用車で回るコーク 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Cork by Private Vehicle - Car Class Half Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄599.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ）Cork, Ireland (Cobh - For Blarney Castle) 
 

 
 
ツアー番号：CB4-210 
キンセール村とチャールズフォート 
Kinsale Village & Charles Fort 
ツア ー 料 金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
 

 
ツアー番号：CB4-130 
ウォーターフォード・クリスタルとリズモー 
House of Waterford Crystal & Lismore 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 

ウォーターフォード・クリスタル工場まで片道約１時間４５分のドライブです。 
このツアーには昼食は含まれません。各自お摂りください。 
ウォーターフォード・クリスタル工場のカフェテリアで軽食が購入できます。現地通貨をお持ち頂く
事をお勧めいたします。 

 
 
ツアー番号：CB4-220 
コーク市内ドライブとアイリッシュ・ウィスキーセンター 
Cork City Drive & Irish Whiskey Centre 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 

アイルランドの最低飲酒年齢は18歳です。アルコール飲料は１８歳以上にのみサービスされます。 
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ダブリン、アイルランド 
Dublin, Ireland 
 
ダブリンは復興を経験しています。現在リフィー川に広がるこの優雅なコスモポリタン都市はヨーロッパでも人
気の観光地です。アイルランド共和国の首都ダブリンはこじんまりとしており、散策には最適です。セント・ステ
ファンズグリーンの散歩をしたり、アイルランド最古の大学トリニティー・カレッジの灰色の石のファサードを見た
りと様々な見所があります。街全体が非常によく保存されており、毎年 6 月 16 日には学生が 1904 年 6 月 16
日のダブリンを描いた「ユリシーズ」の小説家ジェイムズ・ジョイスの道をたどるのが恒例となっています。 
 
ダブリンには深い物語があります。リフィー川の河畔には少なくとも 1500年前から人が居住しています。ゲール
族、バイキング、ノルマン、イギリスからの侵略者の足跡が町のいたるところに見られます。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A 聖パトリック大聖堂  St. Patrick's Cathedral 

  
アイルランドの守護聖人聖パトリックを祭るアイルランド最大の教会です。初期キリストの遺構の上に建てら
れ、聖パトリックが洗礼を受け改宗した所と言われています。 

 

A○2 E A トリニティー・カレッジ Trinity College 

トリニティー・カレッジはアイルランドで一番古い大学で、世界でも優秀な大学の一つです。トリニティー・カレ
ッジ図書館にはケルズの書が保管されています。 
 

A○3 E A ギネス・ストアハウス/パブ訪問 Guinness Storehouse and/or Visiting a Pub 

ダブリンには 1000 以上のパブがあり、何百種類ものビールが飲まれています。セント・ジェイムズゲート醸造
所はアーサー・ギネスにより 1759 年ダブリンで作られ、現在では最大の黒ビール醸造所です。ギネス・ストア
ハウスはいちばん人気の観光名所となっています。 

 

A○4 E A ダブリン城 Dublin Castle 

ダブリン城は市内に現存する最古の建築物で 13 世紀に建てられたという塔があり、かつてイギリス総督の
邸宅でした。 
 

A○5 E A マラハイド城 Malahide Castle 

1185 年から 1973 年までの間、マラハイド城はタルボッド家の居城でした。現在アイルランドで最古の歴史あ
る城の一つです。 
 

A○6 E A グレンダロッホ Glendalough 

素晴らしい自然に囲まれた修道院は、ロンリープラネットという本で「グレンダロッホはアイルランドで一番美
しく、アイルランド旅行のハイライト」と紹介しています。 
 

A○7 E A パワーズコート Powerscourt 

パワーズコートは優美なウィックロー山脈にあります。アイルランドで最も美しい田舎屋敷で、庭園内にある
滝の高さはアイルランドで一番です。 
 

A○8 E A  コージー・ファーム Causey Farm 

ミース州ナヴァン近郊にある家族経営の農場はアイルランドの豊かな牧草地帯にあります。コージー・ファー
ムでは羊や家畜、そして小さなコネマラポニーを飼育しています。 
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland  

 
 

 
ツアー番号：DUB-150 

ダブリンとグレンダロッホ 
Dublin & Glendalough 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 30 分 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞ 

ツアーの所要時間は約 8 時間から 9 時間です。グレンダロッホからダブリンまでの戻りは約 90 分の
ドライブです。 

 
 

人気  

ツアー番号：DUB -200 
ダブリンハイライト 
Dublin Highlights 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

市内道路の渋滞などで遅れが生じる場合があります。トリニティー・カレッジを訪問しますが、  
ケルズの書を展示する特別室への入場は含まれていません。 

 
 

人気  

ツアー番号：DUB -201 

ダブリンハイライト(車椅子対応) 
Dublin Highlights(Wheelchair Accessible) 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞  

このツアーはDUB-200と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。 
リフト付き特別車両の為、車椅子に付き添われる方は一人に限らせていただきます。その他の同伴者
は別の乗り物となりますのでツアーDUB-200 にお申し込みください。クルーズを申し込みの際、事前
に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけません。市内道路の渋滞などで遅
れが生じる場合があります。トリニティー・カレッジを訪問しますが、  
ケルズの書を展示する特別室への入場は含まれていません。 

 
 
ツアー番号：DUB -385 

徒歩でのダブリン観光とパブ 
Walking Tour of Dublin & Pub Visit 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ③ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

徒歩による観光は１時間４５分から２時間ほどです。訪問するパブは変わります。アイルランドの最
低飲酒年齢は 18歳です。アルコール飲料は１８歳以上にのみサービスされます。 
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland  
 

 
 
ツアー番号：DUB -170 
アイリッシュな一日 
Irish for a Day 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

特に制限はありませんが、このツアーは実地体験型です。健康で楽しい事や冒険が好きな方がご参加
ください。ダブリンからミース州コージー・ファームまで片道約 1時間強かかります。動きやすい服
装、歩きやすい靴又はハイキングシューズでご参加ください。防水性のジェケットやウィンドブレー
カーをお持ち下さい。天候により、ファームでのアクティビティーは変更になる場合があります。 

  
ツアー番号：DUB -210 

ダブリン城とケルズの書 
Dublin Castle & The Book of Kells 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ②④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ケルズの書は人気の観光名所の為、見学に並ぶ必要があります。ダブリン城内ステート・アパートメ
ントとケルズの書は写真撮影が禁止されています。ダブリン城は政府会議や公式行事の為に突然休館
になる場合があります。 

  
ツアー番号：DUB -220 

マラハイド城とアイリッシュパブ 
Malahide Castle & Irish Pub 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ③⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

マラハイド城内は写真撮影が禁止されています。 
アイルランドの最低飲酒年齢は18歳です。アルコール飲料は１８歳以上にのみサービスされます。 

  
リピーター向け 

ツアー番号：DUB -225 
グレンダロッホ 
Glendalough 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

  
ツアー番号：DUB -305 
ギネス・ストアハウスと市内ドライブ 
Guinness Storehouse & City Drive 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間  
 

下車予定： ③ /車窓予定： ①②④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ギネスの試飲は１８歳以上のお客様に限ります。醸造所へ入場は許可されていません。 
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland 
 

 
ツアー番号：DUB -600 
ディスカバリーファミリー：家族向け アイリッシュな一日 
Discovery Family: Irish for a Day for Families 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

特に制限はありませんが、このツアーは実地体験型です。健康で楽しい事や冒険が好きな方がご参加
ください。ダン・レアリーからミース州コージー・ファームまで片道約1時間30分かかります（途中
高速道路などを使用）。動きやすい服装、歩きやすい靴又はハイキングシューズでご参加ください。
防水性のジェケットやウィンドブレーカーをお持ち下さい。天候により、ファームでのアクティビテ
ィーは変更になる場合があります。 

 
 
ツアー番号：DUB -115 
ディスカバリー特選：究極のダブリン 
A Discovery Exclusive: Ultimate Dublin 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定： ①②④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

テンプル・バー周辺は石畳が敷かれており、昼食とショーの会場は車椅子対応ではありません。   
ギネスビール工場内部には入れません。 

 
 
ツアー番号：DUB -230 

バリノッケン・ハウスでのスコーン作り実演 
Scone Baking Demo at Ballyknocken House 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

キャサリン・フルビオの都合が合わない場合、代わりにチーフアシスタントが教室を受け持ちます。 

 

 
 
ツアー番号：DUB -180 

パワーズコートとダブリン自由散策 
Powerscourt Estate & Dublin On Your Own 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間  
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ②  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

昼食は各自でお取りください。現地通貨をご持参ください。 
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland 
 

  
ツアー番号：DUB -900 
専用車で回るダブリン 終日ミニバン （ガイド付き） 
Dublin by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1199.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：DUB -905 
専用車で回るダブリン 終日乗用車クラス （ガイド付き） 
Dublin by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1149.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 ガイドが付きます。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：DUB -910 
専用車で回るダブリン 半日ミニバン （ガイド付き） 
Dublin by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄949.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland 
 

  
ツアー番号：DUB -915 
専用車で回るダブリン 半日乗用車クラス （ガイド付き） 
Dublin by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄849.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 ガイドが付きます。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：DUB -920 
専用車で回るダブリン 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Dublin by Private Vehicle - Van Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄849.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：DUB -925 
専用車で回るダブリン 終日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Dublin by Private Vehicle - Car Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄829.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland 
 

  
ツアー番号：DUB -930 
専用車で回るダブリン 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Dublin by Private Vehicle - Van Class Half Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄649.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：DUB -935 
専用車で回るダブリン 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Dublin by Private Vehicle - Car Class Half Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄599.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物   
 
ツアー番号：DUB -165 

パワーズコートと滝 
Powerscourt Estate & Waterfall 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 45 分 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
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ハンブルグ（ベルリン）、ドイツ  
Hamburg(Berlin), Germany 
 
ドイツの主要な港ハンブルグは、魅力があり多くの人々を引き付ける都市ベルリンへの玄関口です。ハンブル
グはエルベ川の河口の水上に建設され、ベニスとアムステルダムの数を足した数より多い 2100 以上の橋が架
けられています。 9 世紀シャルマーニュにより築かれたハンブルグはゴシックの旧市街がよく保存されていま
す。みだらな歓楽街のザンクトパウリからファッショナブルなお店が並ぶユングフェルンシュティークやバロック
建築の傑作、聖ミヒャエル教会など市内には見所が数多くあります。 
 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A 聖ミヒャエル教会/クラマーアムツシュトゥーベン St. Michael's Church/Krameramtsstuben 

聖ミヒャエル教会はハンブルグで一番有名な建物で、北ドイツのハンザ・プロテスタントバロック教会の傑作
と考えられています。史跡福祉住宅はハンブルグでも歴史深い地区にあり、その歴史は 17 世紀まで遡りま
す。 

 

A○2 E A  ハンブルグ市庁舎 City Hall Hamburg 

市庁舎は美しいネオ・ルネッサンスのファサードがあり、19 世紀のものです。ハンブルグ市長のオフィスやハ
ンブルグ州議場があり、今でも使用されています。 

 

A○3 E A アルスター湖（内/外） Alster Lake (Inner & Outer) 

本来は水車用にせき止めらましたが、今では地元や観光客の観光の目玉で、遊覧船や散歩など楽しめます。
外アルスターと内アルスターで構成され、南部はエルベ川に合流しています。 
 

A○4 E A 歴史倉庫街 Historic Warehouse district 

歴史倉庫街はユネスコ世界遺産に登録さています。赤レンガの倉庫が運河沿いに並び、統一と力の印象を
与えています。現在では主要観光名所となっています。 

 

A○5 E A リーパーバーン通り/ザンクトパウリ地区 Reeperbahn boulevard/St. Pauli district 

有名なリーパーバーンはハンブルグのザンクトパウリ地区の通りで、ハンブルグのナイトライフの中心で、歓
楽街でもあります。 

 

A○6 E A ハーフェン・シティー HafenCity 

ハーフェン・シティーと呼ばるヨーロッパ最大の再開発プロジェクトで、ハンブルグ最新のランドマーク、エルベ
フィルハーモニーホールがあります。 

 

A○7 E A ブランデンブルグ門/ドイツ連邦議会議事堂 Brandenburg Gate/Reichstag 

ブランデンブルグ門はかつてベルリンを東と西に隔てるため使われていました。付近にはドイツ連邦議会議
事堂があり、ベルリンにおいて最も歴史深いランドマークです。 

 

A○8 E A チェックポイント・チャーリー/ベルリンの壁 Checkpoint Charlie/ Berlin Wall 

チェックポイント・チャーリーは有名なベルリンの壁を横断する検問所です。西側には本物のベルリンの壁の
一部を見ることができます。 
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ハンブルグ（ベルリン）、ドイツ Hamburg, Germany(for Berlin)  

 
 

 
ツアー番号：HAM-100 

ベルリン観光 
Best of Berlin 
ツアー料金：＄299.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞ 

ハンブルグ鉄道駅への往復はバスで移動します。ハンブルグからベルリンへは列車で片道約 2時間 30
分です。列車には空調設備はありません。買物の為に現地通貨をご持参ください。列車内に WIFI は
ありません。訪問順序が変わる場合あります。 

 
 
ツアー番号：HAM-105 
ベルリン景観観光 
Scenic Berlin 
ツアー料金：＄299.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

＜注意事項＞  

ハンブルグ鉄道駅への往復はバスで移動します。ハンブルグからベルリンへは列車で片道約2時間30
分です。列車には空調設備はありません。混雑を防ぐため、訪問順序が変わる場合があります。 
買物の為に現地通貨をご持参ください。列車内にWIFIはありません。日曜日は殆どの商店がお休みで
す。 

 
 
ツアー番号：HAM-215 
ハンブルグとノイエンガンメ強制収容所 
Hamburg and Neuengamme Concentration Camp 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： ①③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

＜注意事項＞  

現地ガイドと桟橋で合流し、ハーフェン・シティーのパノラマ観光を含む4時間のツアーが始まりま
す。ユネスコ世界遺産に登録された倉庫街、堂々としたネオ・ルネッサンス建築の市庁舎やファッシ
ョナブルなショッピングプロムナードのユングフェルンシュティークなどの名所を通過します。お写
真撮影の為に聖ミヒャエル教会や外アルスター湖、有名な歓楽街リーパーバーンを車窓から眺めま
す。そして町を離れ旧ノイエンガンメ強制収容所にドライブします。第2次世界大戦中北ドイツに作
られた最大の強制収容所で、ナチスにより1938年12月から1945年5月まで約10万6千人の人々が幽閉さ
れ、戦争の終わりまでに約5万6千人が虐殺されました。知識豊富なガイドが内部を案内し、記念碑、
記念塔とアーカイブ、囚人が収容されていた旧収容煉瓦工場やナチスに使われていた建物を見学した
後、港に戻ります。 

 
 
ツアー番号：HAM-120 
ハンブルグとシュヴェーリン城 
A Tale of Two Cities - Hamburg, Schwerin & A Fairytale Castle 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 9 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： ①②④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

＜注意事項＞  

ハンブルグとシュヴェーリンとの所要時間は車で片道約90分です。シュヴェーリン城は政府関係の会
議などのため、予告無しに閉館する場合があります。歩き易い平底の靴でご参加下さい。訪問順序が
変わる場合があります。 
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ハンブルグ（ベルリン）、ドイツ Hamburg, Germany(for Berlin)  
 

 
ツアー番号：HAM-180 
ベルリン ハイライト観光と自由時間 
Berlin Highlights & Time on Your Own 
ツアー料金：＄249.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ⑦⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハンブルグ鉄道駅への往復はバスで移動します。ハンブルグからベルリンへは列車で片道約2時間30
分です。列車には空調設備はありません。列車内はWIFIはありません。混雑を防ぐため、訪問順序が
変わる場合があります。買物の為に現地通貨をご持参ください。日曜日は殆どの商店がお休みです。 

 
 
ツアー番号：HAM-185 
ベルリンでの自由時間 
Berlin on Your Own 
ツアー料金：＄239.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定：  /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ベルリンへの移動は、寄港日当日の運行機関の状況によりますが、列車またはバスを利用します。列
車の場合、車内には空調設備はありません。船から鉄道駅へのバスによる往復トランスファーは含ま
れています。列車内にWIFIはありません。混雑を防ぐため、訪問順序が変わる場合があります。 

 
 
ツアー番号：HAM-200 
ハンブルグ観光 
Best of Hamburg 
ツアー料金：＄64.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定：  /車窓予定： ①②③④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

聖ミヒャエル教会は午後7時に閉まる為、夜の訪問には含まれません。 
教会や大聖堂を訪れるので、膝や肩、腹部が隠れる控えめな服装でご参加ください。短パンでは入れ
ません。聖ミヒャエル教会内部のフラッシュ撮影は禁止されています。平底の履きなれたウォーキン
グシューズを着用し、重ね着の服装でご参加ください。訪問順序が変わる場合があります。 

 
 
ツアー番号：HAM-240 
陸と海からのハンブルグ観光 
Hamburg by Land & Sea 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ③ /車窓予定： ①②④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変わる場合があります。礼拝中は聖ミヒャエル教会の内部見学はできない場合がありま
す。 
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ハンブルグ（ベルリン）、ドイツ Hamburg, Germany(for Berlin) 
 

 
ツアー番号：HAM-310 
ハンザ同盟都市リューベックとビール醸造所 
Hanseatic Lubeck & Brewery 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 30 分 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハンブルグとリューベックとの所要時間は車で片道約75分です。訪問順序が変わる場合があります。
ハイリゲン・ガイスト病院は月曜日が閉館の為、外観のみ見学します。ドイツの最低飲酒年齢はビー
ルが16歳から、高アルコール飲料は18歳からとなります。このツアーはかなりの徒歩が含まれる為、
歩行に難がある方にはお勧めしません。 

 
  
ツアー番号：HAM-110 
ディスカバリー特選 究極のベルリン 
A Discovery Exclusive - Ultimate Berlin 
ツアー料金：＄329.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ドイツ連邦議事堂はドイツの国会が置かれており、公務の為に突然閉鎖される場合があります。 
パスポートをご持参ください。参加されるお客様の個人情報（生年月日、氏名）を船が港に到着の 48
時間前までに申告する必要があります。入場の際にはセキュリティーチェックが行われます。セキュ
リティーチェックポイントを通過する必要があります。屋上テラスへはエレベーターでのみアクセス
できます。階段はありません。清掃の理由により、突然ガラス製クーポラが閉鎖れる場合があります。 
訪問順序は各所観光時間と交通状況により、必要に応じて変わる場合があります。 
ハンブルグからベルリンへは列車で片道約 3時間です。列車には空調設備がありません。 
お買物の為に現地通貨の持参をお勧めします。列車に wifiはありません。 

 
 
ツアー番号：HAM-210 
ハンブルグと市庁舎 
Hamburg and Town Hall 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ③⑤⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

市庁舎は公式行事の為に突然全館又は一部が閉鎖される場合があります。訪問順序が変わる場合があ
ります。 

 
 
ツアー番号：HAM-250 
ハンブルグ観光とオルガンリサイタル 
Hamburg and Organ Recital 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ① /車窓予定： ②③④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変わる場合があります。市庁舎は祭日と上院開会中は閉鎖される場合があります。公衆ト
イレを使用する場合は0.5ユーロが必要です。聖ミヒャエル教会の礼拝はドイツ語で行われます。 
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ハンブルグ（ベルリン）、ドイツ Hamburg, Germany(for Berlin) 
 
 

 
ツアー番号：HAM-300 
スウィート・ハンブルグ チョコレート博物館 
Sweet Hamburg - Chocoversum 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： ④⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーには約1時間の徒歩観光が含まれます。かなりの徒歩による観光が含まれる為に歩行に難
がある方にはお勧めしません。 
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ロッテルダム、オランダ  
Rotterdam, The Netherlands 
 
ヨーロッパ最大の港町ロッテルダムは旧世界と新世界の魅力があります。町の歴史は古く、１３２８年にウイリ
アム２世がロッテにあった静かな漁村に都市権を授けましたが、都市のほとんどは第二次世界大戦後６０年の
ものです。重要な工業の中心でヨーロッパの主要港ロッテルダムはナチスの西側諸国への電撃戦の最初のタ
ーゲットとなりました。１９４０年５月１４日ドイツ空軍により都市は爆撃され、ロッテルダムは破壊されました。終
戦後ゆっくりと再建が進み１９６０年代の初めには複雑な港湾施設が北海まで拡張されました。現在では人口
約５０万を抱え、オランダだけでなく、北ヨーロッパの経済の中心を担っています。 
１９４０年のナチスドイツの空襲で、旧市街のほとんどが焼失しました。その結果、ロッテルダムの建築物は新
旧が魅力的に混ざり合い、現代的な高層ビルが１９世紀や１８世紀の建物の隣に建ち並んでいます。 
 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A 運河クルーズ Canal Boat Cruise 

運河クルーズでは風車小屋や１７世紀の家々からカリオンの鐘がある教会や倉庫など、運河沿いに並ぶア
ムステルダムを象徴する景色がご覧いただけます。 

 

A○2 E A  デン・ハーグとロイヤルデルフト The Hague & Royal Delft 

デン・ハーグやデルフト、３世紀を渡り素晴らしい陶器を作り続けているロイヤルデルフト工房を見学します。 
 

A○3 E A ゴッホ美術館 Van Gogh Museum 

アムステルダムにあるゴッホ美術館はオランダ人画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホとその同時期の作品を集
めた美術館で、ゴッホの絵画とデッサンの世界最大のコレクションが収蔵されています。 
 

A○4 E A アンネ・フランクの家 Anne Frank's House 

アンネ・フランクの家はユダヤ人で戦争時日記を綴ったアンネ・フランクに捧げた博物館です。彼女の隠れ家
は保存されており、博物館には生涯とその時代についての展示がされています。 

 

A○5 E A キンデルダイク Kinderdijk 

風車小屋はオランダの風景から消えつつあります。キンダルダイクには１９基のオリジナルの風車小屋があ
り、その多くは稼働しています。１９９７年キンデルダイクの風車小屋はユネスコ世界遺産に登録されました。 

 

A○6 E A デルフトハーフェン Delfshaven 

デルフトハーフェンは歴史ある港でロッテルダム最古の史跡です。数多くのアンティークショップやロッテルダ
ム歴史博物館、デルフト造船所、有名なピルグリム･ファーザーズ教会がこの地域にあります。 

 

A○7 E A キューケンホフ チューリップ祭り Keukenhof Tulip Festival 

キューケンホフはヨーロッパの庭園と知られ、オランダのリッセの近くにあり、世界最大の花の公園です。 
 

A○8 E A 王宮 Royal Palace 

ダム広場に堂々と構える豪華な王宮は、１７世紀中ごろからいろいろな目的で使用されてきました。市庁舎と
して建てられ、現在では王室行事に使用されます。 
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ロッテルダム、オランダ Rotterdam, The Netherlands 
 

 
 
ツアー番号：RTM-180 
アムステルダム ハイライト観光と自由時間 
Amsterdam Highlights & Time On Your Own 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： ④⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ロッテルダムからアムステルダムへの所要時間は交通状態にもよりますが車で片道約１時間４５分
です。混雑を防ぐために訪問順序が変わる場合があります。 

 
 
ツアー番号：RTM -185 
アムステルダムでの自由時間 
Amsterdam On Your Own 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ロッテルダムからアムステルダムへの所要時間は交通状態にもよりますが車で片道約１時間４５分
です。 

 
 
ツアー番号：RTM -186 
アムステルダムでの自由時間（車椅子対応） 
Amsterdam On Your Own(Wheelchair Accessible) 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定：  /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはRTM-185と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。 
リフト付き特別車両の為、車椅子に付き添われる方は一人に限らせていただきます。その他の同伴者
は別の乗り物となりますのでRTM-185をお申し込みください。事前に車椅子常用の情報がない場合、
このツアーはお申し込みいただけません。 
ロッテルダムからアムステルダムへの所要時間は交通状態にもよりますが車で片道約１時間４５分
です。 

 
 

 
人気 

ツアー番号：RTM -100 
アムステルダム ベスト観光 
Best of Amsterdam 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 9 時間 
 

下車予定： ①③ /車窓予定： ④⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ゴッホ美術館内には階段が多数あります。エレベーターもありますが、動いていない場合もあります。
美術館内でのカメラとビデオの使用は禁止されています。ロッテルダムからアムステルダムへの所要
時間は交通状態にもよりますが車で片道約１時間４５分です。訪問順序が変わる場合があります。 
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ロッテルダム、オランダ Rotterdam, The Netherlands 
 

 
世界遺産 

ツアー番号：RTM -210 
キンデルダイクの風車小屋 
Windmills at Kinderdijk 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： ⑥ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

風車の内部には急階段があります。訪問順序が変わる場合があります。このツアーは11月1日から3月
31日の平日は風車が閉まる為催行しません。 

 
 
ツアー番号：RTM -290 
ロッテルダム景観観光 
Easy Rotterdam 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
 
ツアー番号：RTM -120 
デン・ハーグ、マドローダムとマウリッツハイス美術館 
The Hague, Madurodam & Mauritshuis Visit 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 6 時間 30 分 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

買い物などにユーロ又はクレジットカードをご持参ください。マドローダム内はガイドによる案内は
ありません。マウリッツハイスのアプリをiPhoneとアンドロイド端末に無料ダウンロードができます
（ウインドーズフォンには適応していません）。美術館ではマルチメディア端末を無料で借りること
ができます。 

 
 
ツアー番号：RTM -140 
アムステルダム景観クルーズとゴッホ美術館 
Scenic Amsterdam Cruise & Van Gogh Museum 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 9 時間 
 

下車予定： ①③ /車窓予定： ④⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ゴッホ美術館内には階段が多数あります。エレベーターもありますが、動いていない場合もあります。
美術館内でのカメラとビデオの使用は禁止されています。ロッテルダムからアムステルダムへの所要
時間は交通状態にもよりますが車で片道約１時間４５分です。訪問順序が変わる場合があります。 
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ロッテルダム、オランダ Rotterdam, The Netherlands 
 

 
ツアー番号：RTM -220 
ディスカバリー特選：ロイヤルファクトリーでの陶芸教室 
A Discovery Exclusive: A Hands on Experience: Pottery Workshop at Royal 
Factory 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは11月1日から3月31日の日曜日はロイヤルデルフト工房がお休みの為、催行しません。教
室で絵付けをした物は自宅に郵送することができます（必要な場合）。追加料金は含まれていないの
で、現場でお支払ください。 

 
  
ツアー番号：RTM -900 
専用車で回るロッテルダム 終日ミニバン （ガイド付き） 
Rotterdam by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄2199.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語ガイド 
  
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：RTM -905 
専用車で回るロッテルダム 終日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Rotterdam by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄2099.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語ガイド 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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ロッテルダム、オランダ Rotterdam, The Netherlands 
 

  
ツアー番号：RTM -910 
専用車で回るロッテルダム 半日ミニバン （ガイド付き） 
Rotterdam by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1249.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語ガイド 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：RTM -915 
専用車で回るロッテルダム 半日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Rotterdam by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1149.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語ガイド 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：RTM -920 
専用車で回るロッテルダム 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Rotterdam by Private Vehicle - Van Class Full Day (Driver only) 
ツアー料金：＄1449.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバー（その他言語は船内でお問い合わせください） 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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ロッテルダム、オランダ Rotterdam, The Netherlands 
 

  
ツアー番号：RTM -925 
専用車で回るロッテルダム 終日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Rotterdam by Private Vehicle - Car Class Full Day (Driver only) 
ツアー料金：＄1299.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバー（その他言語は船内でお問い合わせください） 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：RTM -930 
専用車で回るロッテルダム 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Rotterdam by Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver only) 
ツアー料金：＄699.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバー 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：RTM -935 
専用車で回るロッテルダム 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Rotterdam by Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver only) 
ツアー料金：＄624.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバー 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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ロッテルダム、オランダ Rotterdam, The Netherlands 
 
 

 
こだわり 

ツアー番号：RTM -150 
アムステルダムとアンネ・フランクの家 
Amsterdam & Anne Frank House 
ツアー料金：＄379.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： ①④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

アンネ・フランクの家の内部には随所にある急な階段を使用し、各部屋を見学する必要があり、エレ
ベーターはありません。館内でのカメラとビデオの使用は禁止されています。ガイド説明はありませ
ん。館内とアンネ・フランクの生涯について事前に説明し、館内は各自で見学いただきます。ロッテ
ルダムからアムステルダムへの所要時間は交通状態にもよりますが車で片道約１時間４５分です。訪
問順序が変わる場合があります。 

 
 
ツアー番号：RTM -205 
デン・ハーグとロイヤルデルフト工房 
The Hague & Royal Delft Factory 
ツアー料金：＄65.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは11月1日から3月31日の日曜日はロイヤルデルフト工房がお休みの為、催行しません。 

 
 
ツアー番号：RTM -360 
キューケンホフ チューリップ祭り 
Keukenhof Tulip Festival 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

キューヘンホフは2017年3月23日から5月21日まで営業します。チューリップのシーズンの最後の週は
開花しているチューリップは少なくなりますが、庭園内のパビリオンには多種多様の花々がご覧いた
だけます。タイリンゲン城は見えず、このツアーでは訪問しません。 

 
 
ツアー番号：RTM -380 
ゴーダ徒歩観光 
Walking Tour of Gouda 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間  
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

計量所が閉鎖される11月1日から3月31日はこのツアーは催行しません。 
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ブリュッセル/ブルージュ（ゼーブルージュ）、ベルギー  
Brussels/Bruges(Zeebrugge), Belgium 
 
ゼーブルージュはブリュッセルへの玄関口です。ベルギーの首都ブリュッセルは2つの都市が一つに合わさって
います。古いブリュッセルは素晴らしいバロック建築の宝庫で、装飾の施されたギルドハウスや石畳の道のほ
か、ヨーロッパの中でも素晴らしい広場があります。新しいブリュッセルは現代的な都市で、EUの首都、NATO
本部、欧州原子力共同体の本部があります。素晴らしい対比が見られる都市です。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ブルージュと鐘楼 Bruges & Belfry 

美しいベルギーは国際的ですが、昔ながらの魅力に溢れています。大きなマルクト広場、古いギルドハウス、
高さ 82 メートルの中世の鐘楼と聖血礼拝堂など散策しましょう。 

 

A○2 E A 聖母教会 Church of Our Lady 

堂々と聳えるブルージュのランドマークは 13世紀まで歴史が遡り、ブルージュでも一番の高層建築で、ミケラ
ンジェロが作った白大理石作りの「聖母子像」があることで有名です。 

 

A○3 E A ブリュッセルと小便小僧 Brussels & "Manneken-Pis" 

ヨーロッパ連合 EU の首都ブリュッセルには鉄の結晶構造を表現したユニークなモニュメント アトミウムや元
気のよい少年のブロンズ像など見逃せません。 

A○4 E A グランプラスとギルドハウス Grand Place & Guild Halls 

ブリュッセルの中心に位置する賑わいをみせるグランプラスは中世の時代は市場でしたが、現在ではバロッ
ク様式の装飾が施されたファサードのギルドハウス、市庁舎とギャラリー・サンチュベールがあります。 

 

A○5 E A ゲントと聖バーフ大聖堂 Ghent & St Bavo's Cathedral 

中世の都市ゲントには14世紀の鐘楼や歴史ある聖ミカエル橋があり、見事な聖バーフ大聖堂には有名な15
世紀の祭壇画「神秘の子羊」が飾られています。2012 年の秋より祭壇画「神秘の子羊」の 5 年の長い修復作
業が始まりました。全体の行程を通し、まだ修復中ですが、聖バーフ大聖堂で一般に公開しています。他の
作品は複写の作品に置き換えられています。 

 

A○6 E A フランダースの野とイーペル Flanders Fields & Ypres 

フランダース地方は 1915年に出版されたジョン・マックレアの詩集「フランダースの野に」が出版されて以降、
戦争により犠牲になる人間の象徴となりました。近郊のイーベルは魅力あるフランドルの町です。 

 

A○7 E A ベルギーの味覚 Taste of Belgium 

ベルギーはビールが種類豊富なことで有名で、国内に約 125のビール醸造所があり、チョコレートやワッフル
もおいしいことで知られ、この地方のツアー中では試食をすることができるでしょう。 

 

A○8 E A ブルージュとゲントの運河 Canals of Bruges & Ghent 

ブルージュとゲントは絵葉書のような運河があり、中世地方の散策を経験できる最適な場所を旅行者に提供
しています。 
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ブリュッセル/ブルージュ（ゼーブルージュ）、ベルギーBRUSSELS/BRUGES (ZEEBRUGGE), BELGIUM 
 
 

 
人気 世界遺産 

ツアー番号：ZE1 -100 
ブリュッセル旧市街とグランプラス 
Brussels Old Town & Grand Place 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： ③④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ゼーブルージュとブリュッセルとの所要時間は車で片道約2時間です。 

 
 
世界遺産 

ツアー番号：ZE1 -105 
ブルージュ、ゲントと運河クルーズ 
Best of Bruges & Ghent with Canal cruise 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 9 時間 
 

下車予定： ①⑤⑧ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ゼーブルージュとゲントとの所要時間は車で片道約1時間です。ゼーブルージュとブルージュとの所
要時間は車で片道約30分です。日曜日の午前は聖バーフ大聖堂が閉鎖されるため、訪問順序が変わり
ます。2012年の秋より祭壇画「神秘の子羊」の5年間の修復作業が開始されました。全体の行程を通
し、祭壇画は修復中ですが、聖バーフ大聖堂内で今のところ見ることができます。他の作品は複製画
が展示されています。 

 
 
世界遺産 

ツアー番号：ZE1 -200 
ブルージュと運河クルーズ 
Bruges & Canal cruise 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 45 分 
 

下車予定： ①⑧ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ゼーブルージュとブルージュとの所要時間は車で片道約30分です。 

 
 
ツアー番号：ZE1 -295 
ゲントと運河クルーズ 
Ghent by Canal Cruise 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 45 分 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

買い物等にユーロ又はクレジットカードをご持参ください。ウォーキングシューズとその日の気候に
合わせた服装を着用ください。帽子と軽めなジャケットをご持参ください。 
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ブリュッセル/ブルージュ（ゼーブルージュ）、ベルギーBRUSSELS/BRUGES (ZEEBRUGGE), BELGIUM 
 

 
ツアー番号：ZE1 -225 
フランドルの田園地帯 
Flemish Countryside 
ツアー料金：＄65.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

買い物等にユーロ又はクレジットカードをご持参ください。 

 
 
世界遺産 

ツアー番号：ZE1 -305 
ブルージュとビール試飲 
Bruges & Beer Tasting 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 45 分 
 

下車予定： ①⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ゼーブルージュとブルージュとの所要時間は車で片道約30分です。買い物等にユーロ又はクレジット
カードをご持参ください。18歳以上の方がビール試飲にご参加いただけます。 

 
  
ツアー番号：ZE1 -900 
専用車 終日ミニバン （ガイド付き） 
Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1949.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバーと英語ガイド 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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ブリュッセル/ブルージュ（ゼーブルージュ）、ベルギーBRUSSELS/BRUGES (ZEEBRUGGE), BELGIUM 
 

  
ツアー番号：ZE1-905 
専用車 終日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1899.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバーと英語ガイド 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：ZE1 -910 
専用車 半日ミニバン （ガイド付き） 
Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1149.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバーと英語ガイド 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：ZE1 -915 
専用車  半日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1099.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバーと英語ガイド 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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ブリュッセル/ブルージュ（ゼーブルージュ）、ベルギーBRUSSELS/BRUGES (ZEEBRUGGE), BELGIUM 
 

  
ツアー番号：ZE1 -920 
専用車 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Private Vehicle - Van Class Full Day (Driver only) 
ツアー料金：＄1499.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバー 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：ZE1 -925 
専用車 終日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Private Vehicle - Car Class Full Day (Driver only) 
ツアー料金：＄1399.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバー 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：ZE1 -930 
専用車 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver only) 
ツアー料金：＄799.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバー 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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ブリュッセル/ブルージュ（ゼーブルージュ）、ベルギーBRUSSELS/BRUGES (ZEEBRUGGE), BELGIUM 
 

  
ツアー番号：ZE1 -935 
専用車 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver only) 
ツアー料金：＄749.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 車種は最終人数と利用できるかによって異なります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 空調付き車両をリクエストできますが、手配できる保証はありません。 
 専用車と英語を話すドライバー 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
 

 
世界遺産 

ツアー番号：ZE1 -108 
ブルージュ観光と自由行動 
Bruges Highlights & Time On Your Own 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： ①⑧ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ゼーブルージュとブルージュとの所要時間は車で片道約30分です。 

 
 
世界遺産 

ツアー番号：ZE1 -185 
ブルージュ自由観光 
Bruges On Your Own 
ツアー料金：＄65.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはガイドがつかないツアーで、昼食や入場料など含まれていません。ブルージュのバス下
車地点から町の中心まで約1.6キロメートル歩きます。 
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ブリュッセル/ブルージュ（ゼーブルージュ）、ベルギーBRUSSELS/BRUGES (ZEEBRUGGE), BELGIUM 
 

 
世界遺産 

ツアー番号：ZE1 -186 
ブルージュ自由観光（車椅子対応） 
Bruges On Your Own(Wheelchair Accessible) 
ツアー料金：＄65.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはZE1-185と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。 
リフト付き特別車両の為、車椅子に付き添われる方は一人に限らせていただきます。その他の同伴者
は別の乗り物となりますのでZE1-185をお申し込みください。事前に車椅子常用の情報がない場合、
このツアーはお申し込みいただけません。 
このツアーはガイドがつかないツアーで、昼食や入場料など含まれていません。ブルージュのバス下
車地点から町の中心まで約1.6キロメートル歩きます。 

 
 

 
こだわり 

ツアー番号：ZE1 -125 
ブリュッセルとビール試飲 
Brussels & Beer Tasting 
ツアー料金：＄279.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 9 時間 
 

下車予定： ③④⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ゼーブルージュとブリュッセルとの所要時間は車で片道約2時間です。楽器博物館が休館の月曜日は
催行しません。18歳以上のお客様がビール試飲にご参加いただけます。 

 
 
リピーター向け 

ツアー番号：ZE1 -140 
イーペル イン・フランダース・フィールズ博物館とブルージュ 
Ypres, In Flanders Fields Museum & Bruges 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 30 分 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ゼーブルージュとイーペルとの所要時間は車で片道約1時間15分です。 
 

 
世界遺産 

ツアー番号：ZE1 -150 
ブルージュとチョコレート作り実演 
Bruges & Chocolate-Making Demonstration 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 
 

下車予定： ①⑦ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ゼーブルージュとブルージュとの所要時間は車で片道約30分です。参加人数に制限があります。 
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ブリュッセル/ブルージュ（ゼーブルージュ）、ベルギーBRUSSELS/BRUGES (ZEEBRUGGE), BELGIUM 
 

 
こだわり 

ツアー番号：ZE1 -155 
ゲントとベルギーチョコレート 
Ghent & Belgian Chocolatier 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 45 分 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加人数に制限がありますのでお早めにお申し込みください。お買物等にユーロ又はクレジットカー
ドをご持参ください。ウォーキングシューズとその日の気候に合わせた服装を着用ください。帽子と
軽めなジャケットをご持参ください。訪問順序が変わる場合があります。 
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス  
Paris/Normandy(Le Havre), France 
 
おそらく、フランスの他のどの場所よりもノルマンディーには英語を話す訪問客のために多くの協会があります。
１９４４年６月６日 D-Dayの歴史的な連合軍の上陸は、イギリス人とアメリカ人と同様に記憶の中に残されてい
ます。ル・アーブルも戦争の暗黒な日々を忘れることはありませんでした。港はノルマンディー上陸作戦の際に
ほぼ完全に破壊されました。今日、ル・アーブルはフランスで２番目に大きな港であり、花の都パリやノルマン
ディーの田舎町、そして歴史的な上陸作戦の海岸への玄関口でもあります。 
 
観光客は通常、歴史的な上陸地点やパリに向かいます。しかし、ル･アーブルは２００５年に世界遺産に登録さ
れました。アンドレ・マルロー美術館は世界でも素晴らしい印象派の作品が所蔵されている美術館の一つで
す。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A エッフェル塔 Eiffel Tower 

エッフェル塔はパリで最も高い建物の一つで、シャン・ド・マルス公園にあります。設計をしたギュスタフ・エッ
フェルにちなんで名付けられ、1889 年の万国博覧会のエントランス・アーチとして建てられました。 

 

A○2 E A  シャンゼリゼ通り＆凱旋門 Champs-Élysées & Arc de Triomphe 

「世界で最も美しい大通り」として知られるシャンゼリゼ通りには、ラグジュアリーな専門店やカフェ、世界で最
も大きな凱旋門があります。 

 

A○3 E A オルセー美術館とルーブル美術館 Musée d'Orsay/Louvre 

オルセー美術館には世界で最も多くの印象派のコレクションがあります。セーヌ川の対岸はミロのヴィーナス
やモナリザなどの傑作を所蔵するルーブル美術館です。 

A○4 E A ノートルダム寺院 Notre Dame 

パリのノートルダム寺院（私たちの貴婦人）は初期のゴシック建築の大聖堂の一つで、フランス国内そしてヨ
ーロッパでもフランスゴシック建築の傑作の一つであると広く考えられています。 

 

A○5 E A ノルマンディー上陸作戦ビーチ/アメリカ墓地 D-Day Beaches/American Cemetery 

ノルマンディー米軍英霊墓地は第 2 次世界大戦においてノルマンディーの 5 つの海岸で行われたノルマンデ
ィー上陸作戦で戦死した兵士が祀られています。 

 

A○6 E A ルーアン＆大聖堂 Rouen & Cathedral 

北部ノルマンディーの中心都市であるこの町には、フランスで最も高い尖塔を持ち、またクロード・モネの絵
画により不朽のものとなったロマネスク様式のルーアン大聖堂があります。 

 

A○7 E A オンフルール Honfleur 

オンフルールのこの小さな町はノルマンディーの17世紀のかわいい港を囲んでおり、その古さと、絵のような
港、正面が粘板岩で覆われた家々、歴史的建造物や教会で知られています。 

 

A○8 E A ベルサイユ宮殿＆ガーデン Versailles Palace & Gardens 

ベルサイユはルイ 14 世の宮殿や政府の為に設計されました。その庭園はオレンジ温室栽培園や壮大な噴
水を特徴とする世界で最も有名な庭です。 
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France 
 
 
 

人気 世界遺産 

ツアー番号：LEH-100 

終日パリ観光 
Best of Paris 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ①② 

健脚レベル その他 

中 
 

 

  

＜注意事項＞ 

ル・アーブルからパリとの所要時間は車で片道約3時間です。ノートルダム寺院のバス待機駐車場は、
寺院から少し離れた場所にあります。日曜日のショッピングはお店が限られます。 

 
 
世界遺産 
ツアー番号：LEH-101 

終日パリ観光（車椅子対応） 
Best of Paris(Wheelchair Accessible) 
ツアー料金：＄219.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ①② 

健脚レベル その他 

低 
 

 

  

＜注意事項＞ 

このツアーはLEH-100と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。 
リフト付き特別車両の為、車椅子に付き添われる方は一人に限らせていただきます。その他の同伴者
は別の乗り物となりますのでLEH-100をお申し込みください。事前に車椅子常用の情報がない場合、
このツアーはお申し込みいただけません。車椅子２台と乗客３名まで乗車できます。 
車椅子常用者が利用できる乗り物の数は非常に限られている為、３週間前までにご予約下さい。 

ル・アーブルからパリの移動時間は車で片道約３時間です。ノートルダム寺院のバス待機駐車場は、 
寺院から少し離れた場所にあります。日曜日のショッピングはお店が限られます。 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：LEH-105 

パリ市内ドライブとセーヌ川クルーズ 
Paris City Drive & Seine River Cruise 
ツアー料金：＄229.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： ①②④ 

健脚レベル その他 

低 
 

 

  

＜注意事項＞ 

ル・アーブルからパリの所要時間は車で片道約３時間です。 
日曜日のショッピングはお店が限られます。 
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France 
 
 

世界遺産 

ツアー番号：LEH-110 

パリ市内ドライブとルーブル美術館 
Paris City Drive & The Louvre Museum 
ツアー料金：＄299.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 11 時間 
 

下車予定： ①③ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

  

＜注意事項＞ 

ルーブル美術館は火曜日が閉館の為、このツアーは催行しません。祝日・第一日曜日はルーブル美術
館にグループが入場できない為に、このツアーは催行されません。夏季のルーブル美術館は、大変混
雑します。予めご了承下さい。 

 
 
ツアー番号：LEH-130 

モンサンミッシェル 
Mont Saint Michel 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

  

 
 
ツアー番号：LEH-300 

ノルマンディーの味覚 
A Taste Of Normandy 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 30 分 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

  

 

 
 
ツアー番号：LEH-115 
ノルマンディー上陸海岸 
Normandy Landing Beaches 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

＜注意事項＞ 

ル・アーブルから上陸海岸までの移動時間は車で約２時間半です。 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：LEH-120 

ベルサイユ宮殿＆庭園 
Versailles Palace & Gardens 
ツアー料金：＄259.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 10 時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

  

＜注意事項＞ 

月曜日はベルサイユ宮殿が閉館です。カリビアンプリンセス (2017年 5/25発, 8/17発, 9/22発) で
は催行しません。庭園の噴水は４月～１０月まで、週末は11:00ＡＭ～12:00ＰＭと3:30ＰＭ～5:00Ｐ
Ｍ、火曜日は11:00ＡＭ～12:00ＰＭと2:30ＰＭ～4:00ＰＭとなります。 
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France 
 

 
ツアー番号：LEH-125 

モネの邸宅とルーアン 
Monet’s Home & Rouen  
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

  

＜注意事項＞ 

日曜日は、ルーアンのブティックや商店はほとんど閉店していますが、ギフトショップ・レストラン・
カフェやベーカリー等はオープンしています。 
クロード・モネの邸宅は 11月 1日から 4月 1日は休館しています。 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：LEH-215 

ルーアンとルーアン・ノートルダム大聖堂 
Rouen & Notre Dame Cathedral of Rouen 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 30 分 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

＜注意事項＞ 

ル･アーブルからルーアンまでの所要時間は車で片道約１時間半です。 
日曜日は、ルーアンのブティックや商店はほとんど閉店していますが、ギフトショップ・レストラン・
カフェやベーカリー等はオープンしています。 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：LEH-230 

オンフルール 
Honfleur 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
 
世界遺産 
ツアー番号：LEH-185 
パリ自由散策 
Paris On Your Own 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： ①② 

健脚レベル その他 

低 
 

＜注意事項＞ 

ル･アーブルからパリまでの所要時間は車で片道約3時間です。 
夏季のパリは観光客で非常に混み合います。エッフェル塔やルーブル博物館では行列が予想されま
す。日曜日のショッピングはお店が限られます。 
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France 
 

  
ツアー番号：LEH -900 
専用車で回るル・アーブル 終日ミニバン （ドライバーとガイド付き） 
Le Havre by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：＄2299.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
ミニバン１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早
めにご予約ください。 

 
  
ツアー番号：LEH -905 
専用車で回るル・アーブル 終日乗用車クラス（ドライバーとガイド付き） 
Le Havre by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：＄1999.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバー
と英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早め
にご予約ください。 

 
  
ツアー番号：LEH -910 
専用車で回るル・アーブル 半日ミニバン （ドライバーとガイド付き） 
Le Havre by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：＄1649.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間  
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
ミニバン１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早
めにご予約ください。 

 
  
ツアー番号：LEH -915 
専用車で回るル・アーブル 半日乗用車クラス（ドライバーとガイド付き） 
Le Havre by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Driver/Guide) 
ツアー料金：＄1399.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間  
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 
専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバー
と英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早め
にご予約ください。 
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France 
 

  
ツアー番号：LEH -920 
専用車で回るル・アーブル 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Le Havre by Private Vehicle - Van Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄1599.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

ミニバン１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約く
ださい。 

 
  
ツアー番号：LEH -925 
専用車で回るル・アーブル 終日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Le Havre by Private Vehicle - Car Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄1849.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバー
と英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早め
にご予約ください。 

 
  
ツアー番号：LEH -930 
専用車で回るル・アーブル 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Le Havre by Private Vehicle - Van Class Half Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄1249.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ミニバン１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約く
ださい。 

 
  
ツアー番号：LEH -935 
専用車で回るル・アーブル 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Le Havre by Private Vehicle - Car Class Half Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄1199.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバー
と英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早め
にご予約ください。 
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ロンドン（サウサンプトン）英国 
London (Southampton), England 
 
イングランドの南には、英国で最も美しい田園が広がり、ドラマチックな海岸線が続きます。丘陵やヒース、なだ
らかな草地と森林、渓谷や谷など、素晴らしい景色が広がります。サウサンプトンは田園地方への玄関口とし
て、史跡、国定史跡の数々や魅了が溢れています。もちろん、ロンドンへは高速道路を使用すれば 2 時間の距
離です。英国の主要な客船港として、サウサンプトンは長い間、偉大な大西洋横断航路船のホームポートでし
た。 

 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A バッキンガム宮殿 Buckingham Palace 

女王陛下のロンドンの公邸、バッキンガム宮殿は木が立ち並ぶマルの終わりに築かれ、堂々とした鉄の門
にと赤いジャケットを着用したロイヤルガードに守られています。 

 

A○2 E A ウエストミンスター寺院 Westminster Abbey 

見事なゴシック建築は 1066 年以来、ロイヤル・ウェディングや戴冠式などに使用されています。無名戦士の
墓は第 1 次世界大戦で戦死した数千の兵士を追悼するものです。 

 

A○3 E A ビックベン/国会議事堂 Big Ben/Parliament Buildings 

英国国会議事堂は庶民院と貴族院で構成されて、英国の政治が行われいます。精巧な作りのゴシックの建
物にはロンドンで最も愛されている時計ビックベンがあります。 
 

A○4 E A ロンドン・アイ London Eye 

巨大な 21 世紀の観覧車は、観光客は特別に設計されたガラス製カプセルに入り、上空から息をのむような
素晴らしい景色が楽しめます。 

 

A○5 E A テームズ河クルーズ Thames River Cruise 

クルーズ船のガラスで覆われた展望デッキやプロムナードデッキから、タワーブリッジやロンドン・アイなど、
テームズ河沿いの素晴らしい景観を楽しめます。 
 

A○6 E A ストーンヘンジ Stonehenge 

考古学の真のミステリー、この神秘的なモニュメントは 5000 年以上も前から存在し、数多くの宗教的意味合
いがあります。観光客は高さ 7 メートル以上あるこの巨大な石の周りを歩くことができます。 
 

A○7 E A ウィンザー/ウィンザー城 Windsor/Windsor Castle 

中世のウィンザー城はエリザベス女王のお気に入りの居城で、ウイリアム征服王によるノルマン人の征服以
降に建てられましてた。 近くの町には趣のあるジョージア様式の商店街や住宅、旅館などがあります。 
 

A○8 E A ソールズベリー Salisbury 

13世紀のゴシック様式の大聖堂には高さ 121メートルの尖塔とマグナ・カルタの複製があります。町には黒と
白の木骨建ての家々と趣のある狭い道路などがあります。 

45 



ロンドン（サウサンプトン）英国 London (Southampton), England 

ツアー番号：SOU-960 
ストーンヘンジ（下船観光/ヒースロー空港行き） 
Stonehenge (Disembarking / Heathrow) 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 6 時間 15 分 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他

中 

＜注意事項＞ 

このツアーはサウサンプトンで下船し、ヒースロー空港から午後 4 時以降のフライトに搭乗するお客
様がお申込み頂けます。 

ツアー番号：SOU-962 
ストーンヘンジ（下船観光/ガトウィック空港行き） 
Stonehenge (Disembarking / Gatwick) 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 6 時間 15 分 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他

中 

＜注意事項＞ 

このツアーはサウサンプトンで下船し、ガトウィック空港から午後 4 時以降のフライトに搭乗するお
客様がお申込み頂けます。 

ツアー番号：SOU-965 
ロイヤル・ウィンザー（下船観光/ヒースロー空港行き） 
Royal Windsor (Disembarking / Heathrow) 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 45 分 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他

中 

＜注意事項＞ 

このツアーはサウサンプトンで下船し、ヒースロー空港から午後 4 時以降のフライトに搭乗するお客
様がお申込み頂けます。着心地が良い重ね着の服装で、ウォーキングシューズを着用ください。ウィ
ンザー城内では適度な徒歩観光となります。ウィンザー城は王室行事の為、予告なしに閉館される場
合があります。このツアーにはお食事が含まれません。ウィンザーにて自由時間がありますので、軽
食など購入することができます。現地通貨をお持ちください。サウサンプトンとウィンザーの移動時
間は車で約 1 時間 30 分です。聖ジョージ礼拝堂は礼拝の為日曜日は閉館です。
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Frequently Asked Questions 
よくあるご質問と回答 

 
 

Ｑ(質問)  プリンセス主催の寄港地観光を選ぶ利点は？ 
Ａ(答)  プリンセスが提供する寄港地観光を選ぶと、以下の様な多くの利点があります。 

 

品質：プリンセスではすべての寄港地を精査して、現地の最も信頼出来るツアー運行会社による観光を提

供しています。 

 

種類：すべてのツアーは、各寄港地で最もポピュラーで興味深い見どころを網羅しており、お客様の様々

な要求や好奇心を満足させるよう作られています。 

 

サービス：プリンセスがあなたに代わって観光の手配を致します。船上でツアーを予約すれば、寄港中の

時間を無駄にすることもありませんし、急な手配も避けられます。または princess.comですべてのツアーを

事前予約しておくことも可能です。プリンセスにお任せ下さい。 

 

安全：お客様の安全がプリンセスにとって最も重要な事であり、ツアーの計画と催行において第一に考慮

されることです。 

 

バリュー：最も高品質のツアーを提供する地元ツアー運行会社を選び、お客様が価格に見合う満足のゆく

ツアーであるか注意深く価格をモニターしています。可能な限りベストプライスが受けられるようお早めに

ご予約ください。 

 

 

Ｑ 寄港地での安全をプリンセスはどのように守ってくれるのですか。 
Ａ プリンセスの第一の関心事はお客様の安全です。行政機関などと常に連絡を保ち、クルーズに影響を

与える可能性のある旅行先に関する助言などを得ています。米国官庁が寄港予定の特定地域への入港

を控えるよう通達している場合には、公表済みの日程に対して必要な変更を加えます。そのような日程の

変更は頻繁に起こることではありませんが、変更はお客様自身の安全を守る為であり、警備上必要であ

る場合や、我々の力が及ばない場合があることをご理解ください。 

 

プリンセスは最善の安全対応をいたしますが、最近の世界情勢を考慮すると、お客様は、寄航中のご自

身の行動において最終的に自己責任をもって行動しなくてはいけないことをご理解ください。この件につい

て、寄港地を訪問中の常識的な注意事項を幾つか明記しておきます。 

 

･旅行者が通常訪れる地区以外には行かず、プリンセス手配のガイド付きツアー以外では人里離れた場

所には出かけないでください。 

･公共の場所では、ご自身の持ち物から目を離さないでください。 

･常にあなたの回りの人や状況に注意を払ってください。 

･知らない人から荷物や小包などの梱包したものを、個人的に受け取らないでください。 

･目立たないように、地味な服装をして、控えめにしていてください。 

･上陸中の飲食にはご注意ください。 

 

これらのアドバイスに従っていただくことで、お客様のクルーズやクルーズツアーの楽しみが高まることで

しょう。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、船に乗り遅れませんか。 
Ａ プリンセス主催の寄港地観光にご参加いただくことの重要なメリットの一つは、プリンセスがすべての

ツアーの出発と到着をしっかり監視していることです。それ故、すべてのプリンセス主催のツアーが戻って

来るまで船が出港することはありません。つまり船に乗り遅れることはありませんので、ご安心ください。



2 

寄港地でご自分が手配した場合や、プリンセス主催のツアーから途中で別行動された場合には、お客様

の居場所が分かりません。船の定めた最終帰船時間より前に、十分な余裕をもって船にお戻りください。 

 

Ｑ どのようにして事前に寄港地観光を予約したらよいでしょうか。 
Ａ 寄港地観光の最新案内、ツアーの詳細な説明は、弊社ホームページprincess.comをご覧になり、出航

日の５日以前までにご予約ください。The Cruise Personalizerは寄港地観光を予約する最も早く、最も便利

な方法です。ツアーチケットは乗船後の受け取りとなり、すべての予約済みツアーの代金は船内会計に請

求されます。寄港地観光の参加人数には定員が決められておりますので、満席で参加出来ないという事

がないように、またベストプライスが得られるためにも出来るだけ早くお申込みください。ご予約は先着順

となります。 

 

寄港地観光の申込みは変更が可能ですが、ツアー料金は変更になる場合がありますのでご注意ください。

空席があれば追加チケットの購入は可能ですが、ツアー料金は最初に購入した料金よりも高くなっている

場合があります。以前にキャンセルしたツアーを再度購入する場合、再度購入時の料金となり、以前に購

入した料金よりも高くなっている場合があります。 

 

Ｑ クルーズツアー利用時のランドツアー（陸上観光）はどのように事前予約できますか。 
＊クルーズツアー：クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズによる陸上観光付きコース 

＊ランドツアー：クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズ（陸上観光）を予約されている場合のオプショナルツアーです。 

 

Ａ ランドツアーの事前予約のご希望が決まりましたら、The Cruise Personalizerに進み、予約番号とクレ

ジットカード情報の入力準備（登録）をしてください。ご参加のお客様各々に１枚のクレジットカードの登録

が必要で、プリンセスVisa、Visa、マスターカード、ディスカバー、ダイナースクラブの利用が可能です。ラン

ドツアーの事前予約に使用するクレジットカードは、クルーズツアーの終了日までの有効期限が必要です。

ツアーを予約する場合にはクレジットカードが必要ですが、すべてのランドツアーは予約金なしで事前予

約することが出来ます。事前予約したすべてのツアー代金の自動請求は、最初のランドツアー開始の２日

前に行われます。確定した事前予約のツアーは、いつでも The Cruise Personalizer内の詳細日程で見る

ことが出来ます。The Cruise Personalizerはクルーズツアーの出発当日までオープンしていますが、追加・

変更は 10 日前までに完了させてください。10 日前を過ぎてから登録された情報は、本船に届かない可能

性があります。また、自動請求の処理が済んだツアーをキャンセルした場合には、払い戻しが出来ない場

合があります。ご予約時に取り消し規定を必ず御確認下さい。ツアーに参加出来るかどうかは、クルーズ

ツアーの出発日、定員、天候状態により決まります。ツアーはいつでも変更になる可能性があります。 

予約については先着順の受付となり、参加人数には限りがありますので早めにご予約ください。特に遊覧

飛行のツアーは催行日近くになると予約が取れなくなることがあります。旅行に先立って、事前予約したす

べてのランドツアーのリストが記載されているトラベルサマリーを印刷してください。各ポイントに到着する

と、予約確認されたツアーについての情報がウェルカム•エンベロープに入れられて届けられます。    
 

 

Ｑ 希望するツアーの予約確認はどのようにしたらよいですか。 
Ａ ホームページ princess.com で予約した場合、即座に予約したツアーのステータスとその料金が確認で

きます。サイト上にはすべてのツアーの予約可能な席数が示されていますので、予約が確定されたか、ウ

ェイティングなのかが分かります。席を確保するため、またベストプライスが得られるためにも、ツアーは出

来るだけ早くご予約ください。ご希望の出発時間が満席の場合には、あなたがお選びになった他のツアー

と重複しないような別の出発時間（複数の出発時間が設定されている場合）をご提案します。 

 

ご希望の寄港地観光が満席でお取り出来ない場合、ウェイティングリストに登録し、そのツアーの座席数

が追加出来るよう試みます。同伴者と同じツアーを申し込む場合は、代表者が全員分をお申込み下さい。

個別に同時予約されても、出発時間が異なったり、同伴者が予約を取れても、ご自身がキャンセル待ちに 

なる場合がございます。 

 

ランドツアーはウェイティング扱いにすることは出来ませんが、ツアー運行会社から出来る限り座席を確保

出来るよう努力致します。ツアーが売り切れの場合、Cruise Personalizerに後日再度アクセスしてみてくだ

さい。また、アラスカの港のツアーデスクで空席が無いかどうか確認してみてください。 
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Ｑ １ヶ所の寄港地で、２つ以上のツアーに参加することが出来ますか。 
Ａ 出来ます。アラスカ、カナダ/ニューイングランド、カリブ海、パナマ運河、ハワイ、メキシコでは各ツアー

の間隔は最低３０分が必要です。その他の寄港地ではツアーの間隔は少なくとも６０分必要です。すべて

のツアーはクルーズ船の埠頭から出発し、同じ場所に戻ってきます。ツアー同士の間隔を適切に取れば、

複数のツアーに参加するのに十分な時間があります。 

 

 

Ｑ 既に予約した寄港地観光をキャンセル出来ますか。 
Ａ ヘリコプターの遊覧飛行や専用車の定員は少なく、また需要が高いので、クルーズ乗船日翌日の 

お昼１２時までにキャンセルをしないと、これらの寄港地観光の払い戻しはできません。 

 

すべての寄港地観光の「予約の締め切り時間」は、船室にあるツアー申し込み用紙に明示されています。

締め切り時間は各寄港地でのツアーの予約を打ち切る時間で、船側が地元のツアー運行会社に最終参

加人数を通知する時間です。この締め切り時間以前であれば、事前予約したものでも船上で予約したも

のでも、キャンセルが出来ます。この最終時間を過ぎた場合には、ツアーのキャンセルは出来ず、キャン

セルしたツアーの払い戻しも受けられません。すべての寄港地観光はツアー運行会社によって催行中止

とならないない限り、天候にかかわらず催行されます。 

 

 

Ｑ 予約したランドツアーはキャンセル出来ますか。 
Ａ ホテル宿泊、航空便、飛行機やヘリコプターでの観光などのように占有性が高く、事前手配が必要な
ものは、出航日前３０日以降は払い戻しが出来なくなります。出航日前３０日以降にキャンセルされた場合、

船上でキャンセル料が課せられます。 

 

Cruise Personalizer で事前予約したランドツアーは、最初のランドツアーの２日前まではキャンセルするこ

とが出来ます。キャンセル締切日当日、事前予約されたランドツアーは予約時に Cruise Personalizer上に

登録したクレジットカードに自動請求されます。その後にキャンセルされた場合は、１００％のキャンセル料

が掛かります。ただしツアー運行会社の都合や、予測のつかない状況下でプログラムが遂行出来なくなっ

た場合はキャンセル料が掛かりません。購入時点で最終確定と見なされたランドツアーは、ツアー運行会

社が催行を中止した場合を除き、１００％のキャンセル料が掛かります。 

 

 

Ｑランドツアーの払い戻し請求が出来ますか。 
Ａ 弊社のコントロールが及ばない事由でツアーの催行が中止された場合には、全額の払い戻しが受け
られます。事前に予約されたツアーが自動請求後に天候や運行業者が認めた理由でキャンセルされた場

合には、ツアーを予約した際に使用したクレジットカードに払い戻しされます。これらの払い戻しは通常キ

ャンセル後７〜１０営業日の間にクレジットカードの取引明細書に記載されます。ランドツアー中に予約し

たツアーは購入した時点で既に確定状態となっており、運行会社による催行中止の場合を除いて、払い

戻しはされません。不可抗力または途中で続行困難に陥りツアーを断念しなければならなくなった場合は、

状況を判断して出来る限りの払い戻しが出来るように善処します。 

 

 

Ｑ プリンセスのツアープログラムはどのように船上で運行されますか。 
Ａ ショアエクスカーション•マネジャーは船上でのプリンセスの寄港地観光プログラムを担当します。ツア
ーオフィスのスタッフは皆様のご質問に答えたり、予約を致します。乗船後、船室に事前予約した寄港地

観光のチケットが届けられます。まだツアーを予約していない場合や追加したい場合には、船室内にツア

ー申し込み用紙が用意されています。さらにツアーオフィスの営業時間や寄港地観光の予約締め切り時

間などの重要な情報を網羅し、毎日のアクティビティーとスケジュールが記された、プリンセス•パターも届

けられます。チケットは先着順で販売され、寄港地観光の参加人数には定員がありますので、お早めにご

予約ください。ツアー申し込み用紙の投函箱はツアーオフィス近くに設置されており、申し込み用紙はいつ

でも投函出来ます。 
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Ｑ 子供用料金の設定はありますか。 
Ａ 一部のツアーに設定されています。子供料金は１２歳以下に適用されます。お子様とツアーに参加さ
れる場合には、Cruise Personalizer で子供用チケットの枚数を事前にご予約ください。大人と子供の料金

が同じ場合、すべてのチケットは大人としてご購入ください。クルーズ乗船後、またはランドツアー出発地

で、大人と子供の人数分のチケットを受け取ったかご確認ください。調整が必要な場合には出来るだけ早

くツアーオフィスにお申し出ください。ご両親はお子様のチャイルドシートをお持ちいただく必要がありま

す。 

 

ほとんどのヘリコプターおよび飛行機での遊覧飛行ツアーには、２４ヶ月以上のお子様は１人分の座席が

必要となります。船上のツアーオフィスで事前手配をすれば、２４ヶ月未満のお子様は幼児と見なされ、運

航会社が幼児の参加を受け入れた場合、無料で参加いただけます。運航会社に対して幼児の年齢を証

明する必要があります。２４ヶ月未満のお子様はヘリコプターツアーには参加出来ません。 

 

 

Ｑ ツアーをカスタマイズして、プライベートな寄港地観光にすることは出来ますか。 
Ａ 出来ます。多くの寄港地でお客様のご希望に合わせてカスタマイズ（自分仕様に）した寄港地観光を
提供しています。これらのツアーでは乗り物（自動車、ボート、飛行機）をチャーターすることが可能で、あ

なたが体験したいアクティビティーおよび場所を組み入れて仕立てることが出来ます。 

 

これらのツアーは定員が限られており、極めて特殊な性質のため、乗船日翌日のお昼１２時まで、または

船内のツアー申し込み用紙に記載された予約締め切り時間のどちらか早い方までにキャンセルしないと

戻しは出来ません。乗船後、希望する行程および興味のある場所を運行会社に伝えるためのご希望カー

ドが配られます。船上のツアースタッフは喜んでご相談やご提案をさせていただきます。 

 

これらの寄港地観光は人数単位ではなく、乗り物単位で販売されますので、代表お一人がグループ全体

をまとめてご予約ください。このツアーはプライベートグループに対する手配となり、予約された方が代表

者となります。プリンセスでは他の個人客を組み合わせてプライベートグループを構成することはしません。

料金には交通手段、および/またはガイドを含んでおり、チップ、食事、入場料（入場料が含まれていると

表記されている場合を除く）は含まれておりません。料金に含まれるものはご希望の内容によって変わり

ます。 

 

 

Ｑ ツアーには年齢やその他の制限はありますか。 
Ａ ほとんどのツアーで、親または保護者の同伴が必要な場合には子供の最低年齢の制限はありません。
１８歳未満のお子様は親または保護者の同伴が無ければ参加出来ません。最新の規則および例外事項

についてはツアー説明の注釈をお読みください。運行会社によっては、親または保護者が権利放棄承諾

書に署名した場合、同伴なしで未成年者のツアーへの参加を認めている会社も数社あります。ツアー会

社が課したその他の制限事項は各ツアーの“Special Notes” (注意事項)に記載されています。 

 

 

Ｑ 訪問する港にビザは必要ですか。 
Ａ 乗船されるクルーズに適用されるビザに関しては Cruise Personalizerの“Itinerary”に記載された情報

をご参照ください。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加するために必要な追加書類はありますか。 
Ａ 寄港地観光によってはパスポート、ビザ、その他の書類が必要となる場合があります。詳細について
は寄港地観光の“Special Notes”をご覧ください。両親２人の同伴なしに国境を越えるお子様の参加には

公証人による承諾書が必要です。 

 

Ｑ 寄港地観光はガイド付きですか。 
Ａ はい。すべてのツアー現地の英語ガイドが付きます。ただし、自由散策ツアーとガイドが付かない旨が
明記されているものを除きます。 
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Ｑ ツアーガイドにはチップが必要ですか。 
Ａ チップは自由裁量のものではありますが、ツアーに満足された場合にはツアーガイドにチップを渡すの
が習慣でもあります。おおよその目安では、お 1人様につき半日観光で＄２、終日観光で＄５です。 

 

 

Ｑ ツアー中または寄港地ではどのような服装をしたらよいですか。 
Ａ クルーズ中の気候は、寒い気候から暑くて湿度の高い気候まで広く変化します。薄手や厚手のも服装
を重ね着して、履き心地がよく、かかとの低いウォーキングシューズでご参加ください。天候の変化に備え

て、セーター、薄手のジャケット、オールウェザーコートも同時にお持ちになることをお勧めします。加えて、

帽子やサンバイザー、折りたたみ傘、サングラス、日除け、カメラと予備のフィルムやバッテリーをお忘れ

なくお持ちください。マリンアクテビティのツアーにご参加の場合には、あらかじめ水着を着用し、上に羽織

るものと帽子をお持ちください。寄港地観光の説明の脇にシンボルマークが付けられています。 

 

オーバーランドツアーにご参加のお客様で、ビデオ機器の充電やヘアードライヤーを使用される方は変圧

器をお持ちください。船から降りる際には、貴重品や宝石類は船内で保管しておくことをお勧めします。上

陸中は、財布、カメラ、その他身の回り品に十分気を配ってください。寄港地に携行する身の回り品を最小

限にすることは、船に戻ってきた際のセキュリティチェックを迅速に済ませることになります。通貨の両替に

はパスポート番号が必要となりますので、寄港地ではパスポートのコピーをお持ちになることをお勧めしま

す。 

 

訪問する国の中には、地元の人々が服装について、やや保守的な考えを持っている場合があります。一

般的に、ショートパンツ、タンクトップ、ミニスカートは、教会や寺院など祈りの場所を訪問する時には相応

しい服装ではありません。寄港地に相応しい服装についての具体的な情報は、寄港地観光の情報と一緒

に記載されています。すべてのゴルフツアーには、襟のあるシャツ、長ズボンまたはバミューダパンツを着

用する必要があります（膝上で切ったジーパン、水着などは禁止）。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、食事はできますか。 
Ａ 船内には寄港中もオープンしているビュッフェをはじめ、食事が出来る場所がありますので、寄港地観
光中の合間に船上で食事することが出来ます。 

 

 

Ｑ 寄港地観光中にショッピングの時間がありますか。 
Ａ 多くの人にとって、ショッピングは旅行中の大きな楽しみの一つでもあります。多くの寄港地観光では、
出来る限りショッピングの時間を設けています。しかしながら、ショッピングのための時間はほとんどの場

合十分ではないでしょう。 

 

 

Ｑ 寄港地観光中に長い距離を歩いたり、階段を上り下りしますか。 
Ａ すべての寄港地観光で若干は歩きます。中にはもっと多く歩いたり、階段を上り下りするものもありま
す。歩く場所も、市街地の石畳の凸凹した通りや古代遺跡の岩だらけの小道の場合もあります。多くの寄

港地観光では、階段を上り下りする必要があります。訪問する建物の多くは、エレベーターなどが発明さ

れる以前に建てられており、オリジナルの状態で保存されています。より多くの情報および案内は、各コー

スの説明に付けられたシンボルマークを参照ください。 

 

 

Ｑ 他に何か寄港地で予想されることはありますか。 
Ａ 訪問する予定の観光箇所は、観光客のみならず、地元の人にもとても人気がある場所の為、プリンセ
スのツアーであろうとも、お一人で観光していようとも、混雑する場合があります。その様な状況は予想が

難しく、残念ながら回避することができません。場所によってはフラッシュ撮影が禁じられていますので、感

度の高いフィルムをお持ちください。場所によっては、写真またはビデオ撮影が禁止されている場所や撮

影料が課されることもあります。制限事項をよくお読みになるか、疑問がある場合にはガイドにお尋ねくだ

さい。 
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Ｑ ツアーで安全器具を身に付ける必要がありますか。 
Ａ はい。ツアーによっては、参加するために適切な安全器具を着用する必要があります。そのような器
具にはシュノーケリング用ベスト、救命ベスト、ヘルメットなどがありますが、それ以外にもあります。 

 

 

Ｑ 認定ダイビングツアーに参加するには何が必要ですか。 
Ａ 認定ダイビングツアーに参加するには、Ｃカードの提示が必要です。潜水深度の限度が決められてい
るジュニア•オープンウォーターまたはスキューバダイビングの資格では参加出来ません。スポーツダイビ

ング業界では、過去６ヶ月以内にダイビングをしていない方はコースを更新することを勧めています。ダイ

ビング業者は、最後にダイビングをした日付証明またはスキューバ再審査コースの証明を提示出来ない

ダイバーの参加を拒否する権利を有しています。ログブックまたは最近再審査コースを終了したという証

明を持参してください。 

 

健康状態によっては参加を拒否する場合もあります。乗船後またはツアー業者から渡される病歴記入用

紙または免責同意書/権利放棄承諾書にご記入いただくことが必要です。下記は安全にスキューバダイビ

ングに参加していただくことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状のある方は、スキューバ

ダイビングに参加するためには医師に検査を受けて、書面による許可をもらい、ご持参いただく必要があ

ります。 

病状例：心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコントロールす

るのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、閉所恐怖、

再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い、現時点で避妊薬以外の処方薬を服用し

ている。 

参加者はご自身で所有のダイビング器材を使用されることは可能ですが、ご自分の客室にて保管してくだ

さい。その場合でもツアー料金の割引はありません。 

 

 

Ｑ 体験スキューバダイビングツアーに参加するために何か特別に必要なものはありますか。 
Ａ 健康状態によって参加をお断りする場合があります。乗船後またはツアーの開始時にツアー会社から
渡される病歴記入用紙または免責同意書/権利放棄承諾書にご記入いただくことが必要です。下記は安

全にスキューバダイビングに参加していただくことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状

のある方はスキューバダイビングに参加するためには医師に検査を受けて、書面による許可をもらい、ご

持参いただく必要があります。 

病状例：心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコントロールす

るのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、閉所恐怖、

再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い、現時点で避妊薬以外の処方薬を飲まれ

ている方。 

入門編スキューバダイビングツアーへの参加は１０歳以上の方に限られます。１８歳未満のお子様は大人

の同伴が必要です。 

 

 

Ｑ スヌーバダイビング、ヘルメットダイビングまたは水中スクーターツアーに参加するために何
か特別に必要なものはありますか。 
Ａ 健康状態によって参加をお断りする場合があります。乗船後またはツアー会社から渡される病歴記入
用紙または免責同意書/権利放棄承諾書にご記入いただくことが必要です。下記は安全にスキューバダ

イビングに参加していただくことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状のある方はスキュー

バダイビングに参加するためには医師に検査を受けて、書面による許可をもらいご持参いただく必要があ

ります。 

病状例：心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコントロールす

るのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、閉所恐怖、

再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い。 

ヘルメットダイビングまたはスヌーバツアーへの参加は８歳以上で体重が３４ｋｇ以上の方に限られます。

水中スクーターツアーへの参加は１０歳以上の方に限られます。 
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Ｑ スポーツフィッシングツアーでは、釣った魚は持ち帰れますか。 
Ａ プリンセスが実施しているスポーツフィッシングツアーのほとんどはキャッチ•アンド•リリースのプログラ
ムです。食用となる魚で、絶滅危惧種以外の魚は通常はボートスタッフがお預かりします。参加者は魚を

釣る権利を購入いただく為、魚が釣れることを保障しているものではありません。 

例外として、アラスカだけは、ツアーがキャッチ•アンド•リリースと指定していない場合、ご自分の釣果は追

加料金を払ってツアー会社で加工してもらい、送ってもらうことが可能です。傷みやすいものですので、米

国税関の規則により、ほとんどの場合、米国以外に送ることは出来ません。連邦規則によって、釣った魚

はクルーズの船内に保管しておくことは出来ませんが、夕食時に調理してお出しすることは出来る場合が

あります。アラスカのロッジ滞在中に釣った魚は、キャッチ•アンド•リリースのプログラムでない場合、ご自

宅に送ることが出来ます。アラスカでは、フィッシング•ライセンスが必要となり、ボート上でお一人様＄２０

（現金で）購入することが出来ます（料金は変更になることがあります）。キングサーモンを釣る場合には追

加＄１０の保持タグ（料金は変更になることがあります）が必要です。１６歳未満のお子様はライセンスが

不要です。魚の遡上は産卵期に左右されますので、５月と９月下旬は魚の数は限られます。アラスカでの

ライセンス取得に必要な事柄の詳細や魚釣りの規則は www.adfg.state.ak.usをご覧ください。 

 

 

Ｑ ヘリコプターツアーに参加する前に知っておくべきことはありますか。 
Ａ 乗客の安全、快適さ、重量、バランス制限のため、ヘリコプターのツアー会社では、体重１１３kg 以上

（完全装備含む）の方が参加される場合、ヘリコプター上に十分なスペースを確保するために追加料金を

課することがあります。追加料金の額は各ツアーの“Special Notes” (注意事項) に明記されています。 

 

ヘリコプターツアーは定員が限られ、人気が高いため、乗船日翌日のお昼１２時までにキャンセルされな

いと、払い戻しが出来ません。２４ヶ月以上のお子様は１人分の座席が必要です。２４ヶ月未満のお子様

は船上のツアーオフィスでの事前手配をすれば、運行会社が幼児の参加を受け入れた場合に限り幼児と

見なされ、無料で参加できます。運行会社に対して幼児の年齢を証明する必要があります。 

 

バッグの機内持ち込みは出来ません。ヘリポートには限られた数の安全な保管場所があります。グルー

プ全体の総重量にもよりますが、最大６名までヘリコプターに乗ることが出来ます。飛行時間や飛行コー

スは天候によって変更になる場合があります。ヘリコプターツアーは天候や安全上の問題によって、直前

にキャンセルされる場合があります。ヘリコプターツアーには暖かい服装とサングラスをお持ちになってご

参加ください。気温の変化に合わせ調整できるよう、重ね着でのご参加をお薦めします。 

 

デナリ国立公園でのヘリコプターツアーでは、１１３kg以上の体重の方への追加料金はありません。ヘリコ

プター会社は重量とバランスに合わせた機材を使用します。出来る限り同じグループや家族の方と一緒

に搭乗出来るようにしますが、安全上の理由で必ずしもご希望に添えられない場合もあります。 

 

 

Ｑ プリンセスは寄港地のツアー会社を所有しているのですか。 
Ａ 所有していません。寄港地観光のすべては、プリンセスではなく、地元の独立した会社によって運行さ
れています。プリンセスは売り上げの一部を確保するだけです。プリンセスではツアーを提供する会社の

内、最も信頼の出来る会社のみを選んでいます。プリンセスはツアーを提供する会社を運行と安全性に関

して優れた評価に基づいて選んでいます。 

 

 

Ｑ 身体に障害のある方にお勧めのツアーはありますか。 
Ａ 障害のタイプと程度によりますが、プリンセス•クルーズが目指すのは、すべてのお客様に安全で快適
なクルーズ体験を提供することにあります。電動式の車椅子でご乗船の方は、船上および寄港地で介添

えしてくれる健康な方と一緒にご乗船されることを強くお勧めします。 

 

ご自身で歩ける方は、健脚レベルの低いツアーをお勧めします。移動中にバスの下に折畳式の車椅子を

収納出来るツアーもあります。スクーターや電動式の車椅子はサイズ的に収納出来ない場合もあります。

車椅子に関しては、車椅子での参加が出来るツアー（各ツアーのシンボルマークを参照）、または専用車

での寄港地観光を予約することをお勧めします。歩くことが出来ない方は、介添えしてくれる同行者と一緒
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にご参加いただくことをお勧めします。ツアースタッフは歩くことが出来ないお客様へ、ツアーについて多く

の情報を提供出来ます。身体的に障害のあるお客様が寄港地観光に参加する場合、お客様の希望に合

わせた手配を出来るようにするため、ツアーの少なくとも４８時間前にツアーオフィスにご連絡いただく必

要があります。 

 

自由に動くことが出来ない方の乗下船には注意が必要です。多くの主要な寄港地では車椅子やスクータ

ーで簡単に乗下船が出来ます。しかしながら、ギャングウェイの急勾配、天候、陸側の施設、波や海の状

態などの様々な状況により、移動支援機器を使用するお客様は車いす用の階段昇降装置の場所まで移

動して頂いたり、上陸をお断りする場合もあります。プリンセスのスタッフは出来る限りの努力を致します

が、一人で２２ｋｇ以上のものを運ぶことは法律で許されておりません。 

 

寄港地によっては投錨し沖泊めになる場合があります。その場合には、乗客は小型のボートやテンダー

ボートに乗り換えて上陸します。テンダーボートでの上陸の際に、２２ｋｇの制限を超えるものを持ち上げな

ければならない場合、移動支援機器をご使用のお客様はテンダーボートへの乗り降りが認められません。

船からテンダーボートに乗り移れても、上陸するのが困難な場合もあり、テンダーボートを使用する港では

車椅子での乗り降りが出来ません。陸側の施設、テンダーボートの動き、天候および波の状態によっては

テンダーボートでの上陸を中止する場合があります。 

 

乗客がテンダーボートに乗ったり、船から下りる許可はキャプテンから出されます。それは、全員の安全と

快適さを基準に決定され、キャプテンの決定権は絶対です。たとえお客様が上記の状況でテンダーボート

での上陸や下船が出来ない場合でも、寄港出来なかったことに対する払い戻しや金銭的な補償は致しま

せん。プリンセスは皆さまの残念な気持ちを理解いたしますが、乗客と乗組員の安全が優先されます。 

 

プリンセスの寄港地観光の条件に関するより詳しい情報は Special Information（大切なご案内）をご覧くだ

さい。お選びになったツアーに皆さまがご参加頂けるよう最善を尽くしますが、ツアーはプリンセスではなく、

独立した現地の会社によって運行されています。ツアー催行の最終決定はツアー運行会社によってなさ

れます。そのため、ツアー運行会社の判断により、特定の参加者の安全と快適さに問題があるとの結論

が下された場合、その方の参加をお断りする場合があります。この判断はツアー運行会社がその方と直

接面会するまでは下せない可能性があります。 
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Special Information 
大切なご案内 

 

 

条件 
チケット販売（クーポンやバウチャーを含む）や寄港地観光や陸地ツアーのプロモーションおよび手配にお

いて、航空機、陸上輸送または現地での海上輸送、ツアー、スポーツまたは他のすべての娯楽のアクティ

ビティー、陸上での宿泊、食事またはすべてのサービス、プリンセスのクルーズ客船以外の施設またはア

クティビティーは第三者機関により手配/提供され、プリンセスは寄港地観光や陸地ツアーまたはサービス

を提供する第三者機関であるツアー運行会社の取り次ぎをしている、という立場にあります。お客様によ

るツアーへの参加は、クルーズチケット、ツアーチケットの輸送約款に明記された取引条件、そしてアクテ

ィビティーによっては別途承諾書、とりわけ特別なアクティビティーではいかなる責任からもプリンセスは免

責されるという同意書をお客様が承認したということになります。ツアーに参加した時点で、ツアー運行会

社の取引条件をお客様が承認したことになります。 

 

ツアーの出発時間 
各ツアーの出発時間はホームページ princess.com内の Cruise Personalizerに記載されています。寄港地

観光の出発時間は、さらに乗船後お渡しするツアー申し込み用紙に記載されています。これらの時間はツ

アー運行会社からの情報に従って公表していますが、船の寄港地への到着が遅れた場合や、特定のツア

ーの行程が修正された場合には変更になることもあります。表示してある時間は最後のツアーバスが港

またはホテルを出発する時間です。お客様は個別の集合場所（船内または岸壁）に決められた時間にご

集合ください。ひとりのお客様の遅れが、ツアーの出発の遅れになり、他のお客様に迷惑を掛けることに

なります。全員のお客様がお揃いになるまで、出発できませんので集合時間の厳守をお願いします。 

 

限定定員のツアー 
寄港地観光はクルーズ出航日以前または乗船後、先着順で予約購入することが出来ます。多くのツアー

は参加定員が決まっており、予約は申し込み順に従って受付されます。予約が多数の場合には、追加申

し込み分が順にウェイティングリストに載せられます。ランドツアーはウェイトリストの対応が出来ませんが、

ツアー運行会社と連絡を取り、可能な限り予約可能枠を積極的にリクエストします。ツアーが売り切れの

場合には Cruise Personalizerに後日アクセスすることをお勧めします。またアラスカの港に到着してからも

ツアーデスクで予約の可能性を再度ご確認ください。 

 

個人の持ち物 
コート類、傘、カメラ、ハンドバッグ、旅行鞄、その他の持ち物はツアーの間、常にご自身で管理してくださ

い。自分の持ち物はツアーで使用する車やバスの中に置いたままにしないようご注意ください。 

 

料金 
ツアーの料金は予告なしに変更される場合があります。料金は大人一人料金、子供一人料金、または車

両一台となります。料金は予約時に確定されます。すべての見積り料金には、行程中の乗り物、および該

当する場合には、食事、飲み物、ガイド代、入場料が含まれています（該当しない場合はそのように記載さ

れます）。座席を必要としない幼児は無料です。子供料金は設定がない限り大人の料金と同額となりま

す。 

 

ショッピング 
可能な限り寄港地観光にショッピングの時間を含めています。しかしながら、ツアーはショッピングタイムに

重点を置いて作られてはおりませんので、ショッピングの時間は限られています。 

 

払い戻し 
ツアーの申し込み用紙に明記されている予約締切日以前にキャンセルの申し出がない場合、チケット、ク

ーポン、バウチャーの払い戻しは出来ません。予約受付締切時間は船上で案内されます。プリンセスの関

与しえない事由によってキャンセルされた場合には、全額が払い戻しされます。しかし、不可抗力または

途上の問題で中止された場合、状況に応じて出来る限りの払い戻しを致します。事前予約して、支払いの
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後に天候やツアー運行会社の判断によりキャンセルされたランドエクスカーションは、予約時に使用したク

レジットカードに払い戻しされます。払い戻しは一般的にキャンセル後７〜１０営業日の間にクレジットカー

ド明細書に反映されます。ランドツアーの途中に予約したツアーは、購入時で予約完了と見なされ、ツアー

運行会社の判断によってキャンセルされた場合を除いて、払い戻しはありません。 

 

交通機関 

交通機関の快適さに対する水準は世界中で違いがあることをご理解ください。空調付きのバスは多くの地

域で利用出来ませんし、場所によっては現地の路線バスが最良の交通機関の場合もあります。長距離用

バスが手配できない場合や、特定の港では自動車やタクシーを使用する場合があります。ご友人と一緒

に同乗したい場合は、一緒に集合場所または乗り場へお越しください。ツアースタッフが同乗できるよう割

り当てをお手伝いします。いずれのお客様にも快適にお過ごし頂く為に、すべての車両内では喫煙は禁止

されております。 

 

ツアーの催行中止 
ツアー運行会社は参加者が少ない場合、ツアーの催行を中止することがあります。その場合、お客様の

ご希望に最大限沿えるよう代替案をご案内いたします。 

 

エコロジーと環境 
環境に関連した積極的な取り組みはプリンセスの理念です。私たちのゴールに達成する為には、もっとた

くさんの取り組みをしなくてはいけないと考えています。この取り組みの為に、プリンセスが提供するツア

ーがあらゆる環境問題に影響を与えていなか知識を広めるよう、絶えず努力を続けています。プリンセス

はツアー運行会社と緊密な関係を保ち、寄港地観光で訪れる先々の文化や習慣に敬意を払い、環境問

題に配慮してお客様にも参加していただくようにメッセージを込めています。 
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