
Hawaiian Islands
2015 Excursions

ハワイの島々16日間

スター･プリンセス

グランド・プリンセス

プリンセス・クルーズ
ショアエクスカーション案内



健脚度：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。

健脚度：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。

健脚度：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。



ヒロ ハワイ諸島 
Hilo, Hawaii 
「ビッグ・アイランド」と呼ばれるハワイ諸島で１番大きな島で、黒砂の浜、熱帯雨林、活火山の宝庫です。 
世界で最も巨大なマウナロア山、漆黒の溶岩源が広がるハワイ火山国立公園、また、島はみずみずしい熱帯
雨林に覆われ、神聖なるワイピオ渓谷は王族ゆかりの地です。ハワイの歴史はその比類ない地形と密な関係
にあります。標高４２０５メートルのマウナケア山頂は太平洋の最高峰です。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  火山国立公園 Hawaii Volcanoes National Park  

世界で最も活動的な火山と、ドラマティックな溶岩景観を見学します。 
7,000 万年間の火山活動から、ハワイ諸島誕生に関する自然界を肌身で経験しましょう。 

 

○2  ハワイ熱帯植物園 Tropical Botanical Gardens 

ハワイ熱帯植物園は、貿易風から守られているため肥沃な火山性土壌が豊富な場所となっています。 
40 エーカーの渓谷に位置するこのユニークなガーデンで、2,000 種類の熱帯植物を観賞することができます。 
"NANI MAU"はハワイ語で、英語に訳すと“FOREVER BEAUTIFUL”という意味です。  
遊歩道沿いにはあちらこちらに珍しい植物や滝などを見ることができ、癒しスポットになるでしょう。 

 

○3  アカカ滝 Akaka or Rainbow Falls 

地上 130 メートルの渓谷からアカカ滝を見下ろし、緑豊かな熱帯植物も見られる風光明媚な８００メートルの
遊歩道をハイキング。絵のように美しい“レインボー滝”の由来は、滝の水が 24 メートル下に水を打ちつけ、
その際にミストが発生し、太陽光線の関係から、このミストからよく虹が現れるという事実から名づけられまし
た。 

○4  ワイピオ渓谷 Waipi’o Valley 

ワイピオ渓谷はハワイ諸島で最も美しい地域のひとつです。ここはかつてハワイの王族の待ち合わせ場所で
した。来世への扉がここに在り、“マナ”（霊力）を感じられる神聖な場所という伝説が受け継がれています。 

○5  マウナケア Mauna Kea 

マウナケアの標高は 4,200 メートルに達し、ハワイ諸島で唯一雪が降る場所です。 
また、標高 2,700 メートルに位置する国際天文学オニヅカセンターから星を観賞できます。 

 

○6  トーマス A ジャガー博物館 Thomas A. Jaggar Museum 

ハワイ火山観測所の近くに位置するこの博物館では、キラウエアのカルデラやハレマウマウのクレーターな
どを見ることが出来ます。また展示物からは、ハワイの歴史や火山についての地質学などを学ぶことが出来
ます。 
 

○7  ラヴァ・ツリー州立公園 Lava Tree State Park 

珍しい溶岩樹形に囲まれた、１キロ程ある長いループをハイキングしましょう。 
 

○8  野外活動 Outdoor Adventures 

ハイキング、洞窟探検、シュノーケリング、滝の中のカヤックのほか、沢山の素晴らしいアクティビティをご用
意しております。 
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ヒロ (ハワイ諸島） Hilo, Hawaii 
 

 

世界遺産 人気 

ツアー番号：ITO-100 

火山国立公園、マカダミアナッツ工場と植物園 
Volcanoes National Park, Macadamia Nut Shop & Garden 
ツアー料金：＄１４９～ （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 健脚度 その他 

○1  

○2  

○6  

 

 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

溶岩流を見るツアーではありません。海面１２００メートル上を長距離歩きます。また、サーストン洞窟内は段差や起伏のある

場所や近隣では硫黄ガスの臭いが発生する場所がございますので、呼吸器系に疾患のある方や、歩行が困難な方にはお勧

めしません。マカデミアナッツ工場の操業は季節にもより、週末、祝日は営業していません。ウェルカムセンターとギフトショップ

は営業しています。帽子、雨具、レインジャケットをお持ちになり、歩きやすい靴でご参加下さい。 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：ITO-105 

ヒロ市内のドライブと火山国立公園 
City Drive & Volcanoes National Park 
ツアー料金：＄１３９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約７時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○6  

○2  

○3  

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

溶岩流を見るツアーではありません。海面１２００メートル上を長距離歩きます。また、サーストン洞窟内は段差や起伏のある

場所や近隣では黄ガスの臭いが発生する場所がございますので、呼吸器系に疾患のある方や、歩行が困難な方にはお勧め

しません。マカデミアナッツ工場の操業は季節にもより、週末、祝日は営業していません。ウェルカムセンターとギフトショップは

営業しています。帽子、雨具、レインジャケットをお持ちになり、歩きやすい靴でご参加下さい。 

 
 

世界遺産 
 
ツアー番号：ITO-200 

火山国立公園 
Volcanoes National Park 
ツアー料金：＄６９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○6  

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

サーストン洞窟内は段差や起伏のある場所があります。溶岩流を見るツアーではありません。 

マカデミアナッツ工場の操業は季節にもより、週末、祝日は営業していません。ウェルカムセンターとギフトショップは営業して

います。帽子、雨具、レインジャケットをお持ちになり、歩きやすい靴でご参加下さい。 
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ヒロ (ハワイ諸島） Hilo, Hawaii 
 

 

世界遺産  
 
ツアー番号：ITO-201 

火山国立公園（車椅子常用者） 

Volcanoes National Park 
(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー料金：＄７５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 ○6  

 

 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

当ツアーはツアーコード ITO-200 と同じ内容です。車椅子常用者のみお申し込みください。家族や友人など同行者の方は

ITO-200 にお申し込みください。リフト付き車両の関係で同行する人員を１名に制限される場合があります。他の方は別のバス

でのグループ行動となります。車椅子込みの総重量が２２６キロ以下、幅は７６センチ以下である必要があります。クルーズ予

約の際に必ず車椅子をご利用の旨をお知らせ下さい。 

尚、当ツアーは溶岩流を見るツアーではありません。また、サーストン洞窟内は段差や起伏のある場所があります。マカデミア

ナッツ工場の操業は季節にもより、週末、祝日は営業しておりません。ウェルカムセンターとギフトショップは営業しています。

帽子、雨具、レインジャケットをお持ちになり歩きやすい靴でご参加ください。 

 
 

ツアー番号：ITO-205 

アカカ滝、マカダミアナッツ工場と熱帯植物園 
Akaka Falls, Macadamia Nut Shop & Tropical Gardens 
ツアー料金：＄６９～ （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 健脚度 その他 

○2  

○3  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

マカデミアナッツ工場の操業は季節にもより、週末、祝日は営業しておりません。ウェルカムセンターとギフトショップは営業して

います。帽子、雨具、レインジャケットをお持ちになり、歩きやすい靴でご参加下さい。 

 
 

ツアー番号：ITO-800 
火山ヘリコプター遊覧ツアー 
Volcanic Landscapes by Helicopter 
ツアー料金：＄２９９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間１５分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 ○1  

 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

実際の飛行時間は、約４５分です。 

クルーズ出航日の深夜１２時までにキャンセルしない限り、払い戻しは致しかねます。 

未成年の方は保護者の同行が必要です。１１３キロ以上（服着用）の方は＄１２９の追加料金が発生いたします。必ず火山の

噴火および溶岩の流れをご覧になれる確約はできかねます。 
 

ツアー番号：ITO-801 
火山ヘリコプター遊覧ツアー（車椅子常用者） 
Volcanic Landscapes by Helicopter (Wheelchair Confined) 
ツアー料金：＄２９９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間１５分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○1  

 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

当ツアーはツアーコード ITO-800 と同じ内容になります。車椅子常用者のみお申し込みください。家族や友人など同行者の方

は ITO-800 にお申し込みください。リフト付き車両の関係で同行する人員を１名に制限される場合があります。他の方は別の

バスでのグループ行動となります。車椅子込みの総重量が２２６キロ以下、幅は７６センチ以下である必要があります。クルー

ズ予約の際に必ず車椅子をご利用の旨をお知らせ下さい。また、ツアー当日の４８時間前にツアーオフィスにてツアー内容を

ご確認ください。尚、クルーズ出航日の深夜１２時までにキャンセルしない限り、払い戻しは致しかねます。 

実際の飛行時間は４５分程です。 

未成年の方は保護者の同行が必要です。１１３キロ以上（服着用）の方は＄１３０の追加料金が発生いたします。必ず火山の

噴火および溶岩の流れをご覧になれる確約はできかねます。 
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ヒロ (ハワイ諸島） Hilo, Hawaii 
 

 
 

こだわり  
ツアー番号：ITO-250 

ハワイアン家庭料理ツアー 
Hawaiian Culinary Home Tour 
ツアー料金：＄１９９～ （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 健脚度 その他 

 

 

 低 
 

 
＜注意事項＞ 

未成年の方は保護者の同行が必要です。家に入る際に靴は脱がなければならないため、着脱の簡単な靴でご参加下さい。車

椅子や歩行器具は家の中ではご利用頂けず保管場所もありません。食事制限がある方や、アレルギーをお持ちの方はツアー

ガイドにお申し付け頂ければ対応できる場合もあります。レシピはグルテン不耐性向けに修正されたものです。 

（参加条件：５歳以上） 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：ITO-300 

火山国立公園、ヒロ・コーヒーとピクニック＆ワイン 
Volcanoes National Park, Hilo Coffee, Picnic & Wine 
ツアー料金：＄１４９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○6  

 

 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

溶岩流を見るツアーではありません。海面１２００メートル上を長距離歩きます。また、サーストン洞窟内は段差や起伏のある

場所や、近隣では硫黄ガスの臭いが発生する場所がございますので、呼吸器系に疾患のある方や、歩行が困難な方にはお

勧めしません。天候や火山活動により旅程が変更になる場合があります。アルコール飲料の試飲は２１歳以上の方に限りま

す。歩きやすいウォーキングシューズ、またはハイキングブーツを履き、重ね着でご参加下さい。防水ジャケット、サングラス、

カメラをお持ち下さい。防水ジャケットの貸し出しがございます。 

 
 

 

ツアー番号：ITO-110 

マウナケア山頂 
Summit of Mauna Kea 
ツアー料金：＄１６９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約６時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  ○3  中 

 

 
＜注意事項＞ 

海面から 4、205メートルの山頂までバンで登ります。頂上は３０分程の所要時間です。昼食は 2,900メートルの腹部でお召し上

がりいただきます。心臓疾患や呼吸器系疾患のある方、高血圧の方、２４時間以内にダイビングをされた方はご参加いただけ

ません。ケック展望観測所は週末/祝日は休業しておりません。天候状況により、予告なくマウナケアまでの道が閉鎖されてい

る場合や、ケック展望観測所が閉まる場合がございます。歩きやすい靴でお越し下さい。また、山頂は非常に寒くございますの

で、できるだけ暖かい服装でご参加下さい。 

（参加条件：１６歳以上） 

  
リピーター向け  
ツアー番号：ITO-215 
ラヴァ・ツリー州立公園＆ヒロの火山遺産 
Lava Tree State Park & Hilo’s Volcanic Heritage 
ツアー料金：＄９９～ （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 健脚度 その他 

○7  ○3  中 
 

 
＜注意事項＞ 

起伏のある場所があるため、歩行が困難な方はご参加頂けません。噴火が起こると、黄ガスの臭いが発生する場所がござい

ます。 
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ヒロ (ハワイ諸島） Hilo, Hawaii 
 

 
ツアー番号：ITO-305 

ハワイ熱帯植物園 

Hawaii Tropical Botanical Garden  
ツアー料金：＄４９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約２時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

 中 
 

 
 
＜注意事項＞ 

園内には一部急勾配の坂があります。バンでの移動中、５歳以下または１８キロ以下のお子様は子供用安全シートへのご着

席が義務付けられています。 

 
 
ツアー番号：ITO-310 

ハワイ熱帯植物園と庭園でのランチ 

Hawaii Tropical Botanical Garden & Gazebo Lunch  
ツアー料金：＄１７９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約５時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○8  

○3  中 

 

 
＜注意事項＞ 

１.６キロ以上の歩行がございますので、歩きやすい靴でご参加下さい。出入り口付近の坂が急になっています。ゴルフカートを

ご利用希望の方はお知らせ下さい。日焼け止め、虫よけスプレー、カメラ、帽子をご持参いただくことをお勧めいたします。 

 

 
ツアー番号：ITO-400 
楽園のジップライン体験 
Zipline Through Paradise 
ツアー料金：＄１９９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約４時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8   

 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

当ツアーは体重が１６キロ以上１２４キロ以下で、７キロのものを持ち上げることが出来る方がご参加頂けます。ツアー中、階

段や起伏のある場所があります。爪先の覆われた靴を履き、宝石類は外してご参加下さい。心臓、首や背中に疾患のある方

や、妊娠中の方にはお勧めしません。 

１８歳未満の方は保護者の同行が必要です。 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：ITO-450 

キラウエア火山でバイクアドベンチャー 
Kilauea Volcano Bike Adventure 
ツアー料金：＄１３９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：６時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○6  

○8  

 高 

 
 

 
＜注意事項＞ 

当ツアーは自転車に乗れる方のみご参加いただけます。 

１,２２０メートルまで登ります。爪先の閉じた歩きやすい靴を履き、動きやすい服装でお越し下さい。硫黄ガスの臭いが発生場

所がございますので、呼吸器系に疾患のある方はお勧めいたしません。 

溶岩が流れているところをご覧いただけない場合がございます。尚、天候や火山活動により、旅程内容が変更になる場合もご

ざいます。 

（参加条件：１２歳以上、体重が２４．５キロ以上） 
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ヒロ (ハワイ諸島） Hilo, Hawaii 
 

 

ツアー番号：ITO-475 

レインボー滝、ワイルク河とカウマナ洞窟 
Rainbow Falls, Wailuku River & Kaumana Caves 
ツアー料金：＄９９～ （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 健脚度 その他 

○8  

 

○3  

 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

天候に関わらず催行しますが、極端に悪天候の場合は中止になることもあります。妊娠中の方はご遠慮下さい。活動的なツア

ーのため、健康で体力に自信のある方のみご参加下さい。起伏のある場所を歩き、２０段ほどの急な階段もあります。爪先の

覆われた歩きやすい靴を履き、帽子、日焼け止め、海水浴をする方はタオルと水着をお持ち下さい。未成年の方は保護者の

同行が必要です。 

（参加条件：８歳以上） 

 
 
ツアー番号：ITO-480 

アカカ & レインボーの滝巡り 
Waterfalls: Akaka Falls & Rainbow Falls 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約３時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

 中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

その日の気候に合った動きやすい服装と、爪先の閉じた歩きやすい靴を履き、日焼け止めをお持ち下さい。 

 
 
ツアー番号：ITO-505 

キラウエア溶岩、ﾊﾜｲｱﾝﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰと入り江でｽｲﾐﾝｸﾞ 
Kilauea Lava Fields, Hawaiian BBQ & Lagoon Swim 
ツアー料金：＄１７９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

○8  

 中 
 

 
＜注意事項＞ 

予め衣服の下に水着を着用し、タオルをお持ち下さい。 

 
 
ツアー番号：ITO-725 

コナとカイルア村、イルカとスイミング 
Kona, Kailua Village & Open-Ocean Dolphin Swim 
ツアー料金：＄２１９～ （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 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

ヒロからコナまでの移動時間は２時間ほどです。ゾディアックに乗っている間は激しく揺れ、衣服が濡れる場合があります。首

や背中に疾患のある方、妊娠している方にはお勧めできません。 

シュノーケリングには、用具一式とライフジャケット、プロのスーパーバイザーによる指導が含まれています。動きやすい服装

の下に水着を着用して頂き、タオル、帽子、日焼け止めをお持ち下さい。濡れてしまった時に備え、着替えもお持ち下さい。イ

ルカを含むその他全ての野生動物は、必ずしも見られるとは限りません。未成年の方は保護者の同行が必要です。 

（参加条件：８歳以上） 
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ヒロ (ハワイ諸島） Hilo, Hawaii 
 

ツアー番号：ITO-760 

ヒロ湾＆滝とカヤックアドベンチャー 
Hilo Bay & Waterfall Kayaking Adventure 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

天候や海況によりコースが変更になる場合があります。体力に自信があり、泳げる方がご参加頂けます。首や背中に疾患の

ある方、妊娠している方はご遠慮下さい。カヤックと機材は用意されています。動きやすい服装の下に水着を着用し、タオル、

帽子、日焼け止め等をお持ち下さい。未成年の方は保護者の同行が必要です。 

（参加条件：５歳以上、体重が１０８キロ以下） 

 

ツアー番号：ITO-780 

スタンドアップ・パドルボード 
Stand Up Paddle Bparding 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約２時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

天候や海況によりコースが変更になる場合があります。体力に自信があり、泳げる方がご参加頂けます。首や背中に疾患の

ある方、妊娠している方はご遠慮下さい。動きやすい服装の下に水着を着用し、タオル、帽子、日焼け止め、防水カメラ等をお

持ちいただくことをお勧めいたします。 

天候や海水状況によりパドルボードをしていただく箇所が異なる場合がございます。 

（参加条件：１０歳以上、体重１０８キロ以下） 
 

 

ツアー番号：ITO-805 

ヘリコプター遊覧、滝とハワイアン・バーベキュー 
Helicopter, Waterfalls & Hawaiian BBQ 
ツアー料金：＄４２９～ 

所 要 時 間：６時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

○8  

 高 

 

 
＜注意事項＞ 

爪先の閉じた歩きやすい靴を履き、動きやすい服装でお越し下さい。水着、タオル、帽子、日焼け止めをお持ち下さい。 

天候により遊覧が途中で中止になった場合は、陸上部分のツアーのみ催行され、差額が返金されます。ツアーの順番が入れ

替わる場合があります。体重（服着用）が１１３．５キロ以上の方は、追加代金をお支払いいただきます。乗船後、ツアーオフィ

スにてツアー内容をご確認下さい。 

尚、クルーズ出航日の深夜１２時までにキャンセルしない限り、払い戻しは致しかねます。 
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ホノルル ハワイ諸島 

Honolulu, Hawaii 
ハワイ州の州都であるホノルル、そしてオアフ島は豊かな歴史と文化、見ごたえあるアトラクションに溢れてい
ます。ワイキキビーチとダイヤモンドヘッドは不朽のシンボルです。真珠湾とアリゾナ記念館、パンチボール国
立太平洋記念墓地は１９４１年１２月７日の旧日本軍の奇襲から米国が第二次世界大戦に参戦していった記憶
を思い出させます。イオラニ宮殿はハワイ王朝の栄華を偲ばせています。街の向こうには熱帯雨林が広がり、
パリ展望台では絶景を望むことが出来ます。ノースショアはサーフィンのメッカです。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  真珠湾とアリゾナ記念館 Pearl Harbor & USS Arizona Memorial  

ハワイで最も知られているこの歴史的な港は、1941年 12 月 7 日、日本軍の攻撃によってパールハーバーに
沈没した戦艦アリゾナの乗組員 1177 人の慰霊の為に造られたものです。 

 

○2  ポリネシア文化センター Polynesian Cultural Center  

オアフ島の北海岸に位置しているこの教育施設では、ハワイの工芸品、音楽、食事などをお楽しみ頂けます。
アクティビティーに参加することで、ポリネシアの文化や習慣、芸術などを感じ取る事が出来るでしょう。 

 

○3  パリ展望台 Pali Lookout 

オアフ島への観光客の間でも根強い人気のある、息をのむようなパリ展望台、海から吹く強風の中地上 300
メートルの断崖絶壁からパノラマビューを望むことができます。 

 

○4  ダイヤモンドヘッド Diamond Head Crater 

オアフ島南東部の海岸に位置している世界的に有名な火山の噴火口です。 
“ダイヤモンドヘッド”という名前の由来は、1800 年代に英国の船員が方解石の結晶を見つけ、ダイヤモンド
と間違えてしまい、ダイヤモンドのある山として名づけられたことから来ています。 

○5  イオラニ宮殿 Iolani Palace 

芸術後援や社会活動、娯楽に積極的であったため、メリーモナーク（陽気な君主）として知られるカラカウア
王によって 1882 年に建てられました。美しく復元された宮殿の中でハワイ王室の伝統に浸りましょう。 
 

○6  エマ女王の夏の離宮 Queen Emma Summer Place 

1847 年に建造されて以来、保存されているこの美しい離宮は、カメハメハ王６世の妻であるエマ女王の避暑
地でした。展示品やツアーもあり、ハワイの君主制のライフスタイルを垣間見ることが出来ます。 
 

○7  ハナウマ湾 Hanauma Bay 

火山の噴火口から形成され湾曲したハナウマ湾は、手付かずの白い砂浜や息をのむような眺望を楽しめる
ハイキングコースと豊富な海洋生物の生息地となっている見事な珊瑚礁がいる美しい海です。 

 

○8  ワイメア湾とノースショア Waimea Bay and North Shore 

夏には穏やかだが、冬の間は世界最大かつ壮大なサーフィンスポットとなります。また、サーフィンのコンテ
スト会場としても大変人気です。 
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ホノルル (ハワイ諸島） Honolulu, Hawaii 
 

 

人気  
ツアー番号：HNL-100 

アリゾナ記念館と市内観光 
USS Arizona Memorial & City Drive 
ツアー料金：＄８９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約５時間１５分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○3  

○5  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

アリゾナ記念館の入場には長蛇の列と混雑が予想されます。ビジターセンターでの映画上映とボートに乗り記念館に行くまで

に１時間４５分ほどかかります。悪天候や安全性が懸念される場合、稀に米国海軍の指示により催行中止になる可能性もござ

います。その場合でも、記念館の前での写真撮影いただけます。又、パールハーバーの映画上映、展示会ギャラリー、慰霊

塔、潜水艦記念館へ訪れることは可能です。肌の露出の多い服装では、アリゾナ記念館に入る事が出来ません。海軍潜水艦

の入館は有料です。 

また米国海軍の規制により、リュックサック、ハンドバッグ、カメラは記念館へ持ち込めません。有料で手荷物を預かるスペース

がありますが、数は限られています。 

 
 

ツアー番号：HNL-101 
アリゾナ記念館と市内観光（車椅子常用者） 
USS Arizona Memorial & City Drive  
(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約５時間１５分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○3  

○5  

 

低 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはツアーコード HNL-100 と同じ内容です。車椅子常用者のみこのツアーにお申し込みください。家族や友人など同

行者の方はHNL-100にお申し込みください。クルーズ予約の際に必ず車椅子をご利用の旨をお知らせください。ご乗船は当ツ

アー４８時間前までにツアーオフィスで予約内容を再度ご確認ください。尚、ホームページの「Passengers with Disabilities（身体

が不自由な方へ）」をご一読ください。 

リフト付き車両の関係で同行する人員を補佐できる方１名に制限される場合があります。他の方は別のバスでのグループ行動

となります。車椅子込みの総重量が２２６キロ以下、幅は７５センチ以下である必要があります。 

アリゾナ記念館の入場には長蛇の列と混雑が予想されます。ビジターセンターでの映画の上映とボートに乗り記念館に行くま

でに１時間４５分ほどかかります。悪天候や安全性が懸念される場合、稀に米国海軍の指示により催行中止になる可能性もご

ざいます。その場合でも、記念館の前で写真撮影いただけます。又、パールハーバーの映画上映、展示会ギャラリー、慰霊

塔、潜水艦記念館へ訪れることは可能です。肌の露出の多い服装では、アリゾナ記念館に入る事が出来ません。海軍潜水艦

の入館は有料です。 

また米国海軍の規制により、リュックサック、ハンドバッグ、カメラは記念館へ持ち込めません。有料で手荷物を預かるスペース

がありますが、数は限られています。 
 

 

ツアー番号：HNL-105 
アリゾナ記念館と戦艦ミズーリー 
USS Arizona Memorial & Mighty Mo 
ツアー料金：＄８９～ （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 健脚度 その他 

○1   中 
 

 
＜注意事項＞ 

アリゾナ記念館の入場には長蛇の列と混雑が予想されます。ビジターセンターでの映画の上映とボートに乗り記念館に行くま

でに１時間４５分ほどかかります。悪天候や安全性が懸念される場合、稀に米国海軍の指示により催行中止になる可能性もご

ざいます。その場合でも、記念館の前で写真撮影いただけます。又、パールハーバーの映画上映、展示会ギャラリー、慰霊

塔、潜水艦記念館へ訪れることは可能です。海軍潜水艦の入館は有料です。戦艦ミズーリーに向かう如何なる車両も、手持ち

のラジオ以上の大きさの袋・バッグは持ち込むことが出来ません。有料の手荷物預かり所をご利用下さい。ケースに入ってい

ないカメラ、処方薬、ペットボトル入りのミネラルウォーターは持ち込む事が認められています。肌の露出の多い服装での入館

は出来ません。 

当ツアーはパンチボール国立墓地も訪れます。 
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ホノルル (ハワイ諸島） Honolulu, Hawaii 
 

 

ツアー番号：HNL-110 

真珠湾と第二次世界大戦の基地巡り 
Pearl Harbor & WWⅡ Exclusive Military Bases 

ツアー料金：＄１７９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約７時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

○5  低 

 
 
＜注意事項＞ 

アリゾナ記念館の入場には長蛇の列と混雑が予想されます。ビジターセンターでの映画の上映とボートに乗り記念館に行くま

でに１時間４５分ほどかかります。悪天候や安全性が懸念される場合、稀に米国海軍の指示により催行中止になる可能性もご

ざいます。悪天候や安全性が懸念される場合、稀に米国海軍の指示により催行中止になる可能性もございます。その場合で

も、記念館の前で写真撮影いただけます。又、パールハーバーの映画上映、展示会ギャラリー、慰霊塔、潜水艦記念館へ訪

れることは可能です。 

スコフィールド･バラックスの博物館は日曜･月曜は閉館します。その場合は、軍隊記念碑に訪れます。基地に行く際には写真

付き身分証明書の携帯が必要です。保安上、リュックサック、ハンドバッグ、カメラバッグなどは記念館へ持ち込めません。有

料の手荷物預かり所がありますのでご利用下さい。 

肌の露出の多い服装では記念館へ入館できません。基地内の撮影は可能ですが、保安上などの理由で制限される場合があ

ります。また、訪問場所や順序が予告なく変更になる場合があります。 

 
 
ツアー番号：HNL-125 

オアフ島ノースショア探訪 
Oahu’s North Shore 
ツアー料金：＄１３９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約６時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。 

歩きやすい靴と天候にあった服装でご参加ください。訪問順序が変更になる場合があります。 

  
ツアー番号：HNL-210 

クアロア探検：映画撮影所、牧場＆ジャングル 
Kualoa Experience:Movie Sites, Ranch Tour & Jungle  

ツアー料金：＄１６９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約６時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

  中 

 

 
＜注意事項＞ 

爪先が覆われた歩きやすい靴でご参加ください。日焼け止め、帽子、カメラをご持参いただくことをお勧めいたします。背中に

疾患のある方や,体力に自身のない方のご参加はご参加いただけません。 

（参加条件：３歳以上） 
 

 

ツアー番号：HNL-290 

パリ海岸への景観ドライブ 
Scenic Drive of Pali Coast 
ツアー料金：＄３９～ （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 健脚度 その他 

○3  

○7  

○4  低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハナウマ湾は整備のため火曜日は閉鎖されます。 
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ホノルル (ハワイ諸島） Honolulu, Hawaii 
 

 

ツアー番号：HNL-865 
アリイ･カイ号でディナークルーズ 
Ali’i Kai Dinner Cruise 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約２時間４５ 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 ○4  低 
 

＜注意事項＞ 

アレルギーがある方はツアー開始４８時間前までにツアーデスクへご連絡ください。 

 
 

 
 

ツアー番号：HNL-120 
ポリネシア文化センター 
Polynesian Cultural Center 
ツアー料金：＄１４９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約８時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○3  

○8  中 
 

 
＜注意事項＞ 

当ツアーは日曜日、祝日は催行されません。ホノルル着岸日の初日と最終日はご参加いただけず、ホノルルを午後６時より前

に出港するクルーズでは実施されません。また午前８時半以降にホノルルに到着するクルーズでは、ショッピング、撮影ストッ

プが割愛されます。 

  
ツアー番号：HNL-300 

ポリネシア文化センターでのルアウ 
Hawaiian Luau & Polynesian Cultural Center 
ツアー料金：＄２２９～ （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 健脚度 その他 

○2  ○8  中 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアーは日曜日、祝日は催行されません。尚、ホノルルを夜遅くに出航するクルーズのみで催行されます。また、カメラやビデ

オなどの録音機器を用いたイブニングショーの撮影は禁止されています。 

 

 

ツアー番号：HNL-610 
潜水艇アトランティス 
Atlantis Submarine Adventure 
ツアー料金：＄１１９～ （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 健脚度 その他 

 

 

○4  

 

中 
 

 
＜注意事項＞ 

ホノルル着岸日の初日と最終日はご参加いただけません。 

このツアーでは潜水艦にほぼ垂直の１２段の梯子があり、昇降できる必要がありますので、身体に支障のある方はお勧めでき

ません。平底の歩きやすい靴でご参加ください。 

（参加条件：身長９０センチ以上） 
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ホノルル (ハワイ諸島） Honolulu, Hawaii 
 

 

リピーター向け  

ツアー番号：HNL-205 

ハワイの見どころと東オアフ 
Natural Highlights & Oahu’s East Side 
ツアー料金：＄６９～ （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 健脚度 その他 

○3  

○4  

○7  

 低 
 

 
＜注意事項＞ 

ホノルル着岸日の初日と最終日はご参加いただけません。尚、ホノルルで下船するお客様で、当日１６時以降のフライトを手

配している方のみご参加頂くことができます。ハナウマ湾は、火曜日は閉館おり車窓からお楽しみ頂くのみとなります。 

 
 

ツアー番号：HNL-640 
ホエールウォッチング クルーズ 
Whale Watching Cruise 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約２時間４５分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

 

 

 低 
 

 
＜注意事項＞ 

クジラは 12 月から 3 月のシーズン中よく現れますが、必ず見られる保証はありません。 

 

 

ツアー番号：HNL-475 

ダイアモンドヘッド頂上へのハイキング 
Diamond Head Crater Summit Hike 
ツアー料金：＄７９～ （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 健脚度 その他 

○4  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

でこぼこ道や 70 メートルほどの長いトンネルを歩きます。また、頂上までは、２か所の急な階段（それぞれ 77 段、99 段）がござ

います。往復 2.5 キロ程、標高は１７０メートルです。お身体の不自由なお客様にはお勧め致しません。ウォーキングシューズと

天候にあった暖かい服装でご参加ください。帽子、サングラス、日焼け止めをお持ちください。 

（参加条件：５歳以上） 

 
 

ツアー番号：HNL-710 
イルカとの泳ぎ体験 
Dolphin Encounter 
ツアー料金：＄１５９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約５時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

 中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

首や背中に疾患のある方、妊娠中の方は参加できません。1～７歳までのお子様は、18 歳以上の保護者とご参加いただく必

要がございます。写真はツアー終了後にご購入できます。買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。予め水

着を着用し、タオル、帽子、サングラスをお持ちください。日焼け止めはイルカの肌を痛めるため使用禁止です。尚、水中で T

シャツ等の羽織り物は着用いただけます。 
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ホノルル (ハワイ諸島） Honolulu, Hawaii 
 

ツアー番号：HNL-990 
ワイキキ・ビーチでのひととき 
Waikiki Beach Break 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約４時間４５分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

 

 

 低 
 

 
 

ツアー番号：HNL-991 
ワイキキ・ビーチでのひととき (車椅子常用者) 
Waikiki Beach Break (Wheelchair Confined) 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約４時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

 

 

 低 
 

 
＜注意事項＞ 

当ツアーは、ツアー番号 HNL-990 と同じ内容でございます。車椅子常用者のみこのツアーにお申し込みください。家族や友人

など同行者の方は HNL-990 にお申し込みください。リフト付き車両の関係で同行する人員を補佐できる方１名に制限される場

合があります。他の方は別のバスでのグループ行動となります。車椅子込みの総重量が２２６キロ以下、幅は７５センチ以下で

ある必要があります。ホームページの「Passengers with Disabilities（身体が不自由な方へ）」をご一読ください。ご乗船後、当ツ

アー４８時間前までにツアーオフィスで予約内容を再度ご確認ください。 

砂浜用の車椅子はロイヤル・ハワイアン・ホテルでお借りいただけます。ご利用の際は、サンドチェアーにお乗りください。 
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カウアイ島（ナウィリウィリ） ハワイ諸島 

Kauai (Nawiliwili), Hawaii 
ハワイ諸島の中で４番目に大きなカウアイ島は、「庭園の島」として知られています。ワイレアレ山の火山丘陵、
ワイメア渓谷、ワイルア川とシダの洞窟など、雄大な自然美に溢れています。皮肉にも、独立を守り続けたこの
島はヨーロッパとハワイが最初に出会う地となりました。１７７８年１月１９日にイギリスのキャプテン・クックがワ
イメア川河口に船を係留したのです。カウアイ島は偉大なる勇者カメハメハ大王にすら攻略されなかったので
す。 

＜見どころ＞  

○1  ワイメア渓谷 Waimea Canyon

カウアイ島南西側に位置し、「太平洋のグランドキャニオン」と呼ばれえる見事な眺望と広大な自然に驚かさ
れるでしょう。 

○2  ワイルア川とシダの洞窟 Wailua River & Fern Grotto

約 3 キロメートルのワイルア川を下る遊覧船での旅は、伝説的なシダの洞窟へと向かうと、そこは神秘的な
スポットで、ハワイアンウェディングソングの生演奏も必見です。 

○3  ナ・パリ・コースト Na Pali Coast

カウアイ島の北西側の海岸で、映画ジュラシックパーク、キングコングが撮影された有名スポットで、見事な
自然の背景を見ることが出来ます。“ナ・パリ”はハワイ語で“崖”という意味です。 

○4  カウアイ島のノースショア North Shore of Kauai

何マイルも広がる白い砂浜と、緑豊かな熱帯雨林、そしてシダの木々に流れ込む山からの滝。ここは世界で
もっとも美しい場所の一つと称されるでしょう。 

○5  グローブ農園屋敷跡 Grove Farm Homestead

保存状態の良いサトウキビプランテーション博物館です。トロピカルガーデンに囲まれた労働者達の家を見
学すれば、1800 年代後半の島生活の魅力をも垣間見る事が出来ます。 

○6  キラウエア灯台 Kilauea Lighthouse

1913 年から稼働し、国の最も完全なままに残る歴史的な灯台の一つです。キラウエアポイントは、その景観
美からカウアイ島で最も人気のある観光地となっています。このランドマークはキラウエア周辺のサトウキビ
農園の町の生活に重要な役割を果たす、町のシンボルでもあります。 

○7  シュノーケル Snorkeling

美しい島内のビーチでのシュノーケルを楽しみます。カウアイ島で有名な“ナ・パリ海岸”では美しい魚や素晴
らしい珊瑚礁、ウミガメなどが見られます。 

○8  野外活動 Outdoor Adventures

カウアイ島で最も人気なアクティビティとして、熱帯雨林上でのジップライン、ジャングルでのハイキング、自
然プールでのスイミング、ハナマウル用水路でのチューブくだりなど多種のアクティビティがお楽しみいただ
けます。 
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カウアイ島（ナウィリウィリ）、ハワイ諸島 Kauai (Nawiliwili), Hawaii 

人気 

ツアー番号：LIH-100 

ワイメア渓谷、ワイルア川とシダの洞窟 
Waimea Canyon, Wailua River & Fern Grotto 
ツアー料金：＄１４９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約８時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○1
○2

中 

＜注意事項＞ 

平底の歩きやすいウォーキングシューズまたはハイキングシューズを履き、動きやすい服装でご参加ください。虫除けもお勧

めします。シダの洞窟の小道は滑りやすく、また洞窟内部に立ち入ることはできません。時間に余裕がある際はオパエカアの

滝までご案内いたします。（全てのツアー、全てのバスが立ち寄るわけではありません。） 

ツアー番号：LIH-105 

ワイルア川クルーズ、ルアウとロマンチックな儀式 
Wailua River Cruise, Luau & Romantic Ceremony
ツアー料金：＄１６９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約５時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○2 中 

＜注意事項＞ 

特別なステージに参加したいカップルの方は、ツアーの２日前までにツアーオフィスにお知らせください。 

当ツアーは全クルーズで催行されるとは限りません。 

ツアー番号：LIH-200 
ワイメア渓谷 
Waimea Canyon 
ツアー料金：＄６９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間４５分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○1 中 

ツアー番号：LIH-201 
ワイメア渓谷(車椅子常用者) 
Waimea Canyon (Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー料金：＄６９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間４５分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○1 中 

＜注意事項＞ 

当ツアーは、ツアーコード LIH-200 と同じ内容です。車椅子常用者のみこのツアーにお申し込みください。家族や友人など同行

者の方はLHI-200にお申し込みください。リフト付き車両の関係で同行する人員を補佐できる方１名に制限される場合がありま

す。他の方は別のバスでのグループ行動となります。車椅子込みの総重量が２２６キロ以下、幅は７５センチ以下である必要

があります。ホームページの「Passengers with Disabilities（身体が不自由な方へ）」をご一読ください。ご乗船後、当ツアー４８

時間前までにツアーオフィスで予約内容を再度ご確認ください。 

ツアー番号：LIH-205 

ワイルア川クルーズとシダの洞窟 
Wailua River Cruise & Fern Grotto 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○2 中 

＜注意事項＞ 

平底の歩きやすいウォーキングシューズまたはハイキングシューズを履き、動きやすい服装でご参加ください。シダの洞窟の

小道は滑りやすく、また洞窟内部に立ち入ることはできません。遊覧船のスケジュールにより所要時間が変更になる場合があ

ります。 
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カウアイ島（ナウィリウィリ）、ハワイ諸島 Kauai (Nawiliwili), Hawaii

ツアー番号：LIH-220 
オパエカア滝と農園＆列車 
Panoramic Kauai – Opaekaa Falls, Plantation & Train 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約３時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

低 

＜注意事項＞ 

平底の歩きやすいウォーキングシューズまたはハイキングシューズを履いてご参加ください。 

ツアー番号：LIH-221 
オパエカア滝と農園＆列車 (車椅子常用者) 
Panoramic Kauai – Opaekaa Falls, Plantation & Train 
(Wheelchair Confined) 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約３時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

低 

＜注意事項＞ 

当ツアーは、ツアーコード LIH-220 と同じ内容です。車椅子常用者のみこのツアーにお申し込みください。家族や友人など同行

者の方はLHI-220にお申し込みください。リフト付き車両の関係で同行する人員を補佐できる方１名に制限される場合がありま

す。他の方は別のバスでのグループ行動となります。車椅子込みの総重量が２２６キロ以下、幅は７５センチ以下である必要

があります。ホームページの「Passengers with Disabilities（身体が不自由な方へ）」をご一読ください。ご乗船後、当ツアー４８

時間前までにツアーオフィスで予約内容を再度ご確認ください。 

ツアー番号：LIH-305 
ハワイのハリウッド－映画と滝 
Hollywood in Hawaii – Movies & Waterfalls 
ツアー料金：＄１５９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約６時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○4 低 

＜注意事項＞ 

規模の小さなバスを利用する為、トランク、車椅子等の収納スペースはありません。 

ツアー番号：LIH-800 
ヘリコプター遊覧 
Kaua’i by Helicopter 
ツアー料  金：＄２９９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要  時  間：約２時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○1
○3

低 

＜注意事項＞ 

実際の飛行時間は５５分ほどです。ワイアレアレ・クレーターとワイルア滝の見物は天候によります。重量とバランスの関係と

乗客の安全や快適性の為、体重が１１３キロ以上の場合は＄1２９の追加料金が必要になります。 

クルーズ出航日の深夜１２時までにキャンセルしない限り、払い戻しは致しかねます。 
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カウアイ島（ナウィリウィリ）、ハワイ諸島 Kauai (Nawiliwili), Hawaii 

ツアー番号：LIH-801 
ヘリコプター遊覧（車椅子常用者） 
Kaua’i by Helicopter(Wheelchair Confined) 
ツアー料  金：＄２９９～ （子供料金有：１２歳以下）
所 要  時  間：約２時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○1
○3

低 

＜注意事項＞ 

当ツアーは、ツアーコード LIH-800 と同じ内容です。車椅子常用者のみこのツアーにお申し込みください。家族や友人など同行

者の方はLHI-800にお申し込みください。リフト付き車両の関係で同行する人員を補佐できる方１名に制限される場合がありま

す。他の方は別のバスでのグループ行動となります。車椅子込みの総重量が２２６キロ以下、幅は７５センチ以下である必要

があります。ホームページの「Passengers with Disabilities（身体が不自由な方へ）」をご一読ください。クルーズにご乗船後、当

ツアー４８時間前までにツアーオフィスで予約内容を再度ご確認ください。 

実際の飛行時間は５５分ほどです。ワイアレアレ・クレーターとワイルア滝の見物は天候によります。重量とバランスの関係と

乗客の安全や快適性の為、体重が１１３キロ以上の場合は＄1２９の追加料金が必要になります。 
クルーズ出航日の深夜１２時までにキャンセルしない限り、払い戻しは致しかねます。 

こだわり 

ツアー番号：LIH-850 
ヘリコプター遊覧、キラウエア灯台とハナレイ 
Helicopter, Kilauea Lighthouse & Hanalei Pier 
ツアー料金：＄４２９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○4 ○1
○3

中 

＜注意事項＞ 

実際の飛行時間は４５分ほどです。取消規定は通常と異なりますので、巻末のＱ＆Ａページをご確認ください。重量とバランス

の関係と乗客の安全や快適性の為、体重が１１３キロ以上の場合は＄229 の追加料金が必要になります。ヘリコプターの座席

は全て前方を向いており、大きな窓からの眺望が楽しめます。ビデオやカメラのフィルムや電池は十分にお持ちください。この

ツアーは天候にかかわらず催行されます。悪天候のためヘリコプターが飛行できない場合は地上部分のツアーのみ催行さ

れ、差額が返金されます。尚、キラウエア灯台は、日曜日と月曜日は閉鎖されております。これらの日は、訪問いただけますが

到達しにくい位置にございます。 

クルーズ出航日の深夜１２時までにキャンセルしない限り、払い戻しは致しかねます。 

ツアー番号：LIH-400 
カウアイの樹冠をジップライン 
Kaua’i Canopy Zipline 
ツアー料金：＄１７９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○8 高 

＜注意事項＞ 

このツアーは１２歳未満のお子様は参加できません。１８歳未満の方は保護者の同行が必要です。高所恐怖症の方、首や背

中に疾患のある方にはお勧めできません。 

爪先の閉じた靴を履き、長ズボンでご参加ください。 

（参加条件：１２歳以上、体重が４５．５キロ～１１３．５キロ以下） 
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カウアイ島（ナウィリウィリ）、ハワイ諸島 Kauai (Nawiliwili), Hawaii 

ツアー番号：LIH-405 
キプ牧場でトレッキング、スイミングとジップライン 
Kipu Ranch: Jungle Mountain Trek, Swim & Zipline 
ツアー料金：＄１９９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約７時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○8 高 

＜注意事項＞ 

予め水着を着用し、泥道や滑りやすい悪路に対応できる靴でご参加ください。ウインドブレーカーまたはジャケット、タオル、日

焼け止め、帽子、虫よけスプレーをお持ちいただくことをお勧めいたします。１８歳未満の方は保護者の同行が必要です。 

体重は４５キロから１１３キロで、ジップラインに十分な身長のある方が参加できます。高所恐怖症の方のご参加お勧めいたし

ません。 

（参加条件：７歳以上、体重１２５キロ以下） 

ツアー番号：LIH-430 

カウアイ島で乗馬アドベンチャー 
Horseback Riding Adventure 
ツアー料金：＄１９９～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○8 中 

＜注意事項＞ 

爪先が覆った靴と長ズボンの着用でご参加ください。乗馬未経験の方もご参加いただけます。妊娠中の方、背中や首に疾患

のある方にはお勧めしません。 

（参加条件：８歳以上、体重１０４キロ以下） 

リピーター向け 
ツアー番号：LIH-505 
４輪駆動車で巡るカウアイの秘境 
Kilohana Crater & Maha’ulepu Coast by 4WD 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○8 中 

＜注意事項＞ 

このツアーは未舗装の凸凹道を走行するため、妊娠中の方、乗り物に酔いやすい方、背中や首に疾患のある方にはお勧めし

ません。 

（参加条件：身長２メートル以下、体重１５９キロ以下） 

ツアー番号：LIH-525 
４輪駆動車でのオフロードアドベンチャー
Mudbug Waterfall Off-Road Adventure 
ツアー料金：＄２４９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約５時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○8 高 

＜注意事項＞ 

予め水着を着用し、泥で汚れないよう爪先の覆われた靴を履いてご参加下さい。タオル、日焼け止め、虫除けスプレーをご持

参いただくことをお勧めいたします。着替え、更衣室、シャワー、ロッカーのご用意はあります。４輪駆動車は１名のドライバー

につき１名の同乗者となります。１６歳以上の方のみ運転できますが、証明できるものの提示が必要です。このツアーは首や

背中、心臓に疾患のある方、ほこりや花粉のアレルギーが強い方、３ヶ月以内に手術をされた方、妊娠中の方にはお勧めでき

ません。 

（参加条件：５歳以上、１４５キロ以下） 

18 



カウアイ島（ナウィリウィリ）、ハワイ諸島 Kauai (Nawiliwili), Hawaii 

ツアー番号：LIH-740 
チューブでハナマウル水路下り 
Tubing the Hanamaulu Ditch System 
ツアー料金：＄１５９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○8 中 

＜注意事項＞ 

１８歳未満の方は保護者の同行が必要です。閉所恐怖所の方、妊娠中の方、背中や首に支障のある方は参加できません。ヘ

ルメット、グローブ、ウォーターシューズ、ヘッドライトは貸し出します。トイレと更衣室はあります。当ツアーはす全クルーズで催

行されるとは限りません。 

（参加条件：５歳以上、身長１０９センチ以上、体重１３６キロ以下） 

ツアー番号：LIH-760 
カヤック・アドベンチャー 
Hidden Falls Kayak Adventure 
ツアー料金：＄１５９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○8 高 

＜注意事項＞ 

１８歳未満の方は保護者の同行が必要です。政府による規制のため、日曜日は催行されません。予め水着を着用し、泥道や

滑りやすい悪路に対応できる靴（踵にストラップのついたスポーツサンダルまたはアクアソックスなど）でご参加ください。ウイン

ドブレーカーまたはジャケット、タオル、日焼け止め、帽子、虫よけスプレー、防水性のカメラをお持ちください。 

（参加条件：３歳以上） 

ツアー番号：LIH-775 
ナ･パリへのクルーズとシュノーケリング 
Na Pali Cruise & Snorkel 
ツアー料金：＄１９９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約７時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○3
○7
○8

高 

＜注意事項＞ 

当ツアーは、祝日は催行されません。妊娠中の方、背中や心臓に疾患のある方にはお勧め致しません。予め水着を着用し、タ

オル、日焼け止め、帽子をお持ちください。屋根のない船を利用する場合もございます。海況によってはシュノーケリングがで

きない場合がございます。 

（参加条件：５歳以上、体重１２５キロ以下） 

ツアー番号：LIH-780 
ビーチでシュノーケリング体験 
Beach Snorkel 
ツアー料  金：＄１１９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要  時  間：約４時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○7
○8

高 

＜注意事項＞ 

当ツアーは最近手術をされた方、発作が起こりやすい方は参加できません。シュノーケリングの場所は海象によって異なりま

す。予め水着を着用し、タオル、日焼け止め、サングラスをお持ちください。 

（参加条件：５歳以上、身長２メートル以下、体重１６キロ以上、１３６キロ以下） 
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カウアイ島（ナウィリウィリ）、ハワイ諸島 Kauai (Nawiliwili), Hawaii 
  

 

ツアー番号：LIH-310 

グローブ農園と農園鉄道 
Grove Farm & Kauai Plantation Railway 
ツアー料金：＄１３９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○5   中 

 

 
＜注意事項＞ 

グローブ農園のウィルコックスハウスは、天然のコアの木で作られた床と珍しいオリエンタルカーペットが見どころのため、内部

では靴を脱いで頂きます。グローブ農園では約２時間の徒歩観光となります。履き慣れた歩きやすい靴でご参加ください。 

訪問順序が変更になる場合があります。 

 

 
 

ツアー番号：LIH-215 

ハワイの宝石：滝とトロピカルガーデンツアー 
Jewels of Hawaii -Waterfall & Tropical Garden Tour 
ツアー料金：＄１５９～ 
所 要 時 間：約５時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○8   中 

 

 
＜注意事項＞ 

天候が悪い場合は、庭園内を運転いただき研究所の多種の植物がご覧いただけます。 

埃っぽい道や階段のある道がございますので、身体の不自由なお客様にはお勧め致しません。歩きやすく爪先の覆われたウ

ォーキングシューズまたはハイキングシューズを履いてご参加ください。帽子、日焼け止めに加え、虫よけ対策をすることをお

勧め致します。未成年の方は保護者の同伴が必要です。 

（参加条件：１０歳以上） 
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マウイ島（ラハイナ） ハワイ諸島 
Maui (Lahaina), Hawaii 
マウイはハワイの人々に特別な思いを抱かせる場所です。偉大なるカメハメハ大王がハワイ統一の偉業を成し
遂げ、王国の首都をラハイナと定めました。カアナパリはかつて王族の集会場所でした。マウイの素晴らしい景
色と美しいビーチは疑いようがありません。休火山である標高３０４８メートルのハレアカラ山は太平洋にそびえ、
かつては王の渓谷と畏れられていたイアオ渓谷は、先が尖った奇岩イアオ･ニードルが天に向かって細く伸び
ています。ラハイナは王国の首都として、またアメリカの捕鯨船団の基地として栄えました。ハレアカラはハワイ
語で「太陽の家」という意味です。 
＜ご案内：ラハイナでは沖合に投描し、本船から陸まではテンダーボートで移動します＞ 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  ハレアカラ国立公園 Haleakala National Park 

ハレアカラ山頂からは、火山の風景、亜熱帯雨林、淡水プール、滝などがご覧頂けます。この公園は、ハワ
イの地文化と深く繋がりを持っています。 

○2  マウイ・オーシャン・センター Maui Ocean Center  

ハワイ諸島の海洋生物が 60 以上の水槽で展示されております。約 300 万リットルもの塩水を使った水中回
廊もあります。 

○3  ハナ・ロード Road to Hana 

ハナ・ロードは緑豊かな海岸線に沿って、600 のカーブ、54 の橋がかかっており、緑豊かな熱帯雨林や滝な
どの素晴らしい眺望をお楽しみ頂けます。昔のままの自然の美しさを体感ください。 

○4  イアオ渓谷州立公園 Iao Valley State Park 

約 16平方キロメートルの敷地に、マウイ島で最も有名なランドマーク、高さ約 370メートルのイアオ・ニードル
という岩がそびえ立っています。見通しの良い、素晴らしい景色への道を歩きます。 

○5  ホエールウォッチング Whale Watching 

マウイ島はザトウクジラが集まる場所として有名です。 
西部と南部の沖合は山脈に囲まれ、海が穏やかで、ザトウクジラは浅瀬に引き寄せられます。 

○6  モロキニ島 Molokini Crater 

上から見ると単なる三日月形の島に見えますが、その下は壮大な珊瑚とカラフルな魚に富んでおり、シュノ
ケーリングに最適な海です。 

○7  ハワイの文化体験 Hawaiian Cultural Experience  

ハワイの伝統的な村や、タロイモ畑を訪れます。カメハメハ王のレンガ造りの宮殿や、王族の埋葬地など、受
賞歴のあるガイドと歴史を通じ観光します。 

 

○8  野外活動 Outdoor Adventures 

潜水艦での冒険や、スリルのあるヘリコプターツアー、ハイキングなど、思い出に残る体験を提供しています。
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マウイ島（ラハイナ）、ハワイ諸島 Maui (Lahaina), Hawaii 

 

こだわり  
ツアー番号：JHM-160 
ハレアカラ火山、ラベンダー農園、ワインとチーズ&オー
ガニック蒸留酒製工場 
Haleakala Crater, Lavender Farm, Wine & Cheese & 
Organic Distillery 
ツアー料金：＄１９９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約８時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○1   中 

 

 
＜注意事項＞ 

ハレアカラ噴火口は起伏があるため歩行器をご利用の方および車椅子の方は参加できません。歩きやすい靴を履き、山頂付

近の気温の変化に備えて、セーターまたはジャケットをお持ちください。天候は変わりやすいため、雲や霧で眺望が遮られる場

合があります。ハレアカラ噴火口は標高３０４８メートルのため心臓に疾患のある方は注意が必要です。心配な場合は予めか

かりつけの医師とご相談ください。農場のお土産店は、日曜午後は営業しておりません。そのため、工場のみの訪問となりま

す。未成年者は成人の同行が必要です。お食事に制限のある方は、催行２日前までにツアーデスクにご相談下さい。 

 
 

ツアー番号：JHM-200 
マウイ･オーシャン･センター 
Maui Ocean Center 
ツアー料金：＄６９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○2   低 
 

 
＜注意事項＞ 

当ツアーは個人行動のツアーとなります。フラッシュの反射を避けるため、写真撮影にはハイスピードフィルムをご用意くださ

い。 

 
 

ツアー番号：JHM-205 
イアオ渓谷とトロピカル･プランテーション 
Iao Valley & Maui Tropical Plantation 
ツアー料金：＄６９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○4   中 
 

 
＜注意事項＞ 

展望台までは階段があります。イアオ･ニードルはバスの車窓からもご覧になれます 

 
 
ツアー番号：JHM-206 
イアオ渓谷とトロピカル･プランテーション 
(車椅子常用者) 
Iao Valley & Maui Tropical Plantation(Wheelchair Confined) 
ツアー料金：＄６９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○4   中 

 

 
＜注意事項＞ 

当ツアーはツアーコード JHM-205 と同じ内容です。車椅子常用者のみこのツアーにお申し込みください。家族や友人など同行

者の方は JHM-205 にお申し込みください。リフト付き車両の関係で同行する人員を補佐できる方１名に制限される場合があり

ます。他の方は別のバスでのグループ行動となります。車椅子込みの総重量が２２６キロ以下、幅は７５センチ以下である必要

があります。 

マウイではテンダーボートを使用します。ホームページの「Passengers with Disabilities（身体が不自由な方へ）」をご一読くださ

い。展望台までは階段があります。イアオ･ニードルはバスの車窓からもご覧になれます。 
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マウイ島（ラハイナ）、ハワイ諸島 Maui (Lahaina), Hawaii 
 

 
ツアー番号：JHM-210 
パイナップル・プランテーションツアー 
Pineapple Plantation Tour 
ツアー料金：＄１６９～ 

所 要 時 間：約４時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

  中 

 
 
＜注意事項＞ 

段差や起伏のある場所を走行し激しく揺れる可能性があります。妊娠中の方または首や背中に疾患のある方、歩行が困難な

方にはお勧め致しません。歩きやすい靴を履き、汚れてもいい服装でご参加ください。日焼け止め、帽子をお持ちください。 

日曜日はパイナップル詰めは行われておりません。 

 

 

人気  
ツアー番号：JHM-100 
ハレアカラ火口とマウイ･オーシャン･センター 
Haleakala Crater & Maui Ocean Center 
ツアー料金：＄１４９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約８時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○1
 ○2

 低 

 

 
＜注意事項＞ 

歩きやすい靴を履き、山頂付近の気温の変化に備えて、セーターまたはジャケットをお持ちください。天候は変わりやすいた

め、雲や霧で眺望が遮られる場合があります。ハレアカラ噴火口は標高３、０４８メートルのため心臓に疾患のある方は注意が

必要です。心配な場合は予めかかりつけ医とご相談ください。 

 
 

ツアー番号：JHM-105 
ハレアカラ噴火口 
Haleakala Crater 
ツアー料金：＄８９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約７時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○1   低 

 
 
＜注意事項＞ 

歩きやすい靴を履き、山頂付近の気温の変化に備えて、セーターまたはジャケットをお持ちください。天候は変わりやすいた

め、雲や霧で眺望が遮られる場合があります。ハレアカラ噴火口は標高３０４８メートルのため心臓に疾患のある方は注意が

必要です。心配な場合は予めかかりつけ医とご相談ください。 

 
 

ツアー番号：JHM-170 
西マウイの見どころ 
Best of West Maui 
ツアー料金：＄１８９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約６時間 

Mau 車窓観光 健脚度 その他 

○4 E   中 
 

 
＜注意事項＞ 

動きやすい服で、歩きやすい靴を履いてご参加ください。日焼け止め、サングラス、カメラをご持参いただくことをお薦めいたし

ます。訪問順序が変更になる場合があります。 
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マウイ島（ラハイナ）、ハワイ諸島 Maui (Lahaina), Hawaii 
 

 

ツアー番号：JHM-180 
ハナ・ロードのドライブとピクニック 
Hana Road Adventure & Picnic 
ツアー料金：＄３２９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約９時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

A○3 E   低 

 

 
＜注意事項＞ 

リムジンバスの乗り降りができる方、約３０４メートルまで歩ける方のみご参加いただけます。尚、車椅子や歩行器等の収納場

所はございません。動きやすい服装でご参加ください。日焼け止め、帽子、薄手のジャケットをご持参いただくことをお勧めいた

します。水泳をされる方は、水着とタオルをご持参ください。 

 
 

ツアー番号：JHM-380 
徒歩で巡るラハイナ 
Lahaina’s Walking Tour 
ツアー料金：＄４９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約２時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

A○7 E  

A○8 E  

 中 
 

 
＜注意事項＞ 

当ツアーはハワイ観光局とハワイ州観光局によって選定されるカヒリ･アワードを２００２年と２００７年に受賞しています。車椅

子またはスクーターをお使いのお客様もご参加いただけますが、水溜りや泥道を通る際、悪天候になるときは困難になる場合

がございます。ホームページの「Passengers with Disabilities（身体が不自由な方へ）」をご一読ください。 

約１.６キロ徒歩で移動します。歩きやすい靴を履き、帽子と日焼け止めをお持ちください。なお、マウイ島はテンダー下船を予

定しています。 

 
 

ツアー番号：JHM -620 
ラハイナでトリロジーカタマランセイル 
Trilogy Catamaran Lahaina Sail 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約２時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

  低 

 

 
＜注意事項＞ 

クジラは 12 月中旬から 4 月中旬のシーズン中よく現れますが、必ず見られる保証はありません。 

日焼け止め、帽子、サングラス、薄手のジャケット、カメラをご持参いただくことをお勧めいたします。 

 

 
 

ツアー番号：JHM-800 
ヘリコプター遊覧とハナへの道 
Helicopter & Hana Road 
ツアー料金：＄４４９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約７時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

A○3 E  A○1 E  中 
 

 
＜注意事項＞ 

１８歳未満の方は保護者の同行が必要です。爪先の閉じた歩きやすい靴を履き、動きやすい服装でご参加ください。薄手のジ

ャケットとサングラスをお持ち下さい。訪問順序が変更になる場合があります。 

ツアーの所要時間、行程、飛行ルートは天候や米連邦航空局の規則により予告なしに変更になる場合があります。また、安全

や快適さを考慮し、ヘリコプターでの移動が変更になったり、中止される場合があります。ヘリコプターの飛行時間は３０分ほど

です。座席は全席視界の良い窓際の前向きです。定員は６名です。ツアーは晴雨を問わず催行されますが、悪天候でヘリコプ

ターの運行が中止された場合は、代金の一部が返金されます。ツアー内容の陸上部分は催行されます。 

手回り品は１.４キロ以下にしてください。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、体重が１０８キロ以上の場合は

＄２４９の追加料金が必要になります。この場合２名としてお申込みの上、ツアーオフィスにご連絡下さい。 

クルーズ出航日の深夜１２時までにキャンセルしない限り、払い戻しは致しかねます。 
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マウイ島（ラハイナ）、ハワイ諸島 Maui (Lahaina), Hawaii 
 

 

ツアー番号：JHM-805 
西マウイとモロカイのヘリコプター遊覧 
West Maui & Moloka’i Helicopter Tour 
ツアー料金：＄３４９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

 A○4 E  低 
 

 
＜注意事項＞ 

飛行時間は約４５分です。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、体重が１１３キロ以上の場合は＄１２９の追加

料金が必要になります。この場合２名としてお申込みの上、ツアーオフィスにご連絡下さい。 

クルーズ出航日の深夜１２時までにキャンセルしない限り、払い戻しは致しかねます。 

 
 

ツアー番号：JHM-806 
西マウイとモロカイのヘリコプター遊覧  
（車椅子常用者） 
West Maui & Moloka’i Helicopter Tour 
(Wheelchair Confined) 
ツアー料金：＄３４９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

 A○4 E  低 
 

 
＜注意事項＞ 

当ツアーはツアーコード JHM-805 と同じ内容です。車椅子常用者のみお申し込みください。家族や友人など同行者の方は

JHM-805 にお申し込みください。リフト付き車両の関係で同行する人員を１名に制限される場合があります。他の方は別のバ

スでのグループ行動となります。車椅子込みの総重量が２２６キロ以下、幅は７６センチ以下である必要があります。クルーズ

予約の際に必ず車椅子をご利用の旨をお知らせ下さい。 

飛行時間は約４５分です。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、体重が１１３キロ以上の場合は＄１２９追加料

金が必要になります。この場合２名としてお申込みの上、ツアーオフィスにご連絡下さい。 

クルーズ出航日の深夜１２時までにキャンセルしない限り、払い戻しは致しかねます。 

 

 

ツアー番号：JHM-610 
潜水艇アトランティス 
Atlantis Submarine Adventure 
ツアー料金：１１９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約２時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

A○8 E   中 
 

 
＜注意事項＞ 

潜水艇の乗り降りに１２段の梯子を手助けなしに乗降できる必要がありますので、身体に支障のある方にはお勧めしません。

平底の歩きやすい靴でご参加ください。天候によってはカーサージニアン号が見られないことがあります。 

(参加条件：身長９１センチ以上) 

 
 

ツアー番号：JHM-640 
ホエールウォッチング 
Whale Watching 
ツアー料金：＄５９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約２時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

A○5 E  

A○8 E  

 低 
 

 
＜注意事項＞ 

クジラは１２月～５月のシーズン中よく現れますが、必ず見られる保証はありません。 

参加者は免責同意書にご署名頂きます。 
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マウイ島（ラハイナ）、ハワイ諸島 Maui (Lahaina), Hawaii 
 

ツアー番号：JHM-475 
雨林と滝へのハイキング 
Waterfall Hike to Ho’olawa Valley 
ツアー料金：＄１６９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約６時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

A○8 E   高 

 

 
＜注意事項＞ 

泥道や岩がちの小道を歩き、渓流を渡り、階段を上り下りするため、健康な方のみのご参加をお勧めします。予め水着を着用

し、歩きやすいウォーキングシューズやハイキングシューズを履き、濡れても良い服装でご参加ください。日焼け止め、サング

ラス、帽子、タオルをお持ちください。 

 
 

ツアー番号：JHM-500 
ラナイで四駆トレッカー冒険 
Lana’I 4X4 Trekker Expedition 
ツアー料金：＄２２９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約６時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

  中 

 
 
＜注意事項＞ 

動きやすい格好と歩きやすい靴でご参加ください。日焼け止めとサングラスをご持参いただくことをお勧めいたします。首や背

中に疾患のあるはお勧め致しません。四駆トレッカーに乗っている時間は約３時間半です。 

 
 

ツアー番号：JHM-775 
シュノーケルクルーズ 
Maui Snorkel Cruise 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約５時間３０分 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

A○8 E  A○6 E  高 

 
 
＜注意事項＞ 

当ツアーはそのままボートからシュノーケリングをしていただくツアーとなります。尚、ボートやはしごを乗り降りができる方のみ

ご参加いただけます。シュノーケリング場所は海象によって異なります。シュノーケリングセットはツアー代金に含まれていま

す。ウェットスーツは＄１０でレンタルいただけます。 

 
 

ツアー番号：JHM-990 
カアナパリビーチでのひととき 
Ka’anapali Beach Break 
ツアー料金：＄５９～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約５時間 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

A○8 E   中 
 

 
＜注意事項＞ 

ビーチに救助員などはおりません。水泳などを含めご自由にお楽しみ頂けますが、お客様ご自身の責任となります。予め水着

を着用し、日焼け止め、サングラス、タオルをお持ちください。 
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エンセナダ メキシコ 

Ensenada, Mexico 
太平洋のシンデレラとして知られるエンセナダは、国境の南約１１２.７キロに位置し、サンディエゴからは車で９
０分の距離です。訪れる人々は地中海性気候とフレンドリーな雰囲気、どこへでも気軽に訪れることが出来る
環境に魅了されることでしょう。 
主要なクルーズ客船や観光船が日々訪れる、メキシコで２番目に寄港回数の多い港でもあります。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ラ･ブファドーラ La Bufadora 

プンタバンダ半島に位置する世界最大の潮吹き岩。３０メートル以上も潮を噴き上げる様子を観察し、雷鳴
のような轟きを体感します。水しぶきで濡れることが予想されます。 

 

A○2 E A リビエラ･デル･パシフィコ Riviera del Pacifico 

１９３０年代に著名人を魅了したカジノ。この歴史的なダンスフロアとサロンをご覧ください。館内の庭園を散
策し、歴史博物館とギャラリーを見学します。 

 

A○3 E A ボデガス･デ･サント･トマス Bodegas de Santo Tomas 

１８８８年設立のバハ･カリフォルニアでも高品質なワインを生産するワイナリーのひとつです。カベルネ、シャ
ルドネ、シュナン･ブラン、メルロー、ピノ･ノワールなど種類も豊富です。ワインの試飲も楽しめます。 

 

A○4 E A アベニーダ･ロペス･マテオス Avenida Lopez Mateos 

埠頭からほど近い観光客向けのショッピングエリア。陶器、銀製品、織物の毛布、帽子などの他、アルコール
類や香水類などの免税品も購入できます。 

 

A○5 E A カサ・ドナ･ルーペ Casa Dona Lupe 

高級ワインを産出するワイナリーのひとつ。発酵、圧搾、熟成、瓶詰といったワイン生産の一連の流れを見
学できます。 

 

A○6 E A グアダルーペ渓谷のワイナリー Guadalupe Valley Winery 

グアダルーペ渓谷にはワインの国際賞を受賞したラセット･ワイナリーがあります。メキシコ最古のワイン農
園のひとつで、チーズやクラッカーをつまみながら、ジンファンデル、カベルネソーヴィニヨンなどの試飲を楽
しむことが出来ます。 

 

A○7 E A メキシコ民俗ショー Mexican Folkloric Show 

リビエラ･デル･パシフィコでマリアッチの生演奏の後、民族衣装をまとったダンサーや歌手のパフォーマンス
を楽しみ、メキシコのフィエスタで盛り上がりましょう。 
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エンセナダ(メキシコ） Ensenada (Mexico) 
 

 
 
ツアー番号：ESE-115 

サント・トマスのワイナリー＆リビエラ・デル・パシフィコ 

Bodegas de Santo Tomas & Riviera del Pacifico 
ツアー料金：＄２９～ （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 健脚度 その他 

A○2 E  

A○3 E  

 

 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

お子様のご参加は可能でございますが、法律により２１歳以下の方は試飲室（ワイン テイスティングルーム）にはお入りいただ

けません。 

 

ツアー番号：ESE-120 

市内ドライブとメキシコ民俗ショー 

City Drive & Mexican Folkloric Fiesta 

ツアー料金：＄３９～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約２時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

A○2 E  

A○7 E  

 

 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

お買い物をされる方は、現金もしくはクレジットカードをお持ちください。 

状況により訪問順序が変更になる場合があります。 

 
 

リピーター向け  
ツアー番号：ESE-310 

グアダルー谷 ワイナリー 

Guadalupe Valley Winery 
ツアー料金：＄３５～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

A○6 E  

 

 

 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

お子様のご参加は可能でございますが、法律により２１歳以下の方は試飲室（ワイン テイスティングルーム）にはお入りいた

だけません。 

お買い物をされる方は、現金もしくはクレジットカードをお持ちください。 

状況により訪問順序が変更になる場合があります。 
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Frequently Asked Questions 
よくある質問と回答 

 
 

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主催観光を選ぶと多くの利点があります。例えば、 

 

品質：プリンセスでは寄港地のすべてを精査して、地元の最も信頼出来るツアー運行会社による観光だけ

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

な要求や興味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ツアーの手配を致します。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。 

 

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十分な価

値を受けられ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に

反対している場合には、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、このような変更はお客様自身の安全のためで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、お客様に対して、寄航中の

ご自身の行動は最終的にご自身で責任を負わなければならないことを強調しておきます。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。 

 

･旅行者が通常行く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。 

･持ち物は公共の場所では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。 

･個人的に知らない人から梱包したものを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。 

 

これらの忠告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重要な点の一つは、プリンセスがすべてのツアーの出

発と到着をしっかりモニターしていることです。それ故、すべてのプリンセス主催のツアーバスが戻って来

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

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れた場合には、お客様の居場

所が分かりません。船の出港時間より前に、十分な時間をみて船にお戻りください。 
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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、すべての購入済みツアーの代金は船上アカウン

トに請求されます。事前のお支払いは出来ません。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 クルーズツアーよりも前にランドツアーを予約する場合はどうしたら良いでしょうか。 
  ＊ランドツアーとは、クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズで陸上観光ツアーを予約されている

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準備が出来ましたら、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をしてください。ランドツアーに参加する乗客の各々に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、アメリカンエキスプレス、ディスカバー、ダイナースク

ラブが使用で出来ます。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。また、船上アカウントの開設に用いることも出来ます。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ので、追加したり、ペナルティー

なしでキャンセル料のデッドライン直前までキャンセルが出来ます。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、１００％のキャンセル料が掛かります。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で受け付けています。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旅行書類を印刷してください。各寄港地に到着する

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。 

 

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、クルーズ出航日の深夜１２

時までにキャンセルしない限り、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

されたものでない限り、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、ツアーの最初のランドツアーの２日前であるキャンセ

ル締切日までならキャンセルが出来ます。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。一旦自動請求の処理が終った

場合、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を除きます。購入時点で最終確定と見なされたランドツアーは、ツア

ー運行会社がキャンセルとして承認しない限り、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•マネジャーはプリンセスの寄港地観光プログラムの船上部分を担当します。ツ

アーオフィスのスタッフは質問に答えたり、予約をします。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、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 あります。一部のツアーの子供料金は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、乗船日の正午まで、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限り払い戻し

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個人ベースではなく、乗り物ベースで販売されますので、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、あなたに同行する方々

はあなたのゲストとなります。プリンセスでは個人客を組み合わせてプライベートグループを作ることはし

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、運行会社の目の前で親または保

護者が権利放棄証書に署名した場合、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。 
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Ｑ 寄港地観光はガイド付きですか。 
Ａ はい。すべてのツアーに地元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と

明記されているものを除きます。 

 

 

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、穏やかで涼しい気候から暑くて湿度の高い気候まで広く変化します。軽いもの

や中程度の重さの服装を重ね着して、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。水に関する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。 

 

陸上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、ショートスカートは教会や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 寄港中もオープンしているビュッフェを含んで、食事が出来る場所がありますので、寄港地観光間の時

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の大切な部分を占めています。多くの寄港地観光で、出来る限

り、ショッピングの時間が含まれています。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、階段がありますか。 
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。 
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Ｑ 他に何か寄港地で予想されることはありますか。 
Ａ 訪問する場所によっては、観光客と同時に地元の人にもとても人気がある場所だということを忘れな

いでください。ですから、プリンセスのツアーであろうと、お一人で観光していようと、混雑する場合がありま

す。残念ながら、そのような状況は致し方ありません。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、疑問のある場合にはガイドにお

尋ねください。 

 

 

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/権利放棄証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資格を有する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。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。参加者はご自分のダイビング器材を使用されることは結構ですが、ご自分の客室に保

管してください。その場合でもツアー料金の割引きはありません。 

 

 

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/権利放棄証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資格を有する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。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/権利放棄証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資格を有する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。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 
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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３４キログラム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。 

 

 

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。参加者は魚釣

りの権利を購入したのであって、魚が釣れることを保障したものではありません。ボートキャプテンが「魚

釣りを保障しているだけで、魚が釣れることを保障してはいません」と言うように。 

 

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１１３キログラ

ム以上（完全装備で）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、乗船日の深夜１２時までにキャンセルされない限り、

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、２４ヶ月未満

のお子様は幼児と見なされ、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。重ね着が便利で、状況の変化に合わせて服装を変えることが出来ます。 

 

デナリ国立公園でのヘリコプターツアーでは、１１３キログラム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そう出来るとは限りません。 

 

 

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

して優れた評判に基づいて選んでいます。 
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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。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、活動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大きすぎて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

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のツアーについて多く

の情報が提供出来ます。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

わせた手配が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は大変です。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、電動式車椅子を使用するお客様はステア•クライマー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２２キログ

ラム以上のものを運ぶことは許されておりません。 

 

寄港地によっては沖止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、２２キログラムの制限を超えるものを持ち上げな

ければならない場合、電動式車椅子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が与えます。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への払い戻しやお金による埋め合わせは致しま

せん。プリンセスでは皆さまの失望を理解出来ますが、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、

独立した地元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で、いかなる乗客の安全と快適さに問題があるとの結論が下

された場合、その人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

または地元での海上輸送、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、プリンセ

スは単にツアーまたはサービスを提供するツアー運行会社の取り次ぎをしているにすぎません。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契約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他の書類、とりわけ特別なアクティビティーのいかなる責任からもプリンセスを明確

に除外するという書類を乗客が承認したということになります。参加によって、ツアー運行会社の取引条件

を認めたことになります。 

 

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（船内または岸辺）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。 

 

限られた定員のツアー 
寄港地観光はクルーズ出航日以前に、または乗船後、先着順で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います。そして予約申込みは受け付け順に従って処理されます。予約が多い場合

には、追加申し込みがウェイティングリストに受け付け順に載せられます。ランドツアーはウェイトリストに

載せることは出来ませんが、ツアー運行会社と連絡を取り、可能な限りスペース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可能性を再確認してみてください。 

 

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あいだ常にご自分で管理してくだ

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 
ツアーの料金は事前通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、行程をカバーする乗り

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以外の子供は特に明記されない限り大人の料金と同額

となります。 

 

ショッピング 
可能な場合には、寄港地観光にショッピングの時間が含まれています。しかし、ツアーは主としてショッピ

ングのために作られている訳ではないので、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通知がなされない限り、チケット、

クーポン、バウチャーの払い戻しは出来ません。予約の終了する時間は船上で公表されます。プリンセス

のコントロールを越えた理由によってツアーが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、支払いの後に天候やツアー運行会社が認めてキャンセルされたランドエクスカーションは予約 
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時に使用したクレジットカードに払い戻しされます。キャンセル料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最終と見

なされ、ツアー運行会社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、場所によっては地方の路線バスが最良の交通機関の場合もあります。利用出来る長距離用バ

スが無かったり、限られている港では自動車やタクシーを使用する場合があります。友人と一緒に同乗し

たい場合は、一緒にお越しください。ツアースタッフが同一の車両を割り当てることが出来ます。すべての

乗客の快適さのために、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して、各グループの便宜および利益を最優

先に考えながら乗客に代案を求める権利を有しています。 

 

エコロジーと環境 
環境との前向きで積極的な取り組みを維持するのがプリンセスのポリシーです。会社の目的を達成する

には多くのことをしなければならないと認識しています。この目的を達成するために、プリンセスが提供す

るツアーに影響を与えかねない環境問題に対する自覚を増す努力を絶えず持ち続けています。地元の代

理業者と密接に努力して寄港地観光プログラムに環境問題に関するメッセージを込めています。そのため、

お客様にも訪問する様々な寄港地の文化、習慣、環境問題に尊敬を払うことによってプリンセスの努力を

支持して頂けますようお願い致します。 
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