
プリンセス・クルーズ 
ショアエクスカーション案内

２０１ 年 夏季

地中海とアドリア海 8日間

クラウン・プリンセス

driatic



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。
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サントリーニ、ギリシャ 

Santorini, Greece 

 
破滅的な火山噴火が、紀元前 1600 年頃サントリーニ島を破壊させ、クレタ島の古代ミノア文明を滅ぼし、アトラ
ンティスの伝説を作り上げたのでしょうか？1967 年、サントリーニ島の考古学者が、3 万人の人が生活をしてい
たと見られる青銅器時代の都市を発掘しました。失われたアトランティス大陸伝説が深く根付いており、伝説が
本当かどうかはというのは、議論の余地がない事実だけ残ります。火山噴火によりカルデラが作られ、全地中
海で最も躍動的な土地と海の景色が生まれました。サントリーニ島の白塗りの建物は紺碧の海へ望むように急
な斜面に張り付くように並んでいます。キクラデス諸島の一部で、サントリーニ島、ティラシア島と無人のアスプ
ロニシ島の 3島は旅行者に忘れがたい光景を与えます。 
この島は歴史を通し幾つかの名前があり、ストロングリー又は「ラウンド（丸）」から古代の英雄よりティラと呼ば
れていました。最近ではセント・イレネを奉る島の教会名から、外国の航海者にはサンタ・リニとも呼ばれます。 
 
ご案内：サントリーニでは沖合に投錨し、下船はテンダーボートにて行われます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  イア Oia 

サントリーニ島の最北端に位置するこのかわいい村は、絵になるような建築様式に石畳の小道、真っ白な建
物、そして居心地の良いカフェや土産屋、青いドームの教会で知られています。 

 

○2  フィラ Fira 

切り立った崖の上にある島の中心地フィラは、キクラデス様式とベネチアン様式が混ざり合う建物が美しい
街で、息をのむような素晴らしい景色が眺められるでしょう。ケーブルカーが港と街を結んでいます。 

 

○3  先史歴史博物館 Prehistoric Museum 

この博物館は、サントリーニのポンペイとして知られるアクロティリ遺跡を始め、エーゲ海周辺で発見された
素晴らしいコレクションを展示しています。 
 

○4  パレア＆ネア・カメニ島-サントリーニ火山 Palaia & Nea Kameni - Santorini Volcano 

サントリーニ島のカルデラの中央に位置するこれらの無人島は、3500 年前に火山が噴火したことにより形成
されました。黒溶岩や治癒力のある温泉などが、美しい風景を作り上げています。 
 

○5  ワイナリーツアー Winery Tour 

この地域は世界的なワインとユニークな製造方法で有名です。世界でも最も古いブドウ園を訪れ、この島の
気候と火山性の豊かな土壌から、どのようにしてフルボディーのワインが造られるのかご覧ください。 

 

○6  黒砂のビーチ（カマリ） Black Sand Beach (Kamari) 

サントリーニ島の南東にある海岸沿いの村は、黒砂の大きなビーチで有名です。火山活動によって形成され
たこのビーチでは、さまざまなウォータースポーツが楽しめ、カフェやタベルナも多くあります。 

 

○7  サントリーニ クレーター Santorini Crater 

紀元前 1650 年頃に起きた火山の噴火により、島の中心が海に沈み、カルデラと呼ばれる海水で満たされた
巨大なクレーターが形成されました。伝説ではアトランティスの失われた都市であったとされています。 
 

○8  エリヤ山 The Mountain of Prophet Elijah 

標高約 600mの島の最高地点で、サントリーニ島のパノラマ景色をお楽しみ頂けます。 
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サントリーニ、ギリシャ Santorini, Greece 

 

 
 

ツアー番号：JTR-100 

サントリーニの見所 
Best of Santorini 

ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 30分  
 

下車予定： ①②⑤⑧ /車窓予定： ⑥⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

フィラやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかとの低い履きなれ
た靴でご参加ください。歩行に難がある方はご考慮ください。フィラの街からテンダー乗り場へは
ケーブルカーを利用します。ケーブルカー駅まで石畳の登り道を長距離歩きます。複数のクルーズ
船が寄港している場合は、ケーブルカーに乗るまで60分以上お待ち頂く場合があります。フィラと
イアのいくつかの商店、タベルナ、カフェは11月には休業している場合があります。 
イヤホンガイドを使用します。 

 
 

ツアー番号：JTR-150 

イア、フィラ、ワイナリーと先史歴史博物館 
Oia, Fira, Winery & Pre Historic Museum 

ツアー料金：＄189.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①②③⑤⑧ /車窓予定： ④⑥⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

フィラ、メガロコーリやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかと
の低い履きなれた靴でご参加ください。歩行に難がある方はご考慮ください。フィラの街からテン
ダー乗り場へはケーブルカーを利用します。ケーブルカー駅まで石畳の登り道を長距離歩きます。
複数のクルーズ船が寄港している場合は、ケーブルカーに乗るまで 60分以上お待ち頂く場合があり
ます。 
いくつかの商店、タベルナ、カフェは 11月には休業している場合があります。 

 
  
ツアー番号：JTR-155 

ディスカバリー特選 究極のサントリーニ 
Ultimate Santorini - A Discovery Exclusive 

ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間  
 

下車予定： ①②⑤ /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

このツアーは車椅子を利用する方又は歩行に難がある方にはお勧めしません。イヤホンガイドを使用
します。 
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サントリーニ、ギリシャ Santorini, Greece 

 
  
ツアー番号：JTR-205 

イアとフィラ 
Oia & Fira 

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： ①②⑤ /車窓予定： ⑦⑧ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

フィラやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかとの低い履きなれた
靴でご参加ください。歩行に難がある方はご考慮ください。フィラの街からテンダー乗り場へはケー
ブルカーを利用します。ケーブルカー駅まで石畳の登り道を長距離歩きます。複数のクルーズ船が寄
港している場合は、ケーブルカーに乗るまで 60 分以上お待ち頂く場合があります。フィラとイアの
いくつかの商店、タベルナ、カフェは 11月には休業している場合があります。 

 
 

ツアー番号：JTR-290 

サントリーニ島内観光 
Easy Island Drive 

ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ⑥⑧ /車窓予定： ②④⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

ツアーはテンダーボート乗り場のアティニオス港で終了しますが、フィラの街に残り、各自ケーブ
ルカーで港に下りることもできます。フィラの街からケーブルカー乗り場へは階段のある坂道を長
い距離歩きますので、歩行に難がある方はご考慮ください。複数のクルーズ船が寄港している場合
は、ケーブルカーに乗るまで60分以上お待ち頂く場合があります。フィラのいくつかの商店、タベ
ルナ、カフェは11月には休業している場合があります。 

 
  
ツアー番号：JTR-993 

イアとフィラ 日本語ツアー 
Oia & Fira(Guided in Japanese) 

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： ①②⑤ /車窓予定： ⑦⑧ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

フィラやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかとの低い履きなれた
靴でご参加ください。フィラの街からテンダー乗り場へはケーブルカーを利用します。ケーブルカー
駅まで石畳の登り道を長距離歩きます。歩行に難がある方はご考慮ください。複数のクルーズ船が寄
港している場合は、ケーブルカーに乗るまで 60 分以上お待ち頂く場合があります。フィラとイアの
いくつかの商店、タベルナ、カフェは 11月には休業している場合があります。 
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サントリーニ、ギリシャ Santorini, Greece 

 
  

ツアー番号：JTR-200 

古代アクロティリとサントリーニ島 
Ancient Akrotiri & Santorini Island 

ツアー料金：＄94.95～ （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： ⑧  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

フィラでの自由時間には狭い石畳の路地や石段の多い場所などを歩きます。かかとの低い履きなれ
た靴でご参加ください。歩行に難がある方はご考慮ください。フィラの街からテンダー乗り場へは
ケーブルカーを利用します。ケーブルカー駅まで石畳の登り道を長距離歩きます。複数のクルーズ
船が寄港している場合は、ケーブルカーに乗るまで60分以上お待ち頂く場合があります。アクロテ
ィリ遺跡内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。遺跡内は修復作業が行われてい
ます。フィラのいくつかの商店、タベルナ、カフェは11月には休業している場合があります。 

 
  
ツアー番号：JTR-400 

イアとピルゴス村の徒歩観光 
Walking Tour of Oia & Pyrgos Villages 

ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 30分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは車椅子を利用する方、歩行に難がある方または視力障害がある方にはお勧めしません。 

 
  
ツアー番号：JTR-420 

サントリーニの隠れ里 散策 
Discover the Hidden Villages of Santorini 

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： ② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

予め水着を着用し、タオル、日焼け止め、帽子をご持参ください。ケーブルカー駅で長蛇の列ができ
ることが予想されます。このツアーは車椅子を利用する方、歩行に難がある方または聴覚障害があ
る方にはお勧めしません。 

 
  
ツアー番号：JTR-430 

アクロティリとイアでの自由時間 
Akrotiri & Oia Free Time 

ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは車椅子を利用する方にはお勧めしません。 
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サントリーニ、ギリシャ Santorini, Greece 

 

 
  
ツアー番号：JTR-410 

火山島ネア・カメニへのクルーズとハイキング 
Cruise & Hike to Santorini Volcano 

ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 2時間 30分 

 

下車予定： ④ /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

ツアーの催行は天候によります。ボートが船に横付けできない場合は、埠頭からの発着となりま
す。火山の火口まで40分ほど溶岩石の凸凹な傾斜道を登ります。ウォーキング･シューズかハイキン
グ･ブーツを履き、帽子、日焼け止め、水をお持ちください。火山ではほとんど日陰がありません。
泳ぐ方は、はしごを使用し水へ出入りを行います。硫黄水の為、水着の色が変わる場合がありま
す。水着を事前に着用し、タオルをご持参下さい。活動中の火山では硫黄の匂いや熱気のある場所
を通りますので、呼吸器官に不安のある方は考慮の上ご参加ください。 

 
  
ツアー番号：JTR-600 

ディスカバリーファミリー イア村とスイミング 
Discovery Family Oia Village & Swimming 

ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 30分  
 

下車予定： ①② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

このツアーには所により石畳の上り坂を約 1時間歩くことが含まれます。ツアーはフィラで終了し、
ケーブルカー駅まで徒歩で約 500メートル移動となります。暗く粗い砂の為、黒砂浜は大変熱くなる
ので裸足で歩く事は難しいでしょう。 

 

 
  
ツアー番号：JTR-300 

イア、ワイン試飲とクッキング 
Oia Village, Wine Tasting & Cooking 

ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ①②⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは車椅子を利用する方または歩行に難がある方にはお勧めしません。履きなれたウォー
キングシューズを着用ください。 

 

 
  
ツアー番号：JTR-180 

フィラ自由観光 
Fira On Your Own 

ツアー料金：＄49.95～ （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： ④ 

健脚レベル その他 

中 
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コトル、モンテネグロ 
Kotor, Montenegro 

 
ボカ湾、上部に位置するコトル。高くそびえ立つ石灰岩の崖を境に区切られ、曲がりくねった湾は南ヨーロッパ
で最も長く、劇的なフィヨルドです。狭く、非対称な道には、古代の石造りの家、旧宮殿、そして 12世紀に遡る教
会が軒を連ねています。 
モンテネグロ観光の玄関口としても知られています。旧モンテネグロの歴史的首都ツェティニェやスカダル湖国
立公園など、モンテネグロの文化の探求や観光の玄関口としても知られています。 
古い港の通りにはパブ、居酒屋、カフェが立ち並んでおり、ナイトライフスポットとしても知られています。 
また、有名なサマー・カーニバルというイベントも催されています。 
 
ご案内：コトルでは沖合に投錨し、下船はテンダーボートにて行われます。 
 
＜見どころ＞ 
 

 ○1  聖トリプン大聖堂  St. Tryphon Cathedral 

1166年に完成した華やかな大聖堂。ビザンチン建築で、魅力的なロマネスク様式を誇っています。 

○2  海上博物館 Maritime Museum 

コトルの豊富な海軍の歴史が展示されています。 

○3  ブドヴァ Budva 

モンテネグロの街、ブドヴァは 2500年前に誕生し、アドリア海沿岸で最も歴史ある町のひとつです。 
狭い道、中世風の城壁、そして 15世紀に建てられたが塔があります。 

○4  ネゴジュ Njegusi 

標高の高い場所に位置する眺望の良い町です。 
ピーター・ペトロヴィッチ・ニェゴシュ（モンテネグロの歴史における重要人物）の誕生の地でもあります。 

○5  国立博物館 National Museum 

かつての王宮が博物館となっています。1860年代に統治していた、ニコラ・ペトロヴィッチ１世もかつて 
住んでいました。 15世紀に崇められていた写本、“Oktoih Prvoglasnik” が保管されています。 

○6  ツェティニェ Cetinje 

モンテネグロのかつての首都で、1482年に創立されました。壮大なロヴチェンの山々に位置しています。 
また、この魅力的な町はかつてオスマン帝国時代の包囲下でした。 

○7  ペラスト＆岩礁の聖母マリア教会 Perast & Our Lady of the Rocks 

ペラストという町は、多忙な造船所により 1700年代に栄え始めました。 
最も良い状態で守り続けられている、まさにバロック風の都市です。岩礁の小島には魅力ある岩礁の聖母マ
リア教会があります。 

○8  ラストヴァ Lastva 

この可愛らしい町は、コトルの丘に寄り添うように位置し、ティバト湾や海岸沿いの素晴らしい景色を眼下に
望むことができます。オリーブオイルと、村にあるスモークハウスが有名です。 
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コトル、モンテネグロ Kotor, Monternegro

ツアー番号：ZKQ-880 

ボカ湾でカヤック 
Adventure Kayaking In Boka Bay 

ツアー料金：＄79.95～ （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： 

健脚レベル その他 

高 

＜注意事項＞ 

心臓に持病のある方や高血圧の方には向きません。 
体重制限108キロ。 
タオル、日焼け止め、帽子を持参ください。

ツアー番号：ZKQ-760 

コトル湾 カタマランクルーズとビーチ 
Kotor Bay Catamaran Sail & Beach 

ツアー料金：＄219.95～ （子供料金なし） 

所 要 時 間：約 4時間 30分 

下車予定： /車窓予定： ⑦

健脚レベル その他 

低 

ツアー番号：ZKQ-903

専用車 半日ミニバンクラス （ガイドつき） 
Private Van - Half Day With Guide 

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：ZKQ-905

専用車 半日乗用車クラス （ガイドなし） 
Private Car - Half Day Without Guide 

ツアー料金：＄299.95～ （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。 
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コトル、モンテネグロ Kotor, Monternegro 

 
  
ツアー番号：ZKQ-907 

専用車 半日乗用車クラス （ガイドつき） 
Private Car - Half Day With Guide 

ツアー料金：＄554.95～ （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。 

 
  
ツアー番号：ZKQ-908  

専用車 半日ミニバンクラス （ガイドなし） 
Private Van - Half Day Without Guide 

ツアー料金：＄349.95～ （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：ZKQ-100 
モンテネグロの見どころ 
Best of Montenegro 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 15分 
 

下車予定： ②⑦ ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

イヤホンガイドを使用します。 

 
  
ツアー番号：ZKQ-380  

コトル徒歩観光 
Kotor Walking Tour 

ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

イヤホンガイドを使用します。 
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コトル、モンテネグロ Kotor, Monternegro 

 
 

ツアー番号：ZKQ-210 
聖トリプン大聖堂、ブドヴァ＆景観ドライブ 
Kotor, St. Tryphon Cathedral, Budva & Scenic Drive 
ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定： ①②③ ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

長距離、起伏のある道を歩ける方がご参加ください。車椅子の方、歩行に難のある方はご遠慮下さ
い。頑丈で履きなれたウォーキングシューズと、帽子を持参ください。 

神聖な場所を訪れる際は、控えめな服装でご参加ください。肩や膝の隠れる服装でご参加ください。
短パンでは入場できません。訪問順序が変わる場合があります。 
イヤホンガイドを使用します。 

 
 

ツアー番号：ZKQ-200 
聖トリプン大聖堂、ネゴジュ＆ツェティニェ 
Kotor, St. Tryphon Cathedral, Njegusi & Cetinje 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間  
 

下車予定： ①②④⑤⑥／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

ネゴジュへの山道は狭く、曲がりくねっています。25 のヘアピンカーブがあり、急斜面を約 900 メ
ートル登ります。高いところが苦手な方や、乗り物に酔いやすい方はご考慮ください。現地のコン
ディションが悪い場合は、代替経路に変更することがあります。 

長距離、起伏のある道を歩ける方がご参加ください。車椅子の方、歩行に難のある方はご遠慮下さ
い。頑丈で履きなれたウォーキングシューズと、帽子を持参ください。 

神聖な場所を訪れる際は、控えめな服装でご参加ください。肩や膝の隠れるえでご参加ください。
短パンでは入場できません。訪問順序が変わる場合があります。 
イヤホンガイドを使用します。 

 
 

ツアー番号：ZKQ-295 
トゥクトゥクで行くコトル湾 
Kotor, St. Tryphon Cathedral, Njegusi & Cetinje 
ツアー料金：＄119.95～ （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：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 

 
 

ツアー番号：ZKQ-150 

ボナペティ特選：地元のお宅で昼食 
Bon Appetit Exclusive: – Lunch in a Local Home 

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：  

健脚レベル その他 

中 
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コトル、モンテネグロ Kotor, Monternegro 

 
  
ツアー番号：ZKQ-240 

ペラスト＆ボカ湾 
Perast & Boka Bay 

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： ②⑦／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

長距離、起伏のある道を歩ける方がご参加ください。最長 500 メートルの徒歩観光を含みます。小
島は舗装され平たんですが、一部起伏のある石畳の道があり、またツアー中 10段ほどの段差があり
ます。ボート乗船が難しい方には向きません。ボート乗下船時に 3 段の階段があるため、歩行に難
のある方、車椅子ご利用の方はご遠慮ください。頑丈で履きなれたウォーキングシューズと、帽子
を持参ください。神聖な場所を訪れる際は、控えめな服装でご参加ください。肩や膝の隠れる服装
でご参加ください。短パンでは入場できません。訪問順序が変わる場合があります。 

 
  
ツアー番号：ZKQ-315 

ラストヴァ、聖トリプン教会と試食 
Lastva, St. Tryphon’s Cathedral & Tastings  

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ②⑧／車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

履き慣れたウォーキングシューズ、天候に合った服を着用下さい。イヤホンガイドを使用します。 
ラストヴァの道は狭く、曲がりくねっています。起伏のある坂道と、いくつかの段差を必ず通りま
す。歩行に難のある方はご遠慮ください。訪問順序が変わる場合があります。 
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メッシーナ（シチリア島）, イタリア 
Sicily(Messina), Italy 

 
メッシーナは紀元前 8 世紀にギリシャの植民地として築かれて以来、 ヨーロッパの歴史において重要な役割
を果たしてきました。ローマ帝国時代、都市は重要な港があり、商業の中心として栄え、中世の時代にはメッシ
ーナは十字軍の出発の拠点でした。歴史には傷跡を残し、1908年巨大地震が街の大部分を崩壊させ、第二次
世界大戦のシチリア作戦でメッシーナは荒廃しました。しかし 12 世紀に建てられたアンヌンツィアータ・ダイカタ
ラーニ教会を含む数々の史跡は無事でした。メッシーナはシチ 
リア島の南東部の自然美が広がる海辺のリゾートタオルミーナやエトナ山などへの玄関口でもあります。 
 
ローマの陥落から 1861 年のイタリア統一の期間、アラブ人、ノルマン人、ドイツ人、スペイン人、フランス人がシ
チリア島を統治しました。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  エトナ山 Mt.Etna 

ヨーロッパ最高峰で最大の活火山のエトナ山は歴史に記憶されているだけで 130 回も噴火しました。頂上や
300年以上前の噴火により埋もれたカタニアの町の眺めが楽しめます。 

 

○2  タオルミーナ Taormina 

ローマ時代より海岸のリゾートタウンでした。ギリシャやローマの歴史の名残や素晴らしい中世地区や城跡、
数多くのモダンなお店やレストランがあります。 

 

○3  ギリシャ劇場 Greek Theater 

紀元前 3世紀に建てられ、ローマ時代に数回の改築が行われたギリシャ劇場はタオルミーナにあり、保存状
態が良く保たれています。現在でもコンサートやクラシックな催し物が上演されています。 
 

○4  コルソ・ウンベルト Corso Umberto 

もてなしと驚きと喜び。タオルミーナの中心に走るこの通りは、ショッピングや、ピープル・ウォッチングなどに
最適です。絵画のような大通りは、どこを散策しても興味が尽きません。 

 

○5  メッシーナ/ドゥオーモ Messina/Duomo 

12 世紀に建てられた教会は元々ノルマン時代に建てられたものです。世界最大の天文時計は 15 分おきに
時を知らせ、正午になるとからくり時計の見世物があります。 

 

○6  サンミケーレワイナリー San Michele Winery 

エトナ山の斜面にあるサンミケーレワイナリーは、有名なムルゴワインを含むシチリア特有の品種ワインを生
産しています。ワイナリーを見学した後は、美味しいブドウのサンプルをお楽しみ頂けます。 

 

○7  お客様ご希望の観光箇所 Tour Sites at guest’s discretion 

○8  ジバル・ジュエリー工場 Gival Jewelry Factory 
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メッシーナ(シチリア島）、イタリア Sicily(Messina), Italy 
 

 
 
 

ツアー番号：QME-205 

タオルミーナ観光 
Taormina 

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 30分 
 

下車予定： ②③④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

タオルミーナにはバスが入ることができません。駐車場に到着後、タオルミーナの町へはエレベー
ターで移動します。帰りはエレベーターが使用可能であっても、140段の階段を下りて頂く可能性が
あります。 
タオルミーナは人気観光地のため、混雑が予想されます。お店の幾つかは昼食時間、日曜日、祝日、
また月曜日の朝は閉店することがございます。 
午後出発のツアーでは買い物する機会が限られますが、街中は比較的静かです。 
イヤホンガイドを使用します。 
このツアーの一部は歩行が困難な方には向きません。 

 
 

ツアー番号：QME-210 

エトナ山観光 
Mt. Etna 

ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 30分 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

メッシーナからエトナ山までは片道約 2時間のドライブです。 
シルヴェストリの穴の周辺の地表は凸凹していますので、歩く際にご注意ください。履きなれた、
つま先の閉じたウォーキングシューズを着用し、セーター又はジャケットをご持参ください。頂上
の気温はかなり低めになります。天候の変化により視界が遮られる場合があります。このツアーは
悪天候の場合は催行されません。 

 
 
ツアー番号：QME-290 

エトナ山周辺のドライブ 
Easy Drive Around Mt. Etna 

ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 45分 

 

下車予定：  /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞  

ライトジャケット又はセーターを持参し、履きなれた爪先の閉じた靴を着用ください。車椅子を使
用する方にはお勧めしません。 

 
 
ツアー番号：QME-430 

遅めに出発のタオルミーナ観光 
Late Riser Taormina 

ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 

 

下車予定： ③④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

車椅子を利用する方、歩行に難がある方、視覚と聴覚に障害がある方にはお勧めしません。履きな
れたウォーキングシューズの着用をお勧めします。イヤホンガイドを使用します。 
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メッシーナ(シチリア島）、イタリア Sicily(Messina), Italy 
 
 
 
 

ツアー番号：QME-180 

エトナ山とタオルミーナ自由観光 
Mt Etna & Time on Your Own in Taormina 

ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

標高差によりこのツアーは歩行に困難な方、または心臓、血圧、呼吸器系に問題がある方には向き
ません。 

メッシーナからエトナ山までは片道約 2時間のドライブです。標高 1950メートル以上を上がる為、
心臓ぶ持病のある方や高血圧の方にはお勧めしません。シルヴェストリの穴では、約 300 メートル
の起伏のある上り坂を登ります。シルヴェストリの穴の周辺には施設等はありません。 
シルヴェストリの穴の周辺の地表は凸凹していますので、歩く際にご注意ください。履きなれた、
つま先の閉じたウォーキングシューズを着用し、セーター又はジャケットをご持参ください。頂上
の気温はかなり低めになります。天候の変化により視界が遮られる場合があります。このツアーは
悪天候の場合は催行されません。 
昼食とタオルミーナでの観光は各自となりますので、ユーロをご持参ください。タオルミーナには
バスが入ることができません。駐車場に到着後、タオルミーナの町へはエレベーターで移動します。
帰りはエレベーターが使用可能であっても、140段の階段を下りて頂く可能性があります。 
タオルミーナは人気観光地のため、混雑が予想されます。お店の幾つかは昼食時間、日曜日、祝日、
また月曜日の朝は閉店することがございます。 

 
 

ツアー番号：QME-186 

メッシーナ自由観光とホップオン/ホップオフバス 
Messina On Your Own & Hop On Hop Off Bus 

ツアー料金：＄59.95～ （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： ⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞  

これはホップオン/ホップオフサービスの契約であり予約されたものではなく、プリンセスクルーズ
の専用車ではありません。バスにはその他のお客様も乗車し、数種類の言語サービスが提供されま
す。下車地点には決められた時間にご自身の責任でお戻りください。最大限に滞在をお楽しみいた
だくため、交通状態、遅延や待ち時間などご考慮ください。英語を話す係員がトランスファー用バ
スに乗車し、皆様のご質問にお応えします。このツアーは車椅子を利用する方、視聴覚障害がある
方にはお勧めしません。 

 
 
ツアー番号：QME-285 

タオルミーナでの自由時間 
Taormina On Your Own  

ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 30分 

 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

タオルミーナにはバスが入ることができません。駐車場に到着後、タオルミーナの町へはエレベー
ターで移動します。帰りはエレベーターが使用可能であっても、140段の階段を下りて頂く可能性が
あります。 
タオルミーナは人気観光地のため、混雑が予想されます。 
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メッシーナ(シチリア島）、イタリア Sicily(Messina), Italy 
 
  
ツアー番号：QME -910  

専用車で回るメッシーナ 半日ミニバン （ガイド付き） 
Messina by Private Vehicle- Van Class Half Day(with Guide) 

ツアー料金：＄999.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜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：QME -915  

専用車で回るメッシーナ 半日乗用車クラス （ガイド付き） 
Messina by Private Vehicle- Car Class Half Day(with Guide) 

ツアー料金：＄899.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜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：QME -930  

専用車で回るメッシーナ 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Messina 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： ⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜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：QME -935  

専用車で回るメッシーナ 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Messina by Private Vehicle- Car Class Half Day(Driver 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： ⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜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。 
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メッシーナ(シチリア島）、イタリア Sicily(Messina), Italy 
 
 
 

ツアー番号：QME-993 

エトナ山とタオルミーナ自由観光 日本語ツアー 
Mt Etna & Time on Your Own in Taormina (Guided in Japanese) 

ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

標高差によりこのツアーは歩行に困難な方、または心臓、血圧、呼吸器系に問題がある方には向き
ません。 

メッシーナからエトナ山までは片道 2時間のドライブです。標高 1950メートル以上を上がる為、心
臓ぶ持病のある方や高血圧の方にはお勧めしません。シルヴェストリの穴では、約 300 メートルの
起伏のある上り坂を登ります。シルヴェストリの穴の周辺には施設等はありません。 
シルヴェストリの穴の周辺の地表は凸凹していますので、歩く際にご注意ください。履きなれた、
つま先の閉じたウォーキングシューズを着用し、セーター又はジャケットをご持参ください。頂上
の気温はかなり低めになります。天候の変化により視界が遮られる場合があります。このツアーは
悪天候の場合は催行されません。 
昼食とタオルミーナでの観光は各自となりますので、ユーロをご持参ください。タオルミーナには
バスが入ることができません。駐車場に到着後、タオルミーナの町へはエレベーターで移動します。
帰りはエレベーターが使用可能であっても、140段の階段を下りて頂く可能性があります。 
タオルミーナは人気観光地のため、混雑が予想されます。お店の幾つかは昼食時間、日曜日、祝日、
また月曜日の朝は閉店することがございます。 

 
 
 

 

ツアー番号：QME-150 

ディスカバリー特選 究極のタオルミーナ 
Ultimate Taormina - A Discovery Exclusive 

ツアー料金：＄349.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間  
 

下車予定： ③④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

車椅子を利用する方、歩行に難がある方、視覚と聴覚に障害がある方にはお勧めしません。履きな
れたウォーキングシューズの着用をお勧めします。 

 
 

ツアー番号：QME-220 

ゴッドファーザーの足跡 
In The Steps Of "The Godfather" 

ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 

 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

砂利道や階段を含む起伏のある地面を長時間歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしません。履
きなれたしっかりとしたウォーキングシューズを着用ください。 
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メッシーナ(シチリア島）、イタリア Sicily(Messina), Italy 
 

 
ツアー番号：QME-310 

サンミケーレ・エステート ブドウ園とワイン試飲 
San Michele Estate Vineyards & Wine Tasting 

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 30分 

 

下車予定： ⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

メッシーナからヴィラ・サンミケーレまでは片道約 90分のドライブです。ワイナリー内に数多くの
階段があります。溶岩跡を歩きたい場合は足元にご注意ください。ワイナリーへの訪問には徒歩に
て約 500メートルの坂道を上がる必要があります。ワイン試飲は 21歳以上に限ります。 

 
 
ツアー番号：QME-410 

エトナ山とジバル・ジュエリー工場 
Mt Etna & Gival Jewelry Factory 

ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 30分 

 

下車予定： ①⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

このツアーは心臓や呼吸器に持病がある方、車椅子を利用する方、歩行に難がある方、視聴覚障害
がある方にはお勧めしません。ジャケットと履きなれた爪先の閉じた靴の着用をお勧めします。 

 
 
ツアー番号：QME-440 

聖ハンニバルの慈善活動をめぐる 
Sant'Annibale Charity Works 

ツアー料金：＄64.95～ （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： ⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

このツアーは車椅子を利用する方、視聴覚障害がある方にはお勧めしません。 
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ナポリ（カプリ＆ポンペイ）イタリア 

Naples(Capri & Pompeii), Italy 

 
イタリア第三の都市ナポリは風格のある建物や混雑した道路、ピザ、悪名高い交通などで有名な喧噪の大都
会です。しかしこの美しい都市は何百年の文化や習慣が根付いています。ナポリはカプリ島、美しいアマルフィ
海岸、紀元前 79年のベスビオ火山の大噴火により灰の下に埋もれた町ポンペイの遺跡への玄関口でもありま
す。 
ナポリはローマ時代の都市遺跡や風光明媚なアマルフィ海岸を訪れるのには最適な場所です。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ポンペイ Pompeii 

紀元前 79年、ベスビオ火山が噴火しポンペイの町を完全に埋め尽くしました。今では世界遺産に登録され、 
かつて繁栄した町をみることができます。 

 

○2  ソレント Sorrento 

絵のように美しいこの町は、ナポリ湾を見渡す断崖絶壁にあり、素晴らしい眺めと美味しいシーフードが楽し
めます。また、酸味の強いレモンリキュール、リモンチェッロでも知られています。 

 

○3  カプリ島 Capri 

ソレント半島沖にある豪華な島はローマ時代より裕福で有名な人々の玄関口です。カプリは東側にあるカプ
リと西側にあるアナカプリに分かれています。 
 

○4  アマルフィ海岸 Amalfi Coast 

アマルフィ海岸と同じ名前を持つアマルフィの町は、香り高いレモンの果樹園が点在し、海に向かって切り立
つ断崖が続く美しい景色が楽しめます。 

 

○5  ポジターノ Positano 

パステルカラーの家々が、崖からボートが浮かぶ海岸まで続きます。洗練された旅行者のためのエレガント
なブティックと海辺のカフェが自慢です。 
 

○6  ヘルクラネウム遺跡 Herculaneum 

1709 年に発見されたヘルクラネム遺跡も紀元前７９年のベスビオ火山噴火の際に埋もれました。発掘後、保
存状態の良いローマの別荘が現れました。 

 

○7  ベスビオ火山 Mt. Vesuvius 

ベスビオ火山はポンペイとヘルクラネウムの町を破壊しました。休火山の今は国立公園となり多くの散歩コ
ースがあり、山頂は観光客に開放されています。 

 

○8  ポジリポの丘 Posillipo Hill 

ナポリ市街とナポリ湾を一望できる絶景ポイントです。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
 
 

  
ツアー番号：NAP-100 

ナポリ湾のベスト観光：ポンペイ、ソレントとカプリ 
Best of the Bay of Naples:Pompeii, Sorrento & Capri 

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： ①②③/車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは 12月は催行しません。 
カプリは人気のある観光地のため、ケーブルカー乗り場やカプリとナポリのジェットボート乗り場
での待ち時間や混雑と遅れが予想されます。 
カプリまではジェットボートを利用しますので乗り物酔いにご配慮ください。 
ポンペイからソレントは片道 1時間ほどのドライブです。 
訪問順が逆になる場合があります。 
このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
セキュリティ上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は
持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったので、荷物はバスの中においてお出かけく
ださい。 

 
 

ツアー番号：NAP-105 

ポンペイとアマルフィ海岸のドライブ 
Pompeii & Amalfi Coastal Drive 

ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 30分 
 

下車予定： ①④/車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 

11 月から 5 月までポンペイの遺跡が早く閉まる為、訪問順序が変わり、ソレント湾の写真スポット
立ち寄りが省かれます。アマルフィ海岸の交通規制により、このツアーは祝前日と祝日には催行さ
れません。このツアーはパシフィック･プリンセスでは催行しません。 
現地条例と規則により、アマルフィにてバスが駐車出来なかった場合、代わりにアマルフィ海岸に
あるミノリ、マイオリ又はヴィエトリ・スル・マーレに止まることもあります。 
昼食はソレントかポンペイでお取りいただく場合があります。 
ナポリからアマルフィへは約 2時間のドライブです。ポンペイからナポリへは 30分程度です。アマ
ルフィ海岸の道路は狭く、曲がりくねっています。乗り物酔いに心配の方はご考慮ください。 
このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
セキュリティ上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は
持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったため、荷物はバスの中においてお出かけく
ださい。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
  
ツアー番号：NAP-110 

ポンペイとアマルフィ海岸のクルーズ 
Pompeii & Amalfi Coastal Cruise 

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： ① /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

このツアーは 12 月は催行しません。 
悪天候で海況が悪い場合、海岸クルーズはキャンセルとなり、代わりにソレントを訪問します。 
ナポリからサレルノへは約 45 分、ポンペイからナポリへは約 30分、サレルノからポンペイへは約
45分のドライブとなります。 
昼食はサレルノでお取りいただく場合があります。 
乗り物酔いが心配な方はご考慮ください。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
セキュリティ上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は
持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったため、荷物はバスの中においてお出かけく
ださい。 

 
 

ツアー番号：NAP-120 

ソレントとアマルフィ海岸のクルーズ 
Sorrento & Amalfi Coastal 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 30分 
 

下車予定： ② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは 12 月は催行しません。ナポリからサレルノへは約 45 分、サレルノからソレントへは
約 1時間 30分、ソレントからナポリへ約 1時間 30分のドライブです。 
訪問順序が変わる場合があります。 
交通規制によりソレントではバス駐車場から街の中心への間、僅かな距離ですが徒歩で移動します。
乗り物酔いが心配な方はご考慮ください。天候や海の状況により、船でのアマルフィクルーズから
ナポリドライブ観光に変更される事もあります。 
イヤホンを使用します。 

 
 
ツアー番号：NAP-125 

カプリ島 
Capri 

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： ③ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 

11月はこのツアーの所要時間は 8時間となります。12月にはこのツアーは催行しません。 
カプリは人気のある観光地のため、ケーブルカーやボート乗り場、ミニバスでの待ち時間や混雑と
遅れが予想されます。 
カプリへはボートで 50分程かかりますので、乗り物酔いに心配の方はご考慮ください。 
このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
 

ツアー番号：NAP-150 

ディスカバリー特選： 究極のナポリ湾：ポンペイ、ポジターノとアマルフィ 
Ultimate Bay of Naples:Pompeii, Positano & Amalfi Coast - A Discovery Exclusive 

ツアー料金：＄299.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 30分 
 

下車予定： ①②④⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

10月下旬から 12月までは閑散期の為、ポジターノの殆どの商店はお休みです。 
アマルフィ海岸の道路は狭く、曲がりくねっています。乗り物酔いが心配な方はご考慮ください。
ソレント又はポジターノの 5つ星ホテルで昼食をお取り頂く予定です。 
交通規制によりソレントではバス駐車場から街の中心への間、僅かな距離ですが徒歩で移動します。 
訪問順序が変わる場合がります。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
セキュリティ上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は
持ち込めません。ロッカーの設備がないため、荷物はバスの中においてお出かけください。 

 
 

ツアー番号：NAP-290 

ナポリお手軽観光 
Easy Naples 

ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ナポリ中心部の交通規制などにより、予告なしにツアーの行程が変更になる場合があります。 

 
 

ツアー番号：NAP-291 

ナポリお手軽観光(車椅子対応) 
Easy Naples(Wheelchair Accessible) 

ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは NAP-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。車椅子用リフト付きの乗り物の為、付き添いいただ
けるお客様は 1名となります。その他の同伴者は別の乗り物をご利用となります。 
このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用者とさせていただきます。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。
ナポリ中心部の交通規制などにより、予告なしにツアーの行程が変更になる場合があります。 

 
 

ツアー番号：NAP-600 

ディスカバリーファミリー ポンペイ遺跡  
Discovery Family Pompeii 

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： ① /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

セキュリティ上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は持ち込めません。

ロッカーの設備がないので、荷物はバスの中においてお出かけください。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
  
ツアー番号：NAP-993 

ナポリ湾のベスト観光：ポンペイ、ソレントとカプリ 日本語ツアー 
Best of the Bay of Naples:Pompeii, Sorrento & Capri (Guided in Japanese) 

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： ①②③/車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは 12月は催行しません。 
カプリは人気のある観光地のため、ケーブルカー乗り場やカプリとナポリのジェットボート乗り場
での待ち時間や混雑と遅れが予想されます。 
カプリまではジェットボートを利用しますので乗り物酔いにご配慮ください。 
ポンペイからソレントは片道 1時間ほどのドライブです。 
訪問順が逆になる場合があります。 
このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
セキュリティ上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は
持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったので、荷物はバスの中においてお出かけく
ださい。 

 
  
ツアー番号：NAP-999 

ナポリ湾のベスト観光：小グループで回るポンペイ、ソレントとカプリ 
Best of the Bay of Naples:Pompeii, Sorrento & Capri for Small Groups 

ツアー料金：＄289.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間  
 

下車予定： ①②③/車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

12 月にはこのツアーは催行しません。交通事情などにより逆コースとなる場合があります。カプリ
は人気のある観光地のため、ケーブルカー乗り場やカプリとナポリのジェットボート乗り場での待
ち時間や混雑と遅れが予想されます。カプリまではボートを利用しますので乗り物酔いに心配の方
はご考慮ください。ポンペイからソレントは片道 1 時間ほどのドライブです。このツアーはイヤホ
ンガイドを使用します。 

 

 
  
ツアー番号：NAP-200 

ポンペイ遺跡 
Pompeii  

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： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーではイヤホンガイドを使用します。 
セキュリティ上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は
持ち込めません。ロッカーの設備がないため、荷物はバスの中においてお出かけください。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
  
ツアー番号：NAP-210 

ヘルクラネウム遺跡 
Herculaneum  

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： ⑥ /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 

約 1.6キロの起伏のある石畳の道と約 30段の階段を歩けることが必要となります。 
イヤホンガイドを使用します。 
セキュリティ上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は
持ち込めません。ロッカーの設備がないため、荷物はバスの中においてお出かけください。 

 
 

ツアー番号：NAP-305 

ボナペティ特選 イタリアの香り 
Bon Appetit Recommended: Essence of Italy 

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： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

パスタ工場内は高温多湿です。 
農家内は凹凸の地面を徒歩での観光で、数段の段差の上り下りが含まれます。 

 
 

ツアー番号：NAP-310 

ポンペイ、ソレントとチーズ試食 
Pompeii, Sorrento & Cheese Tasting 

ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

11月と 12月はポンペイの遺跡が早く閉まる為、ソレントへは午後に訪れますが、お店のほとんどが
お休みです。このツアーには昼食が含まれません。ソレントでの自由時間に軽食を取るのに必要な
ユーロをご持参ください。このツアーではイヤホンガイドを使用します。 
セキュリティ上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は
持ち込めません。ロッカーの設備がないため、荷物はバスの中においてお出かけください。 

 
 

ツアー番号：NAP-320 

ソレント＆地元のワイン試飲 
Sorrento & Local Wine Tasting 

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

ワインを購入することが出来ます。ビザとマスターカードがご利用頂けます。 
交通規制によりソレントではバス駐車場から街の中心への間、僅かな距離ですが徒歩で移動します。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 

 
 

ツアー番号：NAP-380 

ボルボニックギャレー徒歩ツアーとピザ試食 
Walking Tour with Borbonic Gallery & Pizza tasting 

ツアー料金：＄79.95～（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：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

歩行に難がある方、閉所恐怖症の方にはお勧めしません。このツアーは凸凹とした地面や平坦な道、
段差を含む長時間の徒歩観光が含まれます。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

 
 

ツアー番号：NAP-410 
ベスビオ山とポンペイ観光：ベスビオ山頂上へ向けハイキング 
Mount Vesuvius & Pompeii Adventure: Hike to the Summit of Mount 

Vesuvius 

ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 30分 
 

下車予定： ①⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

気象状況によりベスビオ山が閉山となった場合、ハイキングの代わりにナポリのドライブとなりま
す。このツアーでは凸凹した道を長距離歩きます。硬化した溶岩と岩場を歩く際、ガスや熱が裂け
目から発散されています。心臓疾患の病歴や高血圧のお客様の参加はお勧めしません。 
踵の低い歩きやすい靴を着用し、帽子と日焼け止めをお忘れなくお持ち下さい。 
このツアーには昼食は含まれません。ポンペイ遺跡の外にて軽食を取るのに必要なユーロをご持参
下さい。 
イヤホンガイドを使用します。 
セキュリティ上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は
持ち込めません。ロッカーの設備がないため、大きな荷物はバスの中においてお出かけください。 

 

 
 

世界遺産  
ツアー番号：NAP-180 

ポンペイ観光とソレントでの自由行動 
Pompeii & Time On Your Own In Sorrento 

ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 

11～12 月はポンペイの遺跡が早く閉まる為、ソレントへは午後に訪れますが、お店のほとんどがお
休みです。ナポリからソレントは約 1 時間 30 分、ソレントからポンペイは約 1 時間のドライブで
す。交通規制によりソレントではバス駐車場から街の中心への間、僅かな距離ですが徒歩で移動し
ます。このツアーはイヤホンガイドを使用します。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きな
バック、リュックサックまたは手押し車は持ち込めません。ロッカーの設備がないため、荷物はバ
スの中においてお出かけください。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
 

ツアー番号：NAP-900 

専用車で回るナポリ 終日ミニバン （ガイド付き） 
Naples by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1649.95～（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。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP-905 

専用車で回るナポリ 終日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Naples by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
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。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP-910 

専用車で回るナポリ 半日ミニバン （ガイド付き） 
Naples by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄899.95～（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。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP-915 

専用車で回るナポリ 半日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Naples by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide) 
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。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
 
 

ツアー番号：NAP-920 

専用車で回るナポリ 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Naples by Private Vehicle - Van Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄729.95～（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。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP -925 

専用車で回るナポリ 終日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Naples by Private Vehicle - Car Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄599.95～（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。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP -930 

専用車で回るナポリ 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Naples by Private Vehicle - Van Class Half Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄449.95～（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。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP -935 

専用車で回るナポリ 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Naples by Private Vehicle - Car Class Half Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄379.95～（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 

 

 

 

 
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。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 
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バルセロナ（スペイン） 
Barcelona, Spain 

 
1992 年に夏季オリンピックが開催され、世界中から旅行者が多く訪れるバルセロナは世界的な観光都市の一
つです。いきいきとしていて素朴な、そして商業と文化が栄える街、人口 200万人がカタルーニャ自治州の首都
バルセロナに住んでいます。プロムナードの両側に木が植えられたメインストリートのランブラス通りやガウディ
建築の最高傑作であるサグラダ・ファミリアを散歩しましょう。また、モンジュイックの丘にあるオリンピック競技
場などもご覧ください。ピカソ、ダリ、カザルスなどの芸術の巨匠を育んだバルセロナは、旅行者の楽園と言っ
ても過言ではないでしょう。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  バルセロナのゴシック地区 Barri Gothic 

迷宮のような細い路地とサンタ・エウラリア大聖堂があるゴシック地区はバルセロナの旧市街です。いくつか
の建物は中世のもので、ローマ時代の城壁の跡も見えます。 

 

○2  サグラダ・ファミリア La Sagrada Familia 

バルセロナで最も特異で華やかな教会は、建築家アントニオ・ガウディの傑作です。1882 年より建築が続い
ています。息をのむような尖塔や畏敬の念を起こさせるステンドグラスが特徴的です。 

 

○3  モンジュイックの丘／オリンピック競技場 Montjuic / Olympic Stadium 

オリンピックスタジアムで 1992年オリンピックゲームの開幕式が行われました。 
 

○4  ランブラス通り Las Ramblas 

花屋やカフェなど、カラフルで活気に満ち溢れたバルセロナの目抜き通りです。中世ゴシック地区の散策を
楽しみましょう。 

 

○5  モンセラートの修道院 Montserrat Benedictine Monastery Complex 

カタルーニャで最も重要な宗教施設とされ、モンセラートの山中に隠れています。1499 年設立の世界最古の
出版社もここに位置しています。 

 

○6  グエル公園 Park Guell 

ガウディの作品群の一つであり、蛇行形状のベンチ、入口の竜のモザイクなど多くの素晴らしい作品を備え
ています。 

 

○7  ラ・ペドレラ La Pedrera 

一般的にはカサ・ミラとして知られるガウディの作品で、起伏のある壁やアールヌーヴォー様式のバルコニー
付きの華やかなファサードが特徴的です。 

 

○8  ピカソ美術館 Picasso Museum 

20 世紀スペイン芸術の巨匠パブロ・ピカソの作品を数多く所蔵する博物館です。バルセロナの人気スポット
の一つで、5つの隣接する宮殿で構成されています。 
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バルセロナ、スペイン Barcelona, Spain 

 

 

  
 
ツアー番号：BCN-210 

バルセロナのゴシック地区徒歩観光 
Barcelona’s Gothic Quarter Walking Tour 

ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

教会内でのフラッシュ撮影は禁止されております。教会を訪れる際は、肩と膝が覆われた、適した
服装でご入場ください。日曜、教会の祝日、午後 12時以降は、団体ツアーのお客様は教会内に入れ
ません。 
ゴシック地区は非常に混み合います。このツアーではイヤホンガイドを使用します。 
このツアーは、バルセロナで乗船または下船されるお客様はお申し込み頂けません。 
歩行に難のある方には向きません。ゴシック地区を約 2時間半歩きます。 
日曜日にはほとんどのお店が閉まっております。 

 
 
ツアー番号：BCN-230 

バルセロナ ハイライト 
Barcelona Highlight 

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： ①②③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
 
ツアー番号：BCN-960 

下船後ツアー：ゴシック地区 と エウラリア教会 
Debark Tour – Gothic Quarter & St.Eulalia Cathedral 

ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の 18時以降のフライトを予約されているお客様を対象としています。プリンセ
スのトランスファーをお申し込みのお客様は、割引価格でご参加いただけます。船上のツアーオフ
ィスにてご確認ください。 
ツアーはバルセロナ空港にて終了いたします。 
教会内でのフラッシュ撮影は禁止されております。教会を訪れる際は、肩と膝が覆われた、適した
服装でご入場ください。日曜、教会の祝日、午後 12時以降は、団体ツアーのお客様は教会内に入れ
ません。 
サグラダ・ファミリアの写真撮影を希望の方は、バス駐車場から 2ブロック徒歩にて移動頂きます。 
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バルセロナ、スペイン Barcelona, Spain 

 
 
ツアー番号：BCN-965 

下船後ツアー：市内ドライブ 
Debark Tour - City Drive 

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： /車窓予定： ②③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の 13時半以降のフライトを予約されているお客様を対象としています。プリン
セスのトランスファーをお申し込みのお客様は、割引価格でご参加いただけます。船上のツアーオ
フィスにてご確認ください。 
ツアーはバルセロナ空港にて終了いたします。 
サグラダ・ファミリアの写真撮影を希望の方は、バス駐車場から 2ブロック徒歩にて移動頂きます。 

 

 
 
ツアー番号：BCN-205 

モンセラート 
Montserrat 

ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バルセロナからモンセラートまでは、片道約 1時間半のドライブです。 
このツアーは、バルセロナで乗船または下船されるお客様はお申し込み頂けません。 
ラ・モレナータの拝観は、規制により中止される場合がございます。 

 

 



FAQ: Excursions 
寄港地観光ツアーについてのよくあるご質問 

 
 

旅のハイライトの一つである寄港地観光。寄港地の魅力を存分に味わえる寄港地観光ツアーをプリンセ

ス・クルーズはお勧めいたします。 

 

寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）のご予約 

その土地の魅力を味わえる寄港地観光ツアーを予約して、船旅をさらに思い出深いものにしましょう。 

ご家族で楽しめるツアー、観光ツアー、アドベンチャーツアー、野生生物や自然を堪能できるツアーなど、

プリンセスは様々な寄港地観光ツアーをご用意しています。寄港地観光ツアーは、Cruise Personalizer®

（クルーズ・パーソナライザー）にてご乗船日の約 180 日前から 5 日前まで受け付けております。 

ご予約後、24 時間以内にクレジットカードにてツアー代金のお支払いが必要です。お支払いがされない 

場合、ツアーのご予約は自動でキャンセルされます。クレジットカードでのお支払いは、クルーズ・パーソ

ナライザーの予約画面よりお手続きください。 

 

寄港地観光ツアー運行会社 

すべての寄港地観光ツアーは、プリンセス・クルーズではなく現地の旅行会社が運行しております。現地

で最も信頼のおけるツアー運行会社がツアーを提供しております。ツアー運行会社は、サービスおよび安

全性において最も信頼できるとプリンセスが判断した会社を厳選しております。 

 

寄港地観光ツアーのガイド 

すべての寄港地観光ツアーは、基本的に英語を話す現地のガイドが同行いたします。「自由行動」や「ガ

イドなし」と明記されているツアーにはガイドは同行いたしません。 

 

寄港地観光ツアーでガイドに渡すチップについて 

ガイドへのチップはお客様のご判断にお任せいたしますが、ツアーに満足された場合にはガイドにチップ

を渡すのが世界各国での習慣となっています。おおよその目安として、お一人様につき半日観光で$1、終

日観光で$3.5 です。チップはグループ単位ではなく、個人単位でお渡しください。 

 

寄港地観光ツアーの子供料金の設定について 

一部のツアーには子供料金が設定されており、12歳以下のお子様に適用されます。子供料金が設定され

ているツアーには、ご予約の際は子供料金が自動的に適用されます。 

ご乗船後、子供のチケットの枚数に誤りがないか必ずご確認ください。受け取った枚数に誤りがある場合、

もしくは枚数の調整が必要な場合は、出来る限り速やかにショアエクスカーション・デスクにお申し出くださ

い。 

飛行機やホテルの予約を伴う観光ツアーには子供料金の設定がなく、大人 1 名あたりと同額の料金が発

生いたします。ただし、2 歳以下のお子様でご両親のひざの上に座ってツアーに参加する場合（座席を必

要しない場合）、ほとんどのツアーにおいて料金は無料です。お子様に座席が必要な場合、もしくはチャイ

ルドシートのご使用を希望される場合は、通常の大人料金をお支払いただきお子様用に座席の確保をお

願いします。また、ご両親はお子様のチャイルドシートを持参していただく必要があります。 

 

寄港地観光ツアーの年齢制限について 

ほとんどのツアーで、親または保護者が同伴すればお子様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なしでは参加できません。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、同伴なしで未成年のツアーへの参加を認めているツアー運行会社もあ

ります。 
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寄港地観光ツアーの所要時間 

プリンセス・クルーズはすべての寄港地観光ツアーの出発と到着を厳密に管理しております。そのため、

すべてのツアーが戻ってくるまで船は出港いたしません。お客様が船に乗り遅れることはございませんの

でご安心ください。 

ご自身にて寄港地観光ツアーを手配された場合、もしくはツアー中に別行動をされた場合には、プリンセ

ス・クルーズはお客様の居場所を知ることができませんので、最終乗船時間を過ぎた場合、お待ちするこ

とは出来ません。最終乗船時間までに十分余裕をもって船にお戻りください。 

 

寄港地観光ツアーのキャンセルについて（お支払い済みのツアーをキャンセルする） 

事前に支払い済みのツアーをキャンセルする場合は、以下の方法でキャンセルをお願いします。 

 

ご乗船日 5 日前までにお支払い済みのツアーをキャンセルされた場合は、以下の方法で代金の払い戻し

をいたします。 

１． ご予約されたお客様名で、他に未決済のツアー代金がある場合は、キャンセルを希望されるツアー用 

にお支払いいただいた代金を、未決済のツアー代金に充当させていただきます。 

２． ご予約されたお客様名で、他にツアー代金未決済のご予約がない場合は、支払時にご使用いただい

たクレジットカードに返金されます。この場合、キャンセル後24時間以内に返金手続きが行われます。

同一のお客様がキャンセル時から 24 時間以内に別のツアーを申し込まれた場合は、キャンセルした

ツアー用にお支払いいただいた代金は返金されず、新しく予約されたツアー代金に充当されます。 

 

事前にお支払い済みのツアーを、ご乗船後、船内のお申込み用紙にてご案内している「キャンセルの締

切り時間（Closing Time for Cancellation）」より前に船上にてキャンセルされた場合は、お支払い済みの代

金はご予約されたお客様の船内会計上に船上クレジットとして返金されます。 

 

なお、ホテルや宿泊施設、飛行機、現地での乗り物など事前手配が必要なものが含まれるツアーは、ご

乗船日 30 日前を過ぎてからのキャンセルには、払い戻しができません。 

また、ヘリコプターの手配を必要とするツアーは、定員が限られていることやヘリコプターの予約が取りに

くいことから、ご乗船日の翌日正午以降のキャンセルについては払い戻しができません。 

 

ご乗船後の各寄港地のツアーお申込み締め切りについては、船内のツアーデスクにありますショアエクス

カーションお申込み用紙に記載されております「キャンセルの締切り時間（Closing Time for Cancellation）」

をご覧ください。「キャンセルの締切り時間」とは、ツアー予約の締め切り時間で、現地ツアー運行会社に

最終の確定人数および必要条件を報告しなければならない時間です。ご乗船前、ならびにご乗船後に 

予約されたツアーのいずれも、「キャンセルの締切り時間」以前のキャンセルは可能です。しかし、「キャン

セルの締切り時間」を過ぎてのキャンセルはできません。また、予約されたツアーに参加されなかった場

合も、払い戻しはいたしません。 

 

アラスカ・ツアーズ（クルーズ前後の内陸ツアー）における、オプショナル観光（ランド・エクスカーション）を

キャンセルする場合 

クルーズ・パーソナライザーでお申込み、お支払いされたランド・エクスカーションは、ご出発日 3 日前まで

キャンセル可能です。その際は、キャンセル料は発生しません。キャンセル締め切り日以前にキャンセル

されたツアーの代金は、クルーズ・パーソナライザーでお支払い時にご使用されたクレジットカードに返金

されます。出発日 3 日前を過ぎてからキャンセルされた場合は、全額をキャンセル料として申し受けます。 

不測の事態により、現地にてツアーが催行されなかった場合の返金に関しては、ツアー運行会社にゆだ

ねられています。アラスカ・ツアーズの旅程中にご予約されたランド・エクスカーションの代金は、お支払い

が完了した時点から、キャンセルチャージ 100%の対象となり、ツアー運行会社がキャンセルを承認した場

合を除いて、全額払い戻しはいたしません。 

 

１ヶ所の寄港地で 2 つ以上のツアーに参加する場合 

先発のツアーの到着時間と後発のツアーの出発時間の間隔を少なくとも 60 分あけてください。 すべての

ツアーは船の着岸する埠頭で集合解散となります。お客様ご自身でツアーの間隔をご調整いただき、ご希

望のツアーにご参加ください。 
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寄港地観光ツアー中のショッピングについて 

ショッピングの時間を設けている寄港地ツアーもありますが、ツアーの主目的はショッピングではありませ

んので、ショッピングの時間が十分確保できない場合もあります。予めご了承ください。 

 

寄港地での安全対策について 

プリンセスはお客様の安全を最優先に考慮しております。現地行政機関などど常に連絡を取り、クルーズ

に影響を与える可能性のある寄港地の渡航情報を得ています。 

 

米国政府が寄港予定の特定地域への入港を禁止または警告を発している場合は、クルーズの日程が変

更される場合もあります。日程変更は頻繁に起こることではありませんが、変更はお客様の安全を守るた

めであり、やむを得ない場合があることご理解ください。 

 

寄港地中は、ご自身の責任で安全に行動していただくようお願いします。特に海外の寄港地では、下記の

点にご注意ください。 

• 旅行者が通常行かない地区への立ち入りはお控えください。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。 

• ご自身の持ち物から目を離さないでください。 

• ご自身の周りの人やその行動に常に注意を払ってください。 

• 見知らぬ人から梱包した荷物などを受け取らないでください。 

• 派手な服装、目立つ行動はお控えください。 

• 上陸中の飲食には十分ご注意ください。 

 

上記の点にご理解ご協力をいただきありがとうございます。 

プリンセス・クルーズはお客様の寄港地観光ツアーが素晴らしいものになるようにお手伝いさせていただ

きます。 
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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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