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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。

New Tour 

今回新たに追加されたツアーです。

新設定
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バハマの手つかずの美しい海中の楽園を探検しましょう。

④ アウトドア・アドベンチャー　Outdoor Adventure

⑧ ウォータースポーツ器材レンタル　Water Sports Rental Activities

日焼け止めをしっかり塗って、様々なビーチアクティビティーに挑戦しましょう。カヤック、ウィンドサーフィン、シュノーケリング、
パドルホイーラー、浮き輪、ホビーキャットなど楽しみ方はいろいろです。

⑤ ビーチクラムシェル　Beach Clamshell

お二人用の日よけの中は、2人だけのために作られたようなプライベート空間で、非日常の世界が待っています。快適なビー
チチェアでのんびり過ごしながら、砂浜や海を眺めてリラックスできることでしょう。

⑥ バナナボート･ライド　Banana Boat Ride

鮮やかな黄色のバナナボートにしっかりつかまって！パワーボートに全速力で引かれ、水しぶきを上げてワイルドなスリルラ
イドを楽しみます。

⑦ フィッシング　Fishing

海にはたくさんの魚が生息しています。プリンセス・ケイズの海でサーフ・フィッシングを楽しみましょう。

デューンバギー（砂丘走行用のバギー）に乗って、エルーセラ島の道路沿いからの美しい景色を眺めながら、ピンク・サンド
ビーチまでドライブに出かけてみましょう。

手つかずのビーチ、青い海のきらめき、素晴らしい景観と色鮮やかな建物で知られる町。ロックサウンドはまた、海賊、こうも
り、底なしの海でも有名です。

② プライベート･バンガロー　Private & Sanctuary Bungalows

自分だけのエアコン付きバンガローでのひと時を満喫しましょう。ロマンチックな隠れ家としても、ご家族で賑やかに過ごすに
も最適なバンガローはとても明るい色調で、ビーチにも近いです。バンガローへの往復はランドカーをご利用ください。

③ シュノーケリング　Snorkeling

プリンセス･ケイズ　バハマ

Princess Cays, Bahamas
バハマ諸島のエルーセラ島にあるプリンセス･ケイズはプリンセス･クルーズのお客様専用のプライベートビーチで
す。全長約160キロ、全幅3.2キロのエルーセラ島には手つかずの美しいビーチが広がります。プリンセス･ケイズは島
の南部に位置し、総面積16ヘクタール、およそ800メートルの白砂の海岸線が続きます。自然の景観を損なわぬよう
配慮された豊富な施設も自慢です。見晴らし台から島の景色を眺め、砂浜でバーベキューを楽しみ、冷えた飲み物で
喉を潤しましょう。お店も幾つかあるので、地元の工芸品マーケットを覗くのも楽しみです。プリンセス･ケイズのすべ
ての施設は遊歩道で繋がっています。レクリエーション･アクティビティーも各種ありますので、バレーボールやウォー
タースポーツで汗を流したり、ただビーチでのんびり過ごすのも良いでしょう。

ご案内：シュノーケル道具、シーボード、カヤック、パドルウイラー、バナナボート、アクアチェアー、ビーチクラムシェ
ル、バンガローなどウォータースポーツなどのアクティビティーは事前予約が出来ます。レンタル機材を含むプリンセ
ス･ケイズでのすべてのツアーおよびアクティビティーはキャンセル締め切りを過ぎての払い戻しは一切出来ません。
船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。
テンダーボートを利用して上陸観光をする際は、本船クルーは乗降時にお手伝いを致しますが、体重が22キロを超え
る方を抱き上げての移動はできませんので、予めご了承下さいませ。介助を必要とする方は健常者の付き添いが必
要です。上陸希望者の安全と安心を確保する為に、その都度キャプテンにより上陸可能か否かを判断致します。

＜見どころ＞

① ロックサウンド　Rock Sound
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込
用紙に記載されている時間をご確認ください。

＜注意事項＞
キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認くださ
い。

ツアー番号：RSD-958 ツアー料金：＄9.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞

アクアチェアレンタル
Aqua Chair Rental
所要時間：約6時間
下車予定：⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認くださ
い。

ツアー番号：RSD-957 ツアー料金：＄9.95～（子供料金：なし）
フロートレンタル
Float Rental
所要時間：約6時間
下車予定：⑧ 車窓予定：

ツアー番号：RSD-100 ツアー料金：＄79.95～（子供料金：なし）
ロックサウンド、ターパム・ベイと景観ドライブ
Rock Sound, Tarpum Bay & Scenic Drive
所要時間：約2時間半

ウォーターヌードル（浮き具）レンタル
Water Noodle Rental
所要時間：約6時間
下車予定：⑧ 車窓予定：

下車予定：① 車窓予定：
＜注意事項＞
飲物の追加注文やお土産物購入のための現金をご持参ください。アメリカドルが使えます。キャンセル締め切
り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-956 ツアー料金：＄4.95～（子供料金：なし）
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込
用紙に記載されている時間をご確認ください。

貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込
用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-970 ツアー料金：＄19.95～（子供料金：なし）
バナナボート
Banana Boat Ride
所要時間：約15分
下車予定：⑥ 車窓予定：

＜注意事項＞
キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認くださ
い。
ロッカーの空きは先着順となります。
（大きさの目安・・・幅：30センチ　奥行き：45センチ　高さ：180センチ）

ツアー番号：RSD-955 ツアー料金：＄14.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞

シーボードレンタル
Oceanviewing Sea Board Rental
所要時間：約1時間
下車予定：⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込
用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-900 ツアー料金：＄9.95～（子供料金：なし）
ロッカー使用料
Locker Rental
所要時間：約6時間
下車予定： 車窓予定：

ツアー番号：RSD-975 ツアー料金：＄9.95～（子供料金：なし）
シュノーケルベストレンタル
Snorkel Vest Rental
所要時間：約6時間
下車予定：③⑧ 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
アクアバイク1台単位でのレンタルになります。アクアバイクの台数でお申込みください。貸出の際に免責同意
書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されてい
る時間をご確認ください。

＜注意事項＞
貸出し時間は30分間です。貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻し
は出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-980 ツアー料金：＄24.95～（子供料金：なし）
アクアバイク（2名様まで）
Aqua Bike Rental (2 People Maximum)
所要時間：約30分
下車予定：⑧ 車窓予定：

貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込
用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-978 ツアー料金：＄24.95～（子供料金：なし）
スタンドアップパドルボードレンタル
Stand-Up Paddle Board Rental
所要時間：約30分
下車予定：⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込
用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-990 ツアー料金：＄19.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞

海でカヤック（1名様用）
Ocean Kayak Rental (One-Person)
所要時間：約30分
下車予定：⑧ 車窓予定：

ツアー番号：RSD-976 ツアー料金：＄19.95～（子供料金：なし）
シュノーケル器材レンタル
Snorkel Equipment Rental
所要時間：約6時間
下車予定：③⑧ 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
スピニングリールを使用したキャッチ･アンド･リリース方式です。18歳未満の方は保護者の同伴が必要です。
予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。ツアー参加前に免責同意書の提出が必要です。衛
生法規により、釣りあげた魚は船に持ち帰ることは出来ません。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出
来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

＜注意事項＞
カヤック1台単位でのレンタルになりますので、カヤックの台数でお申し込み下さい。チケット1枚で2名様ま
でご使用いただけます。貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは
出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-745 ツアー料金：＄29.95～（子供料金：なし）
サーフフィッシング
Surf Fishing
所要時間：約2時間半
下車予定：⑦ 車窓予定：

ペダルボート1台単位でのレンタルになります。ペダルボートの台数でお申し込みください。チケット1枚で2
名様まで利用できます。貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは
出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-991 ツアー料金：＄24.95～（子供料金：なし）
海でカヤック（2名様用）
Ocean Kayak Rental (Two-Person)
所要時間：約30分
下車予定：⑧ 車窓予定：

ツアー番号：RSD-985 ツアー料金：＄24.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞

ペダルボート（2名様用）
Paddle Wheeler Rental (Two-Person)
所要時間：約30分
下車予定：⑧ 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
ペダルボート1台単位でのレンタルになります。ペダルボートの台数でお申し込みください。チケット1枚で4
名様まで利用できます。貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは
出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

＜注意事項＞
講習がないため、ウィンドサーフィン経験者のみお申し込みください。同意書に署名をした保護者の同伴のな
い18歳未満の方は参加できません。貸出の際に免責同意書の提出が必要です。安全ベストの着用が義務付けら
れています。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間を
ご確認ください。

ツアー番号：RSD-986 ツアー料金：＄29.95～（子供料金：なし）
ペダルボート（4名様用）
Paddle Wheeler Rental (Four-Person)
所要時間：約30分
下車予定：⑧ 車窓予定：

ビーチクラムシェル1台単位でのレンタルになりますので、クラムシェルの台数でお申し込み下さい。1台で2
名様までご使用いただけます。チケット1枚で2名様が使用可能です。クラムシェルの設置場所は先着順です。
キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認くださ
い。

ツアー番号：RSD-979 ツアー料金：＄29.95～（子供料金：なし）
スタンドアップパドルボードとウィンドサーフィンレンタル
Stand up Paddle Board & Windsurfing Combo Rental
所要時間：約30分
下車予定：⑧ 車窓予定：

ツアー番号：RSD-950 ツアー料金：＄29.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞

ビーチクラムシェル（2名様まで）
Beach Clamshell Rental (2 People Maximum)
所要時間：約6時間
下車予定：⑤ 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
日焼け止めをお使いください。ツアー参加前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の
払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

カヤック1台単位でのレンタルになりますので、カヤックの台数でお申し込み下さい。チケット1枚で2名様ま
でご使用いただけます。貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは
出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-610 ツアー料金：＄34.95～（子供料金：なし）
プリンセス･ケイズ沿岸クルーズ
Princess Cays Coastal Cruise
所要時間：約1時間
下車予定： 車窓予定：②

ツアー番号：RSD-450 ツアー料金：＄29.95～（子供料金：なし）
島内バイクアドベンチャー
Island Bike Adventure
所要時間：約1時間30分
下車予定： 車窓予定：④
＜注意事項＞
このツアーは大変活動的なので、体力がある方のみ向いています。このツアーは妊娠中の方や腰、首、心臓疾
患がある方は参加できません。つま先が覆われた靴が必要です。参加者はヘルメットの着用が義務付けられて
います。帽子と日焼け止めをお持ちください。
（年齢制限12歳以上）

ツアー番号：RSD-995 ツアー料金：＄29.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞

透明底カヤック（2名乗り）
Transparent-Hull Kayak Rental (Two-Person)
所要時間：約30分
下車予定：⑧ 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
ロッカーとシュノーケリング器材が終日利用でき、2名乗りペダルボートを30分間楽しむことが出来ます。ペ
ダルボートは午後2時5分を予定しています。
ペダルボートを利用する際、ボートのペダルをこぐ必要があります。
このツアーは2名様用の料金で、チケット1枚で2名様までご使用いただけます。貸出の際に免責同意書の提出
が必要です。ペダルボートには水の中を歩いて乗ります。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ませ
ん。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

経験者のみご利用いただけます。ボート１艇単位でのレンタルになりますので、ボートの艇数でお申し込み下
さい。貸出の際に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上
の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-987 ツアー料金：＄49.95～（子供料金：なし）
ビーチ･パーティー･パック（2名様用）
Beach Party Pack for 2 People
所要時間：約6時間
下車予定：③⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
ツアー出発前にに免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上
の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

ツアー番号：RSD-960 ツアー料金：＄49.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞

ホビーキャット･セイルボートレンタル（3名様まで）
Hobie Wave Sailboat Rental (3 People Maximum)
所要時間：約1時間
下車予定：⑧ 車窓予定：

ツアー番号：RSD-620 ツアー料金：＄39.95～（子供料金：なし）
グラスボトムボートクルーズ
Glass-Bottom Boat Cruise
所要時間：約1時間
下車予定： 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
4名様用の料金です。チケット1枚で4名様までご使用いただけます。貸出の際に免責同意書の提出が必要で
す。ペダルボートには水の中を歩いて乗ります。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上
の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。
4名乗りペダルボートの所要時間は約30分間です。ペダルボートは午後2時5分からを予定しています。

料金は2名様分となっております。チケット1枚で2名様までご使用いただけます。貸出の際に免責同意書の提
出が必要です。日焼け止めをご持参いただくことをお勧めいたします。シュノーケリング中は自由行動です。
沿岸クルーズ中はシュノーケリングは出来ません。
キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認くださ
い。ロッカーとフロート及びシュノーケル器材は、島内滞在中使用することができます。沿岸クルーズは、午
後1時30分に出港し、午後2時30分に戻ってくる予定です。

ツアー番号：RSD-988 ツアー料金：＄64.95～（子供料金：なし）
ビーチ･パーティー･パック（4名様用）
Beach Party Pack for 4 People
所要時間：約6時間
下車予定：③⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
シュノーケリングの講習がないため、経験者のみお申し込みください。ボート後部にある半水没型のプラット
フォームから海に入ります。足が付かない水中でも不自由なく泳げる方のみご参加ください。シュノーケル器
材とライフジャケットが用意されます。ライフジャケットは必ず着用ください。ツアー参加前に免責同意書の
提出が必要です。海洋生物がよく見られますが、見られる保証はありません。キャンセル締め切り時間以降の
払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。
（年齢制限12歳以上）

ツアー番号：RSD-615 ツアー料金：＄59.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞

沿岸クルーズ、シュノーケルとフロート（2名様用）
Coastal Cruise, Snorkel Equipment & Float (2 People)
所要時間：約6時間
下車予定：③⑧ 車窓予定：

ツアー番号：RSD-820 ツアー料金：＄54.95～（子供料金：なし）
プリンセス･ケイズでのシュノーケリング（経験者向け）
Snorkeling at Princess Cays (For Experienced Snorkelers)
所要時間：約1時間半
下車予定：③ 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

バンガロー1棟単位でのお申込みとなり、チケット1枚で4名様までご使用いただけます。バンガローの棟数で
お申し込みください。また、更に2名様まで追加で申し込みが可能となり、追加料金は1名様あたり25.95ドル
です。船内でお申込みください。
バンガローの備品を持ち帰った場合は料金が計上されます。バンガローへはモーター付きカートでご案内する
ため、少々お待ちいただく場合があります。ビーチまでは徒歩でおよそ3分の距離です。グルメピクニックなど
追加リクエストがある場合は、追加料金でご利用いただけます。詳細は船のエクスカーションデスクにお問い
合わせください。フロートが2つ無料でご使用いただけます。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ま
せん。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。

＜注意事項＞
ツアー料金はバギー1台ずつの料金となり2名乗りです。チケット1枚で2名様までご利用頂けます。バギーの運
転者は有効な運転免許の提示が必要となり、また、21歳以上75歳未満の方が対象となります。10歳以上のお子
様は両親又は保護者の同伴が必要です。バギー1台あたりの体重制限は120キロ以下です。同乗する2名の体重
が制限値を超える場合は1名しかバギーに乗れませんので、2台申し込むことをお勧めします。
参加者は免責同意書の署名が必要です。がたがた揺れるデコボコ道を通ります。このツアーは妊娠中の方や
腰、首、心臓疾患がある方にはお勧めしません。汚れる場合がありますので軽装でご参加ください。
（年齢制限：10歳以上75歳以下、運転者21歳以上75歳以下・要免許証、体重制限120キロ以下）

ツアー番号：RSD-952 ツアー料金：＄199.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞

プライベート･バンガローレンタル（4名様まで）
Private Bungalow Rental (4 People Maximum)
所要時間：約6時間
下車予定：② 車窓予定：

ツアー番号：RSD-555 ツアー料金：＄169.95～（子供料金：なし）
デューンバギーで遺跡ツアー
Dune Buggy Heritage Adventure Tour
所要時間：約1時間半
下車予定：④ 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

ツアー番号：RSD-953 ツアー料金：＄249.95～（子供料金：なし）
大人のためのプライベート･バンガローレンタル（4名様用）
Adults Sanctuary Bungalow Rental (4 People Maximum)
所要時間：約6時間
下車予定：② 車窓予定：

車窓予定：
＜注意事項＞
自然の小道を歩きますので、帽子の着用と軽装、歩き易い靴でご参加下さい。またペットボトルのお水、日焼
け止め、虫除けの持参もお勧めします。またカメラもお忘れなく！食料やお土産を購入する為に、現金もご持
参下さい。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご
確認ください。

＜注意事項＞
バンガロー1棟単位でのお申込みとなり、チケット1枚で4名様までご使用いただけます。また、更に2名様まで
追加で申し込みが可能となり、追加料金は1名様あたり25.95ドルです。船内でお申込みください。フロートが
2つ無料でご使用いただけます。ビーチまでは徒歩でおよそ3分の距離です。グルメピクニックなど追加リクエ
ストがある場合は、追加料金でご利用いただけます。詳細は船のエクスカーションデスクにお問い合わせくだ
さい。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認
ください。
（年齢制限18歳以上）

ツアー番号：RSD-360 ツアー料金：＄99.95～（子供料金：なし）
レオン・レビー自然植物保護区
Leon Levy Native Plant Preserve
所要時間：約4時間
下車予定：④

車窓予定：④
＜注意事項＞
シュノーケリングの道具と救命胴衣、ウォーターシューズが配られ、着用が義務付けられています。

ツアー番号：RSD-720 ツアー料金：＄39.95～（子供料金：なし）
アカエイとの触れ合い
Stingray Beach Encounter
所要時間：約1時間
下車予定：
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⑧ 民族ショー　Folkloric Show

歴史的なエレディア劇場では、音楽や踊りの公演が楽しめます。大西洋岸（クンビア）、太平洋岸（クルラオとアボサオ）、ロス
アンデス地方（マーケットプレイスとインディアンレジェンド）という、コロンビアの三大地域で生まれた五つの踊りを見ることが
できます。

⑤ カルタヘナ大聖堂　Cartagena's Cathedral

要塞の中にあるものとしては最大級のカルタヘナ大聖堂は、巨大な外観と質素な内部が特徴です。サー･フランシス･ドレーク
の大砲によって一部が破壊されましたが、1602年に完成しました。

⑥ 黄金･考古学博物館　Museo del Oro y Arqueología

タイロナの黄金と陶器のコレクション、カリマ、シヌー人や大西洋の文化に関するパネル展示などが見られます。

⑦ ポパ修道院　La Popa Monastery

丘の上に立つ17世紀のこの修道院は、チャペル、植民地時代の博物館、街の素晴らしい眺めが特徴です。
今尚修道士たちが生活をしています。

植民地時代風の可愛らしい宮殿式美術館は、かつてのスペインの宗教裁判所、旧コロンビア、植民地と独立時代を描いた絵
画、道具が展示されています。

カルタヘナ　（コロンビア）

Cartagena (Colombia)
寄港地の中でもとりわけ歴史のある、魅力的な町カルタヘナは中継ぎ港として南米からスペインに送られる富を中継
してきました。有名な「旧市街」は12ブロック四方にたくさんの見どころやブティック、レストランがひしめいています。カ
ルタヘナの随所に、スペイン帝国の新世界への影響が見て取れます。城壁、趣のある路地、バルコニー付きの家な
どは、カルタヘナ、ひいてはカリブ海と南米全体をスペインが支配していたことを如実に表しています。黄金郷といわ
れたこの地では、とらえどころのない金を探して、さまざまな冒険が繰り広げられました。カルタヘナの堅牢な要塞
は、200年以上にわたる海賊の攻撃から町を守ってきました。現代的で賑やかな都市と港、商業の中心地となった今
でも、植民地時代の建物が残されています。この町を訪れれば、絢爛たる過去がしのばれるでしょう。
※観光地には現地の行商人が多くおりますが、強引な販売にはお気を付け下さい。

＜見どころ＞

① 旧市街　Old City

壁に囲まれたカルタヘナ旧市街は、ユネスコ世界遺産に登録されています。曲がりくねった細道にはスペイン植民地時代の
建築物が立ち並び、色鮮やかな建物、バーやレストランが軒を連ねています。

② 城壁　Las Murallas

世界で最も印象的な城壁として多くの人に知られるカルタヘナの城壁は、16世紀終盤にフランシス･ドレークの攻撃を受けて
作られました。

③ サン･フェリペ･デ･バラハス城　Castillo de San Felipe de Barajas

町と港を見下ろす丘の上にそびえるサン･フェリペ･デ･バラハス城は、ヨーロッパに送る黄金を狙った海賊に対抗する要塞とし
て、スペイン人によって築かれました。

④ カルタヘナ歴史博物館　Historical Museum of Cartagena
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健脚レベル その他

ヘツェマ二と「旧市街」ツアー
Tour of Getsemani & the 'Old City'

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
修道院に入る際、15段の階段を上る必要があります。宗教裁判所はカルタヘナ歴史博物館に名称が変更になり
ました。見学順序は変更になる場合があります。

「旧市街」とカルタヘナ歴史博物館
"Old City" & Historical Museum of Cartagena
所要時間：約3時間45分
下車予定：①④ 車窓予定：③⑤

下車予定：⑦ 車窓予定：①③
＜注意事項＞
修道院に入る際、15段の階段を上る必要があります。地質の不安定さにより、2017年8月までラ・ポパ修道院
は閉鎖されます。代わりにサン・ペドロ・クラヴェール修道院教会を訪れます。

ツアー番号：CTG-110 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞
このツアーは乗客1人分です。馬車は小さいため、最大4名でまでしか乗ることができません。快適なのは大人
2名です。街内では暑くなる可能性がありますので、帽子や日焼け止めをご持参ください。

ツアー番号：CTG-115 ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）
カルタヘナの景観ドライブとラ・ポパ修道院
Scenic Drive of Cartagena & La Popa Monastery
所要時間：約3時間

 サン・ペドロ・クラヴェール修道院教会のみの野外観光です。

ツアー番号：CTG-140 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）
馬車で巡る旧市街と要塞
Horse & Carriage Tour of Old City & Fortress
所要時間：約3時間
下車予定：① 車窓予定：③

ツアー番号：CTG-385 ツアー料金：＄29.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約3時間半
下車予定：① 車窓予定：
＜注意事項＞
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健脚レベル その他

カルタヘナの見どころ、要塞とラス･ボベダス
Highlights of Cartagena, Fortress & Las Bovedas

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

車窓予定：③⑤
＜注意事項＞
日焼け止めをお持ちください。ミネラルウォーターを用意しています。博物館にはフェルナンド・ポテロの作
品が展示されなくなりました。

＜注意事項＞
車椅子の方、歩行が極端に困難な方にはお勧めしません。ツアー中は、ボートの乗り降りやサン･フェリペ要塞
の上階へ行く為の坂道の歩行を含みます。

ツアー番号：CTG-380 ツアー料金：＄34.95～（子供料金有：12歳以下）
旧市街の徒歩ツアーとラス･ボベダス
Old City Walking Tour & Las Bovedas
所要時間：約3時間
下車予定：①②

ツアー番号：CTG-600 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
海陸から巡る要塞、城壁とショッピング
Fortress, City Walls and Shopping by Land & Sea
所要時間：約4時間
下車予定：③ 車窓予定：①

＜注意事項＞
要塞の中に入るには、舗装された急な坂道を歩きます。無料の飲み物が含まれます。宗教裁判所はカルタヘナ
歴史博物館に名称が変更になりました。

ツアー番号：CTG-620 ツアー料金：＄64.95～（子供料金有：12歳以下）
海のルンバと旧市街
Sea Rumba & Old City
所要時間：約４時間
下車予定：① 車窓予定：③

ツアー番号：CTG-100 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約4時間半
下車予定：①③④ 車窓予定：⑤
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健脚レベル その他

旧市街と舞踏団による民族ショー
Old City' & Folkloric Show by Dance Company

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
このツアーは煌びやかではないですが、地元の人達の本当の生活様式を見学できる漁村を訪れます。木製のカ
ヌーは内部に水を入れる事が普通です。歩きやすい靴の着用と水、日焼け止めをご持参ください。野生動物は
通常観察できますが保証はいたしません。

ツアー番号：CTG-355 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
コロンビア国立飼鳥園
National Aviary of Colombia
所要時間：約4時間
下車予定： 車窓予定：

＜注意事項＞
ツアーの最後にエメラルド鉱山のレプリカとエメラルド博物館に訪れます。カリブジュエリーでお買い物をす
る時間があります。
（年齢制限12歳以上）

ツアー番号：CTG-605 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
カヌーで巡るマングローブのトンネルと旧市街散策
Canoe Tour of Mangrove Tunnels & Old City Stroll
所要時間：約4時間
下車予定：① 車窓予定：

 このツアーは限られたクルーズのみご利用いただけます。クルーズ・パーソナライザーの空き情報を確認して
ください。地元のイベントのため、エレディア劇場は以下の日はご利用いただけません。2017年10月16日、11
月24日～25日、2017年12月10日、2018年1月7日～16日、1月24日、3月2日、3月29日。サン・フェリペ要塞
の前にあるLa Caja roomで、民俗ショーが開催されます。

ツアー番号：CTG-240 ツアー料金：＄79.95～（子供料金：なし）
エメラルド･ジュエリー教室
Emerald Jewelry Making Class & Diploma
所要時間：約4時間
下車予定： 車窓予定：①

所要時間：約4時間
下車予定：①⑧ 車窓予定：③
＜注意事項＞

ツアー番号：CTG-200 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
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健脚レベル その他

個人でめぐるコロニアル・カルタヘナ
Colonial Cartagena Sightseeing Tour On Your Own

健脚レベル その他

このツアーはホップオン・ホップオフサービスと提携していますが、プリンセスクルーズの専用車ではありま
せん。一般の観光客も利用します。車内では多言語サービスが受けれれます。降車地点に戻る時間はご自身の
責任で把握していただき、街散策を楽しむ間も交通状況や渋滞による遅れ、待ち時間等に気を付けてくださ
い。

＜注意事項＞
参加者は健康で、細い路地や凸凹道、舗装のされていない道を楽に歩ける方に限ります。車椅子では参加でき
ません。サングラス、日焼け止め、カメラをお持ちになり、軽装と適切な靴でご参加ください。入場料はツ
アー料金に含まれていません。

ツアー番号：CTG-125 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）
カルタヘナでホップオン、ホップオフ
Cartagena Hop On/ Hop Off
所要時間：約4時間
下車予定：②③⑤

ツアー番号：CTG-395 ツアー料金：＄34.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約3時間半
下車予定：①② 車窓予定：③④⑤⑥⑦

車窓予定：
＜注意事項＞
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中米の歴史と文化のルーツとなるエリア。博物館、遺跡、コロニアル通り、教会、モニュメントなどが、この街の悲惨な過去を
物語る、パナマで最初の入植地です。

② 閘門　Canal Locks

③ パナマ運河鉄道　Panama Canal Railway

世界初の大陸横断鉄道です。1855年、カリフォルニアのゴールドラッシュ全盛期に造られた歴史的なルートを、パナマの熱帯
雨林を眺めながら豪華な列車で走り抜けます。

④ パナマ運河通行　Panama Canal Transit

パナマ運河　パナマ

Panama Canal, Panama
太平洋と大西洋を隔てる狭い地峡には大陸横断運河の建設を夢見たフェルディナンド・デ・レセップスよりも昔から波乱万丈
な激動の歴史があります。スペインからの征服者達はインカの黄金を深い森林から大西洋側の港まで運びました。英国の
略奪者達は、ポルトベーロ港から出港する宝物が積み込まれた船を探しては襲撃し略奪しました。1849年のゴールドラッ
シュで押し寄せた人々は蚊や黄熱病を克服しながら、カリフォルニアの金鉱に勇敢にも到着しました。パナマ運河は20世紀
の偉大なアメリカのエンジニア技術の一つで、訪問者は多種多様な素晴らしい景観を発見することができます。1000種類以
上の動物が生息する緑豊かな雨林のハイキング。又はチャグレス国立公園の中心にあるエンベラ・インディアン村の訪問な
どがいいでしょう。
ガツン湖で下船いただけるのは次の船主催のオプショナルツアーに参加する方のみとなります（PC1-100, PC1-110, PC1-
115, PC1-120, PC1-170, PC1-175, PC1-210, PC1-235,PC1-350, PC1-385, PC1-605, PC1-610, PC1-615）。これらのツ
アーに参加される方はテンダーボートにて上陸します。同日に船はガツン閘門を通過しカリブ海に面するコロンの6番埠頭に
接岸します。ツアーはコロンにて終了します。船に残られているお客様はコロンにて下船し、港に並ぶお土産物屋などを散
策することができます。コロンではオプショナルツアーの用意はございません。
ご案内：パナマ運河庁は船の閘門通過時間を厳密に指定しています。船は指定された地域で停泊し、運河通過の指示を待
ちます。運河通行の許可が下り次第、オプショナルツアーに参加されるお客様の下船が開始されます。ツアーの出発時間
は変わる場合がある為、船内にてご案内します。
※各観光地では数多くの土産物屋が見られ、しつこい物売りが見受けられることがあります。
テンダーボートを利用して上陸観光をする際、本船クルーは乗降時にお手伝いを致しますが、体重が22キロを超える方を抱
き上げての移動は出来ませんので、予めご了承下さいませ。介助を必要とする方は健常者の付き添いが必要です。上陸希
望者の安全と安心を確保する為に、その都度キャプテンにより上陸可能か否かを判断致します。

＜見どころ＞

① パナマ・ビエホ／カスコ・ビエホ　Panama Viejo / Casco Viejo

⑦ 空中トラムとソベラニア国立公園　Aerial Tram & Soberania National Park

世界で最も壮観な植生や野生動物の住むジャングル、ガンボアレインフォレストがあるソベラニア国立公園。そのジャングル
の上をトラムで巡ることができます。

ミラフローレス閘門が、7分以内に9千5百万リットルもの水を太平洋側に流している間に、太平洋側にある3つの区間に分かれ
たガツン閘門が、船を海抜27メートルの高さまで上昇させます。

⑧ パナマ運河の拡張　Panama Canal Expansion

パナマ運河拡張計画の裏側、その光学技術と建設の様子を間近でご覧ください。この大規模なプロジェクトで、ガツン湖の拡
張と２つの閘門が新設されました。

⑤ ガツン湖クルーズ　Cruise Gatun Lake

閘門から次の閘門へ、海抜26メートル以上も船を持ち上げる複雑な閘門システムの迫力満点の運河航行を、フェリーに乗っ
て直にご体験ください。

熱帯雨林を通るジャングルクルーズ。このクルーズのハイライトは、複雑なパナマ運河を通りながら見る、たくさんの野生動物
や美しい風景です。

⑥ エンベラ村　Embera Indians

古代の儀式、文化など、時代を超えた不思議な体験ができるエンベラ族の村。踊りの儀式や手工芸品のほか、手付かずの自
然に驚かされることでしょう。
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
訪問順序が変わる場合があります。要塞までは、短時間のフェリー乗船も含めて約90分です。このツアーは起
伏のある道の徒歩観光が含まれます。履きなれたウォーキングシューズを着用し、日焼け止めをお持ちくださ
い。閘門通過中の船を見られる保証はありません。サンロレンツォ要塞にはトイレがありません。
パナマ運河局は船舶の閘門通過に関して明確な時間割を決めており、船は指定されたエリアで待機し指示を待
ちます。 許可がおりた後、下船のお手続きとなります。 したがって、ツアーの出発時間は変わる場合があり、
詳細は船内で発表されます。
クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になります。
ツアー出発時間は船内でご案内します。

＜注意事項＞
このツアーには徒歩観光が約1時間半含まれます。軽装で履きなれたウォーキングシューズ、帽子を着用し、
ペットボトルのお水などをご持参ください。クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれか
で下船になります。

ツアー番号：PC1-120 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
サンロレンツォ要塞と拡張されたパナマ運河の新閘門
Fort San Lorenzo & New Locks of the Panama Canal Expansion
所要時間：：約5時間半
下車予定：② 車窓予定：

＜注意事項＞
運河のスケジュール次第では、船が閘門を通るところを見られない場合があります。コロンに到着した際、運
河の運営上の理由や、船の閘門通過に際する遅延などを理由に、自由時間が延びる場合があります。
クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になります。

ツアー番号：PC1-100 ツアー料金：＄74.95～（子供料金有：12歳以下）
景観ドライブとオールドパナマシティーの徒歩観光
Scenic Drive & Walking Tour of 'Old Panama City'
所要時間：約6時間
下車予定：① 車窓予定：

ツアー番号：PC1-125 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約3時間半
下車予定：⑧ 車窓予定：

新閘門と旧パナマ運河地帯
New Locks & Former Panama Canal Zone
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フランク・ゲーリー博物館と運河博物館
Frank Gehry Museum & Museo del Canal

＜注意事項＞
フランク・ゲーリー博物館では、オーディオガイド（英語とスペイン語対応）が含まれます。クルーズや航路
によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になります。

＜注意事項＞
ミラフローレス閘門の展望台からは閘門通過中の船を見られない場合があります。プラザ・クイント・センテ
ナリオでは12段の階段がありますが、傾斜路も利用可能です。カスコ・アンティグオは石畳の道を歩きます。
また、多少の待ち時間が予想されます。訪問順序が変わる場合があります。軽いスナックが配られます。
パナマ運河局は船舶の閘門通過に関して明確な時間割を決めており、船は指定されたエリアで待機し指示を待
ちます。 許可がおりた後、下船のお手続きとなります。 したがって、ツアーの出発時間は変わる場合があり、
詳細は船内で発表されます。
クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になります。

ツアー番号：PC1-210 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： 車窓予定：

ツアー番号：PC1-115 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
植民地時代のパナマ、ミラフローレス閘門と景観ドライブ
Colonial Panama, Miraflores Locks & Scenic Drive
所要時間：約6時間半
下車予定：①② 車窓予定：
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＜注意事項＞
車内は座席指定ではありません。列車は運行スケジュールにより片道又は往復運行となります。片道列車を利
用の場合、帰路は新しく作られた4車線の高速道路を空調付きの車両で戻ります。船へは約1時間30分のドライ
ブです。列車が片道運行となるか往復運航となるかは、列車のケジュール次第です。
パナマ運河局は船舶の閘門通過に関して明確な時間割を決めており、船は指定されたエリアで待機し指示を待
ちます。 許可がおりた後、下船のお手続きとなります。 したがって、ツアーの出発時間は変わる場合があり、
詳細は船内で発表されます。
クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になります。

＜注意事項＞
訪問順序が変わる場合があります。野生生物はよく見られますが、見られる保証はありません。軽いスナック
が配られます。エンベラ族の人々はほとんど服を着ておらず、女性は上半身裸です。インディアン村へは40段
の階段の登り降りが含まれます。階段は丸太づくりです。閘門通過中の船を見られる保証はありません。
パナマ運河局は船舶の閘門通過に関して明確な時間割を決めており、船は指定されたエリアで待機し指示を待
ちます。 許可がおりた後、下船のお手続きとなります。 したがって、ツアーの出発時間は変わる場合があり、
詳細は船内で発表されます。クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になりま
す。

ツアー番号：PC1-175 ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）
パナマ運河鉄道とパナマ運河拡張による新閘門
Panama Canal Railway & New Locks of the Canal Expansion
所要時間：約6時間
下車予定：③ 車窓予定：

ツアー番号：PC1-110 ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）
ガツン湖と閘門クルーズ、エンベラ村
Gatun Lake and Locks Cruise & Embera Indians
所要時間：約5時間
下車予定：②⑤⑥ 車窓予定：
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＜注意事項＞
座席は指定席がなく、数に限りがあります。列車は運行スケジュールにより片道又は往復運行となります。片
道列車を利用の場合、帰路は新しく作られた4車線の高速道路を空調付きの車両で戻ります。船へは約1時間30
分のドライブです。
パナマ運河局は船舶の閘門通過に関して明確な時間割を決めており、船は指定されたエリアで待機し指示を待
ちます。 許可がおりた後、下船のお手続きとなります。 したがって、ツアーの出発時間は変わる場合があり、
詳細は船内で発表されます。
クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になります。

ツアー番号：PC1-605 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
熱帯雨林、ガツン湖と閘門クルーズ
Rainforest & Gatun Lake and Locks Cruise
所要時間：約4時間半
下車予定：②⑤ 車窓予定：
＜注意事項＞
歩行に難がある方にはお勧めしません。ズーム機能のあるカメラの持参をお勧めします。日焼け止めや帽子な
どご持参ください。ボトル入りお水をお配りします。スニーカーのようなしっかりした靴を着用ください。こ
のツアーには、メリア・ホテルと周辺熱帯雨林での約35分程のウォーキング/ハイキングを含みます。訪問順
序が変わる場合があります。交通状況によりますが、アグアクララ閘門を最初に訪れる予定です。野生動物は
よく見かけますが、見られる保証はありません。閘門通過中の船を見られる保証はありません。
このツアーには双胴船が使われます。高速艇ではありません。
パナマ運河局は船舶の閘門通過に関して明確な時間割を決めており、船は指定されたエリアで待機し指示を待
ちます。 許可がおりた後、下船のお手続きとなります。 したがって、ツアーの出発時間は変わる場合があり、
詳細は船内で発表されます。
クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になります。

ツアー番号：PC1-170 ツアー料金：＄229.95～（子供料金有：12歳以下）
パナマ運河鉄道とパナマ運河拡張による新閘門(展望車両)
Panama Canal Railway (Dome Car) & New Locks of the Canal Expansion
所要時間：約6時間
下車予定：③ 車窓予定：
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船で通過するパナマ運河と閘門
Panama Canal & Locks Transit by Boat

健脚レベル その他

＜注意事項＞
野生生物はよく見かけますが、見られない場合があります。丸太舟の乗り降りには機敏性と柔軟性が求め
られます。上陸地点には手すりや階段はありません。村までは坂道を登りますが、手すりがありガイドも
手助けします。エンベラ族の人々はほとんど服を着ておらず、女性は上半身裸です。エンベラでは美しく
ユニークな手作りのお土産が売られていますので、小額紙幣をご持参ください。ツアー中のトイレ施設は
簡素なもので、エンベラ村のみ使用が可能です。ツアー所要時間は2月から5月までは川の水位が低い為5
時間半から6時間となります。川の水位によっては他のインディアン村に行く場合もあります。免責書類
にご記入いただきます。
パナマ運河局は船舶の閘門通過に関して明確な時間割を決めており、船は指定されたエリアで待機し指示
を待ちます。 許可がおりた後、下船のお手続きとなります。 したがって、ツアーの出発時間は変わる場
合があり、詳細は船内で発表されます。
クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になります。
ツアー出発時間は船内でご案内します。

＜注意事項＞
ツアーの所要時間は変わる場合があります。パナマ運河の通航スケジュールはパナマ運河局により決められ管
理されています。パナマシティーから船までは、新しく出来た景観の良い高速道路を通り約1時間15分の道の
りです。ツアースケジュールは、本船の閘門通過時間により変わる場合があります。このツアーに使用される
船のタイプは参加人数により異なります。クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで
下船になります。
ツアー所要時間は約8時間程になる場合もあります。パナマ運河の通航スケジュールはパナマ運河局により決め
られ管理されています。ツアー出発時間は船内でご案内します。

ツアー番号：PC1-385 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
エンベラ族の村を訪ねて
Authentic Embera Indian Village
所要時間：約6時間半
下車予定：⑥ 車窓予定：

ツアー番号：PC1-615 ツアー料金：＄179.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約6時間
下車予定：④⑤ 車窓予定：
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＜注意事項＞
野生生物はよく見かけますが、動物園ではないので見られる保証はありません。軽いスナックが配られます。
日焼け止めをご持参ください。双眼鏡やカメラの持参をお勧めします。免責書類にご記入いただきます。
パナマ運河局は船舶の閘門通過に関して明確な時間割を決めており、船は指定されたエリアで待機し指示を待
ちます。 許可がおりた後、下船のお手続きとなります。 したがって、ツアーの出発時間は変わる場合があり、
詳細は船内で発表されます。
クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になります。
ツアー出発時間は船内でご案内します。

ツアー番号：PC1-350 ツアー料金：＄109.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞
ゆったりとした快適な服装としっかりしたウォーキングシューズを着用ください。帽子、雨具、カメラ、双眼
鏡をご持参ください。
パナマ運河局は船舶の閘門通過に関して明確な時間割を決めており、船は指定されたエリアで待機し指示を待
ちます。 許可がおりた後、下船のお手続きとなります。 したがって、ツアーの出発時間は変わる場合があり、
詳細は船内で発表されます。
クルーズや航路によって、コロンまたはクリストバルのいずれかで下船になります。
ツアー出発時間は船内でご案内します。

空中トラムで行くパナマの熱帯雨林
Panama's Rainforest Aerial Tram
所要時間：約4時間半
下車予定：⑦ 車窓予定：

ツアー番号：PC1-610 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
ガツン湖　猿と野生生物探訪クルーズ
Monkey & Wildlife Nature Cruise on Gatun Lake
所要時間：約5時間
下車予定：⑤ 車窓予定：
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熱帯雨林の樹上に張られたケーブルを、まるで鳥になったかのように滑り抜ける爽快な体験をお楽しみください。

④ スロース・サンクチュアリー　Sloth Sanctuary

⑧ リバーラフティング　River Rafting

緑に覆われたレベンタソン川沿いにはオオハシ、アオサギやイグアナなど野生生物を垣間見ることが出来、グレード2の渓流
でエキサイティングなラフティング体験ができます。
 

⑤ 農園　Plantations

コスタリカには、それぞれ深い歴史を持った農園があちこちに存在します。広大なバナナやコーヒー、サトウキビ、カカオやマ
カデミアナッツの木など見るツアーがあります。

⑥ ベラグア熱帯雨林　Veragua Rainforest

このリサーチセンターパークでは、世界最大級の室内夜行性のカエルの展示をご覧頂けます。バタフライガーデンや爬虫類
園、ハチドリ庭園なども訪れてみましょう。また、空中トラムや遊歩道のハイキングなどもお楽しみください。

⑦ 鉄道ツアー　Train Tour

コスタリカのバナナ産業から生まれた歴史ある鉄道に乗車し、窓から広がる青々とした景色をお楽しみください。ホエザルやフ
タユビナマケモノなど見つかるかもしれません。

テレビ番組アニマル・プラネット「ナマケモノに会おう」でも特集された、高い評価を得ているこの保護センターにて、一躍有名
となったバターカップをはじめとしたナマケモノたちに会いに行きましょう。ナマケモノを愛する全ての年代の方向けに、2つの
オプショナルツアーもご用意しています。

人里離れたバッラ・デル・コロラドとトルトゥゲーロを結ぶ魅力あふれる運河クルーズでは、カリブ海側のコスタリカを手軽に楽
しめます。

② 熱帯雨林の空中トラム　Rainforest Aerial Tram

約4.8平方キロメートルの私設自然保護区にある熱帯雨林にて、木の上からしか見ることの出来ない野生生物を観察する空
中トラム乗車は忘れがたい経験となるでしょう。

③ キャノピージップラインツアー　Canopy Zipline Tour

リモン　コスタリカ

Limon, Costa Rica
コスタリカのリモン郡は手つかずのビーチ、壮大なバナナ農園や鬱蒼と茂った熱帯雨林があります。
カリブ海沿岸の低地には人口がまだ少なく、この地域の人口の3分の1はプエルト・リモンに集中しています。そして、
環境保護努力によりエコツーリズムが盛んになっています。リモン郡の魅力はそれだけではありません。アフリカ系カ
リビアンの多大な影響と、ジャマイカ系住民がもたらす軽快なおしゃべりやレゲエのリズム、色とりどりのバンガロー
が小さな漁村に並んでいます。リモンは刺激的な小さな天国のようです。

＜見どころ＞

① トルトゥゲーロ運河　Tortuguero Canals
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健脚レベル その他

トルトゥゲーロ運河クルーズ
Tortuguero Canals Cruise

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
サンクチュアリーではナマケモノに触ったり抱いたりは出来ませんが（ナマケモノの安全とご自身の安全の
為）、ナマケモノを近くで見ることができ、写真をたくさん撮影する機会があります。野生生物はよく見かけ
ますが、見られる保証はありません。天候が荒れた場合などは、時間配分が変わる可能性があります。つま先
が隠れる靴、雨具、日よけ帽、ペットボトルの水を持参することをお勧めします。

＜注意事項＞
訪問順序が変わる場合があります。野生生物はよく見かけますが、見られる保証はありません。徒歩による観
光はあまり含まれていません。

ツアー番号：LIO-235 ツアー料金：＄109.95～（子供料金有：12歳以下）
アニマル・プラネット特選「ナマケモノに会おう」ツアー　
"Meet the Sloths" An Animal Planet Exclusive Tour
所要時間：約4時間半
下車予定：④ 車窓予定：

訪問順序が変わる場合があります。野生生物はよく見かけますが、見られる保証はありません。徒歩による観
光はあまり含まれていません。

ツアー番号：LIO-600 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
鉄道乗車、トルトゥゲーロ運河とカントリーサイド
Train Ride, Tortuguero Canals & Countryside
所要時間：約4時間半
下車予定：①⑦ 車窓予定：

ツアー番号：LIO-610 ツアー料金：＄74.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約3時間
下車予定：① 車窓予定：
＜注意事項＞
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

ベラグア熱帯雨林ツアー（車椅子常用者）
Veragua Rainforest (Wheelchair Accessible)

健脚レベル その他

＜注意事項＞
快適な服装としっかりしたウォーキングシューズ又はハイキングブーツを着用ください。帽子、雨具、カメラ
や双眼鏡をご持参ください。遊歩道は凸凹道で雨の場合滑りやすくなります。各ゴンドラにはガイド1名とツ
アー客6名が乗車します。訪問順序が逆になる場合があり、その場合は昼食が先になります。野生生物はよく見
かけますが、見られる保証はありません。

＜注意事項＞
訪問順序が変わる場合があります。履きなれたウォーキングシューズを着用し、雨具、帽子、双眼鏡とカメラ
をご持参ください。滝の見学を選ばれる方は往復350段の階段の上り下りがあり、凸凹の地面を歩く必要があ
ります。ジャイアンツの遊歩道をオプショナルで歩く場合は川沿いの木製の平らな遊歩道を通ります。
ご案内：車椅子利用の方はLIO-206をお申込みください。同伴されるご家族やご友人はこのLIO-205にお申し込
みください。一緒にツアーにご参加頂けます。折り畳み式車椅子はバス内に格納することができます。

ツアー番号：LIO-206 ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約5時間半
下車予定：⑥ 車窓予定：
＜注意事項＞
このツアーの内容はLIO-205と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はLIO-205で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。
（体重制限158キロ以下）

ツアー番号：LIO-200 ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）
熱帯雨林の空中トラム、自然散策（昼食付）
Rainforest Aerial Tram, Nature Walk & Lunch
所要時間：約8時間
下車予定：② 車窓予定：

ツアー番号：LIO-205 ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）
ベラグア熱帯雨林ツアー
Veragua Rainforest Tour
所要時間：約5時間半
下車予定：⑥ 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

Meet The Sloths: Behind The Scenes - An Animal Planet Exclusive Tour

健脚レベル その他

景観ドライブと民族ショー
Scenic Drive & Folkloric Show
所要時間：約2時間45分
下車予定： 車窓予定：①

ツアー番号：LIO-230 ツアー料金：＄249.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞
サンクチュアリーではナマケモノに触ったり抱いたりは出来ませんが（ナマケモノの安全とご自身の安全の
為）、ナマケモノを近くで見ることができ、写真をたくさん撮影する機会があります。野生生物はよく見かけ
ますが、見られる保証はありません。天候が荒れた場合などは、時間配分が変わる可能性があります。つま先
が隠れる靴、雨具、日よけ帽、ペットボトルの水を持参することをお勧めします。

ツアー番号：LIO-120 ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）

アニマル・プラネット特選「ナマケモノに会おう」舞台裏ツアー

所要時間：約1時間
下車予定：④ 車窓予定：

＜注意事項＞
訪問順序が変わる場合があります。野生動物はよく見かけますが、見られる保証はありません。着心地の良い
服装としっかりしたウォーキングシューズ又はハイキングブーツを着用ください。帽子、雨具、カメラや双眼
鏡をご持参ください。運河ボート内にはトイレがないことに注意しましょう。
当ツアーの催行日は、クルーズの日程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認
ください。

ツアー番号：LIO-105 ツアー料金：＄179.95～（子供料金有：12歳以下）
熱帯雨林の空中トラム、トルトゥゲーロ運河（昼食付）
Rainforest Aerial Tram, Tortuguero Canals & Lunch
所要時間：約10時間

Veragua Rainforest, Tortuguero Canals & Lunch 
所要時間：約7時間半
下車予定：①⑥ 車窓予定：

下車予定：①② 車窓予定：

ツアー番号：LIO-620 ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）
ベラグア熱帯雨林とトルトゥゲーロ運河（昼食付）
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
訪問順序が変わる場合があります。部分的に傾斜のある道少し歩く必要があります。帽子、日焼け止め、虫よ
けスプレー、カメラをご持参ください。雨具の持参もお勧めします。野生生物はよく見かけますが、見られる
保証はありません。バナナ農園は日曜・祝日にはお休みです。また、輸出のスケジュールによっては予告なし
に休業する場合があります。 イドが、なぜどのようにしてバナナが主要産業となったかなどご説明します。

＜注意事項＞
このツアーはバナナ農園の訪問は含まれません。車内にてバナナの栽培やその行程など説明いたします。

ツアー番号：LIO-110 ツアー料金：＄64.95～（子供料金有：12歳以下）
熱帯雨林散策、運河クルーズとカントリーサイド
Rainforest Walk, Canal Cruise & Countryside
所要時間：約4時間
下車予定：① 車窓予定：

ツアー番号：LIO-170 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
歴史あるバナナルート鉄道の旅
Historic Banana Route Railway Journey
所要時間：約3時間15分
下車予定：⑦ 車窓予定：⑤

バナナ農園、景観ドライブとショッピング
Banana Plantation, Scenic Drive & Shopping 
所要時間：約3時間半
下車予定：⑤ 車窓予定：
＜注意事項＞
野生生物はよく見かけますが、見られる保証はありません。バナナ農園は日曜日・祝日はお休みです。また、
予告なしに休業する場合もあります。ガイドが、なぜどのようにしてバナナが主要産業となったかなどご説明
します。

ツアー番号：LIO-115 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定：⑧ 車窓予定：⑤
＜注意事項＞
このツアーは大変活動的なので、体力がある方のみ向いています。ツアー参加前に免責書類のご記入が必要で
す。救命胴衣の着用が義務付けられています。着替えと予備の靴、タオルをご持参ください。水に濡れます。
野生生物はよく見かけますが、見られる保証はありません。写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船
会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各自の責任となります。
*ラフティングの河川グレードは一定ではありません。 水の深さと流れの速さによって大きく変わることがあ
ります。
（年齢制限8歳以上）

＜注意事項＞
妊娠中の方と背中に問題がある方はご参加頂けません。高所恐怖症とめまい症の方には向きません。
このツアーは大変活動的なので、体力がある方のみ向いています。快適な服装と、つま先が隠れる靴を着用く
ださい。虫よけスプレーと雨具をお持ちください。事前に免責書類のご記入が必要です。写真撮影のサービス
は外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各自の責任
となります。
（年齢制限5歳以上、体重制限122キロ以下）

ツアー番号：LIO-895 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
レベンタソン川でのグレード2級ラフティング（昼食付）
Class II Rafting on the Reventazon River & Lunch 
所要時間：約7時間

＜注意事項＞
モンスターバスに乗り降りの際は、階段を8段上り下りする必要があります。

ツアー番号：LIO-400 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
ベラグア熱帯雨林でのジップラインツアー
Original Canopy Zipline Tour at Veragua Rainforest
所要時間：約4時間半
下車予定：③ 車窓予定：

ツアー番号：LIO-100 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
モンスターバスと熱帯雨林探検
Monster Bus & Rainforest Exploration
所要時間：約4時間
下車予定： 車窓予定：⑤
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
妊娠中の方と背中に問題がある方はご参加頂けません。高所恐怖症とめまい症の方には向きません。
このツアーの内容はLIO-205とLIO-400をご参照ください。ツアー参加の前に、免責書類にご記入が必要です。
写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。写真
の購入は各自の責任となります。
（年齢制限5歳以上、体重制限122キロ以下）

ツアー番号：LIO-215 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
ゴールデン・ビーン・コーヒーツアーと景観ドライブ（昼食付）

ツアー番号：LIO-405 ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）
ベラグア熱帯雨林でのジップラインと空中トラムツアー
Original Canopy Zipline Tour & Veragua Aerial Tram
所要時間：約8時間
下車予定：②③⑥ 車窓予定：

農園までは約2時間のドライブです。

車窓予定：
＜注意事項＞
軽装と歩きやすい靴の着用をお勧めします。 コーヒーミルには下りの階段がいくつかあります。 コーヒーミル
とホテルにはそれぞれギフトショップがあります。

ツアー番号：LIO-210 ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）
農園ツアー、果物栽培とショッピング（昼食付）
Hacienda Tour, Fruit Cultivation, Lunch & Shopping

Golden Bean Coffee Tour, Scenic Drive & Lunch
所要時間：約7時間半
下車予定：⑤

所要時間：約8時間
下車予定：⑤ 車窓予定：
＜注意事項＞
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⑧ テン・セイルの沈船　Wreck of the Ten Sails

1794年の嵐の際、グランド・ケイマンの危険な東端にある環礁で10隻が瞬く間に座礁しました。レスキュー隊と海で命を落とし
た8人の乗務員の為に記念碑があります。
 


⑤ シュノーケリングとダイビング　Snorkeling & Diving

経験あるダイバーもシュノーケリング初心者もお試しください。ノースサウンドの砂の海底を優雅に泳ぐアカエイたちと一緒に
シュノーケリングやダイビングを楽しめます。

⑥ セブンマイルビーチ　Seven Mile Beach

真っ白な砂、静かなターコイズブルーの海が広がるセブンマイルビーチは、コンドミニアムやショップ、ブティック、バー、レスト
ランやウォータースポーツが楽しめる世界トップクラスのリゾート地です。

⑦ アトランティス潜水艇　Atlantis Submarine

アトランティス潜水艇に乗り込み、海の底へ。潜水艦の丸窓からはタイやアカエイ、亀などを含むサンゴの群生や色とりどりの
ケイマン諸島の海洋生物が現れます。

ケイマン諸島にはアカエイの見られる場所が2箇所あり、静かなノースサウンドにあります。人懐っこいアカエイと触れ合える
美しいエリアです。

グランド・ケイマン　ケイマン諸島

Grand Cayman, Cayman Islands
コロンブスがケイマン島に降り立ったのは1503年のことで、沢山の陸亀や海亀を発見したことから、島々をラス・トル
ツゥガスと名付けました。しかし島の名前はカリブの言葉で「カイマナス」と変わりました。カイマンは新世界ワニとして
有名ですが、島は長い間、海賊やバカニーア、各種略奪者達の隠れ家となりました。　いかがわしい過去にもかかわ
らず、ケイマンはカリブ海の白砂のビーチやサンゴ礁、沿岸に沈む素晴らしい沈没船などカリブ海の楽園です。グラ
ンド・ケイマン、ケイマン・ブラック、リトルケイマンはカリブ海全体でも生活の質が高いことで有名です。自然美と都会
風スタイルの組み合わせがグランド・ケイマンを冒険にふさわしい素晴らしい港に作り上げています。
ご案内：グランド・ケイマンでは船は沖合に投錨します。下船は船のテンダーボートにて上陸します。海況により代わ
りの桟橋を使用し上陸する場合もあります。その為、ツアー所要時間が変わる場合があります。

＜見どころ＞

①ジョージタウン　George Town

ケイマン諸島の首都ジョージタウンは、政治、経済、金融の中心地。多くのレストランやショップがあり、種類豊富なアクティビ
ティーも楽しめます。

② ケイマンタートルファーム　Cayman Turtle Farm

世界でも有名なケイマンタートルファームは約93000平方メートルの広さがあるユニークな海洋公園で、ウミガメと触れ合える
施設です。手の平に乗るほどの小さな赤ちゃんから、250キロ以上のサイズのものまでいます。

③ ヘル　Hell

ウエストベイの北西にある街で、珍しい黒い石灰岩層で有名です。また世界でも最も面白い名前の一つが付けられた郵便局
があります。

④ アカエイの街と砂州　Stingray City & Sandbar
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定：②③⑤⑥ 車窓予定：
＜注意事項＞
大変活動的なツアーの為、体力に自信がある方のみお勧めします。ツアー参加前にツアーオペレーターから免責
書類が配られますのでご記入ください。シュノーケルをする予定の方は水着を着用し、タオルと日焼け止めをご
持参ください。シュノーケリング器材は貸出されます。配布されるベストはシュノーケリング中は必
ず着用ください。リュックサックの持参をお勧めします。サイクリング中お水が配られます。
当ツアーの催行日は、クルーズの日程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認く
ださい。
（年齢制限14歳以上）

＜注意事項＞
訪問順序が変更になる場合があります。スティングレイ・サンドバーは岸から数キロ離れた所に位置します。
ボートからの入水地点の水深は1.8～3メートルです。サンドバーの水深は0.9～1.2メートルです。アカエイの保
護の為、スティングレイ・サンドバーではフィンの使用は出来ません。ツアー参加前にツアーオペレーターから
免責書類が配られますのでご記入ください。写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオ
ペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各自の責任となります。（年齢制限5歳以上）

ツアー番号：GCM-450 ツアー料金：＄79.95～（子供料金：なし）
サイクリング、タートルセンター、ヘルとシュノーケリング
Scenic Bike Ride, Turtle Centre, Hell & Snorkel
所要時間：：約5時間

＜注意事項＞
ツアー参加前にツアーオペレーターから免責書類が配られますのでご記入ください。当ツアーの催行日は、ク
ルーズの日程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認ください。
（年齢制限8歳以上70歳以下、体重制限124キロ以下）

ツアー番号：GCM-820 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
スティングレイ・サンドバーとケイマンの見どころ
Stingray Sandbar & Cayman Highlights
所要時間：約4時間半
下車予定：②③④⑤ 車窓予定：①⑥

ツアー番号：GCM-855 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
サンゴ礁、沈没船シュノーケリングと景観クルーズ
Reef and Shipreck Snorkel & Scenic Cruise
所要時間：約2時間半
下車予定：⑤ 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定：⑤ 車窓予定：
＜注意事項＞
18歳未満の方は両親又は成人ダイバーの同伴が必要です。オープン・ウォーター・ダイバーの掲示が必要で
す。また、過去2年以内にダイビング経験がある方のみお申込みください。医療アンケートがツアーの運営者に
よって審査され、参加の可否はアンケートの結果によります。後で問題が起こらぬようにダイビングをするた
め、かかりつけの医師による医療的課題をを明確にした書面を前もって準備することをお勧めします。医療アン
ケートのサンプルは、PADIとNAUIの主要なダイビング協会のウェブサイトから閲覧することができます。健康
状態によっては参加をご遠慮いただく場合があります。
（年齢制限12歳以上65歳以下、体重124キロ以下）

＜注意事項＞
ツアー参加前にツアーオペレーターから健康質問書と免責書類が配られますのでご記入ください。健康状態に
よっては参加をお断りすることもあります。水深約6メートルを潜ります。ヘルメットの重さは約31キロで、水
中では約7キロとなります。水中への出入りはお手伝いします。
（年齢制限8歳以上、体重136キロ以下）

ツアー番号：GCM-930 ツアー料金：＄159.95～（子供料金：なし）
ライセンス所持者用ウエスト・ウォールでの２タンクダイビング
Certified Scuba 2-Tank Diving of West Wall
所要時間：約4時間

＜注意事項＞
スティングレイ・サンドバーは、岸から数キロ離れた所にあります。ボートからの入り口の水深は1.8～3メート
ルほどです。サンドバーの深さは0.9～1.2メートルほどです。シュノーケリング器材は貸出されます。配布され
るベストはシュノーケリング中は必ず着用ください。タオルと日焼け止めを持参してください。飲み物はラムポ
イントで購入できます。 ツアー参加前にツアーオペレーターから免責書類が配られますのでご記入ください。

ツアー番号：GCM-900 ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）
グランド・ケイマンでのヘルメットダイビング
Sea Trek Coral Canyon Helmet Dive
所要時間：約1時間
下車予定：⑤ 車窓予定：

アカエイとの触れ合い、サンゴ礁とシュノーケリング（昼食付）
Stingray Encounter, Reef, Snorkel, Beach & Lunch
所要時間：約6時間
下車予定：④⑤ 車窓予定：⑥

ツアー番号：GCM-825 ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定：⑦ 車窓予定：
＜注意事項＞
潜水艦へは11段の階段を下りる必要あがります。潜水艇内での撮影には、ASA400以上の高感度フィルムの使
用をお勧めします。半潜水艦は米国沿岸警備隊に承認されたものです。
（年齢制限4歳以上、身長制限92センチ以上）

＜注意事項＞
このツアーは妊娠中の方、手術をして間もない方、喘息、心臓に疾患のある方にはお勧めしません。水着を着用
し、タオルと日焼け止めをご持参ください。イルカの保護のため、装飾品は外してください。水中でイルカに触
れ合うことができますが、泳ぐ必要はありません。ツアー参加前にツアーオペレーターから免責書類が配られま
すので記入をお願いします。観覧者は割引料金でご参加いただけますので、ツアーデスクでお尋ねください。水
中にはいかなるカメラも持ち込めません。イルカとのお写真は触れ合い後に見て購入することができます。。写
真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。写真の購
入は各自の責任となります。
（年齢制限3歳以上）

ツアー番号：GCM-670 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
アトランティス潜水艦アドベンチャー
Atlantis Submarine Scenic Adventure
所要時間：約1時間半

＜注意事項＞
スティングレイ・サンドバーは岸から数キロ離れた所に位置します。ボートからの入水地点の水深は1.8～3メー
トルです。サンドバーの水深は0.9～1.2メートルです。シュノーケリング器材は貸出されます。配布されるベス
トはシュノーケリング中は必ず着用ください。ツアー参加前にツアーオペレーターから免責書類が配られますの
でご記入ください。
（年齢制限8歳以上70歳以下、体重制限124キロ以下）

ツアー番号：GCM-705 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
イルカとの触れ合いとタートルファーム
Dolphin Encounter & Turtle Centre
所要時間：約3時間半
下車予定：② 車窓予定：①

アカエイとの触れ合い、サンゴ礁でのシュノーケリングと景観クルーズ
Stingray Encounter, Reef, Snorkel & Scenic Cruise
所要時間：約3時間
下車予定：④⑤ 車窓予定：

ツアー番号：GCM-850 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定：③ 車窓予定：①⑥
＜注意事項＞
訪問順序が変更になる場合があります。

＜注意事項＞
このツアーではほとんど徒歩観光を含みません。

ツアー番号：GCM-110 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）
イルカショー、ヘルとトルトゥガ・ラムケーキ
Dolphin Show, Hell & Tortuga Rum Cake
所要時間：約2時間

＜注意事項＞
このツアーはシュノーケリングが含まれません。8歳以上の泳ぐことができるお子様で、大人の同伴が必要で
す。水着を着用し、タオルと日焼け止めをご持参ください。イルカの保護のため、装飾品は外してください。ア
クアシューズの着用をお勧めします。妊娠中の方や呼吸器に問題ある方にはお勧めしません。ツアー参加前にツ
アーオペレーターから免責書類が配られますので記入をお願いします。スティングレイ・サンドバーは沖から数
キロ離れた所に位置します。ボートからの入水地点の水深は1.8～3メートルです。サンドバーの水深は0.9～1.2
メートルです。ドルフィン・コーブではプロによる写真やビデオ撮影、食べ物や飲み物など購入することが出来
ます。写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。
写真の購入は各自の責任となります。
（年齢制限8歳以上、体重制限113キロ以下）

ツアー番号：GCM-150 ツアー料金：＄24.95～（子供料金：12歳以下）
トロリーによるジョージタウン観光
Trolley Roger Train Scenic Tour of Georgetown
所要時間：約1時間
下車予定：① 車窓予定：

イルカとのスイミングとアカエイとの触れ合い
Dolphin Swim & Stingray Encounter
所要時間：約4時間半
下車予定：④ 車窓予定：

ツアー番号：GCM-710 ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定：②③ 車窓予定：⑥
＜注意事項＞
半潜水艦までは8～10段ほどの階段があります。日焼け止めと帽子、歩きやすい靴をご用意ください。

車窓予定：
＜注意事項＞
凸凹な箇所もあります。履きなれた靴を着用ください。ラム・ポイントでの料理の注文はお客様のお支払いとな
ります。お料理の注文や準備、サービスには時間を要する場合があります。訪問順序が変わる場合があります。

ツアー番号：GCM-600 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
陸地と海のコンビネーション
Land & Sea Combination
所要時間：約3時間半

＜注意事項＞
訪問順序が変わる場合があります。事前に切手を貼った郵便物をご準備ください（船内にてケイマンの切手が購
入できます）。ヘルから投函されたポストカードには「ヘル=地獄」と消印が押されます。

ツアー番号：GCM-120 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
島内景観ドライブ、ヘルとビーチ
Coast-to-Coast Scenic Island Drive, Hell & Beach
所要時間：約5時間
下車予定③⑧

タートルファーム、ヘル、トルトゥガ・ラムケーキセンターと景観ドライブ
Turtle Centre, Hell, Tortuga Rum Cake & Scenic Drive
所要時間：約2時間半
下車予定：② 車窓予定：①③⑥

ツアー番号：GCM-105 ツアー料金：＄54.95～（子供料金有：12歳以下）
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⑧ バタフライファーム　Butterfly Farm

アルバのバタフライファームでは、何百もの珍しい蝶が大きな金網の中を自由に飛び回っています。蝶の一生における様々
な過程を見て、この小さな生き物に触れてみましょう。

⑤ アヨ岩山とカシバリ岩山　Ayo or Casibari Rock Formations

この劇的な岩石層を形作る岩の中には、小さな家ほどの大きさで、重さ数トンに及ぶものもあります。アラワク族の人々は、近
づいてくる嵐の音を聞き、避難する為にこの岩山を利用しました。

⑥ ダチョウ牧場　Ostrich Attraction

この珍しい牧場には、活動的なダチョウやエミューが数多く住んでおり、これらの鳥の生態を間近で見たり、手から餌を食与え
ることができます。

⑦ ビーチ　Beaches

アルバはヤシの木が立ち並ぶ優雅な白砂のビーチで有名です。穏やかで澄んだ海は水泳やシュノーケリング、日光浴にぴっ
たりです。

小自然橋は、岩とサンゴによる息をのむような造形です。元の自然橋は2005年に海に沈んでしまいましたが、残った小さな橋
は島で必見の名所となっています。

アルバ島

Aruba
気候の爽やかなこの島は、1986年の独立までオランダ領アンティル諸島の一部であり、今もオランダの趣が残ってい
ます。アルバは対照的な島です。サボテンやジビジビの木が点在する不毛な内陸に対し、沿岸には静かな入江や砂
浜が広がっています。アルバの長く多彩な歴史は、その言語に表れています。パピアメント語と言われる通用語は、
スペイン語、フランス語、ポルトガル語、オランダ語、アフリカ言語、英語の要素が融合したものです。

＜見どころ＞

① カリフォルニア灯台　California Lighthouse

崖の上にそびえ、アルバ沖で沈没した「ＵＳカリフォルニア」にちなんで名づけられた灯台は1910年に造られ、島と海岸線の見
事な眺めが楽しめます。

② オラニエスタッド　Oranjestad

島の首都であるアルバ最大の港町は、目抜き通りはショッピングに最適ですが、印象的なオランダ植民地様式の建物でも知
られています。

③ 沈没船「アンティラ」　The "Antilla" Shipwreck

全長約120メートルの沈没船「アンティラ」は、カリブ海最大の沈没船で、観光名所としても人気です。第二次世界大戦中に沈
没したこの船には、さまざまな珍しい海の生き物が棲みついています。

④ 小自然橋　Baby Natural Bridge
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健脚レベル その他

真のアルバ、アロエ・ファクトリーとビーチへの逃避行
Discover Aruba, Aloe Factory & Beach Getaway

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
見学順序は変更になる場合がありますが、ビーチは必ず最後に訪問します。予め水着を着用し、タオル、日焼
け止めをお持ちください。ビーチチェアーのご利用は優先順のサービスです。海が荒れている場合、ビーチの
訪問を中止し、別の見学箇所を訪れる場合があります。お手洗いは自然橋で利用できますが、現地の慣習によ
り50セントが必要です。参加者は手を借りずに階段3段のバスの乗り降りができなければなりません。

＜注意事項＞
履き慣れた歩きやすい靴をお履きください。また日焼け止めもご持参ください。また、お手洗いとお土産を購
入するために現金もお持ち下さい。

ツアー番号：AUA-100 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
島の見どころとビーチ
Island Highlights & Beach
所要時間：約4時間
下車予定：⑤⑦ 車窓予定：①②④

ツアー番号：AUA-115 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
アルバ・ツアートップ４
Tour Aruba's Top Four
所要時間：約3時間半
下車予定：①②④⑤ 車窓予定：

予め水着を着用し、タオル、日焼け止めをお持ちください。日曜日に到着した場合、アロエ・ファクトリーに
は入れますが、稼働はしていません。

ツアー番号：AUA-110 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
アルバの名所、音と景色
Aruba Sights, Sounds & Scenes
所要時間：約3時間半
下車予定：①④ 車窓予定：

ツアー番号：AUA-105 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：⑤⑦ 車窓予定：
＜注意事項＞
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

バタフライファーム、岩山とショッピング
Butterfly Farm, Rock Formations & Shopping

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
すべての地域は、アスファルト等で舗装されています。 傾斜面はありません。

＜注意事項＞
予め水着を着用し、タオル、日焼け止めをお持ちください。飲み物や食べ物は購入できます。ビーチではデッ
キチェアのレンタルがあります。ムンバビーチの黄色いデッキチェアは無料で利用できます。ツアーの前に免
責同意書への記入が必要です。

ツアー番号：AUA-380 ツアー料金：＄34.95～（子供料金有：12歳以下）
オラニエスタッドの文化を巡るウォーキングツアー
CULTURAL WALKING TOUR THROUGH ORANJESTAD
所要時間：約2時間半
下車予定：② 車窓予定：

見学順序は変更になる場合があります。日曜日に到着した場合、アロエ・ファクトリーには入れますが、稼働
はしていません。

ツアー番号：AUA-285 ツアー料金：＄34.95～（子供料金有：12歳以下）
カリフォルニア灯台とビーチ
California Lighthouse & Beach
所要時間：約4時間
下車予定：①⑦ 車窓予定：

所要時間：約3時間
下車予定：⑤⑧ 車窓予定：
＜注意事項＞

下車予定：①⑤⑥ 車窓予定：②④⑦
＜注意事項＞
制限はありませんが、参加者は手を借りずに階段3段のバスの乗り降りができなければなりません。
見学順序は変更になる場合があります。ダチョウに餌を与えることはできますが、注意して行ってください。
餌付けの前には、アクセサリー類やサングラスは外してください。

ツアー番号：AUA-235 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）

ツアー番号：AUA-230 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
カリフォルニア灯台、ダチョウ牧場とショッピング
California Lighthouse, Ostrich Attraction & Shopping
所要時間：約4時間
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

スクーナークルーズと沈没船アンティラ＆シュノーケリング
Schooner Cruise, Antilla Shipwreck & Snorkeling

健脚レベル その他

双胴船でのシュノーケルとビーチへの逃避行
Catamaran Snorkel & Beach Getaway

予め水着を着用し、タオル、日焼け止めをお持ちください。船にはクッション席と日陰があるエリアがありま
す。首や背中に問題がある方、心臓や呼吸器官に疾患がある方にはお勧めしません。シュノーケリングの器材
は含まれております。シュノーケリングベストの着用が義務付けられています。ツアーの前に免責同意書への
記入が必要です。沈没船アンティラ付近のシュノーケリングは、波の状況によって別の場所に代わる場合がご
ざいます。当ツアーの催行日は、クルーズの日程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザー
にてご確認ください。

ツアー番号：AUA-820 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約3時間半
下車予定：⑦ 車窓予定：

所要時間：約4時間
下車予定：③ 車窓予定：
＜注意事項＞

下車予定：③ 車窓予定：⑦
＜注意事項＞
シュノーケリング用ボートまで270メートル程歩きます。予め水着を着用し、タオル、日焼け止めをお持ちく
ださい。シュノーケリングの器材は含まれております。シュノーケリングベストの着用が義務付けられていま
す。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。沈没船アンティラ付近のシュノーケリングは、波の状況に
よって別の場所に代わる場合がございます。

ツアー番号：AUA-805 ツアー料金：＄64.95～（子供料金有：12歳以下）

ツアー番号：AUA-810 ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）
シュノーケリングと沈没船アンティラ
Snorkeling Cruise & Antilla Shipwreck
所要時間：約4時間
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定：③ 車窓予定：
＜注意事項＞
オープン・ウォーター・ダイバーの掲示が必要です。また、過去2年以内にダイビング経験がある方のみお申込
みください。医療アンケートがツアーの運営者によって審査され、参加の可否はアンケートの結果によりま
す。後で問題が起こらぬようにダイビングをするため、かかりつけの医師による医療的課題をを明確にした書
面を前もって準備することをお勧めします。医療アンケートのサンプルは、PADIとNAUIの主要なダイビング
協会のウェブサイトから閲覧することができます。病歴によっては参加をご遠慮いただく場合があります。見
学順序は変更になる場合があります。また、ダイビングを行う場所も変更の可能性があります。器具は全て含
まれています。
（年齢制限12歳以上、体重制限158キロ以下）

＜注意事項＞
このツアーでは、活動的に参加する必要があり、険しい地形を歩いたりもします。背中や首に問題のある方、
腎臓に問題のある方、妊娠中の女性、または、8歳未満の子供は参加できません。つま先が覆われた歩きやすい
靴と服の下に水着を着て、水でぬれてもよい靴を持参して参加する事をお勧めします。ランドローバーは、経
験豊かなドライバーが運転します。万が一、海が荒れた場合は、”自然プール”で泳ぐことができない場合もあ
ります。その時には、別な場所になる場合もあります。ツアーの順番は、変更になる場合もあります。
（年齢制限8歳以上、体重制限136キロ以下）

ツアー番号：AUA-930 ツアー料金：＄99.95～（子供料金：なし）
有資格スキューバダイビングと沈没船アンティラ（２箇所）
Certified Scuba Diving & Antilla Shipwreck (Two Sites)
所要時間：約4時間

＜注意事項＞
シュノーケリング、スヌーバとウォーターパークのご利用は、健康な方だけにお勧めします。妊娠している
方、背中に問題のある方は、ウォーターパークでのスライダーの利用はしないでください。前もって水着を着
用し、タオル、日焼け止めをお持ちください。ロッカーは小額でご利用頂けます。到着時間により朝食又は昼
食がサービスされます。ウォーターパークは午前10時に開園しスライダーも午前10時から利用できます。パー
ム島ビーチ券を購入された方はスヌーバに僅かな追加料金でアップグレードいただけます。ツアーの前に免責
同意書への記入が必要です。

ツアー番号：AUA-345 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
４WDで行く水泳とシュノーケリング・サファリツアー
4x4 Natural Pool Swim & Snorkel Safari
所要時間：約3時間半
下車予定：④ 車窓予定：①

ツアー番号：AUA-280 ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）
パーム島のビーチとウォーターパーク（食事付）
Discovery Family De Palm Island Beach, Water Park & Meal
所要時間：約4時間半
下車予定：⑦ 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

田園地帯の乗馬ツアー
Countryside Horseback Ride

健脚レベル その他

＜注意事項＞
このツアーに参加する場合、免責同意書への記入が必要となります。参加者の身長・体重制限があるので、ご
参加希望のお子様はお問い合わせください。

＜注意事項＞
活動的なツアーのため、体力に自信のある方だけにお勧めします。乗馬に適した服を着用し、適切な日焼け止
めをお持ちください。つま先の閉じた靴でご参加ください。参加者はヘルメットの着用が義務付けられていま
す。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。このツアーでは馬で海の中には入りません。また、水泳を
含まないツアーです。
（年齢制限10歳以上、体重制限102キロ以下）

ツアー番号：AUA-560 ツアー料金：＄119.95～（子供料金：なし）
UTVで行く、アルバの荒野と自然プール
UTV THROUGH ARUBA'S OUTBACK & NATURAL POOL SWIM
所要時間：約3時間半
下車予定：② 車窓予定：④

＜注意事項＞
妊娠している方、背中や首、腎臓に問題のある方はご参加になれません。日焼け止めをお持ちください。ツ
アーの前に免責同意書への記入が必要です。見学箇所によっては、お手洗いを使用するのに50セントが必要で
す。
（年齢制限6歳以上、体重制限158キロ以下）

ツアー番号：AUA-430 ツアー料金：＄109.95～（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：④⑦

４WDツアー、小自然橋とアラシビーチ
4WD Island Tour, Baby Natural Bridge & Arashi Beach
所要時間：約4時間半
下車予定：①④⑤⑦ 車窓予定：

ツアー番号：AUA-340 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

半潜水艦による沈没船見学と島のドライブ
Semi-Submarine, Shipwreck & Island Drive

健脚レベル その他

アトランティス潜水艦での冒険
Atlantis Submarine Expedition

＜注意事項＞
半潜水艦に乗るには11段の急な階段があります。潜水艇内での撮影には、ASA400以上の高感度フィルムの使
用をお勧めします。半潜水艦は米国沿岸警備隊に承認されたものです。トランスファーボートへの移動に約
270メートルの歩行を伴います。
（年齢制限4歳以上、身長制限91.5センチ以上）

カリフォルニア灯台は現在修復中ですが、景観には何ら変化はありません。ASA400以上の高感度フィルムの
使用をお勧めします。見学順序は変更になる場合があります。

ツアー番号：AUA-670 ツアー料金：＄109.95～（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：⑦

所要時間：約4時間
下車予定：①③⑤ 車窓予定：④
＜注意事項＞

下車予定：① 車窓予定：⑦
＜注意事項＞
当ツアーはUTVごとの料金で、2人乗りです。25歳以上の方で運転免許書をお持ちの方のみ運転できます。妊
娠している方、背中や首に問題のある方はご参加いただけません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要で
す。当ツアーの催行日はクルーズの日程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーでご確認
ください。
（年齢制限12歳以上）

ツアー番号：AUA-655 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

ツアー番号：AUA-555 ツアー料金：＄229.95～（子供料金有：12歳以下）
UTVオフロード・アドベンチャー
UTV Off-Road Adventure
所要時間：約3時間15分
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商業地区を離れ、ジャマイカの歴史あるグレートハウスや、現在も栽培しているバナナ、サトウキビ、コーヒーやスパイスなど
の農園をツアーで訪れてみましょう。

④ ミスティック・マウンテン　Mystic Mountain

⑧ アウトドアアドベンチャー　Outdoor Adventure

キャノピーツアーに参加し、森林をジップラインで通り抜けたり、川を浮き輪で下ったり、ボブスレーに乗ってみたり、ジャマイカ
では様々なアドベンチャーをお楽しみ頂けます。

⑤ リバー・ラフティング　River Rafting

ジャマイカの美しい景色が続く海岸線沿いから歴史あるマーサブレイ川に向かい、長さ10メートルの２人乗りの竹製いかだで
の川下りをお楽しみください。

⑥ イルカとの触れ合い　Dolphin Encounter

壮大な海をテーマにしたドルフィン・コーブでバンドウイルカとの触れ合いは忘れられない思い出になる事でしょう。遊び好きな
イルカと触れ合い、トレーニングの秘密を知り、そしてマリンアクティビティを楽しみましょう。

⑦ ビーチ　Beaches

キラキラ輝くターコイズブルーの海、柔らかな白砂と絵葉書のような風景は穏やかなオーチョ・リオスのビーチはこれぞジャマ
イカと思い起こさせます。

2008年にオープンしたエキサイティングなアトラクションで、素晴らしい景色が広がり、スカイ・エクスプローラー・チェアーリフ
ト、ジャマイカン・ボブスレー体験、興味深い展示、インフィニティープールやレストランなどがあります。家族全員で楽しめま
す。

約183メートルの落差がある世界的に有名なこの滝は、巨大な岩の階段を通ってカリブ海に注ぎ込みます。滝の上に登ること
もできますが、濡れたくない方は、隣接する遊歩道を散策しましょう。

② コヤバ河岸庭園　Coyaba Gardens

緑豊かな熱帯のジャングル、滝、輝くため池のある美しく手入れされた庭園です。イギリスの植民地時代にさかのぼる歴史博
物館も隣接しています。

③ ジャマイカの農園　Jamaican Estates

オーチョ・リオス　ジャマイカ

Ocho Rios, Jamaica
オーチョ・リオス（スペイン語で8つの川という意味）はジャマイカの北岸でモンテゴベイから約107キロ東にあります。
蒼々とした山々に白砂の海岸、花が咲き乱れる丘陵にさわやかなそよ風が吹き、ジャマイカは魅力いっぱいです。息
をのむような自然美とユニークな社会、英国、アフリカ、スペインとアジアの影響が混ざり合い、カリブ海に浮かぶ思
い出に残る寄港地ジャマイカを作り上げています。オーチョ・リオスはジャマイカを代表する素晴らしい地です。このエ
リアは知名度の高いダンズリバーフォールを含む爽快な川や滝により名前が付けられています。

＜見どころ＞

① ダンズリバーフォール　Dunn's River Falls
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健脚レベル その他

ミスティック・マウンテンでチェアーリフト空中遊覧
Mystic Mountain Rainforest Aerial Chairlift

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
•クレジットカードのご利用可
•無料WiFi
*シュノーケルギアとカヤックのレンタル可
*マッサージ利用可能
*ロゴアイテム、Tシャツ、キューバ葉巻、ブルーマウンテンコーヒー、ジュエリーなどを販売するお土産店も
あります。

＜注意事項＞
背中や首に問題のある方、心臓の持病がある方、または、妊娠中の方はご参加できません。ツアー参加前に、
免責書類にご記入頂きます。水着を着用しタオルと日焼け止めをご持参ください。移動に利用するボートの出
発する場所が異なる場合があります。ボートが沖に停泊したら、スイミングをお楽しみ頂けます。参加者は浅
瀬で泳いで頂きますがビーチは個人所有地の為、立ち寄ることはできません。

ツアー番号：OCJ-275 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
バンブービーチクラブ
Bamboo Beach Club
所要時間：約4時間
下車予定：⑦ 車窓予定：

ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。ツアー所要時間はミスティック・マウンテンにどのくらい滞在
するかによって変更いたします。身長121センチ以上のお子様は、保護者の同伴がなくてもご参加頂けます。
リフトは4名乗りです。プールで泳がれる予定の方は、あらかじめ水着を着用しタオルをご持参ください。船へ
戻るシャトルバスは15分間隔で運行します。
（年齢制限4歳以上）

ツアー番号：OCJ-760 ツアー料金：＄54.95～（子供料金有：12歳以下）
パラダイスコーブ、スイミングと景観クルーズ
Paradise Cove, Swim & Scenic Coastal Cruise
所要時間：約3時間
下車予定： 車窓予定：①⑦

ツアー番号：OCJ-225 ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約1時間
下車予定：④ 車窓予定：
＜注意事項＞
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

マーサブレイ川でのいかだ下り
River Rafting On The Martha Brae

健脚レベル その他

＜注意事項＞
救命胴衣の着用が義務付けられています。ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。貴重品は本船におい
てきてください。このツアーは水に濡れます。妊娠中の方はご参加頂けません。
（年齢制限6歳以上、体重制限136キロ以下）

＜注意事項＞
いかだに乗り込む際に5段の段差があります。いかだにカメラを持ち込む場合は自己責任となります。
（年齢制限3歳以上）

ツアー番号：OCJ-730 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
浮き輪で川下り
River Tubing Eco-Adventure
所要時間：約3時間半
下車予定：⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。滝は場所により大変滑りやすくなっております。しっかりとし
たゴム底の靴を着用するか、または現地で借りてください。滝から飛び降りることは禁止されています。水着
やタオルをご持参ください。滝には貸ロッカーの設備があり、小額でご利用頂けます。バスの中には物を置い
ていけません。ダンズリバーフォールでの写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオ
ペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各自の責任となります。リフトには身長121センチ以上の
お子様は、保護者の同伴がなくてもご参加頂けます。リフトは4名乗りです。背中や首に問題のある方、心臓の
持病がある方、また妊娠中の方はお勧めできません。
（体重制限167キロ以下）

ツアー番号：OCJ-645 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約4時間半
下車予定：⑧ 車窓予定：

ツアー番号：OCJ-325 ツアー料金：＄69.95～（子供料金：12歳以下）
チェアーリフトでの空中遊覧とダンズリバーフォール
Rainforest Aerial Chairlift & Dunn's River Falls
所要時間：約4時間
下車予定：①④　 車窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
ジャマイカのロブスター禁猟期（4月～6月）にはロブスターは提供されません。 この期間中は、蒸した鯛が切
り身か丸ごと一尾、レモン・ブールブラン・ソースで提供されます。6歳のお子様がチューブに乗る際は、保護
者の同乗が必要です。チューブご利用の齢制限は6歳以上、体重制限は127キロ以下です。 妊娠中の女性や首や
背中、膝に問題がある人はご利用の際に十分注意をしてください。
•クレジットカードのご利用可
•無料WiFi
*シュノーケルギアとカヤックのレンタル可
*マッサージ利用可能
*ロゴアイテム、Tシャツ、キューバ葉巻、ブルーマウンテンコーヒー、ジュエリーなどを販売するお土産店も
あります。

＜注意事項＞
最も活動的なツアーの為、体力に自身があり健康状態が良い方のみご参加ください。動きやすい服装とスニー
カー又は爪先が隠れる靴を着用ください。ズボンはひざ丈より長い物を着用ください。虫よけスプレーと日焼
け止めをご持参ください。無くなりやすい物はウエストポーチやポケットにしまってください。リュックサッ
クはご利用出来ません。ジップライン中は両手が自由に使える必要があります。ツアー参加前に、免責書類に
ご記入頂きます。写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携では
ありません。写真の購入は各自の責任となります。
妊娠中の方や心臓や背中、呼吸器に問題がある方、車椅子をご利用の方はご参加頂けません。
（年齢制限10歳以上、体重制限119キロ以下）

ツアー番号：OCJ-280 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
バンブービーチクラブ VIP体験
Bamboo Beach Club VIP Experience
所要時間：約4時間
下車予定：⑦ 車窓予定：

ツアー番号：OCJ-400 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
熱帯雨林でのジップラインアドベンチャーとエコ・ウォーク
Rainforest Canopy Zipline Adventure & Eco-Walk
所要時間：約4時間
下車予定：⑧ 車窓予定：
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健脚レベル その他

チェアーリフトでの空中散歩、ボブスレーとダンズリバーフォール
Aerial Chairlift, Bobsled & Dunn's River Falls

健脚レベル その他

＜注意事項＞
ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。ダンズリバーフォールに登る方は、水着を着用の上、濡れても
いいしっかりとしたゴム底の靴を着用ください。滝は場所により大変滑りやすくなっております。滝から飛び
降りることは禁止されています。タオルと日焼け止めをご持参ください。滝には貸ロッカーの設備があり、小
額でご利用頂けます。ビーチではお飲み物を購入することが出来ます。ダンズリバーフォールでの写真撮影の
サービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各
自の責任となります。ツアー訪問順序が変わる場合があります。

＜注意事項＞
ツアーの所要時間はミスティック・マウンテンの滞在時間により異なります。ツアー参加前に、免責書類にご
記入頂きます。ジャマイカ・ボブスレーに乗る場合は、公園にて追加購入でご参加頂けます。身長121センチ
以上のお子様から、保護者の同乗なしでボブスレーにお乗り頂けます。ボブスレーは乗り込み式で一人乗り、
スピードは最高時速64キロまで出ます。
ダンズリバーフォールは、場所により大変滑りやすくなっております。しっかりとしたゴム底の靴を着用する
か、または現地で借りてください。滝から飛び降りることは禁止されています。水着やタオルをご持参くださ
い。滝には貸ロッカーの設備があり、小額でご利用頂けます。船へ戻るシャトルバスは15分間隔で運行しま
す。ダンズリバーフォールでの写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーター
との提携ではありません。写真の購入は各自の責任となります。
首、背中や膝に怪我をしている方、心臓に問題がある方や妊娠中の方にはお勧めしません。
（年齢制限6歳以上、身長制限117センチ以上、体重制限136キロ以下）

ツアー番号：OCJ-220 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
ショー・パーク・ガーデン、ダンズリバーフォールとビーチ
Shaw Park Gardens, Dunn's River Falls & Beach
所要時間：約5時間半
下車予定：①⑦ 車窓予定：

ツアー番号：OCJ-425 ツアー料金：＄84.95～（子供料金有り：12歳以下）

所要時間：約4時間半
下車予定：①④⑧ 車窓予定：
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健脚レベル その他
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＜注意事項＞
6歳のお子様がチューブに乗る際は、保護者の同乗が必要です。妊娠中の方、首や背中、膝に問題がある方は、
十分注意してください。
（年齢制限6歳以上、体重制限127キロ以下）

＜注意事項＞
妊娠中の方、首、背中や膝、心臓に問題がある方は、ダンズリバーフォールを上る際は十分注意してくださ
い。飲酒は21歳以上です。追加料金でマッサージのご利用が可能です。クレジットカードがご利用頂けます。
ロゴアイテム、Tシャツ、キューバ葉巻、ブルーマウンテンコーヒー、ジュエリーなどを販売するお土産店も
あります。
（年齢制限5歳以上）

ツアー番号：OCJ-735 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
浮き輪で川下りとバンブービーチクラブ
River Tubing Adventure and Bamboo Beach Club
所要時間：約4時間半
下車予定：⑦ 車窓予定：

＜注意事項＞
妊娠中の方、首、背中や膝、心臓に問題がある方は、ダンズリバーフォールを上る際は十分注意してくださ
い。飲酒は21歳以上です。バンブービーチクラブでは、無料Wi-Fi、追加料金でシュノーケルギアとカヤック
のレンタル、ビーチマッサージがご利用可能です。ロゴアイテム、Tシャツ、キューバ葉巻、ブルーマウンテ
ンコーヒー、ジュエリーなどを販売するお土産店もあります。
（年齢制限5歳以上)

ツアー番号：OCJ-380 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
ダンズリバーフォールとレゲエヒル
Dunn's River Falls & Reggae Hill Experience
所要時間：約5時間
下車予定：① 車窓予定：

ツアー番号：OCJ-285 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
ダンズリバーフォールとバンブービーチクラブ
Dunn's River Falls Adventure and Bamboo Beach Club
所要時間：約5時間
下車予定：①⑦ 車窓予定：
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＜注意事項＞
ジャマイカのロブスター禁猟期（4月～6月）にはロブスターは提供されません。 この期間中は、蒸した鯛が切
り身か丸ごと一尾、レモン・ブールブラン・ソースで提供されます。妊娠中の方、首、背中、心臓、または膝
に問題のある方は、ダンズリバーフォールを上る際は十分注意してください。飲酒は21歳以上です。バンブー
ビーチクラブでは、無料Wi-Fi、追加料金でシュノーケルギアとカヤックのレンタル、ビーチマッサージがご利
用可能です。ロゴアイテム、Tシャツ、キューバ葉巻、ブルーマウンテンコーヒー、ジュエリーなどを販売す
るお土産店もあります。
（年齢制限5歳以上）

＜注意事項＞
滝は場所により大変滑りやすくなっております。しっかりとしたゴム底の靴を着用するか、または現地で借り
てください。滝から飛び降りることは禁止されています。水着やタオルをご持参ください。滝には貸ロッカー
の設備があり、小額でご利用頂けます。ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。ダンズリバーフォール
での写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。
写真の購入は各自の責任となります。妊娠中の方や背中に問題のある方はご参加頂けません。車椅子のご利用
や体の弱い方はご参加頂けません。目の見えない方には向きません。
（年齢制限6歳以上、体重制限136キロ以下）

ツアー番号：OCJ-290 ツアー料金：＄109.95～（子供料金有：12歳以下）
ダンズリバーフォールとバンブービーチクラブVIP体験
Dunn's River Falls Adventure & Bamboo Beach Club VIP Experience
所要時間：約5時間
下車予定：①⑦ 車窓予定：

ツアー番号：OCJ-340 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
ダンズリバーフォールと4WDでのパノラマドライブ
Dunn's River Falls & 4WD Scenic Panoramic Drive
所要時間：約5時間
下車予定：①⑧ 車窓予定：
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＜注意事項＞
日焼け止め、現金又はクレジットカード、カメラをご持参ください。ジップラインにご参加の際は、必ずつま
先の閉じた靴を着用ください。ジップラインとチャレンジコースにご参加の最中は、安全のためカメラはご使
用頂けません。妊娠中の方、背中や首に怪我をしている方、手術をされたばかり方はご参加頂けません。
**ウォータースライダーはツアーに含まれません。
（年齢制限6歳以上、身長制限122センチ以上、体重制限23キロ以上119キロ以下）

＜注意事項＞
料金には、ラウンジチェア、日傘、各種アクティビティ、お飲物（無制限/アルコール・ノンアルコール）が含
まれています。水着を着用しタオルと日焼け止めをご持参ください。ツアー参加前に、免責書類にご記入頂き
ます。心臓病をお持ちの方はご参加頂けません。ほとんどのアクティビティには監督者がおりません。 オプ
ションのアクティビティの中には、妊娠中の方には向かないものがあります。ツアーパッケージ内で、カヤッ
ク、ウィンドサーフィン、ホビーキャット（ヨット）がご利用頂けます。シュノーケリングは、ご自身の装備
をご持参の場合は、ビーチで指定されたエリア内で楽しむことができます。スケジュールによっては、$25の
追加代金でサンゴ礁へシュノーケルに行くボートがご利用頂けます。
（年齢制限18歳以上）

ツアー番号：OCJ-405 ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）
グッド・ホープ・エステートでのスリル体験（昼食付）
Good Hope Estate's Thrill Seeker's Pass with Lunch
所要時間：約6時間
下車予定：③⑤⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
ジャマイカのロブスター禁猟期（4月～6月）にはロブスターは提供されません。 この期間中は、蒸した鯛が切
り身か丸ごと一尾、レモン・ブールブラン・ソースで提供されます。6歳のお子様がチューブに乗る際は、保護
者の同乗が必要です。チューブご利用の齢制限は6歳以上、体重制限は127キロ以下です。 妊娠中の女性や首や
背中、膝に問題がある人はご利用の際に十分注意をしてください。
•クレジットカードのご利用可
（年齢制限6歳以上、体重制限127キロ以下）

ツアー番号：OCJ-295 ツアー料金：＄129.95～（子供料金：なし）
ダンズリバーの宝石　大人向けリゾートとビーチ（昼食付）
Jewel of Dunn's River Adult Resort, Beach & Lunch
所要時間：約5時間
下車予定：⑦ 車窓予定：

ツアー番号：OCJ-740 ツアー料金：＄109.95～（子供料金有：12歳以下）
浮き輪で川下りとバンブービーチクラブVIP体験
River Tubing Adventure and Bamboo Beach Club VIP Experience
所要時間：約4時間半
下車予定：⑦ 車窓予定：
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＜注意事項＞
坂道を上れば滝の頂上にある展望台に行く事が出来ますが、滝の奥へは階段となり傾斜はありません。滝の眺
望をご覧頂き、またさらに滝の下にある海岸で泳ぐことも出来ます。こちらのアクティビティへ参加される場
合は、水着を着用の上、タオルを持参ください。コヤバ河岸庭園へは15段の階段を登る必要がありますが、傾
斜もあります。訪問順序が変わる場合があります。
このツアーの参加人数は限られています。折り畳み式車椅子やウォーカーを収めることが出来ます。参加者は
車に乗る為に2～3段の段差が登れる必要があります。身長91センチ未満のお子様は、滝に登ることは出来ませ
ん。
ご案内：。車椅子常用の方はツアーコードOCJ-106にお申し込みください。家族、友人などの同行者は本ツ
アーOCJ-105にお申し込みいただくと、同じツアーで回ることができます。

＜注意事項＞
ダンズリバーフォールは場所により大変滑りやすくなっておりますしっかりとしたゴム底の靴を着用するか、
または現地で借りてください。滝から飛び降りることは禁止されています。水着やとタオルをご持参くださ
い。滝には貸ロッカーの設備があり、小額でご利用頂けます。ダンズリバーフォールでの写真撮影のサービス
は外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各自の責任
となります。心臓に問題がある方や糖尿病、腰痛の方、妊娠中の方は、滝登りは出来ません。訪問順序が変わ
る場合があります。
（年齢制限3歳以上、身長制限92センチ以上、体重制限136キロ以下）

ツアー番号：OCJ-105 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
ダンズリバーフォール、コヤバ河岸庭園とショッピング
Dunn's River Falls View, Coyaba Gardens & Shopping
所要時間：約3時間
下車予定：①② 車窓予定：

＜注意事項＞
車椅子ご利用する方には、お手伝いがあります。

ツアー番号：OCJ-100 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
ダンズリバーフォール、ハーモニーホールとショッピング
Dunn's River Falls, Harmony Hall & Shopping
所要時間：約4時間半
下車予定：① 車窓予定：

ツアー番号：OCJ-110 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
セビリヤ博物館、沿岸景観ドライブとショッピング
Seville Museum, Scenic Coast Drive & Shopping
所要時間：約4時間半
下車予定： 車窓予定：③



53

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。ツアー訪問順序が変わる場合があります。ダンズリバーフォー
ルは場所により大変滑りやすくなっております。しっかりとしたゴム底の靴を着用するか、または現地で借り
てください。滝から飛び降りることは禁止されています。ダンズリバーフォールでの写真撮影のサービスは外
部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各自の責任とな
ります。水着を着用の上、タオルと日焼け止めをご持参ください。ドルフィン・コーブと滝には貸ロッカーの
設備があり、小額でご利用頂けます。イルカのそばではカメラは使用できません。

＜注意事項＞
このツアーの内容はOCJ-105と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はOCJ-105で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。坂道
を上れば滝の頂上にある展望台に行く事が出来ますが、滝の奥へは階段となり傾斜はありません。滝の眺望を
ご覧頂き、またさらに滝の下にある海岸で泳ぐことも出来ます。こちらのアクティビティへ参加される場合
は、水着を着用の上、タオルを持参ください。コヤバ河岸庭園へは15段の階段を登る必要がありますが、傾斜
もあります。訪問順序が変わる場合があります。

ツアー番号：OCJ-725 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
ドルフィン・コーブ、シャークショーとダンズリバーフォール
Dolphin Cove, Shark Show & Dunn's River Falls
所要時間：約4時間
下車予定：① 車窓予定：

ツアー番号：OCJ-106 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
ダンズリバーフォール、コヤバ庭園とお買物（車椅子常用者）
Dunn's River Falls View, Coyaba Gardens & Shopping (Wheelchair Accessible)
所要時間：約3時間
下車予定：①② 車窓予定：



54

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
ツアー訪問順序が変わる場合があります。ダンズリバーフォールは場所により大変滑りやすくなっておりま
す。しっかりとしたゴム底の靴を着用するか、または現地で借りてください。滝から飛び降りることは禁止さ
れています。水着を着用の上、タオルと日焼け止めをご持参ください。コーブと滝には貸ロッカーの設備があ
り、小額でご利用頂けます。ツアー中イルカによるフット・プッシュとひれをつかんだ水泳はありません。イ
ルカのそばではカメラは使用できません。イルカとの触れ合い中は装飾品は必ず外してください。年齢制限は8
歳以上ですが、4歳から7歳のお子様で泳げる場合は、大人の同伴でご参加頂けます。ツアー参加前に、免責書
類にご記入頂きます。ダンズリバーフォールでの写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツ
アーオペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各自の責任となります。見学のみのお客様は、OCJ-
725をお申し込みください。
妊娠中の方はご参加頂けません。
（年齢制限8歳以上、体重制限113キロ以下）

＜注意事項＞
心臓や背中に問題がある方、高血圧、妊娠中の方や糖尿病の方はご参加頂けません。免責書類にご記入頂きま
す。洞窟ツアーでは衛生シート付きヘルメットが配られます。地下ツアーでは舗装道や小石や岩を含む凸凹道
を歩きます。一部膝を曲げて狭い通路を通る必要があります。
洞窟には62段の階段があり、ダンズフォールには185段の階段があり、滝の一部は大変滑りやすくなっており
ます。しっかりとしたゴム底の靴を着用するか、または現地で借りてください。滝から飛び降りることは禁止
されています。水着とタオルをご持参ください滝には貸ロッカーの設備があり、小額でご利用頂けます。ダン
ズリバーフォールでの写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携
ではありません。写真の購入は各自の責任となります。
（年齢制限3歳以上、身長制限92センチ以上）

ツアー番号：OCJ-705 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
イルカとの触れ合いとダンズリバーフォール
Dolphin Swim & Dunn's River Falls
所要時間：約4時間
下車予定：①⑥ 車窓予定：

ツアー番号：OCJ-475 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
グリーン・グロット洞窟とダンズフォール
Green Grotto Caves & Dunn's Falls
所要時間：約4時間半
下車予定：① 車窓予定：
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下車予定：③ 車窓予定：

＜注意事項＞
飲酒は21歳以上です。追加料金でマッサージをご利用頂けます。 クレジットカードをご利用頂けます。ロゴア
イテム、Tシャツ、キューバ葉巻、ブルーマウンテンコーヒー、ジュエリーなどを販売するお土産店もありま
す。

ツアー番号：OCJ-200 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
グッド・ホープ・エステートでハイティー
High Tea at Good Hope Estate
所要時間：約5時間

＜注意事項＞
免責書類にご記入いただきます。ツアー訪問順序が変わる場合があります。ダンズリバーフォールは場所によ
り大変滑りやすくなっております。しっかりとしたゴム底の靴を着用するか、または現地で借りてください。
滝から飛び降りることは禁止されています。水着を着用の上、タオルをご持参ください。滝には貸ロッカーの
設備があり、小額でご利用頂けます。ダンズリバーフォールでの写真撮影のサービスは外部業者によるもの
で、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各自の責任となります。訪問順序
が変わる場合があります。妊娠中の方や首、背中、心臓血管や呼吸器に問題がある方にはお勧めしません。

ツアー番号：OCJ-375 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
レゲエヒル体験
Reggae Hill Experience
所要時間：約4時間
下車予定： 車窓予定：

ツアー番号：OCJ-330 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
農園でトラクター乗車とダンズリバーフォール
Open-Air Plantation Ride & Dunn's River Falls
所要時間：約4時間
下車予定：①③ 車窓予定：
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商業地区を離れ、ジャマイカの歴史あるグレートハウスや、現在も栽培しているバナナ、サトウキビ、コーヒーやスパイスなど
の農園をツアーで訪れてみましょう。

④ ミスティック・マウンテン　Mystic Mountain

⑧ アウトドアアドベンチャー　Outdoor Adventure

キャノピーツアーに参加し、森林をジップラインで通り抜けたり、川を浮き輪で下ったり、ボブスレーに乗ってみたり、ジャマイカ
では様々なアドベンチャーをお楽しみ頂けます。

⑤ リバー・ラフティング　River Rafting

ジャマイカの美しい景色が続く海岸線沿いから歴史あるマーサブレイ川に向かい、長さ10メートルの２人乗りの竹製いかだで
の川下りをお楽しみください。

⑥ イルカとの触れ合い　Dolphin Encounter

壮大な海をテーマにしたドルフィン・コーブでバンドウイルカとの触れ合いは忘れられない思い出になる事でしょう。遊び好きな
イルカと触れ合い、トレーニングの秘密を知り、そしてマリンアクティビティを楽しみましょう。

⑦ ビーチ　Beaches

キラキラ輝くターコイズブルーの海、柔らかな白砂と絵葉書のような風景は穏やかなオーチョ・リオスのビーチはこれぞジャマ
イカと思い起こさせます。

2008年にオープンしたエキサイティングなアトラクションで、素晴らしい景色が広がり、スカイ・エクスプローラー・チェアーリフ
ト、ジャマイカン・ボブスレー体験、興味深い展示、インフィニティープールやレストランなどがあります。家族全員で楽しめま
す。

約183メートルの落差がある世界的に有名なこの滝は、巨大な岩の階段を通ってカリブ海に注ぎ込みます。滝の上に登ること
もできますが、濡れたくない方は、隣接する遊歩道を散策しましょう。

② コヤバ河岸庭園　Coyaba Gardens

緑豊かな熱帯のジャングル、滝、輝くため池のある美しく手入れされた庭園です。イギリスの植民地時代にさかのぼる歴史博
物館も隣接しています。

③ ジャマイカの農園　Jamaican Estates

ファルマス　ジャマイカ

Falmouth, Jamaica
ファルマスはジャマイカの中心都市であり、また、トレローニー教区の首都でもあります。ジャマイカ北部の湾岸に位
置するこの町は、モンテゴベイから東へ約29キロメートル離れています。カリブ海領域に残るジョージアンの町の中で
最も状態が良いものとして、その名を馳せています。ファルマスは1769年にトーマス・リードによって設立され、ジャマ
イカが世界有数の砂糖生産国であった40年間、市場および海港の中心地として繁栄しました。ファルマスという名前
は、当時ジャマイカの知事であったウィリアム・トレローニー氏の出身地、イギリスのコーンウォール南海岸に位置す
るファルマスからきています。標準的な大きさの基盤目に対し広い道路や十分な水道設備、そして公共の建物など、
この町は設立の際に緻密な計画が練られました。配管による水の供給に関しては、ニューヨーク市よりも前から行わ
れています。

＜見どころ＞

① ダンズリバーフォール　Dunn's River Falls
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＜注意事項＞
妊娠中の方やハンディキャップをお持ちの方はご参加頂けません。タオル、日焼け止め、現金またはクレジッ
トカードをお持ちください。ロッカーのレンタルをご利用頂けます。ツアー参加前に、免責書類にご記入頂き
ます。写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありませ
ん。写真の購入は各自の責任となります。
（年齢制限6歳以上、体重制限120キロ以下）

＜注意事項＞
妊娠4か月を超える方はご参加いただけません。いかだに乗り込む際に5段の段差があります。いかだにカメラ
を持ち込む場合は自己責任となります。（年齢制限3歳以上）

ツアー番号：FA3-730 ツアー料金：89.95～（子供料金有：12歳以下）
ゴム浮き輪での川下りと滝散策
River Tubing and Adventure Falls
所要時間：約3時間半
下車予定：⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
妊娠中の方、心臓病のある方、首や腰、手足に問題のある方は、ご参加はお控えください。このツアーでは舗
装された道、石灰岩の段差、斜面を歩きます。（身長制限92センチ以上）

ツアー番号：FA3-645 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
マーサブレイ川でのいかだ下り
River Rafting on the Martha Brae
所要時間：約3時間
下車予定：⑤⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
タオル、日焼け止め、現金またはクレジットカードをお持ちください。ツアー参加前に、免責書類にご記入頂
きます。

ツアー番号：FA3-305 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
ダンズリバーフォールの滝登り
Dunn's River Falls Express
所要時間：約4時間半
下車予定：① 車窓予定：

ツアー番号：FA3-280 ツアー料金：＄34.95～（子供料金有：12歳以下）
ジャマイカ・ビーチでのひととき
Jamaica Beach Break
所要時間：約4時間
下車予定：⑦ 車窓予定：
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＜注意事項＞
妊娠中の方、心臓や背中に問題がある方はご参加頂けません。
（身長制限122センチ以上、体重制限122キロ以下）

＜注意事項＞
タオル、日焼け止め、防虫剤、現金、クレジットカード、写真付き身分証明書、カメラをお持ちください。
水着、上に羽織るもの、帽子、サングラス、滑らない靴を着用し、着替えをお持ちください。ジップラインと
チャレンジコースには6歳以上かつ120キロ未満の方に限りご参加いただけます。
ご自身の健康状態や治療歴を考慮してツアーへご参加ください。妊娠中の方、背中や首に問題がある方、手術
をされたばかりの方はご参加頂けません。 心臓病、喘息、糖尿病、てんかん、その他心臓や呼吸に関する病気
など、なにかしらの症状をお持ちの方はシュノーケリングや遊泳を含むツアーを選ぶときには細心の注意を
払ってください。風の強さ、波の高さ、潮の流れなど海の状態は変化する場合があります。ハードなアクティ
ビティへの参加（特にシュノーケリングや遊泳）をお考えの方は事前に医者へ相談してください。遊泳前の飲
酒はお控えください。ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。
（年齢制限6歳以上、体重制限23キロ以上113キロ以下）

ツアー番号：FA3-425 ツアー料金：＄139.95～（子供料金有：12歳以下）
チェアーリフトでの空中散歩、ボブスレーとダンズリバーフォール
Aerial Chairlift, Bobsled & Dunn's River Falls
所要時間：約5時間
下車予定：⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。必ず長ズボンとつま先の閉じた靴を着用してください。服の下
に水着を着用し、タオルをお持ちください。ツアーの際にはヘルメットをつけていただきます。写真撮影の
サービスは外部業者によるもので、船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各
自の責任となります。 妊娠中の方、背中や首に問題がある方、手術をされたばかりの方はご参加頂けません。
（年齢制限6歳以上、体重制限99キロ以下）

ツアー番号：FA3-405 ツアー料金：＄119.95～　（子供料金有：12歳以下）
グッド・ホープ・エステートでのスリル体験
Good Hope Estate's Thrill Seeker's Pass
所要時間：約6時間
下車予定：③⑧ 車窓予定：

ツアー番号：FA3-430 ツアー料金：＄99.95～　（子供料金有：12歳以下）
乗馬体験と遊泳
Horseback Ride 'n' Swim
所要時間：約4時間半
下車予定：⑦⑧ 車窓予定：
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＜注意事項＞
妊娠中の方や首、背中、心血管、呼吸などに問題がある方はご参加頂けません。
（身長制限122センチ以上、体重制限122キロ以下）

＜注意事項＞
妊娠中の方や首、背中、心血管または呼吸器に問題がある方はご参加頂けません。ドルフィン・コーブと滝で
は貸ロッカーのレンタルをご利用頂けます。ダンズリバーフォールに登る場合は、ウォーターシューズをご持
参もしくは着用してご参加ください。滝から飛び降りることは禁止されています。服の下に水着を着用の上、
タオル、日焼け止め、帽子をご持参ください。 貴重品（宝飾品など）は船内の安全な場所に置いてきてくださ
い。 イルカ探索中は宝飾品は外してください。 ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。
（年齢制限8歳以上）

ツアー番号：FA3-410 ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）
チェアーリフトでの熱帯雨林空中散歩、ボブスレーとジップライン
Rainforest Aerial Chairlift, Bobsled & Canopy Zipline
所要時間：約5時間
下車予定：⑧ 車窓予定：

＜注意事項＞
タオル、日焼け止め、現金、クレジットカードをお持ちください。妊娠中の方、背中や首に問題がある方、手
術をされたばかりの方はご参加頂けません。写真撮影のサービスは外部業者によるもので、船会社又はツアー
オペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各自の責任となります。ツアー参加前に、免責書類にご
記入頂きます。
（年齢制限6歳以上、体重制限23キロ以上119キロ以下）

ツアー番号：FA3-900 ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）
ヘルメットダイビングでイルカ探索とダンズリバーフォール
Dolphin Trek Helmet Dive & Dunn's River Falls
所要時間：約6時間半
下車予定：①⑦ 車窓予定：

ツアー番号：FA3-400 ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）
熱帯雨林ジップラインとダンズリバーフォール
Rainforest Canopy Zipline & Dunn's River Falls
所要時間：約7時間
下車予定：①⑧ 車窓予定：
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＜注意事項＞
ドルフィン・コーブと滝では貸ロッカーのレンタルをご利用頂けます。ダンズリバーフォールに登る場合は、
ウォーターシューズをご持参もしくは着用してご参加ください。ダンズリバーフォールは場所により大変滑り
やすくなっております。滝から飛び降りることは禁止されています。服の下に水着を着用の上、タオル、日焼
け止め、帽子をご持参ください。 貴重品（宝飾品など）は船内の安全な場所に置いてきてください。 イルカと
の触れ合い中は宝飾品は外してください。 ツアー訪問順序が変わる場合があります。ツアー参加前に、免責書
類にご記入頂きます。船会社又はツアーオペレーターとの提携ではありません。写真の購入は各自の責任とな
ります。イルカのそばではカメラは使用できません。

＜注意事項＞
段差や砂利があるため、車いすご利用の方には向きません。

ツアー番号：FA3-725 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
ドルフィン・コーブ、シャークショーとダンズリバーフォール
Dolphin Cove, Shark Show & Dunn's River Falls
所要時間：約6時間
下車予定：①⑥ 車窓予定：

＜注意事項＞
（年齢制限4歳以上、体重制限127キロ以下）

ツアー番号：FA3-100 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
ファルマスの見どころとグリーンウッド・グレートハウス
Highlights of Falmouth & Greenwood Great House
所要時間：約3時間
下車予定：③ 車窓予定：

＜注意事項＞
動きやすい服と靴をご着用ください。日焼け止め、帽子、サングラス、買い物やその他諸々のためのお金をお
持ちください。（年齢制限4歳以上、体重制限113キロ以下）

ツアー番号：FA3-115 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）
ローズホール・グレートハウスとショッピング
Rose Hall Great House & Shopping
所要時間：約3時間
下車予定：③ 車窓予定：

ツアー番号：FA3-110 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）
ジャマイカ探訪
Discover Jamaica
所要時間：約5時間半
下車予定：② 車窓予定：
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車窓予定：
＜注意事項＞
ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。

＜注意事項＞
動きやすい軽装とゴム底の靴をご着用ください。また、洞窟内には蚊がいる場合がありますので、ズボンのご
着用をお勧めします。3歳以上かつ92センチ以上の方に限りご参加頂けます。ぜんそく、心疾患、閉所恐怖症
をお持ちの方は参加をお控えください。ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。
（年齢制限3歳以上、身長制限92センチ以上、体重制限127キロ以下）

ツアー番号：FA3-255 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
グッドホープ・グレートハウス　ジャマイカの趣
A Taste of Jamaica at Good Hope Great House
所要時間：約2時間45分
下車予定：③

＜注意事項＞
タオル、日焼け止め、現金、クレジットカードをお持ち頂き、どのような場所でも歩きやすい靴をご着用くだ
さい。ツアー参加前に、免責書類にご記入頂きます。

ツアー番号：FA3-475 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
グリーン・グロット洞窟探検
Green Grotto Caves Adventure
所要時間：約4時間
下車予定：⑧ 車窓予定：

ツアー番号：FA3-210 ツアー料金：＄29.95～（子供料金有：12歳以下）
グッドホープ探訪
Good Hope Express
所要時間：約3時間
下車予定：③⑧ 車窓予定：
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港から32キロの位置にある国際的名所であるサウスビーチはマイアミビーチの流行発信地。マイアミ市街より道をまたいだ所
にあいます。

② フラミンゴガーデンとワイルドライフサンクチュアリー　Flamingo Gardens & Wildlife Sanctuary

環境にやさしい施設は12種類以上のフラミンゴの楽園で、約0.24平方キロメートルの敷地に珍しい原種の熱帯植物を見ること
ができます。トラムに乗り楽しく園内を周ることができます。

③ フォート・ローダデールビーチ　Fort Lauderdale Beach

フォート・ローダデールには11キロも続く白砂の海岸があり、ありとあらゆる水上スポーツが楽しめ、ショップやカフェなどが並
びます。

④ 沿岸内水路　Intracoastal Waterway

482キロ以上の長さがある内陸水路沿いには豪華ホテルや豪邸などが立ち並び、ユニークな形で形成されている水路はアメ
リカのベニスとして知られるようになりました。

⑤ ラス・オラス通り　Las Olas Boulevard

ダウンタウンにある流行発信地リバーウォーク地区には素晴らしいアートギャラリーやセレクトショップ、サイドウォーク沿いに
あるカフェなどがあり、ぶらぶら歩きには最高です。

⑥ ソーグラス・ミルズ　Sawgrass Mills

南フロリダでも規模の大きいショッピングセンターの一つで、350店舗以上のアウトレットとブランドショップがあります。

⑦ サウスビーチ　South Beach

フロリダ　エバーグレーズは絶滅寸前の数多くの動物の宝庫で、エアボートでの湿地観光は野生動物を見学する絶好の機会
でしょう。

フォート・ローダデール　フロリダ

Ft. Lauderdale, Florida
1960年代に上映されたビーチ映画の影響でフォート・ローダデールは映画“Where the boys are(ボーイ・ハント)”の舞
台となりました。アメリカ春休みの保養地として知られ、家族旅行の人気旅行地としてその位置が築かれています。
毎年1千万人の観光客が訪れる町。フロリダで最人気のビーチリゾートとしてだけでなく、世界のヨットが集まる首都と
してここに4万隻以上の船のホームポートとして登録されています。アメリカのベニスとして300マイルも続く水路があり
ます。ワールドクラスの劇場や博物館、観光や買い物が楽しめます。

マイアミの北38キロに位置するフォート・ローダデールは第2次セミノール戦争時に米軍により築かれた一連の砦より
街の名前が付けられました。　最初に砦を築いた部隊の指揮官であったウイリアム・ローダデール少佐の名前より付
けられました。頑丈な砦で現在では3つの砦の遺構が残されています。多くの観光客には「キャリーB」という観光船で
のハーバークルーズが人気のようです。

ご案内：下船後、お荷物を受け取り、通関を済ませた後、お荷物をバスのドライバーにお渡しください。下船ツアー中
のお荷物はバスのラゲージルームに保管されます。下船ツアーは空港にて終了しますので、ポストクルーズパッケー
ジをお申し込みの方でホテル宿泊される方はフォート・ローダデール国際空港にてバスを下車してください。その後お
荷物をお引取り頂き、各自それぞれのホテルへご移動ください。

＜見どころ＞

① エバーグレーズ　Everglades
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＜注意事項＞
下船後、お荷物を受け取り、通関を済ませた後、お荷物をバスのドライバーにお渡しください。お荷物はバス
のラゲージルームに積み込まれます。このツアーは下船日の午後2時30分以降にマイアミ国際空港を出発する
便に搭乗するお客様用のツアーです。野生生物はよく見かけますが、確実に見える保証はありません。このツ
アーには最少催行人数があります。最少催行人数に達しない場合、催行中止となります。このツアーに参加さ
れる方は埠頭から空港へのプリンセストランスファーを購入いただく必要はありません。

＜注意事項＞
下船後、お荷物を受け取り、通関を済ませた後、お荷物をバスのドライバーにお渡しください。お荷物はバス
のラゲージルームに積み込まれます。このツアーは下船日の午後1時以降にフォート・ローダデール国際空港を
出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。このツアーに参加される方は埠頭から空港へのプリンセストラ
ンスファーを購入いただく必要はありません。野生生物はよく見かけますが、確実に見える保証はありませ
ん。このツアーには最少催行人数があります。最少催行人数に達しない場合、催行中止となります。連続乗船
をするお客様も参加いただけますが、バスは最初にフォート・ローダデール空港に立寄り、最後に船が接岸す
る埠頭にもどります。

ツアー番号：FLL-640 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
エバーグレーズエアボート乗船とエコアドベンチャー
マイアミ空港トランスファー（下船）
Everglades Airboat Ride & Eco-Adventure with Miami Airport Transfer
(Disembarkation)
所要時間：約3時間
下車予定：① 車窓予定：

ツアー番号：FLL-635 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
エバーグレーズエアボート乗船とエコアドベンチャー
フォート・ローダデール空港トランスファー（下船）
Everglades Airboat Ride & Eco-Adventure with Fort Lauderdale Airport Transfer
(Disembarkation)
所要時間：約2時間15分
下車予定：① 車窓予定：
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＜注意事項＞
下船後、お荷物を受け取り、通関を済ませた後、お荷物をバスのドライバーにお渡しください。お荷物はバス
のラゲージルームに積み込まれます。このツアーは下船日の午後4時以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭
乗するお客様用のツアーです。野生生物はよく見かけますが、確実に見える保証はありません。このツアーに
は最少催行人数があります。最少催行人数に達しない場合、催行中止となります。このツアーに参加される方
は埠頭から空港へのプリンセストランスファーを購入いただく必要はありません。

エバーグレーズエアボート乗船とフラミンゴガーデン
マイアミ空港トランスファー（下船）
Everglades Airboat Ride & Flamingo Gardens with Miami Airport Transfer
(Disembarkation)
所要時間：約5時間
下車予定：①② 車窓予定：

下車予定：①② 車窓予定：
＜注意事項＞
下船後、お荷物を受け取り、通関を済ませた後、お荷物をバスのドライバーにお渡しください。お荷物はバス
のラゲージルームに積み込まれます。このツアーは下船日の午後2時30分以降にフォート・ローダデール国際
空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。連続乗船をするお客様も参加いただけますが、バスは最
初にフォート・ローダデール空港に立寄り、最後に船が接岸する埠頭にもどります。野生生物はよく見かけま
すが、確実に見える保証はありません。このツアーには最少催行人数があります。最少催行人数に達しない場
合、催行中止となります。このツアーに参加される方は埠頭から空港へのプリンセストランスファーを購入い
ただく必要はありません。

ツアー番号：FLL-655 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

ツアー番号：FLL-650 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
エバーグレーズエアボート乗船とフラミンゴガーデン
フォート・ローダーデール空港トランスファー（下船）
Everglades Airboat Ride & Flamingo Gardens with Fort Lauderdale Airport Transfer
(Disembarkation)
所要時間：：約4時間
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＜注意事項＞
下船後、お荷物を受け取り、通関を済ませた後、お荷物をバスのドライバーにお渡しください。お荷物はバス
のラゲージルームに積み込まれます。このツアーは下船日の午後2時30分以降にフォート・ローダデール国際
空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。このツアーに参加される方は埠頭から空港へのプリンセ
ストランスファーを購入いただく必要はありません。このツアーには最少催行人数があります。最少催行人数
に達しない場合、催行中止となります。連続乗船をするお客様も参加いただけますが、バスは最初にフォー
ト・ローダデール空港に立寄り、最後に船が接岸する埠頭にもどります。

船による沿岸内水路観光とラス・オラス通り
フォート・ローダデール空港トランスファー（下船）
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Fort Lauderdale Airport Transfer
(Disembarkation)
所要時間：約3時間半
下車予定：④⑤ 車窓予定：③

下車予定：⑦ 車窓予定：
＜注意事項＞
下船後、お荷物を受け取り、通関を済ませた後、お荷物をバスのドライバーにお渡しください。お荷物はバス
のラゲージルームに積み込まれます。履きなれた靴でご参加ください。天候不順の場合や特定日はサウスビー
チの代わりにベイサイドになります。このツアーはマイアミ国際空港より午後4時以降の国内線または午後5時
以降の国際線に搭乗するお客様用のツアーです。
このツアーには最少催行人数があります。最少催行人数に達しない場合、催行中止となります。このツアーに
参加される方は埠頭から空港へのプリンセストランスファーを購入いただく必要はありません。

ツアー番号：FLL-605 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）

ツアー番号：FLL-215 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
サウスビーチ、マイアミと景観ドライブ マイアミ空港トランスファー（下
船）
South Beach, Miami, Scenic Drive & Miami Airport Transfer (Disembarkation)
所要時間：約5時間
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下車予定：④⑤ 車窓予定：③
＜注意事項＞
下船後、お荷物を受け取り、通関を済ませた後、お荷物をバスのドライバーにお渡しください。お荷物はバス
のラゲージルームに積み込まれます。このツアーは下船日の午後4時以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭
乗するお客様用のツアーです。このツアーには最少催行人数があります。最少催行人数に達しない場合、催行
中止となります。このツアーに参加される方は埠頭から空港へのプリンセストランスファーを購入いただく必
要はありません。

車窓予定：③
＜注意事項＞
このツアーの内容はFLL-605と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はFLL-605で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。折り
畳み式車椅子をご利用の方で3～5段の昇降が出来る方はFLL-605にお申し込みください。
下船後、お荷物を受け取り、通関を済ませた後、お荷物をバスのドライバーにお渡しください。お荷物はバス
のラゲージルームに積み込まれます。ドライバーガイドは重量が27キロを超す車椅子又はスクーターを搭載す
る手助けは致しません。介助が必要な身障者の方は、介助できる健常者と同行してください。車輛に設置され
たリフトは参加者と車椅子の重量と合わせて215キロまでに対応しています。スクーターの代わりに折り畳み
式車椅子の持参など、事前にご準備ください。適切な対応が執れるよう、乗船後速やかにツアーオフィスにご
連絡ください。このツアーに参加される方は埠頭から空港へのプリンセストランスファーを購入いただく必要
はありません。このツアーは下船日の午後2時30分以降にフォート・ローダデール国際空港を出発する便に搭
乗するお客様用のツアーです。このツアーには最少催行人数があります。最少催行人数に達しない場合、催行
中止となります。連続乗船をするお客様も参加いただけますが、バスは最初にフォート・ローダデール空港に
立寄り、最後に船が接岸する埠頭にもどります。

ツアー番号：FLL-610 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
船による沿岸内水路観光とラス・オラス通り
マイアミ空港トランスファー（下船）
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Miami Airport Transfer
(Disembarkation)
所要時間：約4時間半

ツアー番号：FLL-606 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
船による沿岸内水路観光とラス・オラス通り
フォート・ローダデール空港トランスファー（下船/車椅子常用者）
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Fort Lauderdale Airport Transfer
(Disembarkation)(Wheelchair Accessible)
所要時間：約3時間半
下車予定：④⑤
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＜注意事項＞
このツアーの内容はFLL-610と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はFLL-610で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。折り
畳み式車椅子をご利用の方で3～5段の昇降が出来る方はFLL-610にお申し込みください。
下船後、お荷物を受け取り、通関を済ませた後、お荷物をバスのドライバーにお渡しください。お荷物はバス
のラゲージルームに積み込まれます。このツアーは下船日の午後4時以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭
乗するお客様用のツアーです。このツアーには最少催行人数があります。最少催行人数に達しない場合、催行
中止となります。このツアーに参加される方は埠頭から空港へのプリンセストランスファーを購入いただく必
要はありません。
ドライバーガイドは重量が27キロを超す車椅子又はスクーターを搭載する手助けは致しません。介助が必要な
身障者の方は、介助できる健常者と同行してください。車輛に設置されたリフトは参加者と車椅子の重量と合
わせて215キロまでに対応しています。スクーターの代わりに折り畳み式車椅子の持参など、事前にご準備く
ださい。適切な対応が執れるよう、乗船後速やかにツアーオフィスにご連絡ください。

船による沿岸内水路観光とラス・オラス通り
マイアミ空港トランスファー（下船/車椅子常用者）
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Miami Airport Transfer
(Disembarkation)(Wheelchair Accessible)
所要時間：約4時間半
下車予定：④⑤ 車窓予定：③

ツアー番号：FLL-611 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
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Frequently Asked Questions 
よくあるご質問と回答 

 
 

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

 

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

供しています。 

 

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

な要求や好奇心を満足させるよう作られています。 

 

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

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

事前予約しておくことも可能です。プリンセスにお任せ下さい。 

 

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

されることです。 

 

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

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

ご予約ください。 

 

 

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

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

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

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

る場合や、我々の力が及ばない場合があることをご理解ください。 

 

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

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

て、寄港地を訪問中の常識的な注意事項を幾つか明記しておきます。 

 

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

所には出かけないでください。 

･公共の場所では、ご自身の持ち物から目を離さないでください。 

･常にあなたの回りの人や状況に注意を払ってください。 

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

･目立たないように、地味な服装をして、控えめにしていてください。 

･上陸中の飲食にはご注意ください。 

 

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

しょう。 

 

 

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

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

来るまで船が出港することはありません。つまり船に乗り遅れることはありませんので、ご安心ください。
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寄港地でご自分が手配した場合や、プリンセス主催のツアーから途中で別行動された場合には、お客様

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

 

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

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

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

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

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

となります。 

 

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

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

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

入した料金よりも高くなっている場合があります。 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

なる場合がございます。 

 

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

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

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

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

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

複数のツアーに参加するのに十分な時間があります。 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

とならないない限り、天候にかかわらず催行されます。 

 

 

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

船上でキャンセル料が課せられます。 

 

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

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

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

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

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

社が催行を中止した場合を除き、１００％のキャンセル料が掛かります。 

 

 

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

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

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

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

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

状況を判断して出来る限りの払い戻しが出来るように善処します。 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

す。 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ます。 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

をご参照ください。 

 

 

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

公証人による承諾書が必要です。 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

す。 

 

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

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

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

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

用する必要があります（膝上で切ったジーパン、水着などは禁止）。 

 

 

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

 

 

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

合十分ではないでしょう。 

 

 

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

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

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

スの説明に付けられたシンボルマークを参照ください。 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

明を持参してください。 

 

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

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

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

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

ります。 

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

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

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

ている。 

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

さい。その場合でもツアー料金の割引はありません。 

 

 

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

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

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

持参いただく必要があります。 

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

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

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

ている方。 

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

の同伴が必要です。 

 

 

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

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

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

ります。 

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

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

再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 

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

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

して優れた評価に基づいて選んでいます。 

 

 

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

えしてくれる健康な方と一緒にご乗船されることを強くお勧めします。 

 

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

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

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

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

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

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

要があります。 

 

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

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

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

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

が、一人で２２ｋｇ以上のものを運ぶことは法律で許されておりません。 

 

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

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

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

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

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

テンダーボートでの上陸を中止する場合があります。 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

社の取引条件をお客様が承認したことになります。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ツアーデスクで予約の可能性を再度ご確認ください。 

 

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

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

 

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

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

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

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

す。 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

交通機関 

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

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

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

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

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

されております。 

 

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

ご希望に最大限沿えるよう代替案をご案内いたします。 

 

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

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

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

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

題に配慮してお客様にも参加していただくようにメッセージを込めています。 
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