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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



ボートでのみ渡ることができます。バンデラス湾にある南側の断崖にある、ひっそりとした洞窟は、生い茂ったジャングルに取
り囲まれています。プライベートな楽園を独り占めしたかのような、手つかずの浜辺が魅力です。

③ グアダルーペの聖母教会　Church of Our Lady of Guadalupe

⑧ アウトドアアドベンチャー　Outdoor Adventure

メキシコのジャングルを通り抜けるジップラインや、垂直に伸びる大木をロープで降りるラッペルを体験すれば自然との一体感
が味わえます。バギーでカントリーサイドの眺望を楽しんだり、プエルト・バジャルタの温暖な海でカヤックやシュノーケリング
を楽しみましょう。
  

⑤ イェルパ　Yelapa

小さな町と同じ名前の三日月形の浜辺は、プエルト・バジャルタの南にある、バンデラス湾から離れた入り江にあります。ひっ
そりとした人里離れた場所にあるため、ボートでしか渡ることができません。

⑥ イスラ・マリエタス　Isla Marietas

無人島の島でカヤックやシュノーケリング、スキューバダイビングが行えます。島の周辺は鳥たちの楽園のようになっており、
バードウォッチングが楽しめます。

⑦ イルカに出会う　Dolphin Encounter

ドルフィン・アドベンチャー・センターでは、新たな水中の友に触れあうことができます。子供はイルカにキスをしたり、赤ちゃん
イルカに会うことができます。一方大人は、貴重な思い出となるお腹の上に乗ってみる、という体験はいかがでしょうか！

メキシコのカルロッタ王妃が冠した、黄金の王冠のレプリカが見どころの聖母教会です。1995年の地震により、王冠とオクタ
ヴィオ・ゴンザレスの彫刻が破壊されたため、作りかえられました。

④ テキーラ・アシエンダ　Tequilla Hacienda

テキーラの原料となるブルー・アガペから、グラスに注がれるまで、魅力あふれるテキーラの製造過程が学べます。またアシ
エンダ・ドナ・エングラシアではプエルト・バジャルタの極上品をお試しできます。

プエルト・バジャルタ　メキシコ

Puerto Vallarta, Mexico
プエルト・バジャルタはもはや眠れる地ではありません。国際的なリゾート地として生まれ変わりました。
映画監督ジョン・ヒューストンは、作品の『イグアナの夜』で、俳優のリチャード・バートンを主役にこの村をロケ地とし
て選びました。今日、この街は「グリンゴ・ガルチ」と呼ばれ、富裕層の集まる場所になっています。旅行者はこの地の
気候や、革製品や宝石、工芸品がお買得に販売されているショッピングや、何キロメートルにもわたってヤシの木の
連なる浜辺に魅了されることでしょう。

＜見どころ＞

① マレコン　The Malecon

浜辺沿いの街で人気の大通りには、お店やレストラン、品物を売るアーティストの姿があります。マティス・リディスによるロス・
ミレノスの彫刻から散策を始めて、南に向かってみましょう。

② ラス・カレタス　Las Caletas
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健脚レベル その他

パイレーツシップアドベンチャー
Discovery Family Pirate Ship Adventure

健脚レベル その他

テキ

健脚レベル その他

メ

⾞窓予定：
＜注意事項＞
ご⾃⾝で⽔着、タオル、軽いジャケット、⽇焼け⽌め、着替え、つま先が隠れる靴をご持参ください。丘の上
で45分間のハイキングがあります。最低年齢は8歳以上です。乗り物はがたがた不規則に揺れます。
妊娠している⼥性、背中や⾸に問題がある⽅は、参加できません。歩⾏に問題があるお客様にはお勧めできま
せん。権利放棄書に署名し、医療条件を開⽰する必要があります。このツアーにはランチが含まれます。
（年齢制限8歳以上）

＜注意事項＞
マファフイタスには埠頭はありませんので、上陸に際しては濡れます。乾季にはイェルパ付近の滝は⾒られな
くなります。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。
（年齢制限8歳以上）

ツアー番号：PVR-340 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
エコサファリ・オフロードアドヴェンチャー
Eco-Safari Off-Road Adventure
所要時間：約7時間
下⾞予定：⑧

上陸に際してはパイレーツ船のテンダーボートを利⽤します。浜辺の施設は限られており、パイレーツ船では
⽇蔭やお⼿洗いの施設は⼗分ではありません。服の下に⽔着を着⽤の上、タオル、帽⼦、サングラス、⽇焼け
⽌めをご⽤意ください。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。
（年齢制限1歳以上）

ツアー番号：PVR-795 ツアー料⾦：＄89.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
イェルパとマファフイタスビーチ
Yelapa & Mahajuitas Beach
所要時間：約7時間
下⾞予定：⑤⑧ ⾞窓予定：

＜注意事項＞

ツアー番号：PVR-650 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：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

ジャングルでのジップラインとラッペリング
Jungle Zipline & Rappeling

＜注意事項＞
動きに制限のある⽅、背中や⾸に問題のある⽅、発作やめまい、⼼臓の持病がある⽅、妊娠中の⽅はご参加で
きません。ツアー参加⼈数はかなり限定されています。ご希望の⽅はお早めにご予約ください。ご参加にあ
たっては健康状態が良好な⽅のみお申し込みください。地形は岩が多くごつごつとしています。ジップライン
とラッペリングの最中の安全性リスクについて説明があります。頑丈な歩きやすい靴かハイキングブーツ、⻑
ズボン、⾍よけをご⽤意ください。汗をかく場合に備えて、着替えと、靴、帽⼦、⽇焼け⽌めをお持ちくださ
い。カメラの使⽤は許可されていませんが、写真の購⼊は可能です。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10歳以上、⾝⻑制限122センチ以上、体重制限113キロ以下）

＜注意事項＞
参加には運転免許証が必要です。参加者1⼈につき1台のバギーが適⽤されます。このツアーは舗装のされてい
ない、凸凹した砂利道を利⽤します。そのため⾸や腰の状態が良くない⽅、妊娠中の⽅はお控えください。必
ずつま先の開いていない靴と⻑ズボンを着⽤ください。ベースキャンプでは⾷べ物や飲み物を購⼊することが
できます。
（年齢制限19歳以上、体重制限158キロ以下）

ツアー番号：PVR-410 ツアー料⾦：＄149.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：約6時間
下⾞予定：⑧ ⾞窓予定：

バギーで巡るアドベンチャー
ATV adventure
所要時間：約4時間半
下⾞予定：⑧ 

所要時間：約6時間半
下⾞予定：② ⾞窓予定：
＜注意事項＞
歩きやすい靴でご参加ください。⽔着、タオル、帽⼦と⽇焼け⽌めをお持ちください。シュノーケリング参加
の最低年齢は8歳以上です。キッズ⽤エリアの利⽤は4歳から11歳までのお⼦様で、⾝⻑100センチ以上となっ
ています。ツアーの参加の前に免責同意書の記⼊が必要です。ティーン・アドベンチャーコーブは12歳以上の
お客様にご参加頂けます。21歳以上のお客様に限りアルコール類がお飲みいただけます。ビーチエリアでは少
額でスポーツ・アクティビティに参加することができますが、プリンセスクルーズの運営するものではありま
せん。⾞椅⼦とスクーター利⽤の⽅はご参加できません。

ツアー番号：PVR-545 ツアー料⾦：＄109.95〜（⼦供料⾦：なし）

ツアー番号：PVR-280 ツアー料⾦：＄109.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

⾞窓予定：

ラス・カレタス プライベートビーチ
Discovery Family Las Caletas Private Beach Getaway
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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＞
このエクスカーションは、動きに制限のある⽅、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。ミツバチのアレルギーのお客様はエピペンを持参する事をお勧めします。快適
な服装や履物、⽇焼け⽌め、防⾍剤、サングラスを着⽤することをお勧めします。
（年齢制限8歳以上）

テキーラの試飲は21歳以上です。⽇曜⽇の礼拝時は、観光客の聖⺟教会への⼊場はできません。その⽇の天候
に適した、歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。聖⺟教会へは半ズボンでの⼊場はご遠慮くださ
い。適切な服装でお願いいたします。ツアー訪問箇所の順序は変更される場合があります。

ツアー番号：PVR-800 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
隠されたメキシコの伝統
Hidden Mexico & Traditions
所要時間：約8時間
下⾞予定：

Malecon, Cathedral, Tiles & Tequila
所要時間：約5時間
下⾞予定：①③④ ⾞窓予定：
＜注意事項＞

⾞窓予定：

ツアー番号：PVR-110 ツアー料⾦：＄54.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
マレコンと聖⺟教会、タイルとテキーラ

⾞窓予定：

＜注意事項＞
その⽇の天候に適した、歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。聖⺟教会へは半ズボンでの⼊場は
ご遠慮ください。適切な服装でお願いいたします。ツアー訪問箇所の順序は変更される場合があります。現地
のレストランでは飲み物を1杯無料でお楽しみいただけます。⾷べ物や追加のドリンクについてはツアーの時間
内であればレストランで直接ご購⼊いただけます。

ツアー番号：PVR-115 ツアー料⾦：＄29.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
プエルト・バジャルタの⾒どころトップテン
Top 10 Best of Puerto Vallarta
所要時間：約5時間
下⾞予定：①

ツアー番号：PVR-100 ツアー料⾦：＄29.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
プエルト・バジャルタの⾒どころ
Puerto Vallarta City Highlights
所要時間：約4時間
下⾞予定： ⾞窓予定：③
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

テキーラ試飲とマリアッチショー、ビーチでの昼⾷
Viva Tequilla, Tasting, Mariachi Show, Beach and Lunch

健脚レベル その他

＜注意事項＞
このツアーは⽯畳と凸凹した道を歩くことがあるため、歩⾏に制限がある⽅や⾞椅⼦の⽅、スクーターでの移
動はおすすめできません。歩きやすい靴でセーターか上着をお持ちください。
（年齢制限4歳以上）

＜注意事項＞
（年齢制限2歳以上）

ツアー番号：PVR-160 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
コロニアル・サン・セバスティンとテキーラ試飲（昼⾷付）
Colonial San Sebastian, Tequila Tasting & Lunch
所要時間：約6時間半
下⾞予定：  ⾞窓予定：

＜注意事項＞
テキーラの試飲は21歳以上です。⽇曜⽇の礼拝時は、観光客の聖⺟教会への⼊場はできません。その⽇の天候
に適した、歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。聖⺟教会へは半ズボンでの⼊場はご遠慮くださ
い。適切な服装でお願いいたします。ツアー訪問箇所の順序は変更される場合があります。

ツアー番号：PVR-270 ツアー料⾦：＄59.95〜（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：①③

ツアー番号：PVR-105 ツアー料⾦：＄29.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
⽥園⾵景とテキーラ・アシエンダ
Countryside & Tequila Hacienda
所要時間：約4時間半
下⾞予定：④ ⾞窓予定：③
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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＞
このツアーは⼦供専⽤です。同伴される親か保護者の⽅はPVR-726のツアーにお申込みください。このツアー
に参加できる⼈数はかなり限られています。お早めにお申し込みください。参加するすべてのお⼦様は親か保
護者の同伴が必要です。⼤⼈はプログラムの様⼦を鑑賞できますが、イルカと⼀緒に⽔中に⼊ることはできま
せん。⽔の汚染に繋がるため⽇焼け⽌めは禁⽌されています。イルカの肌は傷つきやすいので、すべての⾦属
類や装飾類を前もって必ず外して下さい。写真撮影は⽔中も含めて禁⽌となります。
（年齢制限4歳以上8歳以下）

ツアー料⾦：＄24.95〜（⼦供料⾦のみ）
⼦供向け イルカとの触れ合い
Dolphin Encounter for Kids
所要時間：約3時間
下⾞予定：⑦ ⾞窓予定：

＜注意事項＞
ツアー開催は海況や天候に左右されます。⽉曜⽇にはこのツアーは⾏われません。メキシコの法律で、マリエ
タス諸島への上陸は禁⽌されているので、シュノーケリングができるのは島の外にある洞窟の周辺のみです。
シュノーケリングやスイミングを⾏う⽅はヒドゥンビーチに泳いで⼊ることはできません。クジラは12⽉から
3⽉にかけて頻繁に⾒られますが、必ず⾒られるという保証はできません。カヤックの利⽤は制限されていま
す。メキシコ当局の環境天然資源省により、シュノーケリングべストではなくライフベストの着⽤が義務付け
られています。ライフベストを含むシュノーケリングの装備と、プロの指導と指⽰が受けられます。個⼈⽤の
マウスピースは購⼊できます。スクーターの使⽤は禁⽌されています。
（年齢制限8歳以上）

マリエタス諸島でシュノーケリング
Snorkel at Marietas Islands
所要時間：約6時間半
下⾞予定：⑥⑧ ⾞窓予定：

下⾞予定：⑦ ⾞窓予定：
＜注意事項＞
このツアーは⼦供に同伴される親または保護者専⽤です。⼦供の⽅はPVR-725のツアーにお申し込みくださ
い。参加するすべてのお⼦様は親か保護者の同伴が必要です。⼤⼈はプログラムの様⼦を鑑賞できますが、イ
ルカと⼀緒に⽔中に⼊ることはできません。写真撮影は⽔中も含めて禁⽌となります。

ツアー番号：PVR-775 ツアー料⾦：＄79.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

ツアー番号：PVR-726 ツアー料⾦：＄24.95〜（⼦供料⾦：なし）
家族/兄弟向けチケット イルカとの触れ合いと⼀緒にスイミング
Companion Ticket-Dolphine Encounter for Kids and Dolphin swim
所要時間：約3時間

ツアー番号：PVR-725

6



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＞
妊娠中の⽅はご参加できません。ツアー参加⼈数はかなり限定されています。ご希望の⽅はお早めにご予約く
ださい。⽔の中に⼊りたくない⽅は、割引価格で鑑賞券のみお求めいただけます。乗船後にお申し付けくださ
い。
12歳以下の⽅は保護者の同伴が必要です。参加には泳げることが条件となります。ライフジャケットは貸し出
され、着⽤が義務付けられています。⽔質維持のため、⽇焼け⽌めの使⽤は禁⽌です。イルカの肌を守るた
め、指輪や装飾品などは必ず外してください。写真撮影は⽔中も含め禁⽌となります。
（年齢制限5歳以上）

⾞窓予定：
＜注意事項＞
妊娠中の⽅はご参加できません。ツアー参加⼈数はかなり限定されています。ご希望の⽅はお早めにご予約く
ださい。⽔の中に⼊りたくない⽅は、割引価格で鑑賞券のみお求めいただけます。乗船後にお申し付けくださ
い。12歳以下のお⼦様は、⽔中では親か保護者の同伴が必要です。⽔質維持のため、⽇焼け⽌めの使⽤は禁⽌
です。動物の肌を守るため、指輪や装飾品などは必ず外してください。写真撮影は⽔中も含め禁⽌となりま
す。アシカと⼀緒に⽔中にいる時間は30分ほどです。
（年齢制限5歳以上、⾝⻑制限122センチ以上）

ツアー番号：PVR-715 ツアー料⾦：＄179.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
イルカと⼀緒にスイミング
Swim with Dolphins
所要時間：約3時間

ツアー番号：PVR-735 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
アシカと⼀緒にスイミング
Swim with Sea Lion
所要時間：約3時間
下⾞予定：⑦⑧
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この絶景の湾は、「眠り男」と呼ばれる奇岩と、間欠泉のような形成の「岩の裂け目」が有名です。

③ ラ・クルセシタ　La Crucecita

⑧ ラス・ブリサス・リゾートLas Brisas Resort

ウアトゥルコの素朴かつゆったりとした雰囲気のラス・ブリサス・ビーチリゾートは、美しいタンゴルンダの海岸線上にありま
す。約0.2平方キロメートルの自然のままの青々と鬱蒼と茂った木々の地形が広がっています。
  

⑤ ピエドラ・デ・モロス　Piedra de Moros

ラ・クルセシタにあるコミュニティー・キッチンでは、地元のシェフがトルティーヤやタマーレスなどの美味しい郷土料理の作り方
を指南してくれます。

⑥ コパリタ川　Copalita River

タンゴルンダ湾の北東を6.5キロに渡って流れる川は、カエデやマホガニー、アーモンドの木などの貴重な木々や、シロサギや
鷲など227種の鳥類が生息しています。

⑦ コパリタ　生態考古学センターCopalita Point Eco-Archaeological Center

1997年に始まった発掘調査により、先コロンブス期に文明を築いたミシュテカ族の、ピラミッドや埋葬墓、球戯場などを含む、
紀元前500年頃の壮大な遺跡があります。博物館ではメソアメリカの文化の埋蔵物を展示しています。

伝統的な職人技が見られるオアハカの町です。かわいらしい広場や、メキシコで最大のグアダルーペの聖母画がある、安ら
ぎに満ちた白亜の教会が見どころです。

④ タンゴルンダ湾　Tangolunda Bay

チャフエとオルガノ湾とともに、タンゴルンダはウアトゥルコの海岸のパノラマや、優雅なリゾートホテルや黄金に輝く砂浜で有
名です。

ウアトゥルコ　メキシコ

Huatulco, Mexico
太平洋リビエラの最新リゾート地へようこそ。ウアトゥルコは透き通るような水面にサンゴ礁、ゆったりとした浜辺が
揃った熱帯の楽園です。内陸のギザギザした起伏に富んだ沿岸には、熱帯雨林やコーヒーのプランテーションがびっ
しりと敷きつめられています。ウアトゥルコはまだまだ開発途上のため、訪れた人々はメキシカン・リビエラの他の地
域とは、異なった印象を受けるリゾート地だと感じるかもしれません。これはウアトゥルコの大部分が自然保護区に指
定されているためです。ウアトゥルコは太平洋を臨むシエラ・マドーレ・デル・シュール山脈の裾元にある、オアハカ州
に位置しています。

＜見どころ＞

① バイア・デ・ウアトゥルコ　Bahia de Huatulco

南シエラ・マドル山脈の南先端に位置しています。ウアトゥルコの美しい湾は、メキシコで最大の自然保護区となっており、手
つかずの砂浜が多くあります。

② サンタ・クルーズ湾　Santa Cruz Bay
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健脚レベル その他

ウアトゥルコの⾒どころ
Highlights of Huatulco

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

所要時間：約4時間
下⾞予定：⑧ ⾞窓予定：
＜注意事項＞
⽔着着⽤の上、タオルと⽇焼け⽌めをお持ちください。リゾートでは朝⾷が11時まで提供されています。ス
ナックバーは12時から、昼⾷は午後1時からオープンします。バーは午前9時オープンですが、アルコールは午
前11時以降からのサービスとなります。
（年齢制限12歳以上）

⾞窓予定：
＜注意事項＞
このツアーは健康に⾃信がある⽅のみご参加ください。ラフティングの最中は、セーフティベストとヘルメッ
トの着⽤が義務付けられています。ツアー参加にあたっては免責書類にご記⼊が必要です。⽔着か半ズボン、
濡れてもいいようなTシャツとスポーツシューズをご着⽤下さい。⼩さめのリュックに着替えとタオル、⽇焼
け⽌め、⾍よけをお持ちください。
（年齢制限8歳以上、体重制限108キロ以下）

ツアー番号：HUX-290 ツアー料⾦：＄64.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
ラス・ブリサス・リゾートビーチブレイク
Las Brisas Resort Beach Break

＜注意事項＞
⾃然探訪ツアーです。舗装されていない凸凹道を2時間ほど歩きます。

ツアー番号：HUX-735 ツアー料⾦：＄54.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
ウアトゥルコでリバーフロート
Huatulco River Float
所要時間：：約3時間
下⾞予定：⑥ 

訪問順序が変わる場合があります。

ツアー番号：HUX-310 ツアー料⾦：＄69.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
コパリタ考古学探究
Copalita Archaelogical Exploration
所要時間：約3時間半
下⾞予定：⑦ ⾞窓予定：

＜注意事項＞

ツアー番号：HUX-100 ツアー料⾦：＄44.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：約3時間半
下⾞予定：③ ⾞窓予定：
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健脚レベル その他

カタマランで⾏く５つの湾で遊泳
Five Bays by Catamaran & Swim

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

舗装していない道を通ります。適切な格好で、⽇焼け⽌めをお持ちください。

Rural Communities & Traditions
所要時間：約4時間
下⾞予定： ⾞窓予定：
＜注意事項＞

⾞窓予定：

ツアー番号：HUX-110 ツアー料⾦：$79.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
現地のコミュニティーと伝統

＜注意事項＞
配布されるシュノーケリングベストなどのシュノーケリングの装備は必ずご着⽤ください。糖尿病、妊娠中、
てんかん、呼吸器官に問題のある⽅や、⼼臓の⼿術をされたことがある⽅はご参加頂けません。シュノーケリ
ングはぜんそくや⼼臓病の持病がある⽅、糖尿病や投薬治療を受けている⽅はご参加頂けません。
（年齢制限10歳以上）

ツアー番号：HUX-305 ツアー料⾦：＄69.95〜（⼦供料⾦：なし）
テキーラ、メスカル試飲とショッピング
Tequila, Mezcal Tasting & Shopping
所要時間：約3時間15分
下⾞予定：③

ボートで⾏く２つの湾でシュノーケリング
Two Bay Snorkel by Boat
所要時間：約3時間
下⾞予定：①

所要時間：約2時間半
下⾞予定：②④ 
＜注意事項＞
⽔着とタオル、⽇焼け⽌めをお持ちください。

ツアー番号：HUX-830 ツアー料⾦：＄79.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

⾞窓予定：

ツアー番号：HUX-765 ツアー料⾦：＄69.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

⾞窓予定：
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健脚レベル その他

ウアトゥルコの陸と海
Huatlco by Land & Sea

健脚レベル その他

⾞窓予定：
＜注意事項＞
（年齢制限8歳以上）

＜注意事項＞
⾞椅⼦ご利⽤の参加者は、カタマランの乗/下船の際と、バスの乗り降りの際に、4段の段差を越える必要があ
ります。軽装で帽⼦やサングラス、⽇焼け⽌めをお持ちになり、歩きやすい靴を着⽤ください。カタマランに
はトイレ設備、⼦供⽤のライフジャケットははありません。

ツアー番号：HUX-355 ツアー料⾦：＄69.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
驚きのエコツアーとクロコダイル保護区
Amazing Eco Tour & Crocodile Sanctuary
所要時間：約5時間
下⾞予定： 

ツアー番号：HUX-600 ツアー料⾦：$44.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

下⾞予定： ⾞窓予定：②③④
所要時間：約3時間半
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⑥ ラス･イスレタス諸島　Las Isletas

④ マサヤ市場　Masaya Market

スペインの征服者が海と思い込み「甘い海」と呼んだ広大な淡水湖では、緑豊かな火山列、たくさんの美しい小島、数千種も
の珍しい動植物が見られます。

火山と湖に囲まれた絶景の真ん中にある歴史的な町は1524年に作られ、装飾的なスペイン教会や色鮮やかな植民地様式の
家、賑やかな中央市場などが特徴です。

② リバス　Rivas

サンファン･デル･スール　ニカラグア

San Juan Del Sur, Nicaragua
ニカラグアは中米で最も大きな国であり、息をのむような景色、たくさんの文化遺産、魅力的な歴史があります。近年
まで、ニカラグアは不幸にも内戦で知られていました。サンディニスタ民族解放戦線とコントラとの内戦は、70年代後半
から80年代にかけて続きました。しかし今日では、兵士やゲリラは姿を消し、美しい観光地となっています。ニカラグア
湖のほとり、植民地時代のグラナダの石畳の散策から、数多い火山の探検まで、ニカラグアは旅慣れた人たちにとっ
ても魅力的な場所です。

注：寄港時間の関係で、すべてのクルーズで催行されないツアーもあります。ご自分のクルーズで催行されるツアーに
つきましては、ホームページのCruise Personalizerでご確認ください。寄港時間によって、ツアーの内容が変更になる
場合があります。
サンファン・デル・スールでは沖合いに投錨します。上陸には本船のテンダーボートで移動します。
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 グラナダ　Granada

地元の美術工芸品などが手頃な値段で手に入る中米最大の市場では、香辛料の香り、物々交換のやり取り、鮮やかな色彩
に出会えます。

1522年にスペイン人によって作られた人気の海辺の町は、美しい植民地時代の建物、先コロンブス期の芸術品を集めた博物
館、ニカラグア湖の上にそびえる火山の素晴らしい眺めが見どころです。

③ ニカラグア湖　Lake Nicaragua

ニカラグアの首都であり最大の都市でもあります。マナグア湖の南西の海岸に位置しています。

⑤ 火山　Volcanoes

ニカラグアは「湖と火山の国」といわれます。地図を見れば、その理由がよくわかるでしょう。

近くのモンバッチョ火山の火山活動によってニカラグア湖にできた365の小列島は、珍しい野生生物が生息しており、景観ク
ルーズが楽しめます。

⑦ アポヨ湖　Apoyo Lagoon

ニカラグア太平洋岸の中央、国を南北に走る火山列の中に巨大な逆円錐形のクレーター、そこにあるのがニカラグアで最も
美しい湖、アポヨ湖です。

⑧ マナグアの町　City of Managua
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健脚レベル その他

グラナダ、中央公園とショッピング
Granada, Parque Central & Shopping

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。⽇焼け⽌めとカメラもご持参ください。

＜注意事項＞

ツアー番号：SJ1-100 ツアー料⾦：＄69.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：約5時間45分
下⾞予定：① ⾞窓予定：③⑤

ペットボトルのお⽔と適切な⽇焼け⽌めをお持ちください。グラナダまでは90分ほどのドライブですが、現地
の交通状況によりさらに⻑くかかる場合があります。

ツアー番号：SJ1-110 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
グラナダハイライト 景観ドライブとショッピング（昼⾷付）
Granada Highlights, Scenic Drive, Shopping & Lunch
所要時間：約6時間
下⾞予定：① ⾞窓予定：③
＜注意事項＞

ツアー番号：SJ1-115 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
⾸都マナグア散策（昼⾷付）
Explore The Capital City Of Managua & Lunch
所要時間：約8時間半
下⾞予定：⑧ ⾞窓予定：③⑤
＜注意事項＞
動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。帽⼦、ペットボトルのお⽔もご持参ください。野⽣⽣物は
頻繁に現れますが、⾒られる保証はありません。カタリーナ展望台からの眺めは天候によって左右され、景観
は保証できません。

ツアー番号：SJ1-360 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
D'サントスのナチュラルリザーブとディリアンバ市の⽂化的⾒どころ
D'santos Natural Resrve & Diriamba City Cultual Highlights
所要時間：約7時間半
下⾞予定： ⾞窓予定：
＜注意事項＞
⾃然ツアーでは歩きやすい道があるので、厳しいハイキングではなく、森の散策になります。これはコーヒー
農園ですが、コーヒーツアーではありません。コーヒー⽣産のいくつかの側⾯を含むプライベートリザーブを
通る散歩です。

13



健脚レベル その他

Granada, Lake Nicaragua, Las Isletas Cruise & Lunch

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：⑤

グラナダ、ニカラグア湖、ラス･イスレタス諸島クルーズ（昼⾷付）

所要時間：約5時間
下⾞予定：③

⾞窓予定：②⑤

ツアー番号：SJ1-600 ツアー料⾦：＄119.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

グラナダ⾺⾞観光とボートツアー
Granada Carriage Ride & Boat Tour
所要時間：約8時間
下⾞予定：①③⑥

所要時間：約8時間
下⾞予定：①③⑥
＜注意事項＞
野⽣⽣物は頻繁に現れますが、⾒られる保証はありません。グラナダまでは90分ほどのドライブですが、現地
の交通状況によりさらに⻑くかかる場合があります。

ツアー番号：SJ1-140 ツアー料⾦：＄129.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

ツアー番号：SJ1-120 ツアー料⾦：＄59.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
リバス、ニカラグア湖と景観ドライブ
Rivas, Lake Nicaragua & Scenic Drive
所要時間：約3時間

Amayo Hacienda Experience, Lake Nicaragua & Lunch

ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
アマヨ農園とニカラグア湖（昼⾷付）

⾞窓予定：⑤

下⾞予定：② ⾞窓予定：③⑤
＜注意事項＞
ペットボトルのお⽔と適切な⽇焼け⽌めをご持参ください。
（年齢制限12歳以上）

ツアー番号：SJ1-210

＜注意事項＞
泳がれる⽅は⽔着とタオルをご持参ください。
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健脚レベル その他

⾃然体験、マサヤ⽕⼭、アポヨ湖とグラナダ（昼⾷付）
Nature Experience, Masaya Volcano, Apoyo Lagoon and Granada

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＞
マサヤ⽕⼭のみ訪れます。モンバッチョ⽕⼭はカタリーナ展望台からご覧いただきます。展望台からの眺めは
天候によって左右され、景観は保証できません。現地までの⽚道の所要時間は約1時間45分です。カタリーナ
＆グラナダではショッピングができます。 ランチはグラナダのコロニアルレストランで⾷べられます。

ツアー番号：SJ1-230 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

ツアー番号：SJ1-340 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：約8時間15分
下⾞予定：⑤ ⾞窓予定：①③⑦

ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

Granada, Masaya Market & Volcano, Lunch & Shopping

ツアー番号：SJ1-250

⾞窓予定：②③④

ツアー番号：SJ1-330 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

マサヤ⽕⼭とハシエンダ・ロス・アルトス⽂化体験

⾞窓予定：

＜注意事項＞

Masaya Volcanoes & Hacienda Los Altos Cultural Experience
所要時間：約7時間半
下⾞予定：⑤ 

所要時間：約8時間半
下⾞予定：①④ ⾞窓予定：③⑤

FLAVORS OF GRANADA: COOKING & DISCOVERY
所要時間：約6時間
下⾞予定：①

ツアー番号：SJ1-350 ツアー料⾦：＄119.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
オメテペ島観光（昼⾷付）

グラナダ、マサヤ市場と⽕⼭、ショッピング（昼⾷付）

グラナダの⾹り：料理と観光

ペットボトルのお⽔と適切な⽇焼け⽌めをご持参ください。マサヤ市場までの所要時間は約1時間45分です。

OMETEPE ISLAND DISCOVERY & LUNCH
所要時間：約7時間半
下⾞予定： ⾞窓予定：
＜注意事項＞
悪天候の場合、このツアーはキャンセルされることがあります。
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

Zipline Adventure

下⾞予定：①⑤

⾞窓予定：
所要時間：約2時間

活動的なツアーのため、体⼒に⾃信のある⽅にお勧めします。滑りやすい場所がありますので、適切な靴でご
参加ください。⽕⼭のふもとから頂上までの道は狭く、険しい箇所があります。ハイキングではペットボトル
のお⽔が配られます。モンバッチョ⼭とラ･ビルヘン交差路からの眺めは天候によって左右され、景観は保証で
きません。モンバッチョ⽕⼭までは⽚道約1時間45分です。モンバッチョ⽕⼭は休⽕⼭で噴⽕⼝は緑で覆われ
ています。

＜注意事項＞

ツアー番号：SJ1-470 ツアー料⾦：＄139.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
モンバッチョ⽕⼭の４WDドライブとハイキング（昼⾷付）

⾞窓予定：③

下⾞予定： 

＜注意事項＞

ツアー番号：SJ1-420 ツアー料⾦：＄84.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
ジップラインアドベンチャー

Mombacho Volcano 4WD and Hike, Vistas & Lunch
所要時間：約8時間15分

動きやすい服装と歩きやすい靴でお越しください。多少歩いたり段差を登ったりする必要があるため、体⼒に
⾃信のない⽅にはお勧めできません。4WDにて⾜場の悪い道を進んで丘の頂上まで⾏き、ジップラインアドベ
ンチャーを開始します。妊娠中、⼼臓病をお持ちの⽅はご参加頂けません。
（年齢制限8歳以上、体重制限136キロ以下）
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フレンドリーなこの田舎町は、色鮮やかで古風なデザインを施した牛車で有名です。世界最大の牛車があります。

ポアス火山は素晴らしい自然にあふれ、標高2700メートルあります。南北アメリカで数少ない活火山の一つで、ガスと灰を間
欠泉のように噴出させることで有名です。

活気あふれるコスタリカの首都サンホセには、黄金博物館や壮麗なメトロポリタン大聖堂、1948年の内戦の舞台となった歴史
ある国立博物館、国内で最も美しい建物といわれる国立劇場があります。

② リバークルーズ　River Cruise

コスタリカでは、ワニやトカゲ、水鳥が行き交うマングローブ林の川下りが楽しめます。コロビシ川はのんびりとしたラフティン
グにぴったりです。

プンタレナス　コスタリカ

Puntarenas, Costa Rica
スペイン人探検家は、黄金と豊かな富が噂される中米のこの一帯を、コスタリカ（豊かな海岸）と呼びました。米州の
スイスといわれるコスタリカは、二つの大洋と二つの大陸に挟まれた独特の地形にあります。両岸は熱帯雨林、内陸
は山となり、その多くは標高4000メートル以上になります。西の太平洋岸には、茶色い砂浜が果てしなく続いていま
す。プンタレナスはコスタリカの数々の魅力と、首都サンホセへの玄関口です。

＜見どころ＞

① サンホセと国立劇場　San Jose & National Theater

⑦  温泉　Thermal Springs

ひっそりと隠れた渓谷には温泉源があり、天然ミネラルをたっぷりと含む川から流れる豊富な温泉と植物で有名です。

コスタリカの熱帯雨林アエリアルトラム（ゴンドラ）に乗り、熱帯雨林のこずえの上や数多くの滝を観察し、知識豊富なナチュラ
リストが見どころを説明します。

⑧ 熱帯雨林ゴンドラ　Rainforest Aerial Tram

③ コーヒー農園　Coffee Plantation

この国ではコーヒー産業は歴史的に常に重要な役割を果たし、経済にも大きな影響を与えています。広大な農園を訪ね、豆
からカップに注がれるまでの過程をご覧ください。

④ ポアス火山　Poas Volcano

⑤ サルチ　Sarchi

⑥ コスタリカ熱帯雨林　Costa Rica Rainforest

モンテベルデ熱帯雲霧林の霧に包まれたこずえや極彩色のコンゴウインコがいるカララ国立公園など、コスタリカの青々とし
た熱帯雨林は興味をそそります。
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健脚レベル その他

ジャングル クロコダイルサファリ
Jungle Crocodile Safari

健脚レベル その他

エコ・ジャングルのリバー・クルーズ
Eco-Jungle River Cruise 

健脚レベル その他

景観列⾞とリバー・クルーズ
Scenic Train Ride & River Cruise

健脚レベル その他

コンゴウインコ保護区、ボートツアーと⽥園地帯ドライブ
Scarlet Macaw Sanctuary, Boat Tour & Country Drive

＜注意事項＞

ツアー料⾦：＄69.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

ツアー番号：PA4-615 ツアー料⾦：＄59.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

下⾞予定：② ⾞窓予定：

⾞窓予定：

⾒学順序が変更になる場合があります。ゆったりとした服装で参加し、適切な⽇焼け⽌めをお持ちください。
簡素な列⾞で途中の道路は舗装されておらず、揺れが⽣じる場合がございます。野⽣⽣物は頻繁に現れます
が、⾒られる保証はありません。

ツアー番号：PA4-235 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

＜注意事項＞

ツアー番号：PA4-600 ツアー料⾦：＄89.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：約4時間45分
下⾞予定：② ⾞窓予定：

所要時間：約5時間

リバークルーズ中、野⽣⽣物は頻繁に現れますが、⾒られる保証はありません。着⼼地の良い洋服とウォーキ
ングシューズを着⽤し、⾬が降るかもしれないのでレインジャケットをご持参ください。カメラもお忘れな
く！このツアーは安全なので家族連れにも向いています。
（年齢制限90歳以下、体重133キロ以下）

ツアー番号：PA4-610

所要時間：約4時間半
下⾞予定：② ⾞窓予定：
＜注意事項＞

野⽣⽣物は頻繁に現れますが、⾒られる保証はありません。河⼝までは凸凹道をドライブします。

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。

所要時間：約4時間45分

＜注意事項＞
下⾞予定：②
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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

⾞窓予定：

ツアー番号：PA4-320 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
ポアス⽕⼭、サルチと⽥園地帯ドライブ（昼⾷付）
Poas Volcano, Sarchi, Country Drive & Lunch
所要時間：約8時間半
下⾞予定：④⑤

⾞窓予定：⑥
＜注意事項＞
モンテベルデまでは2時間程度かかり、途中、未舗装の道を20分ほど⾛ります。⽣物展⽰園の受付のある場所
からバタフライガーデンの間に傾斜があります。野⽣⽣物は頻繁に現れますが、⾒られる保証はありません。
チーズの製造⼯程はガラスの窓から⾒えますが、⽣産現場に⼊ることはできません。チーズ⼯場は⽇曜⽇と国
⺠祝⽇、宗教⾏事のために指定された祝⽇は稼働していませんが、⼩売部⾨は12⽉25⽇、1⽉1⽇、宗教⾏事の
ために指定された祝⽇以外は開いています。訪問順序が逆になる場合があります。

ツアー番号：PA4-470 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

＜注意事項＞
⽕⼭の標⾼が約2500メートルになりますので、⼼臓病をお持ちの⽅にはお勧めしません。
ポアス⽕⼭までは、トイレ休憩を挟んで2時間半から3時間のドライブです。天候によりクレーターがよく⾒え
ない場合があります。丈夫なウォーキングシューズとゆったりとした服装でご参加ください。また、⽕⼭の上
部は気温が低い場合がありますので、セーター、レインコート、⻑ズボンをお持ちください。

ツアー番号：PA4-355 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
ハチドリの庭園とモンテベルデの⽣物鑑賞
Hummingbird Garden & Live Exhibits Of Monteverde
所要時間：約7時間15分
下⾞予定：

吊り橋の空中散歩
A Walk in the Clouds
所要時間：約6時間45分
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

new 健脚レベル その他

健脚レベル その他

ツアー料⾦：＄139.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
ピュラ・ヴィダガーデン
Pura Vida Gardens
所要時間：約5時間15分
下⾞予定：⑥ ⾞窓予定：

ツアー番号：PA4-365

＜注意事項＞
野⽣動物は頻繁に⾒られますが、保証されるものではありません。健康に⾃信のある⽅のみご参加ください。
頑丈なウォーキングシューズと簡単なレインコートと⽇焼け⽌めをご⽤意ください。ツアーの順番は変わる場
合があります。

ツアー番号：PA4-350 ツアー料⾦：＄139.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
サバンナの冒険
Sabana Adventure
所要時間：約7時間
下⾞予定：⑧ ⾞窓予定：

Nature & Culture of Costa Rica at Turu Ba Ri Eco Park
所要時間：約7時間半
下⾞予定：③⑧

ツアー番号：PA4-200 ツアー料⾦：＄149.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

ツアー番号：PA4-360 ツアー料⾦：＄139.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
Turu Ba Riエコパークでコスタリカの⾃然と⽂化

⾞窓予定：

⾞窓予定：
＜注意事項＞
つま先の閉じた歩きやすい靴を履き、⽇焼け⽌めをお持ちください。カメラと双眼鏡をご持参いただくことを
お勧めいたします。軽度のガイドウォークは⾃由参加で、舗装された平坦な道を歩きます。参加せず、カフェ
テリアで待つこともできます。ツアーの前に免責同意書への記⼊が必要です。

Rainforest Aerial Tram, Nature Walk & Lunch
所要時間：約7時間
下⾞予定：⑥⑧

熱帯⾬林ゴンドラ観光と⾃然散策（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＞
このツアーの内容はPA4-110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PA4-110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。

⾞窓予定：

ツアー番号：PA4-110 ツアー料⾦：＄44.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
景観ドライブ、⽂化ショーとショッピング
Scenic Drive, Cultural Show & Shopping
所要時間：約3時間15分
下⾞予定：
＜注意事項＞
⾒学順序が変更になる場合があります。バスに乗り降りする際に2〜3段の階段があります。軽装で歩きやすい
ウォーキングシューズを履き、帽⼦、ペットボトル⼊りの⽔をお持ちください。⾞椅⼦常⽤の⽅はツアーコー
ドPA4-111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PA4-110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。折り畳み式の⾞椅⼦をご利⽤で、バスの乗降と2〜3段の階段の昇り降りがで
きる⽅は、本ツアーPA4-110にお申し込みください。バスには折り畳み式⾞椅⼦が4台まで収納できます。

ツアー番号：PA4-111 ツアー料⾦：＄44.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

⾞窓予定：

景観ドライブ、⽂化ショーとショッピング（⾞椅⼦常⽤者）
Scenic Drive, Cultural Show & Shopping（Wheelchair Accessible）
所要時間：約3時間15分
下⾞予定：

⾒学順序は変更になる場合があります。野⽣⽣物は頻繁に現れますが、⾒られる保証はありません。各ゴンド
ラには乗客8名とガイド1名が乗ります。つま先の閉じた歩きやすい靴を履き、⽇焼け⽌めをお持ちください。
⾃由参加の軽度のガイドウォークでは、舗装された平坦な道を歩きます。参加せず、カフェテリアで待つこと
もできます。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：PA4-105 ツアー料⾦：＄199.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
熱帯⾬林ゴンドラ観光とタルコレス川（昼⾷付）
Rainforest Aerial Tram, Tarcoles River & Lunch

下⾞予定：②⑥⑧ ⾞窓予定：
＜注意事項＞

所要時間：約10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

健脚レベル その他

＜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。ツアーの前に免責同意書へ記⼊が必要で
す。ラフティングの間は、救命胴⾐の着⽤が義務付けられています。濡れる場合がありますので、着替え、予
備の靴、タオルをお持ちください。野⽣⽣物は頻繁に現れますが、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。
（年齢制限8歳以上）

ツアー番号：PA4-735 ツアー料⾦：＄89.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
コロビチ川のラフティングと景観ドライブ（昼⾷付）
Corobici River-Raft Float, Scenic Drive & Lunch
所要時間：約7時間
下⾞予定：② ⾞窓予定：

＜注意事項＞

ツアー番号：PA4-205 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

⾞窓予定：

コーヒー農園と植物園（昼⾷付）
Coffee Plantation, Botanical Garden & Lunch
所要時間：約8時間
下⾞予定：③ ⾞窓予定：
＜注意事項＞

ツアー番号：PA4-290 ツアー料⾦：＄149.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
アレナル⽕⼭と温泉
Arenal Volcano And Hot Springs
所要時間：約9時間
下⾞予定：⑦

訪問順序が逆になる場合があります。ホリデー期間中、政府の⾏事などのために国⽴劇場やゴールドミュージ
アムが閉鎖される場合は、代わりに国⽴博物館を訪れます。

訪問順序が逆になる場合があります。

ツアー番号：PA4-100 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
サンホセと国⽴劇場（昼⾷付）
San Jose, National Theater, & Lunch
所要時間：約7時間半
下⾞予定：① ⾞窓予定：
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

new 健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
歩きやすいウォーキングシューズを履き、⾬具、帽⼦、双眼鏡、カメラ、ペットボトル⼊りの⽔、⽇焼け⽌
め、⾍除けをお持ちください。

ツアー番号：PA4-215 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦：なし）
アンダルシアの⾺の共進会と⽥舎の地⽅
Andalusian Horse Show & Countryside
所要時間：約5時間15分
下⾞予定：

＜注意事項＞
きわめて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。ツアーの前に免責同意書への記⼊
が必要です。⾜先の閉じた靴と動きやすい服装でご参加ください。⼩さなリュックサックまたはウェストポー
チに、⾍除け、⽇焼け⽌めをお持ちください。ジップラインの間は、両⼿が空いていなければなりません。
ペットボトル⼊りの⽔が配られます。野⽣⽣物は頻繁に現れますが、⾒られる保証はありません。
（年齢制限5歳以上、体重制限122キロ以下）

ツアー番号：PA4-210 ツアー料⾦：＄59.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
コーヒー農園、サルチと⽥園地帯ドライブ

⾞窓予定：

⾞窓予定：

ツアー番号：PA4-400 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

Coffee Plantation, Sarchi & Country Drive
所要時間：約5時間半
下⾞予定：③⑤

林冠のジップラインと⽥園地帯ドライブ
Original Canopy Zipline & Country Drive
所要時間：約4時間半
下⾞予定：⑥ ⾞窓予定：

ツアー番号：PA4-230 ツアー料⾦：＄139.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
⽂化的な農場体験
Cultural Homestead Experience
所要時間：約7時間45分
下⾞予定：San Luis Park ⾞窓予定：④
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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。

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。

⑧ 民族ショー　Folkloric Show

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。

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

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。

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。

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
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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。

＜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）
「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

＜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）

下⾞予定：⑦ ⾞窓予定：①③

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

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

 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。
＜注意事項＞

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：
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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

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＞
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-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

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 ⾞窓予定：③⑤

⾞窓予定：①
＜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）

＜注意事項＞

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

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
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健脚レベル その他

旧市街と舞踏団による⺠族ショー
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

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： ⾞窓予定：

コロンビア国⽴飼⿃園
National Aviary of Colombia

＜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）

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

ツアー番号：CTG-200 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：①⑧ ⾞窓予定：③
＜注意事項＞
 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、⺠俗ショーが開催されます。

＜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）

所要時間：約4時間
下⾞予定：① ⾞窓予定：
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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

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

＜注意事項＞
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。

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3時間半
下⾞予定：①② ⾞窓予定：③④⑤⑥⑦

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）

所要時間：約4時間
下⾞予定：②③⑤ ⾞窓予定：

＜注意事項＞
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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

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。
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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

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＞
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-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

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：
＜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。

下⾞予定：⑤⑦ ⾞窓予定：①②④
＜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。
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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

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
下⾞予定：①⑤⑥ ⾞窓予定：②④⑦

ツアー番号：AUA-230 ツアー料⾦：＄59.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

＜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）

所要時間：約3時間
下⾞予定：⑤⑧ ⾞窓予定：
＜注意事項＞
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：
＜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。ムンバビーチの⻩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

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。

CULTURAL WALKING TOUR THROUGH ORANJESTAD
所要時間：約2時間半
下⾞予定：② ⾞窓予定：
＜注意事項＞

31



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

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

所要時間：約4時間
下⾞予定：③ ⾞窓予定：
＜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。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。

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）

⾞窓予定：

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
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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＞
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-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

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
下⾞予定：③ ⾞窓予定：
＜注意事項＞

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：
＜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-930 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦：なし）

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）
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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

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：

UTV THROUGH ARUBA'S OUTBACK & NATURAL POOL SWIM
所要時間：約3時間半

＜注意事項＞

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

下⾞予定：② ⾞窓予定：④

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。参加者の⾝⻑・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-340 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

＜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
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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

ツアー番号：AUA-670 ツアー料⾦：＄109.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

UTV Off-Road Adventure
所要時間：約3時間15分
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）

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。

所要時間：約4時間
下⾞予定：①③⑤ ⾞窓予定：④
＜注意事項＞

所要時間：約2時間
下⾞予定： ⾞窓予定：⑦

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

＜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、⾝⻑制限91.5センチ以上）

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

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。
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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：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：
＜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
＜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
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）
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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

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）

＜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：
＜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
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）
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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

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）

＜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
＜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
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、⾝⻑制限92センチ以上）
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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

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）

＜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：
＜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
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。
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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

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

陸地と海のコンビネーション
Land & Sea Combination

＜注意事項＞

ツアー番号：GCM-600 ツアー料⾦：＄69.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

ツアー番号：GCM-105 ツアー料⾦：＄54.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

下⾞予定③⑧ 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。

Coast-to-Coast Scenic Island Drive, Hell & Beach

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。

＜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

所要時間：約5時間

所要時間：約3時間半
下⾞予定：②③ ⾞窓予定：⑥
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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。

フエルト・アマドール　パナマ（パナマシティーへ）

Fuerte Amador, Panama(for Panama City)
フエルト・アマドールはパナマ運河への太平洋側の玄関口で、人の手で作られた半島は太平洋に伸びています。全
長1マイルのコーズウェイはパナマ運河建設で掘りおこされた4つの小さな島を結ぶために作られました。テンダー
ボートで上陸するマリーナ付近にはショップやレストラン、専門店などがあります。コーズウェイからはパナマシティー
の印象的なスカイラインなどパノラマが広がり、スミソニアン熱帯研究所があります。

ご案内：本船はフエルト・アマドール沖合で投錨し、テンダーボートで上陸します。パナマ運河通過後、本船はフエル
ト・アマドールに午前到着し、ツアーを運行し終日沖合に投錨します。

＜見どころ＞

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

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

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。

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寝台列車で走り抜けます。

④ パナマ運河通行　Panama Canal Transit

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

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。

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。
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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

ツアー番号：PA6-100 ツアー料⾦：＄64.95〜（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4時間
下⾞予定：① ⾞窓予定：
＜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。

ツアー番号：PA6-120 ツアー料⾦：＄64.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

Panama Canal Interoceanic Museum & Old Canal Zone
所要時間：：約4時間
下⾞予定：①

新閘⾨と旧パナマ運河地帯
New Locks & Former Panama Canal Zone
所要時間：約5時間9分
下⾞予定：⑧ ⾞窓予定：

所要時間：約4時間15分
下⾞予定： ⾞窓予定：②

＜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。

ツアー番号：PA6-115 ツアー料⾦：＄69.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
パナマ運河博物館と昔のパナマ地帯

⾞窓予定：
＜注意事項＞
ペットボトルのお⽔が配られます。

ツアー番号：PA6-105 ツアー料⾦：＄69.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

＜注意事項＞

植⺠地時代のパナマとミラフローレス閘⾨の展望台
Colonial Panama & Miraflores Locks Observation Center

ミラフローレス閘⾨の展望台からは船舶の通過が⾒られない場合があります。 Plaza Quinto Centenarioには約
12段の段差がありますが、傾斜路も利⽤可能です。 カスコ・アンティグオで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。 訪問順序は変更される場合があります。 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、乗客を乗せ
た船が接岸します。 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。
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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＞
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：PA6-210 ツアー料⾦：＄89.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
フランク・ゲリー博物館とパナマ市内観光
Frank Gehry's Biomuseo and Panama City Tour
所要時間：約2時間半
下⾞予定： ⾞窓予定：

ツアー番号：PA6-235 ツアー料⾦：＄109.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
パナマ運河：現在の閘⾨システムと未来
Panama Canal: Today's Locks System and the Future
所要時間：約6時間
下⾞予定：②⑧ ⾞窓予定：
＜注意事項＞
バスには約3時間半乗⾞します。

ツアー番号：PA6-175 ツアー料⾦：＄189.95〜（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5時間
下⾞予定：③ ⾞窓予定：
＜注意事項＞
座席は指定席がなく、数に限りがあります。鉄道は⼀⽅通⾏で⾛っております。約1時間半トイレを利⽤する機
会がありません。訪問順序は変更される場合があります。 船舶は⾒えない場合があります。

ツアー番号：PA6-170 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 & New Locks of the Canal Expansion (Dome Car)
所要時間：約5時間
下⾞予定：③ ⾞窓予定：
＜注意事項＞
座席は指定席がなく、数に限りがあります。鉄道は⼀⽅通⾏で⾛っております。約1時間半トイレを利⽤する機
会がありません。訪問順序は変更される場合があります。 船舶は⾒えない場合ががります。展望⾞両はガラス
張りのドーム型になっています。
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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

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：PA6-385 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

＜注意事項＞
野⽣⽣物は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。

ツアー番号：PA6-610 ツアー料⾦：＄109.95〜（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4時間
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。⽇焼け⽌めをご持参ください。双眼鏡や望遠レンズ
付きカメラの持参をお勧めします。

ツアー番号：PA6-350 ツアー料⾦：＄129.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
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
下⾞予定：⑦ ⾞窓予定：
＜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。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。
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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

ガツン湖クルーズと閘⾨
Gatun Lake Cruise & Locks
所要時間：約6時間
下⾞予定：②⑤ ⾞窓予定：

Panama Canal & Locks Transit by Boat
所要時間：約6時間
下⾞予定：④⑤

ツアー番号：PA6-600 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦：なし）

Panama's History in Gold
所要時間：約5時間

＜注意事項＞
船舶の閘⾨通過やエコクルーズ中の野⽣⽣物は、よく⾒かけますが、⾒られる保証はありません。訪問順序が変
わる場合があります。簡単なスナックとペットボトルのお⽔が配られます。
（年齢制限13歳以上）

ツアー番号：PA6-615 ツアー料⾦：＄159.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
船で通過するパナマ運河と閘⾨

下⾞予定：① ⾞窓予定：
＜注意事項＞
訪問順序が変更される場合があります。⼯房付近を⾒下ろす通路へは12段の階段を上がる必要があります。この
ツアーは⾞椅⼦の対応をしていません。

⾞窓予定：②
＜注意事項＞
ボート乗⾞時間は約4時間です。トイレは⾞椅⼦対応をしていません。伝統料理のビュッフェ含まれています。
ツアーに使⽤されるボートは参加⼈数により異なります。また、ツアー所要時間は変更される場合があります。
パナマ運河通過はパナマ運河庁により予定と管理がなされています。

ツアー番号：PA6-205 ツアー料⾦：＄79.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
パナマの⻩⾦の歴史
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コーヒー農園にあるこの文化センター内にはコーヒー博物館、前コロンビア期のマヤ楽器が展示されているマヤ音楽博物館、
グアテマラの伝統的なドレスが展示されているサカテペケス博物館があります。

プエルト・ケツァル　グアテマラ

Puerto Quetzal, Guatemala
グアテマラは中米の最北部に位置し、この地域最大の国です。グアテマラには37の火山があり、豊かなマヤ文明遺
産、アティトラン湖や保存状態が極めて良い植民都市の一つ、アンティグアなどを誇ります。かつて印象的な古代マ
ヤ文明の中心にあったグアテマラはスペインからの征服者ペドロ・デ・アルバラドにより1524年に征服されました。20
世紀の後半、色々な軍事政権や民間政権が発足し、同様に36年間のゲリラ戦争も経験しました。これら一連の事案
は過去の事として徐々に消えつつあり、現在のグアテマラは繁栄する民主主義の元、多様なランドスケープ、アクティ
ビティー、史跡が発見されるのを待ち望んでいます。暑い熱帯の太平洋沿岸でアフリカンサファリを楽しんだり、アティ
トラン湖や植民都市のアンティグアがある涼しいマヤの高地の探索などお楽しみください。すべての旅行者に興味を
抱かせる、それがグアテマラです。

ご案内：港の停泊時間により、幾つかのツアーが催行されないクルーズもあります。クルーズパーソナライザー又は
ホームページでご確認ください。ツアー内容は港に停泊する時間を基準にしています。

＜見どころ＞

① アンティグア　Antigua

山々と、聳え立つ火山に囲まれたアンティグアはユネスコ世界遺産に登録され、石畳の道や愛らしいショッピングプラザ、魅
力あるコロニアル風建築物や美しく復元された300年の歴史がある教会、宮殿や修道院などがあります。

② カプチナス修道院　Convent de las Capuchinas

1736年に奉納された修道院内には博物館とアンティグア保護の国立機関の事務所、　ミステリアスな地下室や礼拝堂の身廊
などがあります。

③ ラ・メルセー教会　Iglesia La Merced

17世紀、修道院の一部として建てられたこの教会は、正面には黄色と白の精巧なバロック装飾が施され、その両端には鐘楼
が聳え立ちます。

④ ラ・アゾテア・カルチャーセンター　La Azotea Cultural Center

⑧ チャピン自然公園　Chapin Nature Park

息をのむような素晴らしいこの自然公園には、自分自身の足で見て回れる動物園と、自由に歩き回るアフリカやグアテマラの
野生動物を、空調付きの乗り物で快適に見学出来るドライブスルータイプのサファリをお楽しみ頂けます。

⑤ アティトラン湖　Lake Atitlan

火山に囲まれた高地にあるアティトラン湖には、信仰と歴史を精巧な織物や刺繍に織り込めた洋服を身に着ける現代のマヤ
人が暮らしています。

⑥ 火山　Volcanoes

荒々しく原始的な土地を持つグアテマラには、37の火山があります。その中でも荘厳に聳える活火山のパカヤ火山は標高
2551メートルあり、毎年6万5千人が訪れます。

⑦ コーヒー農場　Coffee Plantation

変化に富む微気候、理想的な雨量パターン、そして豊かな土壌を持つグアテマラには数多くのコーヒー農場があり、1世紀以
上にわたって世界の上質なコーヒーを生産しています。
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
アンティグアでは⽯畳道を徒歩で観光します。所によっては凸凹な箇所があります。標⾼の関係で気温が低い
場合がありますので、セーターをご持参ください。訪問順序は変更される場合があります。

＜注意事項＞
アンティグアでは⽯畳道を徒歩で観光します。所によっては凸凹な箇所があります。ペットボトルのお⽔1本が
含まれます。標⾼の関係で気温が低い場合がありますので、セーターをご持参ください。訪問順序は変更され
る場合があります。

ツアー番号：PQ1-100 ツアー料⾦：＄109.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：約8時間

植⺠地時代のアンティグア、郊外の景観ドライブ（昼⾷付）
Colonial Antigua, Countryside Scenic Drive & Lunch

下⾞予定：①④ ⾞窓予定：③

Colonial Antigua, Jades Museum, & Factory

Colonial Antigua, Museum, Scenic Drive & Lunch

ツアー番号：PQ1-110 ツアー料⾦：＄64.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：約5時間
下⾞予定：① ⾞窓予定：

植⺠地時代のアンティグア、翡翠博物館と⼯房

＜注意事項＞
アンティグアは海抜1524メートルに位置します。このツアーでは⽯畳の道、歩道、建物の数段の階段などの徒
歩が含まれます。⼀定の距離を歩き、また乗り物の乗り降りができる必要があります。折り畳み式⾞椅⼦は⾞
内に保管することができます。アンティグアへは⽚道1時間30分程のドライブです。訪問順序は変更される場
合があります。

ツアー番号：PQ1-105 ツアー料⾦：＄99.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：約8時間
下⾞予定：①③④ ⾞窓予定：

植⺠地時代のアンティグア、博物館と景観ドライブ（昼⾷付）
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⾞窓予定：⑥
＜注意事項＞
免責書類にご記⼊頂きます。呼吸器に問題がある⽅は、イシンチェ遺跡が標⾼の⾼い所に位置することをご留
意ください。

Auto Chapin Drive-Through Nature Park & Zoo
所要時間：約4時間半

ツアー番号：PQ1-300 ツアー料⾦：＄119.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

＜注意事項＞
公園の規則によりサファリドライブ中は⾞外に出ることはできません。⾞両は空調付きで窓は開きません。カ
メラを持参することをお勧めします。ペットボトルのお⽔が含まれます。

ツアー番号：PQ1-115 ツアー料⾦：＄109.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

チャピン⾃然公園 ドライブスルーと動物園

マヤの⽂化と神秘（昼⾷付）
Mayan Culture and Mystique & Lunch

所要時間：約9時間
下⾞予定：⑤ ⾞窓予定：

アティトラン湖クルーズと景観ドライブ（昼⾷付）
Lake Atitlan Cruise, Scenic Drive & Lunch

＜注意事項＞
フェリーからメイン通りまでは約365メートル歩き、湖畔から数段の階段を上がる必要があります。ゆったり
としたペースで歩き、必要となれば休息を⼊れます。標⾼の関係で気温が低い場合がありますので、セーター
をご持参ください。このツアーは⾞いすや歩⾏器、杖などを必要とする⽅はご参加頂けません。

ツアー番号：PQ1-360 ツアー料⾦：＄59.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：約9時間
下⾞予定：

下⾞予定：⑧ ⾞窓予定：
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ツアー番号：PQ1-215 ツアー料⾦：＄59.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

＜注意事項＞
活⽕⼭をハイキングするツアーの性質上、ツアー出発前⼜はツアー最中、安全を常に確保する為、いかなる時
でもキャンセルになる場合があります。その⽇の⽕⼭活動の度合いにより制限がかかるため、⽕⼭へのハイキ
ング距離が変更されます。免責書類にご記⼊いただきます。
（年齢制限12歳以上、体重制限113キロ以下）

フィラデリフィア・コーヒー農園と植⺠地時代のアンティグア（昼⾷付）
Filadelfia Coffee Estate, Colonial Antigua & Lunch

免責書類にご記⼊いただきます。

ツアー番号：PQ1-205 ツアー料⾦：＄79.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

農園内やアンティグアの⽯畳道を徒歩で観光します。道路は⼀部、凸凹の箇所があります。ペットボトルのお
⽔が配られます。標⾼の関係で気温が低い場合がありますので、セーターをご持参ください。

所要時間：約4時間半
下⾞予定： ⾞窓予定：⑥
＜注意事項＞

所要時間：約4時間半

ツアー番号：PQ1-210 ツアー料⾦：＄129.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

下⾞予定：①⑦ ⾞窓予定：⑥
＜注意事項＞

下⾞予定：⑦ ⾞窓予定：

ドン・パンチョ・エステートと庭園、郊外ドライブ
Don Pancho Estate and Gardens & Country Drive

所要時間：約8時間

所要時間：約6時間
下⾞予定：⑥ ⾞窓予定：

ツアー番号：PQ1-470 ツアー料⾦：＄79.95〜（⼦供料⾦：なし）

＜注意事項＞
コーヒーと薬草の⽊を⾒学する為に約90メートルの平らなコンクリートの道と、約230メートルの登り坂の遊
歩道を歩きます。

El Barretal Coffee Plantation & Scenic Drive

パカヤ⽕⼭ハイキングと郊外ドライブ
Pacaya Volcano Hike & Countryside Drive

エル・バレタル・コーヒー農園と景観ドライブ
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＜注意事項＞
このツアーは交通費のみ含まれ、⼊場料や昼⾷代など含まれていません。帰りのバスに乗り遅れた場合は、ご
⾃⾝の負担で船まで帰着ください。標⾼の関係で気温が低い場合がありますのでセーターをご持参ください。

所要時間：約8時間
下⾞予定：① ⾞窓予定：

個⼈で巡る植⺠地時代のアンティグア
Colonial Antigua On Your Own

ツアー番号：PQ1-305

ツアー番号：PQ1-335 ツアー料⾦：＄44.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

下⾞予定： ⾞窓予定：

ツアー料⾦：＄599.95〜（⼦供料⾦：なし）

所要時間：約9時間

ティカル：マヤの古代都市の声
Tikal- Maya City of Voices

51



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。

⑤ ラス・オラス通り　Las Olas Boulevard

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 フォートローダーデールビーチ　Fort Lauderdale Beach

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

フォートローダーデールには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。

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ーデールは映画“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ーデールは第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・ローダー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ー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

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。

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
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⾞窓予定：

Everglades Airboat Ride & Eco-Adventure with Fort Lauderdale Airport Transfer
(Disembarkation)

エバーグレーズエアボート乗船とエコアドベンチャー
フォートローダーデール空港トランスファー（下船）

＜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時以降にフォーローダー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ー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）

ツアー番号：FLL-635 ツアー料⾦：＄59.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：約2時間15分
下⾞予定：①

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。

所要時間：約3時間
下⾞予定：①

Everglades Airboat Ride & Eco-Adventure with Miami Airport Transfer
(Disembarkation)

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）
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所要時間：約5時間
下⾞予定：①② ⾞窓予定：

ツアー番号：FLL-650 ツアー料⾦：＄79.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）

所要時間：：約4時間

Everglades Airboat Ride & Flamingo Gardens with Fort Lauderdale Airport Transfer
(Disembarkation)

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 Miami Airport Transfer
(Disembarkation)

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）

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分以降にフォーローダーデール国際空
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
にフォートローダー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）

＜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。
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所要時間：約5時間
下⾞予定：⑦ ⾞窓予定：

South Beach, Miami, Scenic Drive & Miami Airport Transfer (Disembarkation)

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）

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）

＜注意事項＞

Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Fort Lauderdale Airport Transfer
(Disembarkation)

船による沿岸内⽔路観光とラス・オラス通り
フォートローダーデール空港トランスファー（下船）

⾞窓予定：③
＜注意事項＞

所要時間：約3時間半
下⾞予定：④⑤

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分以降にフォーローダーデール国際空
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
ローダー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。
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所要時間：約4時間半
下⾞予定：④⑤ ⾞窓予定：③

Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Miami Airport Transfer
(Disembarkation)

所要時間：約3時間半

Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Fort Lauderdale Airport Transfer
(Disembarkation)(Wheelchair Accessible)

船による沿岸内⽔路観光とラス・オラス通り
フォートローダーデール空港トランスファー（下船/⾞椅⼦常⽤者）

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
マイアミ空港トランスファー（下船）

下⾞予定：④⑤ 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分以降にフォーローダー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ーデール空港に⽴
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）

＜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。
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⾞窓予定：③

Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Miami Airport Transfer
(Disembarkation)(Wheelchair Accessible)

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）

＜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。

ツアー番号：FLL-611 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：④⑤
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この有名な大通りには、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームや、スターたちの手形と足型のあるTCLチャイニーズシアター、食
事とショッピングの複合施設、ドルビーシアター（旧名：コダック）、リプレイズ・ビリーブ・イット・オア・ノットミュージアムや、マダ
ム・タッソー蝋人形館などがあります。

② TCLチャイニーズシアター　TCL Chinese Theater(Formerly Grauman’s)

⑧ サンタ・モニカ・ピア　Santa Monica Pier

太平洋に架かるこの桟橋は、1909年に建てられた世界的に有名な桟橋です。　アミューズメントパークや空中ブランコ学校、
オーシャンフロントウォーク、水族館、歴史的なメリーゴーランド、ショップ、スナックスタンドやアーケードがあります。
  

⑤ ディズニーコンサートホール/ミュージックセンター　Disney Concert Hall/Music Center

ステンレス鋼材を使用した外見が印象的な約14500平方メートルのコンサートホールは、建築家のフランク・ゲイリーによって
設計されました。世界でも最も研ぎ澄まされた音響性を備えています。

⑥ ハリウッドボウル　Hollywood Bowl

⑦ ビバリー・ヒルズ Beverly Hills

ビバリー・ヒルズはカリフォルニアの富豪や有名・著名人たちの豪邸や高級住宅街や公邸が集う場所です。

１９１９年フランク・ロイド・ライトジュニアによって設計された、ボウル形状が象徴的な野外音楽堂です。
シンフォニーやオペラ、ジャズ、バレエ、講演会やロックコンサートなど、ロサンゼルスにとって数々の印象深い音楽場面の舞
台になってきました。

③ ユニバーサルスタジオ　Universal Studios

ユニバーサルスタジオ・ハリウッドは「ロサンゼルスのエンターテインメントの殿堂」とされ、映画とテレビドラマを舞台にした唯
一のテーマパークです。本格的な体感型の映画スタジオや、ハリウッドの魔法をゲストにお届けしています。ユニバーサルス
タジオ・ハリウッドは、映画を舞台にしたテーマパーク、スタジオツアー、シティーウォークエンターテインメントとショッピングや
お食事を一日中楽しめる複合施設です。

④ オルベラストリート　Olvera Street

優美な中華風の建築様式が特徴的な建物です。正面には、200名以上ものハリウッドの伝説的スターたちの手形と足型がコ
ンクリートの上に残されています。このランドマークは映画のプレミアにおいても頻繁に使用される劇場です。

ロサンゼルスの街の誕生の地です。このカラフルな村には27の史跡のほか、メキシカン様式の広場に、伝統的なメキシコ料
理とメキシコの手工芸品を取り扱う市場があります。

ロサンゼルス　カリフォルニア

Los Angeles, California
天使の街はいつも夢うつつを行き交います。昔懐かしいかつての入植者たちの居留地ですが、映画の街として姿を
変える前はプエブロ族が農作地として利用していました。おそらく二十世紀の工業革命において、自動車産業から航
空機産業まで、ここまで発展した都市は他に類を見ないでしょう。ロサンゼルスがよく「ドリーム・マシーン」と呼ばれる
のはなぜでしょうか。ロサンゼルスでは人生の再出発が可能で、変化を遂げるための才能は、豊富な民族多様性と
活気あふれる文化がひしめく街によって生み出されるのです。ロサンゼルスは国内外に向けて発信される流行の発
信地です。本物のタコスやブリトーが他のどこで味わえるでしょう？また、ダウンタウンの高層ビル群からマリブビーチ
を訪れたり、ビバリー・ヒルズを道なりに買い物を楽しんでみては如何でしょうか？
ロサンゼルスはクルーズによっては、乗下船地となる港です。

＜見どころ＞

① ハリウッド大通り　Hollywood Boulevard
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ツアー番号：LAX-965 ツアー料⾦：＄49.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
上陸ツアー 個⼈で巡るロングビーチ
Debark Tour: Long Beach On Your Own

＜注意事項＞
このツアーはバスの送迎と⼊場料で構成されており、ガイドサービスはついておりません。昼⾷は含まれてお
りません。⾷べ物は購⼊することができます。かなりの距離を歩きますので、歩⾏に制限がある⽅にはお勧め
できません。集合時間・場所は聞き逃すことのないようにご注意ください。ユニバーサルスタジオでの滞在時
間は約4時間30分です。このツアーはロサンゼルスでクルーズを終え下船される⽅のみご参加いただけます。
また、午後6時以降にロサンゼルスを出発するフライトを予約する必要があります。このツアーは空港で解散と
なります。

＜注意事項＞
このツアーはロサンゼルスでクルーズを終え下船される⽅のみご参加いただけます。また、午後5時以降にロサ
ンゼルスを出発するフライトを予約する必要があります。このツアーは空港で解散となります。

ツアー番号：LAX-970 ツアー料⾦：＄199.95〜（⼦供料⾦有：12歳以下）
上陸ツアー 個⼈で巡るユニバーサルスタジオ

所要時間：約7時間
下⾞予定：③ ⾞窓予定：

Debark Tour: Universal Studios On Your Own

所要時間：約5時間
下⾞予定： ⾞窓予定：
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Frequently Asked Questions 
よくあるご質問と回答 

 
 

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

 

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

供しています。 

 

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

な要求や好奇心を満足させるよう作られています。 

 

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

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

事前予約しておくことも可能です。プリンセスにお任せ下さい。 

 

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

されることです。 

 

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

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

ご予約ください。 

 

 

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

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

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

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

る場合や、我々の力が及ばない場合があることをご理解ください。 

 

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

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

て、寄港地を訪問中の常識的な注意事項を幾つか明記しておきます。 

 

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

所には出かけないでください。 

･公共の場所では、ご自身の持ち物から目を離さないでください。 

･常にあなたの回りの人や状況に注意を払ってください。 

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

･目立たないように、地味な服装をして、控えめにしていてください。 

･上陸中の飲食にはご注意ください。 

 

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

しょう。 

 

 

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

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

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



2 

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

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

 

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

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

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

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

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

となります。 

 

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

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

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

入した料金よりも高くなっている場合があります。 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

なる場合がございます。 

 

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

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

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

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

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

複数のツアーに参加するのに十分な時間があります。 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

とならないない限り、天候にかかわらず催行されます。 

 

 

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

船上でキャンセル料が課せられます。 

 

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

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

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

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

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

社が催行を中止した場合を除き、１００％のキャンセル料が掛かります。 

 

 

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

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

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

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

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

状況を判断して出来る限りの払い戻しが出来るように善処します。 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

す。 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ます。 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

をご参照ください。 

 

 

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

公証人による承諾書が必要です。 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

す。 

 

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

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

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

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

用する必要があります（膝上で切ったジーパン、水着などは禁止）。 

 

 

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

 

 

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

合十分ではないでしょう。 

 

 

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

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

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

スの説明に付けられたシンボルマークを参照ください。 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

明を持参してください。 

 

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

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

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

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

ります。 

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

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

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

ている。 

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

さい。その場合でもツアー料金の割引はありません。 

 

 

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

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

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

持参いただく必要があります。 

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

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

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

ている方。 

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

の同伴が必要です。 

 

 

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

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

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

ります。 

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

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

再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 

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

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

して優れた評価に基づいて選んでいます。 

 

 

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

えしてくれる健康な方と一緒にご乗船されることを強くお勧めします。 

 

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

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

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

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

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

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

要があります。 

 

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

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

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

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

が、一人で２２ｋｇ以上のものを運ぶことは法律で許されておりません。 

 

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

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

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

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

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

テンダーボートでの上陸を中止する場合があります。 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

社の取引条件をお客様が承認したことになります。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ツアーデスクで予約の可能性を再度ご確認ください。 

 

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

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

 

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

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

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

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

す。 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

交通機関 

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

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

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

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

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

されております。 

 

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

ご希望に最大限沿えるよう代替案をご案内いたします。 

 

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

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

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

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

題に配慮してお客様にも参加していただくようにメッセージを込めています。 
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