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コペンハーゲン 

Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ 
長い歴史を誇るデンマーク王国の首都コペンハーゲンは、現女王マルグレーテ 2世の居城アマリエンボー宮殿
を中心に、古い建物が並ぶ美しい町です。200 年もの間変わらぬ色鮮やかな建物が建ち並ぶ運河沿いのニュ
ーハウン地区は、アンデルセンがこよなく愛した港の風情を今に残しています。 
 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  クロンボー城 Kronborg Castle 

デンマーク王国を守る要塞として 16 世紀に建てられ、素晴らしいルネッサンス様式の城はシェイクスピアの
戯曲ハムレットの舞台となりました。 

 

○2  ローゼンボー城 Rosenborg Castle 

クリスチャン 4 世の夏の離宮として 1606年に建てられ、おとぎの国の城のようです。博物館として公開されて
おり、王冠、即位の椅子、家族の肖像画などが展示されています。 

 

○3  チボリ公園 Tivoli Gardens 

世界の古い遊園地の一つチボリ公園。79 メーターのスターフライヤー、世界最古の木製ジェットコースターな
どがあります。 

○4  フレーデンスボー城 Fredensborg Castle 

この美しい 18世紀に建てられたバロック様式の城は、ロイヤルカップルが公式訪問と行事の際に訪れます。
女王マルグレーテ 2 世の滞在中は正午に衛兵交代が行われます。 

 

○5  フレデリクスボー城 Frederiksborg Castle 

この素晴らしいオランダ・ルネッサンス様式の城はエスロム湖に浮かぶ3つの島の上に建てられ、デンマーク
最大の肖像画のコレクションが展示される博物館となっています。 

 

○6  アマリエンボー城 Amalienborg Palace 

デンマーク王室の冬の居城となっています。4 つの宮殿が繋がっており中庭は美しい 8 角形をしています。 
 

○7  クリスチャンスボー城 Christiansborg Palace 

デンマーク国会がある王室 800 年の歴史を象徴する城で、現在の建物は 20 世紀初頭に建てられました。前
王宮跡地に建てられました。 

 

○8  ニューハウン Nyhavn 

クリスチャン・アンデルセンが好んで住んだ場所で 17 世紀の色鮮やかなウォーターフロント地区です。 
17 世紀と 18 世紀のタウンハウス、レストラン、カフェなど並び、運河には古い木製船が数多く停泊していま
す。 
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コペンハーゲン、デンマーク Copenhagen, Denmark 

   
人気 

コペンハーゲン市内ドライブと運河クルーズ 
Copenhagen City Drive & Canal Cruise 
ツアー番号：CPH-205 
ツアー料金：＄79～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○6
 ○7

○8  

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バスから運河クルーズ乗船場、そしてクルーズ後バスへ戻るのに石畳の道を各約 10 分歩きます。  
運河クルーズ船に乗るのに約 10 段の上り下りがあります。このツアーは車椅子のお客様と歩行が 
困難なお客様にはお勧めしません。 
 
このツアーは乗船日、下船日には催行しません。 

   
ローゼンボー城とお買い物 
Rosenborg Castle & Shopping 
ツアー番号：CPH-235 
ツアー料金：＄79～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間  
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

○6  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

大きなリュックサックとバックはローゼンボー城内には持ち込めません。入場前に手荷物のチェック
があります。 
 
城内観光では階段や小石の石畳が多く含まれます。車椅子のお客様と歩行が困難な方にはお勧めしま
せん。 

城内の写真撮影には追加料金が掛かります。 
 
日曜日と祭日は宮殿内売店はお休みです。 
 
エメラルドプリンセスクルーズＥ314とＥ321ではこのツアーは催行しません。 
 
このツアーは乗船日、下船日には催行しません。 
訪問順序が逆になる場合があります。 

   
コペンハーゲン市内ドライブとチボリ公園 下船ツアー 
Debark Tour-City Drive & Tivoli Gardens 
ツアー番号：CPH-960 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

○6  

○7  

○8  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 4時 30分以降に空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。 
プリンセスのトランスファーをすでにご購入になっているお客様は割引料金でご利用いただけます。 
ツアーデスクにてご確認下さい。 
 
このツアーはコペンハーゲン空港で終わります。空港到着後荷物をお受け取りください。コペンハー
ゲン空港では搭乗時間の 2時間 30分より前にチェックインすることが制限されています。 
 

チボリ公園内の遊具利用などの料金は含まれていません。 
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コペンハーゲン、デンマーク Copenhagen, Denmark 

   
コペンハーゲン市内ドライブと漁村ドラオア 下船ツアー 
Debark Tour-City Drive & Dragoer Fishing Village 
ツアー番号：CPH-965 
ツアー料金：＄79～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○3  

○6
 ○7

○8  

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 3時 45分以降に空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。 
プリンセスのトランスファーをすでにご購入になっているお客様は割引料金でご利用いただけます。 
ツアーデスクにてご確認下さい。 
このツアーはコペンハーゲン空港で終わります。空港到着後荷物をお受け取りください。コペンハー
ゲン空港では搭乗時間の 2時間 30分より前にチェックインすることが制限されています。 

漁村ドラオア観光では徒歩が含まれます。車椅子のお客様と歩行が困難な方にはお勧めしません。 
   
コペンハーゲン市内ドライブ 
Debark Tour-City Drive 
ツアー番号：CPH-970 
ツアー料金：＄79～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間  
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○3  

○6  

○7  

○8  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
このツアーは下船日の午後 3時以降に空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。 
プリンセスのトランスファーをすでにご購入になっているお客様は割引料金でご利用いただけます。 
ツアーデスクにてご確認下さい。 
このツアーはコペンハーゲン空港で終わります。空港到着後荷物をお受け取りください。コペンハー
ゲン空港では搭乗時間の 2時間 30分より前にチェックインすることが制限されています。 

アマリエンボー宮殿には石畳があります。 
車椅子のお客様と歩行が困難なお客様にはお勧めしません。 

 
  
コペンハーゲン市内ドライブとクリスチャンスボー城 
Debark Tour-City Drive & Christiansborg Palace 
ツアー番号：CPH-975 
ツアー料金：＄99～ 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分   
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  ○3  

○6  

○8  

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船後、プリンセス・ポストクルーズ・ホテルオプションを購入されたお客様にお勧め
です。このツアーはプリンセス・ポストクルーズ・ホテルにて終了します。ホテルのチェックインま
での時間にお勧めです。 ﾌﾟﾘﾝｾｽﾎﾟｽﾄｸﾙｰｽﾞﾎﾃﾙｵﾌﾟｼｮﾝ＝下船後ﾎﾃﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
城内観光には階段が含まれ、座るための椅子はありません。城内では約 100段の階段の上り下りが含
まれます。車椅子のお客様と歩行が困難な方にはお勧めしません。 

クリスチャンスボー城内ではカメラ、ビデオ撮影は出来ません。城内では靴を覆うスリッパーを着用
します。 
クリスチャンスボー城にて女王の公式謁見がある場合、クリスチャンスボー城の代わりにローゼンボ
ー城観光となります。 
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オスロ 

Ｏｓｌｏ  
静かな水面と美しい緑の森、別荘の建つ小島が点在するフィヨルドの奥深くに位置するオスロは人口 50 万人
ほどとスカンジナビアでは最も小さな首都ですが、歴史的には最も古い首都。15 世紀の大火の後、クリスチャ
ン 4 世により広い路と美しい広場や公園など他のヨーロッパの都市では見られない街に生まれ変わりました。
公園や広場にはノルウェーの歴史を伝える銅像や代表的な芸術家ヴィーゲランの彫刻など数多くみられます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ヴィーゲラン彫刻公園 Vigeland Sculpture Park 

有名な彫刻家グスタフ・ヴィーゲランが生涯をかけて作り上げた公園です。公園内は 5 のセクションに分かれ、
人生の諸相人間の生涯をモチーフにした 200 以上の彫刻が見られます。 

 

○2  ビグドイ半島 The Bygdoy Peninsula 

ノルウェーの素晴らしい海の歴史を展示する博物館があるチャーミングな半島です。コンチキ号博物館、バ
イキング博物館、フラム号博物館などがあります。 

 

○3  ホルメンコッレン・スキー ジャンプ台 Homenkollen Ski Jump 

1952 年オリンピックジャンプ大会が行われたスキージャンプ台です。2011 年スキージャンプ大会が開催され、
周辺のパノラマが楽しめます。 

○4  国立美術館と絵画「ムンクの叫び」 National Gallery with  “The Scream”Painting 

1837 年に創設され、数多くの芸術作品を所蔵するノルウェー最大の美術館です。19 世紀から現代までのノ
ルウェー人画家の作品が展示されています。最も有名な作品はエドワルド・ムンクの「叫び」です。 

 

○5  市庁舎 City Hall 

1950 年に完成したユニークな作りの市庁舎で、ノルウェー人芸術の豊富なコレクションがあり、ノーベル平和
賞の授賞式が行われます。オスロで魅力的で大切なランドマークです。 

 

○6  オスロフィヨルドクルーズ Oslo Fjord Cruise 

美しく修復されたノルウェー船でオスロフィヨルドをクルーズします。絵葉書のような入り江、穏やかな湾、夏
の別荘が点在する静かな村々があり、迷路のような島々を通り抜けます。 

 

○7  アーケシュフース城 Akershus Castle 

オスロフィヨルドの上に高くそびえたつ中世の城と城壁は、首都ノルウェーを守るために建造されました。そ
の歴史は 1299 年ホーコン 5 世の統治時までさかのぼります。 

 

○8  ハーデラン・ガラス工場 Hadeland Glassworks 

ランドフィヨルド湖畔にあり、ノルウェー伝統ガラスのギャラリーと工場があります。職人がつくる吹きガラスや
ガラス芸術の歴史を知ることができます。ギフトショップでは作品を購入することができます。 
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オスロ、ノルウェー Oslo、Norway 

   
ヴィーゲラン彫刻公園、博物館とスキージャンプ台 
Vigeland Sculpture,Museums & Ski Jump 
ツアー番号：OSL-100 
ツアー料金：＄199～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○3  

○5
 ○7

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩きなれた靴をご着用ください。帽子と軽いジャケット又はウインドブレイカーをご持参ください 

ノルウェー民俗博物館内部でのフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 

   
ベスト・オブ・オスロ 
Best of Oslo 
ツアー番号：OSL-200 
ツアー料金：＄79～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○4  

○3  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはクルーズＥ216 とＥ223（エメラルドプリンセス 6 月 4日と 8月 20 日出航）には催行さ
れません。国立美術館は月曜日が休館日です。 

   
人気 
 

バイキング船博物館、ヴィーゲラン彫刻とスキー台 
Viking Ship Museum, Vigeland Sculpture & Ski Jump 
ツアー番号：OSL-205 
ツアー料金：＄89～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

見学順序は変更になる場合があります。 
   
民俗博物館、ヴィーゲラン彫刻とスキー台 

Open-Air Museum, Vigeland Sculpture & Ski Jump 
ツアー番号：OSL-210 
ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ノルウェー民俗博物館内部でのフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 

   
フラム、海洋博物館とオスロフィヨルドクルーズ 
Fram, Maritime Museum & Oslofjord Cruise 
ツアー番号：OSL-220 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○6  

 

○2  

○7  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

異なる種類、サイズの違うボートが使用されます。 
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オスロ、ノルウェー Oslo、Norway 
   
オスロ市内ドライブ 
City Drive 
ツアー番号：OSL-290 
ツアー料金：＄49～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 ○3  低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

催行日によっては車椅子用電動リフトの備えがあるバスが可能です。スペースには限りがありますの
で、船内にてご依頼ください。車椅子常用のお客様が優先となります。 

   
オスロ市内ドライブ(車椅子常用者) 
City Drive（Wheelchair Confined Passengers） 
ツアー番号：OSL-291 
ツアー料金：＄49～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○3  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは OSL-290 と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子に付き
添われるお客様はツアーOSL-290 にお申し込みください。車椅子用リフト付きの乗り物の為、付き添
いいただけるお客様は 1名となります。その他の同伴者は別の乗り物をご利用となります。 
このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用者とさせていただきます。クルーズを
申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけません。 
 
車椅子常用者が利用できる乗り物の数は非常に限られています。 
 

 
   
フラム、コンチキ号、バイキング船博物館 
Fram, Kon-Tiki & Viking Museums 
ツアー番号：OSL-215 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○2  

 

中 

 

 

   
バイキング船博物館とハーデラン・ガラス工場 
Viking Ship Museum & Hadeland Glassoworks 
ツアー番号：OSL-260 
ツアー料金：＄119～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約５時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

○2  

 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハーデラン・ガラス工場へ片道約 90 分かかります。 

   
街散歩と市庁舎、アーケシュフース城 
City Walk, City hall & Akershus Castle 
ツアー番号：OSL-380 
ツアー料金：＄45～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  

○7  

 

 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

途中、舗装された道や小石の石畳、アーケシュフース城への坂道などを含む約 2.6キロメートルを歩
ける方がご参加ください。歩き易い平底のウォーキング用靴と着慣れたゆったりとした洋服を着用く
ださい。 
このツアーはいかなる天候でも催行しますので、天候に考慮した服装をご持参ください。 

 
予定外の公式行事で市庁舎が閉館の場合、徒歩でニューオペラハウスとオペラハウスの屋上に行き、
お写真をお撮りいただきます。 
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オーフス、デンマーク 

Aarhus, Denmark 
デンマーク最大の港湾都市、オーフスはアイスランドの伝承文芸、サガにも登場するスカンジナビア最古の都
市と言われています。人口 30 万弱のデンマーク第 2 の都市ですが、街には落ち着いた雰囲気が漂っています。
港近くの大聖堂を中心に繁華街が広がっており、街の中心にはガムル・ビュやモースゴー先史博物館など、デ
ンマークの歴史と文化を理解するのに重要な見どころが集まっています。夏には音楽、絵画、演劇など多方面
にわたる芸術祭、「オーフス・フェスティバル」が開催されます。 
  
 
＜見どころ＞ 

 ○1  デン・ガムル・ビュ 博物館 Den Gamle By Museum 

1914年にオープンした野外博物館、デンマーク各地より集められた 75 の建物を見ることができます。建物の
多くは 15 世紀から 18 世紀のものです。 

 

○2  クラウスホルム城 Clausholm Castle 

1690年スウェーデンの建築家ニコデムス・テッシンのデザインで建てられ、バロック様式の城と庭園は線を中
心に左右対称に造られました。 

 

○3  時代物の列車 Vintage Train 

ブライアップとブラッド間を走る全長 4.5 マイルの景色が楽しめるナローゲージの鉄道で、オリジナルの蒸気
機関車と客車が往復します。 

 

○4  ランダー・レイン・フォレスト Randers Rain Forest 

3 つのジオデシックドーム、水族館、爬虫類を展示されている北ヨーロッパ最大の人工熱帯雨林です。 
 

○5  ラステッド教会 Raasted Church 

この村の教会は 12 世紀まで歴史がさかのぼり、後期ロマネスクのフレスコ画があり、キリストの生涯が描か
れています。 

 

○6  オーフス大聖堂 Aarhus Cathedral 

1190 年より建築が開始されましたが、16 世紀まで完成しませんでした。奥行きと高さがデンマークで最も長く
高い教会です。 

 

○7  フィアキャット・バイキング要塞 Fyrkat Viking Fortress 

フィアキャットは 5 つある円形要塞の一つです。完全に円形な土の要塞で 4 つの門と 2 つの道路が中心につ
ながっています。ハラール青歯王によって建てられました。土壁と家の土台と道はまだ見ることができます。
再現されたバイキングの農家に当時の衣装を着た博物館員がおり、当時の興味深い生活が見ることができ
ます。 

○8  エーベルトフト Ebeltoft 

1200 年頃作られたこの市場町はユトランド半島南端にある人気観光地の一つです。村には多年草がある、
かわいらしい古い石畳が並び、保存状態のよい木骨組積造の建物や海岸があります。 
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オーフス、デンマーク Aarhus, Denmark 
 

   
人気 
 

大聖堂、デン・ガムレ・ビュ屋外博物館と市内ドライブ 

Aarhus Cathedral, Den Gamle By Museum & City Drive 
ツアー番号：AAR-200 
ツアー料金：＄129～ 
所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○6  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

大聖堂は礼拝のため、日曜日には外部からの見学となります。また、宗教行事により公開されない場
合があります。エメラルドプリンセスが寄港するクルーズ E317と E324は大聖堂内部の見学はできま
せん。ミサ中以外は写真撮影ができます。 
 
 
日曜日にオーフスへ寄港する場合、大聖堂観光は外からのみとなります。 
野外博物館内は小石の坂道が含み、約 370 メートル歩きます。このツアーには徒歩 75 分が含まれま
す。このツアーは歩行が困難な方や車椅子のお客様には向きません。 

歩きやすいウォーキング用靴と洋服を着用ください。帽子とセーターまたは軽いジャケットをお持ち
下さい。 

   
フィアキャット・バイキング要塞 
Fyrkat Viking Fortress 
ツアー番号：AAR-210 
ツアー料金：＄99～ 
所 要 時 間：約 4 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  

○7  

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

フィアキャット要塞内では芝生の起伏のある台地を約 1.6キロ歩きます。歩行が困難な方や車椅子の
お客様にはお勧めしません。 
 
歩きやすい平底の靴でご参加下さい。セーター又は軽いジャケットをご持参下さい。 

   
リピーター向け 
 

エーベルトフトと景観ドライブ 
Ebeltoft & Scenic Drive 
ツアー番号：AAR-220 
ツアー料金：＄９９～  
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

履きなれた靴とその日の天候に合わせた服装を着用ください。帽子とセーター又は軽いジャケットを
ご持参下さい。 
 
エーベルトフト村には石畳の坂道があります。このツアーは歩行に難の方や車椅子の方にはお勧めし
ません。 
 

訪問順序が変わる場合があります。 
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オーフス、デンマーク Aarhus, Denmark 
   
シルケボーと時代物の列車 
Silkeborg & Vintage Train Ride 
ツアー番号：AAR-225 
ツアー料金：＄129～ 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは歩行が困難の方や車椅子のお客様にはお勧めしません。 
ヒンメルビヤーの丘では 300メートルほどの砂地の登りがありますが参加は自由です。 
 

訪問順序が変わる場合があります。 

   
徒歩でまわるデン・ガムレ・ビュと商人の街 
Walking Tour of Den Gamle By & Marchant’s District 
ツアー番号：AAR-385 
ツアー料金：＄129～  
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

 高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

オーフスの街は起伏のある石畳の道で出来ています。デン・ガムレ・ビュでは起伏のある石畳の道を
約 700メートル歩きます。 
 
 
ヒンメルビヤーの丘では 300メートルほどの砂地の昇りがありますが参加は自由です。 
歩行が困難な方にはお勧めしません。 
 

履きなれた靴とその日の天候に合わせた服装を着用ください。帽子とセーター又は軽いジャケットを
ご持参下さい。 
 

船の埠頭位置によって訪問順序が変わり、徒歩で船に戻る場合があります。 
 
 

   
クラウスホルム城、領主の館と庭園 
Clausholm Castle, Gammel Estrup Manor & Gardens 
ツアー番号：AAR-230 
ツアー料金：＄129～  
所 要 時 間：約 4 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○2  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ガメル・エストラプ館内には階段で二階へあがります。エレベーターはありません。 

 
ガメル・エストラプ庭園には砂利道があり、館の中は 40段の階段があります。 
 

歩行が困難な方車椅子利用の方にはお勧めしません。 
 
訪問順序が変わる場合があります。 
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）、ドイツ 

Berlin(Warnemunde), Germany 
ベルリンはロンドンやパリなど都市と歴史、芸術や文化などの良きライバルでしょう。見どころは修復されたガラ
スドームのある国会議事堂やペルガモン博物館などがあります。 
 
ヴァルネミュンデは中世ハンザ同盟の都市の一つだったロストックへの海の玄関に近くにあるシーサイドリゾー
トです。元々は漁村でしたが今ではスパリゾートになりました。 
ベルリンの旧冷戦時代の見どころやブランデンブルグ門を見たり又はクーアフュルステンダム周辺を散策や地
元のカフェでコーヒーなど散策してみては。ヴァルネミュンデはドイツの田舎、メークレンブルグへの玄関口で
す。 
  
  
＜見どころ＞ 

 ○1  ブランデンブルグ門／国会議事堂 Brandenburg Gate/Reichstag 

ブランデンブルグ門は以前ベルリンの東西の分割を象徴していました。ドイツ得連邦議会議事堂はドイツ国
会で歴史的ランドマークの一つです。 

 

○2  チェックポイントチャーリー／ベルリンの壁 Checkpoint Charlie/Berlin Wall 

チェックポイントチャーリーは有名なベルリンの壁を通る検問所です。西側には本当の壁の一部を見ることが
できます。 

 

○3  ユダヤ博物館 Jewish Museum 

ヨーロッパ最大のユダヤ博物館で、ユダヤ博物館はホロコーストと中世から現在までのドイツ、ユダヤ人コミ
ュニティーの歴史を示す象徴となっています。 

 

○4  博物館島(ペルガモン)／ベルリン大聖堂 Museum Island(Peragmon)/Berlin Cathedral 

シュプレー河とクプファーグラーベンの間にはペルガモン博物館を含む 5 つ博物館があります。博物館島に
はベルリン大聖堂があり、プロイセン王の墓所となっています。 

 

○5  ホロコースト記念碑 Holocaust Memorial 

激動の歴史であるであり近代ドイツ苦悩を表わす力強い永遠のシンボルです。2711 個の大きな石碑があり
ます。 

 

○6  シュウェーリン城 Schwerin Castle 

何世紀の間、シュウェーリン城は公爵と大公の居城でした。小さな島の上に建てられ、州議事堂が置かれて
いました。 

 

○7  ロストック Rostock 

800 年の歴史があり、北への玄関口で、ドイツで最も美しいハンザ同盟の都市と言われいました。切妻造り
家々、大きな門、荘厳な教会などがあります。 

○8  ザクセンハウゼン強制収容所 Sachsenhausen Concentration Camp 

ナチス時代の最も悪名高い死の強制収容所の一つで、親衛隊の訓練所でもありました。強制収容所は 1945
年連合軍により解放されました。 
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）,ドイツ Berlin (Warnemunde), Germany 
 

  
人気 
 

ベスト・オブ・ベルリン 
Best of Berlin 
ツアー番号：ZWD-100 
ツアー料金：＄299～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

○2  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 3時間です。列車には空調設備はありません 

 
買い物のために現地通貨をお持ち下さい。 
 

このツアーはヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけません。 
 

 
  
ベルリンとシュプレー河クルーズ 
Berlin & River Spree Cruise 
ツアー番号：ZWD-105 
ツアー料金：＄299～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

○2  

○4  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 3時間です。列車には空調設備はありません。 

 
観光船の乗降場には２０段ほどの急な階段があります。 
 

買い物のために現地通貨をお持ち下さい。 
 
このツアーはヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけません。 
 

 
 
リピーター向け 

シュウェーリン城、シュウェーリン湖クルーズとロストック 
Schwerin Castle, Lake Schwerin Cruise & Rostock 
ツアー番号：ZWD -120 
ツアー料金：＄199～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○6  

○7  

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとシュウェーリンとの列車所要時間は片道約 90 分です。列車には空調設備はあり
ません。 

 
シュウェーリン城は政府関係の会議などのため、予告無しに閉鎖する場合があります。 
 

歩き易い平底の靴でご参加下さい。 
 
このツアーはヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけません。 
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）,ドイツ Berlin (Warnemunde), Germany 
 

   
世界遺産 こだわり 
 

博物館島、ベルリン大聖堂、ブランデンブルグ門 
Museum Island, Berlin Cathedral & Brandenburg Gate 
ツアー番号：ZWD-150 
ツアー料金：＄399～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○4  

○2  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 3時間です。列車には空調設備はありません。 
 
買い物のために現地通貨をお持ち下さい。 
 

このツアーはヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけません。 

   
ロストック旧市街とビール工場 
Rostock Old Town & Trotzenburg Micro-Brewery 
ツアー番号：ZWD-310 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

相当距離の徒歩での観光を伴います。歩行が困難な方にはお勧めしません。 
 
ビールの試飲は１８歳以上に限ります。 
 

このツアーはヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけません。 
 

 
 
   
ベルリン市内、ユダヤ博物館とホロコースト記念碑 
Berlin City Drive, Jewish Museum & Holocaust Memorial 
ツアー番号：ZWD-115 
ツアー料金：＄299～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

○1  

○2  

○5  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 3時間です。列車には空調設備はありません。 
警備の関係上、博物館の入り口にて大きな荷物の検査とセキュリティースクリーニングを通らなけれ
ばなりません。 

 
土曜日ユダヤ教会は閉まります。代わりにホロコースト記念碑でのお写真タイムとユダヤ博物館にて
買い物時間を延長します。肩と膝が隠れる控えめな服装を着用ください。 
ユダヤ教会内部の写真撮影はできません。 
 

買い物のために現地通貨をお持ち下さい。 
 
列車内は WIFI（無線）の環境はありません。 
 
このツアーはヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけません。 
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）,ドイツ Berlin (Warnemunde), Germany 
 

  
リピーター向け 

ザクセンハウゼン強制収容所と記念碑 

Sachsenhausen Concentration Camp & Memorial 
ツアー番号：ZWD-160 
ツアー料金：＄299～  
所 要 時 間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○8  

○2  

○5  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

買い物のために現地通貨をお持ち下さい。 
 
このツアーはヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけません。 

 
 
  
ベルリンでの自由時間 
Berlin on Your Own 
ツアー番号：ZWD-185 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 12 時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 ○2  中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

チャーター列車による催行ですが、場合によってはバスによる運行となります。列車には空調設備は
ありません。 

このツアーはヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけません。 

日曜日は多くの商店が閉店です。 
  
ベルリン車窓観光と自由時間（車椅子乗用者） 
Berlin Scenic Drive & Time on Your Own(Wheelchair 
Confined Passengers) 
ツアー番号：ZWD-181 
ツアー料金：＄189～  
所 要 時 間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 ○1  

○2  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは ZWD-180 と同じツアーで車椅子常用者のみお申し込みいただけます。同伴者は ZWD‐180 
をお申し込み下さい。車椅子用リフト付き車の為、同伴者は 1名とさせていただきます。他の同伴者
は別の乗り物となります。このツアーは車椅子常用者の方が優先でお申し込み頂けます。 
クルーズを申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけま
せん。 
車椅子常用者が利用できる乗り物の数は非常に限られています。 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 3時間です。列車には空調設備はありません。 
このツアーはヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけません。 
買い物のために現地通貨をお持ち下さい。 
日曜日は多くの商店が閉店です。 

 
 
ベルリン車窓観光と自由時間 
Berlin Scenic Drive & Time on Your Own 
ツアー番号：ZWD-180 
ツアー料金：＄189～  

所 要 時 間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 ○1  

○2  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 3時間です。列車には空調設備はありません。 

このツアーはヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけません。 

買い物のために現地通貨をお持ち下さい。 
日曜日は多くの商店が閉店です。 
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タリン、エストニア 

Tallinn, Estonia 
バルト三国の中で最も北に位置し、スカンジナビアの雰囲気の漂うエストニアの首都タリン。１４世紀にはバルト
海最大の交易港として栄え、旧市街には当時の繁栄を物語る建物が数多く残されています。中心のトームペア
の丘の展望台からの景色は入り組んだ路地と美しい絵のような家並み、ハンザ同盟時代の繁栄が偲ばれま
す。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  トームペアToompea Hill 

トームペア又は「山の手」はタリンの古い建築の宝庫です。トームペアの丘からわずかな徒歩で宮殿広場に
行くことができます。 

 

○2  アレクサンドル・ネスフキー教会 Alexander Nevsky Cathedral 

歴史的ロシア正教会を訪ねます。アレキサンドル・ネフスキー教会は宮殿広場にそびえたつランドマークです。
教会の円型の屋根には黄金の十字架があります。 

 

○3  タリン大聖堂 Toomkirk(St.Mary’s) 

地元ではドーム教会と呼ばれる聖母マリア教会は街一番古い教会で、建築的ランドマークでタリンの歴史の
重要な役割を果たしました。 

 

○4  下町 Lower Old Town 

ゴシック様式の市庁舎の眺望や小さな商店の散策に市庁舎広場に足を止めましょう。市庁舎は 1402 年に集
会所として建てられ、以来、街のハイライトとなっています。 

 

○5  市庁舎広場とキーク・オン・デ・ショク Town Hall Square & Kiek en de Kok 

ゴシック様式の市庁舎の眺望や小さな商店の散策に市庁舎広場に足を止めましょう。市庁舎は 1402 年に集
会所として建てられ、以来、街のハイライトとなっています。有名なキーク・オン・デ・ショクの塔は 
壁の厚さが 4 メートルあり、その時代最強の防御要塞でした。 

 

○6  カドリオルグ宮殿 Kadriog Palace 

ピョートル大帝により築かれ、宮殿のメインホールは北ヨーロッパ内バロック建築の最高見本の一つでしょう。
ロシア革命以来、装飾の施された宮殿の部屋はエストニアアート博物館として使用されています。 

 

○7  太っちょマルガレータ塔 Stout Margaret Tower 

タリンで最も印象的防御塔の一つ（別名太っちょマルグレータ）。名前の由来はミステリーです。大きな砲台
からその名がついた、他にはマルガレータという料理人がかつてここで働いていたという諸説があります。 

 

○8  ラクヴェレ Rakvere 

小さな地方都市でタリンと県境のナルバの中間にあり、古代タルバンペア城遺跡があります。 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
 

 

タリン旧市街とラクヴェレ 
Old Town Tallinn & Rakvere 
ツアー番号：TLL-105 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約７時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○8  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

タリン大聖堂は日曜日と宗教行事時は外部からの見学となります。 
タリン大聖堂とアレキサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用したカメラ撮影とビデオ撮影
は禁止です。 

エストニアの通貨はユーロです。米ドルはあまり使えません。お買い物にはカードが便利です。 

訪問順序が変更になる場合があります。 
 

 
 

人気 世界遺産 
 

ベスト・オブ・タリン 
Best of Tallinn 
ツアー番号：TLL-200 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○4  

○7  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

起伏のある道や石畳の道を長距離歩きますので、歩行に不安のある方にはお勧めしません。 
日曜日は礼拝のため、タリン大聖堂とアレキサンドル・ネフスキー教会は外部からの見学となります。 
タリン大聖堂とアレキサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止
です。 

エストニアの通貨はユーロです。米ドルはあまり使えません。お買い物にはカードが便利です。 

訪問順序が変わる場合があります。 
   
世界遺産 

タウンの山の手とパノラマドライブ 
Upper Old Town & Panoramic Drive 
ツアー番号：TLL-205 
ツアー料金：＄45～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

 

 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

タリン大聖堂は日曜日と宗教行事時は外部からの見学となります。 
タリン大聖堂とアレキサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止
です。 

混雑を避けるため、訪問順序が変更になる場合があります。 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
 
 

世界遺産 

タリンの山の手とカドリオルグ宮殿 
Upper Old Town & Kadriorg Palace 
ツアー番号：TLL-210 
ツアー料金：＄65～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○6  

 中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

月曜はカドリオルグ宮殿の閉館日ですが、プリンセスで訪れるツアーのため特別に開館します。 

タリン大聖堂は日曜日と宗教行事時は外部からの見学となります。 

タリン大聖堂とアレキサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止
です。カドリオルグ宮殿内はフラッシュを使用したカメラ撮影は禁止です。 
混雑を避けるため、訪問順序が変更になる場合があります。 

  
世界遺産 

タリンの山の手と野外博物館 
Upper Old Town & Open-Air Museum 
ツアー番号：TLL-215 
ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

野外博物館内はクレジットカード又はユーロが使えます。米ドルは使えません。 
アレキサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止です。 
混雑を避けるため、訪問順序が変更になる場合があります。 

  
世界遺産 

トーンペアの丘とアレキサンドル・ネフスキー教会 
Toompea Hill & Alexander Nevsky 
ツアー番号：TLL-290 
ツアー料金：＄29～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

アレキサンドル・ネフスキー教会へ 15 段の階段を上ります。教会見学を希望しない方はバスの中、
又は宮殿広場で待つことができます。 
アレキサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止です。 
訪問順序が変更になる場合があります。 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
  
世界遺産 
トーンペアの丘とアレキサンドル・ネフスキー教会 
（車椅子常用者） 
Toompea Hill & Alexander Nevsky（Wheelchair Confided） 
ツアー番号：TLL-291 
ツアー料金：＄29～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは TLL-290 と同じツアーで車椅子常用者のみお申し込みいただけます。同伴者は TLL‐290 
をお申し込み下さい。車椅子用リフト付き車の為、同伴者は 1名とさせていただきます。他の同伴者
は別の乗り物となります。このツアーは車椅子常用者の方が優先でお申し込み頂けます。クルーズを
申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけません。 
車椅子常用者を乗せられる車両の数は極めて限られます。 

アレキサンドル・ネフスキー教会へ 15 段の階段を上ります。教会見学を希望しない方はバスの中、
又は宮殿広場で待つことができます。 
アレキサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止です。 
訪問順序が変更になる場合があります。 

 
   
タリン下町と市庁舎広場 
Lower Old Town & Town Hall Square 
ツアー番号：TLL-270 
ツアー料金：＄29～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 15 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

大型店はクレジットカードが使えます。エストニアの通貨はユーロです。 
混雑を避けるため、訪問順序が変更になる場合があります。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア 

St.Petersburg, Russia 
サンクト・ペテルブルグはピョートル大帝がネバ河の河畔に街を作ることを定めて以来、いろいろな歴史的ステ
ージを通ってきました。歴史は新しく、ニューヨークより若いこの街はロシア帝国の昇降や３つの革命、内戦を経
験しました。第 2 次世界大戦の悲劇の攻囲を耐え抜き、サンクト・ペテルブルグはナチスドイツへのロシアレジ
スタンスのシンボルとなりました。 
ロシアの「西の窓」であるサンクト・ペテルブルグは世界でも最も美しい都市です。ネバ河の河畔に作られ、運
河がめぐらされています。二人の偉大な建築家ラストレッリとカルロ・ロッシによりによってピョートル大帝の素
晴らしいビジョンをもとに建設されました。ロシアバロック様式の教会や価値のつけられない芸術の宝庫、詩人、
音楽家、プーシキンからショスタコービッチなどの作曲家など故郷となりました。 
 
ピョートル大帝のマニア的な建築と建物は後継者に引き継がれ、ロシア帝国の首都として世界の建築の宝庫と
なりました。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  エルミタージュ美術館 Hermitage Museum 

ルーブル美術館の良きライバル、皇帝の前冬の宮殿と 4 つの建物にはダビンチ、モネ、レンブラントとルノワ
ール等の絵画を含む 300 万点以上の芸術作品が所蔵されています。 

 

○2  ピョートル宮殿Peterhof Palace 

ロシアのベルサイユとして知られる宮殿はフィンランド湾を眺める場所にあります。グランドカスケードの噴水
はサムソンがライオンの口を引き裂き、水がテラス階段を流れ落ちます。 

 

○3  エカテリーナ宮殿 Catherine Palace 

建築家ラストレッリにより設計された豪華なバロック式宮殿は黄金ドームの屋根があり、5.6 平方キロメートル
敷地には素晴らしい庭園と公園があります。金箔がちりばめられた美しい王座があります。 

 

○4  ペトロパブロフスク要塞 Peter & Paul Fortress 

スウェーデンからの攻撃を街から防ぐために建てられ、要塞は政治犯を収容する場所でした。装飾が施され
た聖堂内部はピョートル大帝を含む王室の墓所となっています。 

 

○5  スパース・ナ・クラヴィー教会(血の上の救世主教会) Church of the Savior on Spilled Blood 

印象的なロシア風外観である教会は、1881 年 3 月 1 日皇帝アレクサンドル 2 世が暗殺された場所に建てら
れました。内部は色とりどりな陶器タイルで装飾されています。 

 

○6  イサク聖堂 St. Isaac’s Cathderal 

教会の黄金のドームは世界でも最大級で 100 キロの金が使われました。1818 年アレクサンドル 1 世の命令
で着工され、完成するまでに 40 年かかりました。 

 

○7  運河クルーズ Canal Cruise 

ピョートル大帝はネバ河を主要水路と定め、人々や貨物などの交通路としました。かわいいフォンタンカ河や
モイカ河もネバ河につながっています。 

 

○8  バレエ Ballet 

才能あるピアニストや作曲家ルービンシュタインにより 1896 年に記念国立音楽院が建てられました。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 

   
人気 世界遺産 
 

ベスト・オブ・サンクト・ペテルブルグ 2 日間 
Best of St. Petersburg – 2 Days 
ツアー番号：LED-100 
ツアー料金：＄399～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 18 時間 30 分   
 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○4  

○5  

○6  

○7  

 

 

 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは 2日間に分けて行われます。混雑を避けるため、訪問順序が変更となり場合もあります。 
ピョートル宮殿の噴水は整備のため予告なしに休止する場合があります。 

1 日目の晩は夜のツアーに参加頂けるように開けてあります。ツアー1 日目は午後 5 時頃終了します
ので、夜のツアーにお申し込みいただけます。 
エルミタージュ美術館、イサク聖堂、ユソポプ宮殿、血の上の救世主教会のカメラ、ビデオ撮影料金
は含まれております。ピョートル宮殿内は写真撮影が禁止されています。 
宮殿内では用意された靴カバーを着用します。 

ツアーは徒歩と階段の上り下りが含まれています。車椅子用の設備はありません。 
各箇所では混雑、行列、遅延が見込まれます。 

   
世界遺産 
 

市内観光とエカテリーナ宮殿 
City Drive & Catherine Palace 
ツアー番号：LED-105 
ツアー料金：＄169～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

 

○5  

○6  

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

エカテリーナ宮殿は火曜日と月末の月曜日は休館ですが、特別手配により訪問いたします。 

エカテリーナ宮殿でのカメラとビデオカメラ撮影料金はツアーに含まれています。 

絵画展示場ではフラッシュを使用したカメラ撮影は禁止です。琥珀の間内は撮影が禁止です。 

エカテリーナ宮殿内では用意された靴カバーを着用します。 

宮殿内にエレベーターがなく、車椅子での参加はお勧めしません。 

   
世界遺産 

市内観光とイサク聖堂、エルミタージュ美術館 

City Drive, St.Isaac’s Cathedral & Hermitage 
ツアー番号：LED-110 
ツアー料金：＄169～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 15 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○6  

○4  

○5  

高 

  

 

 

＜注意事項＞ 

エルミタージュ美術館でのカメラとビデオカメラ撮影料金はツアーに含まれています。 
エルミタージュ美術館内はフラッシュを使用した撮影が禁止です。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

  
世界遺産 
 

エカテリーナ宮殿とピョートル宮殿 
Catherine & Peterhof Palaces 
ツアー番号：LED-120 
ツアー料金：＄199～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分   
 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○3  

 

 

 

 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

エカテリーナ宮殿は火曜日と月末の月曜日は休館ですが、特別手配により訪問致します。 
ピョートル宮殿内大宮殿は月曜日と月末の火曜日は休館ですが、特別手配により訪問致します。 

ピョートル宮殿の噴水は整備のため予告なしに休止する場合があります。 

カメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。エカテリーナ宮殿内にはフラッシュ撮影ができ
ない部屋があります。エカテリーナ宮殿内琥珀の間とピョートル宮殿大宮殿内は撮影が禁止です。 
宮殿内では用意された靴カバーを着用します。 

ツアーは徒歩と階段の上り下りが含まれています。車椅子用の設備はありません。車椅子での参加は
お勧めしません。 

 
  
世界遺産 こだわり 
 

エルミタージュ、黄金の間、ピョートル宮殿と 

エカテリーナ宮殿 2 日間 
Hermitage, Gold Room, Peterhof & Catherine -2 Day 
ツアー番号：LED-150 
ツアー料金：＄599～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 23 時間 30 分   
 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○4  

○5  

○6  

○7  

 

 

 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは 2日間に分けて行われます。混雑を避けるため、訪問順序が変更となり場合もあります。 
エルミタージュ美術館、ピョートル宮殿、イサク聖堂、ユソポプ宮殿、血の上の救世主教会のカメラ、
ビデオ撮影料金は含まれています。ピョートル宮殿内とエルミタージュ美術館内黄金の間の写真撮影
が禁止されています。 
ピョートル宮殿の噴水は整備のため予告なしに休止する場合があります。 

エカテリーナ宮殿のカメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれていますが、絵画展示場ではフラッシ
ュを使用したカメラ撮影は禁止です。 

エレガントカジュアルな服装と宮殿の床を傷つけないよう平底の歩きやすい靴でご参加ください。 

このツアーは階段が含まれます。エカテリーナ宮殿内にエレベーターがなく、車椅子での参加はお勧
めしません。 
ツアーは徒歩と階段の上り下りが含まれます。車椅子用の設備はありません。 

宮殿内では用意された靴カバーを着用します。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

  
世界遺産 
 

エルミタージュ美術館 
Hermitage Museum 
ツアー番号：LED-205 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分   
 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

 

 

 

 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

カメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。美術館内フラッシュ撮影は禁止です。 

ツアーは徒歩と階段の上り下りが含まれます。エルミタージュ美術館内はエレベーターがあります。 

 
  
世界遺産 
 

ピョートル宮殿と庭園 
Peterhof Palace & Gardens 
ツアー番号：LED-220 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間   
 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

 

 

 

 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

ピョートル宮殿内大宮殿は月曜日と月末の火曜日は休館ですが、特別手配により訪問致します。 
ピョートル宮殿の噴水は整備のため予告なしに休止する場合があります。 

カメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。ピョートル宮殿大宮殿内は撮影が禁止です。 

宮殿内では用意された靴カバーを着用します。 

このツアーは階段が含まれます。宮殿内にエレベーターがなく、車椅子での参加はお勧めしません。 

訪問順序が変更となり場合もあります。 

 
  
世界遺産 
 

サンクト・ペテルブルグ河と運河クルーズ 
St. Petersburg River & Canal Cruise 
ツアー番号：LED-240 
ツアー料金：＄75～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 30 分   
 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

○5  

 

 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

運河めぐりの順序は異なります。潮の干満によりに運河に入れない場合にはネバ河に変更となりま
す。 
観光船乗り場への徒歩、段差の昇り降りがあり、車椅子での参加はできません。 

訪問順序が変更となり場合もあります。 

 
  
世界遺産 
 

エルミタージュ美術館と自由行動 
Hermitage Museum & St. Petersburg On Your Own 
ツアー番号：LED-280 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間   
 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

 

 

 

 

高 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

  
世界遺産 
 

市内ドライブ観光 
City Drive 
ツアー番号：LED-290 
ツアー料金：＄49～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分   
 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 ○5  

○6  

低 

 

 

 
  
世界遺産 

モスクワとヘルシンキ 1 泊旅行（ダブル部屋） 
Moscow & Helsinki Overnight(Double Accomodation) 
ツアー番号：LED-800 
ツアー料金：＄1099～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 日と 12 時間   

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

 

 

 

 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

ロシアへの個人査証を別途日本で出発前に取得する必要があります。 
一泊旅行の予約後、ロシア個人査証に必要な書類が必要となります。氏名、生年月日、パスポート有
効期限を含むパスポート情報、国籍、クルーズ番号を記載した英文レターをメールアドレス
olga@arctur.spb.ru へご送付ください。ロシア個人査証申請に必要な書類を返信する為にお客様の E
メールアドレス又はファックス番号をお忘れなくご記入ください。 
ロシア査証に必要な書類が返信されたら、査証申請用紙と共にロシア査証サービス又はロシア領事館
にロシア個人査証を申請下さい。 

出航 45日以降の取消の場合返金できません。船内で予約が取れた又は出航 45日以降でキャンセル待
ちの場合でも返金対象外となります 
出航 45日以内のいかなる取消しは船内口座へ決められた取消料が請求されます。 
キャンセル待ちは依頼を受けた時点で受け付けられ、同じ取消ポリシーが適用になります。 
取消料発生を防ぐため、キャンセル待ちの取消しはクルーズ開始の 45日以前にお願いします。 

最終ホテル/フライト乗客リストを事前に提出するため、このツアーのお申し込みは出航より 45日以
前にお勧めします。 

このツアーは車椅子利用者にはお勧めしません。 

クレムリンは木曜日が休館です。木曜日の場合、クレムリンに代わりモスクワ川クルーズとノヴォデ
ヴッチ女子修道院への訪問となります。エメラルドプリンセス、クルーズ E315に適用されます。 

ツアー代金には下記が含まれます。 
 英文ツアー内容書にかかれた観光 
 車や夕方や夜行列車など交通機関 
 英語ガイド 
 入場料 
 
ツアー代金に下記は含まれません 
 飲み物 
 電話代 
 ランドリー 
 チップ 
 夕食代 

催行最小人数が必要です。ツアーが催行しなくてもロシア個人査証代は返金されません。 
宗教行事がある場合、ヘルシンキのテンペリアウキオ教会には入れません。 
列車時刻表とホテル状況によりツアー日程が変更となります。全観光は列車の到着や出発時間により
変更になる場合があります。 

 
 

mailto:クルーズ番号を記載した英文レターをメールアドレスolga@arctur.spb.ru
mailto:クルーズ番号を記載した英文レターをメールアドレスolga@arctur.spb.ru
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

  
世界遺産 

モスクワとヘルシンキ 1 泊旅行（シングル部屋） 
Moscow & Helsinki Overnight(Single Accomodation) 
ツアー番号：LED-801 
ツアー料金：＄1428～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 日と 12 時間   

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

 

 

 

 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

ロシアへの個人査証を別途日本で出発前に取得する必要があります。 
一泊旅行の予約後、ロシア個人査証に必要な書類が必要となります。氏名、生年月日、パスポート有
効期限を含むパスポート情報、国籍、クルーズ番号を記載した英文レターをメールアドレス
olga@arctur.spb.ru へご送付ください。ロシア個人査証申請に必要な書類を返信する為にお客様の E
メールアドレス又はファックス番号をお忘れなくご記入ください。 
ロシア査証に必要な書類が返信されたら、査証申請用紙と共にロシア査証サービス又はロシア領事館
にロシア個人査証を申請下さい。 

出航 45日以降の取消の場合返金できません。船内で予約が取れた又は出航 45日以降でキャンセル待
ちの場合でも返金対象外となります 
出航 45日以内のいかなる取消しは船内口座へ決められた取消料が請求されます。 
キャンセル待ちは依頼を受けた時点で受け付けられ、同じ取消ポリシーが適用になります。 
取消料発生を防ぐため、キャンセル待ちの取消しはクルーズ開始の 45日以前にお願いします。 

最終ホテル/フライト乗客リストを事前に提出するため、このツアーのお申し込みは出航より 45日以
前にお勧めします。 

このツアーは車椅子利用者にはお勧めしません。 

クレムリンは木曜日が休館です。木曜日の場合、クレムリンに代わりモスクワ川クルーズとノヴォデ
ヴッチ女子修道院への訪問となります。エメラルドプリンセス、クルーズ E315に適用されます。 

ツアー代金には下記が含まれます。 
 英文ツアー内容書にかかれた観光 
 車や夕方や夜行列車など交通機関 
 英語ガイド 
 入場料 
 
ツアー代金に下記は含まれません 
 飲み物 
 電話代 
 ランドリー 
 チップ 
 夕食代 

催行最小人数が必要です。ツアーが催行しなくてもロシア個人査証代は返金されません。 
宗教行事がある場合、ヘルシンキのテンペリアウキオ教会には入れません。 
列車時刻表とホテル状況によりツアー日程が変更となります。全観光は列車の到着や出発時間により
変更になる場合があります。 

 
  
世界遺産 
 

エカテリーナ宮殿での夜会 
Evening at Catherine Palace 
ツアー番号：LED-860 
ツアー料金：＄199～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 15 分   

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

 

 

 

 

高 

 

 

エカテリーナ宮殿でのカメラとビデオカメラ撮影料金はツアーに含まれています。絵画展示場ではフ
ラッシュを使用したカメラ撮影は禁止です 

品のいいカジュアル装いと宮殿の床を傷つけないよう平底の歩きやすい靴でご参加ください。 

このツアーは階段が含まれます。宮殿内にエレベーターがなく、車椅子での参加はお勧めしません。 

mailto:クルーズ番号を記載した英文レターをメールアドレスolga@arctur.spb.ru
mailto:クルーズ番号を記載した英文レターをメールアドレスolga@arctur.spb.ru
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

  
世界遺産 
 

ロシアバレエでの夕べ 
Evening at the Russian Ballet 
ツアー番号：LED-865 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間   

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

 

 

中 

 

 

劇場内のフラッシュを使用したカメラ、ビデオ撮影は禁止です。 

品のいいカジュアルな装いでご参加ください。 

最良の席の確保に努力しますが、事前に座席を指定することはできません。音楽院劇場は一般にも公
開されていますのでグループで一緒に座れない場合もあります。 
このツアーには階段が含まれます。劇場内にエレベーターはありません。車椅子での参加はお勧めし
ません。 

 
  
世界遺産 
 

民族舞踊ショーの夕べ 
Evening Russian Folkloric Show 
ツアー番号：LED-870 
ツアー料金：＄79～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分  

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

 

 

 

 

中 

 

 

品のいいカジュアルな装いでご参加ください。 

ショーにより歌と踊りは異なります。 

コンサートホールにはエレベーターがありません。車椅子での参加はお勧めしません。 

 
  
世界遺産 
 

サンクト・ペテルブルグ 地下鉄と徒歩ツアー 
St. Petersburg Subways & Walking Tour 
ツアー番号：LED-380 
ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間   

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

 

○5  

 

 

高 

 

 

地下鉄の中などではガイドとはぐれないよう注意をしてください。 

車椅子での参加はお勧めしません。 

 
  
世界遺産 
 

エルミタージュ美術館と黄金の間 
Hermitage Museum & Gold Room 
ツアー番号：LED-215 
ツアー料金：＄119～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間   
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

 

 

 

 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

カメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。美術館内フラッシュ撮影は禁止です。黄金の間
の写真撮影が禁止されています。 
ツアーは徒歩と階段の上り下りが含まれます。エルミタージュ美術館内はエレベーターがあります。 
黄金の間は月曜日は休みです。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

  
世界遺産 
 

エカテリーナ、アレクサンドルとパブロフスク宮殿 
Catherine, Alexander and Paul Palaces 
ツアー番号：LED-170 
ツアー料金：＄179～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分   
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

 

 

 

 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

ツアーは徒歩と階段の上り下りが含まれます。宮殿にはエレベーターがありません。車椅子での参加
はお勧めしません。 

 
 

  
サンクト・ペテルブルグ個人手配での観光 
Private Van With Admission & Guide 
ツアー番号：LED-915 
ツアー料金：＄899～  
所 要 時 間：約 8 時間   
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

 

 

 

 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

ミニバンの定員は 8人です。何人ではなく何台必要かご確認下さい。ミニバンのタイプは参加人数に
よって異なります。 
個人手配のミニバンは予約確定後の返金はできません。 

エアコン付きミニバンと英語ガイドが一人つきます（他言語ガイドは乗船後リクエストができ、追加
料金がかかる場合があります。 
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ヘルシンキ、フィンランド 

Helsinki, Finland 
「バルト海の乙女」と呼ばれているフィンランド首都、ヘルシンキは三方を海に囲まれた人口 50 万ほどの美し 
い都市。長期にわたるスウェーデン、ロシアの支配により、それぞれの建築様式に近代的な建築が混在し、 
独特の雰囲気を醸し出しています。活気あふれるマーケット広場周辺や大聖堂を中心とした元老院広場な 
ど港の近くに見所の多い魅力的な町です。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  テンペリアウキオ教会（岩の教会） Temppeliaukio(Rock Church) 

とてもユニークなルーテル派教会は岩の中に建てられています。天井のドームから天然の光が差し込み、む
き出しの岩が音響効果をあげ、ユニークなコンサートなど作りだします。 

 

○2  元老院広場/ヘルシンキ大聖堂 Senate Square/Cathedral 

芸術、文化、宗教、政治として教育の中心です。19 世紀初頭にカール・ルドヴィッグ・エンゲルによりランドマ
ークであるヘルシンキ大聖堂を含む 4 つの建物がデザインされました。 

 

○3  マーケット広場 Market Square 

港町の活気と刺激を経験しましょう。お祭りムードで洋服、宝飾品、食べ物やお土産物などのテントが並びま
す。 

 

○4  ポルヴォー Porvoo 

14 世紀に設立されたフィンランドで 2 番目に古い町です。時代から取り残され、散策が楽しめます。 
 

○5  シベリウス公園と記念碑 Sibelius Park and Monument 

有名なフィンランド人作曲家ジャン・シベリウスを記念した公園で、ユニークなモニュメントはシベリウスの作
品交響詩フィンランディアに影響あたえたフィンランドの荒々しい自然美とあらわしています。 

 

○6  農場と家庭訪問 Finnish Farm and Home Visits 

シポーにある農場を訪ね、フィンランドの田舎を発見し、典型的なフィンランドの家庭を訪れ生活を経験しまし
ょう。 

 

○7  スオメンリンナ島 Suomenlinna Fortress 

海の要塞はユネスコ世界遺産に登録され、ピクニックや観光に最適です。ウォーキングツアー、博物館、工
芸店、カフェ、レストラン、図書館、ビアガーデンがあります。 

 

○8  ヘルシンキ現代美術館と国立博物館 Kiasma Modern Art Museum and National Museum of Finland 

ヘルシンキ現代美術館にはコンテンポラリーアートが展示されています。国立博物館はフィンランドロマン主
義建築で有史以前から現代までの展示をしています。 
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ヘルシンキ、フィンランド Helsinki, Finland 

   
人気 

ポルヴォー、テンペリアウキオ教会とシベリウス記念碑 
Porvoo, Temppeliaukio Church & Sibelius Monument 
ツアー番号：HEL-100 
ツアー料金：＄159～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○4  

○5  

○3  

○8  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

テンペリアウキオ教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限り
ません。 
日曜日のショッピングは極めて限られます。 

寄港スケジュールによりツアー所要時間が調整されます。 

   
蒸気機関車とポルヴォーと市内ドライブ 
Steam Train, Porvoo & City Drive 
ツアー番号：HEL-110 
ツアー料金：＄249～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○4  

○3  

○7  

○8  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはグランドプリンセスクラスサイズの船でのみ催行します。 
訪問順序は変更となる場合があります。寄港スケジュールによりツアー所要時間が調整されます。 
テンペリアウキオ教会とシポー古教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場
できるとは限りません。シポー古教会は日曜日が休みです。 

日曜日のショッピングは極めて限られます。 
   
サビジャルビ農場とテンペリアウキオ教会 
Savijarvi Farm, Porvoo & Temppeliaukio Church 
ツアー番号：HEL-120 
ツアー料金：＄189～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○4  

○6  

○3  

○7  

○8  

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

テンペリアウキオ教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限り
ません。 
このツアーはグランドプリンセスクラスサイズの船でのみ催行します。 
日曜日のショッピングは極めて限られます。 

このツアーの催行は非常に限られています。訪問順序は変更となる場合があります。 
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ヘルシンキ、フィンランド Helsinki, Finland 
   
ヘルシンキハイライト 
Helsinki Highlights 
ツアー番号：HEL-200 
ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○5  

○3  

○7  

○8  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

テンペリアウキオ教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限り
ません。 
日曜日のショッピングは極めて限られます。 

訪問順序は変更となる場合があります。 
   
ポルヴォーとサビジャルビ農場 
Porvoo & Savijärvi Farm 
ツアー番号：HEL-205 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○4  

○3  

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日曜日のショッピングは極めて限られます。 
訪問順序は変更となる場合があります。 

このツアーはグランドプリンセスクラスサイズの船でのみ催行します。 
   
家庭訪問と市内ドライブ観光 
Home Visit & City Drive 
ツアー番号：HEL-210 
ツアー料金：＄119～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○6  

○3  

○7  

○8  

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ジークフリート教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限りま
せん。ジークフリート教会は日曜日は公開されません。 
農家訪問では起伏のある道を歩きます。 

訪問順序は変更となる場合があります。 
 
   
景観クルーズ 
Scenic Cruise 
ツアー番号：HEL-290 
ツアー料金：＄99～  
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

○7  

 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは天候、潮の干満、高波によりコースが変わる場合があります。 
マーケット広場が閉まっている場合、他のショッピング場所を訪れます。日曜日のショッピングは極
めて限られます。 

訪問順序が変更になる場合があります。 
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ヘルシンキ、フィンランド Helsinki, Finland 
 
   
ヘルシンキハイライト（車椅子常用者） 
Helsinki Highlights(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー番号：HEL-201 
ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○5  

○3  

○7  

○8  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは HEL-200 と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子に付き
添われるお客様はツアーHEL-200 にお申し込みください。車椅子用リフト付きの乗り物の為、付き添
いいただけるお客様は 1名となります。その他の同伴者は別の乗り物をご利用となります。 
このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用とさせていただきます。 
クルーズを申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけま
せん。 
車椅子常用者が利用できる乗り物の数は非常に限られています。 

テンペリアウキオ教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限り
ません。 
日曜日のショッピングは極めて限られます。 

訪問順序は変更となる場合があります。 

 
  
世界遺産 リピーター向け 

スオメンリンナ島要塞 
Suomenlinna Island Fortress 
ツアー番号：HEL-235 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

○3  

 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩行が困難な方にはお勧めできません。 
参加人数に制限があります。 

このツアーはグランドプリンセスクラスサイズの船でのみ催行します。 

スオメンリンナには数館博物館がありますが、すべてが開館しているとは限りません。 

 
  
フィンランド料理、テンペリアウキオ教会と元老院広場 
Finnish Cuisisne, Temppeliaukio Church & Senate Square 
ツアー番号：HEL-330 
ツアー料金：＄129～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 

○3  

○7  

○8  

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

宗教行事などで、テンペリアウキオ教会内にはツアーグループは入れません。 
このツアーはグランドプリンセスクラスサイズの船でのみ催行します。 

航海によっては催行しない場合があります。 
訪問順序は変更となる場合があります。 
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ヘルシンキ、フィンランド Helsinki, Finland 
 

  
ヘルシンキハイライトと歴史 
Helsinki Highlights & History 
ツアー番号：HEL-220 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○5  

○8  中 

 

 

＜注意事項＞ 

歩行が困難な方にはお勧めできません。 
訪問順序は変更となる場合があります。 

このツアーではヘッドセットを使っての説明となります。 
航海によっては催行しない場合があります。 

 
 

  
ヨポで巡るヘルシンキ 
Helsinki by Jopo Bike 
ツアー番号：HEL-420 
ツアー料金：＄89～  
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○3  

○5  

○7  

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

殆どが平坦なサイクリング道を１６キロほど走ります。ゆるい登りが一回あります。 
１６歳以下の方は両親、保護者の同行が必要です。 
ヨポは男女共用、ギアなし、調整可能なフリーサイズの自転車です。ペダルでブレーキをかけます。 

体力のある身長１５２センチ以上の健康な方のみご参加ください。 

サイクリングに適した服装で、ナップザックなどに防水のジャケットなどを入れてご参加ください。 
ツアーは悪天候でも催行します。 
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ストックホルム、スウェーデン 

Stockholm, Sweden 
メーラレン湖とバルト海に囲まれた１４余りの島々を橋でつないでいる街ストックホルムは、“水に浮かぶ都” 
と呼ばれています。旧市街地であるガムラ・スタンはストックホルム発祥の地であり、中世の面影を今も多く残 
している観光の中心地です。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ガムラ・スタン Gamla Stan 

ガムラ・スタンはヨーロッパで最大で保存状態の素晴らしい中世都市です。大聖堂などがある石畳の歩道な
どがあります。 

 

○2  王宮と王室武儀博物館 Royal Palace & Armoury 

かつてスウェーデン王が居住していた王宮はヨーロッパ最大で 600 以上の部屋と王室武儀博物館を含む幾
つかの博物館があり、武儀博物館には何世紀にかけ王室で使用された洋服、馬車などがいろいろなコレク
ションが展示されています。 

 

○3  ヴァーサ号博物館 Vasa Museum 

ヴァーサ号博物館は 1628年処女航海でストックホルム中ほどで沈没した全長 62メートルの戦艦が展示され
ています。スカンジナビアで数多くの人が訪れます。 

 

○4  市庁舎 City Hall 

３つの黄金の冠が輝く市庁舎にはユニークな芸術の宝庫で素晴らしい広間があり、もっとも有名で観光名所
となっています。 

 

○5  ストックホルム アイスバーStockholm Ice Bar 

世界最初のアイスバーで通年営業しており、氷点下 2 度が保たれています。 
 

○6  ドロットニングホルム宮殿 Drottningholm Palace 

17 世紀にたてられた保存状態が良好な王宮の一つです。現王室の居城で劇場と庭園は世界遺産に登録さ
れています。 

 

○7  シグトゥーナ Sigtuna 

ストックホルムより 1 時間弱郊外にあり、スウェーデン最初の首都がおかれました。10 世紀メーラレン湖付近
に築かれたシグトゥーナはスコークロステル城やチャーミングな木造の建物がにあります。 

 

○8  運河クルーズ Canal Cruise 

ストックホルムは 14 の島があり、水路で分けられています。クルーズでは水路や運河を通り、市庁舎、国立
博物館、王宮など含むいろいろな見どころがあります。 
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ストックホルム、スウェーデン Stockholm, Sweden 

   
人気 

ヴァーサ号博物館と市庁舎 
Vasa Museum & City Hall 
ツアー番号：STO-200 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○3  

○4  

 

 

中 

 

 

 

 
  
ヴァーサ号博物館, ガムラ・スタンと王室武儀博物館 
Vasa Museum Gamla Stan & Royal Armoury 
ツアー番号：STO-205 
ツアー料金：＄129～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

 

 

中 

 

 

 

 
  
ヴァーサ号博物館と市内ドライブ 
Vasa Museum & City Drive 
ツアー番号：STO-215 
ツアー料金：＄65～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3   

 

中 

 

 

 

 
  
こだわり 
 

ノーベル博物館と市庁舎 
Nobel Prize Museum & City Hall 
ツアー番号：STO-230 
ツアー料金：＄119～  
所 要 時 間：約 4 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○4  

 

 

中 

 

 

 

 
   
ストックホルム水路クルーズ 
Watrways Cruise 
ツアー番号：STO-240 
ツアー料金：＄59～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

低 

 

 

 

 
  
市内ドライブとスカイビュー 
City Drive & Skyview 
ツアー番号：STO-290 
ツアー料金：＄75～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○1  

○2  

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

高所恐怖症の方にはお勧めしません 
このツアーは夏至祭の祝日の為、E317(2013年 6月 23日出航)には催行しません。 
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ストックホルム、スウェーデン Stockholm, Sweden 
 

  
市内ドライブとスカイビュー（車椅子常用者） 
City Drive & Skyview(Wheelchair confined Passenger) 
ツアー番号：STO-291 
ツアー料金：＄75～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○1  

○2  

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

高所恐怖症の方にはお勧めしません 
このツアーは夏至祭の祝日の為、E317(2013年 6月 23日出航)には催行しません。 
 
このツアーは STO-290と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子に付き
添われるお客様はツアーSTO-290 にお申し込みください。車椅子用リフト付きの乗り物の為、付き添
いいただけるお客様は 1名となります。その他の同伴者は別の乗り物をご利用となります。 
このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用とさせていただきます。 
クルーズを申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけま
せん。 
 
車椅子常用者を乗せられる車両の数は極めて限られています。 

 
  
ヴァーサ号博物館とシグトゥーナ 
Vasa Museum & Sigtuna 
ツアー番号：STO-225 
ツアー料金：＄89～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

○7  

 

 中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

商店の多くは土曜日、午後２時から４時までと日曜は閉店となり、ショッピングが制約されます。 

 
   
ストックホルム アイスバーとガムラ・スタン 
Stockholm Ice Bar & Gamla Stan 
ツアー番号：STO-315 
ツアー料金：＄109～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○5  

 

 

中 

 

 

 

 
 

  
王宮とガムラ・スタン 
Royal Palace & Gamla Stan 
ツアー番号：STO-380 
ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 

 高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

王宮が行事などで閉館の場合、王室武儀博物館を訪問します。 
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Frequently Asked Questions 
よくある質問と回答 

 
 

Ｑ(質問)  プリンセス主催の寄港地観光を選ぶ利点は？ 
Ａ(答)  プリンセスが提供する主催観光を選ぶと多くの利点があります。例えば、 

 

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

を提供しています。 

 

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

な要求や興味を満足させるよう作られています。 

 

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

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

ーを事前予約しておくことも可能です。 

 

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

されることです。 

 

バリュー：最も高品質のツアーを提供する地元ツアー運行会社を選び、お客様が価格に見合う十分な価

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

にご予約ください。 

 

 

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

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

反対している場合には、公表済みの日程に対して必要な変更を加えます。そのような日程の変更は頻繁

に起こることではありませんが、このような変更はお客様自身の安全のためであることをご理解ください。 

 

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

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

て、寄港地を訪問中の常識的な注意事項を幾つか明記しておきます。 

 

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

は出かけないでください。 

･持ち物は公共の場所では目を離さないでください。 

･常にあなたの回りの人や状況に注意を払ってください。 

･個人的に知らない人から梱包したものを受け取らないでください。 

･目立たないように、地味な服装をして、控えめにしていてください。 

･上陸中の飲食にはご注意ください。 

 

これらの忠告に従っていただくことで、お客様のクルーズやクルーズツアーの楽しみが高まることでしょう。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、船に乗り遅れませんか。 
Ａ プリンセス主催の寄港地観光にご参加いただく重要な点の一つは、プリンセスがすべてのツアーの出

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

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

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

所が分かりません。船の出港時間より前に、十分な時間をみて船にお戻りください。 
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Ｑ どのようにして事前に寄港地観光を予約したらよいでしょうか。 
Ａ 寄港地観光の最新案内、ツアーの詳細な説明は、弊社ホームページprincess.comをご覧になり、出航

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

な方法です。ツアーチケットは乗船後の受け取りとなり、すべての購入済みツアーの代金は船上アカウン

トに請求されます。事前のお支払いは出来ません。寄港地観光の参加人数には定員が決められておりま

すので、満席で参加出来ないという事がないように、またベストプライスが得られるためにも出来るだけ早

くお申込みください。ご予約は先着順となります。 

 

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

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

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

入した料金よりも高くなっている場合があります。 

 

 

Ｑ クルーズツアーよりも前にランドツアーを予約する場合はどうしたら良いでしょうか。 
  ＊ランドツアーとは、クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズで陸上観光ツアーを予約されている

場合のオプショナルツアーです。 
Ａ ランドツアーの事前予約の準備が出来ましたら、The Cruise Personalizer に進み、予約番号とクレジッ

トカード情報の入力準備をしてください。ランドツアーに参加する乗客の各々に１枚のクレジットカードの登

録が必要で、プリンセス Visa、Visa、マスターカード、アメリカンエキスプレス、ディスカバー、ダイナースク

ラブが使用で出来ます。ランドツアーの事前予約に使用するクレジットカードは、クルーズツアーの終了日

までの有効期限が必要です。また、船上アカウントの開設に用いることも出来ます。ツアーを予約する場

合にはクレジットカードが必要ですが、すべてのランドツアーは予約金なしで事前予約することが出来ます。

事前予約したすべてのツアー代金の自動請求は、最初のランドツアー開始の２日前に行われます。確定

した事前予約のツアーは、いつでも The Cruise Personalizer 内の詳細日程で見ることが出来ます。The 

Cruise Personalizer はクルーズツアーの出発当日までオープンしていますので、追加したり、ペナルティー

なしでキャンセル料のデッドライン直前までキャンセルが出来ます。自動請求の処理が済んだツアーをキ

ャンセルした場合には、１００％のキャンセル料が掛かります。ツアーに参加出来るかどうかは、クルーズ

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

予約については先着順で受け付けています。参加人数には限りがありますので早めにご予約ください。特

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

約したすべてのランドツアーのリストが記載されている旅行書類を印刷してください。各寄港地に到着する

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

 

 

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

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

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

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

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

 

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

が追加出来るよう試みます。 

 

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

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

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

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

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

複数のツアーに参加するのに十分な時間があります。 

 

 

Ｑ 既に予約した寄港地観光をキャンセル出来ますか。 
Ａ ヘリコプターの遊覧飛行や専用車の定員は少なく、また需要が高いので、クルーズ出航日の深夜１２

時までにキャンセルしない限り、これらの寄港地観光の払い戻しはできません。 

 

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

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

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

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

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

されたものでない限り、天候にかかわらず催行されます。 

 

 

Ｑ 予約したランドツアーはキャンセル出来ますか。 
Ａ ホテル宿泊、航空便、飛行機やヘリコプターでの観光などのように占有性が高く、事前手配が必要な

ものは、出航日前３０日以降は払い戻しが出来なくなります。出航日前３０日以降にキャンセルされた場合、

船上でキャンセル料が課せられます。 

 

Cruise Personalizer で事前予約したランドツアーは、ツアーの最初のランドツアーの２日前であるキャンセ

ル締切日までならキャンセルが出来ます。キャンセル締切日当日、事前予約されたランドツアーは予約時

に Cruise Personalizer 上に登録したクレジットカードに自動請求されます。一旦自動請求の処理が終った

場合、１００％のキャンセル料が掛かります。ただしツアー運行会社の都合や、予測のつかない状況下で

プログラムが遂行出来なくなった場合を除きます。購入時点で最終確定と見なされたランドツアーは、ツア

ー運行会社がキャンセルとして承認しない限り、１００％のキャンセル料が掛かります。 

 

 

Ｑランドツアーの払い戻し請求が出来ますか。 
Ａ 弊社のコントロールが及ばない事由でツアーの催行が中止された場合には、全額の払い戻しが受け

られます。事前に予約されたツアーが請求後に天候や運行業者が認めた理由でキャンセルされた場合に

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

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

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

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

判断して出来る限りの払い戻しが出来るように善処します。 

 

 

Ｑ プリンセスのツアープログラムはどのように船上で運行されますか。 
Ａ ショアエクスカーション•マネジャーはプリンセスの寄港地観光プログラムの船上部分を担当します。ツ

アーオフィスのスタッフは質問に答えたり、予約をします。乗船後、船室に事前予約した寄港地観光のチケ

ットが届けられます。まだツアーを予約していない場合や追加したい場合には船室内にツアー申し込み用

紙が用意されています。さらにツアーオフィスの営業時間や寄港地観光の予約締め切り時間などの重要

な情報を網羅し、毎日のアクティビティーとスケジュールが記された、プリンセス•パターも届けられます。チ

ケットは先着順で、寄港地観光の参加人数には定員がありますので、お早めにご予約ください。ツアー申

し込み用紙の投函箱はツアーオフィス近くに設置されており、申し込み用紙はいつでも投函出来ます。 
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Ｑ 子供用料金の設定はありますか。 
Ａ あります。一部のツアーの子供料金は１２歳以下に適用されます。お子様とツアーに参加される場合

には、Cruise Personalizer で子供用チケットの枚数を事前にご予約ください。大人と子供の料金が同じ場

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

Ｑ ツアーをカスタマイズして、プライベートな寄港地観光にすることは出来ますか。 
Ａ 出来ます。多くの寄港地でお客様のご希望に合わせてカスタマイズした寄港地観光を提供しています。

これらのツアーでは乗り物（自動車、ボート、飛行機）をチャーターすることが可能で、あなたが体験したい

アクティビティーおよび場所を組み入れて仕立てることが出来ます。 

 

これらのツアーは定員が限られており、極めて特殊な性質のため、乗船日の正午まで、または船内のツア

ー申し込み用紙に記載された予約締め切り時間のどちらか早い方までにキャンセルしない限り払い戻し

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

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

 

これらの寄港地観光は個人ベースではなく、乗り物ベースで販売されますので、お一人がグループ全体を

まとめてご予約ください。このツアーはプライベートグループに対する手配となり、あなたに同行する方々

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

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

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

変わります。 

 

 

Ｑ ツアーには年齢やその他の制限はありますか。 
Ａ ほとんどのツアーで、親または保護者の同伴が必要な場合には子供の最低年齢の制限はありません。

１８歳未満のお子様は親または保護者の同伴が無ければ参加出来ません。最新の規則および例外事項

についてはツアー説明の注釈をお読みください。運行会社によっては、運行会社の目の前で親または保

護者が権利放棄証書に署名した場合、同伴なしで未成年者のツアーへの参加を認めている会社も数社

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

います。 

 

 

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

をご参照ください。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加するために必要な追加書類はありますか。 
Ａ 寄港地観光によってはパスポート、ビザ、その他の書類が必要となる場合があります。詳細について

は寄港地観光の“Special Notes”をご覧ください。両親２人の同伴なしに国境を越えるお子様の参加には

公証人による承諾書が必要です。 
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Ｑ 寄港地観光はガイド付きですか。 
Ａ はい。すべてのツアーに地元の英語ガイドが付きます。ただし、自由散策ツアーとガイドが付かないと

明記されているものを除きます。 

 

 

Ｑ ツアーガイドにはチップが必要ですか。 
Ａ チップは自由裁量のものではありますが、ツアーに満足された場合にはツアーガイドにチップを渡すの

が習慣でもあります。おおよその目安では、お 1 人様につき半日観光で＄２、終日観光で＄５です。 

 

 

Ｑ ツアー中または寄港地ではどのような服装をしたらよいですか。 
Ａ クルーズ中の気候は、穏やかで涼しい気候から暑くて湿度の高い気候まで広く変化します。軽いもの

や中程度の重さの服装を重ね着して、履き心地がよく、かかとの低いウォーキングシューズでご参加くだ

さい。天候の変化に備えて、セーター、薄手のジャケット、オールウェザーコートも同時にお持ちになること

をお勧めします。加えて、帽子やサンバイザー、折りたたみ傘、サングラス、日除け、カメラと予備のフィル

ムやバッテリーをお忘れなくお持ちください。水に関するツアーにご参加の場合には、あらかじめ水着を着

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

ます。 

 

陸上ツアーにご参加のお客様で、ビデオ機器の充電やヘアードライヤーを使用される方は変圧器をお持

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

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

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

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

 

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

般的に、ショートパンツ、タンクトップ、ショートスカートは教会や祈りの場所を訪問する時には相応しい服

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

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

必要があります（膝上で切ったジーパン、水着などは禁止）。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、食事はできますか。 
Ａ 寄港中もオープンしているビュッフェを含んで、食事が出来る場所がありますので、寄港地観光間の時

間に船上で食事することが出来ます。 

 

 

Ｑ 寄港地観光中にショッピングの時間がありますか。 
Ａ 多くの人にとって、ショッピングは旅行の大切な部分を占めています。多くの寄港地観光で、出来る限

り、ショッピングの時間が含まれています。しかしながら、ショッピングのための時間はほとんどの場合十

分ではないでしょう。 

 

 

Ｑ 寄港地観光中に長い距離を歩いたり、階段がありますか。 
Ａ すべての寄港地観光で若干は歩きます。中にはもっと多く歩いたり、階段を上り下りするものもありま

す。歩く場所も、市街地の石畳の凸凹した通りや古代遺跡の岩だらけの小道の場合もあります。多くの寄

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

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

スの説明に付けられたシンボルマークを参照ください。 
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Ｑ 他に何か寄港地で予想されることはありますか。 
Ａ 訪問する場所によっては、観光客と同時に地元の人にもとても人気がある場所だということを忘れな

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

す。残念ながら、そのような状況は致し方ありません。場所によってはフラッシュ撮影が禁じられています

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

所や撮影料が課されることもあります。制限事項をよくお読みになるか、疑問のある場合にはガイドにお

尋ねください。 

 

 

Ｑ ツアーで安全器具を身に付ける必要がありますか。 
Ａ はい。ツアーによっては、参加するために適切な安全器具を着用する必要があります。そのような器

具にはシュノーケリング用ベスト、救命ベスト、ヘルメットなどがありますが、それ以外にもあります。 

 

 

Ｑ 認定ダイビングツアーに参加するには何が必要ですか。 
Ａ 認定ダイビングツアーに参加するには、Ｃカードの提示が必要です。潜水深度の限度が決められてい

るジュニア•オープンウォーターまたはスキューバダイビングの資格では参加出来ません。スポーツダイビ

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

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

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

明を持参してください。 

 

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

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

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

イビングに参加するためには資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可をもらい、ご持参いただ

く必要があります。心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコン

トロールするのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、

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

薬を服用している。参加者はご自分のダイビング器材を使用されることは結構ですが、ご自分の客室に保

管してください。その場合でもツアー料金の割引きはありません。 

 

 

Ｑ 体験スキューバダイビングツアーに参加するために何か特別に必要なものはありますか。 
Ａ 健康状態によって参加をお断りする場合があります。乗船後またはツアーの開始時にツアー会社から

渡される病歴記入用紙または免責同意書/権利放棄証書にご記入いただくことが必要です。下記は安全

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

る方はスキューバダイビングに参加するためには資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可を

もらい、ご持参いただく必要があります。心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、

高血圧、血圧をコントロールするのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、

失神、鼻の病気、閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い、現時点で避

妊薬以外の処方薬を飲まれている方。入門編スキューバダイビングツアーへの参加は１０歳以上の方に

限られます。１８歳未満のお子様は大人の同伴が必要です。 

 

 

Ｑ スヌーバダイビング、ヘルメットダイビングまたは水中スクーターツアーに参加するために何
か特別に必要なものはありますか。 
Ａ 健康状態によって参加をお断りする場合があります。乗船後またはツアー会社から渡される病歴記入

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

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

ダイビングに参加するためには資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可をもらいご持参いただ

く必要があります。心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコン 
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トロールするのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、

閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い。ヘルメットダイビングまたはス

ヌーバツアーへの参加は８歳以上で体重が３４キログラム以上の方に限られます。水中スクーターツアー

への参加は１０歳以上の方に限られます。 

 

 

Ｑ スポーツフィッシングツアーでは、釣った魚は持ち帰れますか。 
Ａ プリンセスが実施しているスポーツフィッシングツアーのほとんどはキャッチ•アンド•リリースのプログラ

ムです。食用となる魚で、絶滅危惧種以外の魚は通常はボートスタッフがお預かりします。参加者は魚釣

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

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

 

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

てツアー会社で加工してもらい、送ってもらうことが可能です。傷みやすいものですので、米国税関の規則

により、ほとんどの場合、米国以外に送ることは出来ません。連邦規則によって、釣った魚はクルーズの

船内に保管しておくことは出来ませんが、夕食時に調理してお出しすることは出来る場合があります。アラ

スカのロッジ滞在中に釣った魚は、キャッチ•アンド•リリースのプログラムでない場合、ご自宅に送ることが

出来ます。アラスカでは、フィッシング•ライセンスが必要となり、ボート上でお一人様＄２０（現金で）購入す

ることが出来ます（料金は変更になることがあります）。キングサーモンを釣る場合には追加＄１０の保持

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

遡上は産卵期に左右されますので、５月と９月下旬は魚の数は限られます。アラスカでのライセンス取得

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

 

 

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

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

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

す。 

 

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

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

のツアーオフィスでの事前手配をすれば、運行会社が幼児の参加を受け入れた場合に限り、２４ヶ月未満

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

ます。 

 

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

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

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

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

参加ください。重ね着が便利で、状況の変化に合わせて服装を変えることが出来ます。 

 

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

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

方と一緒に搭乗出来るようにしますが、安全上の理由で必ずしもそう出来るとは限りません。 

 

 

Ｑ プリンセスは寄港地のツアー会社を所有しているのですか。 
Ａ 所有していません。寄港地観光のすべては、プリンセスではなく、地元の独立した会社によって運行さ

れています。プリンセスは売り上げの一部を確保するだけです。プリンセスではツアーを提供する会社の

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

して優れた評判に基づいて選んでいます。 
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Ｑ 身体に障害のある方にお勧めのツアーはありますか。 
Ａ 障害のタイプと程度によります。プリンセス•クルーズが目指すのは、すべてのお客様に安全で快適な

クルーズ体験を提供することにあります。電動式の車椅子でご乗船の方は、船上および寄港地で介添え

してくれる健康な方と一緒にご乗船されることを強くお勧めします。 

 

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

収納出来るツアーもあります。スクーターや電動式の車椅子は大きすぎて収納出来ない場合もあります。

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

での寄港地観光を予約することをお勧めします。歩くことが出来ない方は介添えしてくれる同行者と一緒

にご参加いただくことをお勧めします。ツアースタッフは歩くことが出来ないお客様へのツアーについて多く

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

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

要があります。 

 

自由に動くことが出来ない方の乗下船は大変です。多くの主要な寄港地では車椅子やスクーターで簡単

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

様々な状況により、電動式車椅子を使用するお客様はステア•クライマーの場所まで移動して頂いたり、上

陸をお断りする場合もあります。プリンセスのスタッフは出来る限りの努力を致しますが、一人で２２キログ

ラム以上のものを運ぶことは許されておりません。 

 

寄港地によっては沖止めになる場合があります。その場合には、乗客は小型のボートやテンダーボートに

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

ければならない場合、電動式車椅子ご使用のお客様はテンダーボートへの乗り降りが認められません。

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

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

テンダーボートでの上陸を中止する場合があります。 

 

乗客がテンダーボートに乗ったり、船から下りる許可はキャプテンが与えます。それは、全員の安全と快

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

上陸や下船が出来ない場合でも、寄港出来なかったことへの払い戻しやお金による埋め合わせは致しま

せん。プリンセスでは皆さまの失望を理解出来ますが、乗客と乗組員の安全が優先されます。 

 

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

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

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

れます。そのため、ツアー運行会社の判断で、いかなる乗客の安全と快適さに問題があるとの結論が下

された場合、その人の参加をお断りする場合があります。この判断はツアー運行会社が直接面会するま

では下せない可能性があります。 
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Special Information 
大切なご案内 

 

 

条件 
チケット販売（クーポンやバウチャーを含む）やツアーのプロモーションおよび手配において、航空機、陸上

または地元での海上輸送、ツアー、スポーツまたは他のすべての娯楽のアクティビティー、陸上での宿泊、

食事またはすべてのサービス、プリンセスのクルーズ客船以外の施設またはアクティビティーは、プリンセ

スは単にツアーまたはサービスを提供するツアー運行会社の取り次ぎをしているにすぎません。お客様に

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

ティビティーによっては他の書類、とりわけ特別なアクティビティーのいかなる責任からもプリンセスを明確

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

を認めたことになります。 

 

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

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

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

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

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

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

なります。 

 

限られた定員のツアー 
寄港地観光はクルーズ出航日以前に、または乗船後、先着順で購入することが出来ます。多くのツアー

は参加定員が決まっています。そして予約申込みは受け付け順に従って処理されます。予約が多い場合

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

載せることは出来ませんが、ツアー運行会社と連絡を取り、可能な限りスペースを積極的にリクエストしま

す。ツアーが売り切れの場合にはCruise Personalizerに後日アクセスすることをお勧めします。またアラス

カの港に到着してからもツアーデスクで可能性を再確認してみてください。 

 

個人の持ち物 
コート類、傘、カメラ、ハンドバッグ、旅行鞄、その他の持ち物はツアーのあいだ常にご自分で管理してくだ

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

 

料金 
ツアーの料金は事前通告なしに変更される場合があります。料金は大人一人料金、子供一人料金、また

は車両一台となります。料金は予約時に確定されます。すべての見積り料金には、行程をカバーする乗り

物、および該当する場合には、食事、飲み物、ガイド代、入場料が含まれています（該当しない場合はそ

のように記載されます）。座席を必要としない幼児以外の子供は特に明記されない限り大人の料金と同額

となります。 

 

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

ングのために作られている訳ではないので、ショッピングの時間は限られています。 

 

払い戻し 
ツアーの申し込み用紙に明記されている予約締切日以前にキャンセルの通知がなされない限り、チケット、

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

のコントロールを越えた理由によってツアーがキャンセルされた場合には、全額が払い戻しされます。しか

し、不可抗力または途上の問題で中止された場合、状況に応じて出来る限りの払い戻しを致します。事前

予約して、支払いの後に天候やツアー運行会社が認めてキャンセルされたランドエクスカーションは予約 
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時に使用したクレジットカードに払い戻しされます。キャンセル料は一般的にキャンセル後７〜１０営業日

の間にクレジットカード明細書に反映されます。ランドツアーの途中に予約したツアーは購入時で最終と見

なされ、ツアー運行会社によってキャンセルされた場合を除いて、払い戻しはありません。 

 

交通機関 

交通機関の水準は世界中で違いがあることをご理解ください。空調付きのバスは多くの地域で利用出来

ませんし、場所によっては地方の路線バスが最良の交通機関の場合もあります。利用出来る長距離用バ

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

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

乗客の快適さのために、すべての車両内では喫煙は禁止されております。 

 

ツアーの催行中止 
ツアー運行会社は参加者が少ない場合、ツアーの催行を中止して、各グループの便宜および利益を最優

先に考えながら乗客に代案を求める権利を有しています。 

 

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

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

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

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

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

支持して頂けますようお願い致します。 
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