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健脚レベル：低

車窓観光が中心のツアーですが、比較的
平坦な道を短く歩きます。また。ヘリコプ
ターや水上飛行機の乗り降りが含まれる
場合があります。

健脚レベル：中

少し活動的なツアーで、いかだに乗ったり、
スポーツフィッシングなど長時間立ったまま
でいる場合があります。

健脚レベル：高

カヌー、自転車、ハイキング、カヤックな
ど、最も活動的で冒険的なツアーです。

 
 

す。

活動的な冒険ツアー：太陽と海、ハイキング、乗馬、ウォータースポーツ、ビー
チ、ジップライン、空中遊覧などのアクティビティーを楽しむ活動的なツアーで
す。

テーマ別ツアー：料理、歴史、芸術、文化、宗教、ガイド付きショッピングなど
テーマで選び抜かれた見どころを訪れ、寄港地の魅力をより深く知る観光と徒
歩ツアーです。

人気

こだわり

ファミリー向け

リピーター向け

世界遺産

食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。



ペナン島、マレーシア 

Penang, Malaysia 
 
ビンロウジュの島と言われるこのペナン島は、1786年にフランシス・ライトが当時の国王を説得し、イギリスに譲
渡された事から歴史が始まります。ライトの伝説はそれだけではなく、当時荒れ地であったペナン島のジャング
ルに、報奨としての金貨を仕込み、伸び放題であった草地を大砲で綺麗に焼き払わせたとも伝えられています。
その後島の名前は、「プリンス・オブ・ウェールズ島」に改名され、島の中心街はキングジョージ三世にちなんで、
ジョージタウンと名づけられました。この言い伝えが本当かどうかはさておき、ペナンはすぐに、紅茶、スパイス、
陶磁器、衣類の主要貿易港となりました。それによってヨーロッパ、マレーシア、インド、アラビアそして中国の
文化が融合する独特な街の雰囲気を持っています。今日では、ジョージタウンは、そのユニークな遺産とエキ
ゾチックな文化を持つ国際都市となりました。 
ジョージタウンはおそらく南アジアで一番昔の風景が良く保存された町で、ヨーロッパスタイルの遊歩道、あらゆ
る寺院、モスク、中国の同姓一族の伝統水上家屋などそれぞれの文化を誇っています。またこの未開拓の楽
園は、2008 年にユネスコの世界文化遺産に登録されており、異文化と自然の景観を楽しむのに不足はないで
しょう。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A エントピア・バタフライファーム Entopia by Penang Butterfly Firm 

100 種類以上の美しい蝶が生息している平和な楽園のバタフライファームでは、屋根で覆われた大きな小屋
の中を歩いて見学し、また滝や木製の橋、池が美しい庭園の風景もお楽しみ頂けます。 

 

A○2 E A クー・コンシ Khoo Kongsi 

繊細な彫刻が印象的なクー・コンシは、中国本土以外に建てられた、伝統的な中国民族の素晴らしい霊廟
の一つです。1906 年に町の一番古い地区に建てられました。 

 

A○3 E A ペナン博物館  Penang Museum 

1821 年に建てられたペナン博物館は、かつてペナンのフリースクールでしたが、今は古い写真や地図、海図
などに加え、南アジアの絵画や工芸品なども展示されています。 

 

A○4 E A ワットチャヤマンカラム（涅槃仏） Wat Chayamangkalarm (Reclining Buddha)  

この涅槃仏寺院は、伝統的なタイ仏教の寺院で、世界で 4 番目に大きい涅槃仏が祀られています。ここに
は 30 メートル以上の大きさを誇る素晴らしい黄金の仏像が鎮座しています 

A○5 E A ケッ・ロク・シ（極楽寺） Kek Lok Si 

ペナンヒルにある極楽寺は、東南アジアで最大の仏教寺院です。中国、タイ、ビルマの 3 様式が混在する７
層の塔が見どころとなっています。 

 

A○6 E A ペナン植物園 Botanical Gardens 

1884 年に英国によって造られたこの植物園は、滝が美しい庭園としても知られています。そして原種と交配
種などの様々な種類のラン、サボテン、シダ類、竹や花の美しい木々などのコレクションも見事です。 

 

A○7 E A ババ・ニョニャ・マンション Baba Nyonya Mansion 

100 年以上前の裕福な邸宅を再建しており、往時の生活様式や、伝統・習慣を見る事ができます。 
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ペナン島（マレーシア） Penang (Malaysia) 

  
世界遺産 
 
ツアー番号：PEN-200 
ジョージタウン観光：リトル・インディア、市場と博物館 
George Town : Little India, Markets & Penang Museum 
ツアー料金：＄29.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい気候に適した服装と、歩き易い靴でご参加下さい。帽子と日焼け止めは忘れずにお持ちください。金曜日はペナン博物

館が休館日の為、代わりにクー・コンシ（中国寺院）もしくはクラン・ジェッティー（水上住宅）を訪問します。ペナン博物館の中は

撮影禁止です。 

市場は午前１１時に閉まる為、入港が午後 3 時のクルーズでは、代わりにペナンロードを訪問します 

ツアーの訪問順序は変わる事がございます。歩行に難のある方にはお勧めしません。 
 

   
ツアー番号：PEN-215 
スパイス・ガーデン、バタフライファームとピューターセンター 
Spice Garden, Butterfly Farm & Pewter Center 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金：なし有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間半 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

トロピカル・スパイス・ガーデンでは、階段と丘の上まで歩きます。カメラ、日焼け止め、帽子をお持ちください。 

トロピカル・スパイス・ガーデンは午後 5 時に閉園しますので、その場合は代わりにバティックファクトリーを訪問します。 
  
世界遺産 人気 
 
ツアー番号：PEN-100 
ベスト・オブ・ペナン 
Best of Penang 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間半 
 

下車予定： ①④⑤⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

クー・コンシまでは、徒歩と 150 段の階段を登る必要があります。歩行に難のある方にはお勧めしません。 

寺院入場前に靴を脱いでください。 
 
 

  
ツアー番号：PEN-310 
ペナンの味覚 
Taste of Penang 
ツアー料金：＄29.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ちょっとした買物などの為に現地通貨をご持参ください。帽子とカメラの持参をお勧めします。 
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ペナン島（マレーシア） Penang (Malaysia) 
 
  

ツアー番号：PEN-205 
バティックファクトリーとバタフライファーム 
Batik Factory & Butterfly Farm 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 
下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい気候に適した服装と、帽子、日焼け止めをお持ちください。 

入港時間が遅いクルーズでは、このツアーは催行されません。 
  

ツアー番号：PEN-210 
サフォークハウスとフランシス・ライト墓地 
Suffolk House & Francis Light Cemetery 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カメラ、帽子、サングラス、日焼け止めをお持ちください。 サフォークハウスは 2 階建てです。コーンウォリス要塞には一部平

坦ではない場所があります。 

入港時間が遅いクルーズでは、このツアーは催行されません。 
  

ツアー番号：PEN-220 
寺院とペナンの有名な邸宅 
Temples & Penang Famous Homes 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間半 
 
下車予定： ②④⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

仏教寺院では靴を脱いでの観光となります。ババ・ニョニャ・マンションは 2 階建てです。靴を脱いでご入場頂きます。 

クー・コンシは午後 5 時に閉まるため、入港が午後 3 時のクルーズでは、代わりにチョン・コンシへ参ります。 

2018 年 2 月 15 日は中国の旧正月（春節）のため、クー・コンシの代わりに黄金博物館を訪問します。 
  

ツアー番号：PEN-260 
ケッ・ロク・シ（極楽寺） 
Temple of Ten Thousand Buddhas 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間半 
 
下車予定： ④⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

履きなれた靴を着用ください。体力がある方がご参加ください。極楽寺へは約 150 段の階段を上ります。 

涅槃仏寺院は午後 5 時に閉まる為、入港が午後 3 時のクルーズでは、代わりにペナン植物園を訪問します。 

ちょっとしたお買い物などの為に現地通貨をご持参ください。 
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ペナン島（マレーシア） Penang (Malaysia) 
 
 

 
  
ツアー番号：PEN-235 
バタフライファームと植物園 
Butterfly Farm & Gardens 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間半 
 
下車予定： ①⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい気候に適した服装と帽子を持参の上、歩きやすい靴でご参加ください。植物園に訪れる際、階段がございます。 

植物園のトロピカルスパイスガーデンは午後 5 時に閉まる為、クルーズによっては、代わりにバティックファクトリーを訪問しま

す。 

トロピカルスパイスガーデンには、階段と坂道がございます。 
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ランカウイ島、マレーシア 
Langkawi, Malaysia 
 
４泊クルーズコースで寄港いたします。 
 
ランカウイは、マレーシア半島の北西沖にある 99 もの島々で構成されており、そのメインの島がランカウイ島に
なります。この島はカルストや洞窟、波で浸食された岩、氷河期に形成された奇岩の残る断崖、そして化石など
独特の地質が織り成す見事な景観によって、ユネスコのジオパークに認定されています。500 万年前から残る
というそれらの独特な奇岩や地形に想像力をかき立てられたのか、この島には古くから、鬼や巨大な鳥、戦士
やお姫様、戦闘やロマンスなどを題材にした神話や伝説が多く残されています。ここを訪れる人は皆、そんな自
然の神秘に魅了されています。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A キリム･リバー/マングローブクルーズ  Kilim River/Mangrove Cruise 

曲がりくねったキリム・リバーをクルーズしながら、キリム自然公園の海の生態系や動植物、海岸線を覆っ
ているマングローブの森など熱帯の景色が楽しめます。 
 

A○2 E A ケーブルカー Cable Car 

  旅行者に人気のケーブルカーは、ランカウイで 2 番目に高い山の山頂まで運行しています。山頂からは、
ジャングルの中の滝や熱帯雨林などの大自然を眺める事ができます。 

 

A○3 E A ブダヤの工芸文化村 Budaya Craft and Cultural Complex 

  マレーシアの美術と工芸を一堂に集めた文化村では、その豊かな伝統文化に触れることができます。敷地
内にある博物館では、種類ごとに分けて工芸品が展示され、職人の技も紹介しています。 

 

A○4 E A ラマンパディ（お米の博物館） Laman Padi (Rice Museum) 

1999 年に建てられたこの博物館では、工芸品、図解、写真などを用い、稲作について分かりやすく説明して
います。また、現在の稲作の道具など、お米に関する総合的な展示をしています。 
 

A○5 E A マハティール記念館（ガレリア ペルダナ） Galeria Perdana 

マハティール元首相ゆかりの品々である、表彰記念品、各国のお土産、贈り物などを 2,500 点以上展示して
います。 
 

 

A○6 E A イーグル広場  Eagle Square 

クアタウンのフェリー乗り場にあるこの広場には、巨大なワシのモニュメントがあります。ランカウイのシンボ
ルとされるワシは、赤茶色の羽根で、今にも飛び立ちそうなポーズが特徴です。 
 

 

A○7 E A アンダーウォーターワールド  Underwater World 

東南アジアで最も大きい水族館のひとつで、素晴らしい海洋生物の数々をご覧頂けます。サメの水槽の下を
歩き、亜南極から熱帯雨林まで、海の世界をお楽しみください。 
 

 

A○8 E A ランカウイの森 Langkawi Forest 
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ランカウイ島（マレーシア） Langkawi (Malaysia) 
 

  
ツアー番号：LGK-285 
個人で巡るランカウイ 
Langkawi On Your Own 
ツアー料金：＄29.95～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 4 時間半 

 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハンディキャップをお持ちの方は、ツアーエスコートが同行する別のコースにご参加頂くか、付添の方の同行をお勧めします。

ドライバー及びガイドは、介助の専門的な訓練を受けておりませんので、介添をする事は出来ません。現地通貨とクレジットカ

ードをお持ち下さい。歩き易い靴と、その日の天候に合わせた服装でご参加下さい。帽子と日焼け止めもお忘れなくお持ち下

さい。 

クアタウンでは、毎週金曜日はお祈りのためにショップが閉店している可能性がございます。 

   
ツアー番号：LGK-215 
アンダーウォーターワールド、マスリの墓とイーグル広場 

Underwater World, Mahsuri Tomb & Eagle Square 
ツアー料金：＄54.95～ （子供料金有：12 歳以下） 

所 要 時 間：約 4 時間半 

 

下車予定： ⑥⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

現地での買い物などの為に、現地通貨とクレジットカードをお持ち下さい。歩き易い靴と、その日の天候に合わせた服装でご参

加下さい。帽子と日焼け止めもお忘れなくお持ち下さい。 

 
  
人気 
ツアー番号：LGK-200 
お米博物館、ケーブルカー、工芸文化村 
Rice Museum, Cable Car, Craft & Cultural Complex 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 

所 要 時 間：約 5 時間半 

 

下車予定： ②③④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハンディキャップをお持ちの方は、ツアーエスコートが同行する別のコースにご参加頂くか、付添の方の同行をお勧めします。

ドライバー及びガイドは、介助の専門的な訓練を受けておりませんので、介添をする事は出来ません。ケーブルカーを使用す

る為、高所に問題がない方がご参加ください。 

現地での買い物などの為に、現地通貨とクレジットカードをお持ち下さい。歩き易い靴と、その日の天候に合わせた服装でご参

加下さい。帽子と日焼け止めもお忘れなくお持ち下さい。学校の休日、週末や祝日には長い行列が予想されます。ケーブルカ

ーは強風や悪天候の場合、運行を中止する事があります。その場合は、代わりにアンダーウォーターワールドへ訪問します。 
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ランカウイ島（マレーシア） Langkawi (Malaysia) 
 
 

  
ツアー番号：LGK-245 
海ワシとマングローブクルーズ 
Sea Eagle & Mangrove Cruise 
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： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ハンディキャップをお持ちの方は、ツアーエスコートが同行する別のコースにご参加頂くか、付添の方の同行をお勧めします。

ドライバー及びガイドは、介助の専門的な訓練を受けておりませんので、介添をする事は出来ません。 

現地での買い物などの為に、現地通貨とクレジットカードをお持ち下さい。歩き易い靴と、その日の天候に合わせた服装でご参

加下さい。帽子、日焼け止め、また急な雨にレインコートや、虫除けもお持ち下さい。 

野生動物は必ず見られる保証はありません。 

 
  
ツアー番号：LGK-385 
熱帯雨林散策 
Rainforest Nature Walk 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 5 時間 

 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

野生動物が必ず見られる保証はありません。T シャツ・短パン・スポーツシューズなど、その日の気候に適した快適な服装と、

歩きやすい靴でご参加ください。帽子、日焼け止め、雨が降った時用に雨がっぱ、虫除けスプレーをお持ちください。 

ツアーには、ハイキング、トレッキングを含み、途中滑りやすい場所や、ヒルが発生する場所があります。 

 
 

 
ツアー番号：LGK-770 
キリム・マリン・カヤック・アドベンチャー 
Kilim Marine Kayak Adventure 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：12 歳以下） 

所 要 時 間：約６時間 

 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レ

ベル 

その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハンディキャップをお持ちの方は、ツアーエスコートが同行する別のコースにご参加頂くか、付添の方の同行をお勧めします。

ドライバー及びガイドは、介助の専門的な訓練を受けておりませんので、介添をする事は出来ません。 

未成年の方には必ず保護者が同伴してください。首や背中に問題のある方、また妊娠中の方にはお勧め致しません。濡れて

もよい、動きやすい楽な服装と底が平らな靴でご参加下さい。その日の天候に合わせた服装でご参加下さい。帽子、日焼け止

め、虫除けも忘れずお持ち下さい。野生動物は必ず見られる保証はありません。 

（年齢制限：8 歳以上） 
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ランカウイ島（マレーシア） Langkawi (Malaysia) 
 

  
ツアー番号：LGK-680 
ジオパークでデイクルーズ 
Geopark Day Cruise 
ツアー料金：＄219.95～ （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 6 時間半 

 

下車予定：   /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

水着、日焼け止め、タオルをお持ちください。経路は海の状況により変更になる場合があります。 

ビーチアクティビティは、通常 11 月もしくは 12 月から 5 月までのご利用となっており、天候や海の状況により変更となります。 

海の状況によって、ビーチでのバーベキューが出来ない場合は、ヨット船上での提供となります。11 月もしくは 12 月から 5 月に

かけては、ビーチにて。6 月から 10 月にかけては、ヨット船上でのバーベキューとなる場合がほとんどとなります。 
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ポートケラン(クアラルンプール)、マレーシア 

Kuala Lumpur(Port Kelang), Malaysia 
 

クアラルンプールは、人跡未踏のジャングルだった無法地帯の小さな村々の集まりから、魅力的な近代都市に
成長したマレーシアの首都です。植民地時代の上品な石造りの建物や、細い尖塔で飾られたイスラム寺院の
すぐ隣には、近代的なガラス張りのビルが立ち並んでいます。商業、金融、経済そしてマレーシアの文化の中
心地であるクアラルンプールは、（KL とも呼ばれていますが）まさにあらゆる文化のるつぼです。その人口は約
1,600 万人で、マレー人、中国人、インド人から成り、ユーラシアやその他様々な文化が融合されています。 
 
クアラルンプールは、クラン川とゴンバック川の合流地に位置しており、1850 年代に、スズ鉱山の町として開拓
されてきました。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A 国立博物館/レイクガーデン National Museum/Lake Gardens 

国立博物館が所有する素晴らしいコレクションの数々は、マレーシアの文化や歴史的な遺産を称賛するもの
ばかりです。そしてレイクガーデンの敷地内には、天然記念物、ランやハイビスカスの庭、バタフライ、シカや
バードパークなどがあり、ゆったりとリラックスできる場所となっています。 

 

A○2 E A ペトロナスツインタワー Petronas Twin Towers 

高さ 452m にもおよぶこのタワーは、ツインタワーとしては世界で最も高いビルです。この２つのビルは、高さ
170ｍにある 41 階と 42 階部分でスカイブリッジにより結ばれています。 

 

A○3 E A クアラルンプールタワー Kuala Lumpur Tower 

電話と放送局の通信タワーで、お店やオープンエアの劇場、展望台などもあります。回転レストランでは、街
の風景を大パノラマで楽しむ事ができます。 

 

A○4 E A ムルデカ広場（独立広場） Merdeka (Independence) Square  

もともとロイヤル･スランゴール･クラブのクリケット場ですが、旧連邦事務局ビル、セントメリー教会や旧国立
歴史博物館などが隣接します。1957 年 8 月 31 日マレーシアが英国からの独立を宣言した場所です。 
 

A○5 E A ロイヤル・スランゴール・クラブ Royal Selangor Club 

イギリス人コミュニティの会員向けクリケット場、社交場として 1884 年に創立されました。 
 

A○6 E A ジャメ・モスク（マスジッド・ジャメ）  Jamek Mosque 

穏やかなヤシの木の葉に守られたような、ゴンバック川とクラン川が出合う場所にある、クアラルンプール最
古のモスクです。マレー人が最初に埋葬された場所に建てられました。 

 

A○7 E A 家庭訪問 Home Visit 

地元のマレー人家庭を訪問することで、マレーの伝統や習慣を知る素晴らしい機会となるでしょう。英語の通
訳が、軽食を楽しむ際にお手伝いを致します。 

 

A○8 E A バトゥ洞窟 Batu Caves 

インド国外で最も有名なヒンズー寺院の一つです。272 段の階段を登ると、ヒンドゥー教の神々の像に埋め尽
くされた鍾乳洞があり、オナガザルが出迎えてくれるでしょう。 
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ポートケラン,クアラルンプール（マレーシア） Port Kelang, Kuala Lumpur (Malaysia) 
 

 
ツアー番号：PK1-200 
クアラルンプールの見どころ 
Kuala Lumpur Highlights 
ツアー料金：＄39.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間半 
 
下車予定： ① /車窓予定： ②④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からクアラルンプールまでは、車で片道約 90 分程です。 

 
  

人気 

ツアー番号：PK1-105 
ベスト・オブ・クアラルンプール 
Best of Kuala Lumpur 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 
 
 
下車予定： ①③ /車窓予定： ②④⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からクアラルンプールまでは、車で片道約 90 分程です。天候は暑く、湿度が高いです。歩き易い靴、軽装と帽子でのご参加

をお勧めいたします。2017 年 12 月 14 日（H782）は、入港のスケジュールの都合上、セントラルマーケットには訪問しません。 

 
 
ツアー番号：PK1-145            30 日前より取消不可 
スカイブリッジ、ペトロナスツインタワーと市内ドライブ観光 
Skybridge, Petronas Tower & City Drive 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 9 分 
 
下車予定： ①② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からクアラルンプールまでは、車で片道約 90 分程です。スカイブリッジのチケットは数に限りがあり、事前購入となりますの

で、クルーズ開始日の 30 日前を過ぎてからの取り消しには、返金出来ません。ツアーは 1 グループ 20 名様までとなっていま

す。スカイブリッジは、毎週月曜、祝祭日と金曜日の礼拝時（午後１時から午後 2 時 30 分の間）はクローズとなります。天候は

暑く、湿度が高いです。歩き易い靴、軽装と帽子でのご参加をお勧めいたします。 
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ポートケラン,クアラルンプール（マレーシア） Port Kelang, Kuala Lumpur (Malaysia) 
 
 
   

リピーター向け 

ツアー番号：PK1-210 
クラン、リトル・インディアと家庭訪問 
Klang, Little India & Home Visit 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間半 
 
下車予定： ⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

マレー人の家庭訪問の際は、家に入る前に靴を脱いで下さい。このツアーはクランを訪れるツアーで、クアラルンプールには

行きません。 

 
   

リピーター向け 

ツアー番号：PK1-110 
バトゥ洞窟、ロイヤル･セランゴール・ピューター（錫合金）と国立博物館 
Batu Caves, Royal Selangor Pewter & National Museum 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約７時間 9 分 
 

下車予定： ①⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からクアラルンプールまでは、車で片道約 90 分程です。女性の方は、ショートパンツ、ミニスカートでは参加いただけませ

ん。 

バトゥ洞窟では、観光客の食べ物を狙おうとする猿がいます。通常、地面の上に座らなければ飛び乗ってくることはありませ

ん。この悪戯好きな猿に餌付けはしないでください。 

272 段の階段を上るため、健康で体力がある方のご参加をお勧めします。 

 
 
ツアー番号：PK1-380 
クアラルンプールのウォーキングツアー 
Walking Tour of Kuala Lumpur 
ツアー料金：＄79.95～ （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： ④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からクアラルンプールまでは、車で片道約 90 分程です。 

 

  
ツアー番号：PK1-185 
クアラルンプールでの自由行動 
Kuala Lumpur On Your Own 
ツアー料金：＄39.95～ （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： ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からクアラルンプールまでは、車で片道約 90 分程です。 

 

11 



プーケット、タイ 

Phuket, Thailand 
 
アンダマン海の真珠と呼ばれるプーケットは長く広がるタイの南端の沖合に浮かぶ島で、多彩な歴史を持ちま
す。貿易の中継地点として、プーケットはタイ、マレーシア、中国と西洋の影響を受けてきました。過去 500 年に
わたり、錫や材木、ゴムなどの天然資源を持つ重要な島でした。この半世紀、プーケットは東南アジアの人気あ
る旅行地として選ばれています。ビーチや透明の海とドラマチックな丘など、多くの人を惹きつけます。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ワット・チャロン Wat Chalong 

プーケットで最も重要な仏教寺院のワット・チャロンはプーケット島内にある 29 か所の仏教寺院の中で最大
で華美な装飾が施されています。多くのタイ人がここで、僧侶の祈祷を受け、幸福のお守りを受け取ります。 
 

A○2 E A プロムテープ岬  Promthep Cape 

プーケット南端にあるプロムテープ岬はプーケットで最も美しいスポットの一つと言われています。ヒンドゥー
教の神ブラフマーを奉る神社や灯台、博物館があり、息をのむようなサンセットと景色が見られます。 
 

A○3 E A パンガー湾国立公園/ジェームズ・ボンド島 Phang Nga Bay National Park/James Bond Island 

パンガー湾には何百もの石灰の岩が海上から突き出ており、奇妙な形の岩は映画「007 黄金銃を持つ男」の
有名な最後の場面に登場しました。 

 

A○4 E A エレファント・トレッキング Elephant Trekking  

象にまたがりゴムの木々や農園沿いのトレイルを進みます。エレファント・トレッキングは必見のアクティビテ
ィーで、特にお子様には最適です。 

 

A○5 E A カオ・プラ・テウ国立公園 Khao Phra Taew National Park 

カオ・プラ・テウ国立公園はタイ最後の手つかずの森林で、22.5平方キロメートルの広さがあり、息をのむよう
な滝や無数の巨木と野生動物、テナガザルのリハビリテーションセンターがあります。 

 

A○6 E A シュノーケル(アクア・アドベンチャー) Snorkel(Aqua Adventure) 

シュノーケルマスクとフィンを身に着け、驚異の透明度のアンダマン海で、色鮮やかな魚がサンゴの間を遊
ぶ姿を覗いていましょう。 
 

A○7 E A ピピ島  Phi Phi Island 

ピピ・レとピピ・ドンの二つからなる静かな島は、巨石登りや国立公園で保護された光り輝くビーチがあり、シ
ュノーケルなどに最適です。 
 

A○8 E A プーケットシティ Phuket City 

プーケットタウンには昔ながらのシノ・ポルトガル様式の建物が並び、今ではゲストハウスやカフェになってい
ます。 
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プーケット(タイ) Phuket(Thailand) 
 
 

  

人気 

ツアー番号：HKT-200 
ベスト・オブ・プーケット 
Best of Phuket 
ツアー料金：＄64.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 
 
 
下車予定： ① / 車窓予定： ② 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩行に難がある方にはお勧めしません。 

 
  
ツアー番号：HKT-295 
プーケットでの静養とドゥアンジットビーチリゾート 
Phuket Retreat and Duangjitt Beach Resort 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 7 時間 
 
 
下車予定：  / 車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
  
ツアー番号：HKT-105 
パンガー湾、ジェームズ・ボンド島クルーズとパンイー島 
Phang-Nga, James Bond Island Cruise & Panyi Island 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間半 
 
 
下車予定：  / 車窓予定： ③ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

観光船の乗り降りに船の屋根や階段を利用する為、歩行に難がある方にはお勧めしません。 

座席は船底に固定されていません。 

 
 

  
リピーター向け 

ツアー番号：HKT-475 
カオ・プラ・テウ国立公園とエコ・ハイキング 
Kha Phra Taew National Park & Eco-Hike 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 45 分 
 
 
下車予定： ⑤ / 車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは活動的で健康な人に最適です。ハイキングは熱帯雨林の起伏のある地形で、ぬかるんだ土や落ち葉や泥の上を

歩きます。歩きやすい服装でしっかりとしたウォーキングシューズ又はハイキングブーツを着用ください。 
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プーケット(タイ) Phuket(Thailand) 
 

  
ツアー番号：HKT-220 
島内サファリとエレファント・ライド 
Island Safari & Elephant Ride 
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： ④ / 車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩行に難がある方にはお勧めしません。 追加料金で象に餌をあげることが出来ます。 

 
  
ツアー番号：HKT-780 
ピピ島のビーチとスイミング 
Phi Phi Island Beach & Swimming 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8 時間半 
 
 
下車予定： ⑥⑦ / 車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

潮の干満によりますが、船を降りて浮桟橋を歩いて上陸しますので、歩行や平衡感覚に難がある方はご考慮ください。 

日時にもより、潮の干満がスピードボートからの乗り下りに影響します。ピピ島への上陸は船を降りて、海の中を歩いて渡るこ

ともあります。海底には小石やとがった貝殻があるかもしませんので、海中歩行用サンダルなど持参することをお勧めします。

このツアーにはシュノーケル用マスクは含まれますが、フィンは含みません。水着を着用し、着替えとタオルをお持ちの上ご参

加ください。 

妊娠中の方はご参加いただけません。 

（年齢制限 12 歳以上） 

 

  
ツアー番号：HKT-285 
プーケットタウンでの自由散策 
Phuket Town On Your Own 
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： ⑧ / 車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

寺院や宗教施設を訪問する予定の方は服装をご考慮ください。プーケットの商店の一部は午前１１時から営業します。 
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シンガポール  

Singapore 
 
シンガポール。そこはまさしく東洋の神秘的な情景が集まる地です。東南アジアの商業の中心地として、この都
市国家には 400 万人の人々が暮らし、現代高層建築群や中国人の店舗兼住居の赤い屋根瓦、どっしりとした
ビクトリア建築、仏教寺院やアラブ人のバザールなどがあるメトロポリスとなっています。1819 年に、伝説的な
東インド会社のスタンフォード・ラッフルズ卿により築かれたこの国は、人種と文化のるつぼと化し、マレー語、
中国語、英語、タミール語が公用語として使われています。仏教、儒教、イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト教
が主な宗教となっています。シンガポールは多様な伝統、高級ホテル、世界でも最高級の免税ショップなどが
ある魅力の国です。 
マレー半島の先端、赤道の北わずか 136 キロメートルに位置するシンガポールは、マレーの海賊や中国人とア
ラブ人の貿易商の天国でもありました。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A シアンホッケン寺院/チャイナタウン/スリ・マリアマン寺院 Thian Hock Keng Temple/Chinatown/Sri Mariamman Temple 

シンガポールで最も古く、人気があるシアンホッケン寺院やスリ・マリアマン寺院で 19 世紀のヒンドゥー文化
に触れた後は、チャイナタウンでショッピングや本格的な中華料理をお楽しみください。 

 ○2  植物園 Botanic Garden 

熱帯の島ならではの植物の豊かさを象徴する植物園。52 ヘクタール以上もの広さを有し、手付かずの原生
林や国立ラン園などの特別庭園で様々な植物を見ることができます。 

○3 E A ラッフルズホテル Raffles Hotel 

小説や歴史書などで不朽の名声を与えられ続けているラッフルズホテル。カクテル「シンガポール・スリン
グ」を生んだロングバーや、「ビリヤード台の下の虎」で知られるバー＆ビリヤードルームで楽しいひと時を。 

A○4 E A オーチャードロード Orchard Road 

ショッピングやエンターテイメントの中心地、オーチャードロード。この辺りは 19世紀まで果樹園だったことか
らオーチャード（日本語で果樹園）と名付けられました。現在では、ショッピングや食事、そして行き交う人々
を眺めて、何時間でも過ごせる場所です。 
 

A○5 E A ジュロン・バードパーク Jurong Bird Park 

世界最大の鳥類保護区として、600 種、8,000 羽以上の鳥たちが暮らしています。園内には、大きな滝や緑
豊かなジャングルを再現した鳥小屋があり、その中を散策できるようになっています。 

A○6 E A シンガポール・リバークルーズ  Singapore River Cruise 

かつて商業の生命線として使われた川を、バムボートでクルージングします。船から見える現代的な建物や
素朴な埠頭。この調和こそがシンガポールらしさと言えます。 

A○7 E A リトル・インディアとサルタン・モスク  Little India & Sultan Mosque 

リトル・インディアに漂うスパイスの匂いを感じ、スリ・ヴィーラマカリアマン寺院の荘厳な建築物を通り、素
晴らしいサルタン・モスクの礼拝場と黄金のドーム屋根に魅了されます。 

 

A○8 E A シンガポール動物園 Singapore Zoo 

熱帯雨林環境にあるシンガポール動物園は、世界最高の動物園と言われています。「オープン・コンセプト」
のこの動物園では、最も自然状態に近い動物たちの生活に触れ、自然の神秘を体感出来ます。 
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シンガポール Singapore 
 

  
人気 世界遺産 
ツアー番号：SIN-200 
市内ドライブ、チャイナタウンとシンガポール国立蘭園 
City Drive, Chinatown & National Orchid Garden 
ツアー料金：$49.95～ （子供料金有：12 歳以下） 

所 要 時 間：約 3 時間半 

 

下車予定： ①② /車窓予定： ③④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

スリ・マリアマン寺院へは肩と膝が隠れた服装でご入場ください。寺院入場前に靴をお脱ぎください。追加料金でロッカーがご

利用いただけます。寺院内の撮影は追加料金が必要です。 

ツアーの訪問順序は変わる事がございます。 

このツアーはシンガポールから乗船する、又はシンガポールで下船されるお客様はお申込みいただけません。 
   
ツアー番号：SIN-380 
リバークルーズとチャイナタウンウォーキングツアー 
River Cruise & Chinatown Walking Tour 
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： ①⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

シンガポール仏牙寺龍華院と国立ラン園は、クルーズにより別の訪問地へ変更となる場合があります。 

リバークルーズは、車いすご利用の方や歩行が困難な方にはお勧めできません。 

チャイナタウン・ヘリテージ・センターは、毎月第一月曜日が休館日です。 

スリ・マリアマン寺院へは肩と膝が隠れた服装でご入場ください。寺院入場前に靴をお脱ぎください。追加料金でロッカーがご

利用いただけます。寺院内の撮影は追加料金が必要です。 

ツアーの訪問順序は変更となる場合があります。 

シンガポールから乗船する、又はシンガポールで下船されるお客様はお申込みいただけません。 
   
ツアー番号：SIN-960 
下船ツアー シンガポール探訪  

（シンガポール空港トランスファー付き） 
Debark Tour - Discover Singapore (for Passengers with Princess Transfers) 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12 歳以下） 

所 要 時 間：約 4 時間半 

 

下車予定： ③⑥ /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 4 時 30 分以降にシンガポール空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。 

ツアー代金には空港までのトランスファー料金も含まれております。 
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シンガポール Singapore 
   
ツアー番号：SIN-965 
下船ツアー シンガポール滞在  
（シンガポール空港トランスファー付き） 
Debark Tour - Singapore Sojourn (for Passengers with Princess Transfers) 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12 歳以下） 

所 要 時 間：約 6 時間 
 
下車予定：  /車窓予定： ①④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 6 時以降にシンガポール空港を出発する便に搭乗するお客様、あるいはプリンセスのホテルパッ

ケージで後泊されるお客様用のツアーです。 

 
 
   
世界遺産 
ツアー番号：SIN-180 
植物園と自由散策 
Singapore Botanic Gardens & Time On Your Own 
ツアー料金：$49.95～ （子供料金有：12 歳以下） 

所 要 時 間：約 6 時間 

 

下車予定： ②④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアーから離団し、シンガポール市内に留まり観光をしたい場合は、港まではご自身での移動となります。 

ツアーの訪問順序が異なる場合があります。 

シンガポールから乗船する、又はシンガポールで下船されるお客様はお申込みいただけません。 
 
 
  
リピーター向け 

ツアー番号 SIN-235 
シンガポールの戦地 
Battlefields of Singapore 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間半 
 
下車予定：  / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

シンガポールから乗船する、又はシンガポールで下船されるお客様はお申込みいただけません。 

旧フォード社の工場が閉まっている場合は、代わりにブキ・チャンドゥを訪問します。 

ブキ・チャンドゥは月曜日が閉館日となりますので、その場合は代わりにラブラドール・パークを訪問します。 

ツアーの訪問順序が異なる場合があります。 
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Frequently Asked Questions 
よくあるご質問と回答 

 
 

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

 

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

供しています。 

 

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

な要求や好奇心を満足させるよう作られています。 

 

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

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

事前予約しておくことも可能です。プリンセスにお任せ下さい。 

 

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

されることです。 

 

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

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

ご予約ください。 

 

 

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

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

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

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

る場合や、我々の力が及ばない場合があることをご理解ください。 

 

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

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

て、寄港地を訪問中の常識的な注意事項を幾つか明記しておきます。 

 

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

所には出かけないでください。 

･公共の場所では、ご自身の持ち物から目を離さないでください。 

･常にあなたの回りの人や状況に注意を払ってください。 

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

･目立たないように、地味な服装をして、控えめにしていてください。 

･上陸中の飲食にはご注意ください。 

 

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

しょう。 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

となります。 

 

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

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

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

入した料金よりも高くなっている場合があります。 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

なる場合がございます。 

 

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

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

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

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

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

複数のツアーに参加するのに十分な時間があります。 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

とならないない限り、天候にかかわらず催行されます。 

 

 

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

船上でキャンセル料が課せられます。 

 

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

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

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

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

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

社が催行を中止した場合を除き、１００％のキャンセル料が掛かります。 

 

 

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

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

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

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

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

状況を判断して出来る限りの払い戻しが出来るように善処します。 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

す。 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ます。 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

をご参照ください。 

 

 

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

公証人による承諾書が必要です。 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

す。 

 

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

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

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

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

用する必要があります（膝上で切ったジーパン、水着などは禁止）。 

 

 

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

 

 

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

合十分ではないでしょう。 

 

 

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

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

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

スの説明に付けられたシンボルマークを参照ください。 

 

 

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

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

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

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

さい。 



6 

 

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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