
プ リンセス・クルーズ 

ショアエクスカーション案内 

Andes & South America 

2013 Excursions 

アンデスと南アメリカ 18 日間 



 
 



1 

カボ･サン･ルーカス メキシコ 

Cabo San Lucas, Mexico 
千年前、カボ･サン･ルーカスはメキシコと陸続きでした。サンアンドレアス断層は新たな窪地に太平洋の海水を
送り込み、コルテス海とバハ･カリフォルニア半島が形成されました。バハ･カリフォルニア半島の先端の太平洋
がコルテス海と出会うところにカボ･サン･ルーカスは位置しています。また、カボは西半球の高級リゾートのひ
とつでもあります。透明度の高い海で泳ぎ、海中生物の豊かさに驚嘆し、白砂のビーチでくつろぎ、最高のスポ
ーツフィッシングで腕試しをしたり、楽しさ満載です。 
ご案内：本船はカボ･サン･ルーカス沖合で投錨し、テンダーボートで上陸します。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  エル･アルコとラバーズ･ビーチ El Arco (the Arch) & Lover’s Beach 

海の潮流によってアーチ形に削り取られた奇岩エル･アルコはカボ･サン・ルーカスでも最も知られた名所で
す。ランズエンドに位置し、ラバーズ･ビーチの近くにあります。野生のアシカが棲息しています。 

 

○2  サン･ホセ･デル･カボ San Jose del Cabo 

サン･ホセ･デル･カボの歴史地区を散策し、スペイン植民地の様相に思いを馳せ、１８世紀の建築様式や文
化伝統に魅了されましょう。 

 

○3  メダノ・ビーチ Medano Beach 

港の西側に位置している、カボで最も人気なビーチを訪れます。様々な種類のマリンスポーツの他、レストラ
ンやローカル色豊かな通り沿いの屋台で楽しむことが出来ます。 

 

○4  トドス･サントス Todos Santos 

バハ･カリフォルニア半島の南にあるこの楽園は砂漠とシエラ・デ・ラ・ラグナ山脈の間にあります。趣のある
村の生活、豊富な農作物、延々と続く素朴なビーチが魅力的です。 

 

○5  シュノーケリング Snorkeling 

メキシカンリビエラの中でも最高のシュノーケリング環境であるカボ･サン･ルーカスは、色とりどりの多種多様
な水中生物が生息する海洋保護区です。 

 

○6  イルカとの触れ合い Dolphin Encounters 

有名なカボ・ドルフィンセンターで人懐こいイルカとの交流を楽しむことが出来ます。 
子供向けに用意された教育的なプログラムには、イルカの餌付け、抱っこ、キスが含まれています。 

 

○7  ホエールウォッチング Whale Watching 

アラスカからコルテス海まで、長距離を回遊しているコククジラを、ナチュラリストのガイドの案内で探しに出
かけます。 

 

○8  野外活動 Outdoor Adventures 

砂浜を馬に乗って早駆けを楽しんだり、ジップラインで渓谷を通り抜けたり、ヨットで水面を走ったり、メキシコ
内陸のオフロードを走行したり、様々な野外アクティビティに溢れています。 
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カボ･サン･ルーカス(メキシコ） Cabo San Lucas (Mexico) 

  
世界遺産 
  

シエラ高地でのジップライン 
High Sierra’s Zip Line Adventure 
ツアー番号：SJD-400 
ツアー料金：＄１０９～ （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  

 

 

 

高 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

活動的なツアーのため、体力がある方にお勧めします。妊娠している方、首や背中、心臓、呼吸器に
疾患のある方、目の見えない方、耳の聞こえない方、体の不自由な方ははご参加いただけません。指
先を覆った靴と長ズボンを着用ください。現金と日焼け止めをご持参ください。免責同意書の提出が
必要です。 
活動中、あらゆる種類のカメラ撮影はできません。 
（参加条件：身長約１２０センチ以上、体重１１３キロ以下） 

   
ビーチでの乗馬 
Beach Horseback Ride 
ツアー番号：SJD-430 
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 

○8  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

乗馬には長ズボンをお勧めします。首や背中に問題のある方、妊娠中の方にはお勧めしません。 
免責同意書の提出が必要です。  
（参加条件：１２歳以上、体重１０８キロ以下） 
 

   
リピーター向け 
  

四輪駆動車で行く砂漠とラクダ乗り 
4x4 Desert & Camel Adventure 
ツ ア ー 番 号：SJD-500 
ツ ア ー 料 金：＄１０９～ （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 

○8  

 

 

 

中 

  

 

 
＜注意事項＞ 

起伏の激しい道を走行するため、妊娠中の方、背中や首に問題のある方は参加できません。介添えが
なく歩くことができる方がご参加ください。動きやすい洋服とウォーキングシューズを着用くださ
い。日焼け止めもお忘れなく。ラクダに乗っている間カメラは使用できない可能性があります。免責
同意書の提出が必要です。 
（参加条件：８歳以上、身長１２０センチ以上、体重約１１３キロ以下） 
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カボ･サン･ルーカス(メキシコ） Cabo San Lucas (Mexico) 
   
ＡＴＶライノで行く砂漠 
Desert Rhino ATV Adventure 
ツ ア ー 番 号：SJD-545 
ツ ア ー 料 金：＄１９９～  

所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは車両ごとの販売になり、１台に運転者を含め２名が乗車できます。１車両あたりの最大
積載重量は２４９キロです。起伏のあるオフロードを走行するため、背中や首に問題のある方、妊娠
中の方は参加できません。ボトル入りミネラルウォーターを用意しています。免責同意書の提出が必
要です。 
（参加条件：８歳以上、運転者は２５歳以上で運転免許証をお持ちの方） 

   
コルテス海でのセイリング 
Sea of Cortez Yacht Cruise 
ツ ア ー 番 号：SJD-680 
ツ ア ー 料 金：＄１４９～  

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  

○8  

○1  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヨットの甲板やドアあたりを移動できる人がご参加いただけます。シュノーケリング機材（ライフジ
ャケット、フィン、シュノーケリング、マスク）、カヤック、釣り道具、オープン･バー（アルコール
はアクティビティ後のみ）、軽食がこのツアーには含まれています。動きやすい服装、水着、タオル、
日焼け止め、着替えをお持ちください。かかとの低い歩きやすい靴でご参加ください。シーズン期に
はクジラもご覧頂けます。免責同意書の提出が必要です。 

（参加条件：１８歳以上、ヨットの乗り降りが出来ること） 

   
サンタマリア入り江でのシュノーケリング 
Santa Maria Cove Sail & Snorkel 
ツ ア ー 番 号：SJD-775 
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 

○5  

○8  

○1  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

シュノーケリングはボートから海に入ります。妊娠中の方、膝、背中や臀部に問題のある方にはお勧
めできません。免責同意書の提出が必要です。 
（参加条件：８歳以上、体重１１７キロ以下） 
 

   
チレノ湾でのシュノーケリング 
Chileno Bay Sail & Snorkel 
ツ ア ー 番 号：SJD-780 
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 

○5  

○8  

○1  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

予め水着を着用し、タオル、帽子、サングラスと現金をお持ちください。免責同意書の提出が必要で
す。シュノーケルの用具とライフジャケットが含まれており、ライフジャケットは必ず着用ください。 
シュノーケリングはボートから海に入ります。 
妊娠中の方、膝、背中や臀部に問題のある方にはお勧めできません。 
（参加条件：８歳以上 体重１１３キロ以下） 
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カボ･サン･ルーカス(メキシコ） Cabo San Lucas (Mexico) 
 
   
コルテス海でゾディアックとシュノーケリング 
Sea of Cortez Zodiac Raft & Snorkel 
ツ ア ー 番 号：SJD-785 
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 

○5  

○8  

○1  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーには全長７メートルのゴムボートが使用され、よく揺れる為、妊娠している方や背中や首
にけがをしている方はご参加いただけません。シュノーケリングはボートから海に入ります。シュノ
ーケリング場所は海と風の状況により変わります。シュノーケルの用具とライフジャケットが含まれ
ており、ライフジャケットは必ず着用ください。基本的な水泳ができる方がご参加ください。水着、
タオルをお持ち下さい。サングラス、帽子もお持ち頂く事を推奨します。更衣室、お手洗いはボート
にはありません。免責同意書の提出が必要です。（参加条件：８歳以上） 

   
海賊船とシュノーケリング 
Pirate Ship Sail & Snorkel 
ツ ア ー 番 号：SJD-790 
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 

○5  

 

○1  

 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

タオル、サングラス、帽子、日除けと写真フィルムを多めにお持ちください。１月～３月はセイリン
グ中にクジラが見られる事もあります。（一部のクルーズでは催行されません。）クルーズによっては 
サンダーランド号の代わりに小さな船になる場合があります。 
（参加条件：８歳以上 体重１１３キロ以下） 
 

   
リゾートで過ごすひととき 
Cabo Resort Break 
ツ ア ー 番 号：SJD-990 
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 

  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

リゾート内ではクレジットカードのみ使用できます。アルコールは２１歳以上の方が注文できます。
事前に水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。ビーチにて現地オプショナルを申し込
めますが、保証はできませんのでご自身の責任となります。 
  

 

   
イルカと一緒にスイミング 
Swim with Dolphins 
ツ ア ー 番 号：SJD-710 
ツ ア ー 料 金：＄１６９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約１時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○6  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

個人カメラでの撮影は禁じられています。日焼け止めは使用できません。水中生物の肌は傷つきやす
い為、アクセサリー類は全て外してください。ライフジャケットの着用が義務付けられています。10
歳未満のお子様は、18歳以上の保護者と一緒にご参加頂く事が条件です。その場合、ご同行頂く方に
もツアー代金が発生します。水質を保つ為、日焼け止め用の衣類を身に着けての入水はご遠慮くださ
い。妊娠中の方は参加できません。事前に水着着用し、タオルと現金をお持ちください。免責同意書
の提出が必要です。 
（参加条件：５歳以上） 



5 

カボ･サン･ルーカス(メキシコ） Cabo San Lucas (Mexico) 

  
人気 
 

エル･アルコ遊覧クルーズと景観ドライブ 
El Arco Cruise & Scenic Drive 
ツ ア ー 番 号：SJD-100 
ツ ア ー 料 金：＄５９～ （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  

○3  

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

帽子を着用し、日焼け止めをご持参ください。訪問順序が変わる場合があります。 
   
エル･アルコ遊覧クルーズとメダノ･ビーチ 
El Arco Cruise & Playa Medano 
ツ ア ー 番 号：SJD-105 
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 
 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○3  

 

○1  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをご持参ください。ハイシーズン期のビーチは大変混み合い
ます。  

   
観光ドライブ、サン･ホセとショッピング 
Scenic Drive, San Jose & Shopping 
ツ ア ー 番 号：SJD-110 
ツ ア ー 料 金：＄５５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

○2  

 

○1  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

帽子とウォーキングシューズを着用ください。日焼け止めをご持参ください。訪問順序が変わる場合
があります。 

   
エル･アルコ遊覧クルーズ 
El Arco & Coastal Cruise 
ツ ア ー 番 号：SJD-600 
ツ ア ー 料 金：＄６９～ （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 

 

 

○1  

○3  

中 

  

＜注意事項＞ 

日焼け止めをつけ、動きやすい洋服と底が滑りにくい靴を着用し、カメラをご持参ください。 

 

  
リピーター向け 
  

ホテル･カリフォルニアとトドス･サントス 
Hotel California & Todos Santos 
ツ ア ー 番 号：SJD-115 
ツ ア ー 料 金：＄６９～ （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 

○4  

 

 

 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

帽子を着用し、日焼け止めをご持参ください。 
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カボ･サン･ルーカス(メキシコ） Cabo San Lucas (Mexico) 
 

  
サルサ＆サルサ 
Salsa & Salsa 
ツ ア ー 番 号：SJD-860 
ツ ア ー 料 金：＄９９～ 

所 要 時 間：約３時間 
 

下車観光 車窓観光 健脚度 その他 

 

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
アルコールは２１歳以上の方のみご注文頂けます。 
（参加条件：８歳以上（保護者同伴必須）） 
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サンファン・デル・スール ニカラグア 

Ｓan Juan Del Sur, Nicaragua 
ニカラグアは中央アメリカ最大の国で、美しい地形と膨大な文化遺産や興味深い歴史があります。 
最近までニカラグアは７０年代後期から８０年代にかけ冷戦（サンディニスタ党とコントラ党による）により国内が
荒廃したことで知られていました。現在、この美しい国は兵士とゲリラから観光業に明け渡されました。ニカラグ
ア湖にあるカラフルなグラナダの町に敷かれた石畳の道を歩いたり、数多くある火山の一つを訪ねたり、ニカラ
グアは旅慣れた旅行者をも楽しませます。 
 
ご案内：港に停泊時間の制約上、幾つかのツアーは催行できない場合があります。 princess.com にアクセスし、
cruise personalizer にて催行予定のツアーをご確認いただけます。港の停泊時間によりツアーの所要時間が変
わる場合があります。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  グラナダ Granada 

火山と湖の美しい景色の中にあるグラナダの町は１５２４年に作られ、壮麗なスペイン教会と色鮮やかなコロ
ニアル風建物や活気のある中央市場があります。 

 

○2  リバス Rivas 

１５２２年スペイン人により作られたビーチでとても有名で、美しいコロニアル風建物や前コロンブス期芸術博
物館があり、ニカラグア湖からそびえる火山の美しい景色など楽しめます。 

 

○3  ニカラグア湖 Lake Nicaragua 

スペインの征服者はここが海であると信じ、「ラ・マール・ドルチェ」と名付けられました。広大な淡水湖の付近
には青々とした火山と数多くの島々があり、何千種もの熱帯植物や動物などが生息しています。 

 

○4  マサヤ市場 Masaya Market 

香辛料の匂い、物々交換の様子、あふれる色など、中央アメリカ最大の市場は訪問者を魅了し、ここは価値
のある芸術品や工芸品など手に入れることができます。 

 

○5  火山 Volcanoes 

ニカラグアはしばしば“湖と火山の国”と呼ばれます。地図を見るとその理由がわかります。 
 

○6  ラス群島 Las Isletas 

近くにあるモンバチョ火山の火山活動により作られ、３６５の小さな島々がニカラグア湖に浮かんでいます。
熱帯性野生生物などがみられ、景観クルーズが楽しめます。 

 

○7  アポヨ ラグーン Apoyo Lagoon 

ニカラグアの太平洋側の中心に北から南に続く長い火山脈の中心にあり、幅が広く、中央にクレーターがあ
ります。クレーター部分が美しいラグーンとなり、アポヨ ラグーンと呼ばれています。 
 

○8  モルガンズ・ロック・アシエンダ  Morgan’s Rock Hacienda 

熱帯雨林の中にあるラグジュアリーなエコロッジのモルガンズ・ロック・アシエンダは素晴らしい自然保護区
の中にあり、ホエザルやナマケモノ、多種の鳥や、爬虫類が繁殖しています。 
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サンファン・デル・スール(ニカラグア)  San Juan Del Sur (Nicaragua) 

 
  
グラナダ、中央公園とショッピング 
Granada, Parque Central & Shopping 
ツアー番号：SJ1-100 
ツアー料金：＄７５～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約５時間４５分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

○3  

○5  

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
ペットボトル入り水と日焼け止めをご持参ください。観光箇所によってはカメラ撮影料（約２ドル）
とビデオ撮影料（約３ドル）が必要です。撮影料はツアー代に含まれていませんので、その場でお支
払ください。グラナダへ片道９０分ぐらいですが、現地事情により長くなる場合もあります。 

 
  
人気 

グラナダ、ニカラグア湖、ラス群島クルーズ （昼食付） 
Granada, Lake Nicaragua, Las Isletas Cruise & Lunch 
ツアー番号：SJ1-600 
ツアー料金：＄１２９～ （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  

○6  

○5  中 

 
 

 

＜注意事項＞ 
観光箇所によってはカメラ撮影料（約２ドル）とビデオ撮影料（約３ドル）が必要です。撮影料はツ
アー代に含まれていませんので、その場でお支払ください。野生動物はよく見かけますが、必ず見ら
れる保証はありません。グラナダへ片道９０分ぐらいですが、現地事情により長くなる場合もありま
す。 

 
  
グラナダハイライト、景観ドライブ、買い物 （昼食付） 
Granada Highlights, Scenic Drive, Shopping & Lunch 
ツアー番号：SJ1-110 
ツアー料金：＄９９～ （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 健脚度 その他 

○1  

 

○3  

 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
見どころが多いので、履きなれたウォーキングシューズを着用し、日焼け止めやカメラをお忘れなく
お持ちください。 

 
  
首都マナグア観光 （昼食付） 
Explore The Capital City of Managua & Lunch 
ツアー番号：SJ1-115 
ツアー料金：＄９９～ （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  

○5  

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 
軽装と履きなれたウォーキングシューズと帽子を着用し、ペットボトル入りお水をご持参ください。 
観光箇所によってはカメラ撮影料（約２ドル）とビデオ撮影料（約３ドル）が必要です。撮影料はツ
アー代に含まれていませんので、その場でお支払ください。野生動物はよく見かけますが、必ず見ら
れる保証はありません。 
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サンファン・デル・スール(ニカラグア)  San Juan Del Sur (Nicaragua) 

 
  
リバス、ニカラグア湖と景観ドライブ 
Rivas, Lake Nicragua & Scenic Drive 
ツアー番号：SJ1-120 
ツアー料金：＄５５～ 

所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

○3  

○5  

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 
ペットボトル入りお水と日焼け止めをご持参ください。観光箇所によってはカメラ撮影料（約２ドル）
とビデオ撮影料（約３ドル）が必要です。撮影料はツアー代に含まれていませんので、その場でお支
払ください。（参加条件：１２歳以上） 

 
  
アマヨ農園の経験とニカラグア湖 （昼食付） 
Amayo Hacienda Experience, Lake Nicaragua & Lunch 
ツアー番号：SJ1-210 
ツアー料金：＄７９～ （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  

 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 
免責同意書の提出が必要です。ニカラグア湖で泳ぐ方は水着とタオルをご持参ください。 

 
  
マサヤとモンバチョ山 （昼食付） 
Masaya and Mombacho Volcanoes, Vistas & Lunch 
ツアー番号：SJ1-340 
ツアー料金：＄９９～ （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 

○5  

 

○1  

○3  

○7  

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 
展望台からの眺めは天候により左右され、景観は保証できません。 
片道 1時間 45分のドライブです。 

 
  
リピーター向け 

グラナダ、マサヤ市場と火山 （昼食付） 
Granada, Masaya Market & Volcano, Lunch & Shopping 
ツアー番号：SJ1-330 
ツアー料金：＄９９～ （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 

○1  

○4  

○3  

○5  

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
ペットボトル入りお水と日焼け止めをご持参ください。観光箇所によってはカメラ撮影料（約２ドル）
とビデオ撮影料（約３ドル）が必要です。撮影料はツアー代に含まれていませんので、その場でお支
払ください。カタリナ展望台からの眺めは天候により左右され、景観は保証できません。 
マサヤへは約 1時間 45分のドライブです。 
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サンファン・デル・スール(ニカラグア)  San Juan Del Sur (Nicaragua) 
 
 
  
モルガンズ・ロック・アシエンダ・エコロッジとビーチ 
Morgan’s Rock Hacienda Eco-Lodge & Private Beach 
ツアー番号：SJ1-290 
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 

○8  

 

 

 

低 

 

 

 

 
  
モンバチョ火山で 4 輪駆動車とハイキング （昼食付） 
Mombacho Volcano 4WD and Hike, Vistas & Lunch 
ツアー番号：SJ1-470 
ツアー料金：＄１４９～ （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  

○5  

○3  

 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 
活動的なツアーの為、体力に自信がある方がご参加ください。小道の所々は滑りやすいので、しっか
りとした靴を着用ください。麓から山頂まで幅の狭い急勾配の道路をドライブします。ハイキング用
にペットボトル入りお水が配られます。カタリナ展望台とラ・ヴァージンクロッシングからの眺望は
天候次第の為、一望できる保証はありません。モンバチョへは片道約 1時間 45分のドライブです。
モンバチョは休火山で、クレーターは植物に覆われています。 
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プンタレナス コスタリカ 

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

＜見どころ＞ 

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

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

 

○2  リバークルーズ River Cruises 

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

 

○3  コーヒー農園 Coffee Plantation 

コーヒー産業はこの国の歴史で常に重要な役割を果たし、経済にも大きな影響を与えています。広大な農園
を訪ね、豆からカップに注がれるまで、コーヒーがどのように作られるかをご覧ください。 

 

○4  ポアス火山 Poas Volcano 

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

 

○5  サルチ Sarchi 

フレンドリーなこの田舎町は、色鮮やかで複雑なデザインを施した牛車で有名です。世界最大の牛車があり
ます。 

 

○6  コスタリカ熱帯雨林 Costa Rica Rainforest 

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

 

○7  アレナル火山／温泉 Arenal Volcano/Thermal Springs 

世界 10 大活火山の一つであるアレナル火山は天然ミネラルが豊富な温泉と豊富な植物があるということで
有名です。 
 

○8  熱帯雨林ゴンドラ Rainforest Aerial Tram 

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

 
   
人気 
熱帯雨林ゴンドラ観光とタルコレス川 （昼食付）
Rainforest Aerial Tram, Tarcoles River & Lunch 
ツアー番号：PA4-105 
ツアー料金：＄１９９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約１０時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2
○6
○8  

 

 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

見学順序は変更になる場合があります。野生生物は頻繁に現れますが、見られる保証はありません。
各ゴンドラには乗客８名とガイド 1名が乗ります。爪先の閉じた歩きやすい靴を履き、日焼け止めを
お持ちください。自由参加の軽度のガイドウォークでは、舗装された平坦な道を歩きます。参加せず、
カフェテリアで待つこともできます。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。 
 

   
熱帯雨林ゴンドラ観光と自然散策（昼食付） 
Rainforest Aerial Tram, Nature Walk & Lunch 
ツアー番号：PA4-200 
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 

○6  

○8  

 

 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 
爪先の閉じた歩きやすい靴を履き、日焼け止めをお持ちください。カメラと双眼鏡をお持ちください。
自由参加の軽度のガイドウォークでは、舗装された平坦な道を歩きます。参加せず、カフェテリアで
待つこともできます。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。 

  
リピーター向け 

コンゴウインコ保護区、ボートツアーと田園地帯ドライブ 
Scarlet Macaw Sanctuary, Boat Tour & Country Drive 
ツアー番号：PA4-235 
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 

○2   

 

低 

  

 
＜注意事項＞ 
日焼け止めをお持ちください。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。 

 
 

リピーター向け 

ポアス火山、サルチと田園地帯ドライブ（昼食付） 
Poas Volcano, Sarchi, Country Drive & Lunch 
ツアー番号：PA4-320 
ツアー料金：＄９９～ （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 

○4
 ○5

 

 

中 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 
火山の標高が約２５００メートルになりますので、心臓に既往症のある方にはお勧めしません。 
ポアス火山までは、トイレ休憩を挟んで２時間半から３時間のドライブです。天候によりクレーター
がよく見えない場合があります。丈夫なウォーキングシューズとゆったりとした服装でご参加くださ
い。また、火山の上は気温が低い場合がありますので、セーター、レインコート、長ズボンをお持ち
ください。 
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プンタレナス(コスタリカ)  Puntarenas (Costa Rica) 
   
熱帯雨林の空中散歩とプラビダ庭園（昼食付） 
Rainforest Sky Walk, Pura Vida Gardens & Lunch 
ツアー番号：PA4-365 
ツアー料金：＄１３９～ （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 

○6  

 

 

 

中 

 
 

＜注意事項＞ 
野生生物は頻繁に現れますが、見られる保証はありません。参加者は中程度以上の体力が必要です。
丈夫なウォーキングシューズを履き、薄手のレインコートと日焼け止めをお持ちください。見学順序
が逆になる場合があります。 

   
景観列車と川下り 
Scenic Train Ride & River Cruise 
ツアー番号：PA4-600 
ツアー料金：＄８５～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約５時間１５分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2   

 

低 

  

 
＜注意事項＞ 
見学順序が変更になる場合があります。ゆったりとした服装で参加し、適切な日焼け止めをお持ちく
ださい。簡素な列車で途中の道路は舗装されていません。野生生物は頻繁に現れますが、見られる保
証はありません。 
 

   
モンテベルデ雲霧林と鉄道（昼食付） 
Monteverde Cloud Forest, Train Ride & Lunch 
ツアー番号：PA4-605 
ツアー料金：＄９９～ （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  

 

 

 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 
現地の交通状況と天候により、ツアーの所要時間は８時間半～９時間となります。鉄道駅まで約 2時
間 30 分かかります。レインコート、虫除け、また、山の上は気温が低いためセーターをお持ちくだ
さい。爪先の閉じた歩きやすい靴と長ズボンでご参加ください。野生生物は頻繁に現れますが、見ら
れる保証はありません。自由参加の自然散策に参加されない方は、展望台にある快適なカフェテリア
で待つこともできます。階段はありません。すべての施設に車椅子用の傾斜路があります。自由参加
の自然散策は、車椅子では参加できません。 
 

   
ジャングルのエコクルーズ 
Eco-Jungle River Cruise 
ツアー番号：PA4-610 
ツアー料金：＄６９～ （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   

 

低 

  

 
＜注意事項＞ 
野生生物は頻繁に現れますが、見られる保証はありません。河口までは凸凹道をドライブします。 
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プンタレナス(コスタリカ)  Puntarenas (Costa Rica) 
   
モンテベルデ ハミングバードガーデン 
Hummingbird Garden & Live Exhibits of Monteverde 
ツアー番号：PA4-355 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約７時間１５分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 ○6  

 

中 

  

 
＜注意事項＞ 
モンテベルデまで 20 分の非舗装道路を含む 2 時間のドライブです。展示場のレセプション付近から
バタフライガーデンまで坂があります。野生生物は頻繁に現れますが、見られる保証はありません。
チーズ製造工程はガラス越しで見学いただけますが、製造施設内には入れません。チーズ工場は日曜
日、祭日、宗教休日はお休みですが、売店は 12月 25 日、1 月 1 日、宗教休日以外は営業します。見
学順序は変わります。 
 

 

  
サンホセ、国立劇場とサルチ（昼食付） 
San Jose, National Theater, Sarchi & Lunch 
ツアー番号：PA4-100 
ツアー料金：＄９９～ （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 

○1  

○5  

 

 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 
プンタレナスとサンホセ間は２時間ほどのドライブです。渋滞を避けるため、見学順序は変更になる
場合があります。日曜日には国立劇場は休館のため、代わりに２６００点以上の黄金細工と珍しい貨
幣が展示されている黄金博物館を見学します。劇場および博物館でのフラッシュ撮影は禁止されてい
ます。バスの中は冷える場合がありますので、薄手のセーターをお持ちください。劇場ロビーには階
段があります。 
 

 
 

景観ドライブ、文化ショーとショッピング 
Scenic Drive, Cultural Show & Shopping 
ツアー番号：PA4-110 
ツアー料金：＄４５～ （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 

 

 

○6  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
見学順序が変更になる場合があります。バスに乗り降りする際に２、３段の階段があります。軽装で
歩きやすいウォーキングシューズを履き、帽子、ペットボトル入りの水をお持ちください。車椅子常
用の方はツアーコード PA4-111 にお申し込みください。家族、友人などの同行者は本ツアーPA4-110
にお申し込みいただくと、同じツアーで回ることができます。折り畳み式の車椅子をご利用で、バス
の乗降と２、３段の階段の昇り降りができる方は、本ツアーPA4-110 にお申し込みください。バスに
は折り畳み式車椅子が４台まで収納できます。 
 

 
 

景観ドライブ、文化ショーとショッピング(車椅子常用者) 
Scenic Drive, Cultural Show & Shopping（ Wheelchair 
Confined Passengers） 
ツアー番号：PA4-111 
ツアー料金：＄４９～ （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 

 

 

○6  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
車には車椅子常用のお客様 1 名とその他乗客 40 名まで乗ることができます。車椅子との合計が 226
キロ以下の方がご参加いただけます。折り畳み式車いすでご参加ください。スクーターは持ち込めま
せん。使用する車椅子の種類を船内のツアーデスクにお知らせください。 
 

 



15 

プンタレナス(コスタリカ)  Puntarenas (Costa Rica) 
   
コーヒー農園と植物園（昼食付） 
Coffee Plantation, Botanical Garden & Lunch 
ツアー番号：PA4-205 
ツアー料金：＄９９～ （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 

○3  

 

 

 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 
見学順序が変更になる場合があります。 

 
 

  
リバーズ・オブ・ジョイ ホットスプリング＆スパ（昼食付） 
Rivers of Joy Hot Springs & Spa 
ツアー番号：PA4-295 
ツアー料金：＄１４９～ （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 

○7  

 

 

 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 
軽装で歩きやすいウォーキングシューズを履き、帽子又はサンバイザー、日焼け止めと虫除けをご持
参ください。着替えとタオルもご持参ください。 

   
林冠のジップラインと田園地帯ドライブ 
Original Canopy Zipline & Country Drive 
ツアー番号：PA4-400 
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 

○6  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
きわめて活動的なツアーのため、体力に自信のある方だけにお勧めします。ツアーの前に免責同意書
への記入が必要です。爪先の閉じた靴と動きやすい服装でご参加ください。小さなリュックサックま
たはウェストポーチに、虫除け、日焼け止めをお持ちください。ジップラインの間は、両手が空いて
いなければなりません。ペットボトル入りの水が配られます。野生生物は頻繁に現れますが、見られ
る保証はありません。 
（参加条件：５歳以上、体重 122 キロ以下の方） 

   
コロビチ川のラフティングと景観ドライブ（昼食付） 
Corobici River-Raft Float, Scenic Drive & Lunch 
ツアー番号：PA4-735 
ツアー料金：＄７９～ （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 

○2  

 

 

 

中 

  

 
＜注意事項＞ 
活動的なツアーのため、体力に自信のある方だけにお勧めします。ツアーの前に免責同意書への記入
が必要です。ラフティングの間は、救命胴衣の着用が義務付けられています。濡れる場合があります
ので、着替え、予備の靴、タオルをお持ちください。野生生物は頻繁に現れますが、見られる保証は
ありません。 
（参加条件：８歳以上、体重 122 キロ以下の方） 
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プンタレナス(コスタリカ)  Puntarenas (Costa Rica) 

   
コーヒー農園、サルチと田園地帯ドライブ 
Coffee Plantation, Sarchi & Country Drive 
ツアー番号：PA4-210 
ツアー料金：＄５９～ （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 

○3
 ○5

 

 

低 

 

 

 

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

Lima(Callao), Peru 
 
1535 年、フランシスコ・ピサロは荒れ果てた平野にリマを築きました。偉大なスペイン征服者の判断によって、リ
マはスペイン王の代わりとして 40 人の総督が統治し、リマはペルー副王領の中心地となりました。 
1821 年の独立戦争の際、リマはペルーの首都となりました。リマの近郊には世界で最も荒涼とした砂漠があ 
り、その中でナスカは地上絵がある事で有名です。ナスカの地上絵はエリック・ボン・ダニケンのベストセラー本 
“Chariots of the Gods”のインスピレーションを与えました。ペルーの歴史でも謎の一つで、おそらく地上絵は世
界最大の天文書だといわれています。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  黄金博物館 Gold Museum 

何千もの貴重な黄金、銀、銅などのプレ・インカの宝飾品から、武器や道具などの芸術品や歴史ある兵器が
展示されています。 

 

○2  サンフランシスコ修道院とカテドラル San Francisco Monastery and Cathedral 

もともと 17 世紀に建設されたこの場所は、世界遺産に登録されペルーでとても大事にされています。荘厳な
図書館に所蔵する古書、不気味なカタコンベなどがあります。 

 

○3  マヨール広場 Plaza Mayor 

リマ歴史地区の中心にあるマヨール広場にはペルー政庁とリマカテドラルなど重要な建物や立ち並びます。 
 

○4  民芸品市場 Indian Market 

ペルー全国から集められたアルパカのセーターや絵画、木彫り、インカ手工芸などなど、色とりどりのお土産
物が売られる賑やかな市場で買い物を楽しみましょう。 

 

○5  パチャカマ遺跡 Pachacamac Ruins 

インカ帝国の遺構で人、像、家々、ピラミッドなどからなる遺跡です。近くに博物館があります。 
 

○6  ペルー馬 Peruvian Horses 

美しい庭園と革製サドルなど記念品などが飾られた部屋がある快適な大牧場にて有名な跳ね馬のダンスを
楽しみましょう。 

 

○7  ラルコ・エレラ博物館 Larco Herrara 

ラルコ博物館には 4 万 5 千点のコロンブス時代以前の芸術品が展示されています。7 世紀のピラミッドの上
に建てられ、きれいな庭園と金銀のギャラリーがあります。 
 

○8  カサ・アリアガ  Casa Aiaga 

最高な状態で保存されているコロニアル風邸宅カサ・アリアガは 1535 年よりアリアガ家の邸宅です。この建
物はフランシスコ・ピザロが部下のキャプテン ジェロニモ・デ・アリアガに与えた建物です。 
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リマ(カヤオ)、ペルー  Lima (Callao), Peru 

 
  
人気 世界遺産 

リマ市内観光、教会、黄金博物館と民芸品市場(昼食付) 
City Drive, Cathedral, Gold Museum & Indian Market 
ツアー番号：CA2-100 
ツアー料金：＄１３９～ （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  

○2  

○3  

○4  

 

 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 
腰の悪い人や歩行に難のある人にはお勧めしません。博物館の敷地内は撮影禁止です。教会や修道院
内はフラッシュを使用しての写真撮影は禁止です。教会内部を訪問する際、ショーツ、タンクトップ、
スポーツシューズの着用はご遠慮ください。教会は土曜日の午後、日曜日、宗教休日は公開されませ
ん。 

  
リピーター向け 

パチャカマ遺跡とペルーの跳ね馬(昼食付) 
Pachacamac Ruins & Peruvian Prancing Horses 
ツアー番号：CA2-115 
ツアー料金：＄１５９～ （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 

○5  

○6  

 中 

 
 

 
＜注意事項＞ 
腰の悪い人や歩行に難のある人にはお勧めしません。博物館と敷地内では写真撮影代が必要です。こ
のツアーは月曜日には催行しません。 

  
世界遺産 

教会、ガルシア邸と修道院 
Cathedral, Casa Garcia Alvarado & Monastery 
ツアー番号：CA2-200 
ツアー料金：＄７５～ （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  

 

○3  

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 
腰の悪い人や歩行に難のある人にはお勧めしません。教会や修道院内はフラッシュを使用しての写真
撮影は禁止です。ショーツ、タンクトップ、スポーツシューズの着用は避け、控えめな服装でご参加
ください。教会は土曜日の午後、日曜日、宗教休日は公開されません。 

   
黄金博物館 
The Gold Museum 
ツアー番号：CA2-205 
ツアー料金：＄５５～ （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  

 

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 
歩行に難のある人にはお勧めしません。 
博物館の敷地内は撮影禁止です。 
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リマ(カヤオ)、ペルー  Lima (Callao), Peru 
   
市内ドライブと民芸品市場 
City Drive & Indian Market 
ツアー番号：CA2-290 
ツアー料金：＄４９～ （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 

○4  

 

○3  

 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 
歩行に難のある人にはお勧めしません。 

   
世界遺産 

夜の景観ドライブとカサ・アリアガでの夕食 
Evening City Drive & Dinner at Casa Aliaga 
ツアー番号：CA2-860 
ツアー料金：＄１３９～ （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  

○8  

 

 

 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 
歩行に難のある人にはお勧めしません。このツアーはリマに 2日間停泊するクルーズでのみ催行しま
す。 

 
 

  
ラルコ・エレラ博物館と民芸品市場 
Larco Herrera Museum & Indian Market 
ツアー番号：CA2-210 
ツアー料金：＄４９～ （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 

○4  

○7  

 

 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 
歩行に難のある人にはお勧めしません。博物館の敷地内は撮影禁止です。 

 
 

  
リマでの自由行動 
Lima On Your Own 
ツアー番号：CA2-185 
ツアー料金：＄２９～  

所 要 時 間：約５時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○4  

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 
所要時間は停泊時間により異なります。 
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ピスコ(サン・マルティン) ペルー 

Pisco(San Martin), Peru 
 
サン・マルティンはピスコの静かなコロニアル風の街への玄関口で、肥沃な沿岸谷にあります。何千年も前、コ
ロンブスの時代より前の社会はこのような流域で繁栄していました。洗練された灌漑システムを駆使し、険しい
海岸砂漠を生産可能な農地に変貌させました。砂漠の地に描かれた巨大な幾何学的な地上絵から古代の墓
地まで、古代の人々から受け継がれたものは、世界中の好奇心旺盛な冒険家を魅了し続けています。サン・マ
ルティンはその他にも、マチュピチュのインカ宮殿やガラパゴス半島への玄関口でもあります。 
 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  バジェスタス群島 Islas Ballestas 

海洋野生生物保護区で、この群島はしばしば「ペルーのガラパゴス」とも呼ばれます。険しい海辺をクルーズ
したり、岩場のアシカを見たり、その自然美を満喫しましょう。 

 

○2  タンボ・コロラド Tambo Colorado 

インカ古代遺跡で中心広場のまわりに日干し煉瓦の建物が並んでいます。とても保存状態がよく、その当時
の黄色と赤の壁画を見ることができます。 

 

○3  ナスカの地上絵 Nazca Lines 

空から絶景を楽しめます。何世紀も前に描かれた地上絵は動物などが描かれ、中には全長 213 メートルの
絵もあります。地上画の目的は謎のままですが、ユネスコ世界遺産に登録されたこの地上絵には驚かされ
ます。  
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ピスコ(サン・マルティン)、ペルー  Pisco (San Martin), Peru 
 

 
人気 

バジェスタス野生探訪クルーズ 
Islas Ballestas Wildlife Cruise 
ツアー番号：PIO-640 
ツアー料金：＄１０９～ （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 

○1  

 

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 
観光船には波、太陽、風を避ける僅かな設備がありますが、帽子、日焼け止め、軽いジャケットやセ
ーターなどを用意し、ゴム底のヒールの低いウォーキングシューズでご参加ください。クルーズ中、
ライフジャケットの着用が義務付けられています。 

     
インカ遺跡 タンボ・コロラド 
Tambo Colorado 
ツアー番号：PIO-200 
ツアー料金：＄８９～ （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 

○2  

 

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 
タンボ・コロラドまでは１時間半ほどのドライブです。丈夫で底の低い靴を履き、日よけをご持参く
ださい。 
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ラ・セレナ(コキンボ) チリ 

La Serena(Coquimbo), Chile 
 
ラ・セレナへの玄関口であるコキンボは１５４４年に築かれました。厳しいアタカマ砂漠と肥沃な中央渓谷の間
にあるラ・セレナは人気のホリデーリゾートです。近くにあるエルキ渓谷はブドウ、パパイヤや熱帯果実のチェリ
モヤなどで有名な農業地帯です。この地域はプレ・コロンブス時代農耕牧畜民ディアギタ族とエル・モリェの文
化のふるさとで、素晴らしい陶器と宝飾品で有名です。 
ラ・セレナの中心にあるアルマス広場は素晴らしいコロニアル風建築物と１９世紀の教会があります。ラ・レコヴ
ァは民芸市場で、銅や銀の宝飾品やガラス製品と陶器が売られています。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  トロロ天文台 Tololo Observatory 

南半球で６番目に大きい天文台にはパワフルな天体望遠鏡があり、素晴らしい山並みが見ることができま
す。 

 

○2  エルキ渓谷 Elqui Valley 

歴史があり絶景であるエルキ渓谷の後ろにはアンデス山脈が聳え立ちます。ハイキングやトレッキングで人
気があり、多くの人がブドウ畑やレモンの木などの中でゆったりとした時間を過ごしに訪れます。 

 

○3  ピスコ地区 Pisco District 

エルキ渓谷にひっそりとあるピスコ地区は、ブドウのブランデー「ピスコ」を産出することで有名で、１６世紀に
スペイン人によって始まった伝統の 1 つです。 

 

○4  考古学博物館 Archaeological Museum 

１９４３年に設立されたラ・セレナ博物館にはプレ・コロンブス時代の陶器、イースター島のモアイやいろいろ
な種類の化石や地図など、約１万２千点の展示物があります。 

 

○5  岩絵 Petroglyphs 

エンカント渓谷にある岩絵は国指定記念物で、紀元前２０００年まで歴史が遡り、岩の彫刻や岩絵など、過去
の文化を見ることができます。 

 

○6  ワイン畑 Vineyards 

ラ・セレナ周辺にあるワイン畑を訪れ、チリで栽培されるブドウで作られるワインを試飲しましょう。 
 

○7  ラ・セレナ La Serena 

ラ・セレナは人気のあるホリデーリゾートです。アルマス広場にはコロニアル風建物が並び、１９世紀の教会
などがあります。ラ・レコヴァは民芸市場で銅や銀などから作られる宝飾品やガラス細工、陶器などが販売さ
れています。 
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ラ・セレナ(コキンボ)、チリ  La Serena (Coquimbo), Chile 

 
  
トロロ天文台とエルキ渓谷(昼食付) 
Tololo Observatory & Elqui Valley 
ツアー番号：COW-110 
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  

○2  

 

 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 
車両は空調設備がありません。トロロ天文台までは片道約 2時間です。ユニークなツアーの為、参加
人数は極めて限られます。 

 
  
岩絵、ビーニャ・タバリワイナリー訪問とワイン試飲(昼食付) 
Petroglyphs, Vina Tabali Winery & Wine Tasting 
ツアー番号：COW-120 
ツアー料金：＄１６９～ （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 

○5  

○6  

 

 

高 

 
 

 
＜注意事項＞ 
車両は空調設備がありません。リマリ渓谷までは片道約１時間 30 分です。参加人数は極めて限られ
ます。 

 
  
市内景観ドライブと考古学博物館 
City Drive & Archaeological Museum 
ツアー番号：COW-200 
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 

○4  

 

 

 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 
車両は空調設備がありません。参加人数は極めて限られます。 

 
  
ピスコ醸造所とエルキ渓谷 
Pisco Distillery & Elqui Valley 
ツアー番号：COW-210 
ツアー料金：＄１８９～ （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 

○2  

○3  

 

 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 
車両は空調設備がありません。参加人数は極めて限られます。 

 
 
 

  
ラ・セレナでの自由時間 
La Serena On Your Own 
ツアー番号：COW-185 
ツアー料金：＄５９～  

所 要 時 間：約８時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 
日曜日はほとんどの商店やレストランは閉店です。ラ・レコヴァ民芸市場と博物館は午後 1時まで 
開いています。 
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サンチャゴ（バルパライソ）チリ 

Santiago(Valparaiso), Chile 
 
傾斜の急な丘に囲まれた港には由諸ある古いビクトリア風の建物やケーブルカーがありますが、ここはカリフォ
ルニアのサンフランシスコではありません。バルパライソにようこそ。1536 年より人が住み始め、征服者ディエ
ゴ・デ・アルマグロの生誕からその名がつけられたチリで最古の都市です。セントラルバレーと首都サンチャゴ
への玄関口でもあります。人口 500 万人以上が住むサンチャゴは雪の帽子をかぶるアンデス山脈のふもとに
広がります。マイポ渓谷はワインで国際的に知られ、南へ僅かの距離にあります。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  海事博物館 Maritime Museum 

丘の上に建つネオクラシカル様式の豪邸は前海軍学校で、街と海の素晴らしい景観が楽しめます。博物館
を散策し、港の歴史など習いましょう。 

 

○2  ケーブルカー Cerros/Funicular 

バルパライソは丘に囲まれた地形と急斜面が多く、４５もの丘の上に登るにはケーブルカー又はアセンソー
ルを使うととても便利です。素晴らしい景色が楽しめます。 

 

○3  ラ・セバスティアーナ La Sebastiana 

建築家セバスチャン・カリャオにより建てられましたが、完成を待たず亡くなりました。10 年後、詩人パブロ・
ネルーダの邸宅となりました。現在は博物館で芸術品などが展示されています。 

 

○4  ビーニャ・デル・マル Vina del Mar 

チリの中で一番人気のある観光都市のビーニャ・デル・マルは訪問者のすべてのニーズに応えます。チリで
一番歴史の古いカジノ、世界に通用する一流レストラン、ヤシの木が連なる大通り、公園、海岸などがありま
す。 

 

○5  フォンク博物館 Fonck Museum 

500 歳のイースターのモアイ像が博物館入口にてお出迎え。ヴィーニャ・デル・マル出身で考古学者フランシ
スコ・フォンクにより名前が付けられた博物館です。 

 

○6  アルマス広場 Plaza de Armas 

サンチャゴの中心にある広場で 16 世紀スペイン人により築かれた官庁街でした。現在では庭園の散策や広
場で演奏される音楽など楽しむところです。 

 

○7  国立歴史博物館 National History Museum 

旧レアル・アウディエンシア宮殿内にある博物館で、植民地時代から現代までの幅広い展示がされていま
す。 
 

○8  憲法広場  Constitution Square 

憲法広場はモネダ宮殿の前にあり、1973 年 9 月 11 日ピノチェット将軍による 17 年間の統治がここから始ま
りました。12 本のチリの国旗がはためき、衛兵の交代が行われます。 
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サンチャゴ(バルパライソ)、チリ  Santiago (Valparaiso), Chile 
 

  
ワイナリー、馬のショー、サンチャゴと景観ドライブ 

（プリンセストランスファー利用のお客様） 
Winery, Horse Show & Santiago City Drive 
(for Passengers with Princess Transfers) 
ツアー番号：VAP-965 
ツアー料金：＄１９９～ （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 

 

 

○6  

 

中 

  

 
＜注意事項＞ 
このツアーはプリンセストランスファーをお申込みのお客様でサンチャゴ空港より午後 9時以降の飛
行機をご利用のお客様、もしくはサンチャゴに宿泊されるお客様がお申込みいただけます。プリンセ
ストランスファーをお申込みのないお客様はトランスファー代が追加で請求されます。サンチャゴま
では約 2時間のドライブです。このツアーはクルーズプラスにてご予約いただいているホテル又は空
港で終了します。 

 
  
サンチャゴ、アコンカグア・ヴァレーワイナリー 

（プリンセストランスファー利用のお客様） 
Santiago & Aconcagua Valley Winery 
(for Passengers with Princess Transfers) 
ツアー番号：VAP-970 
ツアー料金：＄１９９～ （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 

 

 

○6  

 

中 

  

 
＜注意事項＞ 
このツアーはプリンセストランスファーをお申込みのお客様でサンチャゴ空港より午後 9時以降の飛
行機をご利用のお客様、もしくはサンチャゴに宿泊されるお客様がお申込みいただけます。プリンセ
ストランスファーをお申込みのないお客様はトランスファー代が追加で請求されます。サンチャゴま
では約 2時間のドライブです。このツアーはクルーズプラスにてご予約いただいているホテル又は空
港で終了します。 

 
 
世界遺産 

バルパライソ、ビーニャ・デル・マルとオルムエでの昼食 

（プリンセストランスファー利用のお客様） 
Valparaiso, Vina del Mar & Lunch at Olmue 
(for Passengers with Princess Transfers) 
ツアー番号：VAP-975 
ツアー料金：＄１４９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約１０時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○4  

○6  

 

中 

  

 
＜注意事項＞ 
このツアーはプリンセストランスファーをお申込みのお客様でサンチャゴ空港より午後 9時以降の飛
行機をご利用のお客様、もしくはサンチャゴに宿泊されるお客様がお申込みいただけます。プリンセ
ストランスファーをお申込みのないお客様はトランスファー代が追加で請求されます。サンチャゴま
では約 2時間のドライブです。このツアーはクルーズプラスにてご予約いただいているホテル又は空
港で終了します。 
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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。 

 

プリンセスの努力にもかかわらず、そして最近の世界情勢を考慮すると、お客様に対して、寄港中は自分

の行動は最終的に自分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。 



27 

 

 

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、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 Cruise Personalizer 内の詳細日程で見ることが出来ます。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し、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。 

 

 

Ｑ １ヶ所の寄港地で、２つ以上のツアーに参加するが出来ますか。 
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
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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

な情報を網羅した、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。 

 

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
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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歳以下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。 

 

 

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。 
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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。 

 

 

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
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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

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
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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歳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。 

 

 

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。 
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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ん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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