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Alaska Cruises
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２０１８年 夏季アラスカ・クルーズ
グレーシャー・ハイライト 8日間
インサイド・パッセージ 8日間
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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。
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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。
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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。
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 こだわり
食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。
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ファミリー向け
スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。

䝒䜰䞊୰䛻䝅䝵䝑䝢䞁䜾䛾㛫䜢䛚ྲྀ䜚䛧
䜎䛩䚹

㻝㻞ṓ௨ୗ䛾䛚Ꮚᵝྥ䛡䛻タᐃ䛥䜜䛯䝒䜰䞊䛷䛩䚹㻠㛫௨ୗ䛷䚸≉䛻䛚Ꮚᵝ
䛜⯆䜢ᣢ䛱䛭䛖䛺ሙᡤ䜢ゼ䜜䚸Ꮚ౪ྥ䛡䛾ゎㄝ䚸άື䚸㣗䛺䛹䛜ྵ䜎䜜
䜎䛩䚹㈝⏝䜒ᡭ㡭䛷䛩䚹

 リピーター向け
ᐤ ᆅ䛾ᕷෆ䛸䛭䛾࿘㎶䛷䚸୍⯡䛾䝒䜰䞊䛸䛿␗䛺䛳䛯⌋䛧䛔య㦂䜢䛧䜎
䛩䚹௨๓ྠ䛨ᐤ ᆅ䜢ゼ䜜䛯䛣䛸䛾䛒䜛᪉䜔䚸୍㐪䛳䛯䝒䜰䞊䜢ᕼᮃ䛾᪉
䛻㐺䛧䛶䛔䜎䛩䚹

 世界遺産
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ジュノー・Juneau Alaska

ジュノー
Juneau, Alaska
アラスカ州の州都、ジュノーの歴史は二人の鉱山師、ジョー・ジュノーとディック・ハリスが今も町の中央を流れる小さ
な川の中から豆粒程の金塊を見つけた事から始まりました。これが世界最大級の金鉱床の発見に繋がり、アラスカ
は第1次ゴールドラッシュの時代に入りました。第2次世界大戦終了時には1億5千万ドルを超す金が採掘されました
が、やがて金鉱は閉鎖され、現在は州政府や合衆国政府の建物が並ぶアラスカの政治の中心地として栄えていま
す。ジュノーの人口は約3万人、面積は8,060平方ｷﾛでスウェーデンのキルナ、アラスカのシトカに次いで世界で最も
広い町の一つです。現在のジュノーは金やアラスカ州都としてだけでなく、風光明媚な多島海を縫って航海するイン
サイドパッセージの北端に位置する、美しい自然と氷河の景観を楽しめる観光地として知られています。

＜見どころ＞

①

メンデンホール氷河 Mendenhall Glacier

メンデンホール氷河は全長19キロ、幅0.8キロ、深さ90メートルから500メートルあります。ジュノー氷原からメンデンホール湖ま
で広がっており1700年中期からゆっくり後退し続けています。

②

アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventures

アウトドア好きにはこれ以上アウトドアを楽しめるところはないでしょう。犬ぞりやホエール・ウォッチング、ハイキング、自然観
察、飛行、ジップライン空中散歩など楽しみましょう。

③

ホエール・ウォッチング Whale Watching

4月から11月まで何百頭のザトウクジラが子育の為、北インサイドパッセージ海域を通り、飛び跳ねる姿を見ることができま
す。シャチもジュノーで見受けることができます。

④

氷河飛行 Glacier Flightseeing

巨大なジュノー氷原上空を飛行し、空からでしか行くことができないぎざぎざと尖った氷河、壮観な氷瀑と雄大な岩を眺めま
しょう。

⑤

マコーレー サーモン孵化場 Macaulay Salmon Hatchery

サーモンは6月中旬から10月まで産卵のため川を130メートルまで登ります。デッキにて孵化の様子をみましょう。アクアリウム
にはこの地域の海の生態がみることができます。

⑥

グレーシャーガーデン Glacier Gardens

敷地面積0.2平方㎞の庭園には地元原種から温帯多雨林まで見ることが出来ます。ガイドツアーで自立した生態系を知ること
ができます。サンダーマウンテン展望台からの景観は素晴らしいでしょう。

⑦

犬橇 Dog Sledding

アラスカ州のスポーツをプロのマッシャーから素晴らしい伴侶犬を紹介されます。雪の上を飛行し氷河まで行くか、夏の訓練
地を訪れて車輪のついた橇を体験します。

⑧

ロバーツ山ロープウェイ Mount Roberts Tramway

わずか5分間のロープウェイ乗車にてロバーツ山の頂上まで上ることができ、標高540mからのパノラマ景色をお楽しみ頂けま
す。山頂にはトレイルや売店、自然のディスプレイなどがあります。
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ツアー番号：JNU-400

アラスカでジップライン体験

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Alaska Zipline Adventure
所要時間：約3時間45分
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
8歳以上で、身長150センチ以上、体重31から113キロまでの方、高所恐怖症ではない方が参加できます。妊娠
中の方、発作性疾患や首・背中・疾患がある方にはお勧めできません。爪先の覆われた靴を履き、長ズボン、
重ね着でご参加ください。ジップラインには参加しないけれど、参加者の監督のため同行する方は、船上にて
お申し込みください。ヘルメット、レインジャケット、お土産あり
軽食：グラノーラバーとお茶
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：JNU-405

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：9歳から12歳）

健脚レベル

その他

ジップラインとメンデンホール氷河の体験

Alpine Zipline & Mendenhall Glacier Adventure
所要時間：約5時間15分
下車予定：①②

車窓予定：

＜注意事項＞
氷河滞在時間は40分です。
参加最低条件：8歳以上、器具装着を確実にする為、身長150センチ以上、体重31キロから113キロまでの方、
高所恐怖症ではない方、妊娠中の方、発作性疾患や首・背中・疾患がある方にはお勧めできません。爪先の覆
われた靴を履き、長ズボン、重ね着でご参加ください。ジップラインには参加しないけれど、参加者の監督の
ため同行する方は、船上にてお申し込みください。訪問順序が変わる場合があります。ツアーオペレーターは
トンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。氷河の上を歩くことはできません。また、氷
河散策の際はドライバーのみで、ガイドは付きません。ヘルメット、レインジャケット、お土産あり
軽食：グラノーラバーとお茶。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 16歳未満の方は保護者の同行が必須です。
また、保護者の同行しない16～17歳の方は両親の公証された同意書類が必要となります。
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ツアー番号：JNU-420

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

町の観光、ロープウェイと山歩き

Town Tour, Tram & Timberline Trek
所要時間：約2時間半
下車予定：②⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
ロープウェイのチケットは1日有効で何回でもご利用頂けます。1グループ14名です。健康に自身のある方のみ
歩きやすい靴と暖かい衣服でご参加ください。階段を含む1キロほどの山道をゆっくりと歩きます。ネイチャー
センターでのお買い物15パーセント割引券が配られます。天候に関係なく催行されます。ルートはグループの
技量とその日の状況で変わります。シーズン初めは積雪が残り、別ルートをとる場合があります。ツアーは山
頂で終了します。ツアーオペレーター主催ジュノー・フォト・コンテストに参加する事ができます。レインポ
ンチョとハイキングスティックあり
軽食：アラスカ産の紅茶、ジャム、はちみつ、クラッカーなど。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 保護者の同行しない18歳未満の方は、両親の同意書類が必要となります。

ツアー番号：JNU-445

ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

犬橇ディスカバリーとキャンプ地訪問

Sled Dog Discovery & Musher's Camp
所要時間：約2時間15分
下車予定：②⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
未舗装の道や段差を歩く場所があります。高さ約20センチの段差を登れる方がご参加ください。犬ぞり体験は
約1.6キロの距離になります。お子様が参加する場合は、犬と触れ合う際のルールの理解と、お子様を見守る保
護者または両親の同行が必要です。雨具、飲み物あり
免責書類にご署名頂きます。
保護者の同行しない16歳から18歳の方は、両親の同意書類が必要となります。
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ツアー番号：JNU-450

ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：10歳～12歳）

健脚レベル

その他

サイクリングとロープウェイ

Bike & Tram Elevation Sensation
所要時間：約4時間半
下車予定：②⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
妊娠3カ月の方まで参加できます。10歳以上、身長146センチ以上の方のみご参加ください。バイクでの走行距
離は15キロほど。ロープウェイチケットは一日有効で何回でもお乗りになれます。ロープウェイ駅より船まで
徒歩でもどります。自転車、ヘルメット、雨具、手袋あり
スナック：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水など。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 16歳未満の方は保護者の同行が必須です。
また、保護者の同行しない16から17歳の方は両親の公証された同意書類が必要となります。

ツアー番号：JNU-455

ツアー料金：＄109.95～（子供料金有：10～12歳）

健脚レベル

その他

氷河景観サイクリングとビール

Bike & Brew Glacier View
所要時間：約4時間
下車予定：②

車窓予定：①

＜注意事項＞
妊娠3カ月の方まで参加できます。 健康で体力に自信がある方、10歳以上、身長146センチ以上の方のみご参
加ください ビール試飲ができるのは21歳以上で写真付き身分証明書の提示が必要、16歳未満の方は保護者の同
行が必要です。自転車、ヘルメット、雨具、手袋あり
軽食：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水、ビールの試飲。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 16歳未満の方は保護者の同行が必須です。
保護者の同行しない16歳から17歳の方は、両親の同意書類が必要となります。
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ツアー番号：JNU-475

ツアー料金：＄109.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ガイドお勧めのメンデンホール氷河ハイキング

Mendenhall Glacier Guide’s Choice Trail Hike
所要時間：約4時間半
下車予定：①②

車窓予定：

＜注意事項＞
12名にガイドが１人引率します。健康に自信がある急斜面を歩ける方のみご参加下さい。6～10キロの間に300
メートルほどの高所まで登る山道のハイキングです。グループの技量と天候によりハイキ ングコースは選ばれ
ます。どのコースでもそれぞれの氷河の景観をお楽しみ頂けます。歩き易い靴と重ね着の暖かい服装で参加く
ださい。このツアーは天候に関係なく催行されます。ツアーオペレーター主催ジュノー・フォト・コンテスト
に参加する事ができます。 レインポンチョ、ウェストポーチ、ハイキングスティックあり
軽食：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水など。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。
保護者の同行しない18歳未満の方は、両親の同意書類が必要となります。

ツアー番号：JNU-760

メンデンホール氷河

ツアー料金：＄184.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ネイティブ・カヌー・アドベンチャー

Mendenhall Glacier Native Canoe Adventure
所要時間：約3時間半
下車予定：①②

車窓予定：

＜注意事項＞
厚着でお越し頂き、靴下の予備をご持参下さい。お子様は体重18キロ以上ある方がご参加頂けます。参加型ツ
アーのため、パドルが漕げる方がご参加ください。妊娠後期の方の参加はお勧めしません。このツアーは米国
農務省林野部の特別許可を取って催行しています。雨具、オーバーブーツ、ライフジャケットあり
軽食：トナカイのソーセージ、サーモンペースト、クラッカー、お水、暖かい飲み物など。（内容は変更にな
る場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 13歳未満の方は保護者の同行が必須です。
また、保護者の同行しない13歳から17歳の未成年者は両親の公証された同意書類が必要となります。
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ツアー番号：JNU-770

カヤックでの氷河眺望

ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Glacier View Sea Kayaking
所要時間：約3時間半
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
妊娠後期の方の参加はお勧めしません。厚着でお越し頂き、靴下の予備をご持参下さい。健康で体力に自信の
ある方、パドルが漕げる方、体重18キロから113キロまでの方のみご参加頂けます。身長192センチ以上の場合
はカヤックに収まるのに難があります。雨具、ゴムブーツ、ライフジャケット、防水スカートあり
軽食：トナカイのソーセージ、チーズ、クラッカー、サーモンペースト、お水など。（内容は変更になる場合
もございます）
免責書類にご署名頂きます。 13歳未満の方は保護者の同行が必須です。
また、保護者の同行しない13歳から17歳の未成年者は両親の公証された同意書類が必要となります。

ツアー番号：JNU-775

メンデンホール氷河

ツアー料金：＄204.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

カヤックとサーモンベイク

Mendenhall Glacier Kayak & Salmon Bake
所要時間：約5時間
下車予定：①②

車窓予定：

＜注意事項＞
妊娠後期の方の参加はお勧めしません。厚着でお越し頂き、靴下の予備をご持参下さい。健康で体力に自信の
ある方、パドルを2時間程度漕げる方、体重18キロから113キロまでの方がご参加頂けます。身長192センチ以
上の場合 はカヤックに収まるのに難があります。雨具、ゴムブーツ、ライフジャケット、あり
軽食：アラスカサーモン、パルメザンチキン、ポテトグラタン、ベイクドビーン、トナカイのソーセージ、ピ
ラフ、サラダ、コーンブレッド、ブルーベリーケーキ、ホット・アップル・サイダー、コーヒー、紅茶、レモ
ネード。ビールやワイン、ソーダ類は追加料金にて購入可能。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 13歳未満の方は保護者の同行が必須です。
また、保護者の同行しない13歳から17歳の未成年者は両親の公証された同意書類が必要となります。
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ツアー番号：JNU-780

ツアー料金：＄367.50～（子供料金：なし）

健脚レベル

その他

メンデンホール氷河でパドリングとトレッキング

Mendenhall Glacier Paddle & Trek
所要時間：約6時間半
下車予定：①②

車窓予定：

＜注意事項＞
参加最低年齢は12歳。124キロ以上の方、身長207cm以上の方はご参加頂けません。健康で体力に自信のある
方、パドルを8～10キロ程度漕げる方、未舗装の道や段差を3キロ以上歩ける方のみご参加頂けます。手袋、温
かい帽子、サングラス、日焼け止め、綿素材でない防寒服をお持ちになるとよいでしょう。氷上で過ごす時間
の長さは確約できません。氷河上で過ごす時間はグループの進行速度や天気に左右されます。氷の洞窟や氷河
甌穴などは、メンデンホール氷河の天候が変わりやすいため、見れるとは限りません。ガイドが当日の安全を
判断します。 雨具、ゴムブーツ、ライフジャケット、パドルミット、トレッキング・ポール、マイクロスパイ
ク、ヘルメット、バックパックあり
軽食：ニンジン、ハマス、チーズ、グラノーラバー、ナッツ、お水など（内容は変更になる場合もございま
す）
免責書類にご署名頂きます。 13歳未満の方は保護者の同行が必須です。
また、保護者の同行しない13歳から18歳の未成年者は両親の公証された同意書類が必要となります。

ツアー番号：JNU-800

水上飛行機による氷河飛行

ツアー料金：＄244.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

5-Glacier Seaplane Exploration
所要時間：約1時間15分
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
体重超過による差額徴収はありません。座席を利用しない2歳未満のお子様は、無料で参加できます。飛行機は
上空約1800メートルより上には飛行しません。個人使用の酸素は持ち込めますが、FAAが承認した、体への使
用に適した安全なポータブル酸素濃縮器である必要があります。機内に持ち込める手荷物は限られています。
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ツアー番号：JNU-805

ツアー料金：＄320.00～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

タクロッジでの食事と水上飛行機による氷河飛行

Taku Lodge Feast & 5-Glacier Seaplane Discovery
所要時間：約3時間半
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
体重超過による差額徴収はありません。早朝出発の場合、トナカイのソーセージとスコーンがサービスされま
す。座席を利用しない2歳未満のお子様は無料で参加できます。飛行機は上空約1800メートルより上には飛行
しません。個人使用の酸素は持ち込めますが、FAAが承認した、体への使用に適した安全なポータブル酸素濃
縮器である必要があります。機内に持ち込める手荷物は限られています。
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
食事：サーモン、チキン、コールスロー、ベイクドビーンズ、フルーツコンポート、パン、ハーブ入りビス
ケット、ジンジャークッキー、コーヒー・レモネード・アイスティー・氷河の氷入りのお水など。（内容は変
更になる場合もございます）8:30am出発時のブランチには、トナカイのソーセージとスコーンもあります。
ビールやワインは追加料金にて購入可能。
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：JNU-810

ツアー料金：＄379.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ヘリコプターで訪れるメンデンホール氷河

Mendenhall Glacier Helicopter Tour
所要時間：約2時間15分
下車予定：①②④

車窓予定：

＜注意事項＞
体重超過の場合は、US$130の差額徴収があります。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、洋服
を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超える方はスペース
を確保するため、乗船後ツアーオフィスにお申し出頂き、追加料金お支払済みのツアーチケットをお受け取り
下さい。詳しくはフライト観光による質問FAQページをご参照ください。
座席を利用しない2歳未満のお子様は無料で参加できますが、子供の体重は一緒に座る親の体重と合算されま
す。機内にバックは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。また、iPads,
iPadmini、タブレットや自撮り棒などの器具は機内にお持ち込み頂けません。飛行高度は最高約2100メートル
です。個人使用の酸素は持ち込めますが、FAAが承認した、体への使用に適した安全なポータブル酸素濃縮器
である必要があります。氷河用オーバーブーツあり
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
保護者の同行しない13歳～17歳の方は両親の同意書類が必要となります。
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ツアー番号：JNU-815

ツアー料金：＄369.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ヘリコプターで訪れるメンデンホール氷河とサーモンベイク

Mendenhall Glacier Helicopter Tour & Salmon Bake
所要時間：約3時間45分
下車予定：①②④

車窓予定：

＜注意事項＞
体重超過の場合は、US$130の差額徴収があります。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、洋服
を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超える方はスペース
を確保するため、乗船後ツアーオフィスにお申し出頂き、追加料金支払い済みのツアーチケットをお受け取り
下さい。詳しくはフライト観光による質問FAQページをご参照ください。
座席を利用しない2歳未満のお子様は無料で参加できますが、子供の体重は一緒に座る親の体重と合算されま
す。機内にバックは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。また、iPads, iPadmini、タブレットや自撮り棒などの器具は機内にお持ち込み頂けません。飛行高度は最高約2100メートルで
す。個人使用の酸素は持ち込めますが、FAAが承認した、体への使用に適した安全なポータブル酸素濃縮器で
ある必要があります。氷河用オーバーブーツあり
食事：アラスカサーモン、チキンパルメザン、ポテトグラタン、ベイクドビーンズ、トナカイのソーセージ、
ピラフ、サラダ、 コーンブレッド、ブルーベリーケーキ、コーヒー・紅茶・レモネードなど。ビールやワイ
ン、ソーダ類は追加 料金にて購入可能。（内容は変更になる場合もございます）
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
また、保護者の同行しない13歳～17歳の方は、両親の同意書類が必要となります。
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ツアー番号：JNU-825

ツアー料金：＄489.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ヘリパイロットのお勧め－氷河探検ツアー

Pilot's Choice Ice Age Exploration
所要時間：約2時間45分
下車予定：②④

車窓予定：

＜注意事項＞
重超過の場合は、US$130の差額徴収があります。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、洋服を
身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超える方はスペースを
確保するため、乗船後ツアーオフィスにお申し出頂き、追加料金支払い済みのツアーチケットをお受け取り下
さい。詳しくはフライト観光による質問FAQページをご参照ください。
座席を利用しない2歳未満のお子様は無料で参加できますが、子供の体重は一緒に座る親の体重と合算されま
す。機内にバッグは持ち込めません。iPads, iPad-mini、タブレットや自撮り棒などの器具は機内にお持ち込み
頂けません。飛行高度は最高約2100メートルです。個人使用の酸素は持ち込めますが、FAAが承認した、体へ
の使用に適した安全なポータブル酸素濃縮器である必要があります。
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。氷河用オーバーブー
ツあり
13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 また、保護者の同行しない13歳から17歳の方は、親の同意書類
が必要となります。

ツアー番号：JNU-850

ツアー料金：＄439.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ヘリコプターでの氷河ウォーク

Helicopter Glacier Walkabout
所要時間：約3時間15分
下車予定：②④

車窓予定：

＜注意事項＞
飛行時間は約30分、氷河滞在1時間、参加最低年齢は8歳。参加者は氷河での１時間ほどの歩行に耐えられる方
に限られます。体重超過の場合は、US$130の差額徴収があります。重量とバランスの関係と乗客の安全や快
適性の為、洋服を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超え
る方はスペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにお申し出頂き、追加料金支払い済みのツアーチケッ
トをお受け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問FAQページをご参照ください。
機内にバッグは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。iPads, iPad-mini、タブ
レットや自撮り棒などの器具は機内にお持ち込み頂けません。飛行高度は最高約2100メートルです。個人使用
の酸素は持ち込めますが、FAA が承認した、体への使用に適した安全なポータブル酸素濃縮器である必要があ
ります。
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
上着、ブーツ、手袋、トレッキングポール、ヒップパックあり
軽食：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水など（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ツアー番号：JNU-855

ツアー料金：＄489.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ヘリコプターでの氷河トレッキング

Helicopter Glacier Trek

所要時間：約4時間15分
下車予定：②④

車窓予定：

＜注意事項＞
飛行時間は約30分、氷河滞在は2時間です。参加最低年齢は12歳。参加者は氷河で3.2キロのハイキングに耐え
られる方に限られます。体重超過の場合は、US$130の差額徴収があります。重量とバランスの関係と乗客の
安全や快適性の為、洋服を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キ
ロを超える方はスペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにお申し出頂き、追加料金支払い済みのツ
アーチケットをお受け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問FAQページをご参照ください。
機内にバッグは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。iPads, iPad-mini、タブ
レットや自撮り棒などの器具は機内にお持ち込み頂けません。飛行高度は最高約2100メートルです。ツアーの
健脚度が高く、氷河滞在時間が長いため、個人使用の酸素が必要な方はJNU-850ヘリコプターでの氷河ウォー
クをお勧めいたします。
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
上着、ブーツ、手袋、ゲートル、ハイキング用具(ヘルメット、ハーネス、アイゼン、ピッケル)、ヒップパッ
クあり
軽食：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水など（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ツアー番号：JNU-860

ツアー料金：＄579.95～（子供料金：なし）

健脚レベル

その他

ヘリコプターでの氷河トレッキング（延長版）

Extended Helicopter Glacier Trek
所要時間：約5時間15分
下車予定：②④

車窓予定：

＜注意事項＞
飛行時間は約30分、氷河滞在は2時間です。参加最低年齢は15歳。参加者は氷河で4.8キロから6.4キロのハイキ
ングに耐えられる方に限られます。体重超過の場合は、US$130の差額徴収があります。
重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、洋服を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過
料が必要となります。体重113キロを超える方はスペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにお申し出
頂き、追加料金支払い済みのツアーチケットをお受け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問FAQペー
ジをご参照ください。
機内にバッグは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。iPads, iPad-mini、タブ
レットや自撮り棒などの器具は機内にお持ち込み頂けません。飛行高度は最高約2100メートルです。ツアーの
健脚度が高く、氷河滞在時間が長いため、個人使用の酸素が必要な方はJNU-850ヘリコプターでの氷河ウォー
クをお勧めいたします。
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
上着、ブーツ、手袋、ゲートル、ハイキング用具(ヘルメット、ハーネス、アイゼン、ピッケル)、ヒップパッ
クあり
軽食：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水など（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 18歳未満の方は保護者の同行が必須です。

ツアー番号：JNU-140

ツアー料金：＄34.00～（子供料金有：6歳～12歳、2歳以下無料）

健脚レベル

その他

ロバーツ山へのロープウェイ

Mount Roberts Tramway
所要時間：約1時間半
下車予定：②⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
未使用分のチケット代は返金致します。ツアーの当日中に、未使用チケットをお持ちの上、ショア・エクス
カーションへお越しください。乗車券は一日有効で何回でもお乗りになれ、アメリカ先住民トリンギットの、
受賞映画作品もご覧頂けます。ロープウェイは朝9時から夜9時まで約5分間隔で運行されていますが、月曜
日、5月上旬、9月下旬は、変更のある場合もあります。ロープウェイ駅までは徒歩で移動します。5歳以下の
子様は無料です。
電動車椅子、スクーターなどの持ち込み可能です。
ジュノーは場合により、テンダーボートでの下船となることがあります。
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ツアー番号：JNU-900

ツアー料金：＄499.95～（子供料金：なし）

健脚レベル

その他

四駆車ジープでプライベートジュノーツアー

Private Jeep Tour

所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
上記は車両一台あたりの料金です。代表者の方が予約をしてください。同行者はお客様ご自身で決めることが
出来ます。定員は1台につき4名です。各施設の入場料は含まれません。ツアーオペレーターはトンガス国定森
林内でのツアー催行の特別許可を取っています。氷河を訪れる場合はガイドは付きません。また、氷河の上を
歩くことはできません。メンデンホール氷河を訪れる場合は、お一人様$5掛かります。乗船後、希望するツ
アー行程、観光地をショア・エクスカーション・デスクへ提出頂くための質問書が配られます。
手配できる専用車の数が限られていることと、非常に特殊な事前環境への観光のため、キャンセルの締め切り
は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 双眼鏡とレインポンチョあり
免責書類にご署名頂きます。 また、18歳未満の方は保護者の同行が必須です。

ツアー番号：JNU-901

ツアー料金：＄589.95～（子供料金：なし）

健脚レベル

その他

バンでプライベートジュノーツアー

Private Van Tour

所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
上記はバン一台あたりの料金です。代表者の方が予約をしてください。同行者はお客様ご自身で決めることが
出来ます。定員は1台につき14名です。各施設の入場料は含まれません。ツアーオペレーターはトンガス国定
森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。氷河を訪れる場合はガイドは付きません。また、氷河の上
を歩くことはできません。メンデンホール氷河を訪れる場合は、お一人様$5掛かります。乗船後、希望するツ
アー行程、観光地をショア・エクスカーション・デスクへ提出頂くための質問書が配られます。
手配できる専用車の数が限られていることと、非常に特殊な事前環境への観光のため、キャンセルの締め切り
は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 双眼鏡とレインポンチョあり
免責書類にご署名頂きます。 また、18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ツアー番号：JNU-910

ホエール・ウォッチング

ツアー料金：＄1199.95～（子供料金：なし）

プライベートツアー

Private Whale Watching - 6 Passengers
所要時間：約3時間半
下車予定：③

健脚レベル

その他

（定員6名）

車窓予定：

＜注意事項＞
上記は一台あたりの料金です。代表者の方が予約をしてください。同行者はお客様ご自身で決めることが出来
ます。定員は1台につき6名です。
定員数が限られていることと、非常に特殊な事前環境への観光のため、キャンセルの締め切りは乗船翌日の正
午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
軽食：グラノーラバー、クッキー、チップス、水、ソーダ水
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。

ツアー番号：JNU-330

ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

グレーシャーガーデンとメンデンホール氷河

Glacier Gardens & Mendenhall Glacier
所要時間：約4時間半
下車予定：①⑤⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
氷河での滞在時間は1時間15分ほどです。車椅子ご利用の方は、グレーシャーガーデンでツアー専用車へ乗り
移るため、上半身が動かせる方がご参加ください。
ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。氷河の上を歩くことは
できません。また、氷河を訪れる際はドライバーのみで、ガイドは付きません。
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。

ツアー番号：JNU-610

ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ホエール・ウォッチングと野生探求クルーズ

Whale Watching & Wildlife Quest
所要時間：約4時間
下車予定：③

車窓予定：

＜注意事項＞
双眼鏡、お土産ルートマップあり
軽食：ドーナツ、スモークサーモンとクラッカー、コーヒー・紅茶・ココア・お水など。（内容は変更になる
場合もございます）
12歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ツアー番号：JNU-611

ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ホエール・ウォッチングと野生探求クルーズ(車いすの方向け)

Whale Watching & Wildlife Quest(Wheelchair Accessible)
所要時間：約4時間
下車予定：③

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーの内容はJNU-610と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はJNU-610で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅
子と電動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量272kg、長さ1.2m、幅0.8ｍの車椅
子まで対応しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連
絡ください。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答」ページを必ずご確認ください。双眼鏡、お土産
ルートマップあり
スナック：ドーナツ、スモークサーモンとクラッカー、コーヒー・紅茶・ココア・お水など。（内容は変更に
なる場合もございます）
12歳未満の方は保護者の同行が必須です。

ツアー番号：JNU-620

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

夕刻のホエール・ウオッチングクルーズ

Evening Whale Quest
所要時間：約3時間半
下車予定：③

車窓予定：

＜注意事項＞
出入港時間の関係で催行しないクルーズもあります。双眼鏡、お土産ルートマップあり
食事：ビュッフェ式（ビーフのベーコン、トナカイのソーセージ、スモークサーモン、チーズ、フルーツと野
菜類、ホットシュリンプのディップ、デザートとパン類、無料コーヒー、紅茶、ココア）ビール、ソーダ類と
ワインは追加料金で購入可能。（内容は変更になる場合もございます）
12歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：JNU-621

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

夕刻のホエール・ウォッチング（車いすの方向け）

Evening Whale Quest (Wheelchair Accessible)
所要時間：約3時間半
下車予定：③

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーの内容はJNU-620と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車いすをご利用のお客様のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方
とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方は JNU-620で使用される交通手段でのご移動をお
願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅子と電
動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフ トは重量272kg、長さ1m、幅0.6ｍの車椅子まで
対応しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡くだ
さい。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答」ページを必ずご確認ください。
出入港時間の関係で催行しないクルーズもあります。双眼鏡、お土産ルートマップあり
食事：ビュッフェ式、ビーフのベーコン、トナカイのソーセージ、スモークサーモン、チーズ、フルーツと野
菜類、ホットシュリンプのディップ、デザートとパン類、無料コーヒー、紅茶、ココア。ビール、ソーダ類と
ワインは追加料金で購入可能。（内容は変更になる場合もございます）
12歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：JNU-630

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

メンデンホール氷河と鯨探訪クルーズ

Mendenhall Glacier & Whale Quest
所要時間：約5時間15分
下車予定：①③

車窓予定：

＜注意事項＞
氷河での滞在時間は1時間ほどです。温かい服装で、防水ジャケットなどをご持参ください。訪問順序が変更に
なる場合があります。ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。
氷河の上を歩くことはできません。また、氷河を訪れる際はドライバーのみで、ガイドは付きません。双眼
鏡、お土産ルートマップあり
軽食：ドーナツ、スモークサーモンとクラッカー、コーヒー、紅茶、ココア、お水（内容は変更になる場合も
ございます）
12歳未満の方は保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：JNU-640

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ホエール・ウォッチングとサーモンべイク

Whale Watching & Alaska Salmon Bake
所要時間：約5時間
下車予定：②③

車窓予定：

＜注意事項＞
温かい服装で防水ジャケットなどをご用意の上、歩きやすい靴でご参加ください。訪問順序が変更になる場合
があります。双眼鏡あり
食事：アラスカサーモン、パルメザンチキン、ポテトグラタン、ベイクドビーンズ、トナカイのソーセージ、
ピラフ、サラダ、 コーンブレッド、ブルーベリーケーキ、コーヒー、紅茶、レモネードなど。ビールやワイ
ン、ソーダ類は追加料金にて購入可能。（内容は変更になる場合もございます）
12歳未満の方は保護者の同行が必須です。 また、保護者の同行しない13歳～17歳の方は両親の同意書類が必
要となります。

ツアー番号：JNU-650

ジュノーの見どころ

ツアー料金：＄209.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Best of Juneau

所要時間：約6時間15分
下車予定：①②③

車窓予定：

＜注意事項＞
氷河滞在は約1時間です。重ね着をして温かい服装でご参加ください。訪問順序が変更になる場合があります。
ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツ アー催行の特別許可を取っています。氷河の上を歩くことは
できません。また、氷河散策の際はドライバーのみで、ガイドは付きません。双眼鏡・お土産用ルートマップ
あり
食事：アラスカサーモンのグリル、チキンケバブ、各種野菜、ピラフ、コールスロー、ロールパン、デザー
ト、コーヒー・紅茶・ココア・お水など。（内容は変更になる場合もございます）
12歳未満のお子様には保護者の同行が必須です。
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ツアー番号：JNU-670

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

アニマルプラネット特選：アラスカのクジラ発見

Animal Planet Exclusive - Discover Alaska's Whales
所要時間：約3時間45分
下車予定：③

車窓予定：

＜注意事項＞
小さな船着場まで約90メートルの傾斜を歩きます。重ね着をした温かい服装と、歩きやすい靴でご参加くださ
い。1グループは20名までです。天候に関わりなく催行されます。全ての参加者は、ツアーオペレーター主催
ジュノー・フォト・コンテストに参加する事ができます。双眼鏡と地図あり
軽食：グラノーラバー、ミックスナッツ、乾燥フルーツ、ペパーミントパテ、チョコレートミント、お水な
ど。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 18歳未満の方は両親の同意書、もしくは同行が必須となります。

ツアー番号：JNU-700

ツアー料金：＄209.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

鯨探訪とメンデンホール氷河の撮影旅行

Whale Watching & Mendenhall Glacier Photo Safari
所要時間：約5時間
下車予定：①②③

車窓予定：

＜注意事項＞
段差や砂利道が含まれる舗装されたトレイルを1.2キロほどの距離を歩きます。重ね着をして温かい服装でご参
加ください。天候に関わりなく催行されます。訪問順序が変更になる場合があります。12歳以下のお子様は使
い捨てカメラのプレゼントがあります。みなさんにオンライン上で解説やスライドショー、印刷可能な刊行物
などを見ることのできるポストカードを差し上げます。すべてのコンテンツは無料でご利用頂くことができ、
またどのデバイスからもダウンロード可能のものです。カメラ、十分な数のフィルムやデジタルメディア、電
池の予備などご持参下さい。ツアーオペレーター主催ジュノー・フォト・コンテストに参加する事ができま
す。 レインポンチョ、ウォーキングスティック、双眼鏡あり。子供には使い捨てカメラあり
軽食：グラノーラバー、ミックスナッツ、乾燥フルーツ、ペパーミントパテ、チョコレートミント、ペットボ
トル入りのお水など。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 18歳未満の方は両親の同意書、もしくは同行が必須となります。
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ツアー番号：JNU-705

ツアー料金：＄209.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

鯨探訪とメンデンホール氷河ウォーク

Alaska's Whales & Mendenhall Glacier Trail
所要時間：約5時間
下車予定：①②③

車窓予定：

＜注意事項＞
1.6キロほどの整備されたトレイルを歩きます。歩き易い靴で暖かい重ね着をしてご参加下さい。このツアーは
天候に関係なく催行されます。1グループ20名です。訪問順序が変わる場合があります。このツアーの参加記
念に、カラー印刷の記念品のプレゼントがあります。ツアーオペレーター主催ジュノー・フォト・コンテスト
に参加する事ができます。レインポンチョ、ウォーキングスティック、双眼鏡、お土産印刷物あり
軽食：グラノーラバー、ミックスナッツ、乾燥フルーツ、ペパーミントパテ、チョコレートミント、ペットボ
トル入りのお水など。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。 18歳未満の方は両親の同意書、もしくは同行が必須となります。

ツアー番号：JNU-100

メンデンホール氷河探訪

ツアー料金：＄54.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Mendenhall Glacier Explorer
所要時間：約3時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
メンデンホール氷河滞在は約2時間30分です。入場料は含まれています。ツアーオペレーターはトンガス国定
森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。氷河の上を歩くことはできません。また、氷河を訪れる際
はドライバーのみで、ガイドは付きません。
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ツアー番号：JNU-101

ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

メンデンホール氷河探訪 (車いすの方向け)

Mendenhall Glacier Explorer (Wheelchair Accessible)
所要時間：約3時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーの内容はJNU-100と同じものです。車椅子をご利用のお客様のみ、このツアーを予約できます。リ
フト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方は
JNU-100で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場
合、このツアーはお申込頂けません。
車椅子と電動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量272kg、長さ1m、幅0.6ｍの車
椅子まで対応しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご
連絡ください。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答」ページを必ずご確認ください。
入場料は含まれています。ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っていま
す。氷河の上を歩くことはできません。また、氷河を訪れる際はドライバーのみで、ガイドは付きません。
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：JNU-105

ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

メンデンホール氷河探訪とロバーツ山へのロープウェイ

Mendenhall Glacier & Mount Roberts Tramway
所要時間：約4時間
下車予定：①⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
全ての入場料は含まれています。ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っ
ています。氷河の上を歩くことはできません。また、氷河を訪れる際はドライバーのみで、ガイドは付きませ
ん。乗車券は一日有効で何回でもお乗りになれ、アメリカ先住民トリンギットの、受賞映画作品もご覧頂けま
す。ロープウェイは朝9時から夜9時まで約5分間隔で運行されていますが、月曜日、5月上旬、9月下旬は、変
更のある場合もあります。ロープウェイ駅までは徒歩で移動します。
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：JNU-120

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

メンデンホール氷河と鮭の孵化場見学とサーモンベイク

Mendenhall Glacier,Salmon Hatchery & Salmon Bake
所要時間：約4時間
下車予定：①⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
メンデンホール氷河滞在は約1時間15分です。
入場料は含まれています。サーモンベイクではソフトドリンク、ビール、ワインを購入することができます。
ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。氷河の上を歩くことは
できません。また、氷河を訪れる際はドライバーのみで、ガイドは付きません。
食事：アラスカサーモンのグリル、パルメザンチキン、ピラフ、サラダ、ベイクドビーンズ、トナカイのソー
セージ、コーンブレッド、ポテトグラタン、ブルーベリーケーキ、ホットアップルサイダー、コーヒー・紅
茶・レモネードなど。 ビールやワイン、ソフトドリンク類は追加料金にて購入可能。（内容は変更になる場合
もございます）
13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
また、保護者の同行しない13歳から17歳の方は、両親の同意書類が必要となります。

ツアー番号：JNU-130

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

メンデンホール氷河と森林公園と州立博物館

Mendenhall Glacier, Rainforest Garden & State Museum
所要時間：約4時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
メンデンホール氷河滞在は約1時間30分です。入場料は含まれています。訪問順序が変わる場合があります。
ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。
氷河の上を歩くことはできません。
軽食：マフィン

または、ペストリー、紅茶など。（内容は変更になる場合もございます）

18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ツアー番号：JNU-160

特選ジュノーハイライト

ツアー料金：＄169.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Juneau's Exclusive Highlights
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：①

＜注意事項＞
参加最低年齢は10歳。21歳以上で写真付の身分証明書をお持ちの方は、お酒を飲むことができます。醸造所内
では、21歳未満の方は保護者の同行が必須です。醸造所が営業していない場合（祝日やツアー出発が朝早い場
合）は、代わりに鮭の孵化場を訪れます。天候によって、メンデンホール氷河の景観は限られる場合がありま
す。訪問順序が変わる場合があります。双眼鏡、レインポンチョ、Alaskan Brewing Companyのお土産あり
軽食：トナカイのソーセージ、地元産のファッジ、水、ビールの試飲など。
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は保護者の同行が必須です。醸造所内では、21歳未満のお客様は保
護者の同行が必須です。

ツアー番号：JNU-300

アラスカ・サーモンベイク

ツアー料金：＄54.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Alaska Salmon Bake

所要時間：約1時間半
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
食事：アラスカサーモン、パルメザンチキン、ポテトグラタン、ベイクドビーンズ、トナカイのソーセージ、
ピラフ、サラダ、コーンブレッド、ブルーベリーケーキ、ホットアップルサイダー、コーヒー・紅茶・レモ
ネードなど。 ビールやワイン、ソフトドリンク類は追加料金にて購入可能。（内容は変更になる場合もござい
ます）
13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
また、保護者の同行しない13歳から17歳の方は、両親の同意書類が必要となります。
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ツアー番号：JNU-340

金鉱跡と砂金探し

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Underground Mine & Gold Panning
所要時間：約2時間15分
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
坑道内は冷えるので暖かい洋服でご参加下さい。 ヘルメット、ゴールドまたはガーネットのおみやげ、温かい
飲み物あり
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。

ツアー番号：JNU-341

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

金鉱跡と砂金探し（車いすの方向け）

Underground Mine & Gold Panning (Wheelchair Accessible)
所要時間：約2時間15分
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーの内容は、JNU-340と同じです。車椅子をご利用のお客様のみ、このツアーを予約できます。リフ
ト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方は
JNU-340で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場
合、このツアーはお申込頂けません。
車椅子と電動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量272kg、長さ1m、幅0.6ｍの車
椅子まで対応しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご
連絡ください。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答」ページを必ずご確認ください。
坑道内は冷えるので暖かい洋服でご参加下さい。 ヘルメット、ゴールドまたはガーネットのおみやげ、温かい
飲み物あり
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ツアー番号：JNU-355

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

砂金探しとアラスカ・サーモンベイク

Gold Panning Adventure & Alaska Salmon Bake
所要時間：約3時間
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
訪問順序は変わり場合があります。レインポンチョ、ゴールドのお土産あり
食事：アラスカサーモン、パルメザンチキン、ポテトグラタン、ベイクドビーンズ、トナカイのソーセージ、
ピラフ、サラダ、コーンブレッド、ブルーベリーケーキ、ホットアップルサイダー、コーヒー・紅茶・レモ
ネードなど。 ビールやワイン、ソフトドリンク類は追加料金にて購入可能。（内容は変更になる場合もござい
ます）
13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない13歳から17歳の方は、両親の同意書類
が必要となります。

ツアー番号：JNU-385

ジュノーの味覚

徒歩観光

ツアー料金：＄139.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Bon Appetit Recommended: Juneau Foodie Walking Tour
所要時間：約2時間45分
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
参加最低年齢は15歳。1.6キロ弱歩きます。履きなれた靴を着用ください。歩道を通行します。上り坂と階段が
含まれます。状況によっては訪れる場所が変わる場合もあり、その際は食事も変更となる場合があります。
食事：クラブビスク、クラブケーキ、骨付き豚肉のグリルとビール、タルタルソースのかかったサーモンフィ
レ、オヒョウのナチョス、シェフおすすめのワイン、お菓子など。
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ツアー番号：JNU-550

ツアー料金：＄209.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

サーモンスポーツフィッシング

Salmon Sportfishing Adventure
所要時間：約5時間
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
釣り時間は3時間から4時間です。
参加最低年齢は4歳。デッキシューズなどゴム底の靴と野外での活動に適した服装でご参加ください。ボートは
6人まで乗れます。漁獲を保証するものではありません。
魚量は放卵の季節により変わり、5月と9月下旬は対象となる魚が減少していることを予めご了承ください。 安
全機材と釣具は用意されます。
釣船内でフィッシングライセンス(＄25 現金払い)をお買い求めください。キングサーモンを釣る場合は別途
＄15の標識タグ料金が必要となります。16歳未満のお子様はライセンスを買う必要はありません。
このツアーはダウンリガー付きトローリング方式で行われます。4本のロッドがホルダーに装着され、釣り糸が
ある程度の深さまでたらされます。参加者は魚が連れるまでロッドに触れません。交代で取り込みを行いま
す。
追加料金で、ツアーオペレーターより釣った魚を自宅に送ることが出来ますが、傷みやすいものやアメリカ税
関規則によりアメリカ国外に輸送出来ない場合もあります。釣り上げた魚は連邦規制により船内で保管する事
はできませんが、夕食の一品に調理を依頼する事は可能です。釣具、レインジャケットあり
軽食：スモークサーモン試食、チーズ、クラッカー、お水など。（内容は変更になる場合もございます）
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。

ツアー番号：JNU-555

ツアー料金：＄219.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

フィンズアンドグリンズフィッシング

Fins & Grins Fishing Adventure
所要時間：約5時間
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
参加最低年齢は4歳。デッキシューズなどゴム底の靴と野外での活動に適した服装でご参加ください。ボートは
6人まで乗れます。漁獲を保証するものではありません。安全機材と釣具は用意されます。
釣船内でフィッシングライセンス(＄25 現金払い)をお買い求めください。キングサーモンを釣る場合は別途
＄15の標識タグ料金が必要となります。16歳未満のお子様はライセンスを買う必要はありません。
追加料金で、ツアーオペレーターより釣った魚を自宅に送ることが出来ますが、傷みやすいものやアメリカ税
関規則によりアメリカ国外に輸送出来ない場合もあります。釣り上げた魚は連邦規制により船内で保管する事
はできませんが、夕食の一品に調理を依頼する事は可能です。釣具、レインジャケットあり
軽食：スモークサーモン試食、チーズ、クラッカー、お水など。（内容は変更になる場合もございます）
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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スキャグウェイ
Skagway, Alaska
スキャグウェイはクロンダイク・ゴールドラッシュの時代に誕生した町で、何千もの一攫千金を狙う鉱山師達がカナダ
のユーコン地方からの山越えの路を金を求めて辿りました。1897年に「ホワイトパス」より短いが険しい「チルクート
路」が出来、多くの人々が厳しい自然の中、苦難に満ちた山越えをし、多数の犠牲者を出した事で知られています。
1898年には人口2万人のアラスカ最大の町になりホテルや酒場、博打場等で賑わう一方、約1万人が町の近くにテン
トを張って生活をしていました。1900年にノームに新しい金鉱が発見されると鉱山師たちはこぞって移動し、人口も急
速に減ってしまいました。現在のスキャグウェイは人口僅か千人弱ですが、町の中心の「ブロードウエイ」を始めゴー
ルドラッシュ時代の面影が保たれた町です。「トレイル・オブ’98博物館」では開拓時代の人々の生活の一端を窺う事
ができます。又、世界でも数少ないナローゲージの鉄道を走るクラシックな蒸気機関車やディーゼル機関車でのホワ
イトパスへの列車の旅も楽しめます。

＜見どころ＞

①

ホワイトパス＆ユーコン鉄道

White Pass & Yukon Route Railroad

スキャグウェイとカナダのユーコンを結ぶ世界の景観鉄道です。標高873メートルのホワイトパス山頂への往復65キロの旅は
忘れられないでしょう。

②

アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventures

アウトドア好きにはこれ以上アウトドアを楽しめるところはないでしょう。犬ぞりやホエール・ウォッチング、ハイキング、自然観
察、飛行、ジップライン空中散歩など楽しみましょう。

③

クロンダイク・サミット Klondike Summit

標高1000メートルにあるクロンダイク・サミットはホワイトパス・サミットとも呼ばれています。息をのむような滝、氷河、景観を
見ることができ、デッド・ホース・トレイル（死に馬の道）と苦しめられた谷を垣間見ることができます。

④

ゴールドラッシュの歴史 Gold Rush History

ユーコンゴールドラッシュの歴史を鮮やかにします。キャンプ、砂金を取る皿をまわり、衣装を着た人々が1800年代の繁栄し
た町の当時どのような生活だったのか紹介します。

⑤

ユーコン（カナダ） Yukon (Canada)

ユーコンは水路の幅広い支線が広がる自然地帯です。スキャグウェイから続く104キロの道のりは青々とした沿岸の景色から
ゴツゴツした荒野に変わります。 州都のホワイトホースは鉱山と林業の中心で、訪問者を歓迎します。

⑥

ヘインズ Haines

ヘインツには無垢の美しさと豊富な野生生物があります。スキャグウェイより水路で22キロにあるヘインズは白頭鷲の大きな
群れが生息し、最長のフィヨルドがあります。

⑦

レッドオニオンサルーン Red Onion Saloon

クロンダイク・ゴールドラッシュ時代、レッドオニオンサルーンはスキャグウェイで最も高級な売春宿でした。
今では色鮮やかな建物はバー/レストランとなり国立歴史建造物となっています。

⑧

犬橇 Dog Sledding

アラスカ州のスポーツをプロのマッシャーと犬から習いましょう。雪が覆う氷河上空を飛行、又は車にて夏の訓練地訪れます。
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ツアー番号：SGY-345

ツアー料金：$289.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

特選バロークリークウォーターフォールロッジと蟹料理

Exclusive Burro Creek Waterfall Lodge & Crab Feast

所要時間：約3時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
最低参加年齢は10歳です。重ね着をして履きなれた靴を着用ください。徒歩に問題が無い方がご参加下さい。
食事：茹でたダンジネスクラブとエビ、アンドィユソーセージ、コブサラダ、パンの溶かしバター添え。薪ス
トーブで焼いたチョコレートブラウニーにキャンプファイヤーで焼いたマシュマロを添えて。

ツアー番号：SGY-400

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

アドベンチャーパークとジップライン

Adventure Park & Ziplines
所要時間：約3時間15分
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
最低参加年齢は6歳です。また体重23キロ以上、136キロ以下の方、起伏のある道を5分から10分歩ける方がご
参加いただけます。妊娠中の方はご遠慮ください。安全上の理由によりペットボトルの水、カメラ、電話、財
布、ウエスト・ポーチなどの身の回りのものはパーク内の一時荷物預けをご利用ください。施設遊具の器具付
き。
軽食：シリアル、お水・コーヒー・ホットココアなど。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-405

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

グリズリーフォールズでジップライン

Grizzly Falls Ziplining Expedition
所要時間：約4時間
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
最低参加年齢は6歳です。また体重22キロ以上120キロ以下の方がご参加頂けます。このツアーは健康状態が良
好な方がご参加下さい。怪我やけいれん性疾患、現在病気や又は再発の恐れがある方や妊娠をしていない方は
このツアーにご参加いただけません。重ね着で履きなれた靴をご着用ください。
ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-430

大自然での乗馬

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Horseback Riding Adventure
所要時間：約3時間半
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
乗馬の出来るがご参加ください。身長121センチ以下、体重113キロ以上の方は参加できません。
妊娠中の方はご遠慮ください。ヘルメットあり
軽食：スモークサーモンパテ、飲み物など。（内容は変更になる場合もございます）
ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-440

犬橇レースの犬舎ツアー

ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Musher's Camp & Sled Dog Experience
所要時間：約3時間15分
下車予定：⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
一部起伏のある場所を歩きます。ドライブ中は揺れることがあります。
20㎝程の段差のある場所が歩ける方必要があります。参加するためには、お子様が犬と触れ合う際のルールを
理解することができ、また両親または保護者が触れ合いを監視する必要があります。
ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。
両親または保護者の同行しない16歳から18歳の方は両親又は保護者の署名入り親権者同意書が必要となり、事
前にその旨を申し出下さい。

ツアー番号：SGY-445

ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

犬舎とキャンプファイヤーでスモアロースト

Musher`s Camp & S`More Roasting Adventure
所要時間：約2時間45分
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
どのような天候にも対応出来るよう、歩き易い靴と重ね着でご参加ください。いくつかの段差があるため、30
センチほど足を上げられる方がご参加ください。参加するためには、お子様が犬と触れ合う際のルールを理解
することができ、また両親または保護者が触れ合いを監視する必要があります。
ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。
両親または保護者の同行しない16歳から18歳の方は両親又は保護者の署名入り親権者同意書が必要となり、事
前にその旨を申し出下さい。
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ツアー番号：SGY-450

ツアー料金：＄119.95～（子供料金：なし）

健脚レベル

その他

クロンダイク頂上から海までの自転車ツアー

Klondike Summit To Sea Bicycle Tour
所要時間：約2時間45分
下車予定：②③

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になりま
すので事前にご確認ください。両親の同伴がないお子様のカナダ入国には公証書類が必要となります。急で
カーブの多い山道を時速23キロから40キロほどのスピードで下るため、ハンドブレーキ使用によるマウンテン
バイクに慣れた方のみご参加ください。自転車の区間は車が通行する一般道路を通ります。スポーツシューズ
と重ね着でご参加下さい。身長140センチ以下の方、13歳未満の方は参加できません。約24キロメートルの距
離を自転車で走ります。ツアー所要時間はアメリカ税関により前後することがあります。自転車、ヘルメッ
ト、雨具、手袋有り。ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。
16歳未満の方は、両親または保護者の同行が必要です。両親または保護者の同行しない16歳から17歳の方は両
親又は保護者の署名入り親権者同意書が必要となります。

ツアー番号：SGY-455

ツアー料金：＄104.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

レインフォレスト自転車ツアー

Rainforest Bicycle Tour
所要時間：約3時間
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
マウンテンバイクとハンドブレーキに慣れた方のみご参加ください。ウォーキングシューズ又はスポーツ
シューズと暖かい服装でご参加下さい。身長140センチ以下の方、10歳未満の方は参加できません。
免責書類にご署名頂きます。
16歳未満の方は、両親または保護者の同行が必要です。両親または保護者の同行しない16歳から17歳の方は両
親又は保護者の署名入り親権者同意書が必要となります。
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ツアー番号：SGY-490

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

クロンダイクの岩登りと懸垂下降

Klondike Rock Climbing & Rappelling
所要時間：約3時間15分
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
6歳未満のお子様は参加できません。また、体重が23キロ以上、136キロ以下の方、起伏のある山道を5分から
10分歩ける方がご参加いただけます。暖かく動き易い服装でご参加ください。妊娠中の方はご遠慮ください。
岩登りなどには参加せず、見学など同伴を希望する方には船内で同伴チケットをお申込いただける場合があり
ます。
貸出物：ロッククライミングシューズ、ヘルメット、ハーネス
軽食：シリアル、お水・コーヒー・ホットココアなど。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-510

ツアー料金：＄209.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

4輪駆動車で訪れるタクシャナック山系

Takshanuk Mountain Trail by 4x4
所要時間：約6時間15分
下車予定：⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
運転者は21歳以上で運転免許の所持が必要です。一台あたりの定員は4名ですが、人数の関係で5名になる場合
もあります。ベジタリアンの食事をご希望の場合は24時間前までにツアーオフィスにお知らせください。折畳
み式の車椅子や酸素ボンベなどを収納できますが、車の乗り降りはご自身でなさってください。潮位によって
は桟橋のスロープがとても急になります。歩行に困難な方はご考慮ください。レインポンチョ、ヘインズへの
往復クルーズ含む。
食事：魚、チキン、ポテト、クッキー、コーヒー・ホットチョコレート・レモネード・アップルサイダーな
ど。（内容は変更になる場合もございます）
ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-520

ツアー料金：＄329.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

4輪駆動車で訪れるグレーシャーポイント

Glacier Point ATV Exploration
所要時間：約6時間
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
最低参加年齢7歳。体重23キロ以上、158キロ以下の方がご参加頂けます。どのような天候にも対応出来るよ
う、重ね着でご参加ください。予備の靴下を持参することをお勧めします。体力に自信のない方や病歴のある
方は、ツアー参加前にご自身の体調についてご考慮ください。起伏のある道を歩ける必要があります。妊娠中
の方、背中や首に問題のある方、また持病のある方のご参加はご遠慮ください。運転者は21歳以上で、有効な
免許証が必要です。雨具、ライフジャケットあり
食事：ターキーサンドイッチ、グラノーラバー、アップル・ソース、お水など。（内容は変更になる場合もご
ざいます）
ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-710

ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

オーシャン・ラフティング・アドベンチャー

Ocean Raft Adventure
所要時間：約2時間
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
最低参加年齢は10歳です。身長121センチ以上また体重158キロ以下の方がご参加頂けます。妊娠している方と
首や腰に怪我をされている方はご参加頂けません。重ね着の上から着用する耐寒耐水服が貸し出されます。
ゴーグル、手袋、帽子あり
ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-740

ツアー料金：＄139.95～（子供料金有：7～12歳）

健脚レベル

その他

ディスカバリー特選：ゴールドラッシュの路ハイクと河下り

A Discovery Exclusive - Chilkoot Trail Hike & Float Adventure
所要時間：約4時間15分
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
妊娠20週目を過ぎている方は参加できません。重ね着で暖かい服装と歩き易いハイキング用の靴でご参加下さ
い。健康で体力に自信のある方で約100メートルの標高差がある3キロの距離を歩ける方がご参加下さい。ご参
加ください。最低参加年齢は7歳です。また体重22キロ以上体重158キロ以下の方がご参加頂けます。雨具、ラ
イフジャケットあり
軽食：クッキー、お水・ホットチョコレート・コーヒーなど。(内容は変更になる場合もございます)
ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-745

ラフトで訪れる白頭鷲保護区

ツアー料金：＄219.95～（子供料金有：7歳～12歳）

健脚レベル

その他

Eagle Preserve Rafting & Wildlife Quest
所要時間：約6時間半
下車予定：②⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
妊娠20週目を過ぎている方は参加できません。体重22キロ以上体重158キロ以下の方がご参加頂けます。河下
りでは白波の立つ急流はありません。7歳以上の健常な方ならどなたでも参加できますが、潮位によってはボー
トに乗り込む際、段差が生じます。歩行に難のある方にはお勧めしません。重ね着の暖かい服装でご参加下さ
い。レインポンチョ、ゴム長靴、ライフジャケット、ヘインズへの往復クルーズ含む。
食事：サンドイッチ、ポテトチップス、フルーツ、クッキー、レモネード・お水・ホットチョコレート・コー
ヒーなど。（内容は変更になる場合もございます）
ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-775

カヤックでのチルクート湖探訪

ツアー料金：＄179.95～（子供料金：8～12歳）

健脚レベル

その他

Chilkoot Lake Kayak Experience
所要時間：約6時間15分
下車予定：②⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
参加最低年齢は8歳です。歩き易い靴を履き、重ね着をしてご参加ください。身長207センチ、体重136キロを
超える方はカヤックに収まらない場合があります。このツアーには3人乗りカヤックが使用されます。潮位に
よっては乗り降りの際、高低差が生じる場合があります。歩行に難のある方にはお勧めしません。妊娠20週目
を過ぎている方は参加できません。パドリング用具、雨具、防水スカート、ライフジャケット、ヘインズまで
の往復クルーズ含む。
食事：サンドイッチ、ポテトチップス、クッキー、コーヒー・ホットココア・レモネード・お水など。（内容
は変更になる場合もございます）
ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-800

ツアー料金：＄349.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ヘリコプターで訪れるグレーシャー

Glacier Discovery by Helicopter
所要時間：約2時間
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
安全の為、衣類を身に付けた状態での体重が113キロ以上の方は、重量超過料$130が必要となります。体重
113キロを超える方は、乗船後にツアーオフィスにて申込み下さい。詳しくはフライト観光による質問FAQ
ページをご参照ください。機内にバッグは持ち込めません。ヘリポートの貴重品保管スペースが限られてる
為、iPad, iPad mini,タブレット型PC、ゴープロスティックやセリフィースティックはこのツアーに持ち込むこ
とは出来ません。飛行高度は最高7,000フィートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に適し、
安全でFAAが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があります。
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。氷河専用ブーツ、ト
レッキングポールあり
12歳以下の方は、両親または保護者の同行が必要です。両親または保護者の同行しない13歳から17歳の方は両
親又は保護者の署名入り親権者同意書が必要となります。
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ツアー番号：SGY-900

ツアー料金：＄599.95～（子供料金：なし）

健脚レベル

その他

四駆車ハマーでのプライベートツアー

Private Hummer Tour
所要時間：約4時間
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
上記は車両一台あたりの料金です。代表者の方が予約をしてください。同行者はお客様ご自身で決めていただ
きます。定員は１台につき４名です。乗船後、行程のご希望を予めツアーデスクに提出してください。各施設
の入場料は含まれません。行程の中でカナダを含めた場合、参加者はパスポートの携帯が必要となります。ま
た、カナダへ両親の同行しないお子様は、両親の参加同意書が必要です。5歳未満のお子様のチャイルドシート
はご持参下さい。5歳から8歳までお子様用補助椅子の用意がありますが数に限りがありますので事前にご依頼
下さい。キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
全員に免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は保護者の同行が必須です。

ツアー番号：SGY-420

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

アラスカ大自然と野生動物探索

Alaska Nature & Wildlife Expedition
所要時間：約6時間15分
下車予定：⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
野生動物は通常観察できますが保証はいたしません。季節の野生生物に関する情報はツアーオフィスのボード
でご案内されます。潮位によっては、桟橋にかかるステップが滑りやすくなりますので、歩行に難がある方の
ご参加はお勧め致しません。滑り止めのついた、履き慣れた靴を着用下さい。幾つかのツアーはツアーの初め
に昼食をお取り頂きます。午後のツアーは夕方にディナーをお取り頂きます。ベジタリアンミールをご希望の
方はツアーオフィスに24時間前までにお申し出下さい。望遠鏡・双眼鏡（レンタル）、鳥・野生動物のチェッ
クリスト、ヘインズへの往復フェリー代付き。
食事：チキンシーザーラップ、ホールグレイン・チップス、果物、クッキー、水又はジュースパック。
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-100

ツアー料金：＄54.95～（子供料金有：12歳以下）

スキャグウェイと「デイズオブ98ショー」

Skagway City Tour & The Days of '98 Show
所要時間：約2時間45分
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-101

ツアー料金：＄54.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

スキャグウェイと「デイズオブ98ショー」(車椅子対応)

Skagway City Tour & The Days of '98 Show(Wheelchair Accessible)
所要時間：約2時間45分
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーの内容はSGY-100と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用の方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とそ
の同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はSGY-100で使用される交通手段でのご移動をお願い
するかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅子と電動車
椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量272kg、長さ1m、幅0.6ｍの車椅子まで対応し
ています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。
ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答」ページを必ずご確認ください。
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-110

ツアー料金：＄74.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

クロンダイク・サミットとゴールドラッシュの路

Klondike Summit, Liarsville Experience & Gold Panning
所要時間：約3時間
下車予定：③④

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になりま
すので事前にご確認ください。両親の同伴がないお子様のカナダ入国には公証書類が必要となります。クッ
キー、飲み物、ゴールドのお土産あり
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-120

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

クロンダイク・サミット、ユーコン吊り橋とサーモンベイク

Klondike Summit, Suspension Bridge & Salmon Bake
所要時間：約4時間15分
下車予定：③④

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になりま
すので事前にご確認ください。両親の同伴がないお子様のカナダ入国には公証書類が必要となります。吊橋を
渡る必要はありません。
食事：ワイルドアラスカサーモン、チキン、ベイクドビーンズ、ピラフ、サラダ、コーンブレッド、デザー
ト、コーヒー・レモネードなど。（内容は変更になる場合もございます）
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-130

サロンでの朝食と吊り橋

ツアー料金：＄104.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Red Onion Breakfast, Summit & Suspension Bridge
所要時間：約4時間半
下車予定：③⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダに入国するためパスポートをお忘れなくご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になります
ので事前にご確認ください。両親の同行しない未成年者は両親の公証された 同意書類が必要となります。21歳
未満の方にはアルコール類はサービスできません。年齢を証明できる写真つきの身分証明書をご持参くださ
い。サロンでの逸話には一部子供に適さない表現もあります。吊り橋は渡らなくてもかまいません。訪問順序
が変わる場合があります。お土産ガーター付き
食事：ベジタリアンスクランブルエッグ（卵、ピーマン、玉ねぎ、チーズ入り）、ソーセージ、バターミルク
ビスケット、ブラッディーメリー、ミモザ、クロンダイクコーヒー、オレンジジュースなど。（内容は変更に
なる場合もございます） 21歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-140

ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

クロンダイク・サミットを目指して

To the Klondike Summit
所要時間：約1時間半
下車予定：③

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になりま
すので事前にご確認ください。両親の同伴がないお子様のカナダ入国には公証書類が必要となります。18歳未
満の方は両親または保護者の同行が必要です

ツアー番号：SGY-150

ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

時代物のバスで巡るスキャグウェイ

Skagway Street Car City Tour
所要時間：約1時間半
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-170

ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）

ユーコン・テリトリーと吊り橋訪問

Experience the Yukon & Suspension Bridge
所要時間：約8時間
下車予定：③⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になりま
すので事前にご確認ください。両親の同伴がないお子様のカナダ入国には公証書類が必要となります。吊り橋
は渡らなくてもかまいません。ベジタリアンの食事をご希望の場合は24時間前までにツアーオフィスにお知ら
せください。
食事：バーベキューチキン、ベイクドポテト、パン、自家製ドーナツ、コーヒー・紅茶など。ベジタリアンの
方には インド風スープが可能です。（内容は変更になる場合もございます）18歳未満の方は両親または保護者
の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-180

ツアー料金：＄219.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ユーコン地方探訪とホワイトパス列車の旅

Yukon Expedition & White Pass Scenic Railway
所要時間：約8時間
下車予定：①③⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダに入国するためパスポートをお忘れなくご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になります
ので事前にご確認ください。両親の同伴がないお子様のカナダ入国には公証書類が必要となります。訪問順序
が変わる場合があります。ベジタリアンの食事をご希望の場合は24時間前までにツアーオフィスにお知らせく
ださい。ガイド冊子、ペットボトル入りのお水用意あり
食事：バーベキューチキン、ベイクドポテト、パン、自家製ドーナツ、コーヒー・紅茶など。ベジタリアンの
方には インド風スープが可能です。（内容は変更になる場合もございます） 18歳未満の方は両親または保護
者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-200

ホワイトパス列車の旅

ツアー料金：＄134.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

White Pass Scenic Railway
所要時間：約3時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
山頂では下車しないのでパスポートは必要ありません。ツアー所要時間は列車の運行状態により約3時間から3
時間30分となります。ガイド冊子、ペットボトル入りのお水あり
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-201

ツアー料金：＄134.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ホワイトパス列車の旅(車椅子対応)

White Pass Scenic Railway (Wheelchair Accessible)
所要時間：約3時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーの内容はSGY-200と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用の方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とそ
の同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はSGY-200で使用される交通手段でのご移動をお願い
するかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅子と電動車
椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量317kg、長さ1.2m、幅0.7ｍの車椅子まで対応
しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡くださ
い。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答」ページを必ずご確認ください。
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-210

ホワイトパス列車の旅

ツアー料金：＄329.95～（子供料金：なし）

健脚レベル

その他

ラグジュアリーカー

White Pass Scenic Railway – Luxury Class
所要時間：約3時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
参加最低年齢は21歳です。山頂では下車しないのでパスポートは必要ありませんが、アルコールを飲まれる方
はパスポートの提示が求められます。ツアー所要時間は列車の運行状態により約3時間から3時間30分となりま
す。1車両の定員は14名です。このツアーは車椅子対応ではありません。
軽食：地元の前菜、ビール、ワイン、コーヒー、ボトルのお水、特別ドリンク。 お土産ガイド冊子付き。

ツアー番号：SGY-225

ツアー料金：＄169.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ホワイトパス列車とクロンダイクハイウェイ‐多言語

White Pass Rail & the Klondike Highway-Multilingual
所要時間：約3時間半
下車予定：①③

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になりま
すので事前にご確認ください。両親の同伴がないお子様のカナダ入国には公証書類が必要となります。訪問順
序が変わる場合があります。スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、オランダ語のガイドヘッド
セットあり。お土産ガイド冊子付きです。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-230

ツアー料金：＄249.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ベスト・オブ・スキャグウェイ

Best of Skagway

所要時間：約6時間半
下車予定：①③④⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になりま
すので事前にご確認ください。両親の同伴がないお子様のカナダ入国には公証書類が必要となります。サロン
でお飲み物をお楽しみいただくため、身分証明書をご持参下さい。訪問順序が変わる場合があります。サロン
での逸話には一部子供に適さない表現もあります。ガイド冊子、飲み物、ゴールド、ガーターのお土産あり
食事：ワイルドアラスカサーモン、チキン、ベイクドビーンズ、ピラフ、サラダ、コーンブレッド、デザー
ト、コー ヒー・レモネードなど。（内容は変更になる場合もございます） 21歳未満の方は両親または保護者
の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-240

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

列車、サミット、吊り橋と庭園での昼食

Rail, Summit, Suspension Bridge & Garden Lunch
所要時間：約7時間15分
下車予定：①③

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になりま
すので事前にご確認ください。両親の同伴がないお子様のカナダ入国には公証書類が必要となります。吊り橋
は渡らなくてもかまいません。ガイド冊子、ペットボトル入りの水あり
食事：スモークサーモンキッシュ、ガーデンサラダ、スープ、焼立てパン、ルバーブとベゴニアバーなど。事
前リクエストにより、ベジタリアンの方はほうれん草キッシュへの変更が可能ですが48時間前までにツアーオ
フィスにお知らせください。（内容は変更になる場合もございます） 18歳未満の方は両親または保護者の同行
が必要です。

40

スキャグウェイ・Skagway Alaska

ツアー番号：SGY-500

ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：5歳～12歳）

健脚レベル

その他

四駆車ハマーでの冒険とエメラルド湖

Yukon Hummer Adventure & Emerald Lake
所要時間：約5時間
下車予定：③⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
車両1台につき最大5名様までご乗車いただけます。運転資格をお持ちの全ての参加者に運転する機会がありま
す。参加される団体の人数が少ない際は車両をシェアする場合があります。カナダ入国の為、参加者は全員パ
スポートをご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になりますので事前にご確認ください。参加最
低年齢は5歳です。5歳から8歳までお子様用補助椅子の用意がありますが数に限りがありますので事前にご依
頼下さい。運転をする方は25歳以上で有効な運転免許書を持ち、損害賠償責任に関する免責書類にご署名頂い
た方に限ります。また、両親の同行しないお子様は、両親の参加同意書が必要です。
食事：クラッカー、スモークサーモンペースト、トナカイのソーセージ、チーズ、ミント、お水など（内容は
変更となる場合がございます）
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。ツアーオペレーターの前で免責書類にご署名頂きます。

ツアー番号：SGY-151

ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

時代物のバスで巡るスキャグウェイ（多言語）

Skagway Street Car City Tour - Multilingual
所要時間：約1時間半
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
イヤホンを通し多言語のガイドを聞くことができます。
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-320

ゴールドラッシュ

ツアー料金：＄99.95～（子供料金：なし）

バーテンダー体験とシティツアー

Legends & Lies: Gold Rush Saloon Experience & City Tour
所要時間：約2時間半
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
最低参加年齢は16歳で保護者の同伴が必要となります。アルコール飲料は21歳以上の方となります。身分証明
書をご持参下さい。お土産のショットグラスとドリンクレシピ付き。
軽食：サーモンorチーズのケサディージャ、オヒョウのケーキ、チップス、ルバーブのサルサ、トナカイのパ
イ巻き、カクテル等。
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ツアー番号：SGY-330

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

スキャグウェイ写真撮影ツアー

Skagway in Focus Photography Tour
所要時間：約3時間
下車予定：③

車窓予定：

＜注意事項＞
カナダ入国の為、参加者は全員パスポートをご持参下さい。国籍によりカナダ入国に査証が必要になりますの
で事前にご確認ください。両親の同伴がないお子様のカナダ入国には公証書類が必要となります。凸凹道をド
ライブします。斜面を含む凸凹道を歩ける方がご参加下さい。18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要
です。

ツアー番号：SGY-360

ツアー料金：＄209.95～（子供料金有：7～12歳）

健脚レベル

その他

ガラス吹き体験とジュエル・ガーデン

Golden Glassblowing Experience at Jewell Gardens
所要時間：約3時間
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
最低参加年齢は5歳。自然素材を使った洋服と指先を覆った靴を着用ください。保護用眼鏡、白衣、吹きガラス
の送付
食事：ツアーの時間によりランチまたは軽めの夕食、１杯のビールまたはワイン、ミントレモネー ド、コー
ヒー。紅茶サービスはスコーン、ハーブ入りクリームチーズサンドイッチ、キッシュ、キャロットケーキ、ル
バーブとベゴニアバーなど。ランチと軽めの夕食はスモークサーモンまたはほうれん草キッシュ、ガーデンサ
ラダ、スープ、焼き立てパン、ルバーブとベゴニアバーのデザートなど。（内容は変更になる場合もございま
す）
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SGY-361

ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ジュエル・ガーデンでガラス吹き体験

Art by Fire Glassblowing Demo at Jewell Gardens
所要時間：約3時間
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
軽食：ミントレモネード、コーヒー、紅茶、作りたての前菜（チーズハーブスコーン、キッシュやその他のお
やつなど）。ビールやワインなど購入可能（内容は変更になる場合もございます。）
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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ツアー番号：SGY-380

ツアー料金：＄49.95～（子供料金：なし）

スキャグウェイのガールズ＆ゴースト

Ghosts & Goodtime Girls Walking Tour
所要時間：約2時間
下車予定：④⑦

健脚レベル

その他

ウォーキングツアー

車窓予定：

＜注意事項＞
最低参加年齢は14歳です。酒場でのドリンクを楽しむため、写真付き身分証明書をご持参ください。歩く距離
は800メートルほどです。重ね着の温かい服装で履きなれた靴を着用ください。酒場から船までは徒歩で各自
お戻りください。 18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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Alaska

ケチカン
Ketchikan
アラスカ最南端の町ケチカンはシアトルからアラスカの各都市を結ぶアラスカ・マリンハイウエイの最初の寄港地。こ
の地には古くからクリンキット・インディアンが鮭などの狩猟生活を送っていましたが、1887年に白人の入植が始まり
ました。ケチカンはインディアンの言葉で「羽を広げた鷲」を意味し、街近くの滝の名前です。
1900年代に入り金鉱の街としてのブームが去り、漁業と林業が取って代わり、現在ではアラスカ州第四の人口の街と
して発展しています。自然景観に恵まれたケチカンはインディアンの文化遺産も多く残り、トーテムポールが数多くみ
られます。付近のミスティフィヨルド国定公園は雄大な景観と豊富な野生生物で知られています。又、「世界のサーモ
ンキャピタル」と呼ばれる付近の海はスポーツフィッシングのメッカとして人気があります。

＜見どころ＞

①

アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventures

アウトドア好きにはこれ以上アウトドアを楽しめるところはないでしょう。オフロード車やカヤック、ハイキング、自然観察、飛行
機やヘリコプター飛行、ジップライン空中散歩など楽しみましょう。

②

トーテムバイト歴史公園 Totem Bight State Park

静かな森林地帯にある公園にはトーテムポール14本があり、それぞれに物語があります。また、19世紀の集会小屋が再現さ
れ、トリンギットとハイダ・インディアンの生活を見ることができます。

③

サクスマン村 Saxman Native Village

トリンギット族の歓待を受け村に入り、豊かな文化を経験しましょう。トーテムポールの明かされた物語、彫刻実演、素晴らし
い芸術品の扱うお店、屋敷内で行われるインディアンダンサーのショーをご覧ください。

④

アラスカ・レインフォレスト・サンクチュアリー Alaska Rainforest Sanctuary

面積0.16平方㎞の森林保護区には白頭鷲、クロクマ、アザラシ、鳥各種の故郷で、トナカイ群れや鷲が飼育されており、トー
テムポール職人の実演を見ることが出来ます。

⑤

ミスティフィヨルド国定公園 Misty Fjords National Monument

自然によりゆっくりと形づくられたドラマチックな自然美を経験しましょう。2千平方㎞の公園内には花崗岩の垂直に切り立った
崖があり、滝や透明な湖などがあります。

⑥

アラスカ木こりショー Great Alaskan Lumberjack Show

過去の時代に戻ったような楽しい時間。世界チャンピオンのアスリート達が作業台きざみや大型鋸、斧投げ、木転がしやスリ
リングな高さ45メートルの木登りを競い合います。

⑦

ジョージ・インレット・ロッジ George Inlet Lodge

1940年代の缶詰工場宿舎だった歴史的ロッジは、ケチカンより南24キロにあるジョージ入り江水路の現在地へ112キロメート
ル以上の距離をログいかだで引かれて移築されたものです。

⑧

クリーク通り Creek Street

歴史ある板張りの遊歩道はゴールドラッシュ時代の遊郭でした。趣があり、ドーリーズ・ハウス博物館見学、トーテムポール鑑
賞、買物やギャラリーなど楽しめます。
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ツアー番号：KTN-400

ジップライン

Alaska

ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

アドベンチャーパーク

Zipline Adventure Park
所要時間：約3時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
最低参加年齢は11歳。用意されている安全器具を装着にするため、身長135センチ以上、体重31キロから120キ
ロの方のみ参加できます。指先を覆った靴をご着用ください。妊娠中の方、首や背中、膝などに問題のある
方、ぜんそくや心臓病をお持ちの方にはお勧め出来ません。訪問順序が変更になる場合があります。参加しな
いけれど、参加者の監督のため同行する方は、船上にてお申し込みください。15歳未満の参加者はジップライ
ンコースで保護者の方に同伴していただく必要があります。安全装置あり
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-405

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

熱帯雨林キャノピーとジップライン体験

Rainforest Canopy & Zipline Expedition
所要時間：約3時間半
下車予定：①

車窓予定：④

＜注意事項＞
身長152センチ以上、体重40キロから113キロで、両手足が問題なく使える方が参加できます。妊娠中の方、怪
我や発作がある方、視覚障害や難聴の方は、事前に医師の許可を得てください。病気の方や高所恐怖症の方は
ツアー参加前にオペレーターにご相談ください。つま先が覆われた靴を履き、長ズボン、重ね着でご参加くだ
さい。滑走器具、レインジャケット、記念メダルあり
軽食：スモークサーモンディップ、クラッカー、コーヒー・紅茶・ホットチョコレートなど。（内容は変更と
なる場合がございます）
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-425

Alaska

ツアー料金：＄139.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

雨林の島探訪とオーシャンラフトアドベンチャー

Rainforest Island Nature Walk & Seahawk Adventure
所要時間：約4時間
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
妊娠後期の方にはお勧めしません。
体力に自信のある方のみご参加ください。小道の長さは約1.6キロメートルです。丈夫で歩き易い靴と暖かい服
装での参加をお勧めします。体重18キロ以下のお子様は参加できません。このツアーは米国農務省林野部の特
別許可のもと催行されます。雨具、ライフジャケットあり
軽食：スモークサーモン、チーズ、クラッカー、ジュース、コーヒー、ホットチョコレート、お水など。（内
容は変更となる場合がございます）
免責書類にご署名頂きます。13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。保護者の同行しない13から17歳
の方は両親の公証された同意書類が必要となります。

ツアー番号：KTN-500

ツアー料金：＄169.95～（子供料金有：5～12歳）

健脚レベル

その他

ジープとカヌーでの自然探訪サファリ

Back Country Jeep & Canoe Safari
所要時間：約4時間
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
妊娠後期の方にはお勧めしません。ツアーの順序は変わる場合があります。防水の暖かい服装でご参加くださ
い。運転をする方は25歳以上で有効な運転免許書をお持ちの方に限ります。運転しない人の同行も可能です。
ジープには4名まで乗車出来ます。健康状態の良好な方がご参加ください。体重18キロ以下、5歳未満のお子様
は参加できません。このツアーは米国農務省林野部の特別許可のもと催行されます。
雨具、ライフジャケットあり
軽食：クラムチャウダー、各種ロール、クラッカー、スモークサーモン、ジュース、ホットチョコレート、
コーヒー、お水など。（内容は変更となる場合がございます）
免責書類にご署名頂きます。5から12歳の方は、保護者の同行が必須です。保護者の同行しない13から17歳
の方は両親の公証された同意書類が必要となります。

46

ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-510

Alaska

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

アドベンチャーカートでの自然探訪

Adventure Kart Expedition
所要時間：約3時間15分
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
運転する人は有効な運転免許を携帯してください。参加者は身長127センチ以上、体重18キロ以上、136キロ以
下の方に限ります。カートは2人乗りです。カートは激しく揺れることがあります。首や背骨に異常のある方、
妊娠中の方にはお勧めしません。雨具、ヘルメットあり
軽食：クラッカー、グラノーラバー、お水など。（内容は変更となる場合がございます。）
免責書類にご署名頂きます。
保護者の同行しない18歳未満の方は両親の公証された同意書類が必要となります。

ツアー番号：KTN-515

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

バギーでアラスカ熱帯雨林探索

Alaska Rainforest Family Adventure
所要時間：約3時間
下車予定：①③

車窓予定：

＜注意事項＞
運転は25歳以上の方に限ります。運転免許証もしくは年齢のわかる証明書が必要です。バギーは4人乗りで、
条件を満たす方はどなたでも運転が可能です。
食事：パンケーキ、フルーツ、スモア（グラハムクラッカー、マシュマロとチョコレート）、コーヒー、ホッ
トチョコレート、ホットサイダー、お水など。（内容は変更となる場合がございます。）
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-700

ゴムボートでの自然探訪

Alaska

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Back Country Zodiac Expedition
所要時間：約2時間半
下車予定：①

車窓予定：③

＜注意事項＞
首や背中に異常のある方にはお勧めしません。妊娠中の方は参加できません。
年齢制限4歳以上、75歳以下。体重13キロ以上、136キロ以下の方に限ります。
運転をする方は25歳以上で有効な運転免許書をお持ちの方に限ります。ボートには4名まで乗船出来ます。条
件を満たす方は運転も可能です。1～3人組のお客様は、他のお客様とボートに同乗します。天候や潮流により
コースが変わる場合もあります。海は荒れて揺れることがあります。ライフジャケット、双眼鏡、雨具、
ゴム長靴、温かい靴下、毛糸の帽子、手袋、安全眼鏡、無料記念写真あり
軽食：スモークサーモン、クリームチーズ、クラッカー、ホットサイダー、ホットチョコレート、コーヒー、
水（内容は変更となる場合がございます。）
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-720

シーサイクル

ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

オーシャンアドベンチャー

Sea Cycle Ocean Adventure
所要時間：約3時間15分
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
2歳未満のお子様は参加できません。ゆったりとしたペースで約2.8km、ペダルを漕ぐことのできる方に限りま
す。2歳～6歳までの方は例外的に漕ぐ必要はありません。潮流によって、傾斜を下り濡れる場合があります。
暖かい服装でご参加ください。各シーバイクには物を入れるバスケットがついており、また、ドライバッグを
ご利用頂けます。レインパンツ、レインジャケット、帽子、ライフジャケット、双眼鏡あり
軽食：スモークサーモンディップ、クラッカーとクリームチーズ・地元産ゼリー、昆布のピクルス、
クッキー、ミント、お水、コーヒー、お茶、ホットチョコレートなど。（内容は変更となる場合がございま
す。）
免責書類にご署名頂きます。
保護者の同行しない18歳未満の方は、両親の公証された同意書類が必要となります。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-770

Alaska

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：8～12歳）

健脚レベル

その他

カヤックで訪れるイーグル諸島

Eagle Islands Sea Kayaking
所要時間：約3時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
背骨や腰に異常のある方や喘息の方はお勧めしません。上半身の体力に自信がある方が参加頂けます。
8歳未満のお子様はご参加頂けません。身長198センチ、体重120キロ以上の方は参加頂けません。
雨具、ライフジャケット、水よけスカート、ドライバッグあり
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-790

マウンテンポイント

ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

シュノーケル

Mountain Point Snorkeling Adventure
所要時間：約3時間
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
ウェットスーツのサイズの関係で、参加者は体重36キロから118キロの方に限ります。70歳以下のお客様がご
参加頂けます。このツアーは起伏のある道を歩いたり、水への出入りの際に滑りやすい岩を歩くため、動きに
制限のある方には向きません。ウウェットスーツの下に着る用の水着と、タオルを持参してください。過去の
病歴によっては参加をお断りする場合もあります。発作、めまい、失神の病歴、心臓状態や呼吸器に問題があ
る場合、参加頂けません。
ウェットスーツ、マスク、グローブ、フード、ブーツ、フィン、インストラクション、暖かい飲み物あり
免責書類にご署名頂きます。18歳未満の方のみでご参加の場合は、保護者の同意書が必要となります。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-820

水上飛行機フライトと蟹料理

Alaska

ツアー料金：＄269.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Exclusive Flightseeing & Crab Feast
所要時間：約3時間
下車予定：①⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
飛行時間は20分ほどです。
体重超過による差額徴収はありません。訪問順序が逆になる場合があります。ベジタリアンやカニ以外の
メニューも用意できます。機内に手荷物は持ち込めません。また、収納庫のスペースには限りがございます。
飛行機は1200メートルより上空には飛行しません。個人使用の酸素は持ち込めますが、FAAが承認した、体へ
の使用に適した安全なポータブル酸素濃縮器である必要があります。
天候によってはフライト部分がキャンセルになる場合がございます。その際は代替ツアーを割引にて提案させ
て頂きます。
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
食事：スモークサーモンオードブル、ダンジネスクラブ、サラダ、ベビーレッドポテト、ブルーベリートッピ
ングのチーズケーキ。無料のソーダ、コーヒー、紅茶、ビール、ワイン。（内容は変更になる場合もございま
す）
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-900

ツアー料金：＄599.95～（子供料金:なし）

健脚レベル

その他

四駆車ハマーでプライベート冒険ツアー

Private Hummer Adventure
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
上記は一台あたりの料金です。代表者の方一人が予約をしてください。同行者はお客様ご自身で決めることが
出来ます。定員は一台につき5名です。入場料や食事代は含まれておりません。乗船後、希望するツアー行程、
観光地をショア・エクスカーション・デスクへ提出頂くための質問書が配られます。
手配できる専用車の数が限られていることと、非常に特殊な事前環境への観光のため、キャンセルの締め切り
は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-415

Alaska

ツアー料金：＄169.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

熱帯雨林の野生保護区散策とカニ料理

Rainforest Wildlife Sanctuary Walk & Crab Feast
所要時間：約4時間
下車予定：①④⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
0.8キロほどの距離を歩ける方がご参加ください。野生動物は頻繁に見られますが、保証されるものではありま
せん。歩きやすい靴と重ね着でご参加下さい。ベジタリアンやカニ以外のメニューも用意できます。ロッジで
は多くの段差がありますが、段差を避けたい方はバンでの移動も可能です。ツアーの順序が変わる可能性があ
ります。レインポンチョあり
食事：ダンジネスクラブ、サラダ、ベビーレッドポテト、ブルーベリートッピングのチーズケーキなど。無料
のソーダ類、コーヒー、紅茶。ビールまたはワインが無料で１杯含まれます。アルコール類は有料で追加オー
ダー出来ます。(内容は変更になる場合もございます)
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-420

熱帯雨林の野生保護区散策

ツアー料金：＄94.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Rainforest Wildlife Sanctuary Nature Walk
所要時間：約2時間45分
下車予定：①④

車窓予定：

＜注意事項＞
歩き易い靴と暖かい服装でご参加ください。1.6キロほどの距離を歩ける方がご参加ください。野生動物は頻繁
に見られますが、保証されるものではありません。レインポンチョあり
食事：スモークサーモンディップ、クラッカー、コーヒー、紅茶、ホットチョコレート。（内容は変更となる
場合がございます。）
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-600

灯台、トーテムと白頭鷲

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Lighthouse, Totems & Eagles Excursion
所要時間：約3時間
下車予定：①

車窓予定：②

＜注意事項＞
双眼鏡あり
軽食：サーモンペースト、チーズ、クラッカー、フルーツ、クッキー、ソフトドリンク、ホットチョコレー
ト、コーヒー、紅茶、お水など。（内容は変更となる場合がございます）
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-610

ベーリング海の一攫千金

Alaska

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：5～12歳）

健脚レベル

その他

蟹漁船ツアー

Deadliest Catch Crab Fishermen's Tour
所要時間：約3時間15分
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
参加最低年齢は5歳。埠頭からクルーズ船まで短い距離を徒歩で移動します。
車椅子と電動車椅子などの持ち込み可能ですが、クルーズ船へ乗船するために約78センチ幅の通路を通れる必
要があります。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡くださ
い。ケチカンはテンダーボートでの下船となる場合があります。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回
答 」ページを必ずご確認ください。レインポンチョあり
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-620

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ミスティフィヨルド自然探訪クルーズ

Misty Fjords & Wilderness Explorer Cruise
所要時間：約4時間半
下車予定：⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
野生動物は頻繁に見られますが、保証されるものではありません。船の屋外デッキで景色を見たり写真を撮っ
たりする方は、重ね着をして暖かい服装で出てください。双眼鏡とお土産ルートマップあり
軽食：クラムチャウダー、ベジタリアン・チリ、ペストリー、スモークサーモン・クラッカー、コーヒー・紅
茶・ホットチョコレート･お水など。（内容は変更となる場合がございます）
12歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-621

Alaska

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

ミスティフィヨルド自然探訪クルーズ（車いすの方向け）

健脚レベル

その他

Misty Fjords & Wilderness Explorer Cruise (Wheelchair Accessible)
所要時間：約4時間半
下車予定：⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーの内容はKTN-620と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はKTN-620で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。
お持ち込み頂ける車椅子は、最低地上高約9センチのものとなります。歩行に難のある方は適切な対応が執れる
よう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。ケチカンはテンダーボートでの下船となる場合があ
ります。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答 」ページを必ずご確認ください。
野生動物は頻繁に見られますが、保証されるものではありません。船の屋外デッキで景色を見たり写真を撮っ
たりする方は、重ね着をして暖かい服装で出てください。
軽食：クラムチャウダー、ベジタリアン・チリ、ペストリー、スモークサーモン・クラッカー、コーヒー・紅
茶・ホットチョコレート･お水など。（内容は変更となる場合がございます）
12歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-630

沿岸の野生探訪クルーズ

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Coastal Wildlife Cruise

所要時間：約3時間15分
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
参加最低年齢は5歳。体重制限147キロ以下。海が荒れる場合がありますので、首や背骨などに問題のある方や
妊娠中の方はご遠慮ください。重ね着をして暖かい服装でご参加ください。野生動物の観察は保証されるもの
ではありません。レインジャケットと双眼鏡あり
軽食：各種トレイルミックス、スナックバー、お水(内容は変更となる場合がございます)
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
＊このツアーが完売の場合は、KTN640：「野生探検とたき火のビーチ」もお楽しみいただけます。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-640

Alaska

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

野生探検クルーズとたき火のビーチ

Wildlife Safari & Beach Bonfire
所要時間：約3時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
参加最低年齢は5歳。このツアーは歩行が困難な方や妊娠6ヵ月以上の方には適しません。健康状態が良好で、
ビーチへ降りる際に5段のはしごを降りられる方がご参加ください。このツアーは天候に関係なく催行されるの
で、歩き易い靴と重ね着の暖かい服装で参加ください。野生動物は頻繁に見られますが、保証されるものでは
ありません。双眼鏡、レインポンチョ、お土産ルートマップあり
軽食：トナカイのソーセージのホットドッグ、ビーチで食べられるもの、スモア、アラスカン・アンバー・
ビールもしくはお好みのワイン、ソーダもしくはジュース。
クルーズ船乗船時：無料のコーヒー、お茶、ホットチョコレート、水あり
12歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-645

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

シーフード試食、自然探訪クルーズと缶詰工場

Seafood Tasting, Wildlife Cruise & Historic Cannery
所要時間：約3時間半
下車予定：①

車窓予定：③

＜注意事項＞
このツアーは天候に関係なく催行されます。暖かい服装と歩き易い靴でご参加ください。野生動物は頻繁に見
られますが、保証されるものではありません。様々な起伏がある道を歩きます。
双眼鏡、お土産ルートマップあり
12歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-650

自然探訪クルーズと蟹料理

Alaska

ツアー料金：＄169.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Wilderness Exploration Cruise & Crab Feast
所要時間：約4時間
下車予定：①⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
歩きやすい靴と重ね着でご参加下さい。ベジタリアンやカニ以外のメニューも用意できます。ロッジには多く
の段差がありますが、段差を避けたい方はバンによる移動も可能です。ツアーの順序は変わる場合がありま
す。雨具とライフジャケットあり
食事：ダンジネスクラブ、サラダ、ベビーレッドポテト、ブルーベリートッピングのチーズケーキなど。無料
のソーダ類、コーヒー、紅茶。ビールまたはワインが無料で１杯含まれます。アルコール類は有料で追加オー
ダー出来ます。(内容は変更になる場合もございます)
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-655

ツアー料金：＄179.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

自然探訪クルーズとシルバーキングロッジでシーフードの宴

Wilderness Cruise & Silverking Lodge Seafood Feast
所要時間：約3時間45分
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
屋内と屋外のどちらにも対応できるよう、重ね着と歩きやすい靴でご参加下さい。木製の遊歩道を約0.8キロほ
ど歩きます。ツアーの順序は変更になる場合があります。シーフード以外の料理をご希望の方はツアー開始24
時間前にツアーデスクにご連絡ください。雨具、帽子、手袋、スカーフ、ライフジャケットあり
食事：カニ、エビ、二枚貝、ムール貝、ポテト、玉ねぎ、ニンニク、トウモロコシ、ソーセージ、デザート、
コーヒー、紅茶、ホットチョコレート、ジュース、ペットボトル入りのお水(内容は変更になる場合もございま
す)
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-800

Alaska

ツアー料金：＄249.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

水上飛行機で訪れるミスティフィヨルド国定公園

Misty Fjords Seaplane Exploration
所要時間：約2時間
下車予定：⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
飛行時間は65分、着水は10分間ほどの予定です。滑りにくい靴をご着用ください。体重超過による差額徴収は
ありません。機内に手荷物は持ち込めません。また、収納庫のスペースには限りがございます。飛行機は1200
メートルより上空には飛行しません。個人使用の酸素は持ち込めますが、FAAが承認した、体への使用に適し
た安全なポータブル酸素濃縮器である必要があります。
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-815

ツアー料金：＄369.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

水上飛行機で訪れるミスティフィヨルド国定公園と蟹料理

A Discovery Exclusive-Misty Fjords Seaplane & Crab Feast
所要時間：約3時間半
下車予定：⑤⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
ツアーの順序が変わる場合があります。ベジタリアンや蟹以外のメニューもご用意できます。
滑りにくい靴をご着用ください。体重超過による差額徴収はありません。機内に手荷物は持ち込めません。ま
た、収納庫のスペースには限りがございます。飛行機は1200メートルより上空には飛行しません。個人使用の
酸素は持ち込めますが、FAAが承認した、体への使用に適した安全なポータブル酸素濃縮器である必要があり
ます。
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。
食事：スモークサーモンオードブル、ダンジネスクラブ、サラダ、ベビーレッドポテト、ブルーベリートッピ
ングのチーズケーキ。無料のソーダ、コーヒー、紅茶、ビール、ワイン。（内容は変更になる場合もございま
す）
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-100

トーテムバイト州立歴史公園

Alaska

ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

Totem Bight State Park Tour
所要時間：約2時間半
下車予定：②

車窓予定：⑧

＜注意事項＞
ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。
軽食：クッキーなど。（内容は変更となる場合がございます）
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-110

ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）

トーテムバイト州立歴史公園ときこりショー

Totem Bight State Park & Lumberjack Show
所要時間：約4時間
下車予定：②⑥

車窓予定：⑧

＜注意事項＞
ショーはビデオ撮影禁止です。訪問順序が変更になる場合があります。ショーの前に短い待ち時間がある場合
があります。ショーの後は各自、短い徒歩移動で本船に戻ります。ツアーオペレーターはトンガス国定森林内
でのツアー催行の特別許可を取っています。訪問順序が変更になる場合があります。
軽食：クッキーなど。（内容は変更となる場合がございます）
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-120

ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）

サクスマン村とトーテムポール公園

Saxman Native Village & Totem Pole Park
所要時間：約2時間半
下車予定：③

車窓予定：⑧

＜注意事項＞
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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健脚レベル

その他

ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-660

Alaska

ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）

水陸両用舟艇での観光

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

Town & Harbor Duck Tour
所要時間：約1時間半
下車予定：①

車窓予定：⑧

＜注意事項＞
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-950

ツアー料金：＄34.95～（子供料金有：12歳以下）

トロリーで回るケチカンハイライト、トーテムとクリーク通り

City Highlights, Totems & Creek Street by Trolley
所要時間：約1時間半
下車予定：③⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
クリーク通りはだいたい2～3ブロック分の距離です。ツアー代金にはトロリー乗車賃のみ含まれています。ク
リーク通りでの入場料は追加料金となります。このツアーはルビー・プリンセスでのみ催行されます。
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-300

アラスカのきこりショー

ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：3～12歳）

健脚レベル

その他

Great Alaskan Lumberjack Show

所要時間：約1時間15分
下車予定：⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
2歳以下のお子様は無料です。ショーの写真撮影はできますがビデオは撮影禁止です。会場までは港から徒歩で
5分から10分ほどの距離で、各自移動して頂きます。
電動車椅子、スクーターなどは利用可能です。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までに
ツアーオフィスにご連絡ください。ケチカンはテンダーボートでの下船となる場合があります。ご参加の前
に、巻末の「よくあるご質問と回答 」ページを必ずご確認ください。
14歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-315

Alaska

ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

グレート・アラスカン・ランバージャックショーと蟹料理

Great Alaskan Lumberjack Show & Crab Feast
所要時間：約4時間
下車予定：⑥⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
ショーの写真撮影はできますがビデオは撮影禁止です。会場までは港から徒歩で5分から10分ほどの距離で、
各自移動して頂きます。ベジタリアンや蟹以外のメニューもご用意できます。ロッジでは多くの段差がありま
すが、段差を避けたい方はバンでの移動も可能です。ツアーの順序が変わる可能性があります。
食事：ダンジネスクラブ、サラダ、ベビーレッドポテト、ブルーベリートッピングのチーズケーキなど。
無料のソーダ類、コーヒー、紅茶。ビールまたはワインが無料で1杯含まれます。アルコール類は有料で追加
オーダー出来ます。(内容は変更になる場合もございます)
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。

ツアー番号：KTN-380

ツアー料金：＄34.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ケチカンの歴史を辿るウォーキングツアー

Historical Ketchikan & Creek Street Walking Tour
所要時間：約1時間半
下車予定：①⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
徒歩での移動はだいたい9ブロックです。電動車椅子やスクーターをご利用頂けます。また、手動の車椅子は、
ケアをする同行者と共にご相談ください。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツ
アーオフィスにご連絡ください。ケチカンはテンダーボートでの下船となる場合があります。ご参加の前に、
巻末の「よくあるご質問と回答 」ページを必ずご確認ください。
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-550

Alaska

ツアー料金：＄219.95～（子供料金有：5～12歳）

健脚レベル

その他

サーモンスポーツフィッシング

Salmon Sportfishing Expedition
所要時間：約5時間
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
釣り時間は3時間から4時間ほどです。
参加最低年齢は5歳。体重制限158キロ以下。デッキシューズまたはゴム底の靴でご参加ください。ボートには
6人まで乗船できます。漁獲を保証するものではありません。魚量は放卵の季節により変わり、5月と9月下旬
は対象となる魚が減少していることを予めご了承ください。 安全機材と釣具は用意されます。
釣船内でフィッシングライセンス(＄25現金払い)をお買い求めください。キングサーモンを釣る場合は別途
＄15の標識タグ料金が必要となります。16歳未満のお子様はライセンスを買う必要はありません。
このツアーはダウンリガー付きトローリング方式で行われます。4本のロッドがホルダーに装着され、釣り糸が
ある程度の深さまでたらされます。参加者は魚が連れるまでロッドに触れません。サーモンが食いついてから
ロッドをホルダーから外して、取り込みを行います。通常1隻につき5人～6人が乗船します。
追加料金で、ツアーオペレーターより釣った魚を自宅に送ることが出来ますが、傷みやすいものやアメリカ税
関規則によりアメリカ国外に輸送出来ない場合もあります。釣り上げた魚は連邦規制により船内で保管する事
はできませんが、夕食の一品に調理を依頼する事は可能です。釣具、レインジャケットあり
軽食：スモークサーモンディップ、クラッカー、コーヒー、ソーダ、お水など。（内容は変更になる場合もご
ざいます）
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-560

Alaska

ツアー料金：＄349.95～（子供料金有：5～12歳）

健脚レベル

その他

アラスカフィッシングとアウトドアダイニング

Discovery Exclusive-Alaska Fishing & Wilderness Dining
所要時間：約5時間
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
ツアー時間は船の港停泊時間により異なり、通常4時間15分から6時間のツアーとなります。参加最低年齢5
歳。体重制限136キロ以下。起伏のある道を歩くため、体力がある方がご参加ください。ツアーは荒波でも催
行されるため、病気治療中の方はご考慮ください。漁獲を保証するものではありません。
釣船内でフィッシングライセンス(＄25現金払い)をお買い求めください。16歳未満のお子様はライセンスを買
う必要はありません。
船は一定箇所に錨を下し、水深30から90メートルの海底へジグで行うボトムフィッシングとなります。参加者
は一人ひとり釣竿を使用します。釣り上げた魚はキャンプ場で食べることができますが、追加料金で、ツアー
オペレーターより釣った魚を自宅に送ることも出来ます。ただし、傷みやすいものやアメリカ税関規則により
アメリカ国外に輸送出来ない場合もあります。また、連邦規制により釣り上げた魚を船内で保管する事はでき
ませんが、夕食の一品に調理を依頼する事は可能です。
釣具、雨具、長靴、帽子、手袋、靴下、ライフジャケットあり
食事：魚のシチュー・サフランのブイヤベース（貝類は含みません）、手作り魚ブイヨン、サフラン風味ポテ
ト、野菜のコンフィ、ガーリックアイオリとサワードウ・ブレッド、ブルーベリーとルバーブ入りブレッドプ
ディングなど。
14歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ケチカン・Ketchikan

ツアー番号：KTN-570

オヒョウハンティング

Alaska

ツアー料金：＄369.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Hunting for Halibut
所要時間：約6時間
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
ツアー時間は船の港停泊時間により異なり、通常4時間15分から6時間のツアーとなります。参加最低年齢5
歳。体重制限136キロ以下。ツアーは荒波でも催行されるため、病気治療中の方はご考慮ください。漁獲を保
証するものではありません。
釣船内でフィッシングライセンス(＄25現金払い)をお買い求めください。16歳未満のお子様はライセンスを買
う必要はありません。
船は一定箇所に錨を下し、水深60から120メートルの海底へムーチングもしくはジグで行うボトムフィッシン
グとなります。参加者は一人ひとり釣竿を使用します。
追加料金で、ツアーオペレーターより釣った魚を自宅に送ることが出来ますが、傷みやすいものやアメリカ税
関規則によりアメリカ国外に輸送出来ない場合もあります。釣り上げた魚は連邦規制により船内で保管する事
はできませんが、夕食の一品に調理を依頼する事は可能です。
釣具、雨具、長靴、帽子、手袋、靴下、ライフジャケットあり
軽食：スモークサーモンディップ、クラッカー、フルーツ、クッキー、ソーダ、お水など。（内容は変更とな
る場合がございます）
14歳未満の方は、保護者の同行が必須です。
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ビクトリア・ Victoria, British Columbia

ビクトリア
Victoria, British Columbia
カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州の州都ビクトリアはバンクーバー島の南端に位置する英国調の街。暖流の影響
で平均気温も比較的温暖な海洋性気候でリタイアした人々が好んで住み、豊で余裕のある生活が見られます。
1843年ハドソン・ベイ・カンパニーのジェームズ・ダグラスにより築かれ、当初フォート・ビクトリアと呼ばれていました。
1848年バンクーバー島は英国植民地となり、ビクトリアは中心地となりました。
1858年ビクトリアはテントを張った特別地区で、フレーザー川金鉱へ向かう2万5千人の探鉱者の基地となりました。
1868年バンクーバー島がブリティッシュ・コロンビア本土と編入され、ビクトリアは州都となりました。

＜見どころ＞

①

ブッチャート・ガーデン Butchart Gardens

ビクトリアで最も人気があり、25ヘクタールの敷地には花が素晴らしい植物園があり、迷路のような小道に噴水、優雅な葉飾
りやブロンズ像があります。

②

立法府ビルディング Legislative Buildings

ブリティッシュ・コロンビア州立法府ビルディングは1893年にビクトリア女王の即位60年を記念して建てられました。

③

フェアモント・エンプレスホテル Fairmont Empress Hotel

インナー・ハーバーに建ち、カナダ国定史跡。ビクトリアで最も古く有名なホテルの一つで、街のアイコン的シンボルとなってい
ます。

④

ビーコン・ヒル公園 Beacon Hill Park

青々と茂る55ヘクタールのオアシスはビクトリアの中でも素晴らしい公園です。野生生物、鳥たちにアウトドア好きな人々の憩
いの場で、造形と自然の美がうまく溶け込んでいます。

⑤

ビクトリア・バタフライ・ガーデン Victoria Butterfly Gardens

敷地面積0.11ヘクタールには熱帯のパラダイスのように蝶が自由に飛び回っています。庭園内には貴重な鳥類や鯉が泳ぐ
池、息をのむジャングル木々などがあります。

⑥

クレイダーロック城 Craigdarroch Castle

カナダ国定史跡であるビクトリア様式のお城は1887年から1890年の間に建てられました。修復されたお城を散策し、アン
ティークや家具の見学や敷地の散策を楽しみましょう。

⑦

ビクトリア・パブ Victoria Pubs

パブはゆったりと飲み物を楽しく飲む人気の場所で、ビクトリアダウンタウンには数多くあります。伝統的英国式でありながら
カナダの雰囲気が楽しめます。

⑧

ホエール・ウォッチング Whale Watching

ビクトリア周辺にはシャチが生息しています。スリリングなハーバークルーズでこの素晴らしい生き物を探しましょう。その他ア
ザラシ、アシカやネズミイルカが見ることができるかもしれません。
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ビクトリア・ Victoria, British Columbia

ツアー番号：YYJ-600

ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

海の野生動物とシャチ探索クルーズ

Ocean Wildlife & Orca Exploration Cruise
所要時間：約3時間
下車予定：⑧

車窓予定：②

＜注意事項＞
妊娠中の方はご遠慮下さい。日照時間によっては、催行されないことがあります。野生動物は必ずしも見られ
るわけでありませんが、高確率でクジラが見られます。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：YYJ-100

ツアー料金：＄54.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

クレイダーロック城、トルミエ山と市内ハイライト

Craigdarroch Castle, Mt. Tolmie & City Highlights
所要時間：約3時間
下車予定：⑥

車窓予定：②③

＜注意事項＞
段差や坂道を含む徒歩での移動がかなりあります。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：YYJ-120

馬車でのビクトリア観光

ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）

Victoria by Horse-Drawn Trolley
所要時間：約1時間
下車予定：

車窓予定：②③④

＜注意事項＞
ブランケットあり
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：YYJ-140

ビクトリアのハイライト

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

O Canada Victoria Highlights
所要時間：約2時間
下車予定：

車窓予定：②③④

＜注意事項＞
ツアーの順序は変わる場合があります。マウント・トルミー展望台へは丘を登る必要があります。お歩きにな
らず、バスで待機も可能です。
軽食：ティムホートンズにてドーナッツやクッキー、温かい飲み物（内容は変更になる場合もございます）
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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ビクトリア・ Victoria, British Columbia

ツアー番号：YYJ-170

天文台と市内ハイライト

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

Center of The Universe Observatory & City Highlights
所要時間：約3時間
下車予定：

＜注意事項＞

車窓予定：②③

訪問順序は変更になる場合があります。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：YYJ-300

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

ペンドレーマンションでのハイティーとビクトリアのハイライト

High Tea at Pendray Mansion & City Highlights
所要時間：約2時間半
下車予定：

車窓予定：②④

＜注意事項＞
軽食：ティーサンドイッチ、デヴォンシャークリーム、ペストリー、紅茶セレクションなど。（内容は変更に
なる場合もございます）
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：YYJ-330

ブッチャートと蝶の庭園

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Butchart & Butterfly Gardens
所要時間：約4時間
下車予定：①⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
5月初旬及び9月中旬以降は日照時間が短いため、催行しない場合があります。このツアーは通常夕方に催行さ
れる為、日が暮れてしまう場合があります。ガーデン内にはライトが灯されます。日中に寄港する場合は日中
に催行されますので、夜のイルミネーションは見られません。ブッチャード・ガーデンでは7月8日から9月2日
までの期間、毎週日曜に花火のショーを見ることができます。ブッチャード・ガーデンの地図あり
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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ビクトリア・ Victoria, British Columbia

ツアー番号：YYJ-331

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ブッチャートと蝶の庭園（車椅子対応）

Butchart & Butterfly Gardens (Wheelchair Accessible)
所要時間：約4時間
下車予定：①⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーの内容はYYJ-330と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はYYJ-330で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅
子と電動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量249kg、長さ1m、
幅0.7ｍの車椅子まで対応しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオ
フィスにご連絡ください。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答 」ページを必ずご確認ください。
このツアーは通常夕方に催行される為、日が暮れてしまう場合があります。ガーデン内にはライトが灯されま
す。日中に寄港する場合は日中に催行されますので、夜のイルミネーションは見られません。ブッチャード・
ガーデンでは7月8日から9月2日までの期間、毎週日曜に花火のショーを見ることができます。5月初旬及び9月
中旬以降は日照時間が短いため、催行しない場合があります。ブッチャート庭園の地図あり
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：YYJ-355

ツアー料金：＄179.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ディスカバリー特選：ブッチャート･ガーデン ワイン/チョコレート/食用花
Discovery Exclusive-Butchart Gardens, Wine, Chocolate & Edible Petals
所要時間：約4時間
下車予定：①

車窓予定：②③④

＜注意事項＞
19歳未満の方は参加出来ません。写真付の身分証明書をご持参ください。5月初旬及び9月中旬以降は日照時間
が短い為、催行しない場合があります。このツアーは通常夕方に催行される為、日照と視界に制限がありま
す。ガーデン内にはライトが灯されます。日中に寄港する場合、日中に催行されますので夜のイルミネーショ
ンは見ることはありません。
ブッチャード・ガーデンの地図、園内専用ビニール傘、子供用回転木馬乗り
軽食：タパス（自家製チアバッタブレッドとマルチグレインブレッドの白豆とローストガーリックのティップ
添え、海老のロースト

ガーリックと唐辛子風味、カウチンバレー産鶏肉とオリーブのタプナード、ポテトの

ローストのハーブとパプリカの燻製添え、ヤギのチーズとローストペッパーのフォンデュ

温かいコーントル

ティーリャ添え、オリーブのマリネとアーモンドの燻製）チョコレート（ミルクチョコレート、セミスィート
チョコレート、ダークチョコレート、ベイリーズ入りトリュフチョコ）、食用花弁（キンセンカ、ヤグルマソ
ウ、キンレンカ、パンジーなど）、バンクーバー島ワイン3種（スパークリングサイダー、エール、赤ワイン）
ミルク、ソーダ、ジュースなど。（内容は変更になる場合もございます）
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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ビクトリア・ Victoria, British Columbia

ツアー番号：YYJ-365

クラフトビール工場ツアー

ツアー料金：＄149.95～（子供料金：なし）

健脚レベル

その他

Craft Beer Breweries Tour
所要時間：約3時間15分
下車予定：⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
19歳未満の方は参加できません。写真付の身分証明書をご持参ください。
軽食：AAAランクの牛肉バーガーまたはプルドポークのサンドウィッチまたはワッフルチキンサンド、サラダ
(ポテトサラダ、シーザーサラダ、自家製サラダ)、クラフトビール(内容は変更になる場合もございます)

ツアー番号：YYJ-370

ビクトリア・パブ巡り

ツアー料金：＄99.95～（子供料金：なし）

Victoria Pub Tour

所要時間：約3時間45分
下車予定：⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
19歳未満の方は参加出来ません。写真付の身分証明書をご持参ください。
軽食：おつまみ、ビールの試飲

２ヶ所で提供。（内容は変更になる場合もございます）
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健脚レベル

その他

シアトル・Seattle Washington

シアトル、ワシントン
Seattle, Washington
カナダの国境から180キロほど南に位置するシアトルは北海道より北にありながら地形と海流の関係で比較的温暖
な気候に恵まれ真夏でも25度、真冬でも0度をくだらない気温とオリンピック山系、レーニエ山などに囲まれた入り江と
湖の美しい景観の都市です。
シアトルのオプショナルツアーはシアトルに下船後宿泊するお客様及び、シアトル空港を下船日の午後～夕刻に出
発する方が対象です。

＜見どころ＞
① パイク・プレイス・マーケット Pike Place Market
世界でも有名なフライフィッシュの故郷パイク・プレイス・マーケットは西海岸で最も古い屋外マーケットで、何百もの芸術家や
地元農家、漁業者や珍しい店などがあり、賑わっています。

② スペース・ニードル Space Needle
シアトル・センター内にあり、1962年の万国博覧会に建設されたものです。高さ181mにある展望台からはエメラルドシティーの
自然美を眺めることが出来ます。

③ パイオニア・スクエア Pioneer Square
ダウンタウンより南東にあるシアトル発祥の地域です。1889年の大火の後再建され、美しく修復された傑作建築などがいたる
ところにあります。

④ ワイン・テイスティング Wine Tasting
ダウンタウンより30分弱のところにあるウッデンビルには70以上のワイナリーがあります。試飲室やツアーから選ばれ、有名
なコロンビアワイナリーやシャトー・セン・ミッシェルなどが含まれます。

⑤ ボーイングフューチャーフライト航空センター Boeing's Future of Flight Aviation Center
北ヨーロッパで唯一商業ジェット飛行機組み立て工場を見ることができる施設で、フライト力学や航空革新を知ることができ、
ボーイング社の舞台裏を見ることが出来ます。

⑥ ハイラム・チッテンデン水門 Hiram Chittenden Locks
1911年に作れた水門でヨット、モーターボート、タグボートや荷船をピュージェット湖とユニオン湖を結びます。

⑦ インターナショナル地区 International District
シアトルでも古い地域の一つで、国際的で深い歴史と文化があります。美味しいレストランやユニークなお店を含め多国籍な
雰囲気を楽しめます。

⑧ ユニオン湖 Lake Union
シアトルダウンタウンの近い都会の宝石で人気リクリエーションスポットです。水上飛行機や競走用ボートや遊覧船、公園や
フローティングハウスなどが点在します。訪れます。
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シアトル・Seattle Washington

ツアー番号：SEA-100

シアトル市内観光と空港送り

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

Space Needle, Pike Place Market & City Tour-Airport
所要時間：約4時間
下車予定：①②

車窓予定：③⑦

＜注意事項＞
下船当日の午後3時30分以降、シアトル空港発の航空便をご利用の方が対象です。空港までお送りします。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SEA-101

ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

シアトル市内観光と空港送り(車椅子対応)

Space Needle, Pike Place Market & City Tour-Airport(Wheelchair Accessible)
所要時間：約4時間
下車予定：①②

車窓予定：③⑦

＜注意事項＞
このツアーの内容はSEA-100と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はSEA-100で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅
子と電動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量272kg、長さ1.4ｍ、幅0.8ｍの車椅
子まで対応しています。適切な対応が取れるよう歩行に難のある方は、48時間前までにツアーオフィスにご連
絡ください。ご参加の前に巻末の「よくあるご質問と回答 」ページを必ずご確認ください。下船当日の午後3
時30分以降、シアトル空港発の航空便をご利用の方が対象です。空港までお送りします。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：SEA-105

ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

シアトル市内観光とホテル送り

Space Needle,Pike Place Market & City Tour-Hotel
所要時間：約4時間
下車予定：①②

車窓予定：③⑦

＜注意事項＞
シアトル市内のウェスティンホテル、フェアモントホテルとダブルツリー・シアトル・エアポートホテルの各
ホテルにお送りします。他のホテルに宿泊の方は上記のホテルから各自ご移動ください。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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シアトル・Seattle Washington

ツアー番号：SEA-106

ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

シアトル市内観光とホテル送り(車椅子対応)

Space Needle, Pike Place Market & City Tour-Hotel(Wheelchair Accessible)
所要時間：約4時間
下車予定：①②

車窓予定：③⑦

＜注意事項＞
このツアーの内容はSEA-105と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はSEA-105で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅
子と電動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量272kg、長さ1.4ｍ、幅0.8ｍの車椅
子まで対応しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連
絡ください。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答 」ページを必ずご確認ください。シアトル市内の
ウェスティンホテル、フェアモントホテルとダブルツリー・シアトル・エアポートホテルの各ホテルにお送り
します。他のホテルに宿泊の方は上記のホテルから各自ご移動ください。
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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バンクーバー・Vancouver, British Columbia

バンクーバー、ブリティッシュ・コロンビア
Vancouver, British Columbia
広大な太平洋と雄大な山々に囲まれたバンクーバーは美しい庭園の街、年間を通しての温暖な気候に恵まれ、カナ
ダの西の玄関口として観光の拠点となっています。クラシックな店やブティックの並ぶ洒落た街、ギャスタウンや街の
中心グランビルは港から近く、ショッピングや散策を楽しめます。ゴールドラッシュの時代、ギャッシー・ジャックはユー
コンに向かう鉱山労働者の大集団からお金を得ようとひらめきました。彼が建てたサロンが掘立小屋地区の中心とな
り、ギャスタウンと呼ばれるようになりました。ぼろを着た人々が住む丸太小屋の集落から今のバンクーバーが誕生
しました。地方政府は居住者に町の名前を1792年バンクーバーに入港したキャプテン ジョージ・バンクーバーから
バンクーバーという名前にするよう説得をしました。
カナダ第3の都市、バンクーバーはヨーロッパの雰囲気と気質を持ち合わせるコスモポリタン都市です。それぞれ民
族のコミュニティーがあり、チャイナタウンは北米第2の大きさです。

＜見どころ＞

①

スタンレー公園 Stanley Park

町の中心に青々とした雨林がある400ヘクタールの公園には野生生物と自然の美しさがあります。有名なバンクーバー水族
館やトーテムポール公園などを含むアクティビティー数々が楽しめます。

②

バンクーバー・ルックアウト Vancouver Lookout

ガラスエレベーターで131メートル上がると町や山々、船など360度見渡すことができる展望デッキがあります。

③

チャイナタウン Chinatown

北米第2のチャイナタウンで活気あるアジアを感じましょう。現地風建築物、料理や色鮮やかなお店など細い路地に並びま
す。

④

グランビルアイランド Granville Island

ダウンタウンの南にあり道路が繋がります。公共スペースのプロジェクトによりグランビル「世界で素晴らしい場所の一つ」という名前が付き
ました。各種パフォーマンスやダイニングそして新鮮な食品や手工芸品を販売するパブリックマーケットがあります。

⑤

グラウス山 Grouse Mountain

バンクーバーには洗練されたエンターテイメントから手のつけられていない自然まであらゆる人に楽しめる場所です。有名な
グラウス山へはスカイライドで約1マイル乗車し標高1127メートルにあるアルペン駅に向かいます。ここでいろいろなアクティビ
ティーを選ぶことができます。

⑥

バンクーバー水族館 Vancouver Aquarium

カマイルカ、ラッコ、アザラシやトドなど7万以上の生物がいます。グローバルリーダーとして海洋調査、教育と保護で長い歴史
があり、種類豊富な素晴らしい動物達との触れ合いを通し、忘れ難い経験をすることができるでしょう。

⑦

ギャスタウン Gastown

バンクーバー発祥の地。いろいろなお店やブティックなどがあり人気のある商業地区です。有名な蒸気時計があり15分ごと
に音楽が流れます。

⑧

ロブソン通り Robson Street

最も有名な買物通りで、有名なブティック、素晴らしいお食事やサービスなどが楽しめます。
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バンクーバー・Vancouver, British Columbia

ツアー番号：YVR-115

空港までの送迎付き

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

乗り降り自由バスで観光地めぐり

Hop-On, Hop-Off Sightseeing w/ Airport Transfer
所要時間：約3時間
下車予定：①③

車窓予定：④⑦⑧

＜注意事項＞
ツアー中のコメントは英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語、日本語、そして中国語で行われま
す。バスは午前9時から午後6時まで20分おきに出発します。途中のアトラクションへの入場料は含まれており
ません。このツアーは、カナダプレイス・クルーズターミナルの1階から出発します。このツアーはお荷物の空
港へのデリバリーとバンクーバー空港への送迎が含まれます。お荷物は2つまで料金に含まれます。手荷物を追
加する場合は、1つにつき、追加料金10ドルが必要になります。荷物はツアーの参加前にターミナルでお預け
いただき、バンクーバー空港でお受け取りください。ダウンタウンからバンクーバー国際空港まで、カナダラ
インに乗って35分から40分程かかることをご考慮の上、行動下さい。国際線出発時間の120分前、国内線出発
時間の90分前にチェックインすることをご考慮ください。
空港で荷物を預ける際にもお時間が必要となります。
ツアーに含まれるもの：カナダラインのダウンタウンから空港までの乗車券、荷物の預かりサービス
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：YVR-116

ホテルまでの送迎付き

ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

乗り降り自由バスで観光地めぐり

Hop-On, Hop-Off Sightseeing w/ Hotel Transfer
所要時間：約3時間
下車予定：①③

車窓予定：④⑦⑧

＜注意事項＞
ツアー中のコメントは英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語、日本語、そして中国語で行われま
す。バスは午前9時から午後6時まで20分おきに出発します。途中のアトラクションへの入場料は含まれており
ません。このツアーには、カナダプレイス・クルーズターミナルからバンクーバー市街のほとんどのホテルま
でのシャトルサービスと、カナダライン列車のバンクーバー空港までの乗車券が含まれています。ダウンタウ
ンからバンクーバー国際空港まで、カナダラインに乗って35分から40分程かかります。国際線出発時間の120
分前、国内線出発時間の90分前にチェックインすることをご考慮ください。空港で荷物を預ける際にもお時間
が必要となります。
ツアーに含まれるもの：カナダラインのダウンタウンから空港までの乗車券、バンクーバーのダウンタウンホ
テルへのシャトルバス
18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。
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バンクーバー・Vancouver, British Columbia

ツアー番号：YVR-420

ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

キャピラノ渓谷自然探訪ツアーと空港送り

Capilano Canyon Walk & City Highlights - Airport
所要時間：約4時間
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
歩く距離は1キロ半ほどです。下船当日の午後4時以降、バンクーバー空港発の航空便をご利用の方が対象で
す。空港への送りが含まれます。レインポンチョ用意あり
軽食：フルーツ、クッキー、お水など。（内容は変更になる場合があります）
免責書類にご署名頂きます。14歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：YVR-421

ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

キャピラノ渓谷自然探訪ツアーとホテル送り

Capilano Canyon Walk & City Highlights - Hotel
所要時間：約4時間
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
歩く距離は1キロ半ほどです。バンクーバー下船後、市内主要ホテルで泊まるお客様が対象です。
レインポンチョあり
軽食：フレッシュフルーツ、クッキー、お水など。（内容は変更になる場合もございます）
免責書類にご署名頂きます。14歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：YVR-100

ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）

バンクーバー市内とスタンレー公園観光

Stanley Park Visit & City Highlights Drive
所要時間：約3時間
下車予定：①

車窓予定：③⑦

＜注意事項＞
下船当日の午後2時以降、バンクーバー空港発の航空便をご利用の方が対象です。
空港への送りが含まれています。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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健脚レベル

その他

バンクーバー・Vancouver, British Columbia

ツアー番号：YVR-101

ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

バンクーバー市内とスタンレー公園観光（車椅子対応）

Stanley Park Visit & City Highlights Drive (Wheelchair Accessible)
所要時間：約3時間
下車予定：①

車窓予定：③⑦

＜注意事項＞
このツアーの内容はYVR-100と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はYVR-100で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅
子と電動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量226kg、長さ1m、幅0.6ｍの車椅子
まで対応しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡
ください。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答 」ページを必ずご確認ください。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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アンカレッジ（ウィッティア）・Anchorage（Whittier）

Alaska

アンカレッジ（ウィッティア）、アラスカ
Anchorage (Whittier), Alaska
多数の氷河が落ち込むフィヨルドの雄大な景観と豊かな野生で知られるプリンス・ウィリアム湾の西端に位置する
ウィッティアは第2次大戦時に軍用の海上輸送の拠点として開かれた町。現在は290人の人口の殆どが漁業か観光
業に従事し、カレッジフィヨルドや26氷河への観光船が発着しています。戦時中に作られた鉄道トンネルでアンカレッ
ジと陸路結ばれる以外は孤島であったこの町も最近北米一の長い道路トンネルが開通し、プリンセスなどの大型ク
ルーズ船も発着する港として発展しています。
ウィッティアのツアーは引き続き乗船しバンクーバーで下船される方、ウィッティアにてクルーズを終了される方でアン
カレッジ空港より下船当日夜のフライトで出発される方又はアンカレッジに一泊される方が参加できます。クルーズツ
アー参加の方で初日にアンカレッジに過ごされる方のみ参加頂けますが、他のクルーズツアーの方はご参加いただ
けません。

＜見どころ＞

①

プリンス・ウィリアム湾 Prince William Sound

北米で自慢の潮間氷河で、この素晴らしい深海の入り江には豊かな海洋生物の住みかとなっています。

②

ポーテージ氷河 Portage Glacier

大きな氷壁はアラスカで最も人気のあり刺激的な見どころです。氷河が削られ、大きな氷の塊が海に落ちる時の鳴り響く音を
見ることができるかもしれません。

③

ターナゲン入り江 Turnagain Arm

クック入り江にあるターナゲン入り江への道のりは素晴らしく、息をのむような山々や入り江の景色、野生動物など見る機会
があるかもしれません。

④

アリエスカ山トラム Mt. Alyeska Tram

標高701メートルの山頂にある展望台からは山々にぶら下がるようにある氷河や常緑樹、きらきら輝く川などのパノラマを望め
ます。

⑤

スワードハイウェイ Seward Highway

アンカレッジとスワードを結ぶスワードハイウェイは、アメリカ合衆国のナショナルシーニックバイウェイと15ルートあるオール
アメリカンロードの一つです。野生的なアラスカが見られます。

⑥

アラスカ野生動物保護センター Alaska Wildlife Conservation Center

アラスカ野生動物の保護から一般教育に力を注ぎ、ヘラジカ、ワピチ、カリブー、クマ、ジャコウウシ、シカ、オオヤマネコや鷲
などの怪我をした、母を失った動物を保護しています。

⑦

アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventures

アウトドア好きのパラダイス、いろいろなアクティビティーが楽しめます。

⑧

アンカレッジ Anchorage

素晴らしい野生に囲まれたモダンな都市で、州最大のコミュニティーです。ワールドクラスのアトラクションがあり、ネイティブア
メリカンの文化、ショッピングや食事など楽しめます。
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アンカレッジ（ウィッティア）・Anchorage（Whittier）

ツアー番号：WH1-610

Alaska

ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ポーテージ氷河クルーズとドライブ

Portage Glacier Scenic Cruise & Drive
所要時間：約5時間
下車予定：②⑤⑧

車窓予定：③

＜注意事項＞
午後4時以降、アンカレッジ空港発の航空便をご利用の方、またはアンカレッジ市内に宿泊される方が対象で
す。引き続き乗船しバンクーバーに行く方は参加頂けません。ツアーは午後2時頃にアンカレッジ空港で終了
後、アンカレッジ空港より遅く出発する航空便の方やアンカレッジ市内に宿泊される方の為にダウンタウンに
あるホスピタリティーセンターに向います(午後2時30分頃到着します)ツアーオペレーターは米国農務省林野部
よりツアー催行の特別許可を取っています。ベギン・ボッグ・ビジターセンターが休館日(通常5月中旬と9月の
終わり)はアラスカ・ワイルドライフ・コンベンションセンターにご案内します。ウィッティアでのツアーはク
ルーズツアー参加の方で初日にアンカレッジに過ごされる方のみ参加頂けますが、他のクルーズツアーの方は
ご参加頂けません。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：WH1-611

ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ポーテージ氷河クルーズとドライブ(車椅子対応）

Portage Glacier Scenic Cruise & Drive (Wheelchair Accessible)
所要時間：約5時間
下車予定：②⑤⑧

車窓予定：③

＜注意事項＞
このツアーの内容はWH1-610と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はWH1-610で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅
子と電動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量272kg、長さ1.1m、幅0.7ｍの車椅
子まで対応しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連
絡ください。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答」ページを必ずご確認ください。午後4時以降、ア
ンカレッジ空港発の航空便をご利用の方、またはアンカレッジ市内に宿泊される方が対象です。引き続き乗船
しバンクーバーに行く方は参加頂けません。ツアーは午後2時頃にアンカレッジ空港で終了後、アンカレッジ空
港より遅く出発する航空便の方やアンカレッジ市内に宿泊される方の為にダウンタウンにあるホスピタリ
ティーセンターに向います(午後2時30分頃到着します)。
ツアーオペレーターは米国農務省林野部の特別許可を得て催行しています。
ベギン・ボッグ・ビジターセンターが休館日(通常5月中旬と9月の終わり)はアラスカ・ワイルドライフ・コン
ベンションセンターにご案内します。ウィッティアでのツアーはクルーズツアー参加の方で初日にアンカレッ
ジに過ごされる方のみ参加頂けますが、他のクルーズツアーの方はご参加頂けません。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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アンカレッジ（ウィッティア）・Anchorage（Whittier）

ツアー番号：WH1-620

26氷河クルーズ

Alaska

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

26 Glacier Cruise

所要時間：約5時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーは引き続き乗船しバンクーバーへ行く方が対象です。ツアーはウィッティアの埠頭に戻ります。
ウィッティアで下船しクルーズを終了する方は参加頂けません。
食事：ワイルドアラスカンスモークサーモンチャウダーかジュリアンサラダとチリソース、マルチグレイン
ロールとバター、オイスタークラッカー、トロピカルフルーツカップ、チョコレート菓子など。グルテンフ
リーのお料理は事前にリクエスト頂ければ可能です。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：WH1-621

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

26氷河クルーズ（車椅子対応）

26 Glacier Cruise (Wheelchair Accessible)
所要時間：約5時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーの内容はWH1-620と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はWH1-620で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。
幅0.7ｍの車椅子と電動車椅子などの持ち込み可能です。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間
前までにツアーオフィスにご連絡ください。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答」ページを必ずご
確認ください。
このツアーは引き続き乗船しバンクーバーへ行く方が対象です。ツアーはウィッティアの埠頭に戻ります。
ウィッティアで下船しクルーズを終了する方は参加頂けません。
食事：ワイルドアラスカのスモークサーモンチャウダーかジュリアンサラダと豊かな野菜のチリ、マルチグレ
インロールとバター、オイスタークラッカー、トロピカルフルーツカップ、チョコレート菓子など。グルテン
フリーのお料理は事前にリクエスト頂ければ可能です。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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アンカレッジ（ウィッティア）・Anchorage（Whittier）

ツアー番号：WH1-625

Alaska

ツアー料金：＄249.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

26氷河クルーズとトランスファー

26 Glacier Cruise & Transfer
所要時間：約7時間半
下車予定：①

車窓予定：③

＜注意事項＞
下船日の午後10時以降、アンカレッジ空港発の航空便をご利用の方、またはアンカレッジ市内に宿泊される方
が対象です。引き続き乗船しバンクーバーに行く方は参加頂けません。ツアーはアンカレッジのホテル（ヒル
トン、シェラトン、キャプテンクック、ウエストマークとマリオットホテル）に午後7時30分頃到着し、アン
カレッジ空港には午後8時ごろ到着します。
ウィッティアでのツアーはクルーズツアー参加の方で初日にアンカレッジに過ごされる方のみ参加頂けますが
他のクルーズツアーの方はご参加頂けません。
食事：ワイルドアラスカンスモークサーモンチャウダーかジュリアンサラダとチリソース、マルチグレイン
ロールとバター、オイスタークラッカー、トロピカルフルーツカップ、チョコレート菓子など。グルテンフ
リーのお料理は事前にリクエスト頂ければ可能です。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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アンカレッジ（ウィッティア）・Anchorage（Whittier）

ツアー番号：WH1-626

Alaska

ツアー料金：＄249.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

26氷河クルーズとトランスファー（車椅子対応)

26 Glacier Cruise & Transfer（Wheelchair Accessible）
所要時間：約7時間半
下車予定：①

車窓予定：③

＜注意事項＞
このツアーの内容はWH1-625と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はWH1-625で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅
子と電動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量272kg、長さ1.2ｍ、幅0.7ｍの車椅
子まで対応しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連
絡ください。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答」ページを必ずご確認ください。このツアーは下
船日の午後10時以降、アンカレッジ空港発の航空便をご利用の方、またはアンカレッジ市内に宿泊される方が
対象です。引き続き乗船しバンクーバーに行く方は参加頂けません。ツアーはアンカレッジのホテル（ヒルト
ン、シェラトン、キャプテンクック、ウエストマークとマリオットホテル）に午後7時30分頃到着し、アンカ
レッジ空港には午後8時ごろ到着します。
ウィッティアでのツアーはクルーズツアー参加の方で初日にアンカレッジに過ごされる方のみ参加頂けます
が、他のクルーズツアーの方はご参加頂けません。
食事：ワイルドアラスカンスモークサーモンチャウダーかジュリアンサラダとチリソース、マルチグレイン
ロールとバター、オイスタークラッカー、トロピカルフルーツカップ、チョコレート菓子など。グルテンフ
リーオプションはリクエストに応じて利用できます。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

ツアー番号：WH1-100

ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ターナゲン入り江、野生動物保護センターとトラム

Turnagain Arm, Wildlife Conservation Center & Tram
所要時間：約6時間

下車予定：④⑤⑥⑧

車窓予定：③

＜注意事項＞
午後4時45分以降、アンカレッジ空港発の航空便をご利用の方、またはアンカレッジ市内に宿泊される方が対
象です。引き続き乗船しバンクーバーに行く方は参加頂けません。ツアーは午後2時15分頃ダウンタウンホス
ピタリティーセンターに到着し、引き続きアンカレッジ空港に午後2時45分頃到着します。事前にトランス
ファーを申し込まれた方はツアーオフィスにお知らせ下さい。トランスファー代を返金します。
ウィッティアでのツアーはクルーズツアー参加の方で初日にアンカレッジに過ごされる方のみ参加頂けます
が、他のクルーズツアーの方はご参加頂けません。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。

79

アンカレッジ（ウィッティア）・Anchorage（Whittier）

ツアー番号：WH1-101

Alaska

ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ターナゲン入り江、野生動物保護センターとトラム（車椅子対応）

Turnagain Arm, Wildlife Conservation Center & Tram(Wheelchair Accessible)
所要時間：約6時間

下車予定：④⑤⑥⑧

車窓予定：③

＜注意事項＞
このツアーの内容はWH1-100と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はWH1-100で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。車椅
子と電動車椅子などの持ち込み可能です。車に備え付けられたリフトは重量272kg、長さ1.1m、幅0.7ｍの車椅
子まで対応しています。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連
絡ください。ご参加の前に、巻末の「よくあるご質問と回答 」ページを必ずご確認ください。
午後4時45分以降、アンカレッジ空港発の航空便をご利用の方、またはアンカレッジ市内に宿泊される方が対
象です。引き続き乗船しバンクーバーに行く方は参加頂けません。ツアーは午後2時15分頃ダウンタウンホス
ピタリティーセンターに到着し、引き続きアンカレッジ空港に午後2時45分頃到着します。事前にトランス
ファーを申し込まれた方はツアーオフィスにお知らせ下さい。トランスファー代を返金します。
ウィッティアでのツアーはクルーズツアー参加の方で初日にアンカレッジに過ごされる方のみ参加頂けます
が、他のクルーズツアーの方はご参加頂けません。
18歳未満のお子様には両親または保護者の同行が必要です。
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FAQ: Excursions
寄港地観光ツアーについてのよくあるご質問
旅のハイライトの一つである寄港地観光。寄港地の魅力を存分に味わえる寄港地観光ツアーをプリンセ
ス・クルーズはお勧めいたします。
寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）のご予約
その土地の魅力を味わえる寄港地観光ツアーを予約して、船旅をさらに思い出深いものにしましょう。
ご家族で楽しめるツアー、観光ツアー、アドベンチャーツアー、野生生物や自然を堪能できるツアーなど、
プリンセスは様々な寄港地観光ツアーをご用意しています。寄港地観光ツアーは、Cruise Personalizer®
（クルーズ・パーソナライザー）にてご乗船日の約 180 日前から 5 日前まで受け付けております。
ご予約後、24 時間以内にクレジットカードにてツアー代金のお支払いが必要です。お支払いがされない
場合、ツアーのご予約は自動でキャンセルされます。クレジットカードでのお支払いは、クルーズ・パーソ
ナライザーの予約画面よりお手続きください。
寄港地観光ツアー運行会社
すべての寄港地観光ツアーは、プリンセス・クルーズではなく現地の旅行会社が運行しております。現地
で最も信頼のおけるツアー運行会社がツアーを提供しております。ツアー運行会社は、サービスおよび安
全性において最も信頼できるとプリンセスが判断した会社を厳選しております。
寄港地観光ツアーのガイド
すべての寄港地観光ツアーは、基本的に英語を話す現地のガイドが同行いたします。「自由行動」や「ガ
イドなし」と明記されているツアーにはガイドは同行いたしません。
寄港地観光ツアーでガイドに渡すチップについて
ガイドへのチップはお客様のご判断にお任せいたしますが、ツアーに満足された場合にはガイドにチップ
を渡すのが世界各国での習慣となっています。おおよその目安として、お一人様につき半日観光で$1、終
日観光で$3.5 です。チップはグループ単位ではなく、個人単位でお渡しください。
寄港地観光ツアーの子供料金の設定について
一部のツアーには子供料金が設定されており、12 歳以下のお子様に適用されます。子供料金が設定され
ているツアーには、ご予約の際は子供料金が自動的に適用されます。
ご乗船後、子供のチケットの枚数に誤りがないか必ずご確認ください。受け取った枚数に誤りがある場合、
もしくは枚数の調整が必要な場合は、出来る限り速やかにショアエクスカーション・デスクにお申し出くださ
い。
飛行機やホテルの予約を伴う観光ツアーには子供料金の設定がなく、大人 1 名あたりと同額の料金が発
生いたします。ただし、2 歳以下のお子様でご両親のひざの上に座ってツアーに参加する場合（座席を必
要しない場合）、ほとんどのツアーにおいて料金は無料です。お子様に座席が必要な場合、もしくはチャイ
ルドシートのご使用を希望される場合は、通常の大人料金をお支払いただきお子様用に座席の確保をお
願いします。また、ご両親はお子様のチャイルドシートを持参していただく必要があります。
寄港地観光ツアーの年齢制限について
ほとんどのツアーで、親または保護者が同伴すればお子様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なしでは参加できません。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、同伴なしで未成年のツアーへの参加を認めているツアー運行会社もあ
ります。
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寄港地観光ツアーの所要時間
プリンセス・クルーズはすべての寄港地観光ツアーの出発と到着を厳密に管理しております。そのため、
すべてのツアーが戻ってくるまで船は出港いたしません。お客様が船に乗り遅れることはございませんの
でご安心ください。
ご自身にて寄港地観光ツアーを手配された場合、もしくはツアー中に別行動をされた場合には、プリンセ
ス・クルーズはお客様の居場所を知ることができませんので、最終乗船時間を過ぎた場合、お待ちするこ
とは出来ません。最終乗船時間までに十分余裕をもって船にお戻りください。
寄港地観光ツアーのキャンセルについて（お支払い済みのツアーをキャンセルする）
事前に支払い済みのツアーをキャンセルする場合は、以下の方法でキャンセルをお願いします。
ご乗船日 5 日前までにお支払い済みのツアーをキャンセルされた場合は、以下の方法で代金の払い戻し
をいたします。
１． ご予約されたお客様名で、他に未決済のツアー代金がある場合は、キャンセルを希望されるツアー用
にお支払いいただいた代金を、未決済のツアー代金に充当させていただきます。
２． ご予約されたお客様名で、他にツアー代金未決済のご予約がない場合は、支払時にご使用いただい
たクレジットカードに返金されます。この場合、キャンセル後 24 時間以内に返金手続きが行われます。
同一のお客様がキャンセル時から 24 時間以内に別のツアーを申し込まれた場合は、キャンセルした
ツアー用にお支払いいただいた代金は返金されず、新しく予約されたツアー代金に充当されます。
事前にお支払い済みのツアーを、ご乗船後、船内のお申込み用紙にてご案内している「キャンセルの締
切り時間（Closing Time for Cancellation）」より前に船上にてキャンセルされた場合は、お支払い済みの代
金はご予約されたお客様の船内会計上に船上クレジットとして返金されます。
なお、ホテルや宿泊施設、飛行機、現地での乗り物など事前手配が必要なものが含まれるツアーは、ご
乗船日 30 日前を過ぎてからのキャンセルには、払い戻しができません。
また、ヘリコプターの手配を必要とするツアーは、定員が限られていることやヘリコプターの予約が取りに
くいことから、ご乗船日の翌日正午以降のキャンセルについては払い戻しができません。
ご乗船後の各寄港地のツアーお申込み締め切りについては、船内のツアーデスクにありますショアエクス
カーションお申込み用紙に記載されております「キャンセルの締切り時間（Closing Time for Cancellation）」
をご覧ください。「キャンセルの締切り時間」とは、ツアー予約の締め切り時間で、現地ツアー運行会社に
最終の確定人数および必要条件を報告しなければならない時間です。ご乗船前、ならびにご乗船後に
予約されたツアーのいずれも、「キャンセルの締切り時間」以前のキャンセルは可能です。しかし、「キャン
セルの締切り時間」を過ぎてのキャンセルはできません。また、予約されたツアーに参加されなかった場
合も、払い戻しはいたしません。
アラスカ・ツアーズ（クルーズ前後の内陸ツアー）における、オプショナル観光（ランド・エクスカーション）を
キャンセルする場合
クルーズ・パーソナライザーでお申込み、お支払いされたランド・エクスカーションは、ご出発日 3 日前まで
キャンセル可能です。その際は、キャンセル料は発生しません。キャンセル締め切り日以前にキャンセル
されたツアーの代金は、クルーズ・パーソナライザーでお支払い時にご使用されたクレジットカードに返金
されます。出発日 3 日前を過ぎてからキャンセルされた場合は、全額をキャンセル料として申し受けます。
不測の事態により、現地にてツアーが催行されなかった場合の返金に関しては、ツアー運行会社にゆだ
ねられています。アラスカ・ツアーズの旅程中にご予約されたランド・エクスカーションの代金は、お支払い
が完了した時点から、キャンセルチャージ 100%の対象となり、ツアー運行会社がキャンセルを承認した場
合を除いて、全額払い戻しはいたしません。
１ヶ所の寄港地で 2 つ以上のツアーに参加する場合
先発のツアーの到着時間と後発のツアーの出発時間の間隔を少なくとも 60 分あけてください。 すべての
ツアーは船の着岸する埠頭で集合解散となります。お客様ご自身でツアーの間隔をご調整いただき、ご希
望のツアーにご参加ください。
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寄港地観光ツアー中のショッピングについて
ショッピングの時間を設けている寄港地ツアーもありますが、ツアーの主目的はショッピングではありませ
んので、ショッピングの時間が十分確保できない場合もあります。予めご了承ください。
寄港地での安全対策について
プリンセスはお客様の安全を最優先に考慮しております。現地行政機関などど常に連絡を取り、クルーズ
に影響を与える可能性のある寄港地の渡航情報を得ています。
米国政府が寄港予定の特定地域への入港を禁止または警告を発している場合は、クルーズの日程が変
更される場合もあります。日程変更は頻繁に起こることではありませんが、変更はお客様の安全を守るた
めであり、やむを得ない場合があることご理解ください。
寄港地中は、ご自身の責任で安全に行動していただくようお願いします。特に海外の寄港地では、下記の
点にご注意ください。
• 旅行者が通常行かない地区への立ち入りはお控えください。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。
• ご自身の持ち物から目を離さないでください。
• ご自身の周りの人やその行動に常に注意を払ってください。
• 見知らぬ人から梱包した荷物などを受け取らないでください。
• 派手な服装、目立つ行動はお控えください。
• 上陸中の飲食には十分ご注意ください。
上記の点にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
プリンセス・クルーズはお客様の寄港地観光ツアーが素晴らしいものになるようにお手伝いさせていただ
きます。

3

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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