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健脚レベル：低

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

健脚レベル：中

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

健脚レベル：高

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

 
 

す。

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

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

人気

こだわり

ファミリー向け

リピーター向け

世界遺産

食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。
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メルボルン オーストラリア 
Melbourne, Australia 
 
ビクトリア州はオーストラリア大陸にある一番小さな州ですが、その州都メルボルンはすべてにおいて巨大です。
1,851平方キロメートルの範囲内に存在する 59の違った名前のコミュニティーに 425 万人が住み、不規則に広
がった都市メルボルンには文化、芸術、ファッション、フレンドリーでスポーツ志向のオーストラリア人が集中し
ています。メルボルンは散策しやすい街でもあります。街の中心部はゴールデンマイルと呼ばれる行政と商業
センターで、ホテル、商店、レストラン、劇場などが集まる場所です。 
かつてはニュー・サウス・ウェールズ州の一部だったビクトリアは、1851 年に独自の植民地となりました。金が
発見されると、メルボルンは重要性を増し、繁栄して行きました。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ヤラバレーとダンデノン丘陵 Yarra Valley & Dandenong Ranges  

フランスやイタリアに匹敵する世界的ワイン地区として知られる肥沃な渓谷を巡り、ダンデノン丘陵の人目に
付かないシダの低湿地、そびえる樹木、小さな村々など、緑の生い茂った地を訪れます。 

 

○2  王立植物園 Royal Botanic Garden 

広大な王立植物園は世界で最も素晴らしい庭園の一つに数えられています。ヤラ川のサウスバンク地区に
位置し、メルボルンの中心部から 5分程の距離にあります。 

 

○3  バララット： ソブリンヒル Ballarat: Sovereign Hill 

時代を遡り、オーストラリアの刺激的なゴールドラッシュ時代を体験してみましょう。砂金をすくい、1850 年代
の喧騒を再現した、受賞経験のあるインタラクティブな屋外ミュージアムを楽しみます。 

 

○4  フェデレーションスクエア Federation Square 

「フェドスクエア」の名で知られる、世界的に認められた最先端の文化と娯楽の中心地は、市内の１ブロックを
占める規模で、ギャラリー、博物館、レストラン、バー、商店などがたくさんあります。 

 

○5  ヒールズビル･サンクチュアリー Healsville Sanctuary 

オーストラリアの野生動物を観察してみましょう。カモノハシ、コアラ、エミュー、タスマニアンデビル、コトドリ、
ウォンバットなどの200種類を超えるオーストラリア固有の野生動物を、未開発の自然環境で間近に見ること
ができます。 

 

○6  モーニントン半島 Mornington Peninsula 

都市に近い場所に位置しながらも、そこは別世界のような存在です。地中海を連想させるこの場所は、ぶど
う園、オリーブの木立、田舎の大地主の別荘、海辺の村々、居心地の良いホテルなど魅力がいっぱいです。 

 

○7  パッフィンビリー蒸気機関車 Puffing Billy Train 

この 100年前の蒸気機関車は世界で最も人気のある蒸気機関車遺産の一つです。景色の良いダンデノン丘
陵の本来の山岳路線を 1900年代初頭と同じように今も走っています。 

 

○8  クイーンビクトリア･マーケット Queen Victoria Market 

1878年にオープンしたこの巨大な青空マーケットは、メルボルンの名所の一つです。新鮮な農産物や肉製品
から衣類、家庭用品、土産物まで、さまざまな物を販売するお店でお好みの品をお選びください。 
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メルボルン オーストラリア Melbourne, Australia 

 

 

ツアー番号：MEL-210 

カンガルー、コアラとユー･ヤングス･パーク 
Kangaroos, Koalas & You Yangs Park 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 
＜注意事項＞ 

動物は自然界に近い生息環境にいるため、頻繁に姿を見せますが、見られる保証はありません。ツアー中は、火事の恐れの

ため禁煙とさせて頂きます。履き慣れた靴でご参加ください。薄手の長ズボンがお勧めです。ペットボトルの飲料水をご持参く

ださい。このツアーは、コースによっては催行しません。 
 

 
 

ツアー番号：MEL-110 

ヒールズビル・サンクチュアリ、ヤラバレーとワイン 
Healesville Sanctuary, Yarra Valley & Wine 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定：⑤ /車窓予定：① 

健脚レベル その他 

中 

 

＜注意事項＞ 

１８歳未満の方は、ワイナリーでのワイン試飲に参加できません。 

（年齢制限 18歳以上） 

 
 

人気 

ツアー番号：MEL-100 

リバークルーズ、ヒールズビル･サンクチュアリとワインテイスティング 
River Cruise, Healesville Sanctuary & Wine Tasting 

ツアー料金：AUD＄269.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： ①② 

健脚レベル その他 

中 

 

 
＜注意事項＞ 

18歳未満の方は、ワイナリーでのワイン試飲に参加できません。 

（年齢制限 18歳以上） 

 
 

ツアー番号：MEL-600 

ディスカバリーファミリー：カンガルー、コアラとユー･ヤングス･パーク 
Discovery Family Kangaroos, Koalas & You Yangs Park 

ツアー料金：AUD＄449.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

＜注意事項＞ 

動物は自然界に近い生息環境にいるため、頻繁に姿を見せますが、見られる保証はありません。ツアー中は、火事の恐れの

ため禁煙とさせて頂きます。履き慣れた靴でご参加ください。薄手の長ズボンがお勧めです。ペットボトルの飲料水をご持参く

ださい。このツアーは、コースによっては催行しません。 
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メルボルン オーストラリア Melbourne, Australia 
 
 

 

ツアー番号：MEL-295 

市内ドライブとフィッツロイ・ガーデン 
City Drive & Fitzroy Gardens 

ツアー料金：AUD＄54.95～ （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：② 

健脚レベル その他 

低 
 

＜注意事項＞ 

クックの家はとても小さいため、一度に中に入れる人数に制限があります。このツアーには、クックの家の中には入りません。 

その日の天候に合わせた服装と、履き慣れた靴をお持ちください。帽子とジャケットをお持ちください。 

 
 

ツアー番号：MEL-200 

フィッツロイ・ガーデンとヤラ川リバークルーズ 
Fitzroy Gardens & Yarra River Cruise 

ツアー料金：AUD＄89.95～ （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： ②  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアーの順序は変更になる場合があります。クックの家ではガイドの案内は付きません。 

このツアーは、コースによっては催行しません。 

 
 

ツアー番号：MEL-290 

市内ドライブとユーレカ･デッキ 
City Drive & Eureka Deck 

ツアー料金：AUD＄99.95～ （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： ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは、コースによっては催行しません。 

 
 

ツアー番号：MEL-220 

パッフィンビリーとダンデノン山脈 
Puffing Billy & Dandenong Ranges 

ツアー料金：AUD＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 
＜注意事項＞ 

当局の指示による「火気全面禁止」日には、パッフィンビリー蒸気機関車はディーゼル機関車にて牽引され運行されます。 

列車には空調設備がありません。火気全面禁止日に危険度が「非常警報」もしくは「厳戒警報」が発令された日は、パッフィン

ビリー自体が運行されません。 
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メルボルン オーストラリア Melbourne, Australia 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：MEL-125 

バララットワイルドライフとソブリンヒル、金山の街 
Ballarat Wildlife & Sovereign Hill Goldmine Township 

ツアー料金：AUD＄189.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

履き慣れた靴を履き、帽子と日焼け止めをお持ち下さい。昼食を取る場合は現地通貨が必要です。 

 
 

ツアー番号：MEL-250 

コロニアル･トラムカーでのメルボルン観光 
Melbourne by Colonial Tramcar 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間  
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

トラムには空調設備があり、トイレもあります。その日の天候に適した服装と履き慣れた靴でご参加ください。帽子とジャケット

をお持ちください。トラムに乗車する際に４段の急な階段を上がり、狭い通路を不自由なく歩けない方はご参加頂けません。歩

く距離はごくわずかです。 
 

 
 

ツアー番号：MEL-115 

ブルーダンデノン、パッフィンビリーとヤラバレー 

Blue Dandenongs, Puffing Billiy & Yarra Vallery 

ツアー料金：AUD＄249.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ①  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

当局の指示による「火気全面禁止」日には、パッフィンビリー蒸気機関車はディーゼル機関車にて牽引され運行されます。 

列車には空調設備がありません。火気全面禁止日に危険度が「非常警報」もしくは「厳戒警報」が発令された日は、パッフィン

ビリー自体が運行されません。 

18歳未満の方はワインの試飲に参加できません。 



5 

ホバート（タスマニア） オーストラリア 

Hobart (Tasmania), Australia 
 
タスマニアの州都ホバートはどこかシドニーと通じるところがあります。開拓されてから数年後、ホバートは流刑
地としての役割を担うことになりました。そして、自然の環境もシドニー同様に印象的です。港側から眺めると、
ホバートの街はダーウェント渓谷から下流域に押し出されたように広がり、背後にはウェリントン山が聳え立っ
ています。街の歴史的遺産の多くが歴史上重要なウォーターフロント地区に集中しており、街の北部は広大な
女王領の低木や樹木が点在する草原に広がっています。タスマニアのアトラクションの多くはホバートから簡単
に行ける距離にあります。 
1904 年に開拓されたホバートには、90 を超える歴史的建造物が点在しており、植民地時代の特徴と洗練され
た大都市のライフスタイルが一体となっています。 

 
＜見どころ＞ 

○1  ﾜｲﾙﾄﾞﾗｲﾌ･ﾊﾟｰｸｽ （ﾎﾞﾉﾛﾝｸﾞ･ｻﾝｸﾁｭｱﾘｰ）  Wildlife Parks (Bonorong Sanctuary) 

ここは、野生動物保護区です。負傷したり孤児になったりしたカンガルーやワラビー、タスマニアンデビル、コ
アラ、ウォンバット、フクロネズミなどのタスマニア原産の動物を自然環境に復帰出来るように回復させて、自
然に戻すことを目的としています。 
 

○2  リッチモンド  Richmond  

1800 年代初めに入植地となったこのジョージ王朝風の町には、最古のローマカトリック教会やオーストラリア
最古で現在も使われている橋など、歴史的魅力に溢れています。 
 

○3  マウントフィールド国立公園とラッセル滝  Mount Field National Park & Russell Falls 

うっそうとしたシダの大木から高山植物まで、驚くべき植生の多様性が楽しめます。熱帯雨林の中の小道を
歩き、世界で有数の高さを誇る樹木をご覧ください。 
 

○4  ポートアーサー  Port Arthur 

かつてのオーストラリア最大の流刑地で、1 万 2 千人以上の冷徹な英国人囚人がそのゲートをくぐりました。
現在は観光名所となっており、ユネスコの世界遺産となっています。 
 

○5  ヒューオンバレー･アップル･ミュージアム  Huon Valley Apple Shed 

アップル･ミュージアムには、この地域の思い出の品々だけでなく、りんごやりんご栽培について知りたいこと
すべてが学べます。 
 

○6  サラマンカプレイス  Salamanca Place 

かつての倉庫地区で、現在では芸術家たちのコミュニティーになり、レストラン、ギャラリー、ブティックが集ま
る活気ある人気スポットになっています。 
 

○7  王立タスマニア植物園  Royal Tasmanian Botanical Gardens 

オーストラリアで２番目に古い植物園 (1818 年設立)。この国最大の温帯気候植物のコレクションを誇り、中
国の植物のコレクション、日本庭園、フクシア･ハウスもこの植物園の呼び物となっています。 
 

○8  ネルソン山信号所  Mt. Nelson Signal Station 

ホバートの街とダーウェント川河口の眺望が楽しめるこの信号所は、ホバートとポートアーサー流刑地間で囚
人の逃亡などのメッセージを出来るだけ早く中継するために 19世紀に建設されました。 
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ホバート（タスマニア） Hobart (Tasmania), Australia 

 

 

リピーター向け  

ツアー番号：HBA-120 

ヒューオンバレーとタフーン･エアウォーク 
Huon Valley & Tahune Airwalk 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ⑤  /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

昼食代用に現地通貨をご用意ください。 

 

 
 

ツアー番号：HBA-200 

ボノロング･ワイルドライフ･サンクチュアリー 
Bonorong Wildlife Sanctuary 

ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ①  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

農林省の勧告で、ボノロング･ワイルドライフ･コンサベーションセンターを訪れた方は全員、バイオセキュリティー上の理由によ

り、船に戻ったらすぐに履いていた靴を洗わなければなりません。この履物はクルーズ中に行われるニュージーランド税関およ

び農林検査の際に提示しなければなりません。 
 

 

 
 

ツアー番号：HBA-170 

タスマン島ワイルドライフ･クルーズ 
Tasman Island Wildlife Cruise 

ツアー料金：AUD＄249.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

移動のためのミニバスには空調設備が付いていません。このツアーは車椅子では参加できません。 

（年齢制限 5歳以上） 

 

 

ツアー番号： HBA-160 

リッチモンド ボノロング、バリラ湾のカキとワインの試飲 
Richmond Bonorong, Barrilla Bay Oysters & Wine 

ツアー料金：AUD＄289.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①②  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

農林省の勧告で、ボノロング･ワイルドライフ･サンクチュアリーを訪れた方は全員、バイオセキュリティー上の理由により、船に

戻ったらすぐに履いていた靴を洗わなければなりません。この履物はクルーズ中に行われるニュージーランド税関および農林

検査の際に提示しなければなりません。 

リッチモンドの町は石畳の道が多いので、歩行に不安のある方にはお勧めしません。 

18歳未満の方はワインの試飲に参加できません。 
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ホバート（タスマニア） Hobart (Tasmania), Australia 

 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：HBA-145 

ラッセルフォールズ、メドゥバンクとワイルドライフ 
Russell Falls, Meadowbank & Wildlife 

ツアー料金：AUD＄319.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間半 
 

下車予定： ①③ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

参加人数は極めて限られていますので、お早目にお申し込みください。 

18歳未満の方はワインの試飲に参加できません。 

 

 

 
 

 

世界遺産 

ツアー番号： HBA-135 

ﾎﾞﾉﾛﾝｸﾞ･ﾜｲﾙﾄﾞﾗｲﾌ・ｻﾝｸﾁｭｱﾘｰ、ﾏｳﾝﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ公園とｶﾘﾝｶﾞ・ﾌｧｰﾑ 
Bonorong Wildlife Sanctuary, Mt. Field Park & Curringa Farm 

ツアー料金：AUD＄289.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ①③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

農林省の勧告で、ボノロング･ワイルドライフ･コンサベーションセンターを訪れた方は全員、バイオセキュリティー上の理由によ

り、船に戻ったらすぐに履いていた靴を洗わなければなりません。この履物はクルーズ中に行われるニュージーランド税関およ

び農林検査の際に提示しなければなりません。 
 

 

ツアー番号： HBA-105 

リッチモンド、フロッグモア・クリークとワインテイスティング 
Richmond, Frogmore Creek Estate & Wine Tasting 

ツアー料金：AUD＄89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18歳未満の方はワインの試飲に参加できません。ワインテイスティング会場の途中に 20段ほどの階段があります。リッチモン

ドの町は石畳の道が多いので、歩行に不安のある方にはお勧めしません。このツアーは、金曜日・土曜日・日曜日には催行さ

れません。 

 

ツアー番号： HBA-290 

市内ドライブと王立植物園 
City Drive & Royal Botanical Garden 

ツアー料金：AUD＄89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑦  /車窓予定： ⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

王立植物園内は歩いて移動します。また、傾斜のある小道もあります。 
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ホバート（タスマニア） Hobart (Tasmania), Australia 

 

 
 

 

 

 

人気 

ツアー番号： HBA-215 

リッチモンドとボノロング･ワイルドライフ･サンクチュアリー 
Richmond & Bonorong Wildlife Sanctuary 

ツアー料金：AUD＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ①②  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 
＜注意事項＞ 

農林省の勧告で、ボノロング･ワイルドライフ･サンクチュアリーを訪れた方は全員、バイオセキュリティー上の理由により、船に

戻ったらすぐに履いていた靴を洗わなければなりません。この履物はクルーズ中に行われるニュージーランド税関および農林

検査の際に提示しなければなりません。 
 

 

世界遺産 

ツアー番号： HBA-110 

ポートアーサー史跡 
Port Arthur Historic Site 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ④  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 
＜注意事項＞ 

ポートアーサーまでは、約 1時間半のドライブです。 

 

世界遺産 

ツアー番号： HBA-111 

ポートアーサー史跡（車椅子常用者） 
Port Arthur Historic Site (Wheelchair Accessible) 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ④  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 
＜注意事項＞ 

HBA-110 と同じ内容のツアーです。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HBA-110で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の

情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。 

ポートアーサーまでは、約 1時間半のドライブです。 
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ホバート（タスマニア） Hobart (Tasmania), Australia 

 
 

ツアー番号：HBA-100 

ベスト･オブ･ホバート 
Best of Hobart 

ツアー料金：AUD＄289.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①②  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18 歳未満の方はワインの試飲に参加できません。農林省の勧告で、ボノロング･ワイルドライフ･コンサベーションセンターを訪

れた方は全員、バイオセキュリティー上の理由により、船に戻ったらすぐに履いていた靴を洗わなければなりません。この履物

はクルーズ中に行われるニュージーランド税関および農林検査の際に提示しなければなりません。 

 

 

 

ツアー番号：HBA-205 

市内ドライブ、ナリナ、アングルシーバラックス 
City Drive, Narryna, Anglesea Barracks 

ツアー料金：AUD＄119.95～ （子供料金有：12歳以下）  
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑧  /車窓予定： ⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 



10 

フィヨルドランド国立公園 ニュージーランド(シーニック･クルージング) 

Fiordland National Park, New Zealand (Scenic Cruising) 
ニュージーランド最大の国立公園は千年前に巨大な氷河が移動して、ニュージーランドの南島の海岸まで深い
フィヨルドが刻み込まれた結果でき上がりました。フィヨルドランド国立公園の中心にはミルフォード･サウンドが
存在しています。地表から 1.6 キロメートル近く聳え立つ絶壁が連なったミルフォード･サウンドはサザンアルプ
ス山脈の中心まで切り込んでいます。絶壁には雨林が張り付き、優美な滝が窪みに垂直に落ちています。高さ
のあるミトレピークは海峡の上流に聳えています。 
フィヨルドランド国立公園内のテ･アナウの町は、クイーンズタウンのリゾート、ワカティプ湖やマウントクック国立
公園など、南島に存在する自然の驚異へのゲートウェイにもなっています。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  クイーンズタウン Queenstown  

ワカティプ湖の岸辺のこのリゾートタウンは、パラセーリング、ジェットボートやバンジージャンプなどの冒険
旅行の地として有名です。 

 

○2  ワカティプ湖 Lake Wakatipu  

サザンアルプスの頂やリマーカブル山脈がニュージーランド最長の湖を取り囲んでいます。 
 

 

 

世界遺産 

ツアー番号：FJ1-800 

フィヨルドランド、クイーンズタウンとダニーデン･オーバーランド 

（２人部屋使用） 
Fiordland, Queenstown & Dunedin Overland (Double Occupancy) 

ツアー料金：AUD＄1099.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 36時間 
 

下車予定： ①② / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

予約後及びウェイティング登録後、クルーズの 45 日前を過ぎてからのキャンセルには払い戻し出来ません。クルーズの 45 日

前以降にキャンセルされた予約(Cruise Personalizer でキャンセルした場合など)はいかなる場合でも、船内精算書にキャンセ

ル料が請求されます。ウェイティング中のご予約は申し込み受付順に予約確定され、同じキャンセル条項が適用されます。 

最終のホテルやフライトの詳細はツアーの出発前に案内されますので、クルーズの 45日前までにご予約ください。 

 

＜ツアーに含まれるもの＞ 

･明記された観光およびガイド代 

･交通機関 

･明記されたホテル宿泊および食事代 

＜ツアーに含まれないもの＞ 

･ランドリーや電話代などの個人的な費用 

･オプショナル観光 

･ホテルのポーターおよびバスの運転手へのチップ代 

 

温暖な気候のため、ホテルのお部屋には空調設備はありません。 

このツアーの最少催行人員は 20 名です。 

ツアーの行程は施設やホテルの予約状況により変更になる場合があります。ホテルはクイーンズタウンのダウンタウンではあ

りません。 

（パスポート/査証必須） 
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フィヨルドランド国立公園 ニュージーランド Fiordland N.P. New Zealand (Scenic Cruising) 
 

 

世界遺産 

ツアー番号：FJ1-801 

フィヨルドランド、クイーンズタウンとダニーデン･オーバーランド 

（１人部屋使用） 
Fiordland, Queenstown & Dunedin Overland (Single Occupancy) 

ツアー料金：AUD＄1349.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 36時間 
 

下車予定： ①② / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

予約後及びウェイティング登録後、クルーズの 45 日前を過ぎてからのキャンセルには払い戻し出来ません。クルーズの 45 日

前以降にキャンセルされた予約(Cruise Personalizer でキャンセルした場合など)はいかなる場合でも、船内精算書にキャンセ

ル料が請求されます。ウェイティング中のご予約は申し込み受付順に予約確定され、同じキャンセル条項が適用されます。 

最終のホテルやフライトの詳細はツアーの出発前に案内されますので、クルーズの 45日前までにご予約ください。 

 

＜ツアーに含まれるもの＞ 

･明記された観光およびガイド代 

･交通機関 

･明記されたホテル宿泊および食事代 

＜ツアーに含まれないもの＞ 

･ランドリーや電話代などの個人的な費用 

･オプショナル観光 

･ホテルのポーターおよびバスの運転手へのチップ代 

 

温暖な気候のため、ホテルのお部屋には空調設備はありません。 

このツアーの最少催行人員は 20 名です。 

ツアーの行程は施設やホテルの予約状況により変更になる場合があります。ホテルはクイーンズタウンのダウンタウンではあ

りません。 

（パスポート/査証必須） 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン) ニュージーランド 

Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 
ニュージーランドの風光明媚な湾の高台に座したようなダニーデンは、スコットランド魂を持ったニュージーラン
ドの町です。「ニュージーランドのエジンバラ」と賞賛されるダニーデンは、その伝統を誇りに思っています。スコ
ットランドの有名な詩人ロバート･バーンズの像がダウンタウンに優雅さを加えており、ニュージーランドの唯一
のキルト･メーカーとウィスキー蒸留所が多くのバグパイプのバンドと共に、ダニーデンとスコットランドの結び付
きを今も保っています。また、この町は特徴ある建築物、文化的歴史、1860年代のゴールドラッシュの遺産を誇
りにしています。 
ダニーデンへのゲートウェイであるポート･チャーマーズは町の中心から 13 キロメートル程のところに位置して
います。ダニーデンの町は計画都市で、道路や郊外がオクタゴンを中心に広がっています。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  タイエリ峡谷鉄道 Taieri Gorge Railway  

壮観なタイエリ川峡谷を通る、開拓者や金鉱を探す人達が使用した伝説的路線を旅します。この 1870 年代
に遡る歴史的な鉄道は、鍛鉄製高架橋、トンネル、モダンな客車や年代物の客車が自慢です。プリンセス･ク
ルーズがチャーターした列車が船の脇から出発し、紅茶、昼食、清涼飲料水のサービスが含まれています。 

 

○2  ラーナック城 Larnach Castle  

見事な塔や美しいネオゴシック調の庭園を鑑賞します。ウィリアム･ラーナックによって最初の妻のために建
てられた家は 1800年代の豪壮な生活様式を保っています。 

 

○3  オルヴェストン邸 Olveston House 

ロンドンの建築家サー･エルネスト･ジョージ設計で、ダニーデンの輸入業者デービッド･セオミンのために
1904～06年に建築されました。35部屋の堂々とした英国王ジェームス一世時代風の大邸宅は、豪勢な時代
を今も物語っています。 

 

○4  オタゴ湾とオタゴ半島 Otago Harbour & Peninsula 

オタゴ半島は、この南の島で最も重要な野生動物の生息地の一つであり、自然のままの景観を保っていま
す。 

 

○5  スパイツ醸造所 Speights Brewery 

シティー･ライズの麓にあるラトリ･ストリートに、1876 年から変わらず存在するスパイツ醸造所は、ニュージー
ランドの人気ビール「プライド･オブ･ザ･サウス」を作っています。 

 

○6  植物園 Botanical Garden 

1863 年に開園した植物園は、バラ、カメリア、シャクナゲをはじめ、この地方固有の植物の展示を自慢として
います。同じ場所には温室庭園、鳥小屋、土産店があります。 

 

○7  オタゴ博物館 Otago Museum 

オタゴ博物館は 1868 年に開館し、それ以後何度も変化してきました。オタゴ最大の文化的、歴史的遺産の
施設で 200万を超える自然科学の標本や人類史上の遺物を収蔵しています。博物館はダニーデンで一番の
訪問客を誇っています。 

 

○8  ダニーデン鉄道駅 Dunedin Train Station 

ダニーデンの歴史的建造物の鉄道駅は凝ったビクトリア朝風のファサード、派手なタイル製の床、ガラスの
彫刻が呼び物です。 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン） ニュージーランド Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 
 

  
ツアー番号：PC3-245 

オタゴ･ワイルドライフ･クルーズ 
Otago Wildlife Cruise 

ツアー料金：AUD＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ④ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

適切な服装(ヒールが低いゴム底の靴と暖かい服)でご参加ください。双眼鏡は数に限りがありますが、他の方と共用で貸し出

されます。個人で双眼鏡をお持ちの方はご持参ください。 

ツアーボートまでは２７０メートルほど歩く必要があり、ボートに乗る際には数段の階段があります。 

このツアーは車椅子を使用の方には適していません。 

 
 
リピーター向け 
 
ツアー番号：PC3-465 

ネイチャーズ･ワンダーとオタゴ半島 
Nature’s Wonders & Otago Peninsula 

ツアー料金：AUD＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ④ / 車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアー中、トラクター、ボート、ホバークラフトを組み合わせたような水陸両用 8輪駆動車、アーゴ 8に乗ります。 

ネイチャーズ･ワンダーまでは、約 75分の景観ドライブとなります。 

キンメペンギン、コガタペンギンおよびウ科の水鳥の繁殖期は 9 月から 4月初めです。 

適切な服装（滑り難い底の靴と気温に適した衣服)でご参加ください。 

当ツアーの催⾏⽇は、クルーズの⽇程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認ください。 

 

 

ツアー番号：PC3-200 

市内ドライブ、オルヴェストン邸と植物園 
City Drive, Olveston House & Botanic Gardens 

ツアー料金：AUD＄89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ③⑥ / 車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

バスには空調設備がありません。オルヴェストン邸にはエレベーターがありません。車椅子ご使用の方は上階へ移動出来ま

せんので、上階の様子はＤＶＤをご覧ください。オルヴェストン邸の内部は写真撮影が禁止されています。 

 
 
ツアー番号：PC3-205 

市内ドライブとラーナック城 
City Drive & Larnach Castle 

ツアー料金：AUD＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ② / 車窓予定： ④⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バスには空調設備がありません。ラーナック城の内部は写真撮影が禁止されています。 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン） ニュージーランド Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 

 
 
ツアー番号：PC3-220 

オルヴェストン邸とラーナック城 
Olveston House & Larnach Castle 

ツアー料金：AUD＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ②③ / 車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

  

 

 
＜注意事項＞ 

オルヴェストン邸とラーナック城の内部は写真撮影が禁止されています。 

オルヴェストン邸にはエレベーターがありません。車椅子ご使用の方は上階へ移動出来ませんので、上階の様子はＤＶＤをご

覧ください。ラーナック城は車椅子の設備がなく、車椅子での地階と庭園へのアクセスに制限があります。 
 

 
 
ツアー番号：PC3-150 

ディスカバリー特選：オアマル&モエラキ・ボールダーズ 
A Discovery Exclusive - Oamaru & Moeraki Boulders 

ツアー料金：AUD＄239.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間半 
 

下車予定：  / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

天候や潮流によって、訪問順序が逆になる場合があります。 

モエラキ・ボールダーズまでは、片道約 15分のビーチ散策往復となります。 

ツアー中のお食事は自己負担となります。 

当ツアーの催⾏⽇は、クルーズの⽇程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認ください。 
 

 
 

ツアー番号：PC3-225 

タイエリ峡谷列車 
Taieri Gorge by Train 

ツアー料金：AUD＄329.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間半 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ⑧  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

ツアー参加者は鉄道に乗るために 45 メートルほど歩く必要があります。また、列車に乗る際には 4段の急な階段を上らなけれ

ばなりません。列車には空調設備がありません。 

 
 

ツアー番号：PC3-226 

タイエリ峡谷列車（車椅子常用者） 
Taieri Gorge by Train (Wheelchair Accessible) 

ツアー料金：AUD＄309.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間半 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ⑧  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

PC3-225 と同じ内容のツアーです。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PC3-225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。 

場合によっては、ツアーの最後にリフト付き車両が本船まで戻らないことがあります。その場合は、ダニーデン鉄道駅から車椅

子用リフト付きのタクシーが用意され、船まで戻ります。 

電動スクーターは油圧リフトを利用できません。リフトは全体での重さが 200キロまで、車椅子の最大幅は 75センチまで対応で

きます。 

ツアー参加者は鉄道に乗るために 45 メートルほど歩く必要があります。列車には空調設備がありません。 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン） ニュージーランド Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 

 
 

人気 

ツアー番号：PC3-100 

タイエリ峡谷列車とラーナック城 
Taieri Gorge by Train & Larnach Castle 

ツアー料金：AUD＄369.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ①②⑧ / 車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアー参加者は鉄道に乗るために 45 メートルほど歩く必要があります。また、列車に乗る際には 4段の急な階段を上らなけれ

ばなりません。列車およびバスには空調設備がありません。 

ラーナック城および城までのバスは車椅子が使用できません。車椅子を使用される方はツアー番号 PC3-226 のタイエリ峡谷

列車(車椅子常用者)にお申し込みください。ラーナック城の内部は写真撮影が禁止されています。 

 
 

人気 

ツアー番号：PC3-999 
少人数グループでのタイエリ峡谷列車とラーナック城 
Taieri Gorge by Train & Larnach Castle for Small Groups 

ツアー料金：AUD＄439.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ①②⑧ / 車窓予定： ④  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

ツアー参加者は鉄道に乗るために 45 メートルほど歩く必要があります。また、列車に乗る際には 4段の急な階段を上らなけれ

ばなりません。列車には空調設備がありません。 

ラーナック城および城までのバスは車椅子が使用できません。車椅子を使用される方はツアー番号 PC3-226 のタイエリ峡谷

列車(車椅子常用者)にお申し込みください。ラーナック城の内部は写真撮影が禁止されています。 

 
 

ツアー番号：PC3-915 
専用車で回る半日ダニーデン観光 乗用車クラス (ドライバーガイド付き) 
Dunedin by Private Vehicle-Car Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄649.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は空調付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

当ツアーの催⾏⽇は、クルーズの⽇程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認ください。 
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ポート･チャーマーズ(ダニーデン） ニュージーランド Port Chalmers (Dunedin), New Zealand 

 
 

ツアー番号：PC3-910 
専用車で回る半日ダニーデン観光 バンクラス (ドライバーガイド付き) 
Dunedin by Private Vehicle-Van Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄699.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は空調付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

当ツアーの催⾏⽇は、クルーズの⽇程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認ください。 

 
 

ツアー番号：PC3-905 
専用車で回る終日ダニーデン観光 乗用車クラス (ドライバーガイド付き) 
Dunedin by Private Vehicle-Car Class Full Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄999.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間  
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は空調付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

当ツアーの催⾏⽇は、クルーズの⽇程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認ください。 
 

 

ツアー番号：PC3-900 
専用車で回る終日ダニーデン観光 バンクラス (ドライバーガイド付き) 
Dunedin by Private Vehicle-Van Class Full Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄1199.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は空調付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

当ツアーの催⾏⽇は、クルーズの⽇程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認ください。 

 

ツアー番号：PC3-305 

スパイツ醸造所とパブの飲み歩き 
Speights Brewery & Pub Hop 

ツアー料金：AUD＄219.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ビールとワインは 18 歳未満のお客様にはお出しできません。買い物をされる場合は現金もしくはクレジットカードをお持ち下さ

い。お土産にご購入されたアルコール類は乗船口にて一度お預かりし、下船前日にご返却いたします。醸造所のツアーでは約

240段の階段を下ります。つま先が覆われた靴でご参加ください。 

当ツアーの催⾏⽇は、クルーズの⽇程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認ください。 
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アカロア ニュージーランド 

Akaroa, New Zealand 
アカロアはニュージーランドの南島の東海岸にある火山性のバンクス半島に位置し、紛れもないフランス風の
センスの良さが感じられる人気の観光地ですが、マオリにはこのバンクス半島誕生に関する伝説が残っていま
す。その昔、マオリの英雄マウイが、自分の子供達を食べると脅した巨人を退治するのに、山を巨人の上に積
み上げたのが半島の始まりだと伝えられています。 
フランス人捕鯨業者が地元マオリ人から、1838 年頃に購入したこの半島には、フランスとその後英国植民地と
してのニュージーランドの存在を示したワイタンギ条約を締結した英国人が定住しました。 
フランス語の名前の通りを歩けば、フランス料理レストランに導かれ、周囲は植民地風の建築物が点在し、ニュ
ージーランド唯一のフランス人が作った植民地として、アカロアの立場は紛れもないものです。アカロア湾は、
珍しいセッパリイルカなど多種多様な海洋生物の生息地であり、ここを訪れる観光客は人里離れたビーチや興
味深いブティックなどに魅せられています。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  トランツ・アルパイン急行列車 Tranz Alpine Express 

世界で最も素晴らしい鉄道の旅の一つに数えられ、19のトンネルや 4つの橋、植物が生い茂った広々とした
平野、青々としたブナ林、岩だらけの川谷や聳え立つサザンアルプスが見られます。 

 

○2  アーサーズ･パス Arthur’s Pass  

驚くような山岳の手付かずの土地にその名を留めるアーサーズ･パス国立公園は、サザンアルプスで最も高
い峠で、道路やトランツ・アルパイン鉄道で行ける人気の観光スポットとなっています。 

 

○3  国際南極センター International Antarctic Centre 

興味深い展示物、マイナス 5度に冷やされた極地の部屋、本物のようなブリザードが体験出来る部屋、4Dオ
ーディオビジュアル体験、ペンギンとの出会いなどによって対話型の展示方法で南極体験が出来ます。 

 

○4  カンタベリー平原 Canterbury Plains 

植物が生い茂った穀倉地帯には、緑色のキラキラ光る色調の中、パッチワーク･キルトのような耕地が広が
っています。遠くには、頂を雪に覆われたサザンアルプスが魅力的な驚きを与えてくれます。 

 

○5  ワイマカリリ川 Waimakariri River 

南東方向に流れ、ワイマカリリ峡谷と呼ばれる狭い渓谷を通り過ぎ、ゆっくりとカンタベリー平原を曲がりくね
りながら流れるこの川は太平洋に流れ込みます。 

 

○6  ザ･ジャイアンツ･ハウス The Giant’s House 

元はリントンと呼ばれていた「ザ･ジャイアンツ･ハウス」は人里離れた渓谷にあり、アカロアの歴史のユニーク
な一部を成しています。1880年にアカロア最初の銀行支店長によって、この地で取れた木材で建てられた壮
大な屋敷は、カラフルで、植物が生い茂り、ロマンチックで楽しさや驚きが寄せ集められた彫刻庭園の中に
建っています。 

 

○7  セッパリイルカ Hector’s dolphins 

セッパリイルカは世界で一番小さい海洋性のイルカの一種でニュージーランドの海でのみ見られ、全長 1.5 メ
ートル以上にはなりません。 

 

○8  アカロア Akaroa 

フランスとイギリスの影響を受けた古風なこの町は、古代からある火山地帯の中心に位置しています。ここで
は植民地時代の建築物やギャラリー、カフェや素晴らしい海岸の景色が楽しめます。 
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アカロア ニュージーランド Akaroa, New Zealand 

 
 
 
 

  
ツアー番号：AK1-710 

アカロア湾イルカと一緒にスイミング 
Akaroa Harbour Swim with Dolphins 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： / 車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

野生のイルカは必ずしも見られる保証はありません。イルカと一緒のスイミングが中止になった場合には、ツアー運行会社か

ら現地通貨で代金の一部が払い戻しされます。このツアーは 8歳未満のお子様は参加できません。水中では 12歳までのお子

様は保護者同伴が条件となります。スイミングはプールではなく開放された海水エリアで行われます。参加者にはイルカにつ

いての資料、記念はがき、参加証明書が付いています。水着、タオル、着替えをお持ちください。ツアーの最後には温かいシャ

ワーが利用できます。ウェットスーツ、マスク、シュノーケルは含まれています。昼食代やお買物のために現金またはクレジット

カードをお持ちください。 

（年齢制限 8歳以上） 

 
  
ツアー番号：AK1-515 

４WDで回るカンタベリー･ハイカントリー 
Canterbury High Country by 4WD 

ツアー料金：AUD＄469.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

頑丈なウォーキング･シューズとその日の天候に合わせた服装でご参加ください。ウィンドブレーカーまたは薄手のジャケットを

お持ちください。ツアーの行程は入れ替わる場合があります。 

 

 

ツアー番号：AK1-185 
クライストチャーチ自由散策 

Christchurch On Your Own 

ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約７時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

アカロアとクライストチャーチ間のドライブは片道約 1時間 45分ですが、交通事情によりｌｐまたｒｊます。 

市中心地域は、地震の影響により閉館・封鎖されている場合がございます。 
 

 
 

 
 

 
ツアー番号：AK1-240 

アカロア湾クルーズ 
Wildlife Cruise 

ツアー料金：AUD＄149.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： / 車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

低 
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アカロア ニュージーランド Akaroa, New Zealand 

 
 
ツアー番号：AK1-280 

南極センターと王立植物園 
Antarctic Centre & Botanic Gardens 

ツアー料金：AUD＄209.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約７時間半 
 

下車予定： ③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

全地形走行車は、妊娠している方や腰痛がある方にはおすすめできません。植物園ではガイドなしで、自由にご覧頂きます。

南極センターと植物園では休憩時間がたくさんあります。モーニングティー、昼食、買物などのために現金またはクレジットカー

ドをご持参ください。 

ツアーの行程は入れ替わる場合があります。 

アカロアとクライストチャーチ間のドライブは片道約 1時間 45分のドライブです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ツアー番号：AK1-215 

ダブルデッカーバスで回るアカロア 
Scenic Akaroa by Double Decker Bus 

ツアー料金： AUD＄64.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
ツアー番号：AK1-245 

アカロア湾自然クルーズ 
Akaroa Harbour Nature Cruise 

ツアー料金： AUD＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約１時間半 
 

下車予定： / 車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

野生のイルカとコガタペンギンは頻繁に見られますが、必ず見られるという保証はありません。イルカと一緒に泳ぐツアーでは

ありません。昼食や買物のために現金またはクレジットカードをご持参ください。 
 

 
ツアー番号：AK1-210 

バンクス半島と市内ドライブ 
Banks Peninsula & City Drive 

ツアー料金： AUD＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

お買物をされる方は現地通貨をお持ちください。履き慣れた靴でご参加ください。見学順序は入れ替わる場合があります。 
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アカロア ニュージーランド Akaroa, New Zealand 

 

 
 

 

人気 

ツアー番号：AK1-110 

南アルプス体験 
Southern Alps Experience 

ツアー料金：AUD＄479.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ②④⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは片道 2 時間のトランツ・アルパイン号(若干の観光アナウンスあり)と、残りの片道 5 時間のバス(ドライバー･ガイド

による観光アナウンスあり)となります。 

アーサーズ･パスは天候が変わりやすいのでご留意ください。 

車椅子を使用される方は、列車には車椅子が収容出来ないことをご了承のうえ、お申込みください。 
 

 
 

 

ツアー番号：AK1-200 

アカロア、ジャイアンツ・ハウスとカンタベリー･ファーム 
Akaroa, Giants House & Canterbury Farm 

ツアー料金： AUD＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ⑥⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

ザ･ジャイアンツ･ハウスの庭園には数段の階段があります。 

 
ツアー番号：AK1-225 

パウア・ベイ農園 
Paua Bay Farm 

ツアー料金： AUD＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： / 車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

農場には起伏のある場所があります。 
 

 
ツアー番号：AK1-125 

カンタベリー駅、サンデー山とロード・オブ・ザ・リングロケ地 
Canterbury Station, Mt. Sunday & Lord of the Rings Sights 

ツアー料金： AUD＄369.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ④ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

自然保護の条例により、撮影現場はセットなどがすべて取り払われています。 

ポッツ山駅までは片道約 3時間です。 

平らで履き慣れた靴を着用ください。防水ジャケットやサングラス、日焼け止めをお持ちください。 

特別食をご希望の方は、ツアー開始 48時間前までにショアエクスカーションデスクへご連絡下さい。 
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ピクトン ニュージーランド 

Picton, New Zealand 
 
クイーン・シャーロット・サウンドの突端に位置するピクトンは、南島の有名なマールボロ地方への玄関口です。
昔から、緑豊かな農地や大牧羊場などで良く知られていたこの地方は、新しい農作物であるワインのおかげで
国際的な注目を集めるようになりました。1985 年にクラウディーベイ・ソーヴィニョン・ブランの出荷後、世界の
ワイン地図にニュージーランドが加わるようになり、南半球におけるワイン製造の勢力図に変化をもたらしまし
た。今日、マールボロ地方は印象的な海や景色、魅惑的なワイン・カントリー、高級レストラン、ニュージーランド
有数の庭園などを誇っています。 
この地域は軍事的な名称が多く、この場所も初代マールボロ公爵に因んで名付けられていますし、最大の町ブ
レナムは彼の最も有名な戦いに由来しています。ピクトンは名高い初代ウェリントン公爵のサー･トーマス・ピク
トンに由来しています。 
 
 

＜見どころ＞ 
 

○1  マールボロ･ワイナリー Marlborough Wineries 

マールボロ産のワインによって、ニュージーランドは、ワインの生産地としての知名度を上げました。 
 
 

○2  クイーン・シャーロット・サウンド Queen Charlotte Sound 

ターコイズブルーやエメラルド色この入り江には、アザラシや海鳥の他、マイルカ、バンドウイルカ、セッパリ 
イルカなどのイルカ類などをひきつけます。 

 

○3  ロックマーラ・ロッジ Lochmara Lodge 

このロッジは、野生生物リカバリーセンターやギャラリー、彫刻遊歩道が併設されたアートセンターになって 
います。 

 

○4  オマカ･アヴィエーション･ヘリテージ･センター Omaka Aviation Heritage Center 

第一次世界大戦時代の航空機の、世界最大の個人コレクションが展示されています。 
 

○5  ペロルス・サウンド Pelorous Sound 

マールボロ・サウンドにある 2つの主要な入江のうちの 1つです。名誉ある軍の英雄の名を残すことを好 
むことから、ハブロックはインド暴動の英雄であるサー・ヘンリー・ハブロックから名前が付けられています。 

 

○6  マカナ・コンフェクション Makana Confections 

このお菓子屋のクラシックなチョコレートトリュフやマカデミアナッツ入りキャンディーは、世界中から注目さ 
れています。 

 

○7  アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventure 

マールボロ・サウンドの複雑に入り組んだ入り江はニュージーランド第 5番目の海岸線を作り上げ、カヤック 
での探訪には最適なスポットです。素晴らしいクイーン・シャーロット・トラックはニュージーランドでも人気の 
高い遊歩道の一つです。 
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ピクトン ニュージーランド Picton, New Zealand 

 

 

 
 

ツアー番号：PCN-385 
クイーン・シャーロット・トラックのハイキングとクルージング 

Walk The Queen Charlotte Track & Scenic Cruise 

ツアー料金：AUD＄169.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は 30メートルの勾配を上り、凸凹した地面をハイキングしますので、健康な方がご参加ください。雨が降った場合は、濡

れて泥道になる場合があります。丈夫で履き慣れたウォーキングシューズと天候の変化に対応した服装でご参加ください。レイ

ンジャケットをお持ちください。ツアーはピクトンの町で終了します。船へは無料シャトルバスをお好きな時間にご利用ください。 

最近病気をされた方の参加はご遠慮ください。 

（年齢制限 80歳以下、体重制限 99キロ以下） 
 

 

ツアー番号：PCN-410 

クイーン･シャーロット・サウンドのシーカヤック 
Queen Charlotte Sound By Sea Kayak  

ツアー料金：AUD＄249.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 

 

下車予定： ⑦ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 

カヤックの経験は問いませんが、2 時間ほどパドルを漕ぎ、時には風の中を精力的に進みますので、かなりの体力と運動能力

を必要とします。かなりの運動量が要求されますので、このツアーは身体能力の弱い方には適しておりません。 

一日を楽しいものにするために、歩きやすく濡れても構わない平底の靴を履き、ご希望なら水着の上に着心地の良いスポーツ

シャツや動き易い服装でご参加ください。タオル、日焼け止め、帽子、サングラス、ペットボトルの水をお持ちください。着替えが

あればさらに良いでしょう。 

使用するカヤックは 2名乗りシーカヤックで、カヤックシートの最大幅は 46センチです。 

（年齢制限 10歳以上） 
 

 

ツアー番号：PCN-235 

カイププ・サンクチュアリーとクルージング 
Kaipupu Sanctuary & Scenic Cruise 

ツアー料金：AUD＄159.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定：  / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

凸凹した傾斜のある低木地を歩ける活動的な方にお勧めします。歩きやすい平底の靴と天候に適した服装でご参加ください。

帽子、日焼け止め、ペットボトルの水をお持ちください。買い物のためクレジットカードまたは現地通貨をお持ちください。ツアー

はピクトンの町で終了します。船へは無料のシャトルバスをお好きな時間にご利用ください。 
 

 

ツアー番号：PCN-245 

クイーン･シャーロット・サウンドのクルージング 
Scenic Cruising On Queen Charlotte Sounds 

ツアー料金：AUD＄79.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

買い物のためにクレジットカードまたは現地通貨をお持ちください。 
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ピクトン ニュージーランド Picton, New Zealand 

 
 

ツアー番号：PCN-999 

少人数でのオマカ･アヴィエーション、モア･ビール蒸留所とチョコレート 
Omaka Aviation, Moa Brewery & Chocolates for Small Groups 

ツアー料金：AUD＄199.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 45分 
 

下車予定： ④⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18 歳未満のお客様はビールの試飲に参加できません。買い物のためクレジットカードまたは現地通貨をお持ちください。購入

されたワインは船の乗下船口にてお預かりし安全に保管され、下船前日にご返却します。 

マカナチョコレート工場は祝日はお休みですが、ツアー中、チョコレートの試食はあります。 

 
 

ツアー番号：PCN-310 

マールボロのワイナリーを訪ねて 
The Wines Of Marlborough 

ツアー料金：AUD＄219.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑥ / 車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18 歳未満のお客様はワインの試飲に参加できません。買い物のためにクレジットカードまたは現地通貨をお持ちください。購

入されたワインは船の乗下船口にてお預かりをし安全に保管され、下船前日にご返却します。 
 

 
 

ツアー番号：PCN-200 
オマカ・アヴィエーション、モア蒸留所とチョコレート 
Omaka Aviation, Moa Brewery & Chocolates 

ツアー料金：AUD＄219.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 45分 
 

下車予定： ④⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18 歳未満のお客様はビールの試飲に参加できません。買い物のためにクレジットカードまたは現地通貨をお持ちください。購

入されたワインは船の下船口にてお預かりをし安全に保管され、下船前日にご返却します。 

マカナチョコレート工場は祝日はお休みですが、ツアー中、チョコレートの試食はあります。 

 
 

ツアー番号：PCN-240 

ミドリイガイとクルーズ 
Greenshell Mussel Cruise 

ツアー料金：AUD＄259.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18 歳未満のお客様はワインの試飲に参加できません。ミドリイガイ(二枚貝)が食べられない方には新鮮なパンとオリーブオイ

ルをご用意します。船上での買い物に現地通貨をご用意ください。 
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ネーピア ニュージーランド 
Napier, New Zealand 
 
ネーピアとホークス・ベイは、ニュージーランドで最高の保養地になっています。ニュージーランドで最も古くから
ワインが育てられているこの地方は、島の北部の東海岸沿いに位置しており、素晴らしい地中海性気候と黄金
の砂浜に恵まれています。近年、ホークス・ベイは最高級のオリーブオイルとチーズの主要な生産地となってい
ます。野生動物や鳥類が好きな方は、ホークス・ベイ南部にあるケープ・キッドナッパーズがおすすめです。こ
の岬には世界最大級のカツオドリのコロニーがあります。 
1937 年には、ネーピアをマグニチュード 7.8 の地震が襲いました。町は自力で再建し、今日ネーピアは数々の
優れたアール・デコ様式のコレクションから「アール・デコ・シティ」として名高いです。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  アール・デコ・シティツアー Art Deco City Tour 

“アール・デコ・シティ”として有名なネーピアの街をゆっくりと散歩をしたり、アンティーク車に乗ってみたり、デ
コバスに乗ってみたり。ホークス湾で宝石と称される建築の数々をご覧ください 

 

○2  ワインテイスティング Wine Tasting 

ニュージーランドで最も歴史のあるワインの生産地域であるホークス湾には、140を越えるブドウ畑と 70を超
えるワイナリーがあります。試飲室を訪れ、ワインツアーに参加すれば、素晴らしい光景を臨みながらワイン
の知識が広がります。 
 

○3  ケープ・キッドナッパーズ Cape Kidnappers 

この岬には、トップランクのゴルフコースや素晴らしいオーシャンビューの他、地質学的に特徴のある断崖の
地形があります。また、世界最大規模のカツオドリの生息地であり保護区となっています。 

 

○4  テ・マタ・ピーク Te Mata Peak 

海抜 390 メートル以上にも渡って雄大に隆起したテ・マタは、パラグライダーやハングライダー、ハイキング、
マウンテンバイクなどで人気のスポットです。 

 

○5  国立水族館 National Aquarium 

海洋生物の展示はニュージーランド最大級で、サメやアカエイ、ハリセンボン、ウナギ、フエダイなどが揃う素
晴らしい海洋水族館です。海の生き物に直接触れられるプールや、ニュージーランドの環境に関する展示も
あります。 

○6  シルキー・オーク・チョコレートカンパニーとサンズアップフルーツワールド  

Silky Oaks Chocolate Company & Sunzup Fruit World 

シルキー・オークは、ココアバターの高い割合のクーベルチュール・チョコレートを使用した、手作りのチョコ 
レート専門店です。チョコレートの製造過程の見学や、ハンドメイドチョコレートの試食、チョコレート博物館の 
ツアーがあります。サンズアップフルーツワールドは家族経営の果樹園で、賞を受賞したリンゴなど、核果を
生産しています。トラクターで引かれるワゴンに乗り、果樹園のツアーに出かけましょう。 

 

○7  モハカ川 Mohaka River 

モハカ川はアヒマナワ山脈からホークス・ベイにかけて流れています。川は絶景の渓谷と深く結びついており、
約 37キロメートルの最下部は最終氷期中に形成されました。マオリ族の言葉で「ダンスをする場所」を意味し
ています。この名はマオリ族の祖先の地とされるハワイキからもたらされたものと信じられています。 

 

○8  ミッション・エステート・ワイナリー Mission Estate Winely 

ミッション・エステート・ワイナリーは、洪水から地震まであらゆることから耐え抜いたという歴史があります。
建物を 11に分解して、牽引機で現在のタラデールまで移築されました。その間はホークス・ベイでブドウの植
樹と栽培が行われていました。 
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ネーピア ニュージーランド Napier, New Zealand 

 

ツアー番号：NPE-415 

ケープ・キッドナッパーズと４WDサファリ 
Cape Kidnappers 4WD Safari 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ③ / 車窓予定： ①  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

当日の天候に適した服装でご参加ください。歩きやすい頑丈な靴を着用し、帽子と上着、日焼け止めをお持ちください。 

 
 

ツアー番号：NPE-505 

モハカ川でボート体験 

Mohaka River Float Trip 

ツアー料金：AUD＄269.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

送迎車両に空調は付いていません。濡れてもいいような服装の下に水着を着用し、タオルをお持ちください。水着の上からウェ

ットスーツの着用を求められる場合があります。必要であればフリースのトップスとスプラッシュジャケットが利用できます。 

（年齢制限 5歳以上） 

 

 

ツアー番号：NPE-290 

市内ドライブ 
City Drive 

ツアー料金：AUD＄34.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 1時間 
 

下車予定： /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

ツアーの終了間際まで市内に残って観光や買い物をされる場合は、港まで戻るシャトルバスの時間や場所を各自でご確認下

さい。 

 
 

ツアー番号：NPE-235 

ホークス・ベイ急行 
Hawke’s Bay Express 

ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 1時間 15分 
 

下車予定： ① / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

鉄道の車両にはエアコンはついていませんが、大きな開閉式の窓がついています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://book.princess.com/cruisepersonalizer/shorex/exDetails.page?tourCode=SYD-920&portid=SYD&portdate=01112013
https://book.princess.com/cruisepersonalizer/shorex/exDetails.page?tourCode=SYD-920&portid=SYD&portdate=01112013
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ネーピア ニュージーランド Napier, New Zealand 
 

 

ツアー番号：NPE-215 

水族館、アール・デコ・トラストとネーピア旧刑務所 

Aquarium, Art Deco Trust & Napier’s Old Prison 

ツアー料金：AUD＄154.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

当日の天候にあった服装でご参加ください。現地ではニュージーランドドル、主要なクレジットカードでの支払いが可能です。 

 
 

新設定 

ツアー番号：NPE-355 

ディスカバリー特選：マオリの祖先を知る 

A Discovery Exclusive - In-Depth Insight into Maori Ancestors 

ツアー料金：AUD＄379.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定：  / 車窓予定：   

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
 

 

ツアー番号：NPE-291 

市内ドライブ（車椅子常用者） 

City Drive (Wheelchair Accessible) 
ツアー料金：AUD＄34.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約１時間 
 

下車予定： / 車窓予定： ①  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

NPE-290 と同じ内容のツアーです。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NPE-290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。 

車椅子の最大幅は 80センチ、リフトは全体での重さが 300キロまで対応できます。訪問順序は変更の可能性がございます。 

 

 
 

ツアー番号：NPE-380 

市内ウォーキングとアール・デコ・トラスト 

City Walk & Art Deco Trust 
ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーで歩く場所は長くて約１時間です。歩きやすい服装で、頑丈なウォーキングシューズ、その日の天候にあった服装で

ご参加ください。帽子と、お買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。 

 

 

 

 

 



27 

ネーピア ニュージーランド Napier, New Zealand 

 
 

ツアー番号：NPE-300 

景観ドライブ、パーネル・フルーツとシルキー・オーク・チョコレート 

Scenic Drive, Pernel Fruit & Silky Oaks Chocolate 
ツアー料金：AUD＄124.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ④⑥ / 車窓予定： ①  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

当日の天候にあった服装でご参加ください。帽子、上着、日焼け止めをお持ちください。お買物のために現金またはクレジット

カードをお持ちください。 

 
 

人気 

ツアー番号：NPE-200 

ホークス・ベイ・ワインカントリー 
Howke’s Bay Wine Country 

ツアー料金：AUD＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ②  / 車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞  

ワインの試飲には18歳以上のみ参加できます。お買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。上陸地で購入し

たワインは船の乗下船口で回収され、安全に保管の上、クルーズの最終日にお客様の手元にお返しされます。 

 
 

プレミアム 

ツアー番号：NPE-250 

カントリーサイドと民家訪問 
Countryside & Private Home Visit 

ツアー料金：AUD＄149.95～ （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：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

飲酒は 18 歳以上から可能です。お買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。上陸地で購入したワインは船

の乗下船口で回収され、安全に保管の上、クルーズの最終日にお客様の手元にお返しされます。 

 

https://book.princess.com/cruisepersonalizer/shorex/exDetails.page?tourCode=SYD-920&portid=SYD&portdate=01112013
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タウランガ ニュージーランド 

Tauranga, New Zealand 
ニュージーランドの自然の恵みは常にベイ･オブ･プレンティで見ることができます。1769年、この地の裕福な 
マオリ族の村々のおかげで、自分の船を食糧で一杯にすることが出来たジェームス･クック船長がこの湾を 
ベイ･オブ･プレンティと名付けました。タウランガは、賑やかな港、農業と木材の中心地、そして人気のシーサイ
ド･リゾートとなっています。タウランガは、また、マオリ文化の中心地で、地熱で知られるロトルアへのゲートウ
ェイでもあります。タウランガから車で 90分の距離にあるロトルアはニュージーランドの主要観光地です。 
船は、湾から 230メートルの高さに聳えるマウンガヌイ山のふもとに停泊します。湾の対岸には、オモコロアとパ
ホイアのタイダル･ビーチの眺めの美しいビーチがあります。この地域では、美しいビーチ、大物釣り、温泉、シ
ーサイド･リゾートが楽しめます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  タマキ･マオリ村 (マオリ･コンサートとハンギ) Tamaki Maori Village (Maori Concert & Hangi)  

ニュージーランドの観光賞を受賞したタマキ･マオリ村は、マオリ族の遺産や文化的伝統について楽しく学べ
る場所です。マオリの歌、ダンス、伝統的な料理などが体験できます。 

 

○2  ロトルア Rotorua 

自然の美が残るロトルアはニュージーランドの地熱活動が最も活発な場所で、16 ヶ所の湖があります。 
 

○3  テ･プイア地熱保護区 Te Puia Thermal Reserve 

再現された初期のマオリ村、見事なポフツ間欠泉、高温の泥池、国立の彫刻･織物学校があるテ･プイア地
熱保護区でマオリ文化について学びましょう。 

 

○4  レインボー･スプリングス Rainbow Springs 

9 万平方メートル弱の広さを持つレインボー･スプリングスは自然を愛する人には見逃せない美しい場所です。
マスの池を観察し、135種類の自生樹木やニュージーランドの国章ともなっているキウイなどの風変わりな在
来種の鳥が観察できます。 

 

○5  スカイライン･スカイライズ Skyline Skyrides 

ロトルアのスカイライン･スカイライズは家族が日帰り小旅行で行くには最適な場所です。スリリングなゴンド
ラでノンゴタハ山の斜面を上り、高速リュージュを体験し、息を呑むような 360度の景色を楽しんでください。 

 

○6  ワイオタプ Waiotapu 

マオリ語で「神聖な鉱水」を意味するこの場所は、ニュージーランドのタウポ火山地帯の中にある活動中の地
熱地区です。この驚異的な地熱地帯には、息をのむような噴き上げる間欠泉、泡立つ泥池、鉱物段丘、高温
の火山湖などがあります。 

 

○7  アグロドーム Agrodome 

160 万平方メートルの広さを持つこのユニークな羊と牛の飼育場で、農家の目を通してニュージーランドを眺
めてみましょう。牧羊犬の様子や羊の毛刈りショー見学、19 品種の羊たちを観察、そして敷地内のショップで
はウール製品を販売しています。 

 

○8  ポリネシアン･スパ Polynesian Spa 

ニュージーランド有数のスパ、ポリネシアン･スパは多くの贅沢なスパとマッサージ･セラピーが自慢です。ロト
ルア湖の素晴らしい景色を眺め、4つの温泉プールでリラックスしてください。 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 
 

 
 

ツアー番号：TRG-425 

スカイライン･スカイライドとリュージュ 
Skyline Skyride & Luge 

ツアー料金：AUD＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

リュージュに乗るには、健康状態が良好で、乗り物酔いがなく、背中や身体に支障のない方に限ります。また、妊娠中の方は

参加できません。衣服、長い髪、個人の持ち物が被害を受けたり紛失したりしないようご注意ください。グループで競争したり、

ぶつけたり、スリップさせるなどの行為は禁止されています。乗車前にご利用方法と安全に関する説明が行われます。昼食は

各自となりますが、スカイライン･スカイライズ･ゴンドラ･ケーブルウェイで購入できます。 

（年齢制限 6歳以上、身長 106センチ以上） 

 
 
ツアー番号：TRG-745 

ロトイティ湖のカヤックと地熱プール 
Lake Rotoiti Kayak & Thermal Pool 

ツアー料金：AUD＄269.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

  

 
＜注意事項＞ 

身長や体重の制限はありませんが、健康な方がご参加ください。 

カヤックの経験は問いませんが、2 時間ほどパドルを漕ぎ、時には風の中を精力的に進みますので、かなりの体力と運動能力

を必要とします。かなりの運動量が要求されますので、このツアーは身体能力の弱い方には適しておりません。 

一日を楽しいものにするために、歩きやすく濡れても構わない平底の靴を履き、ご希望なら水着の上に着心地の良いスポーツ

シャツや動き易い服装でご参加ください。タオル、日焼け止め、帽子、サングラス、ペットボトルの水をお持ちください。着替えが

あればさらに良いでしょう。カヤックには短パンをお勧めしますが、ジーンズは不向きです。二人乗りカヤックを使用します。ツ

アーの時間配分は参加人のレベルによります。 

（年齢制限 8歳以上） 

 

 

プレミアム 
ツアー番号：TRG-150 

ロトルアとポリネシアンスパ体験 
Rotorua & Polynesian Spa Experience 

ツアー料金：AUD＄399.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間半 
 

下車予定： ③⑧ / 車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

ポリネシアンスパでは温泉施設への入場料のみ含まれます。 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 

 

 

ツアー番号：TRG-200  

マオリ文化ハイライト 
Maori Cultural Highlights 

ツアー料金：AUD＄129.95～ （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：  

健脚レベル その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

ツアーの順序は変更になる場合があります。 

写真撮影が禁止されている場所もあります。マオリ族の儀式中は帽子を取って頂きます。 
 
 
ツアー番号：TRG-210 

タウランガドライブ、エルムス･ミッション･ステーションとキウイ・カントリー 
Tauranga Drive, Elms Mission Station & Kiwi Country 

ツアー料金：AUD＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

エルムス･ミッション･ステーション内は写真撮影が禁止されています。ツアーの順序は変更になる場合があります。 
 

 
 

ツアー番号：TRG-100 

テ･プイア地熱保護区、マオリ芸術とアグロドーム 
Te Puia Thermal Reserve, Maori Arts & Agrodome 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ③⑦ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

地熱保護区では約 600 メートルの歩行路を歩きます。地熱地区全体では、硫化水素の臭いが満ちています。 

写真撮影が禁止されている場所もあります。適切な服装でご参加ください。 

 
 

ツアー番号：TRG-155  

ディスカバリー特選：変化の潮流 
A Discovery Exclusive - The Tides of Change 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間半 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

ツアーの順序は変更になる場合があります。 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 

 
 

人気 

ツアー番号：TRG-105 

ワイオタプ渓谷とレインボー･スプリングス 
Wai-o-tapu Valley & Rainbow Springs 

ツアー料金：AUD＄259.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ④⑥ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

地熱地区全体では、硫化水素の臭いが満ちています。写真撮影が禁止されている場所もあります。マオリ族の儀式中は帽子

を取って頂きます。履き慣れた靴でご参加ください。 
   
 

プレミアム 

ツアー番号：TRG-120 

マオリの遺産：タラウェラ湖と地熱村 
Maori Heritage: Lake Tarawera & Geothermal Villages 

ツアー料金：AUD＄299.95～ （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： ② 

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

履きなれた靴と適切な服装でご参加ください。訪問順序が変わる場合があります。 
 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：TRG-110 

ワイマング火山渓谷とレインボー･スプリングス 
Waimangu Volcanic Valley & Rainbow Springs 

ツアー料金：AUD＄319.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ④ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

地熱地区全体では、硫化水素の臭いが満ちています。履き慣れた靴でご参加ください。ワイマング火山渓谷の中には、合計で

約 60段の階段があります。 
 

 
 

ツアー番号：TRG-999 

テ･プイア地熱保護区、マオリの芸術とアグロドーム（少人数） 
Te Puia Thermal Reserve, Maori Arts & Agrodome for Small groups 

ツアー料金：AUD＄479.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間  
 

下車予定： ③⑦ / 車窓予定： ②  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

地熱保護区では約 600 メートルの歩行路を歩きます。地熱地区全体では、硫化水素の臭いが満ちています。写真撮影が禁止

されている場所もあります。適切な服装でご参加ください。 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 

 
 

ツアー番号：TRG-915 
専用車で回る半日タウランガ観光 乗用車クラス (ドライバーガイド付き) 
Tauranga by Private Vehicle-Car Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄849.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は空調付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
 

 
 

 

ツアー番号：TRG-910 
専用車で回る半日タウランガ観光 バンクラス (ドライバーガイド付き) 
Tauranga by Private Vehicle-Van Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄949.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は空調付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
 

 
 
ツアー番号：TRG-905 
専用車で回る終日タウランガ観光 乗用車クラス (ドライバーガイド付き) 
Tauranga by Private Vehicle-Car Class Full Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄1549.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間  
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は空調付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
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タウランガ ニュージーランド Tauranga, New Zealand 

 
 

ツアー番号：TRG-900 
専用車で回る終日タウランガ観光 バンクラス (ドライバーガイド付き) 
Tauranga by Private Vehicle-Van Class Full Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄1699.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間  
 

下車予定：  / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は空調付きです。専用車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
 

 

  
ツアー番号：TRG-225 

ホビット映画舞台 
Hobbiton Movie Set 

ツアー料金：AUD＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

船からホビット映画舞台までは片道約 60分のドライブです。 

 
 
ツアー番号 TRG-295 

タマキ･マオリ村 
Tamaki Maori Village 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

船からタマキ･マオリ村までは片道約 90分のドライブです。タマキ･マオリ村では写真とビデオ撮影が可能です。 

 
 
ツアー番号：TRG-101 

テ･プイア地熱保護区、マオリ芸術とアグロドーム（車椅子常用者） 
Te Puia Thermal Reserve, Maori Arts & Agrodome (Wheelchair Accessible) 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 
 

下車予定： ③⑦ / 車窓予定： ②  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

TRG-100 と同じ内容のツアーです。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TRG-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。 

車椅子の最大幅は 70センチ、リフトは全体での重さが 250キロまで対応できます。 

セーターをお持ちください。地熱保護区では約 600 メートルの歩行路があります。地熱地区全体では、硫化水素の臭いが満ち

ています。写真撮影が禁止されている場所もあります。適切な服装でご参加ください。 
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ウェリントン ニュージーランド 

Wellington, New Zealand 
ニュージーランドの首都ウェリントンは、森林に覆われた半島、印象的な崖側に建つ家並み、素晴らしいビクト
リア調の建物などが魅力的な街です。ロンドンに拠点を置くニュージーランド会社によって、1840 年に入植地と
なった、「素晴らしい、風の強い、ウェリントン」には、幅狭いクック海峡を通って来た身の引き締まるような風が
しばしば吹き付けます。博物館、曲がりくねった道路、そしてケーブルカーが、洗練された大都市ウェリントンの
自慢です。多くの旅行者がサンフランシスコと比較するのも頷けます。 
急な坂道にもかかわらず、徒歩で簡単に散策でき、街の中心部から、ケルバーン･ケーブルカー、階段、細道に
よって斜面を登ってゆけます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ウェリントン植物園/レディー･ノーウッド･ローズ･ガーデン  Wellington Botanic Garden / Lady Norwood Rose Garden  

ウェリントン植物園は、24 万平方メートルの敷地に、保護された自然林、針葉樹、3 千本のバラで満たされた
素晴らしいレディー･ノーウッド･ローズ･ガーデンを含む、特別な花のコレクションを特徴としています。 

 

○2  ケーブルカー Cable Car  

1902年に建設されたこの歴史的な乗り物は、街の中心部から約 120メートルの高低差を上ってゆき、頂上か
らの景色はとても素晴らしいものです。そこから植物園、カーター天文台、ケーブルカー博物館までは歩いて
すぐです。 

 

○3  テ･パパ博物館 Te Papa Museum 

ニュージーランドの国立博物館で、マオリ族を中心にこの国の文化および環境をテーマにしています。450 キ
ログラムを超える世界一重い巨大イカなど、興味深い展示があります。 

 

○4  ワイララパ地方 Wairarapa 

「きらめく水の地」と古代マオリ族に呼ばれていたこの美しい田園地帯は、豊かな湖、湾、川があるだけでなく、
ニュージーランドのワイン･トレイルの中心でもあります。 

 

○5  ジーランディア： カロリ･ワイルドライフ･サンクチュアリー Zealandia: Karori Wildlife Sanctuary 

ムカシトカゲ、小さな斑点のあるキウイ、サドルバック、シロツノミツスイ、カマドウマなどのニュージーランドの
極めて珍しくて、絶滅危惧種となっているこの土地固有の生物たちが生息する、222平方メートルの広さの環
境自然保護区。この保護区を人類以前の起源まで戻すという 500年計画があります。 

 

○6  ロード･オブ･ザ･リング･ツアー Lord Of The Ring Tour 

大ヒット映画の撮影が行われたウェリントンとワイララパ地方のロケ地を巡ります。 
 

○7  アウトドア･アドベンチャー Outdoor Adventures 

ニュージーランドには、目を見張るような景色やアクティビティーが豊富にあります。 

○8  ウェリントンの街 Wellington City 
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ウェリントン ニュージーランド Wellington, New Zealand 

 

 

リピーター向け 

ツアー番号：WLG-510 

風力発電所とアザラシサファリ 
Wind Farm & Seal Safari 

ツアー料金：AUD＄164.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

  

 
＜注意事項＞ 

履き慣れたウォーキングシューズとその日の天候に合った服装でご参加ください。帽子、薄手のジャケット、日焼け止めをお持

ちください。 
 

 
 
ツアー番号：WLG-500 

4WDシール･コースト･サファリ 
4WD Seal Coast Safari 

ツアー料金：AUD＄229.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 15分 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

4WD車の座席はベンチシートで、乗客は横並びで向かい合わせに座ります。足を十分に伸ばすことが出来ませんので、乗り心

地はよくありません。履き慣れたウォーキングシューズとその日の天候に合った服装でご参加ください。 
 

 
 

ツアー番号：WLG-545 

四輪バイク体験 
Quad Biking 

ツアー料金：AUD＄379.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

  

 
＜注意事項＞ 

有効な運転免許証をもっている方に限り四輪バイクを運転できます。 

（年齢制限 18歳以上） 
 

 

 

 
ツアー番号：WLG-220 

ジーランディア･エコ・リザーブとオタリ・ウィルトン・ブッシュ 

Zealandia Eco Reserve & Otari Wilton Bush 

ツアー料金：AUD＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

この公園の性質上、野生動物が見られる保証はありません。帽子、薄手のジャケット、日焼け止めをお持ちください。 
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ウェリントン ニュージーランド Wellington, New Zealand 

 

 
ツアー番号：WLG-295 

市内ドライブ 
City Drive 

ツアー料金：AUD＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

  

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアーの順序は変更になる場合があります。 
 

 
 
ツアー番号：WLG-290 

ストームコースト･ドライブ 
The Storm Coast Drive 

ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

   

 
＜注意事項＞ 

履き慣れたウォーキングシューズとその日の天候状態に合わせた服装でご参加ください。カメラ、帽子、薄手のジャケット、日

焼け止めをお持ちください。 
 

 
 

人気 

ツアー番号：WLG-215 

テ・パパ博物館とケーブルカー 
Te Papa Museum & Cable Car 

ツアー料金：AUD＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ②③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

  

 

 
＜注意事項＞ 

ニュージーランドのテ・パパ博物館内には写真をお撮り頂けないものもあります。写真撮影はあくまでも個人用としてお使い下

さい。お買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。 

ケーブルカーは人気のアトラクションのため、混雑や遅延が予想されます。 
 

 
 

人気 

ツアー番号：WLG-999 

少人数でのテ・パパ博物館とケーブルカー 
Te Papa Museum & Cable Car for Small Groups 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ②③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニュージーランドのテ・パパ博物館内には写真をお撮り頂けないものもあります。写真撮影はあくまでも個人用としてお使い下

さい。お買物のために現金またはクレジットカードをお持ちください。 

ケーブルカーは人気のアトラクションのため、混雑や遅延が予想されます。 
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ウェリントン ニュージーランド Wellington, New Zealand 

 
 
ツアー番号：WLG-250 

ディスカバリー特選：テ・パパ博物館の舞台裏 
A Discovery Exclusive: Behind-the-scenes at the Te Papa Museum 

ツアー料金：AUD＄399.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 
＜注意事項＞ 

マオリの文化として、身体的に困難を抱えている方の一部の展示エリアへの入場を制限しております。 

特に、月経中や体の弱い方、妊娠中の方の訪問はご遠慮ください。 
 
 
ツアー番号：WLG-380 

ウェリントン グルメウォーキングツアー 
Gourmet Walking Tour of Wellington 

ツアー料金：AUD＄399.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 
＜注意事項＞ 

高価でない、履き慣れたウォーキングシューズとその日の天候状態に合わせた服装でご参加ください。 

 
 
ツアー番号：WLG-915 

専用車で回る半日ウェリントン観光 乗用車クラス (ドライバーガイド付き) 

Wellington by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄799.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 

 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は空調付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 
 
ツアー番号：WLG-910 

専用車で回る半日ウェリントン観光 バンクラス (ドライバーガイド付き) 

Wellington by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄899.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は空調付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
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ウェリントン ニュージーランド Wellington, New Zealand 

 
 
ツアー番号：WLG-905 

専用車で回る終日ウェリントン観光 乗用車クラス (ドライバーガイド付き) 

Wellington by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄1299.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は空調付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 
 
ツアー番号：WLG-900 

専用車で回る終日ウェリントン観光 バンクラス (ドライバーガイド付き) 

Wellington by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄1599.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は空調付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 

 
ツアー番号：WLG-296 

市内ドライブ（車椅子常用者） 
City Drive (Wheelchair Accessible) 

ツアー料金：AUD＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 
 

＜注意事項＞ 

WLG-295 と同じ内容のツアーです。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 WLG-295 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。 

車椅子の最大幅は 70センチ、リフトは全体での重さが 250キロまで対応できます。訪問順序は変更の可能性がございます。 
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ウェリントン ニュージーランド Wellington, New Zealand 

 
 
ツアー番号：WLG-300 

「ロード･オブ･ザ･リング」の足跡を訪ねて 
In the Footsteps of the “Lord of the Rings” 

ツアー料金：AUD＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

法的および保存上の都合により撮影現場には映画のセットは残っておりません。制作会社ウェタのワークショップ設備内では

写真撮影はご遠慮ください。履き慣れた頑丈なウォーキングシューズまたはハイキングブーツとその日の天候に合った服装で

ご参加ください。帽子、薄手のジャケット、日焼け止めをお持ちください。 

制作会社ウェタは 12月 25日、26 日、1月 1日、アンザックデーは閉館です。 
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シドニー オーストラリア 

Sydney, Australia 
 
船がシドニー港に差しかかると、キラキラと光輝く青い海と空のコントラストが美しい港町が現れ、そこで生活す
る人たちからの歓迎を受けると、ここが世界で最も美しい港だと言われている理由が分かることでしょう。シドニ
ーを代表する二つの優美なランドマーク、ハーバーブリッジとヨットの帆を模したオペラハウスは、シドニー港を
さながら一枚の背景画のように思わせます。 
シドニーでは、国際都市の中心地から何キロメートルにもわたる美しいビーチ、ブルー・マウンテンズに至るま
で、たくさんのアクティビティーがあなたを待っています。 
このオーストラリア国内最古で最大の街は、1788 年に移住して来た 760 人のイギリス人受刑者により開拓され
ました。現在シドニーは南太平洋で最大の港であり、魅力的な訪問地として人気を博している港町です。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  シドニー・オペラハウス Sydney Opera House 

近代建築の最高傑作であるこのオペラハウスは、シドニーひいてはオーストラリアのシンボルとなっています。
ここは世界に誇るパフォーミング・アート・センターとしての評判を得てきたほか、世界遺産にも登録されてい
ます。 

 

○2  シドニー・ハーバー･ブリッジ Sydney Harbour Bridge 

シドニーのビジネスの中心地区とノース・シドニーを結び、地元の人々から「コート・ハンガー」の愛称でも親し
まれているシドニー・ハーバー・ブリッジは、世界で最も橋梁の長くて高さのある鉄骨アーチの橋です。 

 

○3  ブルー・マウンテンズ The Blue Mountains 

かつてこの地域の砂岩でできた断崖絶壁は、通り抜ける事が出来ないと思われていました。しかし現在は、
西ニュー・サウス・ウェールズにある古代渓谷や生い茂った森、滝などへの主要な玄関口となっています。 

 

○4  フェザーデイル・ワイルドライフ・パーク Featherdale Wildlife Park 

オーストラリアで最も広い、オーストラリア固有の動物を保護している自然動物公園のひとつです。シドニー
の中心地からも簡単に行く事ができ、たくさんの動物たちと実際に触れ合うことができます。 

 

○5  ボンダイビーチ Bondi Beach 

ここは、周辺に住む人々や観光客にとって、オーストラリアで最も人気のあるビーチのひとつです。１キロメー
トルほど広がる砂浜では、毎年たくさんのお祭りやイベントなどが行われます。 

 

○6  マックォリーズ・チェアー MacQuairies Chair 

「レディ・マックォリーズ・チェアー」としても知られているこの名所は、かつての総督だったマックォリーが妻で
あるエリザベスのために岩を削って作られました。ここからは、シドニー・ハーバーの素晴らしい景色を眺め
る事ができます。 

 

○7  ロックス The Rocks 

砂岩の絶壁からその名が付いたこの地は、最初の流刑地として知られ、植民地時代からの多くの歴史があ
ります。現在では 5 つ星のホテルが建ち並び、レストラン、パブ、ショップ、ギャラリーやミュージアムなどがた
くさんあります。 

 

○8  エコー・ポイント Echo Point 

「グランドキャニオン」の巨大な岩の構造や、地質学の歴史、深く木で埋め尽くされた渓谷、滝などを楽しみま
しょう。世界的にも有名な奇岩である「スリーシスターズ」も見られますし、ジェイミーソン・バレーやソリタリー
山、すでに廃墟となった城などを含め、パノラマのような景色をお楽しみ頂けます。 
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シドニー オーストラリア Sydney, Australia 

 

 

ツアー番号：SYD-985 

下船ツアー：市内ドライブとボンダイビーチ 
Debark Tour – City Drive & Bondi Beach 

ツアー料金：AUD＄54.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： ①②⑥⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはシドニーで下船後、その日の午後４時以降の飛行機で出発するお客様、もしくはシドニーに滞在される方（クルー

ズプラス（ホテルパッケージ）をご利用の方含む）、または引き続き次のクルーズにご乗船される方がお申込みになれます。た

だし、クルーズプラス（ホテルパッケージ）の観光付きをご購入のお客様は、クルーズプラスのツアーにご参加頂くためにこのツ

アーはお申込みにならないようにご注意ください。 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：SYD-960 

下船ツアー：壮大なブルー・マウンテンズ 
Debark Tour - Spectacular Blue Mountains 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ③④ /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 
 

＜注意事項＞ 

このツアーはシドニーで下船後、その日の午後４時以降の飛行機で出発するお客様、もしくはシドニーに滞在される方（クルー

ズプラス（ホテルパッケージ）をご利用の方含む）、または引き続き次のクルーズにご乗船される方がお申込みになれます。た

だし、クルーズプラス（ホテルパッケージ）の観光付きをご購入のお客様は、クルーズプラスのツアーにご参加頂くためにこのツ

アーはお申込みにならないようにご注意ください。 

フェザーデイル・ワイルドライフ・パークの森林警備隊員が動物を抱えたり餌をあげたりする際、動物に触ったり写真を撮ったり

することが出来ます。コアラと一緒に写真を撮ることも可能です。 

ブルー・マウンテンズからの帰路は 1時間半から 2時間ほどかかります。買い物などのために現地通貨をお持ちください。 

定員はバス 2台までとなります。 

 

 

 

 

https://book.princess.com/cruisepersonalizer/shorex/exDetails.page?tourCode=SYD-920&portid=SYD&portdate=01112013
https://book.princess.com/cruisepersonalizer/shorex/exDetails.page?tourCode=SYD-910&portid=SYD&portdate=01112013
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オークランド ニュージーランド 

Auckland, New Zealand 
 
60もの異なる火山によって創られた狭い地峡をまたぐ、ニュージーランドの元首都は、景色の美しさ、歴史的興
味、お店、レストラン、博物館、ギャラリー、庭園が集まる都市が自慢です。オークランド最大で最も若い火山ラ
ンギトトは、岸から直ぐのところに堂々とした姿で存在しています。マウント･イーデンやマオリ族の砦を構えた
村のあったワン･ツリー･ヒルからオークランドの街が見下ろせます。ニュージーランドの上質なワイン地区の一
つがオークランドの北に広がっています。オークランドは 1841 年から 1865 年までニュージーランドの首都でし
たが、その座はウェリントンに移っています。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  オークランド博物館 Auckland Museums 

優れた３つの博物館がこの地のユニークなありのままの文化を展示しています。海洋博物館には海事関連
の展示物、戦争記念館には先住民の起源、美術館には視覚媒体によるものが集められています。 

 

○2  オークランド･ハーバー･ブリッジ Auckland Harbour and Bridge 

オークランドの象徴バーバーブリッジは、色とりどりのヨットが停泊する、輝くワイテマタ湾に掛かっています。
オークランドの比類ない景色、ランギトト島、デヴォンポートとワイタケレ山脈が橋の頂上から望めます。 

 

○3  ワイヘキ島 Waiheke Island 

農地、ビーチ、森、ぶどう畑が魅力的に溶け合っているワイヘキ島は、オークランドのダウンタウンから短時
間のフェリーで渡ることができ、絵のように美しい観光地、ワイナリー･ツアー、アウトドア･アクティビティーが
楽しめます。 

 

○4 ケリー･タールトンのシー･ライフ水族館 Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium 

有名なニュージーランドの海洋学者ケリー･タールトンによって造られたワールドクラスの水族館です。ここで
はスリル満点の対話形式の展示や鑑賞ポイントからの観測が楽しめ、ニュージーランド太平洋の海洋歴史
のユニークな面を知ることができます。 

 

○5  デヴォンポート Devonport 

オークランドから短時間で行ける魅力的なシーサイド村デヴォンポートはノースショアに位置しています。プリ
スティーン･ビーチ、植民地風建物、専門店街のおかげで、この歴史的海洋村が美しい観光地となっていま
す。 

 

○6  スカイ･タワー Sky Tower 

328 メートルの高さを誇るニュージーランドおよび南半球で最も高い人工建造物です。展望エレベーターに乗
って、ガラス張りの床の展望デッキへ。頂上には素晴らしい展望と 360 度見渡せる回転レストランがありま
す。 

 

○7  ワイトモ洞窟 Waitomo Grotto 

歴史的、地質学的に重要な地下洞窟であるツチボタルの洞窟を静かにセイリング。小さなリン光を発 
するツチボタルが飾りたてたように石灰石の洞穴に光を与えてくれます。 

 

○8  田園地方/ワイナリー Countryside/Wineries 

風光明媚な田園地方の中を、リースリング、ソーヴィニョンブラン、ピノノワールなど賞賛されているニュージ
ーランドの最高級ワイナリーを旅しましょう。ブドウ園のガイド付きツアーやワインの試飲も楽しめます。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 

 
 

ツアー番号：AKL-505 

オークランド ジェットボート 
Auckland Jet Boat  

ツアー料金：AUD＄129.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約１時間半 
 

下車予定： / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

濡れる場合もありますが、フード付きの大きいポンチョとサングラスが貸し出されます。荷物はロッカーに保管されます。 

（年齢制限 5歳以上） 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 

 
 

ツアー番号：AKL-405 

ジップライン アドベンチャー 
Zipline Adventure 

ツアー料金：AUD＄179.95～ （子供料金有：12才以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ③ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 
＜注意事項＞ 

日よけの帽子、日焼け止めをお持ちになり、靴ひも付き、バックル付き又はつま先が閉じた靴を着用ください。ゴムぞうり（ビー

チサンダル）はお勧めしません。 

カメラは首に掛けられる紐付きに限り持参いただけます。エコジップ社スタッフが撮影したお写真を購入することが出来ます。 

当ツアーの催行日は、クルーズの日程により異なります。空き状況は、クルーズパーソナライザーにてご確認ください。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 

 

 

 

リピーター向け 

ツアー番号：AKL-999 
少人数でのワイトモ･ツチボタル洞窟 

Waitomo Glow Worm Grotto for Small Groups  

ツアー料金：AUD＄279.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ⑦ / 車窓予定：    

健脚レベル その他 

中 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

ワイトモ ツチボタル洞窟は、車椅子ご利用の方や閉所恐怖症の方は訪問できません。 

入り口まで約 100段、出口まで約 50段の簡単な階段があります。内部の歩道は舗装されております。 

歩きやすい靴と、地下は冷えるため暖かい上着をお持ちください。 

洞窟内での写真撮影は固く禁止されております。フラッシュなしでの撮影もビデオ撮影も同様です。 

ワイトモ・ツチボタル洞窟までは片道約 3時間です。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：AKL-965 

下船ツアー：ワイトモ・ツチボタル洞窟 
Debark Tour - Waitomo Glow Worm Grotto 

ツアー料金：AUD＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 
 

＜注意事項＞ 

ワイトモ・ツチボタル洞窟は、車椅子ご利用の方や閉所恐怖症の方は訪問できません。 

オークランドでクルーズを終え下船するお客様用のツアーです。 

このツアーは、クルーズプラス（ホテルパッケージ）をご利用されてオークランドに滞在されるお客様、もしくは、下船後、その日

の午後 7時以降の飛行機で出発するお客様のみご参加頂けます。ツアーは空港に午後 4時頃到着して終了いたします。お客

様の荷物は空港へ直接届けられます。 
  

 
人気 

ツアー番号：AKL-200 

市内ドライブとオークランド博物館 

Auckland Highlights with Museum  
ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

オークランド博物館は、800 メートルほどの徒歩観光です。博物館内で撮影した写真は、個人的な使用のみ許可されていま

す。三脚はご利用頂けません。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 
 
 
 
人気 

ツアー番号：AKL-201 

市内ドライブとオークランド博物館（車椅子常用者） 
Auckland Highlights with Museum (Wheelchair Accessible)  

ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

AKL-200 と同じ内容のツアーです。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AKL-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。 

車椅子の最大幅は 60センチ、リフトは全体での重さが 350キロまで対応できます。訪問順序は変更の可能性がございます。 

博物館での写真はあくまでも個人用としてお使い下さい。三脚はお持込み頂けません。 

オークランド博物館は、800 メートルほどの徒歩観光です。博物館内で撮影した写真は、個人的な使用のみ許可されていま

す。三脚はご利用頂けません。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 
 
ツアー番号：AKL-510 

オークランドダックツアー（水陸両用バス） 
Auckland Duck Tour 

ツアー料金：AUD＄99.95～ （子供料金有：12才以下） 
所 要 時 間：約 1時間 
 

下車予定： ② / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

10歳未満のお子様は大人の同伴が必要です。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 

 
 
ツアー番号：AKL-215 

デヴォン村とオークランド ノース・ショア 
Devonport Village & Auckland’s North Shore 

ツアー料金：AUD＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑤ / 車窓予定： ②  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ビクトリア山のマオリの要塞『パ』には建築物は残っておりません。 

このツアーでは往路はバス、復路はフェリーとなります。ダウンタウンのフェリーターミナルから船の桟橋までは約 150 メートル

です。 

デヴォンポートの店は祝日には閉まることがあります。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 
 
 
ツアー番号：AKL-295 

市内ドライブと博物館でのマオリ・パフォーマンス 

City Drive & Maori Performance at Museum  
ツアー料金：AUD＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ②  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バスの中はドライバーガイドがご案内します。 

博物館内で撮影した写真は、個人的な使用のみ許可されています。三脚はご利用頂けません。 

セキュリティ上の理由により、リュックサックや大きなキャリーケースは、博物館内に持ち込めません。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 

 
 
ツアー番号：AKL-240 

国立海洋博物館＆ハーバー・クルーズ 

National Maritime Museum & Harbour Cruise 

ツアー料金：AUD＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ① / 車窓予定： ②  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バスの中はドライバーガイドがご案内します。船の桟橋まではおよそ 5分の徒歩となります。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：AKL-970 

下船ツアー：オークランドハイライト（博物館訪問あり） 
Debark Tour - Auckland Highlights with Museum 

ツアー料金：AUD＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

オークランドでクルーズを終え下船するお客様用のツアーです。 

このツアーは、クルーズプラス（ホテルパッケージ）をご利用されてオークランドに滞在されるお客様、もしくは、下船後、その日

の午後 3 時以降の飛行機で出発するお客様のみご参加頂けます。ツアーは空港で終了いたします。お客様の荷物は空港へ

直接届けられます。 

オークランド博物館は、800 メートルほどの徒歩観光です。博物館内で撮影した写真は、個人的な使用のみ許可されていま

す。三脚はご利用頂けません。 

セキュリティ上の理由により、リュックサックや大きなキャリーケースは、博物館内に持ち込めません。 

 
 
ツアー番号：AKL-210 

ケリー･タールトンのシー･ライフ水族館とスカイ･タワー 
Kelly Tarlton’s Sea Life Aquarium & Sky Tower  

ツアー料金：AUD＄124.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ④⑥ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

ケリー･タールトンのシー･ライフ水族館のエントランスまでは、91 メートルほど歩き、出口には 15段の階段があります。 

スカイ･シティー･ホテルの入り口からスカイ･タワーのエレベーターまで 290 メートルほど歩きます。 

ケリー･タールトンのシー･ライフ水族館ならびに南極エンカウンターでの写真撮影は、フラッシュの使用が禁止されています。 

水族館内にガイドは付きません。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 
 

 
 

ツアー番号：AKL-975 

下船ツアー：ノースショアとシー･ライフ水族館、スカイ･タワー 
Debark Tour - North Shore, Sea Life Aquarium & Sky Tower 

ツアー料金：AUD＄139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ④⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

  

＜注意事項＞ 

このツアーは、クルーズプラス（ホテルパッケージ）をご利用されてオークランドに滞在されるお客様、もしくは、下船後プリンセ

スの送迎をご利用になり、その日の午後 7時以降の飛行機で出発するお客様のみご参加頂けます。ツアーは空港に午後 4時

半頃到着して終了いたします。 

ケリー･タールトンのシー･ライフ水族館のエントランスまでは、91 メートルほど歩き、出口には 15段の階段があります。 

ケリー･タールトンのシー･ライフ水族館での写真撮影は、フラッシュの使用が禁止されています。また、水族館内にガイドは付

きません。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 
  
ツアー番号：AKL-110 

カツオドリ群生地と田舎の農園 

Muriwai Gannet Colony & Country Farm 

ツアー料金：AUD＄174.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： / 車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

カツオドリを見るためのムリワイビーチでの小道は平らではなく、傾斜があり、砂利道となっています。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 

 
 
リピーター向け 

ツアー番号：AKL-410 

ピハ・ブッシュ ＆ ビーチエコツアー 
Piha Bush & Beach Eco Tour 

ツアー料金：AUD＄219.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

このツアーでは平らではない場所を広範囲にわたって歩きます。歩行に難のある方にはお勧めしません。 

履き慣れた歩きやすい靴またはハイキングシューズ、防水ジャケットをご用意下さい。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 

 
 

ツアー番号：AKL-915 

専用車で回る半日オークランド観光 乗用車クラス (ドライバーガイド付き) 
Auckland by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄649.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は空調付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 
 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 
 

ツアー番号：AKL-910 
専用車で回る半日オークランド観光 バンクラス (ドライバーガイド付き) 
Auckland by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄799.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間  
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は空調付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 

 
 
ツアー番号：AKL-905 

専用車で回る終日オークランド観光 乗用車クラス(ドライバーガイド付き) 
Auckland by Private Vehicle-Car Class Full Day(With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄1399.95～ 最大 2名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間  
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は空調付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 

 
 

ツアー番号：AKL-900 

専用車で回る終日オークランド観光 バンクラス (ドライバーガイド付き) 
Auckland by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Driver/Guide) 

ツアー料金：AUD＄1599.95～ 最大 6名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間  
 

下車予定： / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはありません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要です。車は空調付きです。車には英語を話すドライバーガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 
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オークランド ニュージーランド Auckland, New Zealand 

 

 
リピーター向け 

ツアー番号：AKL-305 

オークランドワインの軌跡＆テイスティング 
Auckland Wine Trail & Tastings 

ツアー料金：AUD＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ⑧ / 車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

ワインの試飲には 18 歳以上のお客様に限ります。繁忙期には訪問するワイナリーが変わることがあります。どのワイナリーで

もワインを購入いただけます。現金またはクレジットカードをお持ち下さい。なお、現地で購入頂いたワインは乗下船口で一旦

お預かりし、下船前日にお渡しします。 

出発前にお食事を済ませて頂くことをおすすめします。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 

 
 

ツアー番号：AKL-350 

ワイへケ島とワイナリー 
Waiheke Island & Wineries 

ツアー料金：AUD＄174.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5時間 45分 
 

下車予定： ③⑧ / 車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

オークランドフェリーターミナルと船の間は約 150 メートルの徒歩となります。フェリー内ではスナックを購入頂けます。 

ワインの試飲は 18歳以上のお客様に限ります。現金またはクレジットカードをお持ち下さい。 

現地で購入頂いたワインは乗下船口で一旦お預かりし、下船前日にお渡しします。 

※オークランドで下船するクルーズでは、当ツアーは催行致しません。 
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Frequently Asked Questions 
よくあるご質問と回答 

 
 

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

 

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

供しています。 

 

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

な要求や好奇心を満足させるよう作られています。 

 

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

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

事前予約しておくことも可能です。プリンセスにお任せ下さい。 

 

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

されることです。 

 

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

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

ご予約ください。 

 

 

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

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

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

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

る場合や、我々の力が及ばない場合があることをご理解ください。 

 

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

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

て、寄港地を訪問中の常識的な注意事項を幾つか明記しておきます。 

 

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

所には出かけないでください。 

･公共の場所では、ご自身の持ち物から目を離さないでください。 

･常にあなたの回りの人や状況に注意を払ってください。 

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

･目立たないように、地味な服装をして、控えめにしていてください。 

･上陸中の飲食にはご注意ください。 

 

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

しょう。 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

となります。 

 

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

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

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

入した料金よりも高くなっている場合があります。 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

なる場合がございます。 

 

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

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

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

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

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

複数のツアーに参加するのに十分な時間があります。 

 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

とならないない限り、天候にかかわらず催行されます。 

 

 

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

船上でキャンセル料が課せられます。 

 

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

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

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

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

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

社が催行を中止した場合を除き、１００％のキャンセル料が掛かります。 

 

 

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

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

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

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

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

状況を判断して出来る限りの払い戻しが出来るように善処します。 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

す。 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ます。 

 

 

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

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

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

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

 

 

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

をご参照ください。 

 

 

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

公証人による承諾書が必要です。 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

す。 

 

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

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

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

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

用する必要があります（膝上で切ったジーパン、水着などは禁止）。 

 

 

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

 

 

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

合十分ではないでしょう。 

 

 

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

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

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

スの説明に付けられたシンボルマークを参照ください。 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

明を持参してください。 

 

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

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

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

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

ります。 

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

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

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

ている。 

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

さい。その場合でもツアー料金の割引はありません。 

 

 

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

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

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

持参いただく必要があります。 

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

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

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

ている方。 

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

の同伴が必要です。 

 

 

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

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

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

ります。 

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

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

再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 

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

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

して優れた評価に基づいて選んでいます。 

 

 

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

えしてくれる健康な方と一緒にご乗船されることを強くお勧めします。 

 

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

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

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

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

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

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

要があります。 

 

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

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

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

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

が、一人で２２ｋｇ以上のものを運ぶことは法律で許されておりません。 

 

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

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

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

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

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

テンダーボートでの上陸を中止する場合があります。 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

社の取引条件をお客様が承認したことになります。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ツアーデスクで予約の可能性を再度ご確認ください。 

 

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

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

 

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

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

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

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

す。 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

交通機関 

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

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

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

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

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

されております。 

 

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

ご希望に最大限沿えるよう代替案をご案内いたします。 

 

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

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

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

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

題に配慮してお客様にも参加していただくようにメッセージを込めています。 
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