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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

プレミアム

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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ニューポート、ロードアイランド州（アメリカ） 

Newport, Rhode Island 

 
19 世紀、ニューポートはアメリカのベルサイユのようでした。 金ぴか時代、豪商や泥棒男爵達が豪華な夏の
別荘を建て、控えめに「コテージ」と呼んでいました。最も繁栄していたころニューポートの季節になると、ヴァン
ダービルト家やアストール家、モーガンズ家により祝宴やヨットレース、そして盛大になビーチでのピクニックな
どが開催され、目のくらむような目まぐるしさでした。ブレーカーズ、エルムスやローズクリフのような豪華な大
邸宅を見学し驚嘆できるのは、今日ではここを訪れる特権を得た皆様含め、旅行者の方々です。当時ニューポ
ートの沖合に船を 12隻沖止めしていた伝説の女主人、テッシー・オーリッチは、もうはるか昔のことです。 
 
ご案内：ニューポートは船が沖止めとなる港です。船から岸までは、テンダーボートを使用します。プリンセスク
ルーズのスタッフも最大限のお手伝いはいたしますが、22ｋｇ以上持ち上げることは禁止されております。身体
的に援助が必要なお客様は、健常者のお連れ様とニューポートの町をお楽しみください。下船ができるかの最
終的な許可は、安全性・便利性を考慮し、その都度船長の判断に委ねられますのでご了承ください。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ブレーカーズ The Breakers 

ニューポートにある夏の別荘の中でも最大の広さをもつ別荘の一つです。イタリア・ルネッサンス様式のこの
別荘は世紀の変わり目のアメリカで傑出したヴァンダービルド家にふさわしいシンボルとなっています。 

 

○2  エルムス The Elms 

18 世紀のフランスのお城をモデルにしたバーウィンド家の素晴らしい邸宅は、ルネッサンス時代の陶芸品の
コレクションや東洋のひすいが展示され、造園術で美しく作られた庭が人々を惹きつけます。 

 

○3  ローズクリフ Rosecliff 

ベルサイユのフランス王の隠れ家庭園を模して 1899 年に設計されました。銀の女性相続人テレサ・フェア・
オーレックスは工夫を凝らしたパーティーをこの素晴らしい邸宅で開催し、社交界で伝説に残るほどの有名
な人となりました。 

○4  マーブルハウス Marble House 

ヴァンダービルト家はこの邸宅をアメリカの芸術の神殿にしようと心に思い描いていました。ベルサイユのプ
チ・トリアノンに影響されたこの贅沢な石の神殿は、1888年に依頼されました。 

○5  ローズ島の灯台 Rose Island Lighthouse 

ナラガンセット湾を眺める場所に 1869 年に修復された灯台は、今もなお船乗りたちの航路標識として使用さ
れています。休暇でここを訪れた客が宿泊先を提供してもらう代わりに灯台守の任務に就いています。 

 

○6  ラフポイント Rough Point 

女性相続人であるドリス・デュークが亡くなる 1993年まで使用したゴシックスタイルの邸宅は手付かずのまま
残されており、この伝説的な人物の人生を垣間見ることができます。 

 

○7  クリフウォーク Cliff Walk 

岩の多い海岸線とベルユー通りの多くの宮殿のような別荘の裏庭との間には小道があり、それは絵のように
美しいニューポートの有名なクリフウォークです。のんびりと散歩をお楽しみください。 

 

○8  ニューポートのロッキー海岸線 Newport’s Rocky Coastline 

ニューポートの岩だらけの海岸線は、海岸美で有名です。ごつごつした入り江、吹きさらしのビーチ、10 マイ
ルのオーシャンドライブコースに沿って見られるヨットが多く停泊する港の見事な景観をお楽しみください。 
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ニューポート、ロードアイランド州（アメリカ） Newport, Rhode Island (America) 
 

 

人気 

ツアー番号：NPT-100 

ヴァンダービルトのニューポート＆ブレ-カーズ＆マーブルハウス 
Vanderbilt’s Newport, The Breakers & Marble House 

ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 45分 
 

下車予定： ①④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

人気の観光スポットのため、大邸宅に入るのに 30 分ほど行列に並ぶ場合があります。フラッシュ撮影、セルフィー棒、三脚は

大邸宅内では禁止されています。 

  
  
ツアー番号：NPT-115 
ニューポートのマンション & オーシャンドライブ 
Grand Mansions & Ocean Scenic Drive 

ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 45分 
 

下車予定： ②③ /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
人気の観光スポットのため、大邸宅に入るのに３０分ほど行列に並ぶ場合があります。フラッシュ撮影、セルフィー棒、三脚は
大邸宅内では禁止されています。訪問順序は変更になる場合があります。 

 
 

ツアー番号：NPT-205 
ニューポートの景観ドライブ & トーロシナゴーク礼拝堂 
Newport Scenic Drive and Touro Synagogue 

ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 45分 
 

下車予定：  /車窓予定： ②③④⑧ 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

ロエブセンターは車椅子に対応していますが、シナゴークに入場する場合に傾斜板を設置する必要があります。シナゴークに

入場する際、6段の階段を上がる必要があります。事前にお知らせいただければ、傾斜板を準備することができます。 

 
 

ツアー番号：NPT-215 
ニューポート・ハイライトの景観ドライブ 
Newport Highlights Scenic Drive 
ツアー料金：＄44.95～ （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： ②③④⑧ 

健脚レベル その他 

低 
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ニューポート、ロードアイランド州（アメリカ） Newport, Rhode Island (America) 

 
 

 

ツアー番号：NPT-216 
ニューポート・ハイライトの景観ドライブ（車椅子対応） 
Newport Highlights Scenic Drive (Wheelchair Accessible） 

ツアー料金：＄44.95～ （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： ②③④⑧ 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容は NPT-215 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 NPT-215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み頂けませんのでご注意ください。 

プリンセスクルーズのスタッフも最大限のお手伝いはいたしますが、22 キロ以上持ち上げることは禁止されております。身体的

に介助が必要なお客様は、介助可能なお連れ様とご一緒願います。下船ができるかの最終的な許可は、安全性・便利性を考

慮し、その都度船長の判断に委ねられますのでご了承ください。 

ドライバー及びガイドは重量が 22 キロを超す車椅子を搭載する手助けはできないこととなっています。車輛に設置されたリフト

は参加者と車椅子の重量と合わせて 215キロまでに対応しています。場合によっては電動カートの代わりに折りたたみ式車椅

子などをお勧めします。お客様のニーズにお応えするため、どのような車椅子を利用されるかなど乗船後速やかに、ツアーオ

フィスにご連絡ください。 
 
 
ツアー番号：NPT-380 
ニューポート クリフウォーク & ブレーカーズ 
Newport Cliff Walk & The Breakers 
ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ①⑦ /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
訪問順序は変更になる場合があります。人気の観光スポットのため、ブレーカーズでは30分ほど行列に並ぶ場合があります。
このツアーでは徒歩で 2 キロほど歩きます。体調が良い方のみご参加ください。参加人数に制限があります。フラッシュ撮影、
セルフィー棒、三脚はブレーカーズ内では禁止されています。 

 
 

ツアー番号：NPT-385 
ニューポート 徒歩で回るコロニアル地区 
Newport Colonial Walk 

ツアー料金：＄49.95～ （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：  

健脚レベル その他 

中 
 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは徒歩で約 2.4キロの起伏のある道をゆっくりとしたペースで回ります。歩きやすい靴でご参加ください。 

 
 

ツアー番号：NPT-600 

陸と海からのニューポート・ハイライト 
Newport Highlights by Land & Sea 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 45分 
 

下車予定：  /車窓予定： ①⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
訪問順序は変更になる場合があります。海上は天候が急激に変わる場合があるため、重ね着をお勧めします。このツアーは
クルーズにより催行されない場合がありますので、クルーズパーソナライザーより状況をご確認ください。 
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ニューポート、ロードアイランド州（アメリカ） Newport, Rhode Island (America) 
 
 

 

リピーター向け 

ツアー番号：NPT-610 

ローズ島の灯台 & 湾内クルーズ 
Rose Island Lighthouse & Harbor Cruise 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 
このツアーは天候に関係なく催行されます。ローズ島で雨が降った時のために、滑りにくい靴、ウインドブレーカーやレインジャ
ケットをご用意ください。体調が良い方のみご参加ください。ローズ島への散策は徒歩観光となります。 

 

 

ツアー番号：NPT-110 

ラフポイントのドリス・デュークの大豪邸 
Doris Duke's Mansion at Rough Point 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
マンションの内部では写真及びビデオ撮影は禁止されています。海岸線沿いドライブはこのツアーに含まれていません。 

 
 

ツアー番号：NPT-820 

アメリカズカップヨットでの帆走 
America's Cup Sailing Experience 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金：無） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定：  /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
ヨットの経験は問いませんが、健康でヨットの乗り降りが出来る必要があります。 
ライフベストは用意されています。ゴム底のデッキシューズ、スニーカーなどを履き、重ね着をしてご参加ください。ジャケット、
セーターなどと日焼け止めもご用意ください。免責書類にご署名頂きます。ご参加は 8歳以上のお子様から可能です。 
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ボストン、マサシューセッツ州（アメリカ） 

Boston, Massachusetts 

 
“アメリカ独立のゆりかご”と称されるボストンには史跡が数多く残っています。ボストンはアメリカ最初の大都市
で、19 世紀、アメリカのアテネと呼ばれていました。今日では約 80 万人がこの町に住んでいます。先人たちの
思いは現代に忠実に引き継がれながら、歴史地区と復興された都市が共存しています。アメリカ人なら一度は
訪れたい都市がボストン。アメリカで最も歴史的に重要な 4 キロの道のり、フリーダムトレイルを歩いてみませ
んか。ボストン茶会事件現場、ポール・リビアが馬を走らせたルート、“一発の銃声が世界を変えた”と言われる
一発がミニットマンによって放たれた現場の橋などを散策ください。歴史あるチャールズタウン海軍基地では、
ＵＳＳコンスティチューションと呼ばれるアメリカ最古の戦闘艦がお楽しみ頂けます。 
 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ファニュエル・ホールとクインシーマーケット Faneuil Hall & Quincy Marketplace 

このジョージ王朝時代風の建物と市場は 250年以上もボストン市民の生活に欠かせない役割を果たしてきま
した。アメリカで最も有名な買い物と食事を楽しめる場所の一つとされています。 

 

○2  パブリックガーデン Public Garden 

この国で初めて作られた植物園であり、市の中心にあるこのオアシスにはジョージ・ワシントンの威厳ある記
念像や池を優美に見せる有名な白鳥のボートがあります。 

 

○3  ニューベリー通り Newbury Street 

町の歴史的なバックベイ地区に位置するこの魅力的な通りには、19 世紀の赤褐色砂岩を用いたビルディン
グの町並み、高級ブティック、オープンカフェそして流行のギャラリーが並んでいます。 

○4  フリーダムトレイル Freedom Trail 

ボストンコモンから始まる赤いレンガの線の入った全長約 4 キロに渡る歩道です。先人たちの歩みを辿りな
がら、アメリカ革命時代の最も歴史的な 16の史跡を巡ることができます。 

 

○5  ノースエンド North End 

ボストンの最も古い住宅街であり、リトルイタリーとしても知られています。オープンカフェ、美味しいジェラー
トそしてイタリアンの本格的なお店は至るところで美食家たちの舌をうならせています。 

 

○6  レキシントンとコンコード Lexington & Concord 

アメリカ独立戦争が始まったとされる“一発の銃声が世界を変えた“というその一発が放たれたことで有名な
ノースブリッジを訪れます。レキシントンとコンコルド、この２つの町がアメリカの自由への探求に果たした影
響力を感じてみてください。 

 

○7  ハーバード スクエア Harvard Square 

ケンブリッジに位置し、ハーバード大学の向かいにあるこのエリアは学問の研究や様々な活動で活気に溢れ
ています。カフェやショップをぶらぶらしたり、屋外の至るところでされているチェスゲームの様子をを見てみ
るのもいいでしょう。 

 

○8  サーレム Salem 

文化的にも歴史的にとても重要なこの洗練された町を散策し、サーレムで行われた魔女裁判の暗い過去を
探求してみてください。 
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ボストン、マサチューセッツ州（アメリカ） Boston, Massachusetts (America) 
 

 

人気 

ツアー番号：BOS-100 

ボストン・ハイライト 景観ドライブ 
Boston Highlights Scenic Drive 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： ②③④⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 
バスの車窓からボストンの主な観光スポットの素敵な写真を収められます。交通状況により訪問順序が変更になる場合があり
ます。コプレイスクエアにあるトリニティー教会はこの時期復元工事が行われています。建物全体もしくは一部が足場で囲まれ
ている可能性がございますのでご了承ください。クインシーマーケットでの下車をご希望の方は、午前又は正午に出発するツア
ー参加者のみに限ります。船まではご自身でお戻りください。 

 
 

ツアー番号：BOS-101 

ボストン・ハイライト 景観ドライブ（車椅子対応） 
Boston Highlights Scenic Drive（Wheelchair Accessible） 

ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： ②③④⑤ 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容は BOS-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 BOS-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み頂けませんのでご注意ください。 

コプレイスクエアにあるトリニティー教会はこの時期復元工事が行われています。建物全体もしくは一部が足場で囲まれている

可能性がございますのでご了承ください。 
クインシーマーケットでの下車をご希望の方は、午前又は正午に出発するツアーのみに限ります。船まではご自身でお戻りくだ
さい。 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：BOS-110 

サーレムの魔女 & ボストン・ハイライト 
Salem Witch History, Boston Highlights 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間半 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： ②③⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 
交通事情やクルーズの着岸時間により訪問準所が前後する場合があります。コプレイスクエアにあるトリニティー教会はこの
時期復元工事が行われています。建物全体もしくは一部が足場で囲まれている可能性がございますのでご了承ください。サー
レム魔女美術館では、実物大の舞台セット、人形、ナレーター、俳優による声などの演出で、正確にドラマチックに絞首刑の真
実を紹介しています。ベンチに座って暗黒時代の魔女裁判についての解説や時代背景をご覧いただけます。クルーズによっ
て、初回のディナー予約の時間に戻れない可能性がございます。その際は代わりのお食事プランをお考えください。 
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ボストン、マサチューセッツ州（アメリカ） Boston, Massachusetts (America) 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：BOS-130 

特選 ボストントローリーツアー 乗り降り自由 
Exclusive Boston Trolley Tour with Optional Hop On Hop Off 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 1時間 45分 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

この乗り降り自由なトローリーは、当クルーズお客様限定の乗り物ではありません。地元の方が使われている交通手段を使用

します。このツアーは交通の遅れや途中下車がない場合は約 2 時間を予定しております。参加者の方は余裕をもって船に戻

れるように 1日中時間を気にして行動願います。みなさまご自身の責任で、遅れや迂回などに気を付けて時間管理ください。 
 
 

ツアー番号：BOS-300 

ハーバード、 レキシントン、 コンコルド & ボストン・ハイライト 
Harvard, Lexington, Concord & Boston Highlights 
ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間半 
 

下車予定： ①⑥⑦ /車窓予定： ②③④⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

交通事情やクルーズの着岸時間により訪問順序が変わる場合があります。コプレイスクエアにあるトリニティー教会はこの時

期復元工事が行われています。建物全体もしくは一部が足場で囲まれている可能性がございますのでご了承ください。昼食は

クインシーマーケットにて各自お摂り頂きます。現金またはクレジットカードをお忘れなく。クルーズによって、初回のディナー予

約の時間に戻れない可能性がございます。その際は代わりのお食事プランをお考えください。 
 

 

ツアー番号：BOS-305 

歴史の町ボストン & ケンブリッジの景観ドライブ 
Historic Boston & Cambridge Scenic Drive 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 45分 
 

下車予定： ①⑤⑦ /車窓予定： ②③④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

コプレイスクエアにあるトリニティー教会はこの時期復元工事が行われています。建物全体もしくは一部が足場で囲まれている

可能性がございますのでご了承ください。クインシーマーケットで下車、自由行動をご希望の方は、午前中に出発するツアー

(BOS-305A)参加者のみ可能です。船まではご自身でお戻りください。午後出発のツアーでは適用されませんのでご注意くださ

い。交通事情により訪問順序が変更になる場合があります。教会へ行くには坂道をお上り頂きます。 

 
 

ツアー番号：BOS-600 

特選 水陸両用車で巡るボストン 
Exclusive Boston Duck Tour Experience 
ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 1時間 45分 
 

下車予定：  /車窓予定： ①②③④⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

交通事情により、訪問順序が変更になる場合があります。車の乗り降りに 8段の階段があります。 

車内に車椅子を置くスペースはありませんので、ご了承願います。 
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ボストン、マサチューセッツ州（アメリカ） Boston, Massachusetts (America) 

 
 

 

ツアー番号：BOS-605 

ボストン・ハイライトの景観ドライブ & ハーバークルーズ 
Boston Highlights Scenic Drive & Harbor Cruise 
ツアー料金：＄89.95～ （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： ②③④⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

コプレイスクエアにあるトリニティー教会はこの時期復元工事が行われています。建物全体もしくは一部が足場で囲まれている

可能性がございますのでご了承ください。交通事情により訪問順序が変更になる場合があります。クインシーマーケットでの下

車ご希望の方は、午前又は正午に出発するツアー参加者のみ可能です。船まではご自身でお戻りください。 
 
 

 

ツアー番号：BOS-200 

ケネディー図書館 & ボストン・ハイライト 

Kennedy Library & Boston Highlights 

ツアー料金：＄79.95～ （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＞ 

訪問順序が変更になる場合があります。コプレイスクエアにあるトリニティー教会はこの時期復元工事が行われています。建
物全体もしくは一部が足場で囲まれている可能性がございますのでご了承ください。 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：BOS-205 

ジョン・Ｆ・ケネディー図書館 & アダムス国立公園 

John F. Kennedy Library & John Adams National Park 

ツアー料金：＄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：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変更になる場合があります。 
 

 

リピーター向け 

ツアー番号：BOS-210 

フェンウェイパーク & ボストン・ハイライト 

Fenway Park & Boston Highlights 

ツアー料金：＄89.95～ （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： ②③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

球場内には 10度の傾斜や階段の登り降りなどがありますが、それが難しい方はエレベーターの利用も出来ます。 
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ボストン、マサチューセッツ州（アメリカ） Boston, Massachusetts (America) 

 

 
 

ツアー番号：BOS-270 

ボストンビール & 蒸留水ツアー 

The Boston Beer & Spirits Tour 

ツアー料金：＄129.95～ （子供料金：なし） 
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 

 

 

 

 
 

プレミアム 

ツアー番号：BOS-385 

ノースエンドマーケット食通ツアー 
Boston's North End Markets Culinary Tour 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは人数に限りがあります。土曜日と日曜日は催行しません。ご希望の方はクインシー/ファニュエル・ホールに残っ

て、自由に観光をお楽しみいただくこともできます。ツアーの一部となるため、帰りのシャトルバスチケットがございます。 

 
 

ツアー番号：BOS-470 

フリーダムトレイルの徒歩ツアー & クインシーマーケット 

Freedom Trail Walking Tour & Quincy Marketplace 
ツアー料金：＄54.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ①④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

全行程 3.2キロほどになります。歩き易い靴と服装でご参加ください。時間に余裕があれば、市内に残って各自観光をお楽しみ

頂けることもあります。ツアーの一部となるため、帰りのシャトルバスチケットは車内で配布します。 
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ポートランド、メイン州（アメリカ） 
Portland, Maine (America) 
漁業と貿易の町として 1632年、イギリスよって“キャスコ”という名称で設立されました。  
その後、1658 年に“ファルマス”となり、 1786 年に現在の“ポートランド”となりました。名称は様々に変更され
てきましたが、その町の本質は変わっていません。今日でもメイン州最大であるこの町は、今も相変わらず活
気ある漁業と商業の港町であり、そしてメイン州の文化、社会、経済の中心地でもあります。 
レンガ歩道や石畳の道に舗装されたオールドポートから、アメリカ元大統領ジョージブッシュの別荘のある海岸
沿いの村・ケネバンクポートまで、ポーランドや周辺地域は皆様を惹きつける素敵な町です。写真好きの方は、
ポートランド・ヘッド灯台や、白い山々を走る登山鉄道のように、シャッターを押したくなる風景が多くあります。
お買い物好きの方は、ここにしかないブティックやお店、ギャラリー、レストランが並んでいるオールドポートや
ダウンタウンエリアでお買いものを楽しんでいただけます。アウトドア好きな方は、世界的に有名なアウトドアシ
ョップ、LLBean を訪れてみてください。様々なブランドが入っているファッションアウトレットがメイン州フリーポー
ト近郊にあります。 
  
＜見どころ＞ 

 ○1  オールドポート Old Port 

かつては倉庫地区でしたが、現在では、しゃれたお店が立ち並び、ショッピング、お食事、エンターテイメント
をお楽しみいただけます。キャスコ湾からもすぐそこに位置しております。 

 

○2  ケネバンクポート Kennebunkport 

観光化されていないビーチ、緑が茂った丘、また有名人やお金持ちも住む高級住宅街が並ぶ美しい海岸沿
いの町です。その中には、ジョージブッシュ元大統領の別荘が立っているウォーカーズポイントもあります。 

 

○3  フォート・ウィリアムス公園 Fort Williams Park 

ケープエリザベスの町は 1899 年に軍隊の前哨基地となりました。今ではメイン州で最も古い灯台 ポートラ
ンドヘッド灯台が目印の人気の公園です。 

 

○4  ポートランド・ベッド灯台 Portland Head Light 

ワシントン大統領によって 1797 年に軍事任務を開始した白い円錐型の灯台と、赤い大きな屋根が可愛いビ
クトリア朝の建物はポートランドのみならず、アメリカで最も有名な灯台写真の撮影スポットとなっています。 

 

○5  東向きの遊歩道 Eastern Promenade Pathway 

キャスコ湾沿い、カレンダーアイランドと港を臨む美しい景色がお楽しみいただけるポートランドで最も素晴ら
しい 3.2キロの散歩道です。 

○6  ヴィクトリア・マンション Victoria Mansion 

町のランドマークであり、アメリカに残る中で最も素晴らしいイタリア人上流階級者の家と考えられています。
１８６０年に建てられ、絵画やカーペット、ガラス照明、ステンドグラス、磁器、や銀食器などほとんどが当時の
まま残されております。 
 

○7  ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの家 Henry Wadsworth Longfellow House 

1786 年にワーズワースの祖父によって建てられた家は、アメリカ独立戦争の間ジョージ・ワシントン大統領の
本部として利用されていました。1901 年にメイン州歴史協会に遺贈され、メイン州の古い美術館の一つとなり
ました。 

○8  ロブスター・ベイク  Lobster Bake  

メイン州の海岸で釣り上げられたばかりのロブスターは誰もが認めるロブスター界の王様で、コーンやパン、
ポテトなどの様々な付け合せがロブスターに添えられたロブスター・ベイクと言うメイン州の料理がとても有名
です。 
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ポートランド、メイン州（アメリカ） Portland, Maine (America) 
 

 

人気 

ツアー番号：PWM-100 

ポートランド・ハイライト、 ケネバンクポート & 灯台 
Portland Highlights, Kennebunkport & Lighthouse 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ②③④ /車窓予定： ①⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更になる場合があります。ポートランド・ヘッド灯台では、180 メートルほど徒歩での移動があります。ケネバンク

ポートでは約 1時間 45分の自由時間があります。ランチは各自おとりください。 

 
 

ツアー番号：PWM-110 

ポートランド・ハイライト & ヴィクトリアマンション 
Portland Highlights & Victorian Mansion 

ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 2時間 

下車予定： ⑥ /車窓予定： ①⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴィクトリアマンションの入り口では 12 段の階段を含む 90 メートルほどを歩いていただきます。博物館の中にも階段がありま

す。訪問順序は変更になる場合があります。 

 
 

ツアー番号：PWM-120 

ポートランド・ハイライト & 灯台 
Portland Highlights & Lighthouse 
ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 2時間 

下車予定： ③④ /車窓予定： ①⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更になる場合があります 180 メートルほど徒歩での移動があります。 

 
 

ツアー番号：PWM-121 

ポートランド・ハイライト & 灯台（車椅子対応） 
Portland Highlights & Lighthouse (Wheelchair Accessible) 
ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 2時間 

下車予定： ③④ /車窓予定： ①⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容は PWM-120 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PWM-120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み頂けませんのでご注意ください。 

ドライバー及びガイドは重量がキロを超す車椅子もしくは電動カートを搭載する手助けはできないこととなっています。ガイドが

口頭で援助させていただくかもしれませんが、車椅子を押したりお客様を持ち上げたりはできませんのでご了承ください。介助

が必要な方は、介助できる方と同行願います。車輛に設置されたリフトは 215キロまでに対応しています。場合によっては電動

カートの代わりに折りたたみ式車椅子をお勧めします。お客様のニーズにお応えするため、どのような車椅子を利用されるか

など乗船後速やかに、ツアーオフィスにご連絡ください。訪問順序は変更になる場合があります。180 メートルほどの車椅子移

動と 2～3段の段差を含みます。 
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ポートランド、メイン州（アメリカ） Portland, Maine (America) 

 

 
 

ツアー番号：PWM-200 

ケネバンクポート & 景観ドライブ 
Kennebunkport & Scenic Drive 
ツアー料金：＄49.95～（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＞ 

ケネバンクポートでは約１時間の自由時間があります。 

 
 

ツアー番号：PWM-610 

ポートランド・ハイライト & スクーナー船での冒険 
Portland Highlights & Schooner Adventure 
ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）  
所 要 時 間：約 4時間 

下車予定： ③④ /車窓予定： ①⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更になる場合があります。180メートルほど徒歩で移動があります。スクーナー船に乗り込む際、5段ほどの段差

があります。このツアーは天候に関係なく催行されますので、重ね着などした暖かい服装でご参加ください。レインコート、双眼

鏡をお持ち頂くことお勧めします。船内でお手洗いを使用する際は、７段ほどの急な段差を昇り降りする必要があります。 

 
 

ツアー番号：PWM-620 

ケネバンクポート & 景観クルーズ 
Kennebunkport & Scenic Cruise 
ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 5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＞ 

ケネバンクポートでは約 1時間の自由時間があります。斜面を歩きます。スクーナー船に乗り込む際、5段ほどの段差がありま

す。このツアーは天候に関係なく催行されますので、重ね着などした暖かい服装でご参加ください。レインコート、双眼鏡をお持

ち頂くことお勧めします。 

 
 
 
 

ツアー番号：PWM-205 

メイン州の灯台ツアー 
Lighthouses of Maine 
ツアー料金：＄54.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 3時間半 

下車予定： ④③ /車窓予定： ①⑦ 

健脚レベル その他 

低 
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ポートランド、メイン州（アメリカ） Portland, Maine (America) 
 
 
 

リピーター向け 

ツアー番号：PWM-255 

ピークス島でメイン州のロブスターベイク 
Maine Lobster Bake on Peaks Island 
ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 3時間 

下車予定： ⑧ /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞＜注意事項＞ 

地形状、車椅子の方向けではありません。2キロ半ほどの平らでない道や小石の多い道、１５～２０段ほどの段差を歩く必要が

あります。船の中にもお手洗いはあります。ロブスターを召し上がらない方は、代わりにチキンのご用意があります。 

 
 

ツアー番号：PWM-380 

メイン州食べ歩きツアー & シップヤード醸造所 
Maine Foodie Walking Tour & Shipyard Brewery 
ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 2時間 

下車予定：  /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い靴を履き、重ね着などした暖かい服装でご参加ください。砂利道を歩きますので歩行の際はご注意ください。 

 
 

ツアー番号：PWM-745 

海岸でのお仕事 & ロブスター釣り 
Working Waterfront & Lobster Pull 
ツアー料金：＄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＞ 

決まった距離を歩き、ご自身で乗船下船できる方がご参加いただけます。 

 

 

ツアー番号：PWM-295 

フリーポート & L.L. ビーンなどでお買い物 
Freeport & L.L. Bean Shopping Transfer 
ツアー料金：＄29.95～（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： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

フリーポートでは買い物のために約３時間の自由時間があります。 

 
 
 

  



14 

セントジョン、ニューブランズウィック州（ファンディ湾へ） 

Saint John, New Brunswick (For the Bay of Fundy) 
 
カナダでも最も古い町セントジョンはニューブランズウィックの息をのむ絶景への玄関口です。ニューブランズウ
ィック州は手つかずの大地が大変多く、85パーセントの土地には人が住んでいません。歴史ある町のそばに点
在する広大な森林や、さらさら流れる渓流、ゆるやかな丘陵、緑豊かな農牧地、息をのむような海岸線が自慢
です。潮の干満差が激しいファンディ湾は、セントジョン川を逆流させて、川上に向かって流れさせます。セント
ジョンの歴史は洗礼者ヨハネ生誕日の 6 月 24 日にサミュエル・シャンプランが発見した 1604 年まで遡ります。
アメリカ独立戦争後、アメリカの独立を支持する者達がこの地域に集まり、セントジョンは活気ある工業港となり
ました。しかし 1877 年の悲惨な大火事により商業が衰退し、長期間放置されていたため、町は暗く、わびしい
影を落としていました。最近になり様変わりをし、ウォーターフロントと旧市街の再開発によりセントジョンズの魅
力と豊かな歴史が蘇りました。 
 
 
＜見どころ＞ 

 ○1  リバーシング ラピッズ Reversing Rapids 

リバーシング ラピッズはセントジョン川の逆流現象で、カナダの東海岸に約270キロに延びるファンディ湾の
激しい潮の干満差により起こるユニークな現象です。 

 

○2  オールドシティーマーケット Old City Market 

オールドシティーマーケットはカナダの歴史的史跡の一部分で、カナダで最も古いファーマーズマーケットで
す。 

 

○3  セントアンドリュース St. Andrews 

とても品の良い夏のリゾートタウンであるセントアンドリュースはオールドニューイングランドの面影を少し残
した絵のような美しい町です。１７８３年にアメリカ独立を支持する者達によって建設され、州の中でも最も古
い町の一つです。 

 

○4  ファンディ国立公園とホープウェル ロックス Fundy National Park & Hopewell Rocks 

ニューブランズウィック州で最初の国立公園がファンディ湾に位置しています。ファンディ湾の上流部の海岸
沿いに広がっているのがホープウェルロックで、岩の形は潮の侵食に起因しています。 

 

○5  セントジョン文化遺産地区 Saint John Heritage Area 

セントジョンの文化遺産保存地区であるトリニティーロイヤルは、19 世紀の建築遺産を賞賛し、現代的なブテ
ィック、アンティーク、レストランを特徴とする 20ブロックのエリアです。 

 

○6  カールトン・マーテロータワー Carleton Martello Tower 

マーテロータワーは火薬庫や兵舎の部屋が再現され、素晴らしいセントジョンとその港を臨む１８12 年の戦
争の際に建てられた歴史的な史跡であります。 

 

○7  ファンディ湾 Bay of Fundy 

ファンディ湾は世界で満潮時最も水位が高く、世界で最も劇的でダイナミックな海岸線を誇りとしています。
一日一回の干満のサイクルで、1000億トンの海水が湾に流れ込んだり、出たりしています。 

○8  セントマーティンズと海の洞窟 St. Martins and Sea Caves 

セントジョンの東、セントマーティンズは造船の歴史が深い村です。赤い断崖や海の洞窟、ファンディ湾の潮
が毎日外へ中へと押し流されてできた約 4.8キロの三日月型ビーチが有名です。 
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セントジョン、ニューブランズウィック州（ファンディ湾） Saint John, New Brunswick 
 
 
 
 

ツアー番号：YSJ-100 

逆流現象、 シティマーケット & カールトン・マーテロータワー 
Reversing Rapids, Old City Market & Martello Tower 
ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ①②⑥ /車窓予定： ⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ファンディ湾で起こることは全て自然現象ですので、訪問中に逆流現象が見られる保証はございません。 

 
 

ツアー番号：YSJ-110 

セントマーティンズ、 セントジョン川 & ファンディ湾 
St. Martins, St. John River & The Bay of Fundy 
ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間半 
 

下車予定： ②⑧ /車窓予定： ①⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ファンディ湾で起こることは全て自然現象ですので、訪問中に逆流現象が見られる保証はございません。 

 
 

人気 

ツアー番号：YSJ-115 

セントジョン・ハイライト & ファンディ湾（軽食込み） 
Saint John Highlights, The Bay of Fundy & Light Lunch 
ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ①②⑦⑧ /車窓予定： ⑤⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い靴を履いてご参加ください。ファンディ湾で起こることは全て自然現象ですので、訪問中に逆流現象が見られる保証

はございません。 
 

 

新設定 

ツアー番号：YSJ-140 
セントアンドリュース & ミニスターズ島 
ツアー料金：＄129.95～（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 

中 

 

 

 

 
 

ツアー番号：YSJ-160 

トロリーで巡るセントジョン・ハイライト & 逆流現象 
Saint John Highlights & Reversing Falls by Trolley 
ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 1時間 15分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

トロリー内には車椅子やベビーカーなどが乗れるスペースがございません。 
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セントジョン、ニューブランズウィック州（ファンディ湾） Saint John, New Brunswick 
 

 
 

ツアー番号：YSJ-180 

セントジョン観光ドライブ（車椅子介添え者） 
Saint John Scenic Drive-Wheelchair Companions 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

折りたたみ式でない車椅子を利用してツアーに参加される方の、ご家族やご友人などの同行者の方は、このツアーにお申し込

みください(YSJ-180)。折りたたみ式車椅子を利用してツアーに参加される車椅子利用者の方はこのツアーYSJ-180 にお申し

込みください。参加人数には限りがあります。折りたたんだ車椅子は特別車に収納いたします。 
 

 

ツアー番号：YSJ-181 

セントジョン観光ドライブ(車椅子対応) 
Saint John Scenic Drive- (Wheelchair Accessible） 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容はYSJ-180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で YSJ-180 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み頂けませんのでご注意ください。 

ドライバー及びガイドは重量が 22 キロを超す車椅子を搭載する手助けはできないこととなっています。車輛に設置されたリフト

は参加者と車椅子の重量と合わせて 215キロまでに対応しています。場合によっては電動カートの代わりに折りたたみ式車椅

子などをお勧めします。車両には 3台の車椅子もしくは 2台の電動カート、及び 8名の乗客を収容できます。折りたたみ式の車

椅子は別途に収容できます。車両のリフトは、総重量 317kg、最大幅 80cm、奥行き 1.5mまで対応しています。お客様のニーズ

にお応えするため、どのような車椅子を利用されるかなど乗船後速やかに、ツアーオフィスにご連絡ください。 
 
 

ツアー番号：YSJ-190 

ファンディ湾のボートツアー 
Wonders of the Bay of Fundy by Boat 
ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ⑤⑦ /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

博物館へは徒歩で 10分から 15分ほど歩きます。天候に関係なく催行されます。歩き易い靴でご参加ください。ボート乗り場の

浮桟橋へは 60段ほどの段差を下ります。観光船内にはライフジャケットが用意されています。 

 
 

新設定 

ツアー番号：YSJ-205 

スカイウォーク & 逆流現象 
Skywalk & reversing Falls rapids 
ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
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セントジョン、ニューブランズウィック州（ファンディ湾） Saint John, New Brunswick 
 
 
 
 
 

ツアー番号：YSJ-105 

ホープウェル・ロック & ファンディ国立公園（お弁当付き） 
Hopewell Rocks, Fundy National Park & Boxed Lunch 
ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ④⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

重ね着をして、ハイキングに適した靴を履いてご参加ください。約 270 メートルにわたって砂利道で、濡れて滑りやすい道が続

きます。 干潮時、海辺を歩くことができますが、ビーチへは約 100段の階段を下りることになります。潮の干満は保証できませ

ん。ホープウェルロックは、10月 13日は季節がら閉鎖されております。 
 
 
 
 

 

ツアー番号：YSJ-125 

ピンクバスでのセントジョン観光：乗り降り自由１日券 
Big Pink Saint John: Hop On/Hop Off All Day Bus Pass 
ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間： 5時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： ①② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

乗車前にバスルート及びバスストップを記載した案内地図が配布され、運航の頻度の説明を受けます。各観光施設の入場料

は含まれていません。この二階建てバスは 15 分から 30 分の間隔で終日運航しています。周遊するのに最低 1 時間半、訪問

場所での時間のかけ方などで異なります。乳がん支援をするためバスの色はピンクです。代金の一部はカナダの乳がん基金

へ寄付されます。 

運用の状況により、ピンクの二階建てバスは大型バスに変更になる場合があります。 
 
 
 
 

ツアー番号：YSJ-245 

ファンディ湾撮影ツアー 
Bay of Fundy Coastal Photography Tour 
ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 15分 
 

下車予定： ①⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩きやすい靴を履いて、カメラ持参でご参加ください。 

 
 

新設定 

ツアー番号：YSJ-270 

ムースヘッドのビール醸造会社ツアー 
Moosehead Brewey Tour 
ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

つま先の覆われた靴でご参加ください。階段の上り下りが多くあります。現在も実際に稼働している歴史的ビール醸造所を回

りますので、長時間立ったままだったり、暑かったり寒かったりするお部屋の出入りがございます。 
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セントジョン、ニューブランズウィック州（ファンディ湾） Saint John, New Brunswick 

 

 
 

新設定 

ツアー番号：YSJ-380 

セントジョンの食べ歩きツアー 
Saint John for Foodies Walking tour 
ツアー料金：＄79.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日曜日は、オールドシティーマーケットが休館のため、このツアーは催行されていません。 

 
 

ツアー番号：YSJ-400 

リバーシング ラピッズ ジップラインアドベンチャー 
Reversing Rapids Zipline Adventure 
ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 2時間 

 

下車予定：①⑦  /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方は、勢いよく進むこのアトラクションはお勧めいたしません。腰の問題や糖尿病など持病がある方は事前に主治医

にご相談ください。8 歳以上、体重 30 キロから 122 キロの方がご参加いただけます。風の状況では体重 113 キロ以下の方に

制限させていただく場合があります。ひざ丈より長いズボンとつま先が閉じた靴を着用ください。ビーチサンダル、サンダルでの

ご参加はご遠慮ください。髪の長いの方は束ねていただき、イヤリングやネックレスなど長く、ぶら下がる物は外してください。

夏であっても塔の上は地上より涼しい為、セーターやウィンドブレーカーの持参をお勧めします。肩からつながるハーネスに座

るスタイルです。足、胸と肩のストラップはしっかりと装着され、ウエストのストラップに付随している滑車が滑りをスムーズにし

ます。ぴったりとしたヘルメットを装着します。ストラップ付きのカメラの場合はハーネスに付けることが出来ます。ストラップのな

い携帯電話やカメラは持ち込めません。ヘルメットカメラは追加料金で借りることが出来ます。 
  

新設定 

ツアー番号：YSJ-635 

ロブスター漁師一日体験 
A Day in the Life of a Lobster Fisherman 
ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

ツアー番号：YSJ-880 

カヤック体験とロブスターバーベキュー 
Kayak Adventure & Lobster Cookout 
ツアー料金：＄159.95～（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： ⑦ 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは、ご家族連れやカヤックの経験がない方でもご参加いただけます。12 歳以上のお子様から参加できます。このツ

アーは天候に関係なく催行されますが、天候状況によりカヤックをする場所が変更になる場合もあります。履きやすく滑らない

靴を履き、暖かいセーターもしくはウィンドブレーカーを着用ください。水に濡れる場合がありますので、着替えもお持ち頂くこと

をお勧めします。 
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ハリファックス、ノバスコシア州（カナダ） 

Halifax, Nova Scotia (Canada) 

 
ノバスコシア州の州都でカナダ大西洋地方最大の都市ハリファックスは、かつて北米における英国の重要軍事
要塞でした。美しく修復されたウォーターフロントの歴史的建造物は、何世紀にも渡って先祖から引き継がれて
きているものを思い起こさせます。ウォーターフロントを散策していると、200年以上大活躍した大型帆船ブルー
ノーズⅡ世号が、ノバスコシアの海に浮かぶ大使として、プライベーター埠頭に結ばれているのが見えます。 
ハリファックスは、打ち寄せられる波で削られた花崗岩の断崖や、ポツンと佇む灯台など、荒々しい自然が美し
いペギーズコーブを含むノバスコシアの息をのむように素晴らしい景色への玄関口でもあります。 
 
  
＜見どころ＞ 

 ○1  大西洋海洋博物館 Maritime Museum of the Atlantic 

ノバスコシア州の海の歴史を遡ります。多くの展示品の中でも、デッキチェアなどを含むタイタニックの遺品に
ついては、この博物館が世界で一番多くを保存しています。 

 

○2  ピア２１ Pier 21 

カナダの移民博物館で、1928年から 1971年の間に多くの人々が通過した入国地点を体験し、個人的、国家
的な努力と成功の歴史を学んでみてください。 

 

○3  ヒストリック プロパティーズ Historic Properties 

このかわいらしく改装された１９世紀の地区で、耳を澄ましてみてください。商船や私掠船、海軍船が幾隻も
出たり入ったりしていた時代の鼓動が聞こえてきそうです。買い物をしながらぶらぶら歩いたり、過去の息吹
を感じたりするのもいいかもしれません。 

 

○4  ハリファックス シタデル 国立歴史地区 Halifax Citadel National Historic Site 

俳優たちが演じる、1869 年の要塞での生活を再現した歴史プログラムをお楽しみください。またハリファック
スと北米の歴史の中で、シタデルが果たしてきた役割を説明する展示品もあわせてどうぞご覧ください。 

 

○5  州議事堂 Province House  

1819年から毎年ノバスコシア州の議会が行われてきた場所です。ここはカナダで最も古い政庁所在地です。
“赤い会議室”と称される会議室や図書室をツアーで回ることができます。 

 

○6  セントポール英国国教会 St.Paul’s Cathedral 

この 18 世紀の教会はハリファックスで最も古いプロテスタントの崇拝の場所であり、最初の入植者のための
教会です。1917 年起こった爆発の痕跡として、‘爆発窓‘と呼ばれる窓と、壁にはまったままになっている金
属の破片をご覧ください。 

 

○7  ペギーズコーブ Peggy’s Cove 

古風で趣のある歴史的な漁村の歴史は 1811年まで遡ります。ペギーズポイントの灯台を訪れてください。現
在一般的な、いわゆる赤と白の灯台は 1914年に建てられました。現在では内部をご覧になることはできませ
んが、今日も相変わらず現役として使用されています。 

○8  ルーネンバーグ Lunenburg 

ユネスコの世界遺産に登録されている町並みは、18 世紀、英国が北米で行った計画された植民地の中で最
も良い一例とされています。また、世界のバルサムクリスマスツリー（北米ではクリスマスツリーに使用する
木としても最も有名）の首都としても知られています。 
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ハリファックス、ノバスコシア州（カナダ） Halifax, Nova Scotia (Canada) 
 

 

人気 

ツアー番号：YHZ-100 

ペギーズコーブ & 海岸線ドライブ 
Peggy's Cove & Coastal Scenic Drive 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ③⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハリファックスからペギーズコーブへは片道約 1 時間のドライブです。丈夫なウォーキング用の靴を履き、レインコートや傘など

の雨具、カメラをご用意ください。車椅子を収容するスペースはございますが、リフト無しの車両となっておりますのでご注意く

ださい。 
 

 

ツアー番号：YHZ-105 

ペギーズコーブ & タイタニック（午後のツアー） 
Peggy's Cove & Titanic (Afternoon Tour) 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

フェアビュー・ローン墓地を見学ご希望の方は、片道 70 メートルほど歩きます。車椅子を収容するスペースはございますが、リ

フト無しの車両となっておりますのでご注意ください。 
 

 

ツアー番号：YHZ-110 

ペギーズコーブ & ハリファックス・ハイライト（昼食込み） 

Peggy's Cove, Halifax Highlights & Lunch 
ツアー料金：＄189.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①④⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハリファックスからペギーズコーブへは片道約 1 時間のドライブです。丈夫なウォーキング用の靴を履き、レインコートや傘など

の雨具、カメラをご用意ください。ツアー時間は、当日の船の入港状況などにより変わる場合があります。 

 
 

ツアー番号：YHZ-115 

ペギーズコーブ、 景観ドライブ & ロブスターランチ 
Peggy's Cove, Scenic Drive & Lobster Lunch 
ツアー料金：＄159.95～ （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： ④⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハリファックスからペギーズコーブへは片道約１時間のドライブです。丈夫なウォーキング用の靴を履き、レインコートや傘など

の雨具、カメラをご用意ください。 
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ハリファックス、ノバスコシア州（カナダ） Halifax, Nova Scotia (Canada) 
 
 

 

ツアー番号：YHZ-120 

ペギーズコーブ、 歴史的要塞 & タイタニック（昼食込み） 
Peggy's Cove, Historic Fortress, Titanic & Lunch 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ③④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハリファックスからペギーズコーブへは片道約１時間のドライブです。丈夫なウォーキング用の靴を履き、レインコートや傘など

の雨具、カメラをご用意ください。ツアー時間は、当日の船の入港状況などにより変わる場合があります。 

 
 

ツアー番号：YHZ-125 

ペギーズコーブ & 乗り降り自由バスツアー 
Peggy's Cove & Hop On/Hop Off Bus Tour 
ツアー料金：＄89.95～ （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： ①③④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

チケットに書かれているツアー番号が YHZ-125A の場合、午前中にペギーズコーブに行きペギーズコーブからの帰路、乗り降

り自由のバスを利用します。チケットに書かれているツアー番号が YHZ-125B の場合、午前中に乗り降り自由のバスに乗って

いただき、午後ペギーズコーブに行きます。各観光施設への入場料はツアー代金に含まれておりません。バスは 15 分から 30

分おきに埠頭を出発します。乳がん支援をするためピンクのバスが使用され、代金の一部はカナダの乳がん基金へ寄付され

ます。二階建てバスには車椅子を収容することができません。 

 
 

ツアー番号：YHZ-130 

優先入場券で巡る ハリファックス市内観光  
Halifax Scenic Tour with Express Pass Entrance 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ①④ /車窓予定： ②③⑤⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

エクスプレスパスには、シタデルと海洋博物館への優先入場券を含みます。二階建てバスは 15分から 30分おきに終日運航し

ています。時折、ピンクの二階建て大型バスに変更になる場合があります。 

ツアーの所要時間は各訪問地での滞在時間や各々のペースにより異なりますが 2時間半から 4時間ほどです。 

車椅子での二階建てバスの乗車はいただけません。バスルート及びバスストップを記載した案内地図が配布されます。 

 
 

ツアー番号：YHZ-160 

ハリファックス景観ドライブ  
Historic Halifax Sites Scenic Drive 
ツアー料金：＄49.95～ （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： ③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

フェアビュー・ローン墓地を見学ご希望の方は、片道 70 メートルほど歩きます。 
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ハリファックス、ノバスコシア州（カナダ） Halifax, Nova Scotia (Canada) 

 

  
 

世界遺産 リピーター向け 

ツアー番号：YHZ-210 

植民地都市ルーネンバーグ徒歩ツアー & 景観ドライブ 
Colonial Lunenburg Walking Tour & Scenic Drive 
ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： ①③④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い平底の滑りにくい靴でご参加ください。歩く距離は各自のご判断でお決めください。ルーネンバーグは丘の上にありま

すので、港周辺から町中まではかなりの坂や階段があります。 

 
 

ツアー番号：YHZ-600 
水陸両用車で巡るハリファックス 
Halifax City & Harbor Duck Tour 
ツアー料金：＄49.95～（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： ①④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

水陸両用車は陸上を 35分、水上を 25分ほど走ります。悪天候で小型船舶の運行が制限されている場合には水上走行を取り

止め、代金の 25％を船内アカウントに返金します。水陸両用車は屋根がないため、暖かい服装でご参加ください。 

 
 
 

 

ツアー番号：YHZ-205 

大西洋海洋博物館 & タイタニック号  
Maritime Museum & RMS Titanic 
ツアー料金：＄64.95～（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： ③⑤⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

大西洋海洋博物館の入場料は含まれています。営業時間により訪問順序が変更になる場合があります。 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：YHZ-225 

アナポリスバレー、 ワインの試飲 & ファンディ湾  
Annapolis Valley Tour, Wine Tasting & Bay of Fundy 
ツアー料金：＄109.95～（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： ②③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

博物館の入場料は含まれていません。歩き易い靴と暖かいジャケットやセーターでご参加ください。歩く距離は各自のご判断

でお決めください。ファンディ湾では、潮の激しい干満の様子をお楽しみいただけますが、有名な逆流現象はご覧いただけませ

ん。そちらの鑑賞はセント・ジョンの入り江からのみとなります。ツアー時間は、当日の船の入港状況などにより変わる場合が

あります。 
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ハリファックス、ノバスコシア州（カナダ） Halifax, Nova Scotia (Canada) 
 

 

ツアー番号：YHZ-135 

ピンクの大型バスでハリファックス観光：ホップオン/ホップオフ１日券 
Hop On Hop Off All Day Bus Pass 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 1時間半 
 

下車予定： ①③④ /車窓予定： ⑤⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

観光施設の入場料は含まれません。この二階建てバスは 15-30 分おきに埠頭を出発します。ツアーの長さは立ち寄った場所

でどれくらい滞在したかによります。代金の一部はカナダの乳がん基金へ寄付されます。二階建てバスには車椅子を収容する

ことができません。 
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シドニー、ノバスコシア州（カナダ） 

Sydney, Nova Scotia（Canada） 

 
ケープブレトン島は神秘的な旅行地として伝えられていますが、シドニー港はその玄関口となっています。その美し
さと、独特なケルト音楽と文化で有名な島です。船を降りジョアン・ハリス・クルーズパビリオンに入ると島の一番の
見どころや魅力的なものが紹介されています。港付近のパビリオンは世界最大のもので、数多くのブティック、工芸
品屋などが並んでいます。Wi-fi サービス、観光案内所、そしてケープブレトン島の工芸、画像や由緒正しき島の豊
かな文化や歴史遺産の概観を紹介している展示センターがありますので、覗いてみてはいかがでしょうか。 
もしくはレンジ・ライトカフェにただ座って、地元のシーフード料理をゆっくりご堪能いただくのもいいかもしれません。
二階のバルコニー席でグラスワインを楽しんでもよいでしょう。 
シドニーの町は深い歴史があります。元々は、英国政府を支持する者によってアメリカ独立戦争の危機から逃れる
為に 1785 年に建設された町でした。豊富な天然資源のおかげで石炭と鉄鋼業が発達し、移住してきた人は裕福に
なりました。それは民族的、文化的に様々なバックグラウンドを持つ移民を惹きつけ、今日に至るまで多文化主義が
残っています。 
発明家グラハム・ベルが生活し、働き、研究したとされる素晴らしい景色のブラドー湖やバデックという町から、ジョ
アン・ハリス・クルーズパビリオンまでは、車を少し走らせた距離です。ケープブレトンの東岸には北米最大の史跡、
ルイズバーグ砦があります。砦はカナダ国定史跡に指定されており、ウイリアムズバーグ様式で人を惹きつけてい
ます。どうぞお見逃しなく。 
  
＜見どころ＞ 

 ○1  アレクサンダー・グラハム・ベル博物館 Alexander Graham Bell National Historic Site 

バデックにあるこの博物館には 3 つの展示ホールがあり、ベル氏が発明した最初の電話機の複製品を含む
様々な発明物が展示されています。屋上庭園からは 132 の部屋があるベルの邸宅ベイン・ブレアを望むこと
ができます。 

 

○2  ブラドー湖 Bras d’Or Lake  

フランス語で”金の腕“という意味があるこの輝く湖は穏やかで霧がなく、何百もの洞窟や島があることで知ら
れ、ほとんど全体が高い丘と低い山によって囲まれています。 

○3  バデック Baddeck 

ケープブレトンの中心で美しいブラドー湖の湖畔に広がるこのかわいらしい町には、アレクサンダー・グラハ
ム・ベルの夏の別荘があります。バデック湾を雄大に見渡せる場所に佇んでいます。 

○4  ケルトの伝承 Celtic Heritage 

ケープブレトンはゲール語が今なお話されている北米で唯一の場所です。200 年前にスコットランドから移民
してきた人々から受け継がれてきた音楽やダンス、物語が今も色濃く残っています。 

○5  ケープ・ブレトン・ハイランズ国立公園 Cape Breton Highlands National Park 

この 366 平方マイルの公園には、美しい山々、青々とした谷や森、透明で済んだ滝、岩の多い海岸線、そし
てツンドラのような台地があり、ケープ・ブレトン・ハイランズとして知られています。 

○6  ハイランド村と博物館 Highland Village & Museum 

18 世紀半ばのノバスコティア州におけるゲール文化を経験していただけます。43 エーカーという広大な敷地
に広がる歴史博物館です。時代を感じる建築物や珍しい農場の動物、展示品があり、当時の衣装を身にま
とったガイドが面白楽しく、歴史の旅に案内してくれます。 

○7  カボットトレイルの雄大な景色 Cabot Trail 

ケープブルトンハイランズをぐるっとまわる景勝道路で、絵葉書のようなブラドー湖を通り海岸線に続いています。 

○8  ルイズバーグの砦 Fortress of Louisbourg 

再建された、北米最大のフランス要塞都市でカナダの国立史跡です。当時の衣装を着たガイドや歴史的
建造物、デモンストレーションなどがエキサイティングで面白い歴史のレッスンを盛り上げます。 
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シドニー、ノバスコシア州（カナダ） Sydney, Nova Scotia（Canada） 
 

  

ツアー番号：YQY-100 

ピンクバスで巡るシドニー・ハイライト & 海岸沿いドライブ 
Big Pink Bus Sydney Highlights and Coastal Drive 

ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

代金の一部はカナダの乳がん基金へ寄付されます。混雑を避けるため訪問順序が変更になる場合があります。 

 
 

人気 
 

ツアー番号：YQY-205 
ベル博物館、 バデック & ブラドー湖 
The Bell Museum, Baddeck & Bras d'Or Lake 

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

下車予定： ①③ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

車椅子を収納できますが、こちらの車には、リフトがついておりませんのでお気を付けください。 

 
  

ツアー番号：YQY-305 
ハイランド村 - 博物館 & ケルト体験 
Highland Village and Museum & Gaelic Experience 

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

下車予定： ⑥ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

野生動物はよく出没しますが、必ずしも出会えるとは限りませんのでご了承ください。 

 
  

リピーター向け 
 

ツアー番号：YQY-310 

ブラドー湖、 ハイランド村 & バデック（昼食込み） 
Discover Bras d'Or Lake, Highland Village & Baddeck 

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）  
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ③⑥ /車窓予定： ①② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハイランド村ではある程度の距離を歩いての観光となりますが、車内に残り、車窓からの景観を楽しむことも出来ます。 

訪問順序が変わる場合があります。 
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シドニー、ノバスコシア州（カナダ） Sydney, Nova Scotia（Canada） 

 
 

  

ツアー番号：YQY-325 
ケープブレトンのカボット・トレイルをドライブ-終日（昼食込み） 
Road Trip Along the Cabot Trail in Cape Breton  

ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間半 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

片道 2時間のドライブで途中景観をお楽しみいただけます。 

 
 

新設定 

ツアー番号：YQY-600 

都市観光 & 海岸沿い観光 
City and Sea by Harbor Hopper  
ツアー料金：＄64.95～ （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：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：YQY-610 

ブラドー湖での帆走 & バデック(昼食込み） 
Sailing on the Bras D'or Lake, Baddeck & Lunch 
ツアー料金：＄179.95～（子供料金有：12歳以下）  
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ②③ /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ジャケットやウィンドブレーカーなど上から羽織る暖かい服装をご持参ください。 

 

  

ツアー番号：YQY-200 
ケルトの伝承 - ケープブレトンの音楽 
Celtic Heritage: Sounds of Cape Breton 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 1時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

会場までは約 90 メートル徒歩での移動となります。会場にはエレベーターがございます。 
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シドニー、ノバスコシア州（カナダ） Sydney, Nova Scotia（Canada） 

 

 
 

ツアー番号：YQY-255 
ケイリホール：アイルランド音楽、ダンス、フード、カジノ 
A Nova Scotia Kitchen Party Ceilidh 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

州のギャンブル条例に従い、21歳以上の方のみご参加できます。 

 
  

ツアー番号：YQY-270 

シドニーパブ巡り 
Sydney Pub Tour 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金：なし） 
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 

 

 

 

 
  

ツアー番号：YQY-300 

ルイズバーグ砦国立史跡観光 
Fortress of Louisbourg National Historic Site 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

徒歩による観光がかなり含まれます。歩き易い靴を履いて、温かい服装でご参加ください。ジャケットやウィンドブレーカーなど

羽織れるものをお持ちください。 

 
  
ツアー番号：YQY-315 

ケープブレトン島の炭鉱体験 & 博物館 
Cape Breton Island Coal Mine Experience & Museum 
ツアー料金：＄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： ⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

坑道内は天井が低く、約 180 メートル歩きます。背が高い方は屈んで通る場所もあります。閉所恐怖症の方は坑道にお入りい

ただけません。また、坑道内では、身を屈めた状態で少しの距離を歩いていただきます。体調の良い方がご参加ください。 
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シドニー、ノバスコシア州（カナダ） Sydney, Nova Scotia（Canada） 

 

 
 

ツアー番号：YQY-380 

シドニー旧市街徒歩ツアー & ケルト体験 
Sydney Old Town Walking Tour & Celtic Experience 
ツアー料金：＄44.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所要時間：約 1 時間半  
 

下車予定： ④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヒールの低い歩き易い靴でご参加ください。約 1.6km の道のりをゆっくりとしたペースで歩きます。直接ガイドと埠頭から出発し

ます。 

 
 

ツアー番号：YQY-385 

歴史的な町シドニーを、怖い話を聞きながら歩く旅 
A Walking Tour of Ghosts & Legend of Histeric Sydney 
ツアー料金：＄29.95～ （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：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 

  



29 

シャーロットタウン、プリンス・エドワード島（カナダ） 

Charlottetowm, Princes Edward Island (Canada) 
 
プリンス・エドワードアイランド州は面積と人口という観点からカナダで最も小さな州ではありますが、それよりも
フレンドリーな人々や自然の美しさ、そしてカナダの発祥の地として、より知られています。 
島の地形は表情豊かで、起伏のある丘陵、静寂な森林、赤みを帯びた白砂の海岸、海の洞窟や有名な赤土
があります。シャーロットタウンは州都でありながら小さな村のような感じがあり、国際的でありながらリラックス
した雰囲気があります。歴史的魅力を残しつつダイナミックな都市に成長しています。プリンス・エドワード島に
ついて小説家ルーシー・モード・モンゴメリーを抜きには語れません。彼女はかつてプリンスエドワード島に住ん
でいて、その時にこの島からインスピレーションを受け、ビクトリア時代後期を舞台にした「赤毛のアン」を書きま
した。その他に 1997 年に作られたコンフェデレーション・ブリッジも有名です。氷が覆われた海の上に架けられ
た世界最長の橋はプリンス・エドワード島とカナダ本土を繋いでいます。 
  
 
＜見どころ＞ 

 ○1  赤毛のアンの家グリーンゲイブルス Green Gables Heritage Place 

キャベンディッシュ村に位置する 19 世紀の農家であるグリーンゲイブルスは、ルーシー・モンゴメリが愛した
小説「赤毛のアン」の舞台でありインスピレーションを得た場所でもあります。納屋やギフトショップ、農家の
家を見学します。 

 

○2  プリンス・エドワード・アイランド国立公園 Prince Edward Island National Park 

この美しい国立公園は、観光客がキャベンディッシュ村の赤毛のアンの家へ集まるようになってから作られ
ました。赤砂岩の崖やビーチが特徴で、島原産の多くの種が生息しています。 

 

○3  シルバーブッシュとグリーンゲイブルス博物館 Silver Bush & Anne of Green Gables Museum 

シルバーブッシュの赤毛のアン博物館は美しい110エーカーの敷地内にあり、花畑を散歩したり、輝く湖水の
眺望を楽しんだりもできます。 
 

○4  シャーロットタウン Charlottetown 

かわいいシャーロットタウンの町はプリンス・エドワード島で最も大きな町であり、州都でもあります。多くの歴
史的建造物や明るい港、活気のあるショッピング地区があります。 

 

○5  ブルーヘロン景観ドライブ Blue Heron Scenic Drive  

素晴らしいブルーヘロンドライブコースは、島に生息する鷺（heron）から名づけられました。ドライブコースは
ノース・ショアの眺めのいいビーチに沿って伸び、国立公園を抜け、島の赤砂岩の崖の側を通ります。 

 

○6  ビクトリア・バイ・ザ・シー Victoria-by-the-Sea 

クイーンズ地区の端にあるビクトリア・バイ・ザ・シーは絵のような並木道と眺めの良い灯台で知られる歴史
のある海岸村です。 

○7  ノース・ラスティコ North Rustico 

 
島の北岸のこの美しい港とビーチはおよそ 1790 年に造られました。見応えのある赤砂のビーチや豊かな農
業、活気に満ちた漁業が共存する地域社会として有名です。 
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シャーロットタウン、プリンスエドワードアイランド州（カナダ） 

 Charlottetowm, Princes Edward Island (Canada) 
 

 

人気 

ツアー番号：YHG-100 

赤毛のアンの家グリーンゲイブルス & 島内ドライブ 
Anne of Green Gables Historic Site & Island Drive 

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

下車予定： ①⑤ /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

赤毛のアンの家では、階段を上って２階を見学できますが、車いすの方は上る事が出来ません。文化遺産のためエレベーター

やリフトはございません。このツアーは天候に関わらず催行します。シルバーブッシュのグリーン・ゲイブルス博物館の訪問は

いたしません。 

 
 

ツアー番号：YHG-105 
究極の「赤毛のアン」体験 
The Ultimate Anne Of Green Gables Experience 

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 4時間 15分 
 

下車予定： ①②③ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

赤毛のアンの家では、階段を上って 2階を見学できますが、車いすの方は上る事が出来ません。 

 
 

ツアー番号：YHG-110 
赤毛のアン & 海岸線の景観ドライブ（昼食込み） 
Anne of Green Gables, Coastal Scenic Drive & Lunch 
ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①⑦ /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ラスティコやコンフェデレーション・ブリッジの水際は岩場になっていて滑りやすいので近寄らないでください。事前にお知らせい

ただければ、昼食時野菜入りラップサンドに替えることもできます。 

 
 

ツアー番号：YHG-115 
ピンクバス & 歴史探訪ウォーク  
Big Pink Bus Tour & History Walk 
ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 1時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアー代金の一部はカナダの乳がん基金に寄付されます。二階建てバスからピンクの大型バスになる場合があります。 
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シャーロットタウン、プリンスエドワードアイランド州（カナダ） 

Charlottetowm, Princes Edward Island (Canada) 
 
 

 

ツアー番号：YHG-145 
馬車で巡るシャーロットタウン 
Charlottetown By Horse-Drawn Trolley 
ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 1時間 

 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
  

リピーター向け 
 
ツアー番号：YHG-200 
島内観光ドライブ & コンフェデレーション・ブリッジ 
Panoramic Island Drive & Confederation Bridge 
ツアー料金：＄79.95～（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： ④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ビクトリア・バイ・ザ・シーのほとんどの商業施設は季節営業の為、クルーズ船が寄港する秋は営業していない場合がありま

す。 

 
 

ツアー番号：YHG-300 
赤毛のアン、 島内景観ドライブ & ロブスター昼食 
Anne of Green Gables, Island Scenic Drive & Lobster 
ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ①⑤ /車窓予定： ②④ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

赤毛のアンの家では、階段を上って2階を見学できますが、車いすの方は上る事が出来ません。文化遺産のためエレベーター

やリフトはございません。訪問順序は午前と午後発のツアーで異なります。 
 
 

 
 

ツアー番号：YHG120 
ミュージカル - アンとギルバート   
Anne & Gilbert: The Musical  
ツアー料金：＄89.95～（子供料金：なし）  

所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 

船から劇場まで、片道 30 分の道を歩きます。上演開始後に到着された方のご入場は幕間にお願いいたします。写真、ビデオ

撮影は禁止されております。 
 

 

プレミアム 
ツアー番号：YHG-235 
鷹の訓練体験   
Fun with Falcons 
ツアー料金：＄179.95～（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： ④⑤ 

健脚レベル その他 

低 
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シャーロットタウン、プリンスエドワードアイランド州（カナダ） 

Charlottetowm, Princes Edward Island (Canada) 
 
 
 

 

ツアー番号：YHG-330 
プリンス・エドワード島の灯台巡り景観ドライブ   
Lighthouses of Prince Edward Island Scenic Drive  
ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）  

所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い靴を履いてご参加ください。 

 
 

ツアー番号：YHG-380 
シャーロットタウンの味覚 徒歩ツアー   
A Taste of Charlottetown-Culinary Walking Tour 
ツアー料金：＄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： ④ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

生又は未調理の肉、鶏肉類、魚介類、卵の摂取は特に、特定の持病を持つ方には食品に関する病気のリスクを増加させる場

合があります。このツアーは歩行に難がある方にはお勧めできません。約 3.2 ㎞の徒歩による観光が含まれます。訪問する 2

箇所には、それぞれ 10～15段の階段があり、上る必要があります。 
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バー・ハーバー、メイン州（アメリカ） 

Bar Harbor, Maine  
 
アーカディア国立公園のキャディラック山頂に立つと、なぜジョン･Ｄ・ロックフェラーのような人々がこの地域の
美しい自然を残そうと熱望したのかお分かり頂けるでしょう。個人の寄付によって創立されたアーカディア国立
公園は海に削られた海岸線、そそり立つ断崖や緑あふれる山々など自然の宝庫です。マウントデザート島は
1919 年アーカディア国立公園が創立される以前から人気のリゾート地でした。1890 年代から 1910 年にかけ、
バー・ハーバーには富裕層がおしよせ、ニューポート風豪華コテージを建築し、古風で趣のあるニューイングラ
ンドの町がファッショナブルな夏のリゾート地に変わりました。ジョン・Ｄ・ロックフェラーを含む裕福な人々の働き
かけにより、ウッドロー・ウィルソン大統領がアーカディアをミシシッピより東に作られた最初の国立公園にしまし
た。数多くある豪華別荘は過去の名残です。1947 年の大火事により町とその周りの森林は焼失してしまいまし
たが、アーカディアは被害を免れ、今日ではアメリカ国内で来訪者が最も多い国立公園の一つとなっています。
敷地面積 35,000 エーカーの公園内には大自然が溢れています。見事な景観に加え、ヘラジカやアメリカクロク
マ、オジロジカなど約 50種の哺乳類が生息し、公園内を歩き回っています。 
ご案内：バー・ハーバーは船が沖止めとなる港です。船から桟橋まで船のテンダーボートを使用します。プリン
セスクルーズのスタッフも最大限のお手伝いはいたしますが、22 キロ以上を持ち上げることは禁止されており
ます。身体的に介助が必要なお客様は、介助可能なお連れ様とご一緒願います。下船ができるかの最終的な
許可は、安全性・便利性を考慮し、その都度船長の判断に委ねられますのでご了承ください。 

＜見どころ＞ 

 ○1  アーカディア国立公園 Acadia National Park 

47,000 エーカーに広がり、多くのエリアにはかつてはロックフェラーやヴァンダービルト、モーガンズのような
大富豪たちの別荘がありました。今日ではハイキングやロッククライミング、キャンプを目的に訪れ、冒険家
たちの旅行先となっています。 

○2  27マイルパークループロード 27-Mile Park Loop Road 

素晴らしい眺望の景観ドライブは、ハルコーブから始まりマウントデザート島を一周し、キャディラックマウン
テンの頂上まで続きます。 

○3  キャディラックマウンテン Cadillac Mountain 

約467メートルのキャディラックマウンテンはアメリカの東海岸沿いの最高地点になります。10月から3月は、
アメリカで最初に日の出を見られる場所です。 

○4  サンダーホール Thunder Hole  

海水が岩の空洞を侵食し、波と空気が押し出され、波が洞窟にこだまして雷のような音を出します。運がよけ
れば、波が 12 メートル以上吹き上がることもあります。 

○5  ヴィクトリアン バーハーバー Victorian Bar Harbor 

島の東側にひっそりと佇むこのかわいらしい町はかつて富裕層や有名人が多く住む場所であり、金ぴか時
代の豪華な大邸宅がメインストリートにたくさん見られます。 

○6  ロブスターベイク Lobster Bake 

メイン州の海岸で釣り上げられたばかりのロブスターは誰もが認めるロブスター界の王様です。コーンやパン、ポ
テトなどの様々な付け合せがロブスターに添えらたロブスター・ベイクと言うメイン州の料理が有名です。 

○7  クランベリー島 Cranberry Islands 

近郊の湿地で育った赤いベリーを使ったタルトにちなんで名付けられたこの島は５つの島から成っており、そ
れぞれの島には一般の店から郵便局、教会、歴史的団体、学校があります。 

○8  灯台 Lighthouses 

険しく、時には危険なメイン州の海岸線を航海する船を安全に誘導するために、今も美しくてユニークな多く
の灯台が約 5600キロにわたって監視しています。 
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バー・ハーバー、メイン州（アメリカ） Bar Harbor, Maine(America) 
 

 

人気 
ツアー番号：BHB-100 
アーカディア国立公園 & キャディラックマウンテン 
Acadia National Park & Cadillac Mountain 
ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ①②③  /車窓予定： ⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変更になる場合があります。天候によってはキャディラックマウンテンに代わり、ジョーダンポンドかアーカディア国

立公園ビジターセンターを訪れます。キャディラックマウンテン山頂は風が強いためセーターやウィンドブレーカーなど暖かい

服装でご参加ください。3～5 段の昇降が出来る方がお申し込みください。車椅子でご参加の方はこのツアーで同じ乗物を使用

する BHB-101にお申し込みください。 
 

 

ツアー番号：BHB-101 
アーカディア国立公園  & キャディラックマウンテン（一部車椅子対応） 
Acadia National Park & Cadillac Mountain（Partially Wheelchair Accessible） 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ①②③  /車窓予定： ⑤⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容は BHB-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 BHB-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み頂けませんのでご注意ください。 

折りたたみ式車椅子をご利用で、バスの3～5段ほどの階段を上り下りできる方はBHB-100をご予約ください。折りたたみ式車

椅子及び電動カートはトランクルームに収容されます。 

ご案内：バーハーバーは船が沖止めとなる港です。船から岸まではテンダーボートを使用します。プリンセスクルーズのスタッ

フも最大限のお手伝いはいたしますが、22ｋｇ以上持ち上げることは禁止されております。身体的に援助が必要なお客様は、

健常者のお連れ様とお出かけください。下船ができるかの最終的な許可は、安全性・便利性を考慮し、その都度船長の判断に

委ねられますのでご了承ください。 

ドライバー及びガイドは重量が 22キロを超す車椅子もしくは電動カートを搭載する手助けはできないこととなっています。ガイド

が口頭で援助させていただくかもしれませんが、車椅子を押したりお客様を持ち上げたりはできませんのでご了承ください。介

助が必要な方は、介助できる方と同行願います。車輛に設置されたリフトは 215キロまでに対応しています。場合によっては電

動カートの代わりに折りたたみ式車椅子をお勧めします。お客様のニーズにお応えするため、どのような車椅子を利用される

かなど乗船後速やかに、ツアーオフィスにご連絡ください。訪問順序は変更になる場合があります。 
 
 
ツアー番号：BHB-105 
アーカディア国立公園 & ルッキンググラスレストラン 
Acadia National Park & Looking Glass Restaurant 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ①②④  /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更になる場合があります。 
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バー・ハーバー、メイン州（アメリカ） Bar Harbor, Maine(America) 
 
 
 
ツアー番号：BHB-110 
少人数グループでのアーカディア国立公園 
Acadia National Park Express : A Small Group 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ①②③④  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
 
ツアー番号：BHB-115 
アーカディア国立公園 & ロブスターベイク 
Acadia National Park & Lobster Bake 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ①②⑥  /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更になる場合があります。ロブスターベイクに関してはロブスターの代わりにステーキにすることも出来ます。 

 
 
ツアー番号：BHB-120 
バー・ハーバー・ハイライト & ロブスターベイク 
Bar Harbor Highlights & Lobster Bake 
ツアー料金：＄169.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間半 
 

下車予定： ①②③④⑤⑥  /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更になる場合があります。天候によってはキャディラックマウンテンに代わり、公園内のいずれかを訪れます。山

頂は風が強いのでセーターやウィンドブレーカーなど暖かい服装でご参加ください。ロブスターベイクに関してはロブスターの

代わりにステーキにすることも出来ます。 

 
 
ツアー番号：BHB-125 
アーカディア国立公園ループロード 
Acadia National Park Loop Road 
ツアー料金：＄39.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ①②  /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

サンダーホール、サンドビーチ、オッタークリフやジョーダンポンドなど含むループロードで、駐車スペースがあれば、写真撮影

のため下車します。キャディラックマウンテンには訪れません。ループロードのみとなります。 

 
 

プレミアム 

ツアー番号：BHB-130 

アーカディア国立公園の宝石 
Jewels of Acadia National Park 
ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ①②③④  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

サンダーホールの階段を降りる際は充分お気を付けください。キャディラックマウンテンの山頂からの景色は霧などで遮られる

場合もあります。天候によってはキャディラックマウンテンに代わり、アーカディア国立公園ビジターセンターを訪れます。ジョー
ダンポンドハウスは 2015年 10月 24日から閉鎖されています。 
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バー・ハーバー、メイン州（アメリカ） Bar Harbor, Maine(America) 
 
  
ツアー番号：BHB-140 

アーカディア国立公園内での馬車観光 
Carriage Ride in Acadia National Park 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 

 

下車予定： ①  /車窓予定： ②⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

悪天候などで馬車による観光が中止になる場合があります。馬車の定員は 6 名から 10 名のため参加人数が非常に限られて

います。訪問順序が変更になる場合があります。 

  
新設定 

ツアー番号：BHB-200 

マウントデザート島に残るヴィクトリア朝の村 
Victorian Villages of Mount desert Island 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 

 

下車予定：   /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  
新設定 

ツアー番号：BHB-207 

大自然と大邸宅を巡るツアー 
Bestof Both Worlds 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 

 

下車予定： ③ /車窓予定： ④  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

9 月 10 月は、このツアーは、キャディラックマウンテンには止まりません。ドライバーの判断で他の景観のいい場所に代わり、

そこで写真を撮っていただけます。キャディラックマウンテンでの歩く距離は各自のご判断でお決めください。道は舗装されてい

て、車椅子も難なく通れるところもあれば、舗装されておらず、階段のあるところもございます。天候によってはキャディラックマ

ウンテンに代わり、ジョーダンポンドもしくはアーカディア国立公園ビジターセンターを訪れます。天候にりキャディラックマウン
テンが見られない場合もあります。国立公園の規制により、山頂でのバスの台数が限られています。 

  
新設定 

ツアー番号：BHB-230 

アーカディア国立公園で自由行動 
Create your Day at Acadia National Park 
ツアー料金：＄59.95～ （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：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

http://www.princess.com/excursion/exDetails.do?t=N&exType=S&tourCode=BHB-140
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バー・ハーバー、メイン州（アメリカ） Bar Harbor, Maine(America) 
   
   
 

リピーター向け 

ツアー番号：BHB-305 

バンで巡るアーカディア & バス・ハーバー灯台 
Acadia & Bass Harbor Lighthouse by Van 
ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ①④⑧  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
 
新設定 

ツアー番号：BHB-600 

バーハーバー、陸からと海からの眺め 
Bar Harbor By Land & Sea 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
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＞ 

このツアーは 9 月から 10 月半ばまでしか催行されません。ご乗船時間は風や天候の関係で多少ずれ、1 時間半から 1 時間

45 分の間となります。スクーナーにご乗船いただく予定ですが、風の状況によってはモーター式に変更になります。このツアー

は天候に関係なく催行されますので、重ね着で参加いただき、レインコート、双眼鏡をお持ちください。野生生物に必ずしも出

会えるとは限りませんのでご了承ください。 
  
リピーター向け 

ツアー番号：BHB-610 

クランベリー島 
Cranberry Islands 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 

 

下車予定：  ①⑦ /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更する場合があります。船の上は大変風が強くなりますので、セーターやウィンドブレーカーなどのご着用をお

勧めします。 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：BHB-620 

観光船での歴史的灯台 & 国立公園ツアー 
Historic Lighthouses & National Park Tour by Boat 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 45分 
 

下車予定： ①  /車窓予定： ④⑤⑦⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

スナックや飲み物は観光船内でお買い求めいただけます。 
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バー・ハーバー、メイン州（アメリカ） Bar Harbor, Maine(America) 
 
  
新設定 

ツアー番号：BHB-650 

ロブスター捕獲実演 & ロブスターベイク 
Lobster Demonstration and Lobster Bake 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間 

 

下車予定：  ⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
 
 
 
 
ツアー番号：BHB-380 
ビクトリア時代のバー・ハーバー、徒歩ツアー 
Victorian Bar Harbor Guided Walking Tour 
ツアー料金：＄39.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 1時間半 
 

下車予定： ⑤  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 
＜注意事項＞ 

歩きやすい靴を履き、暖かい服装でご参加ください。8 歳以上の方がご参加いただけます。1.6 キロほどの距離をゆったりした

ペースで歩き、途中立ち止まってガイドの案内を聞きながら進みます。ST.Saviour 教会の内部を含み、写真撮影いただけま

す。当時の衣装を着用したガイドと一緒にお写真もどうぞ。 

 
 

ツアー番号：BHB-470 
徒歩でのアーカディア国立公園 
Acadia National Park Guided Walk 
ツアー料金：＄49.95～ （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： ⑤ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

天候によって、山沿いの整備された道を、通常のペースで約 2.5～3キロ程歩きます。訪問順序は変更になる場合があります。

歩き易い靴を履き、重ね着をし、防風・防水のジャケットをご持参ください。 
 
 
ツアー番号：BHB-635 
ロブスター捕獲船ルル号クルーズ 
Lulu Lobster Boat Ride 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定：   /車窓予定： ①③⑤⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

野生生物のため必ずしもロブスターに出会えるとは限りません。暖かい服装、帽子、ジャケット、カメラ、サングラスと双眼鏡の

持参をお勧めします。 
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バー・ハーバー、メイン州（アメリカ） Bar Harbor, Maine(America) 
 

 
新設定 

ツアー番号：BHB-655 

アカーディア公園 & スクーディック半島、海からの眺め 
Acadia by Sea and schoodic Peninsula 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 45分 

 

下車予定：  ⑧ /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  
新設定 

ツアー番号：BHB-880 

フレンチマン湾をシーカヤック 
Sea Kayaking Frenchman Bay 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2時間半 

 

下車予定：   /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
 

 

ツアー番号：BHB-640 

ホエールウォッチングクルーズ 
Whale Watching Cruise 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 
下車予定：   /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは天候に関係なく催行されますので、暖かい服装でご参加ください。帽子、ジャケット、カメラ、サングラス、買い物の

ための現金、双眼鏡(船内で借りることも出来ます)をお持ち頂くことをお勧めします。船内には充分な席があります。18 歳以上

の方は乗船時にパスポートなど写真付きの身分証明書の提示が必要です。鯨は野生生物のため、必ずしも出会えるとは限り

ませんのでご了承ください。ボートにはプリンセス以外の他のお客様がご乗船される場合もあります。 
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バー・ハーバー、メイン州（アメリカ） Bar Harbor, Maine(America) 
 
 

 

ツアー番号：BHB-641 

ホエールウォッチングクルーズ（一部車椅子対応） 
Whale Watching Cruise（Partially Wheelchair Accessible） 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定：   /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容は BHB-640 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 BHB-640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み頂けませんのでご注意ください。 

一般のお客様 150 名に加えて、車椅子 4 台か、車椅子 2 台＋電動カート 1 台が乗船可能です。電動カートは 1 台しか乗せる

ことができません。乗船は桟橋から傾斜板を設置します。乗船の際は車椅子に座ったままでお待ちください。お客様のニーズ

にお応えするため、どのような車椅子を利用されるかなど乗船後速やかに、ツアーオフィスにご連絡ください。 

18歳以上の方は乗船時にパスポートなど写真付きの身分証明の提示が必要です。鯨は野生生物のため、必ずしも出会えると

は限りませんのでご了承ください。ボートにはプリンセス以外の他のお客様がご乗船される場合もあります。 

 

ご案内：バーハーバーは船が沖止めとなる港です。船から岸まではテンダーボートを使用します。プリンセスクルーズのスタッ

フも最大限のお手伝いはいたしますが、22ｋｇ以上持ち上げることは禁止されております。身体的に援助が必要なお客様は、

健常者のお連れ様とお出かけください。下船ができるかの最終的な許可は、安全性・便利性を考慮し、その都度船長の判断に

委ねられますのでご了承ください。 
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ケベックシティ、ケベック州（カナダ） 

Quebec City, Quebec(Canada) 

 
ケベックを訪れると、大西洋を横断することなくフランスを体験することが出来ます。建築物、雰囲気と行き交う
人の快活な会話など、フランスが北米に根付いた印象を受けます。 北米唯一の城壁都市で、趣のあるラテン
地区の通りや、石と煉瓦で建てられた歴史ある家々が並ぶケベックの旧市街の散策など楽しめます。ロワイヤ
ル広場や北米最古の石造りの教会ノートルダム・デ・ビクトワールや素晴らしいシャトー・フロントナックを訪れて
みてください。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  ウォーキング ケベックシティ Walking Quebec City 

この歴史的な都市には、アッパータウンとロウアータウン、ケベック旧市街、シタデル、シャトー・フロントナッ
ク、ケベック要塞、ロワイヤル広場、そして多くの隠れたケベックの史跡があります。 

 

○2  シャトー・フロントナック Chateau Frontenac 

カナダ太平洋鉄道の乗客のあこがれの宿泊地として 19 世紀の終わりに建築され、緑の小塔がついたお城
のようなホテルは 1980年カナダ国定史跡に指定されました。 

 

○3  ロワイヤル広場 Place Royale 

ロワイヤル広場は小さく絵になるような広場で、北米でのフランス文化発祥の地であり、北米における仏植
民地の中で最初の定住地とされています。 

 

○4  モンモランシー滝 Montmorency Falls 

モンモランシー滝は高さ約 83 メートルの壮大な滝で、ナイアガラ滝より高さがありますが幅は狭いのが特徴
です。滝の周辺地域はモンモランシー滝公園として保護されています。 

 

○5  サンタンヌ・ド・ボープレ Sainte-Anne-de-Beaupre 

セントローレンス川沿いに佇む村サンタンヌ・ド・ボープレは巡礼地で、2 本の尖塔をもつ大聖堂があり、カナ
ダでも有名な聖堂の一つです。 

 

○6  シタデル La Citadelle 

25の建造物から成る星形要塞は国の歴史的に重要な遺跡で、総督の公邸もここにあります。 
 

○7  戦場公園 Parc des Champs de Bataille 

戦場公園は１759年にイギリス軍とフランス軍の決戦が行われた戦場跡で、267エーカーを覆うカナダで最初
の国定都市公園です。アブラハム平原とも呼ばれています。 

 

○8  オレルアン島 Ile d’Orleans 

セントローレンス川に位置するオルレアン島は、フランス人が最初に植民地化した地域の一つで、今日は広
い田舎の農業地区となっています。 
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ケベックシティ、ケベック州（カナダ） Quebec City, Quebec(Canada) 
 

  

人気 世界遺産 

ツアー番号：YQB-100 

ケベックグランドツアー（昼食込み） 
Grand Exploration of Quebec & Lunch 

ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間半 
 

下車予定：①②③④⑤  /車窓予定： ⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは YQB-105のハイライトと YQB-210ケベックのレストランでのフランス料理の食事を含んだツアーです。 

 
  

世界遺産 

ツアー番号：YQB-105 

歴史的、現代的な町、ケベック観光 
Historic & Modern Quebec 
ツアー料金：＄54.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 
 

下車予定： ①②  /車窓予定： ③⑥  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩くことを最小限に抑えたツアーです。訪問順序が変更になる場合があります。 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：YQB-110 

歴史と近代ケベック観光、空港トランスファー（下船ツアー） 

Historic & Modern Quebec with Airport Transfer (DISEMBARK ONLY) 

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

下車予定： ④ / 車窓予定： ②③⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは午後 3 時以降に出発する航空便をご利用の方のみお申込みください。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設

定を設けております。もし最少人数に満たない場合、このツアーはキャンセルとなる可能性がございます。下船後にご自身で

お荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かり

し、バスの下部に入れて施錠します。この下船ツアーをお申し込みされる場合は、埠頭から空港までのプリンセスクルーズのト

ランスファーを購入いただく必要はございません。 

折りたたみ式車椅子をご利用で、大型バスの 3～5段ほどの階段を上り下りできる方はご参加可能かもしれません。プリンセス

アクセスもしくはコンプライアンスに連絡して、可能かどうか確認いただき、調整いただくようお願いします。 
 

  

世界遺産 リピーター向け 

ツアー番号：YQB-200 

モンモランシー滝 & オレルアン島 
Montmorency Falls & Ile d'Orleans 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変更になる場合があります。シュガーシャックでは紅茶やコーヒーをご用意します。 
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ケベックシティ、ケベック州（カナダ） Quebec City, Quebec(Canada) 
 
 

  

世界遺産 リピーター向け 

ツアー番号：YQB-201 

モンモランシー滝 & オレルアン島（車椅子対応） 

Montmorency Falls & Ile d'Orleans (Wheelchair Accessible） 

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

下車予定： ④  /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーの内容は YQB-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 YQB-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み頂けませんのでご注意ください。 

ドライバー及びガイドは重量が 27キロを超す車椅子もしくは電動カートを搭載する手助けはできないこととなっています。ガイド

が口頭で援助させていただくかもしれませんが、車椅子を押したりお客様を持ち上げたりはできませんのでご了承ください。介

助が必要な方は、介助できる方と同行願います。車輛に設置されたリフトは 215キロまでに対応しています。場合によっては電

動カートの代わりに折りたたみ式車椅子をお勧めします。お客様のニーズにお応えするため、どのような車椅子を利用される

かなど乗船後速やかに、ツアーオフィスにご連絡ください。訪問順序は変更になる場合があります。 

シュガーシャックでは紅茶やコーヒーをご用意します。 
 

  

ツアー番号：YQB-210 

モンモランシー滝 & サンタンヌ・ド・ボープレ 

Montmorency Falls & Sainte Anne de Beaupre 

ツアー料金：＄79.95 （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ④⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

サンタンヌ・ド・ボープレ大聖堂の内部は写真撮影が出来ません。訪問順序が変更になる場合があります。 

折りたたみ式車椅子をご利用で、大型バスの 3～5段ほどの階段を上り下りできる方はご参加可能かもしれません。プリンセス

アクセスもしくはコンプライアンスに連絡して、可能かどうか確認いただき、調整いただくようお願いします。 
 

  

ツアー番号：YQB-220 

ボープレの岸辺、 サンタンヌ渓谷 & ワイナリー訪問 

The Beaupre Coast, St. Anne Canyon & Winery Visit 

ツアー料金：＄109.95～ （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： ④⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変更になる場合があります。 
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ケベックシティ、ケベック州（カナダ Quebec City, Quebec(Canada) 
 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：YQB-140 

徒歩と馬車で巡るケベック観光 

Chateau Frontenac, Place Royale Walk & Trolley 

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

下車予定： ①②③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い靴でご参加ください。このツアーは 40分ほどの馬車での観光と２時間ほどの徒歩観光の組み合わせです。 

 
 

新設定 

ツアー番号：YQB-230 

ウェンダント文化村 

Rendevouz with wendant Cultural Village 

ツアー料金：＄84.95～ （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 

中 

 

 

 

 
 

ツアー番号：YQB-255 

シュガーシャックの夕べ(夕食付) 

An Evening At The Sugar Shack With Dinner 

ツアー料金：＄84.95～ （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＞ 

この催行するクルーズが限られています。クルーズパーソナライザーでご確認ください。 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：YQB-380 

ケベック旧市街地徒歩ツアー&シャトー・フロントナックでのティータイム 

Old Quebec Walking Tour & Tea at Chateau Frontenac 

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

下車予定： ①②③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

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。 
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ケベックシティ、ケベック州（カナダ Quebec City, Quebec(Canada) 
 
 
 

世界遺産 

ツアー番号：YQB-385 

ケベック歴史地区徒歩ツアー 

Walking Tour of Historic Quebec 

ツアー料金：＄44.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ①②③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

各観光スポット間は若干の上り坂を含む短い移動で、ゆったりしたペースで歩きます。天候に関係なく催行されますので歩きや

すい靴で参加し、雨が予想される場合は傘をご持参ください。 

 
 

 
 

ツアー番号：YQB-115 

ケベックからモントリオール国際空港トランスファー（下船ツアー） 

Quebec to Montreal Extended Airport Transfer (DISEMBARK ONLY) 

ツアー料金：＄139.95～ （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： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは午後 6時以降にモントリオール・ピエール・エリオット・トルドー国際空港を出発する航空便をご利用の方のみお申

込みください。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし最少人数に満たない場合、このツアーはキャ

ンセルとなる可能性がございます。下船後、ご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物を

お渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。このツアーお申し込みの方は、埠

頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 
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ニューヨーク（アメリカ） 

New York City (America) 

 
世界をリードする国際都市として、ニューヨークは世界中の商業や金融、文化やファッション、エンターテイメント
などに大きな影響を与えています。市は５つの行政区と、パッチワークのように入り組んだその他の周辺区から
成ります。ロウアーマンハッタンやニューヨーク証券取引所、バッテリーパークやサウスストリート・シーポート、
チャイナタウン、流行の町ソーホーやグリニッチビレッジ、リトルイタリー、フラットアイアン地区やグラマシーパ
ークなど見どころ満載です。有名なセントラルパークは、アスファルトジャングルの中に 843 エーカーの敷地が
あり、遊歩道や池、湖や多くの緑があります。また、社会の枠に囚われない自由な精神を持つ人々から有名に
なっていた地区や名所も数多くあります。市内では 170 近くの言語が飛び交い、人口の 35％以上がアメリカ合
衆国以外の出身というのも驚きです。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  自由の女神 Statue of Liberty 

正式名称は“世界を照らす自由”で、自由と民主主義の象徴としてフランスから贈られました。全長 93 メート
ルの銅製の女神像は、たいまつを掲げて自由島を訪れる観光客を出迎えています。 

 

○2  エリス島 Ellis Island 

エリス島はアメリカ合衆国にやって来た何万人もの移民の玄関口でした。1892 年から 1954 年にかけて、アメリカ
全土の移民局の中で最も多くの移民が入国してきた場所です。今日では、移民博物館が見所となっています。 

 

○3  タイムズスクエア Times Square 

マンハッタンにある象徴的な活気ある交差点と、キラキラしたネオン溢れる繁華街の名称です。数え切れな
いほどの映画やテレビなどのロケ地として使われてきました。また毎年大みそかに、タイムボール（時報球）
でのカウントダウンが行われる場所で有名です。 

 

○4  サウスストリート シーポート South Street Seaport  

マンハッタン区の歴史地区で、19 世紀初期に築かれた商業ビルが修復されて、ニューヨークで一番大きな商
業施設となりました。ブルックリン橋の眺めとともに、飲食店やバー、ショッピングをお楽しみください。 

 

○5  9.11 メモリアル複合施設 The National September 11 Memorial Complex 

ナショナル・セプテンバー11 メモリアル&ミュージアムとして知られ、2 つの歴史的ランドマークはテロで亡くな
った犠牲者に捧げられています。かつてツインタワーが建っていた跡地には、2 つの滝に模した慰霊碑があ
ります。展示品や保存資料などが並べられていて、希望と再建の精神を伝えています。 

 

○6  ブルックリン橋 Brooklyn Bridge 

アメリカで最も古いつり橋の 1 つで、イースト川に架かる全長およそ 478 メートルの橋は、マンハッタンとブル
ックリンをつないでいます。ネオ・ゴシック調の塔は石灰岩、花崗岩とセメントで造られました。 

 

○7  ロックフェラーセンター Rockfeller Center 

ジョン・D・ロックフェラーによって建設された、個人としては現代では最大の建築プロジェクトで、ラジオシティ
ーミュージックホールや、GE ビルディング、ロックフェラープラザなどのような、数多くのニューヨークのランド
マークの所在地となっています。 

 

○8  セントラルパーク Central Park 

マンハッタンに位置する 843エーカーの公園は、年間 2500万人もの人々が訪れます。アメリカ合衆国の都会
の公園の中で最も来訪者が多く、園内にはアイススケート場やプール、動物園もあります。 
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ニューヨーク、ニューヨーク州（アメリカ） New York City, New York (America) 
 

  

ツアー番号：NYC-200 

ケネディ（JFK）空港のトランスファー & マンハッタン・ハイライト 
Kennedy(JFK) Airport Transfer with Manhattan Highlights 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ①②③⑤⑦⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは午後 5 時以降の国内線か、午後 6 時以降の国際線をご利用の方のみお申込みください。ケネディー空港の到着

は午後 3 時の予定です。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし最少人数に満たない場合、このツ

アーはキャンセルとなる可能性がございます。交通や時間の状況により、ツアーガイドが訪問箇所の順番を決めさせいただき

ます。下船後、ご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライ

バーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。このツアーお申し込みの方は、埠頭から空港までのプリンセス

クルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 

 
  

ツアー番号：NYC-201 

ケネディ（JFK）空港のトランスファー & マンハッタン・ハイライト 

（車椅子対応） 
Kennedy(JFK) Airport Transfer with Manhattan Highlights(Wheelchair Accessible) 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ①②③⑤⑦⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは午後 5 時以降の国内線か、午後 6 時以降の国際線をご利用の方のみお申込みください。ケネディー空港の到着

は午後 3時の予定です。 

このツアーの内容は NYC-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 NYC-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み頂けませんのでご注意ください。 

ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし最少人数に満たない場合、このツアーはキャンセルとなる

可能性がございます。交通や時間の状況により、ツアーガイドが訪問箇所の順番を決めさせいただきます。下船後、ご自身で

お荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かり

し、バスの下部に入れて施錠します。このツアーお申し込みの方は、埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファー

を購入いただく必要はございません。 
 

  

ツアー番号：NYC-202 
ラガーディア（LGA）空港のトランスファー & マンハッタン・ハイライト 
La Guardia (LGA) Airport Transfer with Manhattan Highlights 

ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ①②③⑤⑦⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは午後 5 時以降の国内線か、午後 6 時以降の国際線をご利用の方のみお申込みください。ラガーディア空港の到

着は午後 3 時の予定です。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし最少人数に満たない場合、この

ツアーはキャンセルとなる可能性がございます。交通や時間の状況により、ツアーガイドが訪問箇所の順番を決めさせいただ

きます。下船後、ご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードラ

イバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。このツアーお申し込みの方は、埠頭から空港までのプリンセ

スクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 
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ニューヨーク、ニューヨーク州（アメリカ） New York City, New York (America) 

 

 
  

ツアー番号：NYC-203 

ニューアーク・リバティー（EWR）空港のトランスファー  

& マンハッタン・ハイライト 
Newark(EWR) Airport Transfer with Manhattan Highlights 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ①②③⑤⑦⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは午後 5 時以降の国内線か、午後 6 時以降の国際線をご利用の方のみお申込みください。ニューアーク空港の到

着は午後 3 時の予定です。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし最少人数に満たない場合、この

ツアーはキャンセルとなる可能性がございます。交通や時間の状況により、ツアーガイドが訪問箇所の順番を決めさせいただ

きます。下船後、ご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードラ

イバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。このツアーお申し込みの方は、埠頭から空港までのプリンセ

スクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 

 
  

ツアー番号：NYC-204 
ラガーディア（LGA）空港のトランスファー & マンハッタン・ハイライト 

（車椅子対応） 
La Guardia (LGA) Airport Transfer with Manhattan Highlights(Wheelchair Acessible) 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ①②③⑤⑦⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは午後 5 時以降の国内線か、午後 6 時以降の国際線をご利用の方のみお申込みください。ラガーディア空港の到

着は午後 3時の予定です。 

このツアーの内容は NYC-202 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 NYC-202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み頂けませんのでご注意ください。 

ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし最少人数に満たない場合、このツアーはキャンセルとなる

可能性がございます。交通や時間の状況により、ツアーガイドが訪問箇所の順番を決めさせいただきます。下船後、ご自身で

お荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かり

し、バスの下部に入れて施錠します。このツアーお申し込みの方は、埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファー

を購入いただく必要はございません。 

 

 

 



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。 
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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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