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フォートローダーデール フロリダ 

Ft. Lauderdale, Florida 
1960年代に上映されビーチ映画の影響でフォーロローダーデールは映画“Where the boys are(ボーイ・ハント)”
の舞台となりました。アメリカ春休みの保養地として知られ、家族旅行の人気旅行地としてその位置が築かれ
ています。毎年 1 千万人の観光客が訪れる町。フロリダで最人気のビーチリゾートとしてだけでなく、世界のヨッ
トが集まる首都としてここに 4 万隻以上の船のホームポートとして登録されています。アメリカのベニスとして
300 マイルも続く水路があります。ワールドクラスの劇場や博物館、観光や買い物が楽しめます。 
 
マイアミの北 38 キロに位置するフォートローダーデールは第 2 次セミノール戦争時に米軍により築かれた一連
の砦より街の名前が付けられました。 最初に砦を築いた部隊の指揮官であったウイリアム・ローダーデール
少佐の名前より付けられました。 頑丈な砦で現在では３つの砦の遺構が残されています。多くの観光客には
「キャリーＢ」という観光船でのハーバークルーズに興味があるようです。 
 
ご案内：下船ツアー中のお荷物は交通機関内に保管されます。下船ツアーは空港にて終了しますので、ポスト
クルーズパッケージをお申し込みの方でホテル宿泊される方はフォートローダーデール国際空港にてバスを下
車してください。その後各自それぞれのホテルへご移動ください。 
 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  エバーグレーズ Everglades 

フロリダ エバーグレーズは絶滅寸前の数多くの種類の動物の宝庫で、エアボートでの湿地観光は野生動
物を見学する絶好の機会でしょう。 

 

○2  フラミンゴガーデンとワイルドライフサンクチュアリー Flamingo Gardens & Wildlife Sanctuary 

環境にやさしい施設は 12 種類以上のフラミンゴの楽園で、60 エーカーの敷地に珍しい原種の熱帯植物を見
ることができます。トラムに乗り楽しく園内を周ることができます。 

 

○3  フォートローダーデールビーチ Fort Lauderdale Beach 

フォートローダーデールには11キロも続く白砂の海岸があり、ありとあらゆる水上スポーツが楽しめ、ショップ
よカフェなどが並びます。 

 

○4  沿岸内水路 Intracoastal Waterway 

482 キロ以上の長さがある内陸水路沿いには豪華ホテルや豪邸などが立ち並び、ユニークな形で形成され
ている水路はアメリカのベニスとして知られるようになりました。 

 

○5  ラス・オラス通り Las Olas boulevard 

ダウンタウンにある流行発信地リバーウォーク地区には素晴らしいアートギャラリーやセレクトショップ、サイ
ドウォーク沿いにあるカフェなどあり、ぶらぶら歩きには最高です。 

 

○6  ソーグラス・ミルズ Sawgrass Mills 

南フロリダでも規模の大きいショッピングセンターの一つで、350 店舗以上のアウトレットとブランドショップが
あります。 

 

○7  サウスビーチ South Beach 

港から 32キロの位置にある国際的名所であるサウスビーチはマイアミビーチの流行発信地。マイアミ市街よ
り道をまたいだ所にあいます。 
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フォートローダーデール（フロリダ）  Ft. Lauderdale (Florida) 
 

 
リピーター向け 

エバーグレーズエアボート乗船とエコアドベンチャー 

フォートローダーデール空港トランスファー(下船) 
Everglades Airboat Ride & Eco-Adventure with Fort 
Lauderdale Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー番号：FLL-635 
ツアー料金：＄５９～（子供料金有：１２歳以下）  

所 要 時 間：約２時間１５分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1   低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 1時以降にフォーローダーデール国際空港を出発する便に搭乗するお客様
用のツアーです。連続乗船をするお客様も参加いただけますが、バスは最初にフォートローダーデー
ル空港に立寄り、最後に船が接岸する埠頭にもどります。 
野生生物はよく見かけますが、確実に見える保証はありません。このツアーには最低催行人数があり
ます。最低催行人数に達しない場合、催行中止となります。 
 

   
リピーター向け 

エバーグレーズエアボート乗船とエコアドベンチャー 

マイアミ空港トランスファー(下船) 
Everglades Airboat Ride & Eco-Adventure with Miami 
Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー番号：FLL-640 
ツアー料金：＄５９～（子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

 

 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 2 時 30 分以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツ
アーです。野生生物はよく見かけますが、確実に見える保証はありません。このツアーには最低催行
人数があります。最低催行人数に達しない場合、催行中止となります。 
 

   
リピーター向け 

エバーグレーズエアボート乗船とフラミンゴガーデン 

フォートローダーデール空港トランスファー(下船) 
Everglades Airboat Ride & Flamingo Gardens with Fort 
Lauderdale Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー番号：FLL-650 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金有：１２歳以下）  
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 2 時 30 分以降にフォーローダーデール国際空港を出発する便に搭乗する
お客様用のツアーです。連続乗船をするお客様も参加いただけますが、バスは最初にフォートローダ
ーデール空港に立寄り、最後に船が接岸する埠頭にもどります。 
野生生物はよく見かけますが、確実に見える保証はありません。このツアーには最低催行人数があり
ます。最低催行人数に達しない場合、催行中止となります。 
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フォートローダーデール（フロリダ）  Ft. Lauderdale (Florida) 
   
リピーター向け 

エバーグレーズエアボート乗船とフラミンゴガーデン 

マイアミ空港トランスファー(下船) 
Everglades Airboat Ride & Flamingo Gardens with Miami 
Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー番号：FLL-655 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金有：１２歳以下）  
所 要 時 間：約５時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 

 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 4 時以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアー
です。野生生物はよく見かけますが、確実に見える保証はありません。このツアーには最低催行人数
があります。最低催行人数に達しない場合、催行中止となります。 
 

 
 

  
人気 

船による沿岸内水路観光とラス・オラス通り 

フォートローダーデール空港トランスファー(下船) 
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Fort 
Lauderdale Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー番号：FLL-605 
ツアー料金：＄５９～ （子供料金有：１２歳以下）  
所 要 時 間：約３時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4  

○5  

○3  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 2 時 30 分以降にフォーローダーデール国際空港を出発する便に搭乗する
お客様用のツアーです。連続乗船をするお客様も参加いただけますが、バスは最初にフォートローダ
ーデール空港に立寄り、最後に船が接岸する埠頭にもどります。 
このツアーには最低催行人数があります。最低催行人数に達しない場合、催行中止となります。 
 

 
  
人気 

船による沿岸内水路観光とラス・オラス通り 

マイアミ空港トランスファー(下船) 
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with Fort 
Miami Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー番号：FLL-610 
ツアー料金：＄５９～ （子供料金有：１２歳以下）  
所 要 時 間：約４時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4  

○5  

○3  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 4 時 00 分以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツ
アーです。このツアーには最低催行人数があります。最低催行人数に達しない場合、催行中止となり
ます。 
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フォートローダーデール（フロリダ）  Ft. Lauderdale (Florida) 
 

  
サウスビーチ、マイアミと景観ドライブ 

マイアミ空港トランスファー(下船) 
South Beach, Miami, Scenic Drive & Miami Airport Transfer 
(Disembarkation) 
ツアー番号：FLL-215 
ツアー料金：＄４９～ （子供料金有：１２歳以下）  
所 要 時 間：約５時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

低 

 

 

 
 
＜注意事項＞ 

履きなれた靴でご参加ください。天候不順の場合や特定日はサウスビーチの代わりにベイサイドにな
ります。このツアーはマイアミ国際空港より午後 4時以降の国内便又は午後 5時以降の国際便に搭乗
するお客様用のツアーです。 
このツアーには最低催行人数があります。最低催行人数に達しない場合、催行中止となります。 
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プリンセス･ケイズ バハマ 

Princess Cays, Bahamas 
バハマ諸島のエルーセラ島にあるプリンセス･ケイズはプリンセス･クルーズのお客様専用のプライベートビー
チです。全長約１６０キロ、全幅３.２キロのエルーセラ島には手つかずの美しいビーチが広がります。プリンセ
ス･ケイズは島の南部に位置し、総面積１６ヘクタール、およそ８００メートルの白砂の海岸線が続きます。自然
の景観を損なわぬよう配慮された豊富な施設も自慢です。見晴らし台から島の景色を眺め、バーベキューを楽
しみ、冷えた飲み物で喉を潤しましょう。お店を見て回ったり、地元の工芸品マーケットを覗くのも楽しみです。
プリンセス･ケイズのすべての施設は遊歩道で繋がっています。レクリエーション･アクティビティーも十分にあり
ます。バレーボールやウォータースポーツで汗を流したり、ただビーチでのんびり過ごすのも良いでしょう。 
 
＜注意事項＞ 
ウォータースポーツなどのアクティビティーは事前予約が出来ます。レンタル機材を含むプリンセス･ケイズでの
すべてのツアーおよびアクティビティーはキャンセル締め切りを過ぎての払い戻しは一切出来ません。船上の
申込用紙に記載されている時間をご確認ください。先着順でロッカーなどが通常料金で島でも入手できます。 
  

＜見どころ＞ 

 ○1  ロックサウンド Rock Sound 

手つかずのビーチ、青い海のきらめき、素晴らしい景観と色鮮やかな建物で知られる町。ロックサウンドはま
た、海賊、こうもり、底なしの海で知られています。 

 

○2  プライベート･バンガロー Private & Sanctuary Bungalows 

自分だけのエアコン付きバンガローでのひと時を満喫しましょう。ロマンチックな隠れ家としても、ご家族で賑
やかに過ごすにも最適なバンガローはとても明るい色調で、ビーチにもほど近いです。バンガローへの往復
は電動カートをご利用ください。 

 

○3  シュノーケリング Snorkeling 

バハマの手つかずの美しい海中の楽園を探検しましょう。 
 

○4  パドルボーディング/ウィンドサーフィン Paddle Boarding / Wind Surfing 

話題のウォータースポーツに取り組んでみましょう。波乗りとヨットを合わせたようなパドルボーディングとウィ
ンドサーフィンは、いずれもスリル満点です。 

 

○5  ビーチクラムシェル Beach Clamshell 

プライベートな空間にすっぽりと引きこもる…ビーチクラムシェルは２人だけの世界を作ります。快適なビーチ
チェアでのんびり過ごしながら、砂浜でリラックスしたり、自然の美しさにうっとりしましょう。 

 

○6  バナナボート･ライド Banana Boat Ride 

鮮やかな黄色のバナナボートにしっかり乗って！パワーボートに全速力で引かれ、水しぶきを上げてワイル
ドなスリルライドを楽しみます。 

 

○7  釣り Fishing 

海にはたくさんの魚が生息しており、大きな魚を釣り上げるにはさまざまな方法があります。エクスカーション
では海釣り専用のボートで釣りを楽しみます。 

 

○8  ウォータースポーツ機材レンタル Water Sports Rental Activities 

日焼け止めをしっかり塗って、ビーチでも海の中でも、様々なアクティビティーに挑戦しましょう。カヤック、ウィ
ンドサーフィン、パドルホイーラー、浮き輪、ホビーキャットと楽しみ方はいろいろです。 

 



6 

プリンセス･ケイズ(バハマ） Princess Cays (Bahamas) 

  
人気 
  

エルーセラ島観光（昼食付き） 
Rock Sound, Tarpum Bay, Scenic Drive & Lunch 
ツアー番号：RSD-100 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

昼食には飲物が１杯含まれます。飲物の追加注文やお土産物購入のための現金をご持参ください。こ
のツアーは払い戻しが出来ません。プリンセス･ケイズでは機材レンタル、ウォータースポーツを含
むすべてのアクティビティーに対して払い戻しはありません。 
 

 

   
プリンセス･ケイズ沿岸クルーズ 
Princess Cays Coastal Cruise 
ツアー番号：RSD-610 
ツアー料金：＄３５～（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 健脚度 その他 

 

 

○2  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日焼け止めをお使いください。ツアー参加前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時
間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
 

   
グラスボトムボート 
Glass-Bottom Boat Cruise 
ツアー番号：RSD-620 
ツアー料金：＄３９～（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 健脚度 その他 

 

 

 

 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

事前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の
申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 

   
深海での釣り 
Deep-Sea Fishing 
ツアー番号：RSD-740 
ツアー料金：＄２１９～ 
所 要 時 間：約２時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ボートには５９キロのチャンピオン･ファイティング･チェアが一つ装備されているため、誰でもチャ
ンスがあり、１５分間隔で使用できます。大物がかかった際に備えて、釣りの最中は常にファイティ
ングベルトを着用ください。ツアー参加前に免責同意書の提出が必要です。釣りはキャッチ･アンド･
リリース方式です。釣りをお楽しみいただくことは保証しますが、釣り上げる場合はご自身の責任と
なります。釣りに適した服装で、帽子と日焼け止めをお持ちください。１３歳以上の方が参加いただ
けます。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時
間をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ(バハマ） Princess Cays (Bahamas) 
 
   
磯釣り 
Surf Fishing 
ツアー番号：RSD-745 
ツアー料金：＄３５～ 
所 要 時 間：約２時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

釣りはキャッチ･アンド･リリース方式です。１８歳未満の方は保護者の同伴が必要です。予め水着を
着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。ツアー参加前に免責同意書の提出が必要です。キャ
ンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認く
ださい。 
 

   
リピーター向け 
 

プリンセス･ケイズでシュノーケリング（経験者向き） 
Snorkeling at Princess Cays ( For experienced Snorkelers ) 
ツアー番号：RSD-820 
ツアー料金：＄５４～ 
所 要 時 間：約１時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

シュノーケリングの講習がないため、経験者で１２歳以上の方がご参加いただけます。ボート後部に
ある半水没型のプラットフォームから海に入ります。足が付かない水中でも不自由なく泳げる方のみ
ご参加ください。シュノーケル用具とライフジャケットが用意されます。ライフジャケットは必ず着
用ください。ツアー参加前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻し
は出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
 

   
ビーチクラムシェル（２名用） 
Beach Clamshell Rental (2 people maximum) 
ツアー番号：RSD-950 
ツアー料金：＄２９～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

１名につき１台ではなく、クラムシェルごとのレンタルとなります。１台で２名様までご使用いただ
けます。チケット１枚で２名様が使用可能です。クラムシェルの設置場所は先着順です。キャンセル
締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認くださ
い。 
 

   
プライベート･バンガロー（４名用） 
Private Bungalow Rental (4 people maximum) 
ツアー番号：RSD-952 
ツアー料金：＄１９９～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バンガロー１棟単位でのお申込みとなります。１棟で４名様までご使用いただけます。チケット１枚
で４名様が使用可能です。1名様につき 25ドル追加料金で更に 2名様追加で使用できます。 
バンガローの備品を持ち帰った場合は料金が計上されます。バンガローへはモーター付きカートでご
案内するため、少々お待ちいただく場合があります。グルメピクニックなど追加リクエストがある場
合は、追加料金でご利用いただけます。詳細は船のエクスカーションデスクにお問い合わせください。
フロートが２つ無料でご使用いただけます。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。
船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ(バハマ） Princess Cays (Bahamas) 
 
   
大人のためのサンクチュアリー･バンガロー（４名用） 
Adult Sanctuary Bungalow Rental (4 people maximum) 
ツアー番号：RSD-953 
ツアー料金：＄２４９～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バンガロー１棟単位でのお申込みとなります。１棟で４名様までご使用いただけます。１８歳以上の
方がご利用いただけます。チケット１枚で４名様が使用可能です。1名様につき 25ドル追加料金で更
に 2名様追加で使用できます。フロートが２つ無料でご使用いただけます。ビーチまでは徒歩でおよ
そ３分の距離です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載さ
れている時間をご確認ください。 
 

   
シーボードレンタル 
Oceanviewing Sea Board Rental 
ツアー番号：RSD-955 
ツアー料金：＄９～ 
所 要 時 間：約１時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

事前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の
申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
 

   
ウォーターヌードル（浮き具）レンタル 
Water Noodle Rental 
ツアー番号：RSD-956 
ツアー料金：＄５～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確
認ください。 
 

   
フロートレンタル 
Float Rental 
ツアー番号：RSD-957 
ツアー料金：＄９～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確
認ください。 
 

   
アクアチェアレンタル 
Aqua Chair Rental 
ツアー番号：RSD-958 
ツアー料金：＄９～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

事前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の
申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ(バハマ） Princess Cays (Bahamas) 
   
ホビーウェイブ･セイルボート（３名まで） 
Hobie Wave Sailboat Rental (3 people max) 
ツアー番号：RSD-960 
ツアー料金：＄５５～ 
所 要 時 間：約１時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

経験者のみご利用いただけます。ボート１艇単位でのレンタルになります。事前に免責同意書の提出
が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されてい
る時間をご確認ください。 
 

   
バナナボート 
Banana Boat Ride 
ツアー番号：RSD-970 
ツアー料金：＄１９～ 
所 要 時 間：約１５分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○6  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

事前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の
申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
 

   
シュノーケルベストレンタル 
Snorkel Vest Rental 
ツアー番号：RSD-975 
ツアー料金：＄９～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

○8  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

事前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の
申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
 

   
シュノーケル用具レンタル 
Snorkel Equipment Rental 
ツアー番号：RSD-976 
ツアー料金：＄２５～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

○8  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

事前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の
申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
 

   
スタンドアップパドルボード 
Stand-Up Paddle Board Rental 
ツアー番号：RSD-978 
ツアー料金：＄１９～ 
所 要 時 間：約３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4   

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

貸出し時間は３０分です。事前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い
戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ(バハマ） Princess Cays (Bahamas) 
 
   
スタンドアップパドルボードとウィンドサーフィン 
Stand-Up Paddle Board & Windsurfing Combo Rental 
ツアー番号：RSD-979 
ツアー料金：＄３５～ 
所 要 時 間：約３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4   

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

講習がないため、ウィンドサーフィン経験者のみご利用いただけます。同意書に署名のある保護者の
同伴のない１８歳未満の方は参加できません。事前に免責同意書の提出が必要です。安全ベストの着
用が義務付けられています。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙
に記載されている時間をご確認ください。 
 

 
   
アクアバイク（２名乗り） 
Aqua Bike Rental (2 people max) 
ツアー番号：RSD-980 
ツアー料金：＄２９～ 
所 要 時 間：約３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

アクアバイク１台単位でのレンタルになります。事前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締
め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
 

   
ペダルボート（２名乗り） 
Paddle Wheeler Rental ( 2 people max ) 
ツアー番号：RSD-985 
ツアー料金：＄２５～ 
所 要 時 間：約３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ペダルボート１台単位でのレンタルになります。チケット１枚で２名様まで利用できます。事前に免
責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙
に記載されている時間をご確認ください。 
 

   
ペダルボート（４名乗り） 
Paddle Wheeler Rental (4 people max) 
ツアー番号：RSD-986 
ツアー料金：＄２９～ 
所 要 時 間：約３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ペダルボート１台単位でのレンタルになります。チケット１枚で４名様まで利用できます。事前に免
責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙
に記載されている時間をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ(バハマ） Princess Cays (Bahamas) 
 
   
ビーチ･パーティ･パック（２名用） 
Beach Party Pack Rental for 2 People 
ツアー番号：RSD-987 
ツアー料金：＄５９～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

○8  

 

 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

ロッカーとシュノーケリング用具が終日利用でき、２名乗りパドルボートを３０分間楽しむことが出
来ます。パドルボートは午後２時５分を予定しています。 
 
ボートを利用する際、ボートのペダルをこぐ必要があります。 
 
２名様用の料金です。チケット１枚で２名様までご使用いただけます。事前に免責同意書の提出が必
要です。パドルボートは水の中を歩いて乗ります。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ま
せん。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
 

 
  
ビーチ･パーティ･パック（４名用） 
Beach Party Pack Rental for 4 People 
ツアー番号：RSD-988 
ツアー料金：＄９９～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

○8  

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ロッカーとシュノーケリング用具が終日利用でき、４名乗りパドルボートを３０分間楽しむことが出
来ます。パドルボートは午後２時５分を予定しています。 
 
ボートを利用する際、ボートのペダルをこぐ必要があります。 

４名様用の料金です。チケット１枚で４名までご使用いただけます。事前に免責同意書の提出が必要
です。パドルボートは水の中を歩いて乗ります。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ませ
ん。船上の申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 

 
   
沿岸クルーズ、シュノーケルとフロート（2 名様用） 
Coastal Cruise, Snorkel Equipment & Float 
ツアー番号：RSD-989 
ツアー料金：＄５９～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

○8  

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ロッカーとフロート、シュノーケリング用具が終日利用でき、プリンセス・ケイズコスタルクルーズ
は午後１時３０分を予定し、午後２時３０分に戻ります。十分な日焼け止めをしてください。 
 
２名様用の料金です。チケット１枚で２名までご使用いただけます。 
事前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の
申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
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プリンセス･ケイズ(バハマ） Princess Cays (Bahamas) 
 
   
オーシャンカヤック（１名乗り） 
Ocean Kayak Rental (1 person max) 
ツアー番号：RSD-990 
ツアー料金：＄１９～ 
所 要 時 間：約３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

事前に免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の
申込用紙に記載されている時間をご確認ください。 
 

   
オーシャンカヤック（２名乗り） 
Ocean Kayak Rental (2 people max) 
ツアー番号：RSD-991 
ツアー料金：＄２９～ 
所 要 時 間：約３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カヤック１台単位でのレンタルになります。チケット１枚で２名様までご使用いただけます。事前に
免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用
紙に記載されている時間をご確認ください。 
 

   
透明底カヤック（２名乗り） 
Tranceparent-Hull Kayak Rental (2 people max) 
ツアー番号：RSD-995 
ツアー料金：＄３５～ 
所 要 時 間：約３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カヤック１台単位でのレンタルになります。チケット１枚で２名様までご使用いただけます。事前に
免責同意書の提出が必要です。キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用
紙に記載されている時間をご確認ください。 

   
ロッカー使用料 
Locker Rental 
ツアー番号：RSD-900 
ツアー料金：＄５～ 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

 

 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

キャンセル締め切り時間以降の払い戻しは出来ません。船上の申込用紙に記載されている時間をご確
認ください。 
大きさの目安・・・幅：30ｃｍ  奥行き：45ｃｍ  高さ：68ｃｍ 
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セント･トーマス島 米領ヴァージン諸島 

St. Thomas, U.S. Virgin Islands 
「アメリカの楽園」と呼ばれる米領ヴァージン諸島は、のんびりした雰囲気とアメリカの実用主義が一体となった、
心地よい島です。諸島の首都であるセント･トーマスではシュノーケリング、ゴルフ、ハイキング、セイリングなど、
あらゆるアクティビティーが可能です。ほんの数マイル先のセント･ジョン島には国立公園があります。見事な
山々の絶景、澄んだ水、そよ風にヤシの木々がさざめく白砂のビーチ。米領ヴァージン諸島は真の楽園の一部
なのです。埠頭はカリブ海でも最も美しい港のひとつです。かつてアメリカはデンマークよりヴァージン諸島を２
５００万ドルの金塊で購入しました。セント･トーマスは免税ショッピングのメッカです。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  メイゲンズベイ Magens Bay 

「ナショナル･ジオグラフィック」誌で世界で最も美しいビーチに選ばれました。 
 

○2  黒ひげの城 Blackbeard’s Castle  

人気伝説によく出てくる黒ひげの城は、９９ステップという階段を徒歩で上るか船のツアーで行くことができま
す。 

 

○3  コーラルワールド Coral Worlds 

コーラルワールドは敷地面積約２ヘクタールの海中公園で、魚などの海中生物を３６０度のパノラマで観察で
きます。また、サメに触ったり、エイの餌付け体験も楽しめます。 

 

○4  マウンテン･トップ Mountain Top 

改装された山頂の展望台マウンテン･トップには土産店があり、セント･トーマス島と近隣の島々の景観が望
めます。また、ここはバナナダイキリ発祥の地と言われています。 

 

○5  セント･ピーター大邸宅 St. Peter Great House 

セント･トーマスの高台に位置するセント･ピーター大邸宅は景観の良い立地で、元来は約６０ヘクタールの農
園でした。今日では西インド諸島の建築様式とカリブ海の１５０種の植物や果樹が見られます。 

 

○6  セント･ジョン島 St. John 

米領ヴァージン諸島の中で最も小さな島で、フェリーで３０分の距離にあります。島の３分の２が国立公園で
す。アナバーグ･プランテーションとタンクベイはお勧めの見どころです。 

 

○7  シュノーケリングとダイビング Snorkeling & Diving 

島々ではシュノーケリングやスキューバダイビングで、手つかずの美しい海中世界を堪能できます。沈船や
洞窟ダイビング、息を飲むようなサンゴ礁と色鮮やかな海中生物との出会いをお楽しみください。 

 

○8  英領ヴァージン諸島 British Virgin Islands 

トルトラ島はイギリス領です。いずれの島ものんびりとした雰囲気で、観光スポットのザ･バス、イルカと一緒
に泳いだり、数々のアトラクションで楽しむことができます。 
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セント･トーマス島（米領ヴァージン諸島） St. Thomas (U.S. Virgin Islands) 

   
メイゲンズベイ･ビーチ、景観ドライブとショッピング 
Magens Bay Beach, Scenic Drive & Shopping 
ツアー番号：STT-280 
ツアー料金：＄３５～ （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 健脚度 その他 

○1  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

午前出発のツアーの場合、町のメインストリートで下車し、買い物の時間が含まれます。ツアーの所
要時間は買い物に要する時間次第で変わります。船に戻る際は、ハーバーサファリボートにお乗りく
ださい。ボート乗り場は船で用意されるマップでご確認ください。ビーチチェアや水中用具はレンタ
ルできます。予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。 
 

   
リピーター向け 
 

セント･ジョンのクルージング、ハイキングとビーチ 
St. John Scenic Cruise, Eco-Hike & Beach 
ツアー番号：STT-470 
ツアー料金：＄８５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○6  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

活動的なツアーのため健康な方にのみにお勧めします。ツアー参加前に免責同意書に署名することが
必要です。サンダルは避け、爪先を覆った靴でご参加ください。泳がれる方は、予め水着を着用し、
タオルと日焼け止めをお持ちください。シュノーケリング用具は含まれていません。８歳以上の方が
ご参加いただけます。 

   
タートルコーブのセイリング、シュノーケリングとビーチ 

（昼食付き） 
Turtle Cove Catamaran Sail, Snorkel, Beach & Lunch 
ツアー番号：STT-815 
ツアー料金：＄１０９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

天候や海況によりシュノーケリング場所が変更になる場合があります。シュノーケル用具とライフジ
ャケットが貸し出されます。ライフジャケットを必ず着用ください。予め水着を着用し、タオルと日
焼け止めをお持ちください。ツアー参加前に免責同意書に署名することが必要です。ランチはチキン
とリブステーキ、付け合せにポテトサラダとコールスローをご用意します。アルコール飲料はシュノ
ーケリングの後に出されますが、２１歳未満の方にはお出しできません。ウミガメは通常観察できま
すが、見られる保証はありません。ボートから海へは５段～８段の梯子があります。２歳以下のお子
様は無料で参加いただけます。 
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セント･トーマス島（米領ヴァージン諸島） St. Thomas (U.S. Virgin Islands) 
 
   
タートルコーブのセイリング、シュノーケリング 
Turtle Cove Catamaran Sail & Snorkel 
ツアー番号：STT-820 
ツアー料金：＄５５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

シュノーケル用具とライフジャケットが貸し出されます。ライフジャケットを必ず着用ください。ボ
ートから海へは５段～８段の梯子があります。天候や海況によりシュノーケリング場所が変更になる
場合があります。ツアー参加前に免責同意書に署名することが必要です。２歳以下のお子様は無料で
参加いただけます。 
 
ご希望でパワーシュノーケル機材がボートの船上で先着順にレンタルできます。数に限りがあります
のでご了承ください。レンタル料金は１９ドルで、ツアーコードＳＴＴ-８２１として船内会計に計
上されます。 
 

   
セント･ジョンのクルージング、トランクベイ・ビーチとシュ

ノーケリング 
St. John Scenic Cruise, Trunk Bay Beach & Snorkel 
ツアー番号：STT-830 
ツアー料金：＄５９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間１５分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○6  

○7  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

シュノーケル用具とライフジャケットが貸し出されます。ライフジャケットを必ず着用ください。シ
ュノーケリングは天候や海況によります。このツアーはクルーズによっては催行されない場合があり
ます。 

   
カヤック、ハイキング、シュノーケリングで自然を満喫 
Wildlife Sanctuary, Kayak, Hike & Snorkel 
ツアー番号：STT-880 
ツアー料金：＄８５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアー参加前に免責同意書に署名することが必要です。カヤックは２名乗りです。シュノーケリング
用具とライフジャケットが貸し出されます。ライフジャケットは必ず着用ください。ウォーターシュ
ーズの着用をお勧めします。タオルと日焼け止めをお持ちください。野生生物は頻繁に見られますが、
見られる保証はありません。無料の手荷物預かり所、更衣室、土産物店があります。このツアーは未
経験の方でもお楽しみいただけます。 
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セント･トーマス島（米領ヴァージン諸島） St. Thomas (U.S. Virgin Islands) 
 

  
B.O.S.S. 水中スクーターとクルージング 
B.O.S.S. Underwater Adventure & Scenic Cruise 
ツアー番号：STT-905 
ツアー料金：＄１３９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、心臓に問題のある方、手術歴のある方はご参加いただけない場合があります。 

１０歳以上で、身長１２０センチ以上の方がご参加いただけます。体重１３６キロ以上の方はご参加
いただけません。ツアー参加前に既往歴と免責同意書の提出が必要です。スクーター使用中はメガネ
を着用します。タオルと身の回り品を入れるバッグをお持ちください。持ち物はヨットに置いておき
ます。 

このツアーはクルーズによっては催行されない場合があります。催行については Cruise 
Personalizerをご参照ください。 

   
体験スキューバダイビングと景観ドライブ 
Discover Scuba Diving & Scenic Drive 
ツアー番号：STT-920 
ツアー料金：＄109～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ダイビング免許を持たない人のツアーです。水泳ができる方がご参加ください。悪天候の場合ツアー
は中止されます。ツアー参加前に病歴と免責同意書の提出が必要です。天候や海況によりダイビング
場所が変更になる場合があります。講習は英語で行われます。 
 
このツアーはクルーズによっては催行されない場合があります。催行については Cruise 
Personalizerをご参照ください。 
 

   
沈船の入り江へセイリングとシュノーケリング 
’Castaway Girl’ Shipwreck Cove Sail & Snorkel 
ツアー番号：STT-805 
ツアー料金：＄５５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

６歳以上の方、体重１３６キロ以下の方がご参加いただけます。シュノーケリング用具とライフジャ
ケットが含まれています。ライフジャケットは必ず着用ください。 
海洋生物は頻繁に見られますが、見られる保証はありません。ツアー参加前に免責同意書の提出が必
要です。 
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セント･トーマス島（米領ヴァージン諸島） St. Thomas (U.S. Virgin Islands) 
 
   
セント･ジョンのシャンパンセイリング、シュノーケリング 

と水泳 
St. John Champagne Catamaran Sail, Snorkel & Swim 
ツアー番号：STT-810 
ツアー料金：＄８５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○6  

○7  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

シュノーケリング用具とライフジャケットが含まれています。ライフジャケットは必ず着用くださ
い。アルコール飲料はシュノーケリングの後でお出ししますが、２１歳未満の方にはお出しできませ
ん。天候と海況によって別のビーチにご案内する場合があります。船内のトイレへは６段の階段があ
り、参加者はこの階段を手助けなしに上り下り出来なくてはなりません。ボートから海への出入りに
は数段の上り下りが含まれます。ツアー参加前に免責同意書の提出が必要です。このツアーはクルー
ズによっては催行されない場合があります。催行については Cruise Personalizerをご参照ください。 
 

   
熱帯雨林でのジップラインと景観眺望 
Extreme Zipline Rainforest Course & Scenic Views 
ツアー番号：STT-400 
ツアー料金：＄１２９～  
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、手術歴のある方や、心臓病や呼吸器系に問題がある方や高所恐怖症の方にはお勧めしま
せん。このツアーを選ぶ際、各自の運動能力と病歴など考慮してください。抗鬱剤やベータ受容体遮
断薬、静脈収縮剤など日常動作に影響を与える可能性のある薬を服用している方はご参加いただけま
せん。病気に関し心配がある方はツアー参加前にかかりつけの医者に相談の上、お申し込みください。 
 
 
指先を覆った靴をご着用ください。カーゴショートパンツの着用をお勧めしますが、水着での参加は
できません。日焼け止めや虫除けの使用をお勧めします。ボトル入りお水を持参ください。園内のお
水は安全にお飲みいただけます。雨や晴れでも大丈夫な服装でご参加ください。 船がクラウン・ベ
イに接岸する場合、ヨット・ヘブン・グランデ部分は省かれます。ツアー参加後に免責同意書の提出
が必要です。 

   
伝説のコンチキ号 ハーバービーチクルーズ 
The Legendary Kon Tiki Harbor and Beach Cruise 
ツアー番号：STT-615 
ツアー料金：＄４９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

タオル、水着、日焼け止めとカメラをご持参ください。船内にはブティック、スナックバーなどがあ
ります。フルーツパンチは無料でお楽しみいただけます。 
 

   
家族で楽しむビーチ、カタマランでのシーサファリ、 
Family Beach Fun, Swim & Fastcat Sea Safari 
ツアー番号：STT-760 
ツアー料金：＄５９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

2 歳以上のお子様からご参加いただけますが、シュノーケルは 5 歳以上のお子様からできます。シュ
ノーケル用具とライフジャケットはご用意しています。ライフジャケットは必ずご着用ください。事
前に水着を着用しタオルと日焼け止めをご持参ください。免責同意書の提出が必要です。 
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セント･トーマス島（米領ヴァージン諸島） St. Thomas (U.S. Virgin Islands) 
 

   
セント･ピーター大邸宅と庭園、マウンテン･トップ 
St. Peter Great House and Gardens & Mountain Top 
ツアー番号：STT-100 
ツアー料金：＄３９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4  

○5  

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

午後出発のツアーの場合、シャーロット･アマリーでの自由時間はありません。ツアー終了後に町中
に残る場合はご自身の責任で船までお戻りください。埠頭までのタクシーはお一人様４ドル程度で
す。セント･ピーター大邸宅には階段があり、邸宅内には車椅子では入れない箇所があります。見学
順序は変更になる場合があります。このツアーはクルーズによっては催行されない場合があります。
催行については Cruise Personalizerをご参照ください。 
 

   
人気 
 

メイゲンズベイ･ビーチ、黒ひげの城と景観 
Magens Bay Beach, Blackbeard’s Castle & Vistas 
ツアー番号：STT-105 
ツアー料金：＄５５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

観光順序が逆になります。このツアーは船からメインストリート間の往復送迎が含まれています。ツ
アーの所要時間は各自の観光や買い物に要する時間によりますが、４時間～６時間ほどです。船に戻
る際は、陸または海の事前に手配された交通機関でお戻りください。泳がれる方は予め水具を着用し、
タオルをお持ちください。黒ひげの城からメインストリートへは長い階段を下ります。このツアーは
車椅子やウォーカーを使用する方にはお勧めしません。 
 

   
セント･トーマスの眺望とマウンテン・トップ 
Paradise Point Aerial Ride & Mountain Top 
ツアー番号：STT-110 
ツアー料金：＄４５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4  

 

○1  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更になる場合があります。ロープウェイ乗り場には若干の段差があります。午前出発の
ツアーの場合、町のメインストリートで下車し、買い物の時間を取ることもできます。ツアー終了後
に町中に残る場合はご自身の責任で船までお戻りください。埠頭までのタクシーはお一人様４ドル程
度です。 
 

   
黒ひげの城、歴史あるコンゲンス地区とショッピング 
Blackbeard’s Castle, Historic King's Quarter & Shopping 
ツアー番号：STT-115 
ツアー料金：＄３９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはメインストリートの推奨店でのショッピングが含まれています。船に戻る際は、陸また
は海の事前に手配された交通機関でお戻りください。ツアーの所要時間は各自の観光や買い物に要す
る時間によりますが、４時間～６時間ほどです。黒ひげの城からメインストリートへは長い階段を下
ります。このツアーは車椅子やウォーカーを使用する方にはお勧めしません。 
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セント･トーマス島（米領ヴァージン諸島） St. Thomas (U.S. Virgin Islands) 
 
   
リピーター向け 
 

セント･ジョンのクルージング、景観ドライブとショッピン

グ 
St. John Scenic Cruise, Panoramic Drive & Shopping 
ツアー番号：STT-120 
ツアー料金：＄６５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○6  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは車椅子の方にはお勧めしません。 
 

   
セント･トーマスの景観ドライブ 
Scenic Panoramic Drive 
ツアー番号：STT-145 
ツアー料金：＄４９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○1  

○4  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

電動式車椅子は、総重量約２７２キログラムまで乗車できます。お客様の要望に対応するため、予約
後は船上にて、健常者であるか、折り畳み式車椅子または電動式車椅子利用者であるかをエクスカー
ションマネージャーまでお知らせください。車椅子の方はツアーコードＳＴＴ-１４６にお申込みく
ださい。同行者はツアーコードＳＴＴ-１４５にお申し込みください。スペースには限りがあります。 
 

   
セント･トーマス島 パノラマドライブ(車椅子常用者) 
Scenic Panoramic Drive – Wheelchair Confined 
Passengers 
ツアー番号：STT-146 
ツアー料金：＄４９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○1  

○4  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

車椅子専用車両には２名の車椅子常用者または２台の電動スクーターと１６名が乗車できます。総重
量約２７２キログラムまで乗車できます。このツアーの見学箇所は車椅子で訪問可能です。乗船後は
車椅子の種類や電動車椅子のタイプをツアーデスクまでお知らせください。 
 

 

   
半潜水艦クルーズとコーラルワールド 
Nautilus Semi-Sub Cruise & Coral World 
ツアー番号：STT-660 
ツアー料金：＄６５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

混雑を避けるため、訪問順序が変わることがあります。 

 



20 

セント･トーマス島（米領ヴァージン諸島） St. Thomas (U.S. Virgin Islands) 
 
   
ドルフィンスイムとトルトラ島のクルージング 
Dolphin Swim & Tortola Scenic Cruise 
ツアー番号：STT-710 
ツアー料金：＄１５９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーでは英領ヴァージン諸島を訪れるため、パスポートをお持ちください。(国籍によっては
ビザが必要な場合がありますのでツアーオフィスまでお問い合わせください。）セント･トーマス島か
ら英領ヴァージン諸島のトルトラ島ロードタウンまではボートで１時間の距離です。７歳～１２歳ま
でのお子様がラグーンに入る場合は保護者の同伴が必要です。施設を使用する際、１３歳～１７歳の
方は保護者の同伴が必要です。妊娠中の方はご遠慮ください。水中では救命胴衣の着用が義務付けら
れています。予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。見学者には割引料金があり
ますので、ツアーデスクでご確認ください。埠頭の混み具合、ボートのスケジュール、海況、出入国
手続きにより、観光時間が変更になる場合があります。このツアーはクルーズによっては催行されな
い場合があります。催行については Cruise Personalizerをご参照ください。 
 

 

   
氷のバーとギャラリーとショッピング 
Caribbean Magic Ice Bar, Gallery & Shopping 
ツアー番号：STT-225 
ツアー料金：＄４９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間３０分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

 

 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

毛皮のフード付きマント、ズボン、手袋などの防寒具をご用意します。このツアーの見学箇所は車椅
子で訪問可能です。乗船後は車椅子の種類や電動車椅子のタイプをツアーデスクまでお知らせくださ
い。 
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セント・マーティン島  

Ｓｔ．Ｍａａｒｔｅｎ 
セント・マーティン島はいろいろな人を魅了します。伝説によるとフランス人とオランダ人が島の領有を取り決め
る際、お互い背を向けて立ち、お互い反対方向に歩き始め再び出会った地点を境界線にしようとしました。おそ
らくオランダ人は途中でビールを飲んで休憩をしたのでしょう。とにかくオランダ人が 41 平方キロメートルを得た
のに対し、フランス人は54平方キロメートルを手に入れました。この伝説はセント・マーティン島ののんきな気質
を語っています。オランダ側とフランス側のはっきりとした境界線は決められておらず、歓迎の看板でどちら側
に入ったかどうかわかるでしょう。 
ただ国の違いは文字のスペルでわかります。フランス語では St.Martin と書きます。カリブ海の素晴らしいお料
理など国際的評価を得て、異なる 2 つの個性が溶け込みこの島に魅力を与えます。 

 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  フィリップスバーグ Philipsburg 

オランダ領の首都のフィリップスバーグは植民地建築物、由諸ある建物、魅力あるショッピングや太陽の降り
注ぐビーチなど魅力あふれます。わずか数ブロック終わる大きさですが、魅力的なところがあちらこちらにあ
ります。 

 

○2  マリゴット Marigot 

フランス領セント・マーティンの首都にはデザイナーブティックやサイドウォークカフェ、ビストロ、トレンディー
なアートギャラリーがあります。チャーミングな通りを散策したり、美味なフランス料理を堪能しましょう。 

 

○3  グランドケース Grand Case 

カリブ海のグルメ首都として称賛されるこの海沿いの町は素晴らしいダイニング経験と美食、美しいビーチに
ロマンチック雰囲気で知られています。 

 

○4  バタフライファーム Butterfly Farm 

大きな網に囲まれた建物内にはエキゾチックな蝶が飛んでいます。青々と茂る植物の間を散策し、繊細な生
き物である蝶を写真を撮影したり、ライフサイクルを習いましょう。 

 

○5  オリエントビーチ Orient Beach 

さわやかな貿易風にきらめく白波、光り輝く砂浜、ここは人気あるビーチの一つ。そのなかでフランス風服装
など自由なスタイルで楽しむ事でこのビーチは人気があります。 

 

○6  アメリカズカップ ヨットレース America’s Cup Regatta 

アメリカズカップのスキッパー、デニス・コナーのように、高額なヨットで紺碧の海にカリブの貿易風にのりセイ
リングする一生一度の絶好の機会です。 

 

○7  セント・マーティン動物園 St.Maarten Zoo 

アメリカとは全く異なるこの動物園は熱帯性動物や珍しい動物が 200 匹以上が飼育されています。 
 

○8  アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventure 

セイリング、水泳、シュノーケルやカヤックなど楽しめます。ボードウォークで立ち乗り 2 輪車のセグウェイを
体験するツアーなどあります。 
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セント・マーティン島 St. Maarten 

   
人気 

有名なオリエントビーチ 昼食付 
World-Famous Orient Beach Break & Lunch 
ツアー番号：SXM-285 
ツアー料金：＄６５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

オリエンタルビーチの一部は洋服を脱ぐのは自由で、部分的に裸の光景があります。事前に水着を着
用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。公共のビーチで、ライフガードなどはおりません（水
泳は各自の責任となります）。ウォータースポーツに参加する場合は通常破損など損害保険の関係で
クレジットカードの登録を求められます。 
 

   
有名なオリエントビーチ  
World-Famous Orient Beach Break 
ツアー番号：SXM-290 
ツアー料金：＄４５～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

オリエンタルビーチの一部は洋服を脱ぐのは自由で、部分的に裸の光景があります。事前に水着を着
用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。公共のビーチで、ライフガードなどはおりません（水
泳は各自の責任となります）。ウォータースポーツに参加する場合は通常破損など損害保険の関係で
クレジットカードの登録を求められます。 
 

 
  
トレイルとビーチでの乗馬と景観ドライブ 
Trail & Beach Horseback Ride & Scenic Drive 
ツアー番号：SXM-430 
ツアー料金：＄９９～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

○1  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方、腰や首にけがをしている方、心臓に問題がある人は申込みいただけません。 
 
8 歳以上の方から参加いただけますが、両親又は保護者に付き添いが必要です。ツアー参加前に免責
同意書の提出が必要です。体重 105キロ以下の方が参加いただけますが、全員体重を計ります。 
長ズボンとつま先が覆われた靴又はウォーターシューズの着用をお勧めします。タオルと日焼け止め
をご持参ください。参加者はヘルメットを着用します。ウエスタンサドルが使用されます。 
海辺の乗馬の際、浮きベルトを着用します。海辺を乗馬する時、洋服が水でぬれるかもしれません。
濡れては困る靴の場合、靴を脱がせてもらうことができます。乗馬中リュックサックやバックは持ち
込めません。無料でロッカーを使用できます。動物さらに熟練した騎手でも予想ができない状況にな
る場合があります。プロのカメラマンが現地にて写真撮影と販売を行います。このツアーはクルーズ
によっては催行されない場合があります。催行については Cruise Personalizerをご参照ください。 
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セント・マーティン島 St. Maarten 
 

  
スクート・クープ乗車 
St. Maarten Scoot Coupe 
ツアー番号：SXM-510 
ツアー料金：＄１９９～  

所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  

○8  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠 3か月以上の方、腰や首にけがをしている方、心臓や呼吸器に問題がある人はお申込みいただけ
ません。 
 
スクート・クープ１台ごとのお申し込みとなります。チケット１枚で 2名様まで乗車いただけます。
2名様の体重の合計 272キロまでの方が参加いただけます。 
18 歳以上の運転免許を携帯する人が運転できます。安全ヘルメットが貸し出されますので、着用くだ
さい。6歳以上のお子様が乗車できます。ツアー参加前に免責同意書の提出が必要です。 

 
  
セグウェイ アドベンチャー 
Segway Waterfront Boardwalk Adventure 
ツアー番号：SXM-570 
ツアー料金：＄９９～  

所 要 時 間：約１時間 45 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○8  

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

免責同意書を提出が必要です。安全上の理由により、介添えが必要なく歩行ができ、いかなる整形外
科の器具を使用していないお客様がご参加いただけます。10歳以上のお子様から参加いただけます。
16歳未満のお子様は両親か保護者の同伴が必要です。16歳から 18歳のお子様は港を離れる前までに
両親又は同伴者の免責同意書のサインが必要です。127キロ以下のお客様がご参加いただけます。 
セグウェイ乗車中は配られた防具を着用が義務づけられています。ビーチで泳ぐ予定の方は水着を着
用し、タオルと日焼け止めをご持参ください。バー、レストランを立ち寄りますが、飲み物、食べ物
代は含まれておりません。お飲み物はホーランド・ハウス・ビーチ・ホテルで購入することができま
す。セグウェイの実質乗車時間は約 45分です。 
 
 

 
  
ライダーボート アドベンチャー 
Rhino Rider Boat Adventure 
ツアー番号：SXM-580 
ツアー料金：＄１６９～  

所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8   

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ボート１台ごとのお申し込みとなります。チケット１枚で 2名様まで乗車いただけます。18歳以上の
運転免許を携帯する人が運転できます。免責同意書の提出が必要です。貸し出されたライフジャケッ
トの着用が義務づけられています。水着を着用しタオルと日焼け止めをご持参ください。妊娠中の方
はご参加いただけません。シュノーケル用具がツアーに含まれています。10歳以上のお子様からご参
加いただけます。2名様の体重の合計 181キロまでの方が参加いただけます。 
 
このツアーはパシフィック・プリンセスでは催行しません。 

 



24 

セント・マーティン島 St. Maarten 
 

  
こだわり 

アメリカズカップ 12 メーター ヨットレース 
America’s Cup 12-Metre yacht Race 
ツアー番号：SXM-755 
ツアー料金：＄１２９～  

所 要 時 間：約２時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○6  

○8  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

履きなれたゴム底の靴を着用ください。セイリングの経験のない１２歳以上のお子様（経験のある場
合７歳以上のお子様）からご参加いただけます。免責同意書の提出が必要です。 

 
  
こだわり 

カタマランセイリング、シュノーケルとビーチ 
Golden Eagle Catamaran Sail, Snorkel & Beach Break 
ツアー番号：SXM-765 
ツアー料金：＄７９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8   

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ぜんそくや心臓疾患の方は参加いただけません。 

海や天候の状況によりビーチの場所が変更になります。ビーチの一部はトップレスなどの光景が目に
入ります。水着を着用し、タオルと日焼け止めをご持参ください。シュノーケル用具とライフジャケ
ットがツアーに含まれています。ライフジャケットを必ず着用ください。4 歳以上のお子様からご参
加いただけます。体重 113キロ以下のお客様がご参加いただけます。免責同意書の提出が必要です。 

 
  
景観クルーズ、シュノーケルとビーチ 
Circle Island Scenic Cruise, Snorkel & Beach 
ツアー番号：SXM-815 
ツアー料金：＄８５～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○8  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方や首や腰に問題がある方の参加はお勧めしません。 

シュノーケル用具とライフジャケットが用意されます。ライフジャケットを必ず着用ください。シュ
ノーケル地点までの間は揺れが予想されます。海や天候の状況によりシュノーケルの場所が変更にな
ります。ボートからシュノーケル地点まで泳いでの移動な為、水泳が得意な方がご参加ください。 
8歳以上のお子様からご参加いただけます。免責同意書の提出が必要です。 

 
  
ラグーン カヤック アドベンチャー 
Lagoon Kayaking Adventure 
ツアー番号：SXM-880 
ツアー料金：＄６９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8   

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはとてもアクティブなツアーの為、健康状態が良好なお客様がご参加ください。 
9歳以上のお子様からご参加いただけます。体重 124キロ以下のお客様がご参加いただけます。 
ライフガードが待機しています。水着を着用し、タオルと日焼け止めをご持参ください。 
野生生物を頻繁に見られますが、見られる保証はありません。 
このツアーはクルーズによっては催行されない場合があります。催行については Cruise 
Personalizerをご参照ください。 
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シートレック海中公園でのヘルメットダイビング 
Helmet Diving at Sea Trek Underwater Park 
ツアー番号：SXM-900 
ツアー料金：＄１１９～  

所 要 時 間：約２時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8   

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

8 歳以上のお子様からご参加いただけます。病歴と免責同意書の提出していただきます。病歴によっ
てはご参加いただけません。最高水深は 6メートルです。潜水帽の重さは地上では約 31キロですが、
水中では 7キロとなります。水中への出入りにはアシスタントがつきます。 

 
 

  
島内一周とオリエントビーチ 
Circle Island Tour & Orient Beach Break 
ツアー番号：SXM-100 
ツアー料金：＄３９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  ○1  

○2  

○3  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

予め水着を着用し、タオルと日焼け止め、サングラスをご持参ください。訪問順序は状況により変わ
ります。交通渋滞が激しい時間帯もあります。全ての公共ビーチの為、手荷物をビーチにおいて離れ
ないようにしてください。ライフガードはいませんので、水泳は各自の責任となります。公衆トイレ
はございません（ビーチにあるレストラン以外）。デッキチェアーやパラソル等はこのツアー代には
含まれておりませんが、現地販売店にて直接借りることができます。ビーチにはレストラン、バー、
売店やアクティビティー施設があります。それらを利用する場合は有料ですのでお金をご持参くださ
い。バスを降りたところが集合場所とりますので、忘れないようにして、集合時間をお守りください。
バスは数分しか待ちません。集合時間に遅れた場合、各自の支払いでタクシーにてお戻り下さい。 
ビーチの一部は洋服を脱ぐのは自由で、部分的に裸の光景があります。時間が許せばバスを町の入口
にて止めますので、短時間フィリップスバーグの町を各自散策できます。45分後、バスを下車した地
点から帰りの特別シャトルバスが港に向け出発します。もう少し長く町に残りたい方は各自の方法で
船にお戻りください。（船の出航時間に気を付けて行動ください） 

 
  
歴史あるフィリップスバーグとマリゴット、島内ドライブ 
Historic Philipsburg and Marigot & Island Drive 
ツアー番号：SXM-110 
ツアー料金：＄２９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約２時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  ○1  

○3  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ドライバーが島内をご案内します。マリゴットの商店は日曜日と祭日は休店です。一部の商店は午後
１時から３時まで昼食の為閉まります。訪問順序は変わります。交通渋滞が激しく遅延が予想されま
す。バスの内には一切手荷物を置いたまま離れないようにしてください。ボトル入り水が一人に１本
配られます。時間が許せばバスを町の入口にて止めますので、短時間フィリップスバーグの町を各自
散策できます。45分後、バスを下車した地点から帰りの特別シャトルバスが港に向け出発します。も
う少し長く町に残りたい方は各自の方法で船にお戻りください。（船の出航時間に気を付けて行動く
ださい） 
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オランダとフランスのセント・マーティン 景観ドライブ 
Scenic Drive of Dutch & French St. Maarten 
ツアー番号：SXM-115 
ツアー料金：＄８５～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  ○1  

○3  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

席に限りがあります。折り畳み式車いす又はウォーカーを保管する場所があります。乗り物になるの
に 2，3段の階段があります。 
 
車椅子常用のお客様はツアーSXM‐116 を、付き添われる家族又は友人はツアーSXM‐115 をお申し込
みください。 

 
  
オランダとフランスのセント・マーティン 景観ドライブ 

（車椅子常用者） 
Scenic Drive of Dutch & French St. Maarten（Wheelchair） 
ツアー番号：SXM-116 
ツアー料金：＄８５～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  ○1  

○3  

低 

  

 
 
＜注意事項＞ 

車には車椅子常用者 1名とスクーター1台（又は車椅子常用者 2名）、追加 6名様まで乗車できます。 
リフト付き専用車は２台あります。折り畳み式車いす又はウォーカーを保管する場所があります。 
リフトは 272キロまで対応します。マリゴットの下車地点は車椅子などが使えます。町の一部は車椅
子対応ではありません。乗船後ツアーデスクにてツアーで使用する車椅子やスクーターの種類をお知
らせください。 

 

 
  
ラグーンクルーズ、マリゴットと景観ドライブ 
Lagoon Cruise, Marigot & Scenic Island Drive 
ツアー番号：SXM-605 
ツアー料金：＄５９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  ○3  低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

マリゴットの商店は日曜日と祭日は休店です。 

 
 

  
セント・マーティン動物園とエコロジーツアー 
St.Maarten Park and Zoo & Ecological Tour 
ツアー番号：SXM-120 
ツアー料金：＄４９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約２時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7   

 

低 
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バタフライファーム、マリゴット、島内とショッピング  
Butterfly Farm, Marigot, Island Tour & Shopping 
ツアー番号：SXM-230 
ツアー料金：＄４５～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○4  

○1  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変わります。無料ラム又はフルーツパンチが楽しめます。マリゴットの商店は日曜日と祭
日は休店です。 
このツアーはクルーズによっては催行されない場合があります。催行については Cruise 
Personalizerをご参照ください。 

 
  
半潜水艦、マリゴット、景観ドライブとショッピング  
Semi-Sub, Marigot, Scenic Drive & Shopping 
ツアー番号：SXM-655 
ツアー料金：＄５９～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約３時間３０分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

○3  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変わります。マリゴットの商店は日曜日と祭日は休店です。 
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ショアエクスカーションの規定と条件(概訳) 

 

☆ 条件： プリンセス･クルーズ社は各寄港地でのショアエクスカーション（オプショナルツアー）のチケット類の販売、情報の

提供、ツアー運行の運送機関、ツアー、スポーツ及び各種レクリエーション、宿泊、食事などの施設、サービスの提供にあたって、

それらのサービスを提供する独立した運行業者の代理をするものです。乗船客のショアエクスカーションへの参加はクルーズ乗船

券に明示された運送契約、ショアエクスカーションチケット、及びツアーの内容によってはその他の書類などにより、これらのツ

アーの参加にあたってのプリンセス･クルーズ社の責務を免責とします。又、ツアー参加は独立した各ツアー運行業者の規定と条

件によります。 
 

☆ エクスカーションの時間： 各ツアーの出発時間はプリンセス･クルーズ社のホームページのクルーズパーソナライザーからご

確認頂けます。また、乗船後に配られるショアエクスカーション申込み書にも記載されております。これらは現地旅行業者からの

情報により公表されたものですが、船の到着時が遅れた場合など、変更になる可能性もございます。表示された各ツアーの出発時

間は最後の運送機関が埠頭、またはホテルから出発する時間です。ツアー参加者はツアー毎に指定された集合場所に指定された時

間までご集合下さい。 
 

☆ ツアー参加人数： 殆どのツアーは人数制限がありません。人数制限の有るツアーは申込書の受付け順に処理させていただきま

す。満員になった場合の追加分もキャンセル待ちの受付け順となります。 

☆ 個人の持ち物： コート類、傘、カメラ、ハンドバッグなどの個人の所有物はツアー催行中を通して各個人の所有、管理物で

す。旅行中、個人の所有物を車中等に放置しないで下さい。 
 

☆ ツアー料金： すべてのショアエクスカーション料金は予告なしに変更する場合があります。提示料金は別途表示された場合を

除き、そのコースの旅程に記されたサービス、食事、飲み物、ガイド、入場料等を含みます。幼児以外の子供料金が別途表示され

ていない場合は大人料金となります。 
 

☆ ショッピング： 可能な限り、ショアエクスカーションでは旅程の範囲内でショッピングの時間を設けるようにしています。し

かし、ショアエクスカーションはショッピングを主目的として設定されていないため、ショッピングの時間には制約がある事を

予めご了承下さい。 
 

☆ 払い戻し： プリンセスパターなどで案内される各寄港地のツアー申込み締切日以降の予約取り消しは払い戻しの対象になりま

せん。申込み締切りの時間は船内に掲示されます。管理し得る事由以外の原因でツアーが中止になった場合には全額を払い戻しま

す。但し、ツアー催行の途中で天候等の不可抗力でツアーの継続を断念せざるを得ない場合には、状況に応じて可能な限りの払い

戻しをおこないます。 
 

☆ 運輸機関： 世界各訪問地の運輸機関の標準には差があります。多くの地域では空調付きの車両が無く、又場所によっては現地

の一般用バスの使用もあります。一部の寄港地ではバス等が利用できないためタクシーや乗用車を利用する場合もあります。お友

達と同一行動をお取りになりたい場合には下船時、ご一緒にお降り下さい。観光用の運輸機関内は禁煙です。 
 

☆ レンタルカー： 寄港地で乗用車、バイクなどをレンタルなさる場合には充分に現地の交通事情や交通規則などをご考慮くださ

い。ご自身が現地の認める免許と適切な保険に付保されていることもご確認下さい。又、車両の整備状況もご自身が納得するまで

ご確認下さい。 
 

☆ ツアーの取り消し： ツアー運行業者は参加希望人数が少ない場合等に催行を取りやめる権利を保留します。また、参加者の利

便のため、ツアーの内容を変更する場合があります。 
 

☆ 環境保護： 弊社は地球環境の保全保護に積極的に取り組んでおります。各地でのツアー催行に当たり、現地業者と協力し、環

境問題についての関心を増進させる努力を払っております。参加なさる皆様にも訪問地の文化、習慣、環境などの問題点解決に向

けての弊社の努力にご協力をお願いします。 
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Frequently Asked Questions 
よくある質問と回答 

 
 

Ｑ(質問)  プリンセス主催の寄港地観光を選ぶ利点は？ 

Ａ(答)  プリンセスが提供する主催観光を選ぶと多くの利点があります。例えば、 

 

品質：プリンセスでは寄港地のすべてを精査して、地元の最も信頼出来るツアー運行会社による観光だけを提供し

ています。 

 

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

味を満足させるよう作られています。 

 

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

駄にすることもありませんし、急な手配も避けられます。または princess.com ですべてのツアーを事前予約しておくこ

とも可能です。 

 

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

です。 

 

バリュー：最も高品質のツアーを提供する地元ツアー運行会社を選び、お客様が価格に見合う十分な価値を受けら

れるか注意深く価格をモニターしています。可能な限りベストプライスが受けられるようお早めにご予約ください。 

 

Ｑ 寄港地での安全をプリンセスはどのように守ってくれるのですか。 

Ａ プリンセスの第一の関心事はお客様の安全です。行政機関などと常に連絡を保ち、クルーズに影響を与える可

能性のある旅行に関する助言などを得ています。米国官庁が寄港予定の特定地域への入港に反対している場合に

は、公表済みの日程に対して必要な変更を加えます。そのような日程の変更は頻繁に起こることではありませんが、

このような変更はお客様自身の安全のためであることをご理解ください。 

 

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

最終的に自分で責任を負わなければならないことを強調しておきます。この件について、寄港地を訪問中の常識的

な注意事項を幾つか明記しておきます。 

 

･旅行者が通常行く地区以外には行かず、プリンセス手配のガイド付きツアー以外では人里離れた場所には出かけ

ないでください。 

･持ち物は公共の場所では目を離さないでください。 

･常にあなたの回りの人や状況に注意を払ってください。 

･個人的に知らない人から梱包したものを受け取らないでください。 

･目立たないように、地味な服装をして、控えめにしていてください。 

･上陸中の飲食にはご注意ください。 

 

これらの忠告に従っていただくことで、お客様のクルーズやクルーズツアーの楽しみが高まることでしょう。 

 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、船に乗り遅れませんか。 

Ａ プリンセス主催の寄港地観光にご参加いただく重要な点の一つは、プリンセスがすべてのツアーの出発と到着を

しっかりモニターしていることです。それ故、すべてのプリンセス主催のツアーバスが戻って来るまで船が出港するこ

とはありません。ですから船に乗り遅れることはありませんので、ご安心ください。寄港地でご自分が手配した場合や、

プリンセス主催のツアーから途中で別れた場合には、お客様の居場所が分かりません。船の出港時間より前に、十

分な時間をみて船にお戻りください。 

 

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
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以前までにご予約ください。The Cruise Personalizer は寄港地観光を予約する最も早く、最も便利な方法です。ツア

ーチケットは乗船後の受け取りとなり、すべての購入済みツアーの代金は船上アカウントに請求されます。事前のお

支払いは出来ません。寄港地観光の参加人数には定員が決められておりますので、満席で参加出来ないという事

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

 

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

れば追加チケットの購入は可能ですが、ツアー料金は最初に購入した料金よりも高くなっている場合があります。以

前にキャンセルしたツアーを再度購入する場合、再度購入時の料金となり、以前に購入した料金よりも高くなってい

る場合があります。 

 

Ｑ クルーズツアーよりも前にランドツアーを予約する場合はどうしたら良いでしょうか。 

  ＊ランドツアーとは、クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズで陸上観光ツアーを予約されている場合のオプ

ショナルツアーです。 

Ａ ランドツアーの事前予約の準備が出来ましたら、Cruise Personalizer に進み、予約番号とクレジットカード情報の

入力準備をしてください。ランドツアーに参加する乗客の各々に１枚のクレジットカードの登録が必要で、プリンセス

Visa、Visa、マスターカード、アメリカンエキスプレス、ディスカバー、ダイナースクラブが使用で出来ます。ランドツア

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

ウントの開設に用いることも出来ます。ツアーを予約する場合にはクレジットカードが必要ですが、すべてのランドツ

アーは予約金なしで事前予約することが出来ます。事前予約したすべてのツアー代金の自動請求は、最初のランド

ツアー開始の２日前に行われます。確定した事前予約のツアーは、いつでも Cruise Personalizer 内の詳細日程で見

ることが出来ます。Cruise Personalizer はクルーズツアーの出発当日までオープンしていますので、追加したり、ペナ

ルティーなしでキャンセル料のデッドライン直前までキャンセルが出来ます。自動請求の処理が済んだツアーをキャ

ンセルした場合には、１００％のキャンセル料が掛かります。ツアーに参加出来るかどうかは、クルーズツアーの出発

日、定員、天候状態により決まります。ツアーはいつでも変更になる可能性がありますし、先着順で受け付けていま

す。参加人数には限りがありますので早めにご予約ください。特に遊覧飛行のツアーは催行日近くになると予約が取

れなくなることがあります。旅行に先立って、事前予約したすべてのランドツアーのリストが記載されている旅行書類

を印刷してください。各寄港地に到着すると、予約確認されたツアーについての情報がウェルカム•エンベロープに入

れられて届けられます。 

 

Ｑ 希望するツアーの予約確認はどのようにしたらよいですか。 

Ａ ホームページ princess.com で予約した場合、即座に予約したツアーのステータスとその料金が確認できます。サ

イト上にはすべてのツアーの予約可能な席数が示されていますので、予約が確定されたか、ウェイティングなのかが

分かります。席を確保するため、またベストプライスが得られるためにも、ツアーは出来るだけ早くご予約ください。ご

希望の出発時間が満席の場合には、あなたがお選びになった他のツアーと重複しないような別の出発時間（複数の

出発時間が設定されている場合）をご提案します。 

 

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

るよう試みます。 

 

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

努力致します。ツアーが売り切れの場合、Cruise Personalizer に後日再度アクセスしてみてください。また、アラスカ

の港のツアーデスクで空席が無いかどうか確認してみてください。 

 

Ｑ １ヶ所の寄港地で、２つ以上のツアーに参加するが出来ますか。 

Ａ 出来ます。アラスカ、カナダ/ニューイングランド、カリブ海、パナマ運河、ハワイ、メキシコでは各ツアーの間隔は

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

船の埠頭から出発し、同じ場所に戻ってきます。ツアー同士の間隔を適切に取れば、複数のツアーに参加するのに

十分な時間があります。 

 

Ｑ 既に予約した寄港地観光をキャンセル出来ますか。 

Ａ ヘリコプターの遊覧飛行や専用車の定員は少なく、また需要が高いので、クルーズ出航日の深夜１２時までにキ

ャンセルしない限り、これらの寄港地観光の払い戻しはできません。 

 

すべての寄港地観光の「予約の締め切り時間」は、船室にあるツアー申し込み用紙に明示されています。締め切り
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時間は各寄港地でのツアーの予約を打ち切る時間で、船側が地元のツアー運行会社に最終参加人数を通知する時

間です。この締め切り時間以前であれば、事前予約したものでも船上で予約したものでも、キャンセルが出来ます。

この最終時間を過ぎた場合には、ツアーのキャンセルは出来ず、キャンセルしたツアーの払い戻しも受けられません。

すべての寄港地観光はツアー運行会社によって催行中止されたものでない限り、天候にかかわらず催行されます。 

 

Ｑ 予約したランドツアーはキャンセル出来ますか。 

Ａ ホテル宿泊、航空便、飛行機やヘリコプターでの観光などのように占有性が高く、事前手配が必要なものは、出

航日前３０日以降は払い戻しが出来なくなります。出航日前３０日以降にキャンセルされた場合、船上でキャンセル

料が課せられます。 

 

Cruise Personalizer で事前予約したランドツアーは、ツアーの最初のランドツアーの２日前であるキャンセル締切日

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

Personalizer 上に登録したクレジットカードに自動請求されます。一旦自動請求の処理が終った場合、１００％のキャ

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

た場合を除きます。購入時点で最終確定と見なされたランドツアーは、ツアー運行会社がキャンセルとして承認しな

い限り、１００％のキャンセル料が掛かります。 

 

 

Ｑランドツアーの払い戻し請求が出来ますか。 

Ａ 弊社のコントロールが及ばない事由でツアーの催行が中止された場合には、全額の払い戻しが受けられます。

事前に予約されたツアーが請求後に天候や運行業者が認めた理由でキャンセルされた場合には、ツアーを予約し

た際に使用したクレジットカードに払い戻しされます。これらの払い戻しは通常キャンセル後７〜１０営業日の間にク

レジットカードの取引明細書に記載されます。ランドツアー中に予約したツアーは購入した時点で既に確定状態とな

っており、運行会社による催行中止の場合を除いて、払い戻しはされません。不可抗力または途中で続行困難に陥

りツアーを断念しなければならなくなった場合は、状況を判断して出来る限りの払い戻しが出来るように善処します。 

 

 

Ｑ プリンセスのツアープログラムはどのように船上で運行されますか。 

Ａ ショアエクスカーション•マネジャーはプリンセスの寄港地観光プログラムの船上部分を担当します。ツアーオフィ

スのスタッフは質問に答えたり、予約をします。乗船後、船室に事前予約した寄港地観光のチケットが届けられます。

まだツアーを予約していない場合や追加したい場合には船室内にツアー申し込み用紙が用意されています。さらに

ツアーオフィスの営業時間や寄港地観光の予約締め切り時間などの重要な情報を網羅した、毎日のアクティビティ

ーとスケジュールが記された、プリンセス•パターも届けられます。チケットは先着順で、寄港地観光の参加人数には

定員がありますので、お早めにご予約ください。ツアー申し込み用紙の投函箱はツアーオフィス近くに設置されており、

申し込み用紙はいつでも投函出来ます。 

 

Ｑ 子供用料金の設定はありますか。 

Ａ あります。一部のツアーの子供料金は１２歳以下に適用されます。お子様とツアーに参加される場合には、

Cruise Personalizer で子供用チケットの枚数を事前にご予約ください。大人と子供の料金が同じ場合、すべてのチケ

ットは大人としてご購入ください。クルーズ乗船後、またはランドツアー出発地で、大人と子供の人数分のチケットを

受け取ったかご確認ください。調整が必要な場合には出来るだけ早くツアーオフィスにお申し出ください。ご両親はお

子様のチャイルドシートをお持ちいただく必要があります。 

 

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

ます。船上のツアーオフィスで事前手配をすれば、２４ヶ月未満のお子様は幼児と見なされ、運航会社が幼児の参加

を受け入れた場合、無料で参加いただけます。運航会社に対して幼児の年齢を証明する必要があります。２４ヶ月未

満のお子様はヘリコプターツアーには参加出来ません。 

 

 

Ｑ ツアーをカスタマイズして、プライベートな寄港地観光にすることは出来ますか。 

Ａ 出来ます。多くの寄港地でお客様のご希望に合わせてカスタマイズした寄港地観光を提供しています。これらの

ツアーでは乗り物（自動車、ボート、飛行機）をチャーターすることが可能で、あなたが体験したいアクティビティーお

よび場所を組み入れて仕立てることが出来ます。 
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これらのツアーは定員が限られており、極めて特殊な性質のため、乗船日の正午まで、または船内のツアー申し込

み用紙に記載された予約締め切り時間のどちらか早い方までにキャンセルしない限り払い戻しは出来ません。乗船

後、希望する行程および興味のある場所を運行会社に伝えるためのご希望カードが配られます。船上のツアースタ

ッフは喜んでご相談やご提案をさせていただきます。 

 

これらの寄港地観光は個人ベースではなく、乗り物ベースで販売されますので、お一人がグループ全体をまとめてご

予約ください。このツアーはプライベートグループに対する手配となり、あなたに同行する方々はあなたのゲストとな

ります。プリンセスでは個人客を組み合わせてプライベートグループを作ることはしません。料金には交通手段、およ

び/またはガイドを含んでおり、チップ、食事、入場料（入場料が含まれていると表記されている場合を除く）は含まれ

ておりません。料金に含まれるものはご希望の内容によって変わります。 

 

Ｑ ツアーには年齢やその他の制限はありますか。 

Ａ ほとんどのツアーで、親または保護者の同伴が必要な場合には子供の最低年齢の制限はありません。１８歳以

下のお子様は親または保護者の同伴が無ければ参加出来ません。最新の規則および例外事項についてはツアー

説明の注釈をお読みください。運行会社によっては、運行会社の目の前で親または保護者が権利放棄証書に署名

した場合、同伴なしで未成年者のツアーへの参加を認めている会社も数社あります。ツアー会社が課したその他の

制限事項は各ツアーの“Special Notes” (注意事項)に記載されています。 

 

Ｑ 訪問する港にビザは必要ですか。 

Ａ 乗船されるクルーズに適用されるビザに関しては Cruise Personalizer の“Itinerary”に記載された情報をご参照く

ださい。 

 

Ｑ 寄港地観光に参加するために必要な追加書類はありますか。 

Ａ 寄港地観光によってはパスポート、ビザ、その他の書類が必要となる場合があります。詳細については寄港地観

光の“Special Notes”をご覧ください。両親２人の同伴なしに国境を越えるお子様の参加には公証人による承諾書が

必要です。 

 

Ｑ 寄港地観光はガイド付きですか。 

Ａ はい。すべてのツアーに地元の英語ガイドが付きます。ただし、自由散策ツアーとガイドが付かないと明記されて

いるものを除きます。 

 

Ｑ ツアーガイドにはチップが必要ですか。 

Ａ チップは自由裁量のものではありますが、ツアーに満足された場合にはツアーガイドにチップを渡すのが習慣で

もあります。おおよその目安では、お 1 人様につき半日観光で＄２、終日観光で＄５です。 

 

Ｑ ツアー中または寄港地ではどのような服装をしたらよいですか。 

Ａ クルーズ中の気候は、穏やかで涼しい気候から暑くて湿度の高い気候まで広く変化します。軽いものや中程度の

重さの服装を重ね着して、履き心地がよく、かかとの低いウォーキングシューズでご参加ください。天候の変化に備

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

サンバイザー、折りたたみ傘、サングラス、日除け、カメラと予備のフィルムやバッテリーをお忘れなくお持ちください。

水に関するツアーにご参加の場合には、あらかじめ水着を着用し、上に羽織るものと帽子をお持ちください。寄港地

観光の説明の脇にシンボルマークが付けられています。 

 

陸上ツアーにご参加のお客様で、ビデオ機器の充電やヘアードライヤーを使用される方は変圧器をお持ちください。

船から降りる際には、貴重品や宝石類は船内で保管しておくことをお勧めします。上陸中は、財布、カメラ、その他身

の回り品に十分気を配ってください。寄港地に携行する身の回り品を最小限にすることは、船に戻ってきた際のセキ

ュリティチェックを迅速に済ませることになります。通貨の両替にはパスポート番号が必要となりますので、寄港地で

はパスポートのコピーをお持ちになることをお勧めします。 

 

訪問する国の中には、地元の人々が服装について、やや保守的な考えを持っている場合があります。一般的に、シ

ョートパンツ、タンクトップ、ショートスカートは教会や祈りの場所を訪問する時には相応しい服装ではありません。寄

港地に相応しい服装についての具体的な情報は、寄港地観光の情報と一緒に記載されています。すべてのゴルフ

ツアーには、襟のあるシャツ、長ズボンまたはバミューダパンツを着用する必要があります（膝上で切ったジーパン、

水着などは禁止）。 
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Ｑ 寄港地観光に参加した場合、食事はできますか。 

Ａ 寄港中もオープンしているビュッフェを含んで、食事が出来る場所がありますので、寄港地観光間の時間に船上

で食事することが出来ます。 

 

Ｑ 寄港地観光中にショッピングの時間がありますか。 

Ａ 多くの人にとって、ショッピングは旅行の大切な部分を占めています。多くの寄港地観光で、出来る限り、ショッピ

ングの時間が含まれています。しかしながら、ショッピングのための時間はほとんどの場合十分ではないでしょう。 

 

Ｑ 寄港地観光中に長い距離を歩いたり、階段がありますか。 

Ａ すべての寄港地観光で若干は歩きます。中にはもっと多く歩いたり、階段を上り下りするものもあります。歩く場

所も、市街地の石畳の凸凹した通りや古代遺跡の岩だらけの小道の場合もあります。多くの寄港地観光では、階段

を上り下りする必要があります。訪問する建物の多くは、エレベーターなどが発明される以前に建てられており、オリ

ジナルの状態で保存されています。より多くの情報および案内は、各コースの説明に付けられたシンボルマークを参

照ください。 

 

Ｑ 他に何か寄港地で予想されることはありますか。 

Ａ 訪問する場所によっては、観光客と同時に地元の人にもとても人気がある場所だということを忘れないでください。

ですから、プリンセスのツアーであろうと、お一人で観光していようと、混雑する場合があります。残念ながら、そのよ

うな状況は致し方ありません。場所によってはフラッシュ撮影が禁じられていますので、感度の高いフィルムをお持ち

ください。場所によっては、写真またはビデオ撮影が禁止されている場所や撮影料が課されることもあります。制限

事項をよくお読みになるか、疑問のある場合にはガイドにお尋ねください。 

 

Ｑ ツアーで安全器具を身に付ける必要がありますか。 

Ａ はい。ツアーによっては、参加するために適切な安全器具を着用する必要があります。そのような器具にはシュノ

ーケリング用ベスト、救命ベスト、ヘルメットなどがありますが、それ以外にもあります。 

 

Ｑ 認定ダイビングツアーに参加するには何が必要ですか。 

Ａ 認定ダイビングツアーに参加するには、Ｃカードの提示が必要です。潜水深度の限度が決められているジュニア•

オープンウォーターまたはスキューバダイビングの資格では参加出来ません。スポーツダイビング業界では、過去６

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

をした日付証明またはスキューバ再審査コースの証明を提示出来ないダイバーの参加を拒否する権利を有していま

す。ログブックまたは最近再審査コースを終了したという証明を持参してください。 

 

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

責同意書/権利放棄証書にご記入いただくことが必要です。下記は安全にスキューバダイビングに参加していただく

ことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状のある方は、スキューバダイビングに参加するためには資

格を有する医師に検査を受けて、書面による許可をもらい、ご持参いただく必要があります。心臓病または以前に心

臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコントロールするのに薬が必要、妊娠、喘息またはいか

なる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な

乗り物酔い、現時点で避妊薬以外の処方薬を服用している。参加者はご自分のダイビング器材を使用されることは

結構ですが、ご自分の客室に保管してください。その場合でもツアー料金の割引きはありません。 

 

Ｑ 体験スキューバダイビングツアーに参加するために何か特別に必要なものはありますか。 

Ａ 健康状態によって参加をお断りする場合があります。乗船後またはツアーの開始時にツアー会社から渡される病

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

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

参加するためには資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可をもらい、ご持参いただく必要があります。心

臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコントロールするのに薬が必要、妊

娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性

の耳の病気、深刻な乗り物酔い、現時点で避妊薬以外の処方薬を飲まれている方。入門編スキューバダイビングツ

アーへの参加は１０歳以上の方に限られます。１８歳未満のお子様は大人の同伴が必要です。 
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Ｑ スヌーバダイビング、ヘルメットダイビングまたは水中スクーターツアーに参加するために何か特別に必要なもの

はありますか。 

Ａ 健康状態によって参加をお断りする場合があります。乗船後またはツアー会社から渡される病歴記入用紙また

は免責同意書/権利放棄証書にご記入いただくことが必要です。下記は安全にスキューバダイビングに参加してい

ただくことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状のある方はスキューバダイビングに参加するために

は資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可をもらいご持参いただく必要があります。心臓病または以前

に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコントロールするのに薬が必要、妊娠、喘息または

いかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深

刻な乗り物酔い。ヘルメットダイビングまたはスヌーバツアーへの参加は８歳以上で体重が３４キログラム以上の方

に限られます。水中スクーターツアーへの参加は１０歳以上の方に限られます。 

 

 

Ｑ スポーツフィッシングツアーでは、釣った魚は持ち帰れますか。 

Ａ プリンセスが実施しているスポーツフィッシングツアーのほとんどはキャッチ•アンド•リリースのプログラムです。食

用となる魚で、絶滅危惧種以外の魚は通常はボートスタッフがお預かりします。参加者は魚釣りの権利を購入したの

であって、魚が釣れることを保障したものではありません。ボートキャプテンが「魚釣りを保障しているだけで、魚が釣

れることを保障してはいません」と言うように。 

 

アラスカだけは、ツアーがキャッチ•アンド•リリースと指定していない場合、ご自分の釣果は追加料金を払ってツアー

会社で加工してもらい、送ってもらうことが可能です。傷みやすいものですので、米国税関の規則により、ほとんどの

場合、米国以外に送ることは出来ません。連邦規則によって、釣った魚はクルーズの船内に保管しておくことは出来

ませんが、夕食時に調理してお出しすることは出来る場合があります。アラスカのロッジ滞在中に釣った魚は、キャッ

チ•アンド•リリースのプログラムでない場合、ご自宅に送ることが出来ます。アラスカでは、フィッシング•ライセンスが

必要となり、ボート上でお一人様＄２０（現金で）購入することが出来ます（料金は変更になることがあります）。キン

グサーモンを釣る場合には追加＄１０の保持タグ（料金は変更になることがあります）が必要です。１６歳未満のお子

様はライセンスが不要です。魚の遡上は産卵期に左右されますので、５月と９月下旬は魚の数は限られます。アラス

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

 

 

Ｑ ヘリコプターツアーに参加する前に知っておくべきことはありますか。 

Ａ 乗客の安全、快適さ、重量、バランス制限のため、ヘリコプターのツアー会社では、体重１１３キログラム以上（完

全装備で）の方が参加される場合、ヘリコプター上に十分なスペースを確保するために追加料金を課することがあり

ます。追加料金の額は各ツアーの“Special Notes” (注意事項) に明記されています。 

 

ヘリコプターツアーは定員が限られ、人気が高いため、乗船日の深夜１２時までにキャンセルされない限り、払い戻し

が出来ません。２４ヶ月以上のお子様は１人分の座席が必要です。２４歳未満のお子様は船上のツアーオフィスでの

事前手配をすれば、運行会社が幼児の参加を受け入れた場合に限り、２４ヶ月未満のお子様は幼児と見なされ、無

料で参加できます。運行会社に対して幼児の年齢を証明する必要があります。 

 

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

重量にもよりますが、最大６名までヘリコプターに乗ることが出来ます。飛行時間や飛行コースは天候によって変更

になる場合があります。ヘリコプターツアーは天候や安全上の問題によって、直前にキャンセルされる場合がありま

す。ヘリコプターツアーには暖かい服装とサングラスをお持ちになってご参加ください。重ね着が便利で、状況の変化

に合わせて服装を変えることが出来ます。 

 

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

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

ようにしますが、安全上の理由で必ずしもそう出来るとは限りません。 

 

Ｑ プリンセスは寄港地のツアー会社を所有しているのですか。 

Ａ 所有していません。寄港地観光のすべては、プリンセスではなく、地元の独立した会社によって運行されています。

プリンセスは売り上げの一部を確保するだけです。プリンセスではツアーを提供する会社の内、最も信頼の出来る会

社のみを選んでいます。プリンセスはツアーを提供する会社を運行と安全性に関して優れた評判に基づいて選んで

います。 
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Ｑ 身体に障害のある方にお勧めのツアーはありますか。 

Ａ 障害のタイプと程度によります。プリンセス•クルーズが目指すのは、すべてのお客様に安全で快適なクルーズ体

験を提供することにあります。電動式の車椅子でご乗船の方は、船上および寄港地で介添えしてくれる健康な方と

一緒にご乗船されることを強くお勧めします。 

 

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

るツアーもあります。スクーターや電動式の車椅子は大きすぎて収納出来ない場合もあります。車椅子に関しては、

車椅子での参加が出来るツアー（各ツアーのシンボルマークを参照）、または専用車での寄港地観光を予約すること

をお勧めします。歩くことが出来ない方は介添えしてくれる同行者と一緒にご参加いただくことをお勧めします。ツア

ースタッフは歩くことが出来ないお客様へのツアーについて多くの情報が提供出来ます。身体的に障害のあるお客

様が寄港地観光に参加する場合、お客様の希望に合わせた手配が出来るようにするため、ツアーの少なくとも４８時

間前にツアーオフィスにご連絡いただく必要があります。 

 

自由に動くことが出来ない方の乗下船は大変です。多くの主要な寄港地では車椅子やスクーターで簡単に乗下船が

出来ます。しかしながら、ギャングウェイの急勾配、天候、陸側の施設、波や海の状態などの様々な状況により、電

動式車椅子を使用するお客様はステア•クライマーの場所まで移動して頂いたり、上陸をお断りする場合もあります。

プリンセスのスタッフは出来る限りの努力を致しますが、一人で２２キログラム以上のものを運ぶことは許されており

ません。 

 

寄港地によっては沖止めになる場合があります。その場合には、乗客は小型のボートやテンダーボートに乗り換えて

上陸します。テンダーボートでの上陸の際に、２２キログラムの制限を超えるものを持ち上げなければならない場合、

電動式車椅子ご使用のお客様はテンダーボートへの乗り降りが認められません。船からテンダーボートに乗り移れ

ても、上陸するのが困難な場合もあり、テンダーボートを使用する港では車椅子での乗り降りが出来ません。陸側の

施設、テンダーボートの動き、天候および波の状態によってはテンダーボートでの上陸を中止する場合があります。 

 

乗客がテンダーボートに乗ったり、船から下りる許可はキャプテンが与えます。それは、全員の安全と快適さを基準

に決定され、キャプテンの決定は絶対です。たとえお客様が上記の状況でテンダーボートでの上陸や下船が出来な

い場合でも、寄港出来なかったことへの払い戻しやお金による埋め合わせは致しません。プリンセスでは皆さんの失

望を理解出来ますが、乗客と乗組員の安全が優先されます。 

 

プリンセスの寄港地観光の条件に関するより詳しい情報は Special Information（大切なご案内）をご覧ください。お選

びになったツアーに皆さまがご参加頂けるよう最善を尽くしますが、ツアーはプリンセスではなく、独立した地元の会

社によって運行されています。ツアー催行の最終決定はツアー運行会社によってなされます。そのため、ツアー運行

会社の判断で、いかなる乗客の安全と快適さに問題があるとの結論が下された場合、その人の参加をお断りする場

合があります。この判断はツアー運行会社が直接面会するまでは下せない可能性があります。 
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Special Information 
大切なご案内 

 

 

条件 

チケット販売（クーポンやバウチャーを含む）やツアーのプロモーションおよび手配において、航空機、陸上または地

元での海上輸送、ツアー、スポーツまたは他のすべての娯楽のアクティビティー、陸上での宿泊、食事またはすべて

のサービス、プリンセスのクルーズ客船以外の施設またはアクティビティーは、プリンセスは単にツアーまたはサービ

スを提供するツアー運行会社の取り次ぎをしているにすぎません。お客様によるツアーへの参加は、クルーズチケッ

ト、ツアーチケットの輸送契約に明記された取引条件、そしてアクティビティーによっては他の書類、とりわけ特別なア

クティビティーのいかなる責任からもプリンセスを明確に除外するという書類を乗客が承認したということになります。

参加によって、ツアー運行会社の取引条件を認めたことになります。 

 

ツアーの出発時間 

各ツアーの出発時間はホームページ princess.com 内の Cruise Personalizer に記載されています。寄港地観光の出

発時間は、さらに乗船後お渡しするツアー申し込み用紙に記載されています。これらの時間はツアー運行会社から

の情報に従って公表していますが、船の寄港地への到着が遅れた場合や、特定のツアーの行程が修正された場合

には変更になることもあります。表示してある時間は最後のツアーバスが港またはホテルを出発する時間です。お客

様は個別の集合場所（船内または岸辺）に決められた時間にご集合ください。ひとりのお客様の遅れが、ツアーの出

発の遅れになり、他のお客様に迷惑を掛けることになります。 

 

限られた定員のツアー 

寄港地観光はクルーズ出航日以前に、または乗船後、先着順で購入することが出来ます。多くのツアーは参加定員

が決まっています。そして予約申込みは受け付け順に従って処理されます。予約が多い場合には、追加申し込みが

ウェイティングリストに受け付け順に載せられます。ランドツアーはウェイトリストに載せることは出来ませんが、ツア

ー運行会社と連絡を取り、可能な限りスペースを積極的にリクエストします。ツアーが売り切れの場合には Cruise 

Personalizer に後日アクセスすることをお勧めします。またアラスカの港に到着してからもツアーデスクで可能性を再

確認してみてください。 

 

個人の持ち物 

コート類、傘、カメラ、ハンドバッグ、旅行鞄、その他の持ち物はツアーのあいだ常にご自分で管理してください。自分

の持ち物はツアーで使用する車やバスの中に置いたままにしないようご注意ください。 

 

料金 

ツアーの料金は事前通告なしに変更される場合があります。料金は大人一人料金、子供一人料金、または車両一

台となります。料金は予約時に確定されます。すべての見積り料金には、行程をカバーする乗り物、および該当する

場合には、食事、飲み物、ガイド代、入場料が含まれています（該当しない場合はそのように記載されます）。座席を

必要としない幼児以外の子供は特に明記されない限り大人の料金と同額となります。 

 

ショッピング 

可能な場合には、寄港地観光にショッピングの時間が含まれています。しかし、ツアーは主としてショッピングのため

に作られている訳ではないので、ショッピングの時間は限られています。 

 

払い戻し 

ツアーの申し込み用紙に明記されている予約締切日以前にキャンセルの通知がなされない限り、チケット、クーポン、

バウチャーの払い戻しは出来ません。予約の終了する時間は船上で公表されます。プリンセスのコントロールを越え

た理由によってツアーがキャンセルされた場合には、全額が払い戻しされます。しかし、不可抗力または途上の問題

で中止された場合、状況に応じて出来る限りの払い戻しを致します。事前予約して、支払いの後に天候やツアー運

行会社が認めてキャンセルされたランドエクスカーションは予約時に使用したクレジットカードに払い戻しされます。

キャンセル料は一般的にキャンセル後７〜１０営業日の間にクレジットカード明細書に反映されます。ランドツアーの

途中に予約したツアーは購入時で最終と見なされ、ツアー運行会社によってキャンセルされた場合を除いて、払い戻

しはありません。 
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交通機関 

交通機関の水準は世界中で違いがあることをご理解ください。空調付きのバスは多くの地域で利用出来ませんし、

場所によっては地方の路線バスが最良の交通機関の場合もあります。利用出来る長距離用バスが無かったり、限ら

れている港では自動車やタクシーを使用する場合があります。友人と一緒に同乗したい場合は、一緒にお越しくださ

い。ツアースタッフが同一の車両を割り当てることが出来ます。すべての乗客の快適さのために、すべての車両内で

は喫煙は禁止されております。 

 

ツアーの催行中止 

ツアー運行会社は参加者が少ない場合、ツアーの催行を中止して、各グループの便宜および利益を最優先に考え

ながら乗客に代案を求める権利を有しています。 

 

エコロジーと環境 

環境との前向きで積極的な取り組みを維持するのがプリンセスのポリシーです。会社の目的を達成するには多くの

ことをしなければならないと認識しています。この目的を達成するために、プリンセスが提供するツアーに影響を与え

かねない環境問題に対する自覚を増す努力を絶えず持ち続けています。地元の代理業者と密接に努力して寄港地

観光プログラムに環境問題に関するメッセージを込めています。そのため、お客様にも訪問する様々な寄港地の文

化、習慣、環境問題に尊敬を払うことによってプリンセスの努力を支持して頂けますようお願い致します。 
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