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健脚レベル：低
車窓観光が中心のツアーですが、比較的
平坦な道を短く歩きます。また。ヘリコプ
ターや水上飛行機の乗り降りが含まれる
場合があります。
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健脚レベル：中
少し活動的なツアーで、いかだに乗ったり、
スポーツフィッシングなど長時間立ったまま
でいる場合があります。

健脚レベル：高
カヌー、自転車、ハイキング、カヤックな
ど、最も活動的で冒険的なツアーです。
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活動的な冒険ツアー：太陽と海、ハイキング、乗馬、ウォータースポーツ、ビー
チ、ジップライン、空中遊覧などのアクティビティーを楽しむ活動的なツアーで
す。

テーマ別ツアー：料理、歴史、芸術、文化、宗教、ガイド付きショッピングなど
テーマで選び抜かれた見どころを訪れ、寄港地の魅力をより深く知る観光と徒
歩ツアーです。
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 こだわり
食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。
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ファミリー向け
スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。
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ガーンジー島（セント・ピーターポート）、英国 Guarnsy (St. Peter Port), England

ガーンジー島（セント・ピーターポート）英国
Guernsey (St. Peter Port), England
イギリス領ガーンジー島はフランス本土の僅か13キロほどの距離にあります。チャンネル諸島の中では2番目に大き
な島で、温暖な気候と息をのむような景観、平和で肥沃な土壌に恵まれています。そのため、イギリス人とフランス人
に人気の保養地にもなっています。かつてはゼニガタアザラシと海賊たちのたまり場であったセント・ピーターポート
の港はヨーロッパで最も可愛らしい港の一つです。
海岸沿いには第2次世界大戦時のドイツ軍の要塞も含め、城や砦が点在しています。チャンネル諸島は英国の中で
唯一ナチスドイツに占領されました。
ご案内：セント・ピーターポートでは沖合に投錨し、下船はテンダーボートにて行われます。

＜見どころ＞

①

リトル・チャペル Little Chapel

ガーンジー島のリトル・チャペルを訪問しましょう。並木道沿いの田園風景の中に佇む小さな教会です。簡素な素材が用いら
れた教会は、小石や貝殻、色鮮やかな陶磁器の欠片で装飾されています。

②

工房 Workshops

金銀細工の工房が1582 年から続く改装された納屋にあります。伝統的な工芸の製作工程を間近に見ることができます。

③

ソムレズ・マナー Sausmarez Manor

ソムレズ・マナーと、ガーンジー島の変貌をガイドの案内でお楽しみください。タペストリーの部屋ではジェイムズ2 世のウエ
ディング用コートを、ダイニングルームでは家族の肖像画をご覧いただけます。

④

サーク島とラ・サイグニューリー Sark and La Seigneurie

サーク島行きのフェリーに乗船し、ヨーロッパで最後の封建制行政区の一つへ。馬車に乗って岸壁や岩窟を探索しましょう。
ラ・サイグニューリーに広がる庭園もご覧下さい。

⑤

コルネット城 Castle Cornet

港を守るため13 世紀に建てられたこの要塞には、長く血なまぐさい歴史があります。暗い牢屋には古い武器、石弓、弩、マス
ケット銃やカノン銃などが展示されています。

⑥

ドイツ占領軍博物館と戦争博物館 German Occupation Museum and Underground Hospital

占領軍博物館には楽器、ユニフォーム、武器や機材などが展示されています。続いて、戦争博物館へ向かいます。迷路のよ
うなトンネルがあり、その広さはおよそ74平米あります。

⑦

ヴィクトル・ユーゴー邸 Victor Hugo's House

ヴィクトル・ユーゴーはガーンジー島に移り住むと、またたく間に魅了されました。オートヴィルハウスと呼ばれ、今日でも当時
のままに残され、ユーゴーの独自の装飾などが見ることが出来ます。

⑧

ハーム島 Herm

わずか2.6平方キロメートルの面積のハーム島はチャンネル諸島最小の島です。島を訪れハーム・スクールとトゥゴールチャ
ペルを訪れます。礼拝堂の息を飲むようなステンドグラスをご覧ください。
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ガーンジー島（セント・ピーターポート）英国 Guernsey (St. Peter Port), England

ツアー番号：GCI -420

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

地域体験：ガーンジー島西海岸サイクリングツアー
Local Connections: Guernsey West Coast Cycle Tour
所要時間：約3時間15分
下車予定：

車窓予定：⑤

＜注意事項＞
参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。
サイクリングの距離は約9.5キロです。各自の責任での走行となります。セント・ピーター・ポートの交通状況
からサイクリングの充分な経験のある健康な方のみご参加ください。
主に平地の走行ですが若干の登りや下りもあります。雨天時に備え、軽装でナップザックなどに予備の衣服を
ご用意ください。

ツアー番号：GCI-425

ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

地域体験：サーク島サイクリングツアー
Local Connections: Sark Island & Bicycle Tour
所要時間：約6時間
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。
サイクリングは各自の責任での走行となります。エスコートが自転車を配り回収もします。
雨天時に備え、軽装でナップザックなどに予備の衣服をご用意ください。昼食は各自となるため、英国ポンド
のご持参をお勧めします。

ツアー番号：GCI-200

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

ガーンジー島ハイライト
Highlights of Guernsey
所要時間：約1時間45分
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。
ドライバーガイドによる観光バスまたはミニバスでの運行となります。
入退場口が同じの為、込み合う場合があります。
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健脚レベル

その他

ガーンジー島（セント・ピーターポート）英国 Guernsey (St. Peter Port), England

ツアー番号：GCI-205

ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

ガーンジー島ドライブとソムレズ・マナー
Guernsey Island Drive & Sausmarez Manor
所要時間：約3時間
下車予定：①③

車窓予定：

＜注意事項＞
参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。
ドライバーガイドによる観光バスまたはミニバスでの運行となります。

ツアー番号：GCI-220

ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）

サーク島と馬車体験
Sark Island & Horse-Drawn Carriage Ride
所要時間：約6時間
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
馬車に乗車、下車する際、補助はありません。馬車に一人で乗り降りできる方のみご参加ください。
参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。
訪問順序が逆になる場合があります。いくつかのお店は週末は閉まっている場合があります。

ツアー番号：GCI-210

ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

ドイツ占領下のガーンジー島
German Military Occupation
所要時間：約3時間
下車予定：⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。
ドライバーガイドによる観光バスまたはミニバスでの運行となります。
混雑を避けるため、訪問順序が逆になる場合があります。

ツアー番号：GCI-215

ツアー料金：＄139.95～（子供料金なし）

ディスカバリー特選：ガーンジー島の読書会
A Discovery Exclusive - The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society
所要時間：約3時間
下車予定：①

車窓予定：
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ガーンジー島（セント・ピーターポート）英国 Guernsey (St. Peter Port), England

ツアー番号：GCI-380

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

地域体験：徒歩でのコルネット城とセント・ピーターポート
Local Connections: Castle Cornet & St. Peter Port
所要時間：約3時間
下車予定：⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。

ツアー番号：GCI-385

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

地域体験：ハーム島徒歩観光
Local Connections: Herm Island Walk
所要時間：約5時間
下車予定：⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
参加人数に制限があります。お早めにお申込みください。通常、事前に売り切れになります。
このツアーでは起伏のある上り坂やぬかるんだ道があります。休憩なしで2～3 時間歩くことが出来る方に適し
たツアーです。
ウォーキング/ハイキングブーツと適した服装でご参加ください。
ガーンジー島へはフェリーで戻ります。セント・ピーターポートの港周辺を自由に散策する機会があります。
アルバート桟橋からテンダーボートに乗船し、船に戻ります。
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ） Cork, Ireland (Cobh-For Blarney Castle)

コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ）
Cork, Ireland (Cobh - For Blarney Castle)
7世紀に聖フィンバーにより築かれたコークは、ロマンチックなアイルランドへの玄関口です。狭い路地の散策やキ
ラーニー湖を訪れましょう。勇敢な観光客はブラーニー城の狭い通路を登り、ブラーニーストーンにキスをしてみま
しょう。コーク地方は西ヨーロッパの中でも有史前の史跡が数多く残されている地方です。実話と寓話の混ざる民間
伝承によると、魔法の力を持つ神族、偉大なトゥアーハ・デ・ダナーンがケルトの侵攻により逃げ込んだ地底はコーク
付近の場所だったと言われています。コーブはアイルランドからの移民にとって唯一かつ重要な港でした。
ご案内：船はコークから約24キロ離れたコーブに停泊します。

＜見どころ＞

①

ブラーニー城 Blarney Castle

なだらかな公園に建つ、ロマンチックな史跡はマッカーシー一族の要塞で、厚い石の壁が特徴的です。頂上にあるブラーニー
ストーンにキスをすれば雄弁になると言われています。

②

ブラーニー ウール・ミル・ショップ Blarney Woolen Mill Shop

ウール工場を改造したアイルランド最大のギフトショップで、ウォーターフォード・クリスタル、リネン、手織のドネゴールツィー
ド、ニット製品、陶器やケルトブローチなど伝統的なアイルランド製品が販売されています。

③

キンセール Kinsale

キンセールは可愛らしい歴史のある漁港で、保存状態の良い18世紀の家々が並んでいます。この沖合で第1次世界大戦中、
ルシタニア号がＵボードにより魚雷攻撃されました。

④

セント・フィン・バレズ大聖堂 St. Fin Barre's Cathedral

フランスゴシック式の大聖堂は、ウイリアム・バージにより7世紀の修道院フィン・バレズ跡地に建てられたました。モザイクや
表現豊かな彫刻や中世のガーゴイルが見所です。

⑤

ハウス・オブ・ウォーターフォード・クリスタル House of Waterford Crystal

アイルランドはグラス製造で長い歴史があります。アイルランドの有名なウォーターフォード・クリスタルは1783年から続いてい
ます。

⑥

聖コルマン教会 St. Colman's Cathedral

1868 年に建築がはじまり、1915年に完成したコルマン教会は玄武岩と石灰岩で建てられ、見事なステンドグラスの窓があり
ます。コーブ港の眺めが素晴らしく、49の鐘があります。

⑦

キラーニー国立公園 Killarney National Park

キラーニー国立公園ではぎざぎざと尖った山並みが連なった、非常に美しい景色が見られます。面積2万6千エーカーの敷地
にはキラーニー湖があり、その美しさで有名です。

⑧

マックロスハウス Muckross House

19世紀に建てらたマナーハウスは、豪華なサンクンガーデンや民族博物館、工芸店があります。マナーハウスのインテリア
は、手で作られたビクトリア様式の家具が自慢です。
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ） Cork, Ireland (Cobh-For Blarney Castle)

ツアー番号：CB4-210

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

キンセール村とチャールズフォート
Kinsale Village and Charles Fort
所要時間：約4時間
下車予定：③

車窓予定：

ツアー番号：CB4-100

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

コーク終日観光
Best of Cork & Countryside
所要時間：約8時間
下車予定：①②③

車窓予定：

＜注意事項＞
ブラーニーストーンへは相当数の階段を上ります。この階段は狭く急勾配で曲がりくねっています。歩行に
難がある方はご考慮ください。混雑により遅れが出る場合があります。階段を上がる為に2時間以上並ぶ
こともあり、ブラーニーストーンを見学する充分な時間が取れない可能性もあります。履き慣れたヒールの
ない、滑りにくい靴を着用下さい。

ツアー番号：CB4-115

ツアー料金：＄179.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ロック･オブ・キャッシェル、山頂とリズモー
Rock of Cashel, The Vee & Lismore
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
ロック･オブ･キャッシェルでは屋外訪問も含まれます。舗装されていない階段や道を歩きます。

ツアー番号：CB4-200

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ブラーニー城
Blarney Castle
所要時間：約4時間
下車予定：①②

車窓予定：

＜注意事項＞
コーブからブラーニー城へは片道1時間のドライブです。ブラーニーストーンへは相当数の階段を上ります。
この階段は狭く急勾配で曲がりくねっています。歩行に難がある方はご考慮ください。
階段を上がる為に2時間以上並ぶこともあり、ブラーニーストーンを見学する充分な時間が取れない可能性もあ
ります。履き慣れたヒールのない靴を着用下さい。
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ） Cork, Ireland (Cobh-For Blarney Castle)

ツアー番号：CB4-290

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

コーク：景観ドライブとアイリッシュコーヒー
Easy Cork: Scenic Drive & Irish Coffee
所要時間：約3時間45分
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
コーブからブラーニーへは片道1時間ほどのドライブです。村からブラーニー城を眺めることが出来ますが、
このツアーではブラーニー城の入場は含まれません。アイルランドの最低飲酒年齢は18歳です。アルコールの
飲酒は18歳以上の方に限ります。

ツアー番号：CB4-291

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

コーク：景観ドライブとアイリッシュコーヒー(車椅子対応)
Easy Cork: Scenic Drive & Irish Coffee (Wheelchair Accessible)
所要時間：約3時間45分
下車予定：②

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーはCB4-290と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子用リフト付きの
乗り物の為、車椅子に付き添われるお客様は1 名となります。その他の同伴者は別の乗り物となりますのでツ
アーCB4-290 にお申し込みください。クルーズを申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツ
アーはお申し込みいただけません。
コーブからブラーニーへは片道1時間ほどのドライブです。
アイルランドの最低飲酒年齢は18歳です。アルコールの飲酒は18歳以上の方に限ります。
車椅子利用の出来る車両は、車椅子4台まで、乗客12名までとなっています。

ツアー番号：CB4-500

ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

RIBボートで回るコーク
Cork Harbour By RIB
所要時間：約3時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーは活動的なツアーであるため、お申し込みの際はご注意ください。
屋外の海で活動するため、波が時々荒れることが考えられます。使用するボートは高い速度が出る上に、急激
な揺れが予想されます。参加者の最低年齢は12歳です。妊娠されている女性は参加をお控えください。ライフ
ジャケットが提供されますので必ず着用してください。妊娠されている女性に加え、背中に問題がある方、歩
行が困難な方も参加をお控えください。このツアーの催行は天候に左右されるため、予告なく中止に場合があ
ります。予めご了承ください。
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ） Cork, Ireland (Cobh-For Blarney Castle)

ツアー番号：CB4-910

ツアー料金：＄949.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るコーク 半日ミニバン（ガイド付き）
Cork by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ ガイドがつきます（乗客4 名にガイド1 名）。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：CB4-915

ツアー料金：＄849.95～（子供料金なし）

専用車で回るコーク 半日乗用車クラス（ガイド付き）
Cork by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ） Cork, Ireland (Cobh-For Blarney Castle)

ツアー番号：CB4-930

ツアー料金：＄649.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るコーク 半日ミニバン（ドライバーのみ）
Cork by Private Vehicle - Van Class Half Day (Diver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：CB4-935

ツアー料金：＄599.95～（子供料金有なし）

専用車で回るコーク 半日乗用車タイプ（ドライバーのみ）
Cork by Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

9

コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ） Cork, Ireland (Cobh-For Blarney Castle)

ツアー番号：CB4-999

ツアー料金：＄239.95～（子供料金：12歳以下）

健脚レベル

その他

小グループで回るコーク終日観光
Best of Cork & Countryside for Small Groups
所要時間：約8時間
下車予定：①②③

車窓予定：

＜注意事項＞
ブラーニーストーンへは相当数の階段を上ります。この階段は狭く急勾配で曲がりくねっています。歩行に
難がある方はご考慮ください。混雑により遅れが出る場合があります。階段を上がる為に2時間以上並ぶことも
あり、ブラーニーストーンを見学する充分な時間が取れない可能性もあります。履き慣れたヒールのない、滑
りにくい靴を着用下さい。

ツアー番号：CB4-130

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ウォーターフォード・クリスタルとリズモー
House of Waterford Crystal & Lismore
所要時間：約8時間
下車予定：⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
ウォーターフォード・クリスタル工場まで片道約1時間45分要します。ランチは付きませんので、各自お摂り
ください。ウォーターフォード・クリスタル工場のカフェテリアで軽食が購入できます。現地通貨をお持ち
頂く事をお勧めいたします。

ツアー番号：CB4-220

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

地域体験：コーク市内ドライブとアイリッシュウイスキーセンター
Local Connections: Cork City Drive & Irish Whiskey Centre
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：④

＜注意事項＞
アイルランドの最低飲酒年齢は18歳です。アルコールの飲酒は18歳以上の方に限ります。
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健脚レベル

その他

コーク、アイルランド（コーブ ブラーニー城へ） Cork, Ireland (Cobh-For Blarney Castle)

ツアー番号：CB4-385

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

スパイク島探訪
Spike Island Discovery
所要時間：約3時間15分
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
ボートはプリンセスクルーズのお客様専用ではございません。アイスランドのツアーでは、砂利道や石畳の道
などの起伏を含む道を歩いたり、段差や階段を上ったりする可能性もあります。暖かい服装とウォーキング
シューズの着用、レインコートの持参をお勧めします。
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland

ダブリン、アイルランド
Dublin, Ireland
ダブリンは復興を経験しています。現在、リフィー川に広がるこの優雅なコスモポリタン都市は、ヨーロッパでも人気の
観光地となっています。アイルランド共和国の首都ダブリンは、こぢんまりとして散策に最適です。セント・スティーブン
ズグリーン公園内を散歩し、アイルランド最古の大学トリニティー・カレッジでは灰色の石造りの正門をじっくり眺めま
しょう。街全体が非常によく保存されているため、毎年6 月16 日には、1904 年6月16日のダブリンを描いたジェイム
ズ・ジョイスによる小説、「ユリシーズ」の登場人物たちが通った道を文学者らが辿ります。ダブリンには物語のような
歴史があります。リフィー川の河畔には少なくとも1500 年前から人が居住しています。ケルト人やバイキング、ノルマ
ン人、イギリスと侵略者たちの痕跡が町のいたるところに見られます。

＜見どころ＞

①

聖パトリック大聖堂 St. Patrick's Cathedral

アイルランドの守護聖人、聖パトリックを祭るアイルランド最大の教会です。初期キリストの遺構の上に建てられ、聖パトリック
が改宗者たちに洗礼を施した場所と言われています。

②

トリニティー・カレッジ Trinity College

トリニティー・カレッジはアイルランドで一番古い大学で、世界でも優秀な大学の一つです。トリニティー・カレッジ図書館にはケ
ルズの書が保管されています。

③

ギネス・ストアハウス/パブ訪問 Guinness Storehouse and/or Visiting a Pub

ダブリンには1000 以上のパブがあり、何百種類ものビールが飲まれています。1759 年、アーサーギネスによりダブリンに建
てられたセント・ジェイムズゲート醸造所は、現在では黒ビール最大の醸造所となっています。ギネス・ストアハウスは最も人
気の観光名所です。

④ ダブリン城 Dublin Castle
ダブリン城は市内に現存する最古の建築物の代表格で、13 世紀に建てられたという塔があります。ここはかつてイギリス総
督の邸宅になりました。

⑤

マラハイド城 Malahide Castle

1185 年から1973 年まで間マラハイド城はタルボッド家の居城でした。現在アイルランドで最古で歴史のあるお城の一つで
す。

⑥

グレンダロッホ Glendalough

素晴らしい自然に囲まれた修道院は、ロンリープラネットで「グレンダロッホはアイルランドで一番美しい所であり、アイルラン
ド旅行のハイライト」と紹介しています。

⑦

パワーズコート Powerscourt

パワーズコートは優美なウィックロー山脈にあります。アイルランドで最も美しい田舎屋敷で、庭園内にある滝の高さはアイル
ランドで一番です。

⑧ コージー・ファーム Causey Farm
ミース県ナヴァン近郊にある家族経営の農場は、アイルランドの豊かな牧草地帯にあります。コージー・ファームでは羊や家
畜、そして小さなコネマラポニーを飼育しています。
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland

ツアー番号：DUB-180

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

パワーズコートとダブリン自由散策
Powerscourt Estate & Dublin On Your Own
所要時間：約8時間
下車予定：⑦

車窓予定：②

＜注意事項＞
昼食はご自身でお取りください。現地通貨のご用意をおすすめします。

ツアー番号：DUB-910

ツアー料金：＄949.95～（子供料金なし）

専用車で回るダブリン 半日ミニバン（ガイド付き）
Dublin by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：DUB-915

ツアー料金：＄849.95～（子供料金なし）

専用車で回るダブリン 半日乗用車クラス（ガイド付き）
Dublin by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland

ツアー番号：DUB-930

ツアー料金：＄649.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るダブリン 半日ミニバン（ドライバーのみ）
Dublin by Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：DUB-935

ツアー料金：＄599.95～（子供料金なし）

専用車で回るダブリン 半日乗用車タイプ（ドライバーのみ）
Dublin by Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：DUB-165

ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

パワーズコートと滝
Powerscourt Estate & Waterfall
所要時間：約7時間45分
下車予定：⑦

車窓予定：
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland

ツアー番号：DUB-200

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ダブリンハイライト
Dublin Highlights
所要時間：約4時間
下車予定：①

車窓予定：②④

＜注意事項＞
市内道路の渋滞などで遅れる場合があります。
トリニティー・カレッジには訪問しますが、ケルズの書を展示する特別室への入場は含まれません。
無料で貸し出されるヘッドホンの着用をおすすめします。

ツアー番号：DUB-201

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ダブリンハイライト(車椅子対応)
Dublin Highlights (Wheelchair Accessible)
所要時間：約4時間
下車予定：①

車窓予定：②④

＜注意事項＞
このツアーはDUB-200と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子用リフ
ト付きの乗り物の為、車椅子に付き添われるお客様は1名となります。その他の同伴者は別の乗り物
となりますのでツアーDUB-200 にお申し込みください。クルーズを申し込みの際、事前に車椅子常用の
情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけません。
市内道路の渋滞などで遅れる場合があります
トリニティー・カレッジには訪問しますが、ケルズの書を展示する特別室への入場は含まれません。
無料で貸し出されるヘッドホンの着用をおすすめします。

ツアー番号：DUB-205

ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）

ダブリンの景観
Easy Dublin
所要時間：約3時間
下車予定：

車窓予定：①④
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健脚レベル

その他

ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland

ツアー番号：DUB-385

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

徒歩でのダブリン観光とパブ
Walking Tour of Dublin & Pub Visit
所要時間：約3時間半
下車予定：③

車窓予定：②

＜注意事項＞
徒歩による観光は1 時間45 分から2 時間ほどです。
訪問するパブは変わります。アイルランドの最低飲酒年齢は18歳です。アルコール飲料は18歳以上にのみサー
ビスされます。
無料で貸し出されるヘッドホンの着用をおすすめします。

ツアー番号：DUB-115

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

ディスカバリー特選：究極のダブリン
A Discovery Exclusive: Ultimate Dublin
所要時間：約8時間
下車予定：③

車窓予定：①②④

＜注意事項＞
テンプルバーの通りは石畳です。昼食とショーの会場は車椅子対応ではありません。
ギネス蒸留所の入場は許可されていません。

ツアー番号：DUB-170

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

アイリッシュな一日
Irish for a Day
所要時間：約8時間
下車予定：⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
ダブリンからミース県コージー・ファームまで片道約1時間強かかります。動きやすい服装、歩きやすい靴又は
ハイキングシューズでご参加ください。防水性のジャケットやウィンドブレーカーをお持ち下さい。
天候により、ファームでのアクティビティーは変更になる場合があります。
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland

ツアー番号：DUB-210

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

ダブリン城とケルズの書
Dublin Castle & The Book of Kells
所要時間：約4時間
下車予定：②④

車窓予定：

＜注意事項＞
ケルズの書は人気の観光名所の為、列に並んでお待ちいただく場合があります。
ダブリン城内の広間と、ケルズの書は撮影禁止です。
ダブリン城は政府の会議や行事等により予告なく閉鎖される場合があります。

ツアー番号：DUB-220

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

マラハイド城とアイリッシュパブ
Malahide Castle & Irish Pub
所要時間：約4時間
下車予定：③⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
マラハイド城内は撮影禁止です。
アイルランドの最低飲酒年齢は18歳です。アルコールの飲酒は18歳以上の方に限ります。

ツアー番号：DUB-225

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

グレンダロッホ
Glendalough
所要時間：約5時間
下車予定：⑥

車窓予定：②

＜注意事項＞
Glendaloughは、「グレンダロッホ」と発音します。
「グレンダロッホ」は人気の観光地です。混雑が予想されます。

ツアー番号：DUB-230

ツアー料金：＄89.95～（子供料金なし）

グルメ体験：スコーン作り
Bon Appetit Exclusive: Scones from Scratch
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
キャサリン・フルビオの都合が悪い場合、代わりにチーフアシスタントが教室を受け持ちます。
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland

ツアー番号：DUB-250

ツアー料金：＄109.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

ダブリンにまつわるアイリッシュの移民のストーリー
Epic Dublin Exclusive The Irish Emigration Story
所要時間：約4時間
下車予定：
ツアー番号：DUB-305

車窓予定：
ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

地域体験：ギネス・ストアハウスと市内ドライブ
Local Connections: Guinness Storehouse & City Drive
所要時間：約4時間
下車予定：③

車窓予定：①②④

＜注意事項＞
ギネスの試飲は18歳以上にのみサービスされます。
蒸留所への入場は含まれません。

ツアー番号：DUB-320

ツアー料金：＄289.95～（子供料金なし）

小グループで回るジェムソン蒸留所
Jameson Makers Experience - Small Groups
所要時間：約4時間半
下車予定：
ツアー番号：DUB-350

車窓予定：
ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

ダブリン観光と地元のシェフと共に伝統的なポテトケーキの試食
Dublin City & Traditional Boxty Tasting with local Chef Padraic O'Gallagher
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：④

＜注意事項＞
ボクスティハウスの総支配人であるデイビッド・パワーがデモンストレーションを行います。

ツアー番号：DUB-430

ツアー料金：＄279.95～（子供料金有：12歳以下）

ウィックロー州で乗馬体験
Horseback riding in County Wicklow
所要時間：約4時間半
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
参加の最低年齢は10歳です。身⾧、体重、年齢、そして乗馬経験をライダーに報告する必要があります。
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ダブリン、アイルランド Dublin, Ireland

ツアー番号：DUB-600

ツアー料金：＄179.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

ディスカバリー特選：ファミリー向け アイリッシュな一日
Discovery Family Irish for a Day
所要時間：約8時間
下車予定：⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
ダブリンからミース県コージー・ファームまで片道約1時間30分かかります（途中高速道路を
利用します）。動きやすい服装、歩きやすい靴又はハイキングシューズでご参加ください。防水性の
ジャケットやウィンドブレーカーをお持ち下さい。
天候により、ファームでのアクティビティーは変更になる場合があります。
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その他

リバプール、イギリス Liverpool, England

リバプール、イギリス
Liverpool, England
リバプールはアメリカ大陸との貿易によって一大工業港として発展しました。伝説は60年代まで続き、ビートルズに
よって第一次ロックンロール「ブリティッシュ・インヴェイジョン」が巻き起こりました。街はビートルズを超えた文化の魅
力にあふれています。リバプールはヨーロッパの中でも素晴らしい、ネオクラシカル様式の建物が2つあります。大事
業家ウイリアム・リーバは、ポート・サンライトの近くに、工業モデル村とレディー・リーバ・ギャラリーを作りました。博
物館には素晴らしいイギリスの絵画と家具が収蔵されています。

＜見どころ＞

①

アルバートドック Albert Dock

1846 年、アルバートドックは貿易用の倉庫でしたが、今日では2 つのホテルと多くのショップ、賞に輝いたビジターアトラクショ
ンなどが集まる世界遺産となっています。

②

ビートルズ・ストーリー Beatles Story

ビートルズ・ストーリーは、ビートルズが活躍した時代の、生活や、文化に触れる事が出来る優れた施設として、受賞もしてい
ます。ツアーにはFab4D の入場も含まれ、興味深い展示をご覧頂きながら、ビートルズの音楽に浸っていただけます。

③

大聖堂 Cathedrals

リバプールには英国国教会系で、英国最大の大聖堂であるリバプール大聖堂、そしてローマ・カトリックの大聖堂である“クリ
スト・ザ・キング”など、古くからの大聖堂が集まっています。

④

湖水地方 Lake District

イングランドで最も長いウィンダミア湖のクルーズは、湖水地方の中心地ボーネスの町と山岳風景、閑静な湾や、青々とした
島の素晴らしい景色をお楽しみ頂けます。

⑤

チェスター＆大聖堂Chester & Cathdral

チェスターは英国で最も美しい町の一つと考えられており、また、2000 年前の城壁が最も良く保存されている町でもありま
す。

⑥

蒸気機関車 Steam Railways

リバプールとマンチェスター鉄道は、世界で最も早い、都市間を走る蒸気機関車でした。今日でもいくつかの蒸気機関車がリ
バプールの線路を走っています。

⑦

コンウィ城 Conwy Castle

イングランド王エドワード1 世は、ウェールズを統べるため1283 年にコンウィ城の建設を始めました。

⑧

ポート・サンライト Port Sunlight

ポート・サンライトは、ウイリアム・リーバ氏が彼の石鹸工場の従業員のために、1888 年に造ったマージーサイド州の典型的
な村です。ポート・サンライト博物館は、この庭園のような村の中心にあります。
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リバプール、イギリス Liverpool, England

ツアー番号：LPL-180

ツアー料金：＄85.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

チェスターのハイライトと自由行動
Highlights & Chester On Your Own
所要時間：約6時間半
下車予定：⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
昼食はご自身でお取りください。現地通貨のご用意をおすすめします。

ツアー番号：LPL-100

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

湖水地方終日探訪
Best of Lake District
所要時間：約8時間45分
下車予定：④⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
状況に応じて行程が変更になる場合があります。湖水地方までの所要時間は片道およそ2時間です。
寄港時間が不足する場合は催行いたしません。

ツアー番号：LPL-105

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

北ウェールズ終日観光
Best of North Wales
所要時間：約8時間15分
下車予定：⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
寄港時間が不足する場合は催行いたしません。

ツアー番号：LPL-110

ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）

ウェールズとチェスター観光
Wales & Chester
所要時間：約8時間半
下車予定：⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
寄港時間が不足する場合は催行いたしません。
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リバプール、イギリス Liverpool, England

ツアー番号：LPL-115

ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

コンウィ城と中世の町
Conwy Castle & Town
所要時間：約8時間
下車予定：⑦
ツアー番号：LPL-210

車窓予定：
ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

リバプール市内観光
Liverpool City Highlights
所要時間：約3時間半
下車予定：①③

車窓予定：

ツアー番号：LPL-900

ツアー料金：＄1999.95～（子供料金なし）

専用車で回るリバプール 終日ミニバン（ガイド付き）
Liverpool by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ ガイドがつきます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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リバプール、イギリス Liverpool, England

ツアー番号：LPL-905

ツアー料金：＄1899.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るリバプール 終日乗用車クラス（ガイド付き）
Liverpool by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドがつきます
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：LPL-910

ツアー料金：＄1099.95～（子供料金なし）

専用車で回るリバプール 半日ミニバン（ガイド付き）
Liverpool by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドがつきます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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リバプール、イギリス Liverpool, England

ツアー番号：LPL-915

ツアー料金：＄999.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るリバプール 半日乗用車クラス（ガイド付き）
Liverpool by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドがつきます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：LPL-920

ツアー料金：＄1299.95～（子供料金なし）

専用車で回るリバプール 終日ミニバン（ドライバーのみ）
Liverpool by Private Vehicle - Van Class Full Day (Driver only)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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リバプール、イギリス Liverpool, England

ツアー番号：LPL-925

ツアー料金：＄1199.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るリバプール 終日乗用車タイプ （ドライバーのみ）
Liverpool by Private Vehicle - Car Class Full Day (Driver only)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：LPL-930

ツアー料金：＄674.95～（子供料金なし）

専用車で回るリバプール 半日ミニバン（ドライバーのみ）
Liverpool by Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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リバプール、イギリス Liverpool, England

ツアー番号：LPL-935

ツアー料金：＄599.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るリバプール 半日乗用車タイプ（ドライバーのみ）
Liverpool by Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：LPL-150

ツアー料金：＄279.95～（子供料金有：12歳以下）

究極のビートルズツアー
The Ultimate Beatles Experience
所要時間：約7時間
下車予定：①②

車窓予定：

＜注意事項＞
火曜日には催行いたしません。

ツアー番号：LPL-205

ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

ビートルズの足跡
In the Steps of The Beatles
所要時間：約3時間45分
下車予定：①②
ツアー番号：LPL-295

車窓予定：
ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

ポート・サンライトとクリームティー
Port Sunlight & Cream Tea
所要時間：約3時間半
下車予定：⑧

車窓予定：
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リバプール、イギリス Liverpool, England

ツアー番号：LPL-296

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ポート・サンライトとクリームティー（車椅子対応）
Port Sunlight & Cream Tea (Wheelchair Accessible)
所要時間：約3時間半
下車予定：⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーの内容はLPL-295と同じものです。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子用リフト
付きの乗り物の為、付き添いいただけるお客様は1名となります。その他の同伴者は別の乗り物をご利用となり
LPL-295にお申し込みください。このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用者とさせてい
ただきます。クルーズを申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただ
けません。

ツアー番号：LPL-380

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

リバプール散策とパブ
A Walk through Liverpool and Pub Visit
所要時間：約2時間半
下車予定：

車窓予定：
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健脚レベル

その他

ベルファスト、北アイルランド Belfast, Northern Ireland

ベルファスト、北アイルランド
Belfast, Northern Ireland
英国連邦の一部、北アイルランドの首都ベルファストは、1998年に聖金曜日協定が締結されて以来、何十年もの間
続いたカトリックとプロテスタント間の問題が終結し、文芸の復活がなされています。ラガン川両側に広がる、ビクトリ
ア様式とエドワード様式の建造物でできた優雅な都市は、コスモポリタンな観光都市となりました。かつて主要工業都
市であったベルファストは、豊かなアイルランドの田舎アントリム県とダウン県への玄関口でもあります。ベルファスト
は19世紀一大工業都市で、リネンと造船で有名でした。パワーに満ち溢れた都市の散策や、ジャイアンツ・コーズウェ
イに驚嘆し、素晴らしいアイルランド産リネンをお買物してみましょう。

＜見どころ＞

①

ジャイアンツ・コーズウェイ Giant's Causeway

アントリム海岸沿いに世界でも有名なジャイアンツ・コーズウェイがあります。ユネスコ世界遺産に登録されており、世界8不思
議の一つと言われています。

②

アントリム海岸 Antrim Coast

北アイルランドの北部にあるアントリム海岸は、英国とアイルランドの中で最も景観の良い海岸線の一つで、キャリック・ア・
リード吊リ橋や、ドラマチックな崖に建つダンルース城の遺跡など、息をのむような景色があります。

③

市庁舎とタイタニック記念碑 City Hall & Titanic Memorial

ベルファスト市庁舎の東隣りにあるタイタニック記念碑は、1912年4月15日、英国郵船タイタニック号の沈没で亡くなった方の
名前が刻まれた慰霊碑です。

④

ベルファストのパブ Belfast Pubs

パブは何世紀もの間ベルファストの生活に欠かせない場所です。音楽やおいしいお食事、ビールやウイスキー、そして楽しい
会話に溢れています。

⑤

植物園 Botanic Gardens

ベルファストのビクトリア様式を色濃く映した植物園は、傑出した時代の2棟の建物があり、子供の遊技場やローンボーリング
用の芝生、ローズガーデン、さまざまな熱帯植物や木々があります。

⑥

ロンドンデリー Londonderry

ロンドンデリーは元々の名はデリーと言い、北アイルランド第2 の都市でフォイル川の西岸にあります。完全な状態で保存さ
れた中世時代の楕円形の城壁が見所です。

⑦

ダウンパトリック Downpatrick

北アイルランドのダウン県にあるダウンパトリックの町は、聖パトリックと深い関係があります。ここから聖パトリックがアイルラ
ンドの改宗を始め、最初の教会が建てられました。

⑧

キャリックファーガス城 Carrickfergus Castle

アイルランドで作られた最初の城とされるキャリックフォーガス城は、1180年にノルマン・ジョン・デ・カーシーにより、ベルファス
トへの侵攻を防ぐために建てられました。
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ベルファスト、北アイルランド Belfast, Northern Ireland

ツアー番号：BFS-295

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

海沿いドライブとアントリム海岸
Coastal Drive & Glens of Antrim
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：②

ツアー番号：BFS-296

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

海沿いドライブとアントリム海岸(車椅子対応)
Coastal Drive & Glens of Antrim (Wheelchair Accessible)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：②

＜注意事項＞
このツアーはBFS-295と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子用リフト付きの
乗り物の為、車椅子に付き添われるお客様は1 名となります。その他の同伴者は別の乗り物となりますのでツ
アーBFS-295にお申し込みください。クルーズを申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツ
アーはお申し込みいただけません。車両は3台の車椅子と10名まで乗車できます。

ツアー番号：BFS-100

ツアー料金：＄239.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ジャイアンツ・コーズウェイとアントリム海岸
Giant's Causeway & Antrim Coast
所要時間：約9時間
下車予定：①

車窓予定：②

＜注意事項＞
ベルファストからジャイアンツ・コーズウェイへのドライブは約3時間です。途中お手洗い休憩をお取り
します。ベルファストまでの帰りのドライブは約1時間30分です。
ジャイアンツ・コーズウェイで送迎バスを利用する際は、行列や遅れが発生する場合があります。

ツアー番号：BFS-105

ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

地域体験：ジャイアンツ・コーズウェイ
Local Connections: Giant's Causeway
所要時間：約6時間半
下車予定：①

車窓予定：②

＜注意事項＞
ジャイアンツ・コーズウェイで送迎バスを利用する際は、行列や遅れが発生する場合があります。
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その他

ベルファスト、北アイルランド Belfast, Northern Ireland

ツアー番号：BFS-160

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ディスカバリー特選：タイタニックとクラムリン・ロード刑務所
A Discovery Exclusive: Titanic & Crumlin Road Gaol
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：③

＜注意事項＞
クラムリン・ロード刑務所ツアーは、地下通路と絞首刑所の2箇所において、車椅子がご利用できません。
A級重要文化財建築物に指定されており、これらの場所にはリフトの設置ができないためです。地下通路の入
口の外側にはスクリーンがあり、地下通路内へ入場できない方向けに、地下通路にいるガイドの説明とともに
内部の状態をご覧いただけます。処刑室は車椅子が利用可能ですが、ツアーはそこから絞首刑場に行く階段を
降りて行くため、この階段以降は車椅子がご利用できません。車椅子利用の方には処刑室でお待ち頂き、数分
の絞首刑場ガイドの後に、再度合流いたします。このツアーは約1時間のウォーキングと、数段の階段利用を含
みます。ヒールのある靴は避け、歩きやすい靴でご参加ください。このツアーには地下通路への入場がありま
す。健康と安全上の理由から、1回の見学で刑務所へ入れる最大人数は40名までです。見学グループ2回分のチ
ケットを予約しているため、このツアーの参加上限人数は80名です。

ツアー番号：BFS-225

ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

ベルファストのハイライトとヒルズバラ城
Belfast Highlights & Hillsborough Castle
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：③

＜注意事項＞
政府使用の公式訪問がある場合は、ヒルズバラ城は閉門します。
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健脚レベル

その他

ベルファスト、北アイルランド Belfast, Northern Ireland

ツアー番号：BFS-235

ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ベルファストの街とクラムリン・ロード刑務所
Belfast City & Crumlin Road Gaol
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
クラムリン・ロード刑務所ツアーは、地下通路と絞首刑所の2箇所において、車椅子がご利用できません。
A級重要文化財建築物に指定されており、これらの場所にはリフトの設置ができないためです。地下通路の入
口の外側にはスクリーンがあり、地下通路内へ入場できない方向けに、地下通路にいるガイドの説明とともに
内部の状態をご覧いただけます。処刑室は車椅子が利用可能ですが、ツアーはそこから絞首刑場に行く階段を
降りて行くため、この階段以降は車椅子がご利用できません。車椅子利用の方には処刑室でお待ち頂き、数分
の絞首刑場ガイドの後に、再度合流いたします。このツアーは約1時間のウォーキングと、数段の階段利用を含
みます。ヒールのある靴は避け、歩きやすい靴でご参加ください。このツアーには地下通路への入場がありま
す。健康と安全上の理由から、1回の見学で刑務所へ入れる最大人数は40名までです。

ツアー番号：BFS-900

ツアー料金：＄1449.95～（子供料金なし）

専用車で回るベルファスト 終日ミニバン （ガイド付き）
Belfast by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが付きます（乗客4名とガイド1名）
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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健脚レベル

その他

ベルファスト、北アイルランド Belfast, Northern Ireland

ツアー番号：BFS-905

ツアー料金：＄1399.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るベルファスト 終日乗用車クラス （ガイド付き）
Belfast by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：BFS-910

ツアー料金：＄949.95～（子供料金なし）

専用車で回るベルファスト 半日ミニバン （ガイド付き）
Belfast by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが付きます（乗客4名とガイド1名）
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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ベルファスト、北アイルランド Belfast, Northern Ireland

ツアー番号：BFS-915

ツアー料金：＄929.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るベルファスト 半日乗用車クラス （ガイド付き）
Belfast by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：BFS-920

ツアー料金：＄999.95～（子供料金なし）

専用車で回るベルファスト 終日ミニバン （ドライバーのみ）
Belfast by Private Vehicle - Van Class Full Day (Driver Only)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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ベルファスト、北アイルランド Belfast, Northern Ireland

ツアー番号：BFS-925

ツアー料金：＄979.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るベルファスト 終日乗用車タイプ （ドライバーのみ）
Belfast by Private Vehicle - Car Class Full Day (Driver Only)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：BFS-930

ツアー料金：＄649.95～（子供料金なし）

専用車で回るベルファスト 半日ミニバン （ドライバーのみ）
Belfast by Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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ベルファスト、北アイルランド Belfast, Northern Ireland

ツアー番号：BFS-935

ツアー料金：＄629.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るベルファスト 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ）
Belfast by Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：BFS-110

ツアー料金：＄139.95～（子供料金なし）

聖パトリックセンター、ダウン大聖堂とサウル
St. Patrick Centre, Down Cathedral & Saul
所要時間：約7時間45分
下車予定：⑦

車窓予定：

＜注意事項＞
ランチ用に現地通貨をお持ち頂くことをおすすめします。

ツアー番号：BFS-145

ツアー料金：＄149.95～（子供料金なし）

ロンドンデリー
Londonderry
所要時間：約8時間15分
下車予定：⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
ロンデンデリーまで約2時間のドライブです。ロンドンデリーの城壁へは階段を上る必要があります。
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ベルファスト、北アイルランド Belfast, Northern Ireland

ツアー番号：BFS-155

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ディスカバリー特選： 究極のジャイアンツ・コーズウェイ
A Discovery Exclusive: Ultimate Giants Causeway
所要時間：約9時間
下車予定：①

車窓予定：②

＜注意事項＞
ベルファストからジャイアンツ・コーズウェイへのドライブは約3時間です。途中お手洗い休憩をお取りしま
す。ベルファストまでの帰りのドライブは約1時間30分です。

ツアー番号：BFS-200

ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

ベルファスト・ハイライト
Highlights of Belfast
所要時間：約3時間半
下車予定：

車窓予定：③⑤

ツアー番号：BFS-201

ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

ベルファスト・ハイライト（車椅子常用者）
Highlights of Belfast (Wheelchair Accessible)
所要時間：約3時間半
下車予定：

車窓予定：③⑤

＜注意事項＞
このツアーはBFS-200と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子用リフト付きの
乗り物の為、車椅子に付き添われるお客様は1 名となります。その他の同伴者は別の乗り物となりますのでツ
アーBFS-200にお申し込みください。クルーズを申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツ
アーはお申し込みいただけません。

ツアー番号：BFS-210

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

タイタニック・ベルファストと市内ドライブ
Titanic Belfast® & City Drive
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：③

＜注意事項＞
タイタニックベルファストでの案内は音声ガイドを使用します。
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健脚レベル

その他

ベルファスト、北アイルランド Belfast, Northern Ireland

ツアー番号：BFS-305

ツアー料金：＄219.95～（子供料金：なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

ボナペティ特選：ベルファスト食べ歩きツアー
Bon Appetit Recommended: Belfast Culinary Trail
所要時間：約4時間
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
ベジタリアンの方や、食物アレルギーをお持ちの方におすすめです。

ツアー番号：BFS-310

ツアー料金：＄269.95～（子供料金：なし）

伝統的なアイリッシュブレッド作り
Traditional Irish Bred Making
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：③

ツアー番号：BFS-385

ツアー料金：＄89.95～（子供料金：なし）

ベルファストの歴史地区を歩く
A Walk Through Historic Belfast
所要時間：約3時間45分
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
アイルランドの飲酒は18歳からです。アルコール飲料は18歳以上のお客様に提供されます。

ツアー番号：BFS-860

ツアー料金：＄139.95～（子供料金有：12歳以下）

地域体験：ベルファスト街歩きと夜のパブライフ
Local Connections: Belfast City Walk & Pub Life by Night
所要時間：約2時間半
下車予定：④

車窓予定：

＜注意事項＞
お1人様2杯までお好きな飲み物がお選び頂けます（ビール、ワインもしくはソフトドリンク）。訪問するパブ
は変更になる場合がございます。アルコールの飲酒は18歳からです。ウォーキングツアーでは、現在の地元の
人々の暮らしや景観が体感できます。お店やパブ、忙しない通りなど、ベルファストの流れゆく時間にどっぶ
り浸かってみましょう。船まではバスで戻ります。
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グラスゴー(グリーノック)、スコットランド Glasgow (Greenock), Scotland

グラスゴー(グリーノック)、スコットランド
Glasgow (Greenock), Scotland
グラスゴーは19世紀スコットランドの産業都市として栄えました。現在はスコットランド低地地方の商業と文化の首都
として健在します。
ご案内：船はグラスゴーより車で約45分離れたグリーノックに停泊します。

＜見どころ＞

①

ローモンド湖 Loch Lomond

息をのむように美しく人気のある保養地で歌にも歌われ、スコットランドで2 番目に大きい淡水湖で小さな島々が浮かんでい
ます。

②

グラスゴー大聖堂 Glasgow Cathedral

スコットランドの宗教改革を耐え抜いて、唯一完全な形で残されている大聖堂です。12 世紀の中世教会では、英国の戦後に
おけるコレクションの中でも至高の一つとされるステンドグラス窓があります。

③

交通博物館 Transport Museum

公共の乗り物が展示されて乗車する事が出来ます。博物館内には1900 年代初期の通りが再現されています。

④

インヴァレアリー城 Inveraray Castle

4 つの印象的な円錐尖塔がある18 世紀のスコットランド城はアーガイル公爵の居城で、家族の肖像画、芸術品や英国磁器
のコレクションがあります。

⑤

スターリング Stirling

スコットランドのクロスロードとして知られるこの可愛らしい都市は、有名で歴史あるスターリング城があります。戴冠式や結婚
式、洗礼、殺人の舞台にさえなりました。

⑥

カレイン城 Culzean Castle

18 世紀の偉大なスコットランド人建築家、ロバート・アダムスによって要塞から改築されたお城です。おとぎの国のような城
で、驚異的な建築物や思い出の品が溢れています。

⑦

ケルビングローブ美術館・博物館 Kelvingrove Art Gallery

堂々としたヴィクトリアン様式の赤色砂岩を使用した建築は、グラスゴーのランドマークとなる建物の一つです。千変万化な展
示物には、恐竜の化石や甲冑、武具や世界各地の財宝をハイライトに所有しています。

⑧

エディンバラ Edinburgh

スコットランドの首都は1000 年の歴史と文化、伝統があります。荘厳なエディンバラ城は、その火山性の険しい岩山の頂上か
らロイヤルマイルを眼下に望みます。
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グラスゴー(グリーノック)、スコットランド Glasgow (Greenock), Scotland

ツアー番号：GR3-185

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

グラスゴー自由散策
Glasgow on Your Own
所要時間：約7時間
下車予定：

車窓予定：②

＜注意事項＞
港からグラスゴーまでは片道およそ45分のドライブです。

ツアー番号：GR3-190

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

エディンバラ自由散策
Edinburgh on Your Own
所要時間：約8時間45分
下車予定：⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
グリーノックからエディンバラまでは片道およそ2時間のドライブです。

ツアー番号：GR3-195

ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）

ファルカーク・ホイールとスターリング自由散策
Falkirk Wheel & Stirling on Your Own
所要時間：約8時間
下車予定：⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
買い物の為、現地通貨かクレジットカードをお持ち下さい。昼食とスターリング城の入場料金は含ま
れません。
歩きやすく丈夫な靴、その日の天候に合わせた服装でご参加下さい。帽子、防水性のジャケットをお持ち下さ
い。
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グラスゴー(グリーノック)、スコットランド Glasgow (Greenock), Scotland

ツアー番号：GR3-900

ツアー料金：＄1229.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るグラスゴー 終日ミニバン（ガイド付き）
Glasgow by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：GR3-905

ツアー料金：＄1049.95～（子供料金なし）

専用車で回るグラスゴー 終日乗用車クラス（ガイド付き）
Glasgow by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

40

グラスゴー(グリーノック)、スコットランド Glasgow (Greenock), Scotland

ツアー番号：GR3-910

ツアー料金：＄1099.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るグラスゴー 半日ミニバン（ガイド付き）
Glasgow by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：GR3-915

ツアー料金：＄1049.95～（子供料金なし）

専用車で回るグラスゴー 半日乗用車クラス（ガイド付き）
Glasgow by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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グラスゴー(グリーノック)、スコットランド Glasgow (Greenock), Scotland

ツアー番号：GR3-920

ツアー料金：＄1199.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るグラスゴー 終日ミニバン （ドライバーのみ）
Glasgow by Private Vehicle - Van Class Full Day (Driver Only)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：GR3-925

ツアー料金：＄1099.95～（子供料金なし）

専用車で回るグラスゴー 終日乗用車クラス（ドライバーのみ）
Glasgow by Private Vehicle - Car Class Full Day (Driver Only)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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グラスゴー(グリーノック)、スコットランド Glasgow (Greenock), Scotland

ツアー番号：GR3-930

ツアー料金：＄724.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るグラスゴー 半日ミニバン（ドライバーのみ）
Glasgow by Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーが付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：GR3-935

ツアー料金：＄649.95～（子供料金なし）

専用車で回るグラスゴー 半日乗用車タイプ（ドライバーのみ）
Glasgow by Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種は変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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グラスゴー(グリーノック)、スコットランド Glasgow (Greenock), Scotland

ツアー番号：GR3-100

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

終日スコットランド高地観光
Best of the Scottish Highlands
所要時間：約8時間45分
下車予定：①④

車窓予定：

＜注意事項＞
ラスへの往路は約1時間、復路は景勝地を通る約2時間のドライブです。
インヴァレアリー城内では写真撮影は禁止です。

ツアー番号：GR3-105

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

終日エディンバラ観光
Best of Edinburgh
所要時間：約9時間
下車予定：⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
グリーノックからエディンバラまでは片道およそ2時間のドライブです。
城までは約0.8キロの上り坂を歩きます。

ツアー番号：GR3-200

ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

グラスゴーとケルビングローブ美術館
Highlights of Glasgow & Kelvingrove Gallery
所要時間：約4時間半
下車予定：⑦
ツアー番号：GR3-290

車窓予定：②
ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

スコットランド湖水地方の景観
Easy Scottish Lochs
所要時間：約4時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
ラスへの往路は約1時間、復路は景勝地を通る約2時間のドライブです。
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グラスゴー(グリーノック)、スコットランド Glasgow (Greenock), Scotland

ツアー番号：GR3-291

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

スコットランド湖水地方の景観(車椅子対応)
Easy Scottish Lochs (Wheelchair Accessible)
所要時間：約4時間半
下車予定：①

車窓予定：

＜注意事項＞
このツアーはGR3-290と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子用リフト付きの
乗り物の為、車椅子に付き添われるお客様は1名となります。その他の同伴者は別の乗り物となりますのでツ
アーGR3-290にお申し込みください。クルーズを申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツ
アーはお申し込みいただけません。
ラスへの往路は約1時間、復路は景勝地を通る約2時間のドライブです。訪問順序が変わる場合があり
ます。

ツアー番号：GR3-110

ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

ローモンド湖クルーズとスコティッシュ・ウールセンター
Loch Lomond Cruise & Scottish Wool Centre
所要時間：約8時間半
下車予定：①
ツアー番号：GR3-135

車窓予定：
ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

地域体験：カレイン城とエアー市
Local Connections: Culzean Castle & Ayr
所要時間：約8時間
下車予定：⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
カレイン城までは片道約1時間30分のドライブです。
昼食はご自身でお取りください。現地通貨のご用意をおすすめします。

ツアー番号：GR3-225

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

地域体験：グラスゴー大聖堂とケルビングローブ美術館
Local Connections: Glasgow Cathedral & Kelvingrove Gallery
所要時間：約7時間
下車予定：②

車窓予定：
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グラスゴー(グリーノック)、スコットランド Glasgow (Greenock), Scotland

ツアー番号：GR3-330

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

地域体験：グレンゴイン蒸留所とウイスキー試飲
Local Connections: Glengoyne Distillery & Whisky Tasting
所要時間：約4時間半
下車予定：

車窓予定：①

＜注意事項＞
蒸留所では3階分の階段の上り下りがあります。

46

健脚レベル

その他

インバーゴードン、スコットランド Invergordon, Scotland

インバーゴードン、スコットランド
Invergordon, Scotland
1933年、インヴァネスに住む冒険心に富んだ編集者は、ネス湖の奇妙な光景を書いた記事によって特段ニュースの
無かった週を湧き上がらせました。この伝説は一夜にして広がり、そして今日でも、ネス湖の怪獣ネッシーを一目見る
ために、人々は暗い水面に目を凝らしています。伝説は6世紀まで遡り絵葉書のようなアーカート城の遺跡の地下に
ある洞窟には、この有名なネス湖の怪獣が住んでいると伝えられています。インバーゴードンはネス湖と、グレート・
グレンとして知られるハイランドの玄関口です。

＜見どころ＞

①

アーカート城 Urquhart Castle

ギザギザとした遺跡のアーカート城は、かつて中世スコットランドの最も大きな要塞の一つで、ネス湖を眼下にした印象深い
建造物です。

②

ネス湖 Loch Ness

ネス湖は伝説のネッシーが住むといううわさがあります。

③

インヴァネス Inverness

イギリスの最北端にあるこの街は6世紀まで遡ります。19世紀初めの城は中世の城跡に建てられ、現在は州の裁判所となっ
ています。

④

カロデン・ムーア Culloden Moor

カロデン・ムーアのビジターセンターでは、本物の戦場へ誘うかのようなビデオを上映し、1746年に英国政府軍がボニー・
チャールズ・プリンスとハイランドの氏族たちを破った戦いに関与した実在人物たちを説明しています。

⑤

コーダー城 Cawdor Castle

この素晴らしい中世の城館は、今もコーダー伯爵の居城です。シェイクスピアの傑作「マクベス」の中でダンカン王の暗殺の舞
台としても有名で、内部の洗練された部屋や素晴らしい庭が見所となっています。

⑥

ダンロビン城 Dunrobin Castle

この堂々たる城には常に居住者がおり、1300年代初めから続く英国でも最も古い城のひとつになります。住居や庭を散策し、
王室の生活を垣間見ることができます。

⑦

メイ城 Castle of Mey

現在のエリザベス2世の母が、1952年にかつてのバローギル城を購入しました。改装された16世紀の城は1996年まで彼女が
保有していました。ツアーでは、庭や農場、ビジターセンターをご覧頂けます。

⑧

ドーノッホ Dornoch

この海岸沿いのリゾートには13世紀のドーノッホ大聖堂、旧市街の牢獄、今日有名なホテルとして知られる司教の宮殿などが
あります。また、世界的に有名なゴルフコースもあります。
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インバーゴードン、スコットランド Invergordon, Scotland

ツアー番号：IN1-185

ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

インヴァネス自由散策
Inverness On Your Own
所要時間：約6時間半
下車予定：③

車窓予定：

＜注意事項＞
港からインヴァネスまでは片道約45分のドライブです。このツアーはバスのドライバーのみでガイドは付きま
せん。現地での買い物用に、現地通貨とクレジットカードをお持ち下さい。店によりクレジットカードが利用
出来ない場合があります。その日の天候に合わせた服装、歩きやすい靴でご参加下さい。また帽子、防水ジャ
ケットをご用意下さい。

ツアー番号：IN1-100

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ネス湖、アーカート城とコーダー城
Loch Ness, Urquhart & Cawdor Castles
所要時間：約8時間15分
下車予定：①②⑤

車窓予定：③

＜注意事項＞
インバーゴードンからネス湖までは約1時間のドライブです。
アーカート城跡の階段は滑りやすくなっています。
コーダー城内部は写真撮影が禁止です。リュック、バックパックや大型バック等はゴーダー城内へ持ち込むこ
とが出来ません。
現地での買い物用に、現地通貨かクレジットカードをお持ち下さい。店によりクレジットカードが利用出来な
い場合があります。
歩行が困難な方はビジターセンターよりアーカート城を眺めることが出来ます。
歩きやすい靴とその日の天候に合わせた服装でご参加下さい。帽子と防水性のジャケットをお持ち下さい。
訪問順序が変わる場合があります。
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インバーゴードン、スコットランド Invergordon, Scotland

ツアー番号：IN1-105

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

アーカート城とカロデン・ムーア、ネス湖クルージング
Urquhart Castle, Culloden Moor & Loch Cruise
所要時間：約8時間半
下車予定：①②④

車窓予定：③

＜注意事項＞
インバーゴードンからネス湖までは約1時間のドライブです。
アーカート城跡の階段は滑りやすくなっています。
現地での買い物用に、現地通貨かクレジットカードをお持ち下さい。店によりクレジットカードが利用出来な
い場合がございます。
歩きやすい靴とその日の天候に合わせた服装でご参加下さい。帽子と防水性のジャケットをお持ち下さい。
歩行が困難な方はビジターセンターよりアーカート城を眺めることが出来ます。
クルーズ船「ジャコバイト・クイーン号」は他の船に代わる場合があります。
訪問順序が逆になる場合があります。

ツアー番号：IN1-120

ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

カロデン・ムーア、ビューリーとネス湖への景観ドライブ
Culloden Moor, Beauly & Loch Ness Scenic Drive
所要時間：約9時間
下車予定：④

車窓予定：②

＜注意事項＞
インバーゴードンからネス湖までは約1時間のドライブです。
カロデンの戦場まで、約800メートルの歩行を伴います。
現地での買い物用に、現地通貨かクレジットカードをお持ち下さい。店によりクレジットカードが利用出来な
い場合があります。
歩きやすい靴とその日の天候に合わせた服装でご参加下さい。帽子と防水性のジャケットをお持ち下さい。
訪問順序が逆になる場合があります。
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インバーゴードン、スコットランド Invergordon, Scotland

ツアー番号：IN1-200

ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ネス湖とアーカート城跡
Loch Ness & Urquhart Castle Ruins
所要時間：約4時間半
下車予定：①②

車窓予定：③

＜注意事項＞
インバーゴードンからネス湖までは約1時間のドライブです。
アーカート城跡の階段は滑りやすくなっています。歩行が困難な方はビジターセンターよりアーカート城を眺
めることが出来ます。
現地での買い物用に、現地通貨かクレジットカードをお持ち下さい。店によりクレジットカードが利用出来な
い場合があります。
歩きやすい靴とその日の天候に合わせた服装でご参加下さい。帽子と防水性のジャケットをお持ち下さい。

ツアー番号：IN1-220

ツアー料金：＄85.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

コーダー城とカロデン・ムーア
Cawdor Castle & Culloden Moor
所要時間：約4時間半
下車予定：⑤

車窓予定：④

＜注意事項＞
インバーゴードンからカロデン・ムーアまでは約1時間のドライブです。
現地での買い物用に、現地通貨かクレジットカードをお持ち下さい。店によりクレジットカードが利用出来な
い場合があります。
歩きやすい靴とその日の天候に合わせた服装ご参加下さい。帽子と防水性のジャケットをお持ち下さい。
コーダー城内部は写真撮影が禁止です。リュック、バックパックや大型バック等はゴーダー城内へ持ち込むこ
とが出来ません。

ツアー番号：IN1-290

ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ドーノッホとスコティッシュハイランドのドライブ
Dornoch & Scottish Highlands Drive
所要時間：約4時間
下車予定：⑧

車窓予定：

＜注意事項＞
インバーゴードンからシンの滝までは片道約1時間のドライブです。
シンの滝までは⾧距離の歩行と階段を含みます。教会行事や結婚式、お葬式などで、ドーノッホ教会への入場
が制限される場合があります。
現地での買い物用に、現地通貨とクレジットカードをお持ち下さい。店によりクレジットカードが利用出来な
い場合があります。
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インバーゴードン、スコットランド Invergordon, Scotland

ツアー番号：IN1-605

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

ネス湖クルーズ
Cruising Loch Ness
所要時間：約4時間15分
下車予定：②

車窓予定：③

ツアー番号：IN1-900

ツアー料金：＄1799.95～（子供料金なし）

専用車で回るインバーゴードン 終日ミニバン（ガイド付き）
Invergordon by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドのみ一人付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：IN1-905

ツアー料金：＄1599.95～（子供料金なし）

専用車で回るインバーゴードン 終日乗用車クラス（ガイド付き）
Invergordon by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが一人付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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インバーゴードン、スコットランド Invergordon, Scotland

ツアー番号：IN1-910

ツアー料金：＄1099.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るインバーゴードン 半日ミニバン（ガイド付き）
Invergordon by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが一人付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：IN1-915

ツアー料金：＄999.95～（子供料金なし）

専用車で回るインバーゴードン 半日乗用車クラス（ガイド付き）
Invergordon by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ガイドが付きます。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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インバーゴードン、スコットランド Invergordon, Scotland

ツアー番号：IN1-920

ツアー料金：＄1199.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るインバーゴードン 終日ミニバン（ドライバーのみ）
Invergordon by Private Vehicle - Van Class Full Day (Driver Only)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：IN1-925

ツアー料金：＄1099.95～（子供料金なし）

専用車で回るインバーゴードン 終日乗用車タイプ（ドライバーのみ）
Invergordon by Private Vehicle - Car Class Full Day (Driver only)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
できません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物
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インバーゴードン、スコットランド Invergordon, Scotland

ツアー番号：IN1-930

ツアー料金：＄749.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るインバーゴードン 半日ミニバン（ドライバーのみ）
Invergordon by Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

ツアー番号：IN1-935

ツアー料金：＄699.95～（子供料金なし）

専用車で回るインバーゴードン 半日乗用車タイプ（ドライバーのみ）
Invergordon by Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・ 専用車のご予約後は返金ができません。
・ 最終人数と空き状況により車種が変わります。
・ 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。
・ 空調付き車両をリクエストできますが、確約は出来ません。
・ ドライバーのみ付きます（ドライバーによるガイド案内はできません）。
専用車のご予約に下記は含まれません。
・ 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください）
・ 食事代、チップ代、お飲物

54

インバーゴードン、スコットランド Invergordon, Scotland

ツアー番号：IN1-215

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ダンロビン城
Dunrobin Castle
所要時間：約4時間
下車予定：⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
インバーゴードンからダンロビン城までは約1時間のドライブです。
ダンロビン城内部は写真撮影が禁止です。リュック、バックパックや大型バック等はゴーダー城内へ持ち込む
ことが出来ません。
歩行困難な方にはお勧め出来ません。
歩きやすい靴とその日の天候に合わせた服装でご参加下さい。帽子と防水性のジャケットをお持ち下さい。
現地での買い物用に、現地通貨とクレジットカードをお持ち下さい。店によりクレジットカードが利用出来な
い場合があります。
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy (Le Havre), France

パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス
Paris/Normandy (Le Havre), France
観光客は通常、歴史的な上陸舞台やパリに向かいます。しかし、ル･アーブルは2005年に世界遺産に指定されまし
た。アンドレ・マルロー美術館では世界でもっとも素晴らしい印象派絵画の一つをご覧頂けます。

＜見どころ＞

①

エッフェル塔 Eiffel Tower

シャン・ド・マルス公園に位置するエッフェル塔はパリで最も高い建物の一つです。設計をしたギュスタフ・エッフェルにちなん
で名付けられ、1889 年の万国博覧会のエントランス・アーチとして建てられました。

②

シャンゼリゼ通り＆凱旋門Champs-Élysées & Arc de Triomphe

「世界で最も美しい大通り」として知られるシャンゼリゼ通りには、ラグジュアリーな専門店やカフェ、世界で最も大きな凱旋門
があります。

③

オルセー美術館とルーブル美術館 Musée d'Orsay/Louvre

オルセー美術館には世界で最も多くの印象派のコレクションがあります。セーヌ川の対岸はミロのヴィーナスやモナリザなど
の傑作を有するルーブル美術館です。

④

ノートルダム寺院 Notre Dame

パリのノートルダム寺院（我らが貴婦人）は初期のゴシック建築の大聖堂の一つで、フランス国内そしてヨーロッパでもフラン
スゴシック建築の傑作の一つであると広く考えられています。

⑤

ノルマンディー上陸作戦ビーチ/アメリカ墓地D-Day Beaches/American Cemetery

ノルマンディーのアメリカ墓地は第2 次世界大戦で亡くなった兵士達に敬意を表しています。そのほとんどはノルマンディーの
海岸線にある5 つのビーチで行われた、ノルマンディー上陸作戦で命を落としました。

⑥

ルーアン＆大聖堂 Rouen & Cathedral

北部ノルマンディーの首都であるこの町には、フランスで最も高い尖塔を持ち、またクロード・モネの絵画により不朽のものと
なったロマネスク様式のルーアン大聖堂があります。

⑦

オンフルール Honfleur

オンフルールの小さな町は、ノルマンディーの17 世紀のかわいい港を囲んでおり、その古さと、絵のような港、正面が粘板岩
で覆われた家々、歴史的建造物や教会で知られています。

⑧

ベルサイユ宮殿＆ガーデン Versailles Palace & Gardens

ベルサイユはルイ14 世のための宮殿のような政治の中心として設計されました。その庭園はオレンジ温室栽培園や壮大な
噴水を特徴とする世界で最も有名な庭です。
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France

ツアー番号：LEH-185

ツアー料金：＄139.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

パリ自由散策
Paris On Your Own
所要時間：約10時間半
下車予定：

車窓予定：①②

＜注意事項＞
ル･アーブルからパリまでの移動時間は片道約3時間です。夏季のパリは観光客で非常に混み合います。エ
ッフェル塔やルーブル博物館では行列が予想されます。日曜日のショッピングはお店が限られます。

ツアー番号：LEH-220

ツアー料金：＄149.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

パリのハイライトと自由行動
Highlights Of Paris & Time On Your Own
所要時間：約10時間
下車予定：
ツアー番号：LEH-900

車窓予定：②
ツアー料金：＄2399.95～（子供料金なし）

専用車で回るル・アーブル 終日ミニバン（ドライバーガイド付き）
Le Havre by Private Vehicle - Van Class Full Day (with Driver/Guide)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・プライベートミニバンは一台単位のご予約です。
・各団体より一名様のみの予約をお願いします。
・料金には、車、運転手、英語ガイドが含まれます。
・利用できる車の台数に限りがございます。お早めにご予約ください。
・入場料は含まれていません。

57

パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France

ツアー番号：LEH-905

ツアー料金：＄2099.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るル・アーブル 終日乗用車クラス（ドライバーガイド付き）
Le Havre by Private Vehicle - Car Class Full Day (with Driver/Guide)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・プライベートカーは一台単位のご予約です。
・各団体より一名様のみの予約をお願いします。
・料金には、車、運転手、英語ガイドが含まれます。
・利用できる車の台数に限りがございます。お早めにご予約ください。
・入場料は含まれていません。

ツアー番号：LEH-910

ツアー料金：＄1699.95～（子供料金なし）

専用車で回るル・アーブル 半日ミニバン（ドライバーガイド付き）
Le Havre by Private Vehicle - Van Class Half Day (with Driver/Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・プライベートミニバンは一台単位のご予約です。
・各団体より一名様のみの予約をお願いします。
・料金には、車、運転手、英語ガイドが含まれます。
・利用できる車の台数に限りがございます。お早めにご予約ください。
・入場料は含まれていません。

ツアー番号：LEH-915

ツアー料金：＄1479.95～（子供料金なし）

専用車で回るル・アーブル 半日乗用車クラス（ドライバーガイド付き）
Le Havre by Private Vehicle - Car Class Half Day (with Driver/Guide)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・プライベートカーは一台単位のご予約です。
・各団体より一名様のみの予約をお願いします。
・料金には、車、運転手、英語ガイドが含まれます。
・利用できる車の台数に限りがございます。お早めにご予約ください。
・入場料は含まれていません。
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France

ツアー番号：LEH-920

ツアー料金：＄1699.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るル・アーブル 終日ミニバン（ドライバーのみ）
Le Havre by Private Vehicle - Van Class Full Day (Driver Only)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・プライベートミニバンは一台単位のご予約です。
・各団体より一名様のみの予約をお願いします。
・料金には、車、運転手が含まれます。
・利用できる車の台数に限りがございます。お早めにご予約ください。
・入場料は含まれていません。

ツアー番号：LEH-925

ツアー料金：＄1949.95～（子供料金なし）

専用車で回るル・アーブル 終日乗用車タイプ（ドライバーのみ）
Le Havre by Private Vehicle - Car Class Full Day (Driver Only)
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・プライベートカーは一台単位のご予約です。
・各団体より一名様のみの予約をお願いします。
・料金には、車、運転手が含まれます。
・利用できる車の台数に限りがございます。お早めにご予約ください。
・入場料は含まれていません。

ツアー番号：LEH-930

ツアー料金：＄1299.95～（子供料金なし）

専用車で回るル・アーブル 半日ミニバン（ドライバーのみ）
Le Havre by Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・プライベートミニバンは一台単位のご予約です。
・各団体より一名様のみの予約をお願いします。
・料金には、車、運転手が含まれます。
・利用できる車の台数に限りがございます。お早めにご予約ください。
・入場料は含まれていません。
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France

ツアー番号：LEH-935

ツアー料金：＄1249.95～（子供料金なし）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

専用車で回るル・アーブル 半日乗用車タイプ（ドライバーのみ）
Le Havre by Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver Only)
所要時間：約4時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
・プライベートカーは一台単位のご予約です。
・各団体より一名様のみの予約をお願いします。
・料金には、車、運転手が含まれます。
・利用できる車の台数に限りがございます。お早めにご予約ください。
・入場料は含まれていません。

ツアー番号：LEH-100

ツアー料金：＄209.95～（子供料金有：12歳以下）

終日パリ観光
Best of Paris
所要時間：約10時間半
下車予定：④

車窓予定：①②

＜注意事項＞
ル・アーブルからパリまでの移動時間は3時間です。
ノートルダム寺院のバス駐車場は、寺院から少し離れた場所にあります。
日曜日のショッピングはお店が限られます。

ツアー番号：LEH-101

ツアー料金：＄209.95～（子供料金有：12歳以下）

終日パリ観光（車椅子の方向け）
Best of Paris (Wheelchair Accessible)
所要時間：約10時間半
下車予定：④

車窓予定：①②

＜注意事項＞
このツアーはLEH-100と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。このツアーをお
申し込みいただけるお客様は車椅子常用者とさせていただきます。クルーズを申し込みの際、事前に車
椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけません。使用車両にはスロープが備え付
けられています。車椅子2台と乗客3名まで乗車できます。
車椅子常用者が利用できる乗り物の数は非常に限られている為、3週間前までにご予約下さい。
ル・アーブルからパリまでの移動時間は3時間です。
ノートルダム寺院のバス待機駐車場は、寺院から少し離れた場所にあります。日曜日のショッピングは
お店が限られます。
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France

ツアー番号：LEH-105

ツアー料金：＄239.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

パリ市内ドライブとセーヌ川クルージング
Paris City Drive & Seine River Cruise
所要時間：約10時間半
下車予定：

車窓予定：①②④

＜注意事項＞
ル・アーブルからパリまでは片道約3時間です。日曜日のショッピングはお店が限られます。

ツアー番号：LEH-110

ツアー料金：＄329.95～（子供料金有：12歳以下）

パリ市内ドライブとルーブル美術館
Paris City Drive & The Louvre Museum
所要時間：約11時間
下車予定：①③

車窓予定：②

＜注意事項＞
火曜日・祝日・第一日曜日は、ルーブル美術館が閉館している為、このツアーは催行されません。
夏季のルーブル美術館は、大変混雑します。予めご了承下さい。
このツアーが売り切れていた場合は、 LEH-140の「ルーブル美術館」をご参加することをおすすめします。

ツアー番号：LEH-130

ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

モン・サン・ミッシェル
Mont Saint Michel
所要時間：約10時間半
下車予定：
ツアー番号：LEH-140

車窓予定：
ツアー料金：＄259.95～（子供料金有：12歳以下）

ルーブル美術館
The Louvre Museum
所要時間：約10時間
下車予定：①③

車窓予定：②

＜注意事項＞
火曜日・祝日・第一日曜日は、ルーブル美術館が閉館している為、このツアーは催行されません。
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France

ツアー番号：LEH-300

ツアー料金：＄109.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

地域体験：ノルマンディーの味覚
Local Connections: A Taste Of Normandy
所要時間：約5時間半
下車予定：⑦

車窓予定：

ツアー番号：LEH-960

ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）

パリの景観ツアー
Panoramic Paris Disembarkation Tour
所要時間：約8時間
下車予定：

車窓予定：①②③④

＜注意事項＞
飛行機の出発時刻は、午前６時よりも早いことはありません。

ツアー番号：LEH-115

ツアー料金：＄219.95～（子供料金有：12歳以下）

ノルマンディー上陸作戦海岸
Normandy Landing Beaches
所要時間：約10時間半
下車予定：⑤

車窓予定：

＜注意事項＞
ル・アーブルから上陸海岸までの移動時間は片道およそ2時間30分です。
このツアーが売り切れていた場合は、 LEH-145の「The Battle of Normandy Memorial Tour」にご参加するこ
とをおすすめします。

ツアー番号：LEH-125

ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

モネの宅邸とルーアン
Monet's Home & Rouen
所要時間：約10時間半
下車予定：⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
日曜日は、ルーアンのブティックはほとんど閉店していますが、ギフトショップ・レストラン・カフェ等は
オープンしています。
クロード・モネの宅邸は11月1日から4月1日まで閉館しています。
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パリ/ノルマンディー（ル・アーブル）、フランス Paris/Normandy(Le Havre), France

ツアー番号：LEH-135

ツアー料金：＄229.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

第二次世界大戦 カナダ軍による上陸作戦海岸
WWII Canadian Landing Beaches
所要時間：約10時間
下車予定：

車窓予定：

＜注意事項＞
ル・アーブルから上陸海岸までは片道約2時間のドライブです。
このツアーが売り切れていた場合は、 LEH-145の「The Battle of Normandy Memorial Tour」をご参加するこ
とをおすすめします。

ツアー番号：LEH-215

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

ルーアンとルーアン・ノートルダム大聖堂
Rouen & Notre Dame Cathedral of Rouen
所要時間：約5時間半
下車予定：⑥

車窓予定：

＜注意事項＞
ル･アーブルからルーアンまでは片道約１時間半のドライブです。
日曜日は、ルーアンのブティックはほとんど閉店していますが、ギフトショップ・レストラン・カフ
ェ等はオープンしています。

ツアー番号：LEH-230

ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

健脚レベル

その他

オンフルール
Honfleur
所要時間：約4時間
下車予定：⑦

車窓予定：

ツアー番号：LEH-250

ツアー料金：＄279.95～（子供料金なし）

地域体験：ベネディクティン・カクテル試飲体験
Benedictine Cocktail Experience-A Local Connection Tour
所要時間：約4時間15分
下車予定：

車窓予定：

ツアー番号：LEH-260

ツアー料金：＄269.95～（子供料金なし）

地域体験：シェフと料理体験
Culinary Experience: Cooking With A Chef - A Locals Connection Tour
所要時間：約5時間
下車予定：

車窓予定：
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FAQ: Excursions
寄港地観光ツアーについてのよくあるご質問
旅のハイライトの一つである寄港地観光。寄港地の魅力を存分に味わえる寄港地観光ツアーをプリンセ
ス・クルーズはお勧めいたします。
寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）のご予約
その土地の魅力を味わえる寄港地観光ツアーを予約して、船旅をさらに思い出深いものにしましょう。
ご家族で楽しめるツアー、観光ツアー、アドベンチャーツアー、野生生物や自然を堪能できるツアーなど、
プリンセスは様々な寄港地観光ツアーをご用意しています。寄港地観光ツアーは、Cruise Personalizer®
（クルーズ・パーソナライザー）にてご乗船日の約 180 日前から 5 日前まで受け付けております。
ご予約後、24 時間以内にクレジットカードにてツアー代金のお支払いが必要です。お支払いがされない
場合、ツアーのご予約は自動でキャンセルされます。クレジットカードでのお支払いは、クルーズ・パーソ
ナライザーの予約画面よりお手続きください。
寄港地観光ツアー運行会社
すべての寄港地観光ツアーは、プリンセス・クルーズではなく現地の旅行会社が運行しております。現地
で最も信頼のおけるツアー運行会社がツアーを提供しております。ツアー運行会社は、サービスおよび安
全性において最も信頼できるとプリンセスが判断した会社を厳選しております。
寄港地観光ツアーのガイド
すべての寄港地観光ツアーは、基本的に英語を話す現地のガイドが同行いたします。「自由行動」や「ガ
イドなし」と明記されているツアーにはガイドは同行いたしません。
寄港地観光ツアーでガイドに渡すチップについて
ガイドへのチップはお客様のご判断にお任せいたしますが、ツアーに満足された場合にはガイドにチップ
を渡すのが世界各国での習慣となっています。おおよその目安として、お一人様につき半日観光で$1、終
日観光で$3.5 です。チップはグループ単位ではなく、個人単位でお渡しください。
寄港地観光ツアーの子供料金の設定について
一部のツアーには子供料金が設定されており、12 歳以下のお子様に適用されます。子供料金が設定され
ているツアーには、ご予約の際は子供料金が自動的に適用されます。
ご乗船後、子供のチケットの枚数に誤りがないか必ずご確認ください。受け取った枚数に誤りがある場合、
もしくは枚数の調整が必要な場合は、出来る限り速やかにショアエクスカーション・デスクにお申し出くださ
い。
飛行機やホテルの予約を伴う観光ツアーには子供料金の設定がなく、大人 1 名あたりと同額の料金が発
生いたします。ただし、2 歳以下のお子様でご両親のひざの上に座ってツアーに参加する場合（座席を必
要しない場合）、ほとんどのツアーにおいて料金は無料です。お子様に座席が必要な場合、もしくはチャイ
ルドシートのご使用を希望される場合は、通常の大人料金をお支払いただきお子様用に座席の確保をお
願いします。また、ご両親はお子様のチャイルドシートを持参していただく必要があります。
寄港地観光ツアーの年齢制限について
ほとんどのツアーで、親または保護者が同伴すればお子様の最低年齢の制限はありません。18 歳未満
のお子様は、親または保護者の同伴なしでは参加できません。運行会社によっては、親または保護者が
権利放棄承諾書に署名した場合、同伴なしで未成年のツアーへの参加を認めているツアー運行会社もあ
ります。

1

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
与しえない自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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