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健脚レベル：低

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

健脚レベル：中

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

健脚レベル：高

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

 
 

す。

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

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

人気

プレミアム

ファミリー向け

リピーター向け

世界遺産

食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。
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ガーンジー島（セント・ピーターポート） 英国 
Guernsey (St. Peter Port), England 

 
英国王室属領ガーンジー島はフランス本土から僅か 13 キロほどの距離に位置し、チャンネル諸島の中で 2番
目に大きな島です。温暖な気候、息をのむような絶景、穏やかで昔のままの雰囲気は島の特徴となっています。
それらはイギリス人やフランス人を魅了し、バケーション滞在先として選ばれる人気の地となりました。セント・ピ
ーターポートは、かつては海賊たちのたまり場でしたが、今日ではヨーロッパで最も可愛らしい港の一つです。 
海岸沿いには第二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た場所だったのです。 
 
注：セント・ピーターポートは沖止めとなる港です。船から桟橋までは、テンダーボートでの移動となります。 

 

＜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。田園地帯の並木道沿いに小さな教会があります。簡素な
素材でできた教会は小石、貝殻、カラフルな磁器の破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是非、間近でご
覧になってください。 

 

○3  ソムレズ・マナー・ハウス Sausmarez Manor 

ソムレズ・マナー・ハウスをガイド案内でお楽しみください。ガーンジー島の富の変遷をご覧いただけます。タ
ペストリールームにはジェームズ 2 世のウエディング用コートが、ダイニングルームには家族の肖像画が展
示しております 
 

○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で、ヨーロッパで最後まで残った封建国家の一つへ行きませんか。馬車に乗り、この
島の断崖絶壁や岩窟を探索してみてください。ラ・サイグニューリーに広がる庭園も是非どうぞ。 

 

○5  コルネット城 Castle Cornet 

港を守るために 13世紀に建てられたこの要塞には、長くて血なまぐさい歴史があります。暗い地下牢には石
弓、いしゆみからマスケット銃やカノン砲に至るまで、幅広い武器が展示されています。 
 

○6  ドイツ軍占領史料博物館と地下病院 German Occupation Museum and Underground Hospital 

ドイツ軍占領史料博物館には楽器、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、地下病院
へ向かってみてください。約 20平方キロに渡って広がるトンネルの迷路をご覧いただけます。 

 

○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み、瞬く間にこの島に魅了されました。彼の家はオートヴィル朝
の家と呼ばれ、今日でも当時のままに残され、ユーゴーの独自の室内装飾を見ることが出来ます。 

 

○8  ハーム島 Herm 

わずか 2.5 平方キロに満たない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
ルやトゥーグオルチャペルをご覧ください。そこでは素晴らしいステンドグラスがお楽しみいただけます。 
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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 

 

 
 

人気 

ツアー番号：GCI-200 
ガーンジー島・ハイライト 
Highlights of Guernsey 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 1時間 45分 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

参加人数が限られていますので、お早めにお申込みください。このツアーは、通常クルーズ開始前に完売いたします。 

ドライバーガイドによる観光バスまたはミニバスでのツアーとなります。出入口が一つしかない為、少し混み合う可能性がござ

います。 
 

 

ツアー番号：GCI -205 

ガーンジー島ドライブ & ソムレズ・マナー・ハウス 
Guernsey Island Drive & Sausmarez Manor 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下）  
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ①③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

参加人数が限られていますので、お早めにお申込みください。このツアーは、通常クルーズ開始前に完売いたします。 

ドライバーガイドによる観光バスまたはミニバスでのツアーとなります。 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：GCI -220 

サーク島 & 馬車体験 
Sark Island & Horse-Drawn Carriage Ride 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞  

馬車に乗り降りするお手伝いはいたしておりません。ご自身での乗り降りになりますのでご了承ください。参加人数が限られて

いますので、お早めにお申込みください。このツアーは、通常クルーズ開始前に完売いたします。訪問順序が変更になる場合

があります。週末、いくつかのお店は閉店いたします。 

 

 
 

ツアー番号：GCI -210 

ドイツ占領下のガーンジー島 
German Military Occupation 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 3時間 

 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは、火曜日はは催行いたしません。 

参加人数が限られていますので、お早めにお申込みください。このツアーは、通常クルーズ開始前に完売いたします。ドライバ

ーガイドによる観光バスまたはミニバスでのツアーとなります。混雑を避けるため、訪問順序が変更になる場合があります。 
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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 -215 

ディスカバリー特選： 小説をたどる旅 
A Discovery Exclusive - The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
 

ツアー番号：GCI -380 
地域体験： 徒歩で回るコルネット城 & セント・ピーターポート 
Local Connections: Castle Cornet & St. Peter Port 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

参加人数が限られていますので、お早めにお申込みください。このツアーは、通常クルーズ開始前に完売いたします。 

 
 

ツアー番号：GCI -385 

地域体験： 徒歩で回るハーム島 
Local Connections: Herm Island Walk 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

ツアー所要時間は4時間から5時間です。 

参加人数が限られていますので、お早めにお申込みください。このツアーは、通常クルーズ開始前に完売いたします。 

このツアーでは平坦でなく、舗装されていない上り坂を登ることもあります。2～3時間続けて歩くことが出来、健康な方に適した

ツアーです。ウォーキング/ハイキングブーツ、ツアーに適した服装でのご参加をおすすめします。 

また、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。テンダーボー

トに乗船するアルバート桟橋へは徒歩で移動していただき、そこからクルーズ船に戻ります。 

 

 

 
 

ツアー番号：GCI -420 
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 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間  
 

下車予定：  /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞ 
参加人数が限られていますので、お早めにお申込みください。このツアーは、通常クルーズ開始前に完売いたします。サイクリ

ングの距離は約9.5キロです。サイクリングは各自の責任での走行となります。健康な方がご参加ください。 

セント・ピーターポートでの交通事情を考慮し、自転車に乗り慣れている方がご参加ください。 

主に平地の走行ですが若干の上り下りもあります。 

ツアーに適した服装、リュックサックで参加し、悪天候に備え着替えをご用意ください。 
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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 -425 

地域体験： サーク島 サイクリングツアー 
Local Connections: Sark Island & Bicycle Tour 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

参加人数が限られていますので、お早めにお申込みください。このツアーは、通常クルーズ開始前に完売いたします。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の貸し出し、返却を承ります。 

ツアーに適した服装、リュックサックで参加し、悪天候に備え着替えをご用意ください。昼食は各自でお取りいただくため、ガー

ンジーポンドのご持参をお勧めします。 
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シェルブール フランス 

Cherbourg, France 

 
シェルブールはフランスとイギリスが行き交う海上交通路上に位置するため、かつて多くの征服者がこの地を
手に入れたがっていたという話は納得できます。ローマ人、バイキング、サクソン人、ノルマン人が、このイギリ
ス海峡に突出した戦略上重要な港をめぐって争ってきました。そして第二次世界大戦中、シェルブール港はドイ
ツ軍に占領され、再び争いの中心となったのです。その後 1944 年にアメリカ軍に開放され、歴史的に有名なノ
ルマンディー上陸作戦（D‐Day)の上陸拠点としての役目を担いました。 
しかしシェルブールはそれだけではなく、中世の村落、自然のままの田園地帯、魅力的な町の景色、お城、教
会というようなものがある興味深い都市で、色んなシェルブールを発見してみたくなります。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  モン・サン・ミッシェル修道院 Mont Saint Michel Abbey, Church & Cloister 

中世ゴシック建築の最高傑作であるこの修道院は、イギリス海峡にある高さ約 75ｍの岩島の高台に建ってい
ます。ユネスコの世界遺産として有名で、フランスで最も愛されている象徴の 1つです。 

○2  モン・サン・ミッシェル Mont Saint Michel 

修道院のふもとにあり、島の南東側に位置するこの小さな村は、中世から現代まで巡礼者を迎え入れてきま
した。現在は多くのレストラン、お店、お土産店、ホテルがあります。 

○3  アロマンチェ  Arromanches 

当時、ここにはコードネーム「マルベリー」と呼ばれた連合軍の人工港、桟橋が建造され、ノルマンディー上
陸作戦時には多くの兵士がここに上陸し、補給物資が運ばれてきました。今もなおマルベリーの残物を見る
ことができ、元々港があった場所には上陸作戦博物館があります。 

○4  ノルマンディー米軍戦没者墓地  Normandy American Cemetery 

ノルマンディー上陸作戦の胸の痛むような死闘を想い起こさせるこの墓地は、オマハ・ビーチを望む場所に
あり、9,387 もの白い十字架やダビデの星の墓標が並んでいます。小さな教会、記念碑、ビジターセンターは、
勇敢に戦った兵士に捧げられて建てられました。 

○5  オック岬 Pointe du Hoc 

アメリカ陸軍アーミーレンジャー攻撃部隊が約 30ｍの絶壁をよじ登り、ドイツ軍の要塞を攻略した場所です。
戦いを追悼し記念博物館が建てられ、爆撃の破裂によりできた穴、実際の要塞は当時を物語っています。 

 

○6  サント・メール・エグリーズ  Sainte Mere Eglise 

この魅力的な村は、ノルマンディー上陸作戦中、連合軍により最初に開放された町の 1 つです。市役所前の
マイルストーン・ゼロ記念碑は、連合軍による開放がフランス全土に及んだことを意味しています。 

○7  ユタ・ビーチ Utah Beach 

コタンタン半島の東海岸にあり、連合軍は重要拠点港であるシェルブールを攻略するためこの海岸に上陸し
ました。ユタ・ビーチ博物館には、原物の B26爆撃機が展示されています。 

○8  オマハ ビーチ  Omaha Beach 

ノルマンディー上陸作戦でアメリカ軍の主要上陸拠点であったオマハ・ビーチには、アメリカ軍墓地がありま
す。数多くの白い墓標が列をなしている光景は、いかに大勢のアメリカ軍兵士が第二次世界大戦で犠牲とな
ったかを物語っています。 
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シェルブール フランス Cherbourg, ,France 

 

 
 

ツアー番号：CER-110 

伝説のモン・サン・ミッシェル 
Legendary Mont Saint-Michel 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定：  /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

  

＜注意事項＞  

2時間の景観ドライブも含まれます。 

修道院までの急な坂道を登ります。 

 
 

ツアー番号：CER-115 

ベスト・オブ・ノルマンディー： ノルマンディー上陸作戦の海岸へ 
Best of Normandy: D-Day Landing Beaches 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ③⑤ /車窓予定： ⑥⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

 
 

ツアー番号：CER-210 

コタンタン島ノルマンディー上陸作戦の地へ 
Cotentin D-Day Landing Sites 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間半 
 

下車予定：  /車窓予定： ⑥⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

 
 

ツアー番号：CER-310 

コタンタン島内陸の田舎地方へ 
Normandy Ttraditions 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

  

＜注意事項＞  

内陸まで約30分のドライブです。帰路、港へ向かう途中にノルマンディの景観ドライブをお楽しみいただけます。 

 
 

ツアー番号：CER-315 

シェルブール & ラバレ城 
Cherbourg & the Ravalets Castle 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
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シェルブール フランス Cherbourg, ,France 

 

 
 

ツアー番号：CER-215 

バイユー & タペストリー 
Bayeux & The Tapestry 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間半 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

＜注意事項＞  

ノルマンディ経由でバイユーまで約1時間の景観ドライブも含まれます。 

 
 

ツアー番号：CER-220 

ノルマンディーの戦い： 生け垣での戦い 
Battles of Normandy: In Hedgerows Hell 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

 
 

ツアー番号：CER-250 

お料理特選： 自分のパンを作ろう 
Culinary Exclusive: Make Your Own Bread 
ツアー料金：＄309.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
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ロンドン（サウサンプトン）  英国 
London (Southampton), England 

 
英国の南部には、英国で最も美しいと言われる田園のいくつかを取り囲むようにドラマチックな海岸線が続いて
います。丘や荒野、白亜層の丘陵地や森林地帯、渓谷や谷などの風景は、圧倒的でそれに並ぶものはないほ
どです。サウサンプトンは田園地方、様々な種類の史跡、国定の建造物への玄関口であると同時に、とても可
愛らしい港です。もちろんロンドンへも高速道路に乗って 2時間で行けます。 
英国一の客船港としてサウサンプトンは長い間、往年の大西洋横断航路船のホームポートでした。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  バッキンガム宮殿 Buckingham Palace 

エリザベス女王のロンドンの公邸であるバッキンガム宮殿は、立派な並木道の最終地点に築かれ、堂々とそ
びえ立つ鉄の門に防衛されています。門の隙間から赤いジャケットを着用した衛兵を覗いてみてください。 

 

○2  ウエストミンスター寺院 Westminster Abbey 

この見事なゴシック建築は1066年以来、ロイヤル・ウェディングや戴冠式などに使用されています。第1次世
界大戦で戦死した数千の兵士を祀る「無名戦士の墓」もここにあります。 

 

○3  ビックベン/国会議事堂 Big Ben/Parliament Buildings 

英国国会議事堂は庶民院と貴族院で構成されていて、英国の政治がここで行われいます。精巧なゴシック
建築で、ロンドンで最も愛されている時計塔ビックベンも付属されています。 
 

○4  ロンドン・アイ London Eye 

巨大な 21 世紀の観覧車です。ガラス張りのカプセルに迷わずに入ってみてください。カプセルがホイールの
外側に設置されているのでロンドン上空から息をのむような素晴らしい景色が楽しめます。 

 

○5  テムズ川クルーズ Thames River Cruise 

開放的な遊歩道を歩きながらタワーブリッジやロンドン・アイなどの素晴らしい眺めをお楽しみいただくのはも
ちろんのこと、ガラスの展望デッキからテムズ川沿いの景色を眺めるクルーズはいかがですか。 

 

○6  ストーンヘンジ Stonehenge 

考古学の真のミステリー、この神秘的なモニュメントは 5000 年以上も前から存在していると考えられていて、
数多くのスピリチュアルな意味合いもあります。時には高さ 7 メートルを超える、この巨大な石の周りを歩くこ
とができます。 
 

○7  ウィンザー/ウィンザー城 Windsor / Windsor Castle 

中世のウィンザー城はエリザベス 2世のお気に入りの居城で、ノルマン侵攻の後、征服王の呼び名のあるウ
ィリアム王にって建設されました。近くの町には趣のあるジョージ王朝時代風のお店や住宅、ホテルなどが並
んでいます。 
 

○8  ソールズベリー Salisbury 

ここには 13世紀からのゴシック様式の大聖堂があり、高さ 123 メートルの尖塔とマグナ・カルタが自慢です。
町自体も木骨建ての家々、情緒ある狭い道路が特徴的な町となっています。 
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ロンドン（サウサンプトン） 英国 London (Southampton), England 
 
 
 
ツアー番号：SOU-960 
ストーンヘンジ （下船ツアー/ヒースロー空港行き） 
Stonehenge (Disembarking / Heathrow) 
ツアー料 金：＄139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 15分 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーはサウサンプトンで下船し、ヒースロー空港を午後 4 時以降に出発するフライトにご搭乗のお客様がお申込み頂け

ます。イヤホンガイドの用意はありますが数に限りがございます。繁忙期など、在庫がなくなる場合もありますのでご了承くださ

い。 

 
 
ツアー番号：SOU-962 
ストーンヘンジ （下船ツアー/ガトウィック空港行き） 
Stonehenge (Disembarking / Gatwick) 
ツアー料 金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 15分 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーはサウサンプトンで下船し、ガトウィック空港を午後 4 時以降に出発するフライトにご搭乗のお客様がお申込み頂け

ます。プリンセスエアで航空券をお買い求めのお客様は、下船ツアーに確実に参加できるようカスタマイズチケットを購入願い

ます。カスタマイズチケットでない場合、フライトの時間によってはツアー参加が難しい場合もあります。 

イヤホンガイドの用意はありますが数に限りがございます。繁忙期など、在庫がなくなる場合もありますのでご了承ください。 

 
 
ツアー番号：SOU-965 
ロイヤル・ウィンザー （下船ツアー/ヒースロー空港行き） 
Royal Windsor (Disembarking / Heathrow) 
ツアー料 金：＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 45分 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーはサウサンプトンで下船し、ヒースロー空港を午後 4 時以降に出発するフライトにご搭乗のお客様がお申込み頂け

ます。プリンセスエアで航空券をお買い求めのお客様は、下船ツアーに確実に参加できるようカスタマイズチケットを購入願い

ます。カスタマイズチケットでない場合、フライトの時間によってはツアー参加が難しい場合もあります。 

脱ぎ着可能な重ね着、ウォーキングシューズでのご参加をおすすめします。ウィンザー城内では適度な徒歩観光となります。

ウィンザー城は王室行事のため、予告なしに閉館される場合があります。セキュリティ対策強化により、入館するのに列ができ

る場合があります。 

このツアーにはお食事が含まれません。ウィンザーにて自由時間がありますので、軽食など購入することができます。現地通

貨をお持ちください。サウサンプトンとウィンザーの移動時間は車で約 1 時間 30 分です。聖ジョージ礼拝堂は礼拝の為日曜日

は閉館です。 

尚、5月 17日はホーリールード城が閉館となり、代わりにエディンバラ城を訪れますことをご承知おきください。 

 

 



FAQ: Excursions 
寄港地観光ツアーについてのよくあるご質問 

 
 

旅のハイライトの一つである寄港地観光。寄港地の魅力を存分に味わえる寄港地観光ツアーをプリンセ

ス・クルーズはお勧めいたします。 

 

寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）のご予約 

その土地の魅力を味わえる寄港地観光ツアーを予約して、船旅をさらに思い出深いものにしましょう。 

ご家族で楽しめるツアー、観光ツアー、アドベンチャーツアー、野生生物や自然を堪能できるツアーなど、

プリンセスは様々な寄港地観光ツアーをご用意しています。寄港地観光ツアーは、Cruise Personalizer®

（クルーズ・パーソナライザー）にてご乗船日の約 180 日前から 5 日前まで受け付けております。 

ご予約後、24 時間以内にクレジットカードにてツアー代金のお支払いが必要です。お支払いがされない 

場合、ツアーのご予約は自動でキャンセルされます。クレジットカードでのお支払いは、クルーズ・パーソ

ナライザーの予約画面よりお手続きください。 

 

寄港地観光ツアー運行会社 

すべての寄港地観光ツアーは、プリンセス・クルーズではなく現地の旅行会社が運行しております。現地

で最も信頼のおけるツアー運行会社がツアーを提供しております。ツアー運行会社は、サービスおよび安

全性において最も信頼できるとプリンセスが判断した会社を厳選しております。 

 

寄港地観光ツアーのガイド 

すべての寄港地観光ツアーは、基本的に英語を話す現地のガイドが同行いたします。「自由行動」や「ガ

イドなし」と明記されているツアーにはガイドは同行いたしません。 

 

寄港地観光ツアーでガイドに渡すチップについて 

ガイドへのチップはお客様のご判断にお任せいたしますが、ツアーに満足された場合にはガイドにチップ

を渡すのが世界各国での習慣となっています。おおよその目安として、お一人様につき半日観光で$1、終

日観光で$3.5 です。チップはグループ単位ではなく、個人単位でお渡しください。 

 

寄港地観光ツアーの子供料金の設定について 

一部のツアーには子供料金が設定されており、12歳以下のお子様に適用されます。子供料金が設定され

ているツアーには、ご予約の際は子供料金が自動的に適用されます。 

ご乗船後、子供のチケットの枚数に誤りがないか必ずご確認ください。受け取った枚数に誤りがある場合、

もしくは枚数の調整が必要な場合は、出来る限り速やかにショアエクスカーション・デスクにお申し出くださ

い。 

飛行機やホテルの予約を伴う観光ツアーには子供料金の設定がなく、大人 1 名あたりと同額の料金が発

生いたします。ただし、2 歳以下のお子様でご両親のひざの上に座ってツアーに参加する場合（座席を必

要しない場合）、ほとんどのツアーにおいて料金は無料です。お子様に座席が必要な場合、もしくはチャイ

ルドシートのご使用を希望される場合は、通常の大人料金をお支払いただきお子様用に座席の確保をお

願いします。また、ご両親はお子様のチャイルドシートを持参していただく必要があります。 

 

寄港地観光ツアーの年齢制限について 

ほとんどのツアーで、親または保護者が同伴すればお子様の最低年齢の制限はありません。18 歳未満

のお子様は、親または保護者の同伴なしでは参加できません。運行会社によっては、親または保護者が

権利放棄承諾書に署名した場合、同伴なしで未成年のツアーへの参加を認めているツアー運行会社もあ

ります。 
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寄港地観光ツアーの所要時間 

プリンセス・クルーズはすべての寄港地観光ツアーの出発と到着を厳密に管理しております。そのため、

すべてのツアーが戻ってくるまで船は出港いたしません。お客様が船に乗り遅れることはございませんの

でご安心ください。 

ご自身にて寄港地観光ツアーを手配された場合、もしくはツアー中に別行動をされた場合には、プリンセ

ス・クルーズはお客様の居場所を知ることができませんので、最終乗船時間を過ぎた場合、お待ちするこ

とは出来ません。最終乗船時間までに十分余裕をもって船にお戻りください。 

 

寄港地観光ツアーのキャンセルについて（お支払い済みのツアーをキャンセルする） 

事前に支払い済みのツアーをキャンセルする場合は、以下の方法でキャンセルをお願いします。 

 

ご乗船日 5 日前までにお支払い済みのツアーをキャンセルされた場合は、以下の方法で代金の払い戻し

をいたします。 

１． ご予約されたお客様名で、他に未決済のツアー代金がある場合は、キャンセルを希望されるツアー用 

にお支払いいただいた代金を、未決済のツアー代金に充当させていただきます。 

２． ご予約されたお客様名で、他にツアー代金未決済のご予約がない場合は、支払時にご使用いただい

たクレジットカードに返金されます。この場合、キャンセル後24時間以内に返金手続きが行われます。

同一のお客様がキャンセル時から 24 時間以内に別のツアーを申し込まれた場合は、キャンセルした

ツアー用にお支払いいただいた代金は返金されず、新しく予約されたツアー代金に充当されます。 

 

事前にお支払い済みのツアーを、ご乗船後、船内のお申込み用紙にてご案内している「キャンセルの締

切り時間（Closing Time for Cancellation）」より前に船上にてキャンセルされた場合は、お支払い済みの代

金はご予約されたお客様の船内会計上に船上クレジットとして返金されます。 

 

なお、ホテルや宿泊施設、飛行機、現地での乗り物など事前手配が必要なものが含まれるツアーは、ご

乗船日 30 日前を過ぎてからのキャンセルには、払い戻しができません。 

また、ヘリコプターの手配を必要とするツアーは、定員が限られていることやヘリコプターの予約が取りに

くいことから、ご乗船日の翌日正午以降のキャンセルについては払い戻しができません。 

 

ご乗船後の各寄港地のツアーお申込み締め切りについては、船内のツアーデスクにありますショアエクス

カーションお申込み用紙に記載されております「キャンセルの締切り時間（Closing Time for Cancellation）」

をご覧ください。「キャンセルの締切り時間」とは、ツアー予約の締め切り時間で、現地ツアー運行会社に

最終の確定人数および必要条件を報告しなければならない時間です。ご乗船前、ならびにご乗船後に 

予約されたツアーのいずれも、「キャンセルの締切り時間」以前のキャンセルは可能です。しかし、「キャン

セルの締切り時間」を過ぎてのキャンセルはできません。また、予約されたツアーに参加されなかった場

合も、払い戻しはいたしません。 

 

アラスカ・ツアーズ（クルーズ前後の内陸ツアー）における、オプショナル観光（ランド・エクスカーション）を

キャンセルする場合 

クルーズ・パーソナライザーでお申込み、お支払いされたランド・エクスカーションは、ご出発日 3 日前まで

キャンセル可能です。その際は、キャンセル料は発生しません。キャンセル締め切り日以前にキャンセル

されたツアーの代金は、クルーズ・パーソナライザーでお支払い時にご使用されたクレジットカードに返金

されます。出発日 3 日前を過ぎてからキャンセルされた場合は、全額をキャンセル料として申し受けます。 

不測の事態により、現地にてツアーが催行されなかった場合の返金に関しては、ツアー運行会社にゆだ

ねられています。アラスカ・ツアーズの旅程中にご予約されたランド・エクスカーションの代金は、お支払い

が完了した時点から、キャンセルチャージ 100%の対象となり、ツアー運行会社がキャンセルを承認した場

合を除いて、全額払い戻しはいたしません。 

 

１ヶ所の寄港地で 2 つ以上のツアーに参加する場合 

先発のツアーの到着時間と後発のツアーの出発時間の間隔を少なくとも 60 分あけてください。 すべての

ツアーは船の着岸する埠頭で集合解散となります。お客様ご自身でツアーの間隔をご調整いただき、ご希

望のツアーにご参加ください。 
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寄港地観光ツアー中のショッピングについて 

ショッピングの時間を設けている寄港地ツアーもありますが、ツアーの主目的はショッピングではありませ

んので、ショッピングの時間が十分確保できない場合もあります。予めご了承ください。 

 

寄港地での安全対策について 

プリンセスはお客様の安全を最優先に考慮しております。現地行政機関などど常に連絡を取り、クルーズ

に影響を与える可能性のある寄港地の渡航情報を得ています。 

 

米国政府が寄港予定の特定地域への入港を禁止または警告を発している場合は、クルーズの日程が変

更される場合もあります。日程変更は頻繁に起こることではありませんが、変更はお客様の安全を守るた

めであり、やむを得ない場合があることご理解ください。 

 

寄港地中は、ご自身の責任で安全に行動していただくようお願いします。特に海外の寄港地では、下記の

点にご注意ください。 

• 旅行者が通常行かない地区への立ち入りはお控えください。ガイド付きツアー以外では人里離れ

た場所には出かけないでください。 

• ご自身の持ち物から目を離さないでください。 

• ご自身の周りの人やその行動に常に注意を払ってください。 

• 見知らぬ人から梱包した荷物などを受け取らないでください。 

• 派手な服装、目立つ行動はお控えください。 

• 上陸中の飲食には十分ご注意ください。 

 

上記の点にご理解ご協力をいただきありがとうございます。 

プリンセス・クルーズはお客様の寄港地観光ツアーが素晴らしいものになるようにお手伝いさせていただ

きます。 
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Special Information 
大切なご案内 

 

 

条件 
チケット販売（クーポンやバウチャーを含む）や寄港地観光や陸地ツアーのプロモーションおよび手配にお

いて、航空機、陸上輸送または現地での海上輸送、ツアー、スポーツまたは他のすべての娯楽のアクティ

ビティー、陸上での宿泊、食事またはすべてのサービス、プリンセスのクルーズ客船以外の施設またはア

クティビティーは第三者機関により手配/提供され、プリンセスは寄港地観光や陸地ツアーまたはサービス

を提供する第三者機関であるツアー運行会社の取り次ぎをしている、という立場にあります。お客様によ

るツアーへの参加は、クルーズチケット、ツアーチケットの輸送約款に明記された取引条件、そしてアクテ

ィビティーによっては別途承諾書、とりわけ特別なアクティビティーではいかなる責任からもプリンセスは免

責されるという同意書をお客様が承認したということになります。ツアーに参加した時点で、ツアー運行会

社の取引条件をお客様が承認したことになります。 

 

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

観光の出発時間は、さらに乗船後お渡しするツアー申し込み用紙に記載されています。これらの時間はツ

アー運行会社からの情報に従って公表していますが、船の寄港地への到着が遅れた場合や、特定のツア

ーの行程が修正された場合には変更になることもあります。表示してある時間は最後のツアーバスが港

またはホテルを出発する時間です。お客様は個別の集合場所（船内または岸壁）に決められた時間にご

集合ください。ひとりのお客様の遅れが、ツアーの出発の遅れになり、他のお客様に迷惑を掛けることに

なります。全員のお客様がお揃いになるまで、出発できませんので集合時間の厳守をお願いします。 

 

限定定員のツアー 
寄港地観光はクルーズ出航日以前または乗船後、先着順で予約購入することが出来ます。多くのツアー

は参加定員が決まっており、予約は申し込み順に従って受付されます。予約が多数の場合には、追加申

し込み分が順にウェイティングリストに載せられます。ランドツアーはウェイトリストの対応が出来ませんが、

ツアー運行会社と連絡を取り、可能な限り予約可能枠を積極的にリクエストします。ツアーが売り切れの

場合には Cruise Personalizerに後日アクセスすることをお勧めします。またアラスカの港に到着してからも

ツアーデスクで予約の可能性を再度ご確認ください。 

 

個人の持ち物 
コート類、傘、カメラ、ハンドバッグ、旅行鞄、その他の持ち物はツアーの間、常にご自身で管理してくださ

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

 

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

両一台となります。料金は予約時に確定されます。すべての見積り料金には、行程中の乗り物、および該

当する場合には、食事、飲み物、ガイド代、入場料が含まれています（該当しない場合はそのように記載さ

れます）。座席を必要としない幼児は無料です。子供料金は設定がない限り大人の料金と同額となりま

す。 

 

ショッピング 
可能な限り寄港地観光にショッピングの時間を含めています。しかしながら、ツアーはショッピングタイムに

重点を置いて作られてはおりませんので、ショッピングの時間は限られています。 

 

払い戻し 
ツアーの申し込み用紙に明記されている予約締切日以前にキャンセルの申し出がない場合、チケット、ク

ーポン、バウチャーの払い戻しは出来ません。予約受付締切時間は船上で案内されます。プリンセスの関

与しえない事由によってキャンセルされた場合には、全額が払い戻しされます。しかし、不可抗力または

途上の問題で中止された場合、状況に応じて出来る限りの払い戻しを致します。事前予約して、支払いの
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後に天候やツアー運行会社の判断によりキャンセルされたランドエクスカーションは、予約時に使用したク

レジットカードに払い戻しされます。払い戻しは一般的にキャンセル後７〜１０営業日の間にクレジットカー

ド明細書に反映されます。ランドツアーの途中に予約したツアーは、購入時で予約完了と見なされ、ツアー

運行会社の判断によってキャンセルされた場合を除いて、払い戻しはありません。 

 

交通機関 

交通機関の快適さに対する水準は世界中で違いがあることをご理解ください。空調付きのバスは多くの地

域で利用出来ませんし、場所によっては現地の路線バスが最良の交通機関の場合もあります。長距離用

バスが手配できない場合や、特定の港では自動車やタクシーを使用する場合があります。ご友人と一緒

に同乗したい場合は、一緒に集合場所または乗り場へお越しください。ツアースタッフが同乗できるよう割

り当てをお手伝いします。いずれのお客様にも快適にお過ごし頂く為に、すべての車両内では喫煙は禁止

されております。 

 

ツアーの催行中止 
ツアー運行会社は参加者が少ない場合、ツアーの催行を中止することがあります。その場合、お客様の

ご希望に最大限沿えるよう代替案をご案内いたします。 

 

エコロジーと環境 
環境に関連した積極的な取り組みはプリンセスの理念です。私たちのゴールに達成する為には、もっとた

くさんの取り組みをしなくてはいけないと考えています。この取り組みの為に、プリンセスが提供するツア

ーがあらゆる環境問題に影響を与えていなか知識を広めるよう、絶えず努力を続けています。プリンセス

はツアー運行会社と緊密な関係を保ち、寄港地観光で訪れる先々の文化や習慣に敬意を払い、環境問

題に配慮してお客様にも参加していただくようにメッセージを込めています。 
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