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バルセロナ（スペイン） 
Barcelona, Spain 

1992 年に夏季オリンピックが開催され、世界中から旅行者が多く訪れるバルセロナは世界的な観光都市の一
つです。いきいきとしてそして素朴、商業と文化、人口 400万人がカタルーニャ自治州の首都バルセロナに住ん
でいます。プロムナードの両側に木が植えれれたメインストリートのランブラス通りやガウディ建築の最高傑作
であるサグラダ・ファミリアを散歩しましょう。また、モンジュイックの丘にあるオリンピック競技場などもご覧くださ
い。ピカソ、ダリ、カザルスなどの芸術の巨匠を育んだバルセロナは、旅行者の楽園と言っても過言ではないで
しょう。 

＜見どころ＞ 

○1  バルセロナのゴシック地区 Barri Gothic

迷宮のような細い路地とサンタ・エウラリア大聖堂があるゴシック地区はバルセロナの旧市街です。いくつか
の建物は中世のもので、ローマ時代の城壁の跡も見えます。 

○2  サグラダ・ファミリア La Sagrada Familia

バルセロナで最も特異で華やかな教会は、建築家アントニオ・ガウディの傑作です。1882 年より建築が続い
ています。息をのむような尖塔や畏敬の念を起こさせるステンドグラスが特徴的です。 

○3  モンジュイックの丘／オリンピック競技場 Montjuic / Olympic Stadium

オリンピックスタジアムで 1992 年オリンピックゲームの開幕式が行われました。 

○4  ランブラス通り Las Ramblas

花屋やカフェなど、カラフルで活気に満ち溢れたバルセロナの目抜き通りです。中世ゴシック地区の散策を
楽しみましょう。 

○5  モンセラートの修道院 Montserrat Benedictine Monastery Complex

カタルーニャで最も重要な宗教施設とされ、モンセラートの山中に隠れています。1499 年設立の世界最古の
出版社もここに位置しています。 

○6  グエル公園 Parc Guell

ガウディの作品群の一つであり、蛇行形状のベンチ、入口の竜のモザイクなど多くの素晴らしい作品を備え
ています。 

○7  ラ・ペドレラ La Pedrera

一般的にはカサ・ミラとして知られるガウディの作品で、起伏のある壁やアールヌーヴォー様式のバルコニー
付きの華やかなファサードが特徴的です。 

○8  ピカソ美術館 Picasso Museum

20 世紀スペイン芸術の巨匠パブロ・ピカソの作品を数多く所蔵する博物館です。バルセロナの人気スポット
の一つで、5 つの隣接する宮殿で構成されています。 
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バルセロナ、スペイン Barcelona, Spain 
 
 

  
モンセラートと市内ドライブ 
Montserrat & City Drive 
ツアー番号：BCN-105 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  

 

○2  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

バルセロナとモンセラートは片道1時間30分のドライブです。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 
このツアーはバルセロナにて乗下船日するお客様はご参加いただけません。 

 
  
人気 世界遺産 
サグラダ・ファミリアと市内ドライブ 
La Sagrada Familia & City Drive 
ツアー番号：BCN-200 
ツアー料金：＄69～ （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  

○7  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

サグラダ・ファミリアでは教会建築工事が行われています。 
サグラダ・ファミリアの写真を撮影する場合、バス停留所より2ブロック歩きます。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 
このツアーはバルセロナにて乗下船日するお客様はご参加いただけません。 

 
  
バルセロナのゴシック地区 
Barcelona's Gothic Quarter 
ツアー番号：BCN-210 
ツアー料金：＄49～ （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  ○3  中 
 

 

 
＜注意事項＞  

教会内はフラッシュを使用しての写真撮影は禁止されています。教会内へ訪問する場合は肩と膝がか
くれる服装をご着用ください。日曜祝日の12時以降は寺院内でのミサのため団体客の内部への立ち入
りはできません。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 
このツアーはバルセロナにて乗下船日するお客様はご参加いただけません。 

 
  
世界遺産 
市内ドライブ観光 
City Drive 
ツアー番号：BCN-290 
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 

 ○1  

○2  

○3  

低 
 

 

 
＜注意事項＞  

サグラダ・ファミリアの写真を撮影する場合、バス停留所より2ブロック歩きます。 
このツアーはバルセロナにて乗下船日するお客様はご参加いただけません。 
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バルセロナ、スペイン Barcelona, Spain 
 

  
世界遺産 
市内ドライブ観光（車椅子常用者） 
City Drive(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー番号：BCN-291 
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 

 ○1  

○2  

○3  

低 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは BCN-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。車椅子に付き添われるお客様はツアーBCN-290 にお申
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ます。 
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。 
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ます。 

サグラダ・ファミリアの写真を撮影する場合、バス停留所より2ブロック徒歩で歩きます。 
このツアーはバルセロナにて乗下船日するお客様はご参加いただけません。 

 
 

  
世界遺産 
サグラダ・ファミリアとグエル公園 
La Sagrada Familia & Parc Guell 
ツアー番号：BCN-235 
ツアー料金：＄75～ （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  

○6  

 中 
 

 

 
＜注意事項＞  

歩きなれた靴と天候にあった服装でご参加下さい。帽子と日焼け止めをお持ち下さい。 
サグラダ・ファミリアの写真を撮影する場合、バス停留所より2ブロック徒歩で歩きます。 

このツアーではイヤホンガイドが使われます。 
このツアーはバルセロナにて乗下船日するお客様はご参加いただけません。 
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チビタベッキア（ローマ） イタリア 
Civitavecchia (Rome), Italy 
 
チビタベッキアは永遠の都ローマの海の玄関口として、７世紀以上にもわたって栄えてきました。港は永遠の都
の永遠なる灯台としてだけでなく、港にも由緒ある歴史があります。トラヤヌス帝はこの地に別荘を建て、港を
防衛するためにイタリア･ルネッサンスを代表する２人の巨匠、ベルニーニとミケランジェロに設計させました。
西側世界の古代からの首都で、２千年近くもキリスト教の中心地であるローマは魅力に満ちています。フォロ･
ロマーノの遺跡、壮麗なシスティーナ礼拝堂、スペイン階段などかつてのローマ文化の中心地を訪れましょう。
教会、噴水、博物館、広場、遺跡など名所旧跡の多いローマは一日にして見ることはできません。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  サン・ピエトロ広場と大聖堂 St. Peter’s Square and Basilica 

  
サン・ピエトロ広場は、多くの人々が毎週法王からの祝福を受けるにぎやかな広場です。この華麗な広場が
サン・ピエトロ大聖堂への入り口となり、ここは聖ペトロが殉教し埋葬された場所でもあります。 

 

○2  バチカン美術館 ＆ システィーナ礼拝堂 Vatican Museums & Sistine Chapel 

 
宗教的で文化的な重要性に富むバチカン博物館は、世界で最も印象的な芸術コレクションの 1 つを所蔵して
おり、その中にはシスティーナ礼拝堂をはじめミケランジェロの傑作が数多くあります。 

○3  コロッセオ Colosseum 

最も壮大なローマのモニュメントであるコロッセオは、皇帝が目を見張るようなゲームで民衆を楽しませるた
めに作られました。。紀元１世紀に建設されたこの円形闘技場は、建築学、技術的にも驚かされます。 

 

○4  トレビの泉 Trevi Fountain 

ローマで最も大きく有名なバロックの泉で、この泉に背を向けて肩越しにコインを投げると再びローマに帰っ
て来れるいう伝説があります。 
 

○5  パンテオン Pantheon 

永遠の都ローマで最も保存状態の良い記念碑の 1 つで、16 の円柱がそびえ立つ素晴らしい円堂形式の建
物は 1800 年以上も前に建てられた荘厳な建築物です。 
 

○6  スペイン階段 Spanish Steps 

スペイン広場に位置するローマで最も美しい階段がスペイン階段です。ローマ・バロック様式で設計されてお
り、その独特の蝶設計には上品な優雅さがあります。 
 

○7  ナヴォーナ広場 Piazza Navona 

バロックスタイルの傑作と讃えられるこのにぎやかな広場は、ローマの歴史地区の中心にあります。 
大道芸人や屋外カフェに囲まれるこの広場には３つの噴水があります。 
 

○8    フォロ・ロマーノ Forum 

古代ローマの政治の、宗教の、そして商業の中心であったこの広大な遺跡は、皇帝支配の壮大さを思わせ、
また当時の進んだ社会の歴史的な名残りを見ることができます。 
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ローマ(チビタベッキア)、イタリア Rome(Civitavecchia), Italy 
 
 

  
人気 世界遺産 

サン・ピエトロ寺院、システィーナ礼拝堂とコロッセオ 
St. Peter's, Sistine Chapel & Colosseum  
ツアー番号：ROM-100 
ツアー料金：＄239～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○8  

 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日曜祝日はシスティーナ礼拝堂があるバチカン博物館が休館の為、催行しません。（代わりに ROM010
に代わります） 
チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 
バチカン市国内の観光はバスが入れないので徒歩での観光となります。 
システィーナ礼拝堂とサン・ピエトロ大聖堂に入る場合は男性女性共に肩と膝の隠れる控えめな服装
にてご参加下さい。ミニスカート、短パン、カプリパンツではご入場いただけません。デスクにて大
型バック、ビデオカメラやボトル入りお水などがチェックされます。大聖堂では団体客はイヤホンガ
イドの使用が義務付けられています。 
バチカン博物館、サン･ピエトロ大聖堂、コロッセオなどでは金属探知機を通ります。大きなバッグ、
ビデオカメラ、ペットボトル、ハサミやナイフなどは持ち込めず、クロークに預けます。 
バチカン博物館やその他では混雑や待ち時間が予想されます。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで45分以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖堂
の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間にあてることができます。 
バチカン美術館内はフラッシュを使用したカメラ撮影は禁止されています。システィーナ礼拝堂内は
カメラ、ビデオ撮影は禁止されています。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
ガイドはローマからチビタベッキアの往復は付き添いません。 
サン･ピエトロ大聖堂はミサの時間、団体客の内部への立ち入りはできませんが、個人で内部を静か
に見学ください。サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。 
このツアーではかなりの時間歩きます。歩行に難がある方、又は車椅子利用の方にはお勧めしません。 
バスに乗るのにステップがありますのでご考慮ください。 
このツアーは乗船日、下船日には催行しません。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 
訪問順序は変わる場合があります。 
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ローマ(チビタベッキア)、イタリア Rome(Civitavecchia), Italy 
 

  
世界遺産  
サン・ピエトロ寺院、コロッセオと 
サン・ピエトロ・イン・ヴィンコリ教会 
St. Peter's, Colosseum, Forum & St Peter's in Chains 
ツアー番号：ROM-105 
ツアー料金：＄229～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○3  

○8  

 

 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキア下船日には催行しません。 
チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 
男性女性共に肩と膝の隠れる控えめな服装にてご参加下さい。ミニスカート、短パン、カプリパンツ
ではご入場いただけません。デスクにて大型バック、ビデオカメラやボトル入りお水などがチェック
されます。大聖堂では団体客はイヤホンガイドの使用が義務付けられています。 
バチカン博物館やその他では混雑や待ち時間が予想されます。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで 45 分以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖
堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間にあてることができます。 
バチカン市国内の観光はバスが入れないので徒歩での観光となります。 
サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。 
ガイドはローマからチビタベッキアの往復は付き添いません。 
訪問順序は変わる場合があります。 
このツアーではかなりの時間歩きます。歩行に難がある方、又は車椅子利用の方にはお勧めしません。 
バスに乗るのにステップがありますのでご考慮ください。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産 こだわり 

サン・ピエトロ寺院、システィーナ礼拝堂, トレビの泉と 
コロッセオ 
St. Peter's, Sistine Chapel, Trevi Fountain & Colosseum 
ツアー番号：ROM-150 
ツアー料金：＄379～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○4  

○8  

 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日曜祝日はシスティーナ礼拝堂があるバチカン博物館が休館の為、催行しません。（代わりに ROM050
に代わります） 
このツアーはチビタベッキア下船日には催行しません。 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 
バチカン市国内の観光はバスが入れないので徒歩での観光となります。 
バチカン博物館、サン･ピエトロ大聖堂、コロッセオなどでは金属探知機を通ります。大きなバッグ、
ビデオカメラ、傘、ペットボトル、ハサミやナイフなどは持ち込めず、クロークに預けます。 
バチカン博物館やその他では混雑や待ち時間が予想されます。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで 45 分以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖
堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間にあてることができます。 
男性女性共に肩と膝の隠れる控えめな服装にてご参加下さい。ミニスカート、短パン、カプリパンツ
ではご入場いただけません。デスクにて大型バック、ビデオカメラやボトル入りお水などがチェック
されます。大聖堂では団体客はイヤホンガイドの使用が義務付けられています。 
バチカン美術館内はフラッシュを使用したカメラ撮影は禁止されています。システィーナ礼拝堂内は
カメラ、ビデオ撮影は禁止されています。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
サン･ピエトロ大聖堂はミサの時間、団体客の内部への立ち入りはできませんが、個人で内部を静か
に見学ください。サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。 
このツアーではかなりの時間歩きます。歩行に難がある方、又は車椅子利用の方にはお勧めしません。 
バスに乗るのにステップがありますのでご考慮ください。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。訪問順序は変わる場合があります。 
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ローマ(チビタベッキア)、イタリア Rome(Civitavecchia), Italy 
 

  
世界遺産  

フォロ・ロマーノ、トレビの泉と自由行動  
Forum, Trevi Fountain & Time On Your Own 
ツアー番号：ROM-180 
ツアー料金：＄129～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4  ○3  

○8  

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキア下船日には催行しません。 
チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
入場料などでユーロが必要です。買い物や飲食にはユーロまたはクレジットカードをご 
利用ください。船上またはローマ市内の両替所で両替できます。 
バチカン博物館とサン・ピエトロ大聖堂、コロシアムに入る場合は男性女性共に肩と膝の隠れる控え
めな服装にてご参加下さい。ミニスカート、短パン、カプリパンツではご入場いただけません。デス
クにて大型バック、ビデオカメラやボトル入りお水などがチェックされます。 
大聖堂では団体客はイヤホンガイドの使用が義務付けられています。 
バチカン博物館、サン･ピエトロ大聖堂、コロッセオなどでは金属探知機を通ります。大きなバッグ、
ビデオカメラ、傘、ペットボトル、ハサミやナイフなどは持ち込めず、クロークに預けます。 
バチカン博物館やその他では混雑や待ち時間が予想されます。 
ガイドはローマからチビタベッキアの往復は付き添いません。 
サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。 
このツアーではかなりの時間歩きます。歩行に難がある方、又は車椅子利用の方にはお勧めしません。 
バスに乗るのにステップがありますのでご考慮ください。 
昼食と入場料は含まれていません。 
訪問順序は変わる場合があります。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産  

ローマ市内ドライブ  
City Drive 
ツアー番号：ROM-290 
ツアー料金：＄89～ （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  

○3  

○8  

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキア下船日には催行しません。 
チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 
昼食は含まれていません。 
訪問順序は変わる場合があります。 
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ローマ(チビタベッキア)、イタリア Rome(Civitavecchia), Italy 
 

  
世界遺産  

トレビの泉、スペイン階段、パンテオンと 

サン・ピエトロ広場 
Trevi, Spanish Steps, Pantheon & St. Peter's Square 
ツアー番号：ROM-380 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4  

○6  

○7  

○1  

○5  

高 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキア下船日には催行しません。 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。このツアーではか
なりの時間歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしません。訪問箇所では修復工事が行われている
場合があります。 

バチカン市国内の観光はバスが入れないので徒歩での観光となります。 
サン・ピエトロ広場での自由時間内にサン・ピエトロ寺院を訪問する事ができます。訪問者は金属探
知機を通ります。大きなバッグ、ビデオカメラ、傘、ペットボトル、ハサミやナイフなどは持ち込め
ず、クロークに預けます。男性女性共に肩と膝の隠れる控えめな服装にてご参加下さい。ミニスカー
ト、短パン、カプリパンツではご入場いただけません。混雑や待ち時間が予想されます。 
サン･ピエトロ大聖堂はミサの時間、団体客の内部への立ち入りはできませんが、個人で内部を静か
に見学ください。 

サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。 
このツアーではかなりの時間歩きます。歩行に難がある方、又は車椅子利用の方にはお勧めしません。 
バスに乗るのにステップがありますのでご考慮ください。 
訪問順序は変わる場合があります。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産  

ローマ市内ドライブ（車椅子常用者）  
City Drive(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー番号：ROM-291 
ツアー料金：＄89～ （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  

○3  

○8  

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは ROM-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。車椅子に付き
添われるお客様はツアーROM -290 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。 
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ます。 

このツアーはチビタベッキア下船日には催行しません。 
リフト付き車には手動車椅子のみ対応します。 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 

昼食は含まれていません。 
訪問順序は変わる場合があります。  
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ローマ(チビタベッキア)、イタリア Rome(Civitavecchia), Italy 
 
   
世界遺産 

ローマでの自由行動 
Rome On Your Own 
ツアー番号：ROM-185 
ツアー料金：＄79～ （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 健脚度 その他 

 

 

○1  

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは乗船日、下船日には催行しません。 
チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る場合は男性女性共に肩と膝の隠れる控えめな服装にてご参加下さい。 
ミニスカート、短パン、カプリパンツではご入場いただけません。デスクにて大型バック、ビデオカ
メラやボトル入りお水などがチェックされます。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
バチカン美術館内はフラッシュを使用したカメラ撮影は禁止されています。システィーナ礼拝堂内は
カメラ、ビデオ撮影は禁止されています。 
サン・ピエトロ寺院やその他では混雑や待ち時間が予想されます。 
昼食代、入場料な含まれておりません。 
サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。 
入場料はユーロでお支払い下さい。商店又は飲食店ではユーロ現金又はクレジットカードでお支払い
ください。船内で両替又は現地の両替店にて両替いただけます。 
日曜日と祝日はほとんどの商店が休みですが、お土産物屋は営業しています。 

   
世界遺産 

専用列車での往復とローマ自由行動 
Rome On Your Own by Private Train 
ツアー番号：ROM-190 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間  
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○1  

 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

列車に遅れが発生したり、エアコンが作動しない場合があります。 
チビタベッキア～ローマ間は列車で約１時間かかり、交通事情により変わります。このツアーは車椅
子利用のお客様にはお勧めしません。 
サン・ピエトロ駅のホームから出口まで約 50段の階段があります。 

現地状況と技術的問題が発生した場合、バスの利用となり、ローマへはバスでの移動となります。 

サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。サン・ピエトロ大聖堂に
入る場合は男性女性共に肩と膝の隠れる控えめな服装にてご参加下さい。 
ミニスカート、短パン、カプリパンツではご入場いただけません。デスクにて大型バック、ビデオカ
メラやボトル入りお水などがチェックされます。サン・ピエトロ寺院やその他では混雑や待ち時間が
予想されます。 
バチカン美術館内はフラッシュを使用したカメラ撮影は禁止されています。システィーナ礼拝堂内は
カメラ、ビデオ撮影は禁止されています。 

訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

入場料はユーロでお支払い下さい。商店又は飲食店ではユーロ現金又はクレジットカードでお支払い
ください。船内で両替又は現地の両替店にて両替いただけます。 
昼食代、入場料な含まれておりません。 
日曜日と祝日はほとんどの商店が休みですが、お土産物屋は営業しています。 
バスや電車の乗り降りには段差があります。 
このツアーは乗船日、下船日には催行しません。 
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ローマ(チビタベッキア)、イタリア Rome(Civitavecchia), Italy 

 
  
リピーター向け 

オリビエートとドゥオモ 
Orvieto & Duomo 
ツアー番号：ROM-160 
ツアー料金：＄149～ （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 健脚度 その他 

  中 

 

 

＜注意事項＞ 

日曜日と祝日はほとんどの商店が休みですが、お土産物屋は営業しています。 

ドゥオモはミサの時間、団体客の内部への立ち入りはできません。ガイドが建物の外で説明します。
個人で内部を静かに見学ください。 
ドゥオモに入る場合は男性女性共に肩と膝の隠れる控えめな服装にてご参加下さい。 
ミニスカート、短パン、カプリパンツではご入場いただけません。 
買い物にはユーロまたはクレジットカードをご利用ください。 
訪問順序は変わる場合があります。  
バスの乗り降りには段差があります。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
リピーター向け 

ブラッチャーノ湖とワインの試飲 
Lake Bracciano & Wine Tasting 
ツアー番号：ROM-330 
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 

  低 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは乗船日、下船日には催行しません。 

アングイッラーラの商店は繁忙期、日曜祭日はお休みです。 
ブラッチャーノ湖へは約１時間、農村からの帰路は４５分ほどのドライブです。 
石畳で起伏のある道を歩く為、歩行に難がある方又は車椅子を使用する方にはお勧めしません。バス
の乗り降りには段差があります。 
交通状態により訪問順序が変わる場合があります。 
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コルフ島、 ギリシャ 

Corfu, Greece 
イオニア諸島の中で最も有名な島、古代、中世から地中海の交通の要所として栄え、ギリシャとヨーロッパの文
化が共存する独特のムードを持っています。水に恵まれたこの島は良質のオリーブの産地として高品質のオリ
ーブオイルがイタリアに輸出されています。島都ケルキラの旧市街にはフランス風の通り、ベネチア風の家並
み、イギリス風の建物、そしてギリシャ聖教の教会と街全体が不思議な調和を見せています。郊外にはリゾート
ホテルの並ぶ美しい景観のビーチが点在しています。 
 
 
＜見どころ＞  

 

 ○1  コルフの町と旧要塞 Corfu Town / Old Fortress 

古いタベルナやカフェ、土産屋が立並ぶ石畳の迷路のような路地、その背後には１５世紀の要塞がそびえま
す。コルフはギリシャでもっとも興味深い町のひとつです。 
  

○2  聖スピリドン教会 St. Spyridon Church 

特徴的な鐘楼と宝石が散りばめられた銀の棺がある１６世紀の教会で、この島の守護聖人が安置されてい
ます。 

 

○3  パレオカストリッツア村展望台 Paleokastrista View Point 

ぎざぎざした海岸線にある小さな入江にたたずむ小さな海辺の村の周りにはオリーブやレモン、糸杉が立ち
並んでいます。 
 

○4  聖母マリア修道院 Monastery of Virgin Mary  

この修道院はパレオカストリッツア村の上方、レモンの木や花園、絶景を望む丘にあります。礼拝堂内部に
はビザンチンとキリスト教の絵画を展示する博物館があります。 
 

○5  アヒリオン宮殿 Achilleion Palace 

このネオクラシック様式の宮殿はオーストリア皇女エリザベートの夏の離宮として建てられました。花々や
木々、イタリア風の彫像などがたくさん置かれた庭園は神話から出てくるかのようです。 
 

○6  キノピアステス村 Kinopiastes Village 

過去と現在が混ざり合う景観が素晴らしい山村には、優雅な大邸宅や有名なタベルナ・トリパと同様に質素
な田舎の人々が住んでいます。 

 

○7  モン・レポ宮殿 Mon Repos Estate 

第２代のイギリス総督が１８２８年に建てた美しい庭園があるこの宮殿はフィリップ王子とエディンバラ公の出
身地でした。 
 

○8  ねずみ島＆ヴラヘルナ修道院 Mouse Island & Vlaherna View 

ここは恐らくギリシャの写真でよく登場する場所でしょう。１７世紀のヴラヘルナ修道院はカノニ半島の最南端
にあり、ねずみ島はちょうどその向こうに位置しています。 
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コルフ、ギリシャ Corfu, Greece 
 
 

  
人気 世界遺産 
コルフの見所 
Best of Corfu 
ツアー番号：CFU-100 
ツアー料金：＄109～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○4  

○5  

○2  

○3  

○8  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修道院に入る為、短パンはご遠慮ください。女性は肩が隠れる服装でご参加下さい。 
アヒリオン宮殿には数段の段差があり、庭園へ訪問する際、手すりのない階段を 2階歩きます。 

コルフ旧市街は高低のある通りを徒歩での散策となり、体力のない方はご考慮ください。 

修道院内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 

 
  
世界遺産 
アヒリオン宮殿、スピルドン教会とコルフタウン 
Achilleion Palace, St. Spyridon Church & Corfu Town 
ツアー番号：CFU-200 
ツアー料金：＄55～ （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  

○5  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

スピルドン教会に入る為、短パンはご遠慮ください。女性は肩が隠れる服装でご参加下さい。 
アヒリオン宮殿には数段の段差があり、庭園へ訪問する際、手すりのない階段を 2階歩きます。 

コルフ旧市街は高低のある通りを徒歩での散策となり、体力のない方はご考慮ください。 

宮殿内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。スピルドン教会内のカメラおよびビデ
オカメラの撮影は禁止されています。 
スピルドン教会のガイド説明は教会の外で行います。 

 
  
世界遺産 
パレオカストリッツア村、修道院とコルフタウン
Paleokastritsa, Monastery & Corfu Town 
ツアー番号：CFU-205 
ツアー料金：＄45～ （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  

○4  

○2  

○3  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修道院と教会へは控えめな服装でお出かけ下さい。短パン、体の線が出る洋服では入れません。 
女性は肩が隠れる服装でご参加下さい。 
コルフ旧市街は高低のある通りを徒歩での散策となり、体力のない方はご考慮ください。 
パレオカストリッツァ修道院へは階段を 15段上ります。履きなれた靴を着用ください。 
修道院の教会内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 

パシフィック・プリンセスではこのツアーは催行しません。 
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コルフ、ギリシャ Corfu, Greece 
 

  
世界遺産 
アヒリオン宮殿、モン・レポス宮殿とコルフタウン 
Achilleion Palace, Mon Repos Palace & Corfu Town 
ツアー番号：CFU-210 
ツアー料金：＄69～ （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  

○7  

○8  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

両宮殿内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 
アヒリオン宮殿には数段の段差があり、庭園へ訪問する際、手すりのない階段を 2階歩きます。 
モン・レポス宮殿へは坂道を 732 メートル上がります。 
履きなれた靴を着用ください。 

パシフィック・プリンセスではこのツアーは催行しません。 

 
  
世界遺産 
島内ドライブとコーム・コーアト蒸留所 
Island Drive & Koum Kouat Distillery 
ツアー番号：CFU-290 
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 

 

 

○1  

 

低 

 

 

 

 
  
世界遺産 
パレオカストリッツア、修道院と伝統ワイナリーの 
民族舞踊ショー 
Paleokastritsa, Monastery & Traditional Winery with 
Folkloric Show 
ツアー番号：CFU-360 
ツアー料金：＄89～ （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 

○3  

○4  

○1  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修道院に入る為、短パンはご遠慮ください。女性は肩が隠れる服装でご参加下さい。 
このツアーでは起伏のある道を歩くことが含まれます歩きます。キノピアステス村は緩やかな坂道を
約 365メートル歩きます。履きなれた靴を着用ください。 
修道院の教会内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 

 
 

  
世界遺産 
コルフタウンとギリシャ料理教室 
Corfu Town & Cooking Demonstration 
ツアー番号：CFU-320 
ツアー料金：＄129～ （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 

○1  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ご希望でベジタリアンメニューをご用意します。 
衛生管理のため、参加者が料理の手伝いや食品に触ることは出来ません。 
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コルフ、ギリシャ Corfu, Greece 
 

  
コルフのビーチリゾート 
Corfu Beach Gateway 
ツアー番号：CFU-590 
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 

 

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

水着を着用し、タオル、日焼け止めとユーロをお持ち下さい。 
海岸には監視員が常駐しています。ホテルのプールもご利用いただけます。 

このツアーは 6月から 9月の寄港時のみ催行します。 
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ドブロブニク、クロアチア 

Dubrovnik, Croatia 
 
ドブロブニクは「アドリア海の真珠」と称されています。城壁に囲まれた中世の小さな港をイメージしますが、実
際はより洗練された町です。シュトラドゥン通りを歩いて素晴らしい修道院を訪ねたり、大聖堂で銀と金の聖遺
物箱を見たり、旧総督邸を散策したり、町の中世の壁に沿って歩きましょう。旧市街がユネスコの世界遺産に
指定されたのも不思議ではありません。１９９１年～１９９２年のセルビア･クロチア紛争で激しい砲撃を受けまし
たが、この不屈の都市はかつての美しさを取り戻しました。 
 

＜見どころ＞ 

○1  ピレ門と旧市街 Pile Gate and Old Town 

ピレ門はユネスコの世界遺産に登録されている伝統的な入り口です。門をくぐると歴史的な建物の中に大理
石の広い歩行者天国と１５世紀のオノフリオの噴水があります。 

 

○2  フランチェスコ会修道院と薬局 Franciscan Monastery and Pharmacy 

１４世紀の複合施設にはロマネスク様式とゴジック様式の修道院と博物館、ヨーロッパでも優れた書物が揃う
図書館があります。その中の薬局は世界でも最も古いものと信じられています。 

 

○3  ドミニコ会修道院 Dominican Monastery 

城壁と同じくして建てられたためまるで要塞のように見える修道院です。しかし、内部ではパオロ・ベネツィア
ーノのフレスコ画などルネッサンス絵画のコレクションが豊富に見ることができます。 
 

○4  レクター宮殿 Rector's Palace 

この１５世紀の宮殿はゴジック様式とルネッサンス様式が混在していています。工芸品や絵画、ドブロブニク
共和国時代の家具など膨大な数のコレクションが展示されています。 
 

○5  大聖堂と宝物館 Cathedral and Treasury 

１６７３年建立のこの大聖堂にはティツィアーノの聖母被昇天など数多くの傑作があります。宝物館には金銀
細工の宗教遺物が保管されています。 
 

○6  城壁と海洋博物館 City Walls and Maritime Museum 

素晴らしい景色を眺めながら１３世紀の城壁を一周してみてください。聖イヴァン要塞にある博物館には重要
貿易港に関係した模型や工芸品をご覧頂けます。 
 

○7  ダルマチア海岸の村々（ツァブタット/トレステノ/ストン）Dalmatian Coastal Villages 

ツァブタットの名前は古代の起源からきており、ドブロブニクにつながっています。ダルマチア海岸の最もロマ
ンチックな村の一つで、エドワード２世とウィリス・シンプトン夫人がハネムーンに選んだ場所でもあります。ト
レステノはこの地方で最も古い歴史をもつ植物公園があり、３００年前の海神ネプチューンの噴水と中世のオ
リーブオイルの圧搾機なども見ることができます。ストンとその塩田は今もなお世界で最も長い城壁の一つ
に守られています。 
 

○8  コナヴレ Konavle 

ユニークな民族舞踊とドブロブニクのリビエラの伝統をお楽しみください。この地域には山と谷、緑の丘とむき
出しの岩など美しいコントラスの中におよそ３０の村々が点在しています。 
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ドブロブニク、クロアチア Dubrovnik, Croatia 
 
 

  
人気 世界遺産 
ドブロブニクの見所とツァブタット 
Best of Dubrovnik & Cavtat 
ツアー番号：DBV-100 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○5  

○6  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

訪問箇所の屋内での写真撮影は禁止されています。 

 
  
世界遺産 
フランチェスコ会とドミニコ会修道院 
Franciscan & Dominican Monasteries with Treasury 
ツアー番号：DBV-205 
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 

○2  

○3  

○5  

○1  

○6  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

訪問箇所の屋内での写真撮影は禁止されています。 
民族舞踊の会場まで２０段ほどの階段があります。 

 
  
世界遺産 
ツァブタットと民族舞踊ショー 
Cavtat & Folkloric Show 
ツアー番号：DBV-290 
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 

 

 

○1  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

民族舞踊の会場まで２０段ほどの階段があります。  
ドブロブニクの上陸でテンダーボートを利用する場合、バスの発着場まで１５～２０分歩きます。 

 
 

  
世界遺産 
ドブロブニクとコナヴレ渓谷の農家を訪ねて 
Dubrovnik & Konavle Home Visit 
ツアー番号：DBV-210 
ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 45 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

 

 

中 

 

 

 

 
  
リピーター向け 
ストンとトレステノ 
Ston & Trsteno 
ツアー番号：DBV-225 
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 

○7   中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

トレステノの庭園の入口では階段と下り坂を歩きます。 
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ドブロブニク、クロアチア Dubrovnik, Croatia 
 
 

  
世界遺産 
ドブロブニク域壁一周ウォーク 
Dubrovnik's City Walls 
ツアー番号：DBV-380 
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 

○1  

○6  

○2  

○3  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

訪問箇所の屋内での写真撮影は禁止されています。 
階段の上り下りや坂道が多く含まれます。 
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ジェノバ（ミラノ）、イタリア 

Genova, Italy 
イタリア北西部のティレニア海に面したリグリア州の州都ジェノバはイタリア最大の港湾都市。紀元前４世紀か
ら古代ローマの海の玄関口としての基礎が築かれました。１６世紀から１７世紀にかけて地中海貿易に加え、
スペインのアメリカ発見による富の配分などを受け、黄金時代を迎えました。当時のルネッサンス期の宮殿や
豪邸が建てられ、多くの芸術作品が誕生、現在でも当時の面影をみることができます。  
 
 
＜見どころ＞ 

 ○1  チンクエ・テッレ Cinque Terre 

チンクエ・テッレは「５つの土地」を意味し、海岸沿いの断崖にある５つの村を総称しています。国立公園であ
り、世界遺産にも登録されています。見所のたくさんある小道の散策をお楽しみください。 

 

○2  サンタ マルゲリータ Santa Margherita 

リビエラ海岸で主要な観光地の一つであるサンタ・マルゲリータは１９世紀イギリス人が目立って訪れるよう
になりました。にぎやかな土産物屋を見ながら海岸沿いのプロムナードの散策をお楽しみください。 
 

○3  サン・ロレンツォ大聖堂 San Lorenzo Cathedral 

５世紀に建立され、ロマネスク様式の支柱式バジリカはゴシックス様式で改築されました。内部では輝かしい
芸術本やジェノバの初期ルネッサンス建築をご覧頂けます。 
 

○4  ガリバルディ通りとドゥカーレ宮殿 Via Garibaldi / Ducal Palace 

街の歴史地区を通り抜けると狭いガリバルディ通りがあります。輝かしい芸術コレクションとカルチャー展示
で有名なドゥカーレ宮殿など付近には素晴らしい歴史的建造物があります。 
 

○5  ジェズ教会 Chiesa del Gesu 

１６世紀のこの教会は街の中心にあるドゥカーレ宮殿の近くに位置しています。このバロック様式の建物には
ピーター・パウロ・ルベンスの作品やブロンズのシャンデリアで飾られたフレスコ画が置かれています。 
 

○6  ミラノ/最後の晩餐 Milan / Last Supper 

北部で最も重要な都市ミラノを訪れ、レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作「最後の晩餐」をご覧ください。もともと置
かれていたサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の食堂の壁に今も残されています。 

 

○7  ポルトフィーノ Portofino 

有名人やお金持ちの遊び場として知られる高級リゾート地ポルトフィーノを訪れたら、映画「甘美な人生」を 
体験してみましょう。カラフルな小道や歴史ある街並みを探検し、贅沢なデザイナーブティックを見て回りまし
ょう。 
 

○8  ラパッロ Rapallo 

１６世紀の威厳ある城に守られたこのリビエラ海岸最大のリゾート地には、海岸沿いの素晴らしい散歩道が
あります。モンタッレグロの頂上までケーブルカーで上り、湾や丘の美しい眺めをお楽しみください。 
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ジェノバ（ミラノ），イタリア Genoa, Italy(for Milan) 
 
 

  
人気  
ポルトフィーノ、サンタ・マルゲリータとラパッロ 
Portofino, Santa Margherita & Rapallo 
ツアー番号：GOA-110 
ツアー料金：＄129～ （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 

○2  

○7  

○8  

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ユーロやクレジットカードなどご用意ください。 
歩きなれた靴とその日の天候にあった服装でご参加下さい。帽子と日焼け止めをお持ちください。 

場合によりサンマリゲリータとラポッロ間と帰路はボートの代わりにバスを使用します。 

 
  
ミラノ市内観光と自由行動 
Milan & Time On Your Own 
ツアー番号：GOA-180 
ツアー料金：＄79～ （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 健脚度 その他 

○6  

 

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

飲食や買い物にユーロやクレジットカードなどご用意ください。 
ミラノの教会に入る場合、控えめな服装でご参加下さい。 

お店は火曜日から土曜日、午前 9時から午後 7時まで営業します。日曜日は全商店閉店です。 
スピーガ通りのデザイナーショールームは午前 10時から正午、午後 4時から 7時まで営業します。 
ミラノは徒歩での観光です。バスは入れません。 

 
  
世界遺産 
ジェノバ、ガリバルディ通りと宮殿 
Genoa: Via Garibaldi & Famed Palazzos 
ツアー番号：GOA-200 
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 

 

 

○3  

○4  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

履きなれた靴でご参加下さい。 

 
  
世界遺産 
ジェノバ、サン・ロレンツォ、ジェズ教会と宮殿 
Genoa: San Lorenzo, Chiesa del Gesu & Palace 
ツアー番号：GOA-220 
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 

○3  

○5  

○4  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ジェノバ中心地は徒歩での観光となります。外部からの見学となります。 
歩きなれた靴でご参加下さい。教会内部に入る際、膝と肩を覆う服装でご参加下さい。男性は長ズボ
ン又は長ジーンズでご参加下さい。短パンでは入れません。 
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ジェノバ（ミラノ），イタリア Genoa, Italy(for Milan) 
 
 

  
世界遺産 リピーター向け 
チンクエ・テッレ 
Cinque Terre 
ツアー番号：GOA-130 
ツアー料金：＄129～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

 高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

海の状態が悪く、モーターボートに乗船できない場合はバスと列車を利用します。その際はバスでモ
ナローラへ行き、そこから列車でモンテロッソへ向かいます。 
マナローラでは急な坂道があり、他の村々には階段が含まれます。 
飲食にはユーロをご用意ください。 

 
  
ポルトフィーノ 
Portofino 
ツアー番号：GOA-210 
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 

○7   中 
 

 

 
＜注意事項＞  

ジャケット、カジュアルな装い、帽子と履きなれた靴を着用ください。教会内部に入る場合、女性は
膝と肩が隠れる服装で、男性は長ズボンから長ジーンズを着用ください。短パンでは入れません。 
ポルトフィーノの商店は月曜日から日曜日の午前 10時から午後 8時まで営業します。 

飲食や買物にはユーロ又はクレジットカードをご利用下さい。 

ツアーの催行は海と天候の状況で代わる場合があります。荒海の場合、ポルトフィーノへはモーター
ボートの代わりにバスとなり、サンタ・マリゲリータからポルトフィーノへはモーターボートは使用
しません。 
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イラクリオン (クレタ島）   ギリシャ 

Heraklion（Crete), Greece 
考古学的な証拠からイラクリオンの起源は紀元前９世紀頃、ゼウスの母であるギリシャの女神レアを讃えて名
づけられました。そして他の地中海の都市と同じように、イラクリオンは長く激動の歴史がありました。公式には
９世紀にサラセン人によって築かれ、９６１年ビザンチン帝国に侵略され、1211 年十字軍がクレタを僅か銀貨千
枚でベネチア人に売り渡しました。 
イラクリオンはついにベネチア時代に繁栄しました。街のいたるところに、その面影を見ることができます。涼み
廊下、城壁、モロシニの噴水などは見所の一つに過ぎません。 
しかし、イラクリオンは息を呑むような４０００年前のクノッソス遺跡への入り口として最も良く知られています。ま
たラッシティ大地を横切る有名な風車もよく知られています。 
 
＜見どころ＞ 
 

 ○1  クノッソク宮殿  Knossos Palace 

歴史上最も重要な発見とされるクノッソス神殿には驚くべきフレスコ画や優美な柱、密接した部屋が残ってい
ます。ミノタウロスの神話の本家本元で、部分的に残された遺跡はその建築の謎を残しています。 

 

○2  イラクリオン Heraklion 

８２４年にアラブの難民によって設立されたイラクリオンは、およそ１５０年後にビザンチン帝国に征服されま
した。今日まで見られる素晴らしい記念碑や噴水、広場、城壁などはベネチア時代のものです。 
 

○3  ケラ・カルディオティサ 修道院 Kera Kardiotissa Monastery 

クレタ島で最も重要なビザンチン教会で、内部には１４世紀から１５世紀の素晴らしく鮮やかなフレスコ画が
置かれています。また、聖母マリアのイコン（宗教画）が有名で、奇跡が起こると信じられています。 
 

○4  スピナロンガ島 Spinalonga Island 

エロウンダの海岸リゾートからほんのすこし離れたところに位置し、かつて１６世紀のベネチア要塞がありま
した。１９５７年までハンセン病患者が隔離されていた島でもあります。 
 

○5  ラシッティ高原 Plateau of Lassithi 

標高２７００フィートのこの台地にはオレンジの木やブドウ畑、絵になるような村々があつまる肥沃な盆地が
あります。しかし、その中でも最も知られているのは、点在する風車です。 
 

○6  エラウンダElounda 

かつてはハンセン病患者がスピナロンガ島に行く途中に足を休めた場所でしたが、今日は贅沢なホテルや
多くのタベルナ、美しいビーチ、そしてミラベル湾に広がる息をのむような眺めを誇る高級な海岸リゾートで
す。 

 

○7  アロリソス文化村Arolithos Cultural Village 

アロリソスは昔からある村に見えますが、実はクレタの村を再現したものです。1988 年に作られ、工芸工房、
家が二軒、ホテル、レストラン、タベルナ、カフェと小さな礼拝堂があります。 
 

○8  トラプサノ村 Thrapsano Village 

トラプサノ村は陶芸で有名です。古代からの芸術は 4000 年の歴史があり、サラプサーノの陶工はミノアの末
裔だと言われています。 
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クレタ（イラクリオン），ギリシャ Crete(Heraklion), Greece 
 
 

  
クレタ 終日観光 
Best of Crete 
ツアー番号：HER-100 
ツアー料金：＄119～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

○2  

○4  

○6  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

クノッソス遺跡では約 1時間 30 分徒歩での観光となり、起伏ある箇所や階段などが含まれます。 
踵の低い履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
交通状態により訪問順序が変わる場合があります。 

 
  
人気 
クノッソス観光 
Knossos 
ツアー番号：HER-200 
ツアー料金：＄49～ （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  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

クノッソス遺跡では約 1時間 30 分徒歩での観光となり、起伏ある箇所や階段などが含まれます。 
踵の低い履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
交通状態により訪問順序が変わる場合があります。 

 
  
ラッシティ高原とケラ修道院 
Plateau of Lassithi & Kera Monastery 
ツアー番号：HER-210 
ツアー料金：＄49～ （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 

○3  

 

○5  

○6  

低 
 

 

 
＜注意事項＞  

ケラ修道院に入る際数段の階段があります。修道院内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されて
います。修道院へは控えめな服装でご参加下さい。男女共膝が隠れ、女性は肩が出ない服装でご参加
下さい。 
交通状態により訪問順序が変わる場合があります。 

 
  
クノッソスとワイナリー訪問 
Knossos & Winery 
ツアー番号：HER-305 
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 

○1   中 
 

 

 
＜注意事項＞  

クノッソス遺跡では約 1時間 30 分徒歩での観光となり、起伏ある箇所や階段などが含まれます。 
踵の低い履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
交通状態により訪問順序が変わる場合があります。 
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クレタ（イラクリオン），ギリシャ Crete(Heraklion), Greece  
 
 

  
クレタの村訪問と民族舞踊ショー 
Crete Villages & Folkloric Show 
ツアー番号：HER-290 
ツアー料金：＄69～ （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 

○7  

○8  

 低 
 

 

 
＜注意事項＞  

アロリソス村は徒歩での散策で、階段が含まれます。平らなゴム底の靴の着用をお勧めします。 
交通状態により訪問順序が変わる場合があります。 

 
 

  
イラクリオンでの自由行動 
Heraklion On Your Own 
ツアー番号：HER-185 
ツアー料金：＄29～ （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 

○2  

 

 中 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーはイラクリオンを自由に散策をしたい方にお勧めです。入場料や食事、ガイド料は含まれ
ていません。イラクリオンの中心にあるエレフテリア広場までエスコートがエスコートし、帰りの集
合時間を案内します。エスコートが質問にお答えします。 
入場料はユーロでお支払い下さい。商店又は飲食店ではユーロ現金又はクレジットカードでお支払い
ください。船上で両替又は現地の両替店にて両替いただけます。 
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イスタンブール、 トルコ 

Istanbul, Turkey 
昔はコンスタンティノープル、更にその前はビザンティウムと呼ばたイスタンブールはアジアとヨーロッパ両大陸
にまたがる歴史的な大都市です。この都市の特徴は、いにしえの街並みや建造物がそのまま脈々と命を保っ
て残っていることです。アヤソフィア大聖堂、トプカプ宮殿などの文化史蹟が有名ですが、グランドバザールも古
い歴史を持ち、金銀細工、手工芸品、カーペット、ガラス製品などが世界中の観光客の目をひきつけています。 
 
＜見どころ＞ 

○1  アヤソフィア Hagia Sofia 

ビザンチン建築の大きな特徴である円型ドームがあり、大理石や支柱はエフェソス遺跡のものが使用されま
した。 
 

○2  トプカプ宮殿 Topkapi Palace 

かつて４００年近くオスマン帝国のスルタン（王）の居城として使われたこの宮殿には、有名なトプカプダイヤ
モンドを始め、金や翡翠、中国磁器などの宝石類が展示されています。 
 

○3  ブルーモスク Blue Mosque 

この１７世紀に建てられたモスクはそのドームとミナレットで知られています。内部を飾る２万枚以上のイズニ
ック・タイルは青を主体とした非常に美しいもので、さまざまな模様が組み合わされています。 
 

○4  グランドバザール＆絨毯織りの実演 Grand Bazaar & Carpet Demonstration 

世界最大規模の屋内マーケットとされるグランドバザールは、４０００の店やカフェ、レストランが立並び、曲
がりくねった通りが６５もあり、まるで迷路のような場所です。グランドバザールを訪れる前に、絨毯織りの実
演にてその過程をご覧頂きます。 
 

○5  ボスポラスクルーズ Bosphorus Cruise 

ヨーロッパ大陸とアジア大陸を隔てるボスポラス海峡は世界で最も美しい眺めの一つとされています。モータ
ーボートにてオスマントルコ時代の宮殿や城を眺めながら息を呑むようなクルーズをお楽しみください。 
 

○6  地下貯水池 Underground Cistern 

ユスティニアヌス I 世の時代に造られたこの貯水地は「地下宮殿」としても知られています。天井は、336 のコ
リント式の柱で支えられています。 
 

○7  トプカプ宮殿 ハーレム Topkapi Palace Harem 

トプカプ宮殿のハーレムは公共の中庭や他の建物から見ることができないように、慎重に区画されていまし
た。スレイマンの時代に建設が始まり、メフメット II 時代まで続きました。ハーレムはいくつかの建物と精巧に
装飾された部屋からなり非常に複雑な間取りとなっています。 

 

○8  ヒッポドローム Hippodrome 

この広場にはかつてローマのコロッセオに並ぶ競馬場がありました。ここにはデルフィからの蛇の柱とエジプ
トのカルナック神殿からのオベリスクが建っています。 
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イスタンブール，トルコ Istanbul, Turkey 
 
 

  
世界遺産   
アヤソフィア、ブルーモスク、トプカピ宮殿とハーレム 
St. Sophia, Blue Mosque, Topkapi & Harem 
ツアー番号：IST-010 
ツアー料金：＄139～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○7  

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
モスク内部では商業用写真とフラッシュ撮影は禁止されています。 
トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産   
アヤソフィアとブルーモスク 
St. Sophia & Blue Mosque 
ツアー番号：IST-020 
ツアー料金：＄69～ （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 

○1  

○3  

○8  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
モスク内部では商業用写真とフラッシュ撮影は禁止されています。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産   
トプカピ宮殿とハーレム 
Topkapi Palace & Harem 
ツアー番号：IST-025 
ツアー料金：＄59～ （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 

○2  

○7  

○1  

○3  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 
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イスタンブール，トルコ Istanbul, Turkey 
 

  
世界遺産   
アヤソフィア、トプカピ宮殿、ブルーモスクと地下貯水池 
St. Sophia, Topkapi Palace, Blue Mosque & Cistern 
ツアー番号：IST-105 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○4  

○6  

○8  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 
アヤソフィア聖堂は月曜日、トプカプ宮殿は火曜日が休館日で、一般の入場はできません。プリンセ
スでは休日にもツアー参加者が入館できるよう特別に手配をしています。 

モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
モスク内部では商業用写真とフラッシュ撮影は禁止されています。 
トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産   
アヤソフィア、トプカピ宮殿、ブルーモスクと 
ボスポラス海峡クルーズ 
St. Sophia, Topkapi, Blue Mosque & Bosphorus Cruise 
ツアー番号：IST-110 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○4  

○5  

○8  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 
アヤソフィア聖堂は月曜日、トプカプ宮殿は火曜日が休館日で、一般の入場はできません。プリンセ
スでは休日にもツアー参加者が入館できるよう特別に手配をしています。 

ボート内ではアルコール飲料も販売しています。 
モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
モスク内部では商業用写真とフラッシュ撮影は禁止されています。 
トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 
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イスタンブール，トルコ Istanbul, Turkey 
 

  
世界遺産 こだわり 
アヤソフィア、トプカピ宮殿、ブルーモスクと 
聖イレーネ教会 
St. Sophia, Topkapi, Blue Mosque & St. Irene Church 
ツアー番号：IST-150 
ツアー料金：＄179～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○4  

○7  

○8  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 
アヤソフィア聖堂は月曜日、トプカプ宮殿は火曜日が休館日で、一般の入場はできません。プリンセ
スでは休日にもツアー参加者が入館できるよう特別に手配をしています。 

聖イレーネ教会は一般の入場が出来ませんが、ツアー参加者が入館できるよう特別許可を得ていま
す。 
モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
モスク内部では商業用写真とフラッシュ撮影は禁止されています。 
トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産  
朝食クルーズ、ブルーモスクとグランドバザール 
Breakfast Cruise, Blue Mosque & Grand Bazaar 
ツアー番号：IST-240 
ツアー料金：＄69～ （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 

○3  

○4  

○5  

○1  

○8  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 
モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
モスク内部では商業用写真とフラッシュ撮影は禁止されています。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーはロイヤル・プリンセスのみ催行します。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 
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イスタンブール，トルコ Istanbul, Turkey 
 

  
世界遺産  
イスタンブール市内ドライブ 
City Drive 
ツアー番号：IST-290 
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 

○1  

○4  

○3  

○8  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
アヤソフィア聖堂は月曜日が休館日で、一般の入場はできません。プリンセスでは休日にもツアー参
加者が入館できるよう特別に手配をしています。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産  
ヒポドローム、地下貯水池とアヤソフィア 
Hippodrome, Cistern & St. Sophia 
ツアー番号：IST-220 
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 

○1  

○4  

○6  

○8  

○3  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

商業用写真とフラッシュ撮影は禁止されています。 
日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 

アヤソフィア聖堂は月曜日が休館日で、一般の入場はできません。プリンセスでは休日にもツアー参
加者が入館できるよう特別に手配をしています。 
このツアーはロイヤル・プリンセスのみ催行します。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産  
イスタンブール市内ドライブ（車椅子常用者） 
City Drive(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー番号：IST-291 
ツアー料金：＄59～ （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  

○4  

○3  

○8  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
このツアーは IST-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。車椅子に付き添われるお客様はツアーIST-290 にお申
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ます。 
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。 
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ます。車椅子は２台、付き添いは 4名まで
乗車できます。 

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 

市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
アヤソフィア聖堂は月曜日が休館日で、一般の入場はできません。プリンセスでは休日にもツアー参
加者が入館できるよう特別に手配をしています。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 
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イスタンブール，トルコ Istanbul, Turkey 
 
 

  
リピーター向け  
スレイマンモスクとイスラム美術博物館 
Suleymaniye Mosque & Islamic Arts Museum 
ツアー番号：IST-060 
ツアー料金：＄39～ （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 

 

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
モスク内部では商業用写真とフラッシュ撮影は禁止されています。 
トルコ・イスラム美術博物館の展示品の一部は貸出し等で展示が見られない場合があります。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。 
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 
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カタコロン（オリンピア）ギリシャ 
Katakolon, Greece 
 
イオニア海を望む小さな漁村はのんびりした雰囲気だけでなく、オリンピックの精神への玄関口として 
有名です。カタコロンの先には世界的に名高い古代オリンピアの遺跡があります。千年以上も前にここで古 
代ギリシャ人が４年に１度に集まり、ゼウス神に古代の競技大会を捧げていました。 
 
 
＜見どころ＞ 
 

 ○1  オリンピアの考古学遺跡  Olympia Archaeological Site 

オリンピア遺跡はアルフィオス川によって形成された谷間に位置しています。ヘラの神殿、金と象牙で作られ
た巨大なゼウス像が置かれていたゼウスの神殿、大理石のスターティングブロックがそのままの場所に残さ
れている競技場などがあります。 

 

○2  オリンピアの考古学博物館 Olympia Archaeological Museum 

ギリシャで最も重要な博物館の一つで、勝利の女神ニケの像などオリンピア遺跡内で発掘された数々の素
晴らしい彫刻や陶磁器が展示されています。 

 

○3  ドメイン・メルクーリ・ワイナリー Domain Mercouri Winery 

この家族経営のワイナリーはカタコロンで最も古くからあるワイナリーの一つで、イオニア海に接したブドウ畑
を持っています。ワイン貯蔵庫、オリーブオイル圧搾機や農機具類を展示した小さな博物館をご覧ください。 
 

○4  コーロータ・ビーチ Kourouta Beach 

イオニア海の沿岸に16キロメートルの砂浜が広がり、海岸沿いにはタベルナが並び、コーロータ・ビーチはこ
の地域で最も有名なビーチの一つです。 
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カタコロン（オリンピア）、ギリシャ Katakolon(Olympia), Greece 
 
 

  
世界遺産 
オリンピアの見所 
Best of Olympia 
ツアー番号：KA1-100 
ツアー料金：＄129～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア遺跡出口より約 1キロ手前に停車します。このツアーで
は砂利のでこぼこした道を多く歩きます。駐車位置により博物館に向う為に 25 段の階段のある橋を
渡る場合があります。履きなれた靴を着用ください。歩行に難のある方はご考慮ください。 
古代オリンピックゲーム博物館は土曜日と日曜日が閉館なので、代わりにメリクーリワイナリーを訪
れ、グラスワインの試飲や散策する時間があります。 

博物館内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。帽子をご持参下さい。 

 
  
人気 世界遺産 
オリンピアと考古学博物館 
Olympia & Archaeological Museum 
ツアー番号：KA1-200 
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 

○1  

○2  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア遺跡出口より約 1キロ手前に停車します。このツアーで
は砂利のでこぼこした道を多く歩きます。駐車位置により博物館に向う為に 25 段の階段のある橋を
渡る場合があります。履きなれたウォーキングシューズを着用ください。歩行に難のある方はご考慮
ください。 
博物館内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています 

このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
  
世界遺産 
オリンピア 
Olympia 
ツアー番号：KA1-205 
ツアー料金：＄75～ （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  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア遺跡出口より約 1キロ手前に停車します。このツアーで
は砂利のでこぼこした道を多く歩きます。駐車位置により博物館に向う為に 25 段の階段のある橋を
渡る場合があります。履きなれたウォーキングシューズを着用ください。歩行に難のある方はご考慮
ください。 
帽子をお持ち下さい。 
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カタコロン（オリンピア）、ギリシャ Katakolon(Olympia), Greece 
 

  
世界遺産 
考古学博物館と民族舞踊 
Archaeological Museum & Folkloric Show 
ツアー番号：KA1-210 
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 

○2  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア博物館出口より約 1キロ手前に停車します。比較的平ら
な道を歩きます。 
舞踊ショー会場へは７段ほどの段差があります。歩行に難のある方はご考慮ください。 

駐車位置により博物館に向う為に 25 段の階段のある橋を渡る場合があります。 

履きなれた靴を着用ください。 

博物館内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  
オリンピック発祥の地、オリンピア 

Olympia Olympics 
ツアー番号：KA1-600 
ツアー料金：＄69～ （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  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア遺跡出口より約 1キロ手前に停車します。比較的平らな
道を歩きます。 
このツアーでは砂利のでこぼこした道を多く歩きます。履きなれた靴を着用ください。歩行に難があ
る方はご考慮ください。 

訪問順序が変わる場合があります。 

帽子をお持ち下さい。 

 
 

 
 
ギリシャの伝統的ワイナリー訪問 

Domain Mercouri Winery & Wine Tasting 
ツアー番号：KA1-305 
ツアー料金：＄69～ （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 

○3  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーでは平らではない所を歩くことが含まれ、ワインセラーでは細い階段を上ります。 
歩行に難がある方はご考慮ください。 
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クサダシ（エフェソス）、トルコ 

Kusadasi(Ephesus), Turkey 
 
美しい海岸と、周辺に名高い遺跡をもつエーゲ海有数のリゾート地。古代都市エフェソスの玄関口としても知ら
れています。古城のある海上の島には橋を歩いて渡ることができます。通りには洒落たレストランや土産物屋
が並び、東西に２ｷﾛほど延びるビーチ周辺には高級ホテルやペンションが建っています。 
 
＜見どころ＞ 
 

○1  エフェソス Ephesus 

マグネシア門から緩やかな大理石の通りを下り、ローマ時代の強大な地方都市だったエフェソスの中心地へ。
途中、音楽堂のオデオン、セルシウス図書館、ハドリアヌスの神殿、トラヤヌスの泉、２万 5 千人が収容可能
な野外大劇場などをご覧ください。また、エフェソスは聖パウロが説教した場所でもあります。 

○2  聖母マリアの家 House of the Virgin Mary 

聖母マリアが余生を送ったとされ、バチカンが聖地として認めている聖母マリアの家。聖母マリアに捧げられ
た小さな聖堂はその家の跡が発見されたときに建てられたものです。 

 

○3  聖ヨハネ聖堂 Basilica of St. John 

ユスティニアヌス帝によって１２人の使徒の１人であるヨハネの墓の上に建てられました。荒廃したこの聖堂
もかつてはアヤソフィアとその大きさを競いました。美しい柱と色鮮やかなモザイクが今でも残されています。 

 

○4  エフェソス博物館 Ephesus Museum 

セルチュクのこの小さな博物館ではエフェソスの遺跡から出土したヘレニズムやローマ時代の彫像やレリー
フなど驚くべき数のコレクションをご覧頂けます。 

 

○5  テラスハウスTerrace Houses 

ハドリアヌスの神殿の向かいに新しく発掘された区画で、家々にはフレスコ画やモザイクが綺麗に残されて
います。 
 

○6  シリンジェ村 Sirince 

伝統的な丘の中腹にある村です。露店や土産屋をぶらぶらしたり、ビザンチンの教会を訪れたり、または地
元のワインの試飲をしたり、足を休めてトルココーヒーを飲んでみるのも良いでしょう。 

 

○7  絨毯織りの実演とショッピング Carpet Weaving and Shopping 

絨毯織りはトルコの家内産業であり、ここでは絨毯の製造過程をご覧頂けます。 
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クサダシ、トルコ(エフェソスへ) Kusadasi, Turkey(for Ephesus) 
 
 

  
エフェソスの見所 
Best of Ephesus 
ツアー番号：KU1-100 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約 7 時間  

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○4  

○7  

 

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーはクサダシに終日入港する場合のみ催行します。 
エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。聖ヨハネ聖堂、聖母マリアの家へも坂道や石段
があります。 
エフェソスから聖母マリアの家まで約 20分の曲がりくねった山道をドライブします。 
訪問順序は変わる場合があります。 

このツアーは車椅子での参加はできません。 

このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
こだわり 
エフェソスでの昼食、聖ヨハネ聖堂と聖母マリアの社 
Lunch in Ephesus, St. John's, Virgin Mary Shrine 
ツアー番号：KU1-150 
ツアー料金：＄109～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○4  

○7  

 

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーはクサダシに終日入港するルビー・プリンセスとドーン・プリンセスのみ催行します。 
エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。聖ヨハネ聖堂へも坂道や石段があります。 

訪問順序は変わる場合があります。 

このツアーは車椅子での参加はできません。 

このツアーはイヤホンガイドが使われます。 
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クサダシ、トルコ(エフェソスへ) Kusadasi, Turkey(for Ephesus) 
 

  
人気 
エフェソス、聖ヨハネ聖堂と聖母マリアの社 
Ephesus, St. John's & Virgin Mary Shrine 
ツアー番号：KU1-200 
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  

○3  

○7  

 

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。聖ヨハネ聖堂、聖母マリアの社へも坂道や石段
があります。 
エフェソスから聖母マリアの社まで約 20分の曲がりくねった山道をドライブします。 

ツアー終わりに街に残るか、バザールにあるカーペット屋でカーペット実演を見学するか選択ができ
ますが、船へやご自身で徒歩にてお戻りください(徒歩で 10分から 15分) 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
エフェソスと聖母マリアの社 
Ephesus & Virgin Mary Shrine 
ツアー番号：KU1-205  

ツアー料金：＄69～ （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  

○7  

○3  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。エフェソスから聖母マリアの社まで約 20 分の
曲がりくねった道をドライブします。聖母マリアの社へも坂道や石段があります。 
ツアー終わりに街に残るか、バザールにあるカーペット屋でカーペット実演を見学するか選択ができ
ますが、船へやご自身で徒歩にてお戻りください(徒歩で 10分から 15分) 

このツアーは車椅子での参加はできません。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
エフェソスと聖母マリアの社と特別ミサ 
Biblical Ephesus, Virgin Mary Shrine & Private Mass 
ツアー番号：KU1-210  

ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○7  

○3  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーはクサダシに半日午前と終日入港するルビー・プリンセス、ロイヤル・プリンセスと 
ドーン・プリンセスのみ催行します。 
エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。エフェソスから聖母マリアの社まで約 20 分の
曲がりくねった道をドライブします。聖母マリアの社へも坂道や石段があります。 
このツアーは車椅子での参加はできません。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 
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クサダシ、トルコ(エフェソスへ) Kusadasi, Turkey(for Ephesus) 
 

  
エフェソス 
Ephesus 
ツアー番号：KU1-215  

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  

○7  

○3  

 

中 

 

 

 

エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。 
ツアー終わりに街に残るか、バザールにあるカーペット屋でカーペット実演を見学するか選択ができ
ますが、船へやご自身で徒歩にてお戻りください(徒歩で 10分から 15分) 
このツアーは車椅子での参加はできません。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
こだわり 
エフェソスとテラスハウス 
Ephesus & The Terrace Houses 
ツアー番号：KU1-250  

ツアー料金：＄99 （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 

○1  

○5  

○7  

○3  

 

高 

 

 

 

エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。 
ツアー終わりに街に残るか、バザールにあるカーペット屋でカーペット実演を見学するか選択ができ
ますが、船へやご自身で徒歩にてお戻りください(徒歩で 10分から 15分) 
このツアーは車椅子での参加はできません。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
 

  
リピーター向き 
エフェソスとシリンジェ村と家庭訪問 
Ephesus, Sirince Village & Home Visit 
ツアー番号：KU1-155  

ツアー料金：＄119 （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  

○6  

○7  

○3  

 

中 

 

 

 

このツアーはクサダシに終日入港するルビー・プリンセスとドーン・プリンセスのみ催行します。 
シリンジェ村は起伏があり、木製階段の上り下りが含まれます。伝統的家屋のダイニングルームは 
２階にあります。このツアーは車椅子での参加はできません。 
家に入る際、靴を脱ぎますので、靴下を持参又は事前に着用してください。 
歩行に難がある又は車椅子を使用する方の参加はお勧めしません。 

 
  
エフェソスのパノラマと博物館 
Panoramic Ephesus and Museum 
ツアー番号：KU1-290  

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 

○4  

○7  

○1  

○3  

 

低 

 

 

 

ルビー･プリンセス R319(2013 年 5 月 16 日乗船)、パシフィック･プリンセス K305(2013 年 5 月 26 日
乗船)はエフェソス博物館が修復工事の為に入れない為、代わりに聖母マリアの社を訪問します。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  
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クサダシ、トルコ(エフェソスへ) Kusadasi, Turkey(for Ephesus) 
 

  
エフェソスのパノラマと博物館(車椅子常用者) 
Panoramic Ephesus and Museum(Wheelchair Confined 
Passengers) 
ツアー番号：KU1-291  

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 

○4  

○7  

○1  

○3  

 

低 

 

 

 

このツアーは KU1-290 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。車椅子に付き添われるお客様はツアーKU1-290 にお申
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ます。 
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。 
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ます。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  
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リボルノ（フィレンツェ/ピサ）、 イタリア 
Livorno (Florence/Pisa), Italy 
 
リボルノはフィレンツェとトスカーナへの海からの玄関口です。ルネッサンスが花開いたフィレンツェにはドゥオモ、
ミケランジェロ広場、ベッキオ橋などの見どころがあります。メディチ家が擁護したフィレンツェは、古代アテネと
並ぶ文化の宝庫です。ダンテ、ダ･ヴィンチ、ミケランジェロ、ガリレオらの美の巨人たちが、新しい精神を築きま
した。フィレンツェの政治的な好敵手で、商業海運で栄えたピサはベニスやジェノバに匹敵する海運国家でし
た。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ドゥオモと洗礼堂 Duomo and Baptistery 

ブルネレスキ設計の革新的なゴシック様式の丸屋根は、正式な名前を「花の聖母教会」という大聖堂を優雅
なものにしています。洗礼堂にはミケランジェロがその美しさから「天国の扉」と呼んだブロンズ扉がありま
す。 

 

○2  アカデミア美術館 Accademia (Academy of Arts) 

ミケランジェロのダビデ像が展示されています。 
 

○3  奇跡の広場 ＆ ピサの斜塔 Field of Miracles & Leaning Tower of Pisa 

ピサの「奇跡の広場」は、ドゥオモ、洗礼堂、墓所、そして斜塔（鐘楼）が集まる中心広場です。中でも有名な
斜塔は、完成まで１７７年の歳月がかかり、建設が始まった１１７３年より傾いています。 
 

○4  ベッキオ橋 ＆ シニョーリア広場 Ponte Vecchio & Piazza Della Signoria 

フィレンツェでもっとも有名なベッキオ橋は、現代的な店の代わりにまるで中世の鍛冶屋が立ち並んでいるよ
うに見えます。シニョーリア広場では、ダビデ像のレプリカやチェッリーニによる彫刻を見ることができます。 

  

○5  ウフィツィ美術館 Uffizi Museum and Gallery 

建築と芸術の両面から重要視されるウフィツィ美術館は、西洋で最も古く、有名は美術館のひとつです。 
そのルネッサンス傑作のコレクションに唯一対抗できるのは、ルーブル美術館のみとも言われます。 

 

○6  サンタ・クローチェ教会 Church of Santa Croce 

見事な１４世紀の教会には、ミケランジェロやマキアヴェリ、ガリレオなどイタリアの偉人が多く眠っています。 
 

○7  トスカーナ村 Tuscany Villages 

トスカーナ地方はブドウ畑やオリーブの林が続く丘陵地帯で、ルッカやサン・ジミニャーノのような中世の趣を
残す町も多く点在し、素晴らしいお写真を撮る機会があります。 

 

○8  キャンティ地方 Chianti Region 

キャンティのグレーベはキャンティ地方の知る人ぞ知る中心地です。この町は主要な交易中心地として 
13、14 世紀に重要な地位を占めました。 
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フィレンツェ/ピサ（リボルノ），イタリア Florence/Pisa(Livorno), Italy 
 
 

  
人気 世界遺産 
フィレンツェ、ピサとダビデ像 
Florence, Pisa & Statue of David 
ツアー番号：LI1-100 
ツアー料金：＄199～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○4  

○6  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

月曜日、5月1日及び祝日はアカデミア美術館が休館のため、代わってサンタ･クローチェ教会を訪れ
ます。祭壇に隣接するチャペルにはジョットー作の聖フランチェスコと聖ヨハネのフレスコ画が描か
れています。サンタ・クローチェ教会にはドナテッロの「受胎告知像」があります。サンタ・クロー
チェ教会内には肩や膝が隠れる服装が望まれます。教会内部の写真撮影は禁止されています。 
リボルノとフィレンツェは片道 1時間 30分のドライブです。 

フィレンツェ中心へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。多くの名所は外部からの
見学となります。 
市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産 
フィレンツェ、ダビデ像とウフィツィ美術館 
Florence, Statue of David & Uffizi Museum 
ツアー番号：LI1-105 
ツアー料金：＄199～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○5  

○4  

○6  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

月曜日及び祝日はアカデミア美術館とウフィツィ美術館が休館日のため、催行いたしません。 
リボルノとフィレンツェは片道 1 時間 30 分のドライブです。途中フィレンツェ皮工場にてトイレ休
憩が入ります。ここには良質なイタリア皮製品があります。 
フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。多くの名所は外部か
らの見学となります。繁忙期は博物館やその他観光箇所の混雑又は遅延が予想されます。市内訪問箇
所では修復工事が行われている場合があります。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産 こだわり 
フィレンツェ、ピサ、ダビデ像とウフィツィ美術館 
Florence, Pisa, Statue of David & Uffizi Museum 
ツアー番号：LI1-155 
ツアー料金：＄349～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○5  

○4  

○6  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

月曜日及び祝日はアカデミア美術館とウフィツィ美術館が休館日のため、催行いたしません。 
このツアーは乗船後の変更、返金はできませんのでご注意ください。 
リボルノとフィレンツェは片道 1時間 30分のドライブです。 
フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。多くの名所は外部か
らの見学となります。繁忙期は博物館やその他観光箇所の混雑又は遅延が予想されます。かなりの距
離を歩きますので、歩行に難のある方や車椅子利用の方にはお勧めしません。 
市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 



40 

フィレンツェ/ピサ（リボルノ），イタリア Florence/Pisa(Livorno), Italy 
 

  
世界遺産 リピーター向け 
チンクエ・テッレ 
Cinque Terre 
ツアー番号：LI1-160 
ツアー料金：＄139～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

  高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

海の状態が悪く、モーターボートに乗船できない場合はバスと列車を利用します。その際はバスでモ
ナローラへ行き、そこから列車でヴェルナッツァとモンテロッソへ向かいます。 
マナローラでは急な坂道があり、他の村々には階段があります。 
飲食などのご利用にユーロをご用意ください。 

 
  
世界遺産  
フィレンツェ半日観光と自由行動 
Florence & Time On Your Own 
ツアー番号：LI1-180 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○4  

○6  高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ロイヤル・プリンセスとパシフィック・プリンセスでは催行しません。 
リボルノとフィレンツェは片道 1時間 30分のドライブです。 
フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。多くの名所は外部か
らの見学となります。市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

サンタ・クローチェ教会内には肩や膝が隠れる服装が望まれます。教会内部の写真撮影は禁止されて
います。教会でミサが行われている場合、団体客の内部への立ち入りはできませんが、個人で内部を
静かに見学ください。 
飲食などのご利用にユーロをご用意ください。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産  
ピサの斜塔 
Leaning Tower of Pisa 
ツアー番号：LI1-200 
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 

○3  

 

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

洗礼堂とカンポ･サント(墓所)の見学をご希望の方はユーロをご用意のうえ、各自で入場券をお買い
求めください。最近になって再開されたピサの斜塔への入場は含まれていません。 
ドゥオモ内での写真撮影は禁止されています。 
市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

ドゥオモ内でミサが行われている場合、団体客の内部への立ち入りはできませんが、個人で内部を静
かに見学ください。 
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フィレンツェ/ピサ（リボルノ），イタリア Florence/Pisa(Livorno), Italy 
 

  
リピーター向け  
中世の街 ルッカ 
Lucca 
ツアー番号：LI1-205 
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 

○7  

 

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ドゥオモ内でのカメラとビデオ撮影は禁止されています。 
ドゥオモ内でミサが行われている場合、団体客の内部への立ち入りはできませんが、個人で内部を静
かに見学ください。 
日曜日は多くのお店が閉店です。 

 
  
世界遺産  
トロリーで行くピサの斜塔 
Leaning Tower of Pisa by Trolley 
ツアー番号：LI1-290 
ツアー料金：＄89～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

 

 低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

 
 

  
世界遺産  
トスカーナのワインセラーと馬車 
Tuscany Wine Cellar & Carriage Ride 
ツアー番号：LI1-300 
ツアー料金：＄99～ （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  低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

リボルノとワイナリー間は片道３０分ほどのドライブです。 

 
  
世界遺産   
フィレンツェ、キャンティワインの里 
Florence, The Chianti Region & Wine Tasting 
ツアー番号：LI1-305 
ツアー料金：＄199～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○8  

 

○4  高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

リボルノとフィレンツェ間は１時間30分ほどのドライブですが、交通状態によります。キャンティ地
方のグレーベからリボルノへの帰路は１時間45分ほどのドライブです。 
ルビー・プリンセス R224、R227、グランド・プリンセス A224、クラウン・プリンセス 3236 は催行
しません。 
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フィレンツェ/ピサ（リボルノ），イタリア Florence/Pisa(Livorno), Italy 
 

  
世界遺産   
ピサ、サン・ジミニャーノとワイン試飲 
Pisa, San Gimignano & Wine Tasting 
ツアー番号：LI1-310 
ツアー料金：＄119～ （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 健脚度 その他 

○3  

○7  

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

リボルノとサン・ジミニャーノ間は片道１時間15分のドライブです。 

 
 

  
世界遺産  
フィレンツェでの自由行動 
Florence On Your Own 
ツアー番号：LI1-185 
ツアー料金：＄85～ （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 健脚度 その他 

 

 

○6  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
リボルノとフィレンツェは片道 1時間 30分のドライブです。 
フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。。 
繁忙期は博物館やその他観光箇所の混雑又は遅延が予想されます。 

 
  
世界遺産  
フィレンツェとピサでの自由行動 
Florence & Pisa On Your Own 
ツアー番号：LI1-190 
ツアー料金：＄89～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○3  

○6  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
リボルノとフィレンツェは片道 1時間 30分のドライブです。 
フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。。 
繁忙期は博物館やその他観光箇所の混雑又は遅延が予想されます。 

 
  
世界遺産   
フィレンツェでの自由行動（車椅子常用者） 
Florence On Your Own(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー番号：LI1-186 
ツアー料金：＄85～ （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 健脚度 その他 

 

 

○6  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
このツアーは LI1-185 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。車椅子に付き添われるお客様はツアーLI1-185 にお申
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ます。 
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。 
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ます。 

リボルノとフィレンツェは片道 1時間 30分のドライブです。 
フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。。 
繁忙期は博物館やその他観光箇所の混雑又は遅延が予想されます。 
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モンテカルロ、 モナコ 
Monte Carlo, Monaco 
モンテカルロは富豪や有名人の遊び場、港には素敵なヨットが優雅に停泊し、ブティックにはヨーロッパで最も
信頼される国々からの最新のファッションや宝石類が並んでいます。カフェやキャバレー、エレガントなカジノで
夜の街は賑わいます。モンテカルロはモナコ公国のモダンな地域であり、現代のザナドゥ（桃源郷）は古いモナ
コの港と華やかな船着場の上の岩肌の岬にあります。モンテカルロは１８６６年にパリのオペラ座で名を馳せた
ガルニエのデザインでカジノが開設されて以来急に活気付きました。今日、モンテカルロは世界中で最も活気
に満ちた魅力的な寄港地の一つです。  
 
＜見どころ＞ 
 

  ○1  セントニコラス大聖堂 Saint Nicholas Cathedral 

１３世紀の教会跡に建てられ、グレース王妃がここに眠っています。モナコの旧市街に位置し、1875 年に奉
献されました。 

 

○2  王宮 Royal Palace 

モナコは世界で２番目に小さい国で、王宮は最も重要な建物です。華やかな王宮への扉を開いたグリマルデ
ィー家の出身地でもあります。 

 

○3  モナコ旧市街 Old Monaco 

曲がりくねった小道やアーチ型の通路が１４世紀に遡る趣のある地区を作り上げています。細い小道を歩い
ているとまるで過去にタイムスリップしたようですが、その中に現代の生活も満ち溢れています。 
 

○4  モンテカルロ・カジノ Monte Carlo Casino 

贅沢なモンテカルロ・カジノは、モナコで最も有名です。映画ジェームズ・ボンドシリーズの特にカジノ・ロワイ
ヤルで知られ、また迫力あるモナコグランプリのコースにも入っています。 
 

○5  ニース旧市街 Old Town Nice 

フレンチ・リビエラの首都ニースは文化人の天国です。また現代美術館があり、かつては芸術家アンリー・マ
ティスも住んでいました。 

 

○6  カンヌCannes 

コート・ダジュールの最も有名なこのリゾート地は映画祭で国際的に知られています。 
 

○7  サン・ポール・ド・ヴァンス St. Paul de Vence  

保存状態の良い１６世紀～１７世紀の建物は、ほとんどが芸術たちの作業場やアートショップ、洗練されたブ
ティックとして使われています。 
 

○8  エズ村 Eze 

この中世の村はかつてウォルト・ディズニーのお気に入りの場所でした。岩肌が露出している様子は現在世
界中からの観光客を魅了し、その多くが有名なフラゴナール香水工場を訪れます。 
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モンテカルロ，モナコ Monte Carlo, Monaco 
 

  
旧市街、王宮と大聖堂 
Old Monaco, Royal Palace & St. Nicholas Cathedral 
ツアー番号：XMM-100 
ツアー料金：＄69～ （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  

○2  

○3  

 中 
 

 

 
＜注意事項＞  

王宮は 11 月から 3 月まで一般公開はされません。代わりに外部より説明し、可能ならば買物の時間
を設けます。 
王宮内の写真撮影は禁止されています。大聖堂に入る際、服装に気をつけてください。ビーチウェア
では入れません。 

旧市街との往復には貸切路線バスを使用される為、バスの中を立って移動となります。路線バス内の
椅子の数は限られており、ほとんどのお客様は立っての移動となります。 
王宮見学では階段を 2階上ることが含まれます。 

 
  
旧市街、大聖堂とモンテカルロ 
Old Monaco, St. Nicholas Cathedral & Monte Carlo 
ツアー番号：XMM-200 
ツアー料金：＄49～ （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  

○3  

○2  

○4  

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

グラン・カジノは毎日午後 2時より営業する為、外部の訪問となります。ツアー終了後各自カジノに
入れますが、パスポートが必要です。入場料は 10ユーロです。18歳以下のお子様は入れません。 
短から中距離を徒歩で廻ります。大聖堂に入る際数段の階段があります。 

旧市街との往復には貸切路線バスを使用される為、バスの中を立って移動となります。路線バス内の
椅子の数は限られており、ほとんどのお客様は立っての移動となります。移動は港から旧市街、旧市
街からカジノ、カジノから港の区間が含まれます。 

 
  
ニース 
Nice 
ツアー番号：XMM-205 
ツアー料金：＄79～ （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 

○5   中 
 

 

 
＜注意事項＞  

モナコからニースまで片道約 1時間のドライブです。 
11月中旬から 4月までツーリストトラムは運休です。代わりにニース旧市街の徒歩観光となります。 
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モンテカルロ，モナコ Monte Carlo, Monaco 
 

  
フレンチ・リビエラのドライブ 
French Riviera Drive 
ツアー番号：XMM-290 
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 

 ○8  低 
 

 

 
  
フレンチ・リビエラのドライブ（車椅子常用者） 
French Riviera Drive(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー番号：XMM-291 
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 

 ○8  低 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは XMM-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。車椅子に付き添われるお客様はツアーXMM-290 にお申
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ます。 
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。 
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ます。 

 
 

  
リピーター向き 
エズ 
Eze 
ツアー番号：XMM-210 
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＞  

急な坂道と階段が多く含まれます。 

 



46 

ミコノス, ギリシャ 

Mykonos, Greece 
 
キクラデス諸島の中心に位置するエーゲ海の「宝石」と呼ばれるミコノス島。典型的なギリシャの島の雰囲気を
持つミコノスタウンは半月の形をした湾に面し、青色の扉と花で飾られたバルコニーの白塗りの家が印象的で
す。迷路のような曲がりくねった小道、保存状態の良い伝統的な風車、赤い屋根の小さな教会など町にはさま
ざまな文化と習慣が溶け合っています。ほかにも美しい港、白砂のビーチ、近くには歴史的なデロス島などが
あります。 
 

＜見どころ＞ 

 

 ○1  デロス島Delos Archeological Site 

アルテミスとアポロの誕生の地であるデロス島は、小さいながらもギリシャで考古学的に重要な遺跡の一つ
とされています。大理石の廃墟の中にかつて寺院や神聖な場所がありました。 

 

○2  ミコノスタウン Town of Mykonos (Hora) 

聖ヨハネを祭るビザンチン修道院の下に、可愛らしい白く塗られた家と青いドームの教会が立ち並んでいま
す。幅の狭い道には風が通り、お店やタベルナがあちらこちらにあります。 

 

○3  リトルベニス＆風車小屋 Little Venice & Windmills 

何百万もの観光客が写真に収めるリトルベニスの家々は海にせり出して建てられ、エーゲ海の広い眺めが
楽しめます。丘の上には島の有名な風車が並んでいます。 
 

○4  パラポルティアニ教会 Paraportiani Church 

とても有名な教会で、その名前の由来でもある城壁外にあります。パラポルティアニはキクラデス建築のい
い見本です。 

○5  ミコノスビーチ Mykonos' Beaches 

ギリシャの島々で休暇を象徴するミコノスのビーチは、その透き通った海、黄金の輝く長い砂浜、素晴らしい
眺め、数あるウォータースポーツで知られています。 

 

○6  パナギア・ツリアニ修道院 Panagia Tourliani Monastery 

１５４２年に建てられたこの教会はその独特な建築様式と漆喰で塗られた外観が有名です。内部には手彫り
の祭壇が置かれています。小さな博物館には聖なるイコンやオリジナルの修道院の鐘もあります。 

 

○7  エーゲ海洋博物館 Aegean Maritime Museum 

19 世紀に建てられた伝統的ミコノスの建物内にあり、船の模型や羅針盤などの古い航海道具や地図などが
展示され、エーゲ海を航海した船の歴史や伝説を見ていただけます。 



47 

ミコノス、ギリシャ Mykonos, Greece 
 

 
  
世界遺産 
デロスとミコノス 
Best of Delos & Mykonos 
ツアー番号：JMK-100 
ツアー料金：＄189～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○5  

○6  

○3  

○4  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

デロス考古学博物館は月曜日が休館です。 
起伏があり階段を含む狭い小石道を約 1.2キロメートル歩きます。歩行に難がある方はご考慮くださ
い。 
徒歩によるミコノス観光が無理と感じた場合、ミコノス徒歩観光が始まる前にバスにて船に戻る事も
可能です。 
ツアーはミコノス徒歩観光の終了後に解散となります。解散後すぐ船に戻るか、町に残り自由散策後、
シャトルバスを使用して船に戻ることができます。 
パナギア･ツリアニ修道院を訪れますので、膝と肩を覆った控えめな服装でご参加ください。修道院
内の写真とビデオ撮影は禁止されています。 

 
  
世界遺産 
デロス アポロ誕生の地 
Delos: Birthplace of Apollo 
ツアー番号：JMK-200 
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 

○1   高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

デロス考古学博物館は月曜日が休館です。 
ミコノスからデロス島へや現地ボードを使用します。 

デロスでは徒歩による観光で、ほぼ平ら場所を約 2時間歩きます。そこの平らな歩きやすい靴を着用
し、お水と帽子をご持参下さい。体力に自信がない方はご考慮ください。 

 
  
人気 
ミコノスと島内ドライブ 
Mykonos Town & Island Drive 
ツアー番号：JMK-205 
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  

○5  

○6  

○3  

○4  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

起伏があり階段を含む狭い小石道を約 1.2キロメートル歩きます。歩行に難がある方はご考慮くださ
い。 
徒歩によるミコノス観光が無理と感じた場合、ミコノス徒歩観光が始まる前にバスにて船に戻る事も
可能です。 
ツアーはミコノス徒歩観光の終了後に解散となります。解散後すぐ船に戻るか、町に残り自由散策後、
シャトルバスを使用して船に戻ることができます。 

パナギア･ツリアニ修道院を訪れますので、膝と肩を覆った控えめな服装でご参加ください。修道院
内の写真とビデオ撮影は禁止されています。 
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ミコノス、ギリシャ Mykonos, Greece 
 

  
ミコノスとエーゲ海洋博物館 
Mykonos Town & Aegean Maritime Museum 
ツアー番号：JMK-380 
ツアー料金：＄79～ （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  

○3  

○7  

○4  高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは徒歩による観光で長時間歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしません。 
丈夫な歩きやすい靴を着用し、帽子やサングラス等持参し、日焼け対策をお忘れなく。 
ギリシャは 6 月から 8 月は真夏の為、猛暑が予想されます。7月と 8 月のミコノスの道はとても混雑
します。歩行に難がある方はご考慮ください。 
このツアーの参加人数は極めて限られます。 

 
 

  
ミコノスビーチでの休暇 
Mykonos Beach Getaway 
ツアー番号：JMK-590 
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 

○5   高 
 

 
＜注意事項＞  

ギリシャの夏は猛暑が予想されます。水着を着用し、タオル、帽子、サングラス、日焼け止めをお持
ちください。 
追加料金でビーチ･チェアーとパラソル、ウォータースポーツがご利用になれます。 

このツアーは６月から９月まで催行します。 
ビーチまでは約20分程度のお時間を要します 
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ナポリ（カプリ＆ポンペイ）イタリア 

Naples(Capri & Pompeii), Italy 
 
イタリア第三の都市ナポリはカンパーニャ地方の中心地として活気にあふれた街。スパゲッティ、ピザ、ケーキ
類などナポリの名前を冠した食べ物も多く、本家の味を楽しむことができます。また、有名なポンペイ遺跡、カプ
リ島やアマルフィ海岸への観光の玄関口です。ナポリ湾に面した道を走ると、オレンジ、レモン、オリーブ、ブド
ウ畑などの風景が広がり、眼下に広がる紺青の海は言葉では言い表せない程の美しさです。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ポンペイPompeii 

紀元７９年、ベスビオ火山が噴火しポンペイの町を完全に埋め尽くしました。今では世界遺産に登録され、 
かつて繁栄した町をみることができます。 

 

○2  ソレント Sorrento 

絵のように美しいこの町は、ナポリ湾を見渡す断崖絶壁あり、素晴らしい眺めと美味しいシーフードが楽しめ
ます。また、酸味の強いレモンリキュール、リモンチェッロでも知られています。 

 

○3  カプリ島 Capri 

ソレント半島沖にある豪華な島はローマ時代より裕福で有名な人々の玄関口です。カプリは東側にあるカプ
リと西側にあるアナカプリに分かれています。 
 

○4  アマルフィ海岸 Amalfi Coast 

アマルフィ海岸と同じ名前を持つアマルフィの町は、香り高いレモンの果樹園が点在し、海に向い切り立つ断
崖が続き美しい景色が楽しめます。 

 

○5  ポジターノ Positano 

パステルカラーの家々が、崖からボートが浮かぶ海岸まで続きます。洗練された旅行者のためのエレガント
なブティックと海辺のカフェが自慢です。 
 

○6  ヘルクラネウム遺跡 Herculaneum 

1709 年に発見されたヘルクラネム遺跡も７９年のベスビオ火山噴火の際に埋もれました。発掘後、保存状態
の良いローマの別荘が現れました 

 

○7  ベスビオ火山 Mt. Vesuvius 

ベスビオ火山はポンペイとヘルクラネウムの町を破壊しました。休火山の今は国立公園となり多くの散歩コ
ースがあり、山頂は観光客に開放されています。 

 

○8  ポジリポの丘 Posillipo Hill 

ナポリ市街とナポリ湾を一望できる絶景ポイントです。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii), Italy 
 

  
人気 世界遺産 

ポンペイ、ソレントとカプリ 
Pompeii, Sorrento & Capri 
ツアー番号：NAP-100 
ツアー料金：＄239～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間  
  

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは 12月には催行しません。 
カプリは人気のある観光地のため、ケーブルカーやボート乗り場での待ち時間や混雑と遅れが予想さ
れます。 
ジェットボートを利用しますので乗り物酔いにご配慮ください。 

ポンペイからソレントは片道 1時間ほどのドライブです。 

交通事情などにより逆コースとなる場合があります。ソレントで埠頭へのミニバスの短い移動では座
れない場合があります。 
このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

   
世界遺産 

ポンペイとアマルフィ海岸のドライブ 
Pompeii & Amalfi Coastal Drive 
ツアー番号：NAP-105 
ツアー料金：＄179～ （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 健脚度 その他 

○1  

○4  

○5  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

特定の祝日はアマルフィ海岸へのバス乗り入れ規制がある為、ルビー・プリンセス 1326（2013年 8
月 15日乗船）のナポリ寄港時には催行しません。 
 
11 月から 5月までポンペイの遺跡が早く閉まる為、訪問順序が変わり、ソレント湾でのお写真ストッ
プが省かれます 
 

現地条例と規則により、アマルフィにてバスを駐車出来ない場合、アマルフィ海岸にあるミノリ、マ
イオリ又はヴィエトリ・スル・マーレに代わりに止まることもあります。 
10 月下旬から 12 月まで、アマルフィのほとんどのレストランが休業の為、昼食はソレントかポンペ
イでお取りいただきます。 
ナポリからアマルフィへは約 2時間のドライブです。ポンペイからナポリへは 30分程度です。 
アマルフィ海岸の道路は狭く、曲がりくねっています。乗り物酔いにご配慮ください。 

 
  
世界遺産 

ポンペイとアマルフィ海岸のクルーズ 
Pompeii & Amalfi Coastal Cruise 
ツアー番号：NAP-110 
ツアー料金：＄179～ （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 健脚度 その他 

○1  

 

○4  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは 12月には催行しません。 

このツアーはクラウン・プリンセス、シー・プリンセスとドーン・プリンセスでは催行しません。 

悪天候で高波の場合、ボートでの観光は取消され、代わりにソレントへの訪問となります。 
ナポリからサレルノへは約 45分、ポンペイからナポリへ約 30分のドライブです。 
サレルノからポンペイは約 45分のドライブです。  
乗り物酔いにご配慮ください。 
このツアーにはイヤホンガイドを使用します。 

 



51 

ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii), Italy 
 

  
ソレントとアマルフィ海岸 
Sorrento & Amalfi Coast 
ツアー番号：NAP-115 
ツアー料金：＄139～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○4  

○5  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

特定の祝日はアマルフィ海岸へのバス乗り入れ規制ある為、ルビー・プリンセス 1326（2013 年 8
月 15日乗船）のナポリ寄港時には催行しません。 
現地条例と規則により、アマルフィにてバスを駐車出来ない場合、アマルフィ海岸にあるミノリ、マ
イオリ又はヴィエトリ・スル・マーレに代わりに止まることもあります。 
10 月下旬から 12 月まで、アマルフィのほとんどのレストランが休業の為、昼食はソレントかポンペ
イでお取りいただきます。 
ナポリからソレントへ約 1時間 30分、ソレントからアマルフィへ約 1時間 30分、アマルフィから 
ナポリまで約 2時間 30分のドライブです。 
アマルフィ海岸の道路は狭く、曲がりくねっています。乗り物酔いにご配慮ください。 

 
  
ソレントとアマルフィ海岸のクルーズ 
Sorrento & Amalfi Coastal Cruise 
ツアー番号：NAP-120 
ツアー料金：＄159～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

○4  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは 12月には催行しません。 

このツアーはクラウン・プリンセス、シー・プリンセスとドーン・プリンセスでは催行しません。 

ナポリからサレルノへは約 45分、サレルノからソレントへは約 1時間 30分、ソレントからナポリへ
約 1時間 30分のドライブです。  
交通規制によりソレントではバス駐車場から街の中心への間、僅かな距離ですが徒歩で移動します。 

 
  
カプリ 
Capri 
ツアー番号：NAP-125 
ツアー料金：＄179～ （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 健脚度 その他 

○3   

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

11 月はこのツアーの所要時間は 8時間となります。12月にはこのツアーは催行しません。 
カプリは人気のある観光地のため、ケーブルカーやボート乗り場、ミニバスでの待ち時間や混雑と遅
れが予想されます。 
カプリへはジェットボートで 50 分程かかりますので、乗り物酔いにご配慮ください。 

このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii), Italy 
 

  
世界遺産 こだわり 

ポンペイ、ポジターノとアマルフィ 
Pompeii, Positano & Amalfi Coast 
ツアー番号：NAP-150 
ツアー料金：＄349～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○4  

○5  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはクラウン・プリンセスでは催行しません。 
10 月下旬から 12 月までは閑散期の為、ポジターノの殆どの商店はお休みです。 

アマルフィ海岸の道路は狭く、曲がりくねっています。乗り物酔いにご配慮ください。 

交通規制によりソレントではバス駐車場から街の中心への間、僅かな距離ですが徒歩で移動します。 

 
  
世界遺産  

ポンペイとソレントでの自由行動 
Pompeii & Time On Your Own In Sorrento 
ツアー番号：NAP-180 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはクラウン・プリンセスでは催行しません。 
11 月と 12 月はポンペイの遺跡が早く閉まる為、ソレントへは午後に訪れますが、お店のほとんどが
お休みです。 
ナポリからソレントは約 1時間 30分、ソレントからポンペイは約 1時間のドライブです。 

交通規制によりソレントではバス駐車場から街の中心への間、僅かな距離ですが徒歩で移動します。 

 
  
世界遺産  

ナポリ市内ドライブ 
City Drive 
ツアー番号：NAP-290 
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 

○8  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

交通規制などにより、予告なしにツアーの行程が変更になる場合があります。 

 
  
世界遺産  

子供の為のポンペイ遺跡  
Pompeii for kids 
ツアー番号：NAP-600 
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  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii), Italy 
 

  
世界遺産  

ナポリ市内ドライブ(車椅子常用者) 
City Drive 
ツアー番号：NAP-291 
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 

○8  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは NAP-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。車椅子に付き添われるお客様はツアーNAP-290 にお申
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ます。 
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。 
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ます。 

交通規制などにより、予告なしにツアーの行程が変更になる場合があります。 

 
  
世界遺産  

ポンペイ遺跡 
Pompeii  
ツアー番号：NAP-200 
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  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
世界遺産 リピーター向き 

ヘルクラネウム遺跡 
Herculaneum  
ツアー番号：NAP-210 
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 

○6  

 

 

 

高 

 

 

 

 
  
世界遺産  

ポンペイ、ソレントとチーズ試食 
Pompeii, Sorrento & Cheese Tasting 
ツアー番号：NAP-310 
ツアー料金：＄129～ （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 健脚度 その他 

○1  

○2  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

11 月と 12 月はポンペイの遺跡が早く閉まる為、ソレントへは午後に訪れますが、お店のほとんどが
お休みです。 
このツアーには昼食が含まれません。ソレントでの自由時間に軽食を取るのに必要なユーロをご持参
下さい。 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii), Italy 
 
 

  
世界遺産 リピーター向け 

ベスビオ山ハイキングとポンペイ 
Mount Vesuvius Hike & Pompeii 
ツアー番号：NAP-410 
ツアー料金：＄129～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○7  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

気象状況によりベスビオ山が閉山となった場合、ハイキングの代わりにナポリのドライブとなりま
す。 
このツアーにはでこぼこした地形をかなり歩きます。硬化した溶岩と岩場を歩く際、ガスや熱が裂け
目から発散されています。心臓疾患の病歴や高血圧のお客様の参加はお勧めしません。 

底の低い歩きやすい靴を着用し、帽子と日焼け止めをお忘れなくお持ち下さい。 

このツアーには昼食が含まれません。ポンペイ遺跡外にて軽食を取るのに必要なユーロをご持参下さ
い。 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
 



55 

ピレウス（アテネ） ギリシャ 

Piraeus (Athens), Greece 
 
アテネの外港ピレウスは、サロニコス湾の一番奥にあり、立地条件がすぐれているため、古代から港として発
展してきました。現在はギリシャの島々を結ぶフェリーや国際定期航路、エーゲ海クルーズの起点として賑わっ
ています。又、人気歌手が出演するナイトクラブやタベルナなどが軒を並べ、演劇や文化的なイベントも盛んで
す。 
 

＜見どころ＞ 

○1  アクロポリスAcropolis 

ギリシャ古代遺跡のハイライトといえば、アテネのアクロポリス。８０段の階段を上ると、パルテノン神殿とエレ
クティオンの素晴らしい記念碑に目を奪われます。 
 

○2  プラカ地区 The Plaka 

アクロポリスの麓にあり、ブティックやカフェ、タベルナが集まるアテネでもっとも古い地区になります。徒歩で
しかまわれないその狭い道を歩きながら、ショッピングをお楽しみください。 
 

○3  オリンピア ゼウス神殿 Temple of Olympian Zeus 

古代ギリシャ最大規模の神殿であり、今なお１５本のコリント式の柱が残っています。オリンポスの最高神で
あるゼウスに敬意を示すようにアテネの中心に位置しています。 
 

○4  オリンピックスタジアム Old Olympic Stadium 

紀元前４世紀の競技場跡に建てらたこのスタジアムは、１８９６年に第１回近代オリンピックが開かれ、2004
年のオリンピックでも会場となりました。 
 

○5  アテネ博物館巡り Athens Museums 

世界的なコレクションがアテネ市内の博物館に展示されています。ビザンチン＆クリスチャン博物館、キクラ
デス美術博物館、国立考古学博物館、ベナキ博物館、アクロポリス博物館などあります。 
 

○6  スニオン岬のポセイドン神殿 Temple of Poseidon at Cape Sounion 

紀元前５世紀に建てられ、スニオン岬の劇的な海岸線を見渡す崖の上にあるポセイドン神殿は、海の神に
捧げられており、古代から今日まで船乗りたちの目印となっています。 
 

○7  古代アゴラ Ancient Agora 

アゴラとは“集まる場所”という意味があります。この広大な広場は、アテネ人の生活と古代ギリシャの民主
政治の中心であったため、ここで買い物だけではなく、政治を論じたり裁判を行う場所でもありました。 
 

 

○8  古代コリント、コリント運河、コリント博物館 Ancient Corinth, Corinth Canal Corinth Museum 

コリントにはローマの店や泉、大きなアポロ神殿を含む公共の建造物よりも広大な広場があります。コリント
運河は１９世紀の土木技術の驚異とも言われています。 
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アテネ（ピレウス）、ギリシャ Athens(Pireaus), Greece 
 
 

  
人気 世界遺産 
アテネの見所 
Best of Athens 
ツアー番号：ATH-100 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分  

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1
 ○2

○5  

○3  

○4  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

アクロポリスでは時々修復工事が行われています。 
アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒
歩で約 10分です。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
セキュリティーの関係上、アクロポリスと考古学博物館には大きなバックとリュックサックは持ち込
めません。アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 

国立考古学博物館内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
  
世界遺産 
アクロポリス、プラカとポセイドン神殿 
Acropolis, Plaka & Temple of Poseidon 
ツアー番号：ATH-105 
ツアー料金：＄169～ （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 健脚度 その他 

○1
 ○2

○6  

○3  

○4  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ピレウスからスニオン岬まで片道約 1時間 30分のドライブです。 
セキュリティーの関係上、アクロポリスには大きなバックとリュックサックは持ち込めません。 

アクロポリスでは８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒歩で約 10 分で
す。ポセイドンの神殿へはバスを降りた地点から徒歩で約 500メートル、起伏のある滑り易い道を歩
きますので履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
修復工事が行われている場所もあります。アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 

このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
  
世界遺産 
アクロポリス、プラカと民族舞踊ショー 
Acropolis, Plaka & Folkloric Show 
ツアー番号：ATH-130 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1
 ○2

○3  

○4  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修復工事が行われている場所もあります。 
セキュリティーの関係上、アクロポリスには大きなバックとリュックサックは持ち込めません。アク
ロポリスでは行列や混雑が予想されます。 
アクロポリスでは８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒歩で約 10 分で
す。ポセイドンの神殿へはバスを降りた地点から徒歩で約 500メートル、起伏のある滑り易い道を歩
きますので履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  
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アテネ（ピレウス）、ギリシャ Athens(Pireaus), Greece 
 

  
世界遺産 
アクロポリス、アクロポリス博物館とプラカ 
Acropolis, Acropolis Museum & Plaka 
ツアー番号：ATH-150 
ツアー料金：＄199～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1
 ○2

○5  

○3  

○4  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

月曜日はアクロポリス博物館が休館の為、代わりに国立考古学博物館を訪れます。 
アクロポリスでは修復工事が行われている場合もあります。 

セキュリティーの関係上、アクロポリスとアクロポリス博物館には大きなバックとリュックサックは
持ち込めません。アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 
アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒
歩で約 10分です。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
アクロポリス博物館内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 

このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
  
世界遺産 
アクロポリス、古代コリントと運河 
Acropolis, Ancient Corinth & Canal 
ツアー番号：ATH-160 
ツアー料金：＄129～ （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 健脚度 その他 

○1  

○8  

○3  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ピレウスからコリントまで片道約 1時間 15分のドライブです。 
セキュリティーの関係上、アクロポリスには大きなバックとリュックサックは持ち込めません。 
コリント博物館内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。  
アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒
歩で約 10分です。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
修復工事が行われている場所もあります。アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 

このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
  
世界遺産 
アクロポリスとプラカでの自由行動 
Acropolis & Time On Your Own in the Plaka 
ツアー番号：ATH-180 
ツアー料金：＄85～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○4  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修復工事が行われている場所もあります。 
セキュリティーの関係上、アクロポリスには大きなバックとリュックサックは持ち込めません。 
アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 
アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒
歩で約 10分です。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
入場料などでユーロが必要です。買い物や飲食にはユーロまたはクレジットカードをご利用くださ
い。船上またはアテネ市内の両替所で両替できます。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  
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アテネ（ピレウス）、ギリシャ Athens(Pireaus), Greece 
 

  
世界遺産 
アクロポリスと市内ドライブ 
Acropolis & City Drive 
ツアー番号：ATH-200 
ツアー料金：＄69～ （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  

 

○3  

○4  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修復工事が行われている場所もあります。 
セキュリティーの関係上、アクロポリスには大きなバックとリュックサックは持ち込めません。 
アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 
アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に
難がある方はご考慮ください。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
  
世界遺産 
市内ドライブとオリンピックスタジアム 
City Drive & Old Olympic Stadium 
ツアー番号：ATH-290  

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 

○4  

 

○3  

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修復工事が行われている場所もあります。 

 
  
世界遺産 
市内ドライブとアクロポリス博物館 
City Drive & Acropolis Museum 
ツアー番号：ATH-295 
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 

○5  

 

○1  

○3  

○4  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは月曜日には催行しません。 
修復工事が行われている場所もあります。 

 
  
世界遺産 
アクロポリス、古代アゴラ、ゼウス神殿 
Acropolis, Ancient Agora & Temple of Olympian Zeus 
ツアー番号：ATH-380 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○3  

○7  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーの参加人数は極めて限られます。 
アクロポリスでは時々修復工事が行われています。アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 

アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に
難がある方はご考慮ください。セキュリティーの関係上、アクロポリスには大きなバックとリュック
サックは持ち込めません。 

このツアーではイヤホンガイドが使われます。  
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アテネ（ピレウス）、ギリシャ Athens(Pireaus), Greece 
 

  
世界遺産 
市内ドライブとオリンピックスタジアム（車椅子常用者） 
City Drive & Old Olympic Stadium(Wheelchair Confined 
Passengers) 
ツアー番号：ATH-291 
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 

○3  ○1  

○4  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは ATH-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。車椅子に付き添われるお客様はツアーATH-290 にお申
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ます。 
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。 
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ます。 

修復工事が行われている場所もあります。 

 
 

  
世界遺産 
アテネでの自由行動 
Athens on Your Own 
ツアー番号：ATH-185 
ツアー料金：＄39～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

入場料などでユーロが必要です。買い物や飲食にはユーロまたはクレジットカードをご利用くださ
い。船上またはアテネ市内の両替所で両替できます。 
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ロードス島, ギリシャ 

Rhodes, Greece 
 
トルコの沖、僅か１２マイルの海に浮かぶロードス島は古代にはアジアの内陸部と東地中海の各地を結ぶ 
交易で栄え、１４世紀には十字軍の重要な拠点として聖ヨハネ騎士団により壮大な城壁が築かれ、旧市街 
には中世の歴史を物語る建物や通りがそのままの姿で残っています。ロードスの街から５０キロのリンドスの丘
にはアテナ神殿の遺跡が見られます。 
 
＜見どころ＞ 

○1  ロードス旧市街Rhodes Old Town 

中世の城壁で囲まれたこの街は、かつて聖ヨハネ騎士団の本拠地でした。５００年以上前に騎士たちによっ
て使われてきた建物に現在６０００人ほどの人々が住んでいます。 

 

○2  騎士団長の宮殿 Palace of the Grand Masters 

１４世紀に聖ヨハネ騎士団によって建てられ、街と港を守ってきました。１８５６年に破壊されましたが１９３９
年に再建され、今日は博物館として使われています。 

 

○3  騎士団通り Street of Knights 

この中世の通りには聖ヨハネ騎士団の館が並んでいます。騎士たちは７つの国又は言語を代表し、館を構
え騎士団長の宮殿まで続いています。 
 

○4  リンドスのアクロポリス The Acropolis of Lindos 

リンドス村の上にある要塞で、ギリシャ人、ローマ人、ビザンチン人、聖ヨハネ騎士団、オスマントルコ人と順
番に使用されてきました。アテネ・リンディアを祭る神殿がありました。 
 

○5  パナギア教会 Church Panagia 

1300 年に建てられましたが、何度も改修されてきました。高い壁とかわいらしい庭園があるため、アクロポリ
スへ向かう途中の魅力的な立ち寄りポイントとなっています。 

 

○6  マンドラキ湾＆ロードスのコロッサス Mandraki Harbor & Colossus of Rhodes 

自由を象徴する高さ 33 メートルのギリシャ神ヘリオスのブロンズ像が 15 メートルの台座の上に立っていまし
た。地震により崩壊しましたが、紀元７世紀まで何百年も大きな塊が転がっていました。 

 

○7  フィレリモス山Mt. Philerimos 

山頂にギリシャ神殿と初期キリスト教のカタコンベ跡に建てられた聖母マリア教会があります。 
１５世紀に建てられた筒型丸天井の聖ゲオルギオス教会があります。 
 

○8  スミス山 Monte Smith 

１９世紀のイギリス総督にちなんで名付けられました。ロードスの古代アクロポリスとギリシャ神イリオスに称
えるアスレチックゲームが行われた古代競技場があります。 
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ロードス，ギリシャ Rhodes, Greece 
 

 
  
人気 世界遺産   
ロードス終日観光 
Best of Rhodes 
ツアー番号：RHO-100 
ツアー料金：＄129～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間  

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○4  

○5  

○6  高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ロードスタウンからリンドスまで片道約１時間のドライブです。 
リンドスのアクロポリスへは石畳の道を歩き、約２７０段の階段を上がりますので、歩行を考慮の上
ご参加ください。バスの駐車場からリンドスの村まではシャトルバスがご利用になれます。 
騎士団長の館ではフラッシュ撮影は禁止されています。 

 
  
世界遺産   
ロードス、騎士団長の館とフィレりモス山 
Rhodes, Grand Masters Palace & Mt. Philerimos 
ツアー番号：RHO-200 
ツアー料金：＄69～ （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 

○1  

○2  

○3  

○7  

○6  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

起伏のある道や石畳の道を歩きますので、履きなれた靴でご参加ください。歩行に難がある方にはお
勧めしません。 
騎士団長の館ではフラッシュ撮影は禁止されています。 

 
  
リピーター向け   
リンドスのアクロポリス 
Lindos Acropolis 
ツアー番号：RHO-205 
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 

○4  

○5  

○6  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

リンドスのアクロポリスへは石畳の道を歩き、約２７０段の階段を上がりますので、歩行を考慮の上
ご参加ください。バスの駐車場からリンドスの村まではシャトルバスがご利用になれます。 
修復工事が行われている場合もあります。 

ロードスタウンからリンドスまで片道約１時間のドライブです。 
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ロードス，ギリシャ Rhodes, Greece 
 

  
世界遺産   
トロリートレインで廻る旧市街と騎士団長の館 
Old Town, Master's Palace & Trolley Train Ride 
ツアー番号：RHO-280 
ツアー料金：＄59～ （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  

○2  

○3  

○8  

○6  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  
ロードス旧市街では徒歩での観光となり、狭い石畳の道を歩きますので、歩行を考慮の上、履きなれ
た靴でご参加ください。 
訪問順序が変わる場合があります。 

途中、車外の騒音で車内案内が聞きづらい場合があります。 

 
  
世界遺産   
ロードス島景観ドライブ 
Island Drive 
ツアー番号：RHO-290 
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 

○1  

 

 

○4  

○6  

○8  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  
ロードスタウンからリンドスまで片道約１時間のドライブです。 

 
 

  
世界遺産   
ロードスのビーチでの休暇 
Rhodes Beach Getaway 
ツアー番号：RHO-590 
ツアー料金：＄49～ （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 

 

 

○1  

○6  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  
ギリシャの夏は猛暑が予想されます。水着を着用し、タオル、帽子、サングラス、日焼け止めをお持
ちください。 
ビーチチェアーとパラソルが無料でご利用になれます。（1つのパラソルには2名まで利用のベッドが
ついています。）追加料金でウォータースポーツに参加できます。催行業者に現地通貨ユーロで直接
お支払いください。 
ツァンビカビーチは人気があるビーチなのでピークシーズンは混雑が予想されます。 
このツアーは６月から９月までの期間催行です。 
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サントリーニ、ギリシャ 

Santorini, Greece 
 
２重火山の島でクルーズ船はカルデラの陥没でできた丸い湾内で錨を降ろします。湾を取り巻く外輪山 
が赤紫色の絶壁でそそり立ち、その頂上に白いフィラの街の家並みが見えます。船を降りテンダーで上 
陸、絶壁のジグザグ坂を登ると神秘的な青さを湛える湾が見え、その向こうの中央火口丘の赤黒い溶岩流 
が太古のすさまじい噴火を物語る壮大な景観が広がります。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  イアOia 

サントリーニ島の最北端に位置するこのかわいらしい村は、絵になるような建築様式に石畳の小道、真っ白
な建物、そして居心地の良いカフェや土産屋、青いドームの教会で知られています。 

 

○2  フィラ Fira 

劇的な崖の上に位置する島の中心地フィラは、キクラデス様式とベネチアン様式が混ざり合う建物が美しく、 
街から眺める景色はすばらしいでしょう。ケーブルカーが港と街を結んでいます。 

 

○3  先史歴史博物館 Prehistoric Museum 

この博物館は、サントリーニのポンペイとして知られるアクロティリ遺跡を始めエーゲ海周辺で発見された素
晴らしいコレクションを展示しています。 
 

○4  パレア＆ネアカメニ島-サントーニ火山 Palaia & Nea Kameni - Santorini Volcano 

サントリーニ島のカルデラの中央に位置するこれらの無人島は３５００年前に火山が噴火したことにより形成
されました。黒溶岩や治癒力のある温泉など特徴づけています。 
 

○5  ワイナリーツアー Winery Tour 

この地域は世界的なワインとユニークな製造方法で有名です。世界でも最も古いブドウ園を訪れ、この島の
気候と火山性の豊かな土壌からどのようにしてフルボディーのワインが造られるのかご覧ください。 

 

○6  黒砂のビーチ（カマリ） Black Sand Beach (Kamari) 

サントリーニ島の南東にある海岸沿いの村は黒砂の大きなビーチで有名です。火山活動によって形成され
たこのビーチではさまざまなウォータースポーツが楽しめ、カフェやタベルナも多くあります。 

 

○7  サントリーニ クレーター Santorini Crater 

紀元前 1650 年頃に起きた火山の噴火により、島の中心が海に沈み、カルデラと呼ばれる海水で満たされた
巨大なクレーターが形成されました。伝説ではアトランティスの失われた都市であったとされています。 
 

○8  エリヤ山 The Mountain of Prophet Elijah 

標高約 600m の島の最高地点で、サントリーニ島のパノラマ景色をお楽しみ頂けます。 
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サントリーニ、ギリシャ Santorini, Greece 
 
 

  
人気  

サントリーニの見所 
Best of Santorini 
ツアー番号：JTR-100 
ツアー料金：＄129～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 30 分  

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○5  

○6  

○7  

○8  

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

フィラやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかとの低い履きなれた
靴でご参加ください。 
フィラの街からテンダー乗り場へはケーブルカーを利用します。ケーブルカー駅まで石畳の登り道を
長距離歩きます。かかとの低い靴でご参加下さい。体が不自由な方はご考慮ください。 

フィラとイアのいくつかの商店、タベルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。 

 
  
こだわり  

イア、フィラ、ワイナリーと先史歴史博物館 
Oia, Fira, Winery & Pre Historic Museum 
ツアー番号：JTR-150 
ツアー料金：＄199～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

○5  

○8  

○4  

○6  

○7  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

フィラやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかとの低い履きなれた
靴でご参加ください。 
フィラとイアのいくつかの商店、タベルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。 

先史歴史博物館は月曜日が休館なので、代わりにパナギア・エピスコピ教会を訪問します。 

 
  
イアとフィラ 
Oia & Fira 
ツアー番号：JTR-205 
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  

○5  

○7  

○8  

高 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

フィラやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかとの低い履きなれた
靴でご参加ください。 
フィラの街からテンダー乗り場へはケーブルカーを利用します。ケーブルカー駅まで石畳の登り道を
長距離歩きます。かかとの低い靴でご参加下さい。体が不自由な方はご考慮ください。 
フィラとイアのいくつかの商店、タベルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。 
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サントリーニ、ギリシャ Santorini, Greece 
 

  
サントリーニ島内観光 
Island Drive 
ツアー番号：JTR-290 
ツアー料金：＄79～ （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  

○6  

○8  

 ○4  

○7  

 

低 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

ツアーはテンダーボート乗り場のアティオニス港で終了しますが、フィラの街に残り、各自ケーブル
カーで港に下りることもできます。フィラの街からケーブルカー乗り場へは階段のある坂道を長い距
離歩きますので、歩行に難がある方はご考慮ください。 
フィラのいくつかの商店、タベルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。 

 
  
リピーター向き 

古代アクロティリとサントリーニ島 
Ancient Akrotiri & Santorini Island 
ツアー番号：JTR-200 
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 

○2  

 

 

 ○8  

 

 

中 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

フィラでの自由時間には狭い石畳の路地や石段の多い場所などを歩きます。かかとの低い履きなれた
靴でご参加ください。歩行に難がある方はご考慮ください。 
アクロティリ遺跡内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 
遺跡内は発掘作業が行われています。 
月曜日はアクロティリ遺跡が休みの為、催行しません。 
フィラのいくつかの商店、タベルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。 

 
 

  
リピーター向き 

火山島ネア・カメニへのクルーズとハイキング 
Cruise & Hike to Santorini Volcano 
ツアー番号：JTR-410 
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 

○4  

 

 

 ○7  

 

 

高 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

ツアーの催行は天候によります。ボートが船に横付けできない場合は、埠頭からの発着となります。 
火山の火口まで４０分ほど溶岩石の凸凹な道を登ります。 
ウォーキング･シューズかハイキング･シューズを履き、帽子、日焼け止め、水をお持ちください。  
火山ではほとんど日陰がありません。泳ぐ人は梯子を使用し水へ出入りを行います。硫黄水の為、水
着の色が変わる場合があります。水着を事前に着用しタオルをご持参下さい。 
活動中の火山では硫黄の匂いや熱気のある場所を通りますので、呼吸器官に不安のある方は考慮の上
ご参加ください。 
このツアーはパシフィック・プリンセスとオーシャン・プリンセスでは催行しません。 
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シチリア（パレルモ）、イタリア 

Sicily(Palermo), Italy 
 
パレルモは東と西、アラブ、ノルマンなどが混ざり合い、興味深い文化があり、地中海にある他都市と性格が異
なります。街中を散策するとパレルモの豊かな文化遺産が浮かんできます。クアットロ・カンティ広場はパレル
モの中心にあります。広場の近くには 17 世紀に建てられたピアッツァ・デル・ノルマンニーと噴水があります。9
世紀にアラビア人により建設が始まり、島を征服したノルマン人により完成されました。 
宮殿内の石で出来たアーチや控壁はパラティーナ礼拝堂とくっきりとしたコントラストがあります。タイルやモザ
イクが施されたその内部からパレルモ文化がイスラムとビザンチンの影響をうけたことが分かります。 
市内には見所が多く、ヨーロッパでも大きなオペラハウスでネオクラシック様式のマッシモ劇場、何千ものミイラ
が静かに眠るカタコンベがあるカプチン会修道院などがあります。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  エリーチェ Erice 

この古い村はエーガディ諸島を見降ろし、迷宮のような通りやノルマン城、14 世紀に建てられた教会や古代
遺物が展示された博物館があります。 

 

○2  セジェスタ遺跡 Ruins of Segesta 

アクロポリスを思い出させるギリシャ遺跡で、保存状態のよい 36 本の柱があるドーリア式神殿と円形劇場が
あり、パステル色のシシリアの地形に溶け込みます。 

 

○3  パレルモ大聖堂 Cathedral of Palermo 

さまざまな建築様式が混ざり合う素晴らしい教会には複雑なファサード、王家の墓、宝物館と礼拝堂があり
ます。 

○4  モンレアーレのドゥオモ Duomo di Monreale 

12 世紀に建てられた教会は綿密に装飾が施され、複雑なモザイクが壁や天井、床を覆い、ロマネスクのブロ
ンズ製ドアやとても保存状態のよいビザンチン回廊があります。 

 

○5  カプチン会カタコンベ Capuchin Catacombs 

気が弱い人には薦めませんが、このぞっとする観光名所はかつてとても人気がありました。今日では男性、
女性、子供合わせて８０００体ほどのミイラが安置されています。 

 

○6  ノルマン王宮 Palazzo dei Normanni 

シチリアの議会が置かれているこの建物は、かつてシチリア王の宮殿でした。モザイク施された礼拝堂、イス
ラム絵画の膨大なコレクション、何世紀も使用された王族の居室があります。 

 

○7  マッシモ劇場 Teatro Massimo 

１８９７年に完成したこのネオクラシック様式のオペラハウスは、観客席が１３５０席とイタリアで最大規模です。
また、映画ゴットファーザーⅢの最後のシーンの舞台となりました。 

 

○8  ランティカ マセリア L'Antica Masseria 

緑の丘陵地帯に囲まれたのどかなシチリアの田園地帯にある、このエレガントなホテルには家族礼拝堂や
石畳の小道、美食レストランがあります。結婚式が挙げられることもあります。 
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シチリア（パレルモ），イタリア Sicily(Palermo), Italy 
 
 

  
エリーチェとセジェスタ遺跡 
Erice & The Ruins of Segesta 
ツアー番号：PMO-100 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○2  

 高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

上り坂や起伏のある場所が含まれるため、体力がある方がご参加下さい 
訪問順序が変わる場合があります。 

セジェスタ遺跡は階段や起伏があります。エリーチェは全て徒歩での観光となります。 

 
  
パレルモ大聖堂とモンレアーレのドゥオモ 
Cathedral of Palermo & Duomo di Monreale 
ツアー番号：PMO-205 
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 

○3  

○4  

 高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

徒歩での観光と階段などが含まれる為、体力がある方がご参加下さい。 
訪問順序が変わる場合があります。教会とドゥオモへは肩と膝が隠れる控えめな服装が必要です。 
モンレアーレでは駐車場から街中心へ移動する際、90段の階段があります。 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
カプチン派修道会のカタコンベとミステリー 
Capuchin Catacombs & Mysteries 
ツアー番号：PMO-210  

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 

○5  

 

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

徒歩での観光と階段などが含まれる為、体力がある方がご参加下さい。 
長時間起伏のある石畳を歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしません。 

買物の為、ユーロ現金又はクレジットカードをご持参下さい。 
教会へは肩と膝が隠れる控えめな服装が必要です。履きなれた靴と天候にあった服装でご参加下さ
い。 
訪問順序が変わる場合があります。 

 
  
市内ドライブ観光 
City Drive 
ツアー番号：PMO-290 
ツアー料金：＄39～ （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 

 

 

○6  

○7  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

モンデッロでは駐車場から広場まで約 90メートル歩きます。 
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シチリア（パレルモ），イタリア Sicily(Palermo), Italy 
 

  
徒歩によるチェファル観光 
Walking Tour of Cefalu 
ツアー番号：PMO-380 
ツアー料金：＄49～ （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 

 

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

駐車場から中心へ徒歩で約 300メートルです。ドゥオモへや肩と膝が隠れる控えめな服装でご参加下
さい。 

 
 

  
アンティカ・メッセリアでのお料理教室 
Cooking Demonstration at L'Antica Masseria 
ツアー番号：PMO-315 
ツアー料金：＄199～ （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 

○8  

 

○7  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

催行人数は極めて限られています。お早めにご予約ください。 
履きなれた靴と天候にあった服装でご参加下さい。 

料理の特別注文（ベジタリアン、グルテンフリー食などの）は事前にお知らせ下さい。 
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トゥーロン（プロヴァンス）、フランス 
Toulon 
 
トゥーロンは、シャルル 8 世が近くに海軍造船所を設け、1494 年以来フランス海軍の要塞です。 
フランス海軍原子空母船「シャルル・ドゴール」の母港です。トゥーロンはヴァール県の県庁所在地で、プロヴァ
ンスとコート・ダジュールへの素晴らしい玄関口です。北と西の丘の上には中世の村々が点在し、すばらしいワ
イン畑があるアヴィニョンの街があります。東にはコート・ダジュールが広がり、伝説のリゾート地サントロぺが
あります。空に海に南フランスのエッセンスがたっぷり詰まっています。 
 
トゥーロンの山の手はパリと良く似ており、1840 年代、ヴァール県はオスマン男爵がエレガントな通りや建築に
光を与えました。オスマン男爵はトゥーロンでまずここを再開発に着手しました。 
 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  エクス・アン・プロヴァンス Aix-en-Provence 

エレガントなミラボー通り、伝説的なブラッセリーレ・ドゥ・ギャルソン、プロヴァンスでの優れたショッピングや
市場があります。 

 

○2  ボルム・レ・ミモザ Bormes-les-Mimosa 

花があふれる狭い道で有名な 12 世紀の村はラバンドゥ湾を眺める素晴らしい山の上にあります。 
 

○3  バンドル Bandol 

素晴らしいフランスワイン原産地呼称のひとつで、バンドルは真っ赤な赤、ミネラルを含んだ白とロゼワイン
を産出します。 

○4  カシス Cassis 

地中海ではカラングと呼ばれるフィヨルド近くに位置するカシス、その歴史はギリシャとローマ時代まで遡り、
白い石灰岩の岸壁と活気がある漁業で知られています。 

 

○5  イエール Hyères 

フレンチ・リビエラでも最も古いリゾート地でローマ時代からリゾート地として知られていました。海辺のイエー
ルの街はコバルトブルーの海と白い砂、庭園や豪華な別荘や歴史的見所があります。 

 

○6  サナリー・シュル・メール Sanary-sur-Mer 

かわいらしい 16 世紀に海岸として開け、通年賑わいのある街です。年間 60 日の雨量ということで、フランス
でも太陽があふれる街と呼ばれています。 

 

○7  ル・カステレット Le Castellet 

崖の上にある小さな村には見所がたくさんあります。15 世紀の城壁にはハムレットがまだ生きているようで
す。 
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トゥーロン（プロヴァンス），フランス Toulon(for Provence), France 
 
 

  
人気 
エクス・アン・プロヴァンス 
Aix: The Heart of Provence 
ツアー番号：TLN-105 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

 

 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしません。 
飲食にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

 
 
ボルム・レ・ミモザ 
Bormes-Les-Mimosas 
ツアー番号：TLN-215 
ツアー料金：＄89～ （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 

 ○2  高 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方や車椅子の方にはお勧めしませ
ん。 
飲食にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

 
 
イエール 
Hyeres 
ツアー番号：TLN-225 
ツアー料金：＄59～ （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 

○5   高 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方や車椅子の方にはお勧めしませ
ん。 
飲食の為にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

 
 
景観ドライブ、サナリー・シュル・メールとバンドル 
Scenic Drive, Sanary-sur-Mer & Bandol 
ツアー番号：TLN-295 
ツアー料金：＄49～ （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 

○3  

○6  

 低 
 

 

 
＜注意事項＞  

飲食の為にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

 
 
カステレット、バンドルとワイン試飲 
Castellet, Bandol & Wine Tasting 
ツアー番号：TLN-305 
ツアー料金：＄99～ （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 

○3  

○7  

 高 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方や車椅子の方にはお勧めしませ
ん。 
飲食の為にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 
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トゥーロン（プロヴァンス），フランス Toulon(for Provence), France 
 

 
マルセイユとエクス・アン・プロヴァンス 
Marseille & Aix-en-Provence 
ツアー番号：TLN-225 
ツアー料金：＄79～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1   中 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。ノートルダム寺院へは 167段の階段を上ります。歩
行に難がある方や車椅子の方にはお勧めしません。 
飲食の為にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

 
 
サントロぺとポール・グリモー 
St. Tropez & Port Grimaud 
ツアー番号：TLN-120 
ツアー料金：＄149～ （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 健脚度 その他 

  低 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしません。 
飲食の為にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

訪問順序が変わる場合があります。 
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ラ・グレット（チュニス）、チュニジア 

 La Goulette(Tunis), Tunisia 
 
ラ・グレットはカルタゴ遺跡とチュニスの町への玄関口です。神話によると、カルタゴはツロの国王の娘ディドに
よって建設されたとされています。トロイの勇士アイネイアスとの悲劇のロマンスはヴェルギウスの叙事詩「アエ
ネイス」の重要な部分を占めています。神話とは別に、紀元前 5 世紀までカルタゴは北アフリカの商業と文化の
中心地でした。拡大する共和制ローマとの間に三度ポエニ戦争が起こりました。第 2 次ポエニ戦争では、カルタ
ゴの有名なハンニバル将軍によりローマ軍に打撃を与えましたが、第 3 次ポエニ戦争ではカルタゴは崩壊の道
をたどりました。ラ・グレットからカルタゴへは容易に散策する事ができます。その他チュニジアには見所が多く、
チュニスに行くなら、スーク（市場）が並ぶ狭く曲がりくねった路地が密集する旧市街メディナを訪ねましょう。 
アフリカ大陸の北に位置する国々のように、チュニスはローマ、バンダル、ビザンチン、アラブ、トルコ、スペイン、
フランスなどに侵略を受けました。 
 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  カルタゴ Carthage 

チュニス郊外のこの伝説の町はローマ遺跡の故郷であり、セント・ルイス大聖堂、北アフリカのアメリカ人墓
地と記念碑があります。 

 

○2  メディナ/スーク Medina/Souks 

チュニスのメディナ（旧市街）にはスークと呼ばれるカラフルなお店が並ぶ迷路があり、世界遺産に登録され
ています。 

 

○3  バルドー博物館 Bardo Museum 

もともとハーレムの置かれた１３世紀の宮殿であったこの博物館は、ローマやカルタゴの遺品やフレスコ画、
ローマモザイクの素晴らしいコレクションが展示されています。 

○4  シディブサイド Sidi Bou Said 

絵になるような青と白の村はチュニス湾を見渡す高い崖の上に位置しています。石畳の小道を進み頂上ま
で上がると、チュニスの有名なビーチの息をのむような眺めをご覧頂けます。 

 

○5  ガマルト Gammarth 

カルタゴ遺跡に近いチャーミングな海辺の村で、ターコイズブルー海が広がるのカルタゴ湾にある素朴な海
岸があります。 

 

○6  北アフリカのアメリカ人墓地と記念碑 North-African American Cemetery and Memorial 

第２次世界大戦の北アフリカキャンプにて亡くなった兵士達を追悼して、２７エーカーの墓地には 2841 名が
眠っています。 

 

○7  文化体験 Cultural Experience 
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ラ・グレット（チュニス），チュニジア La Goulette(Tunis), Tunisia 
 
 

  
人気 世界遺産  
カルタゴ、バルドー博物館、シディブサイドとメディナ 
Carthage, Bardo Museum, Sidi Bou Said & Medina 
ツアー番号：LG1-100 
ツアー料金：＄79～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○3  

○4  

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

シディブサイドのバス駐車場から村まで約 5分間の登り坂を歩きます。歩行に難がある方はご考慮く
ださい。 
バルドー博物館内はフラッシュを使用した写真撮影とビデオ撮影は禁止されています。カメラ使用料
が別途かかります。カルタゴではカメラとビデオ使用料がかかります。 

バルドー博物館には大きな荷物が持ち込めないのでバスの中において下さい。 

 
  
世界遺産  
チュニス旧市街とバルドー博物館 
Old City of Tunis & Bardo Museum 
ツアー番号：LG1-200 
ツアー料金：＄49～ （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  

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

バルドー博物館内はフラッシュを使用した写真撮影とビデオ撮影は禁止されています。カメラ使用料
が別途かかります。ガイドが手伝います。 
バルドー博物館には大きな荷物が持ち込めないのでバスの中において下さい。 

 
  
世界遺産  
カルタゴとシディブサイド 
Carthage & Sidi Bou Said 
ツアー番号：LG1-205 
ツアー料金：＄149～ （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  

○4  

○6  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

カルタゴではカメラとビデオ使用料がかかります。現地通貨でお支払いください。ガイドが手伝いま
す。 
シディブサイドのバス駐車場から村まで約 5分間の登り坂を歩きます。歩行に難がある方はご考慮く
ださい。 

 
  
世界遺産  
チュニス市内ドライブ 
City Drive 
ツアー番号：LG1-290 
ツアー料金：＄29～ （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  

○4  

○5  

○6  

 低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

履きなれた靴と天候にあった服装でご参加下さい。帽子と日焼け止めをお持ちください。 
訪問順序が変わる場合もあります。 
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ラ・グレット（チュニス），チュニジア La Goulette(Tunis), Tunisia 

 
  
チュニスのメディナとスーク 
Tunis's Medina & Souk  
ツアー番号：LG1-380 
ツアー料金：＄129～ （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  

○7  

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

現地通貨、ユーロ、アメリカドル又はクレジットカードなどご用意ください。 
履きなれた靴と天候にあった服装でご参加下さい。 

 
 

  
スークでの自由行動 
The Souk on Your Own 
ツアー番号：LG1-285 
ツアー料金：＄69～ （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＞  

このツアーは往復の交通のみ含まれます。メディナでの入場料やお買い物代はお客様の責任となりま
す。英語ガイドがメディナへ行く途中、現地案内を口頭で説明します。 
現地通貨、ユーロ、アメリカドル又はクレジットカードなどご用意ください。 

履きなれた靴と天候にあった服装でご参加下さい。帽子と日焼け止めをお持ちください。 
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ベニス、イタリア 

Venice, Italy 
水の都ベニス。大運河をゴンドラが行き交う情景は世界中の観光客の旅情を誘います。中世より東方貿易で
栄え、アドリア海の女王とも呼ばれた海運国ベニスの輝かしい歴史は今日サン・マルコ広場の寺院や宮殿を始
め、市内の数々の建物や華やかな伝統行事の中にも偲ばれます。ベニス出入港時にはヴェネチアン・ラグーン
を通ります。両岸には多くの教会や歴史的な建造物が立ち並び、水上バスで混雑しているこの運河の景観を
船上からお楽しみください。 
 

＜見どころ＞ 

○1  サン・マルコ広場＆サン・マルコ寺院 St. Mark's Square & Basilica 

ベニスのランドマークのサン・マルコ寺院はとても有名で他に同じものはありません。ファサード（正面）はモ
ザイクや大理石、銅像で黄金に飾られ、屋根には 5 つのドームをもち、鐘楼からは素晴らしい眺めをご覧頂
けます。 
 

○2  ドージェ・パレス Doge's Palace 

おそらく、ベニス文化の中で最も有名なシンボルである、この素晴らしい 14 世紀の宮殿は総督府であり裁判
所でもありました。ためいき橋は、この宮殿を牢獄と結ぶために建設されました。 
 

○3  グランド カナル Grand Canal 

このにぎやかな運河に沿って、13～17 世紀の間に建てられた 170 の建物が並んでいます。 
 

○4  ムラーノ・ガラス ショールーム Murano Glass Showroom 

ムラーノ島は１２９１年よりベニスのガラス製造を担ってきました。主要なガラス工場の 1 つを訪れ、製造過程
を見学し、その見事な作品のいくつかをご覧頂きます。 
 

○5  ゴンドラ遊覧 Gondola Ride 

これは、究極のベニス体験です。伝統的な服装をしたゴンドリエーレ（ゴンドラの船頭）が昔の石橋をいくつか
通過しながら、この海に浮かぶ町を運河からご案内します。 
 

○6  サン・ジョルジョ教会 San Giorgio Church 

16 世紀の教会と修道院は、建築家Ａ・パラディオの傑作の 1 つと考えられます。また、ティントレットの「最後
の晩餐」と「マナの収穫」という最も素晴らしい２作品を見ることができます。 
 

○7  ムラーノ島 Murano 

この島は１６世紀よりガラス製造が盛んになり、その過程はいまだ守られています。今日主要なガラス工場
ではその製造過程を見学することができます。 
 

 

○8  ブラーノ島 Burano 

色とりどりに塗られた家や店が印象的な漁村で、ベニス特産のレース編みが大変有名です。 
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ベニス、イタリア Venice, Italy 
 
 

  
世界遺産 
サン・マルコ広場の見所 
Doge's Palace, St. Mark's Basilica & Square 
ツアー番号：VCE-200 
ツアー料金：＄129～ （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  

○4  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜祝日はサン･マルコ寺院でのミサのため団体客の内部への立ち入りはできませんが、教会の許し
があれば個人で内部を静かに見学ください。ガイドは一緒に教会内部には入れません。 
高潮の場合、寺院入口が閉鎖される事もあり、内部に入れない場合があります。 

起伏のある場所を歩く為、歩行に難がある方にはお勧めしません。車椅子はご利用いただけません。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

ドージェ･パレスとサン･マルコ寺院内での写真撮影は禁止されています。 
ドージェ･パレスとサン･マルコ寺院内では混雑や遅れが予想されます。 

寺院内はガイドの案内が禁じられていますので、ガイドの説明を外で聞いてから個人で内部を見学し
ます。 
肩と膝が隠れる服装でご参加下さい。 

セキュリティーの理由により、大きなバックやバックパックなど入口にて検査があります。荷物を預
ける為にクラークにて長い時間待たない為にも大きなバックやバックパック持ち込まないことをお
勧めします。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  
人気 世界遺産 
ドージェ・パレスとゴンドラ遊覧 
Doge's Palace & Gondola Ride 
ツアー番号：VCE-205 
ツアー料金：＄159～ （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  

○4  

○5  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

起伏のある所を歩く為、歩行に難がある方にはお勧めしません。車椅子はご利用いただけません。 
ゴンドラは6人乗りです。ゴンドラ乗り場でグループに分けられます 

ゴンドラに乗り降りする際、5段の段差があります。ゴンドラ操縦者の指示にお従いください。 
ゴンドラ遊覧は雨天、強風や潮位の状態により催行できない場合があります。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

ドージェ･パレス内での写真撮影は禁止されています。 
セキュリティーの理由により、大きなバックやバックパックなど入口にて検査があります。荷物を預
ける為にクラークにて長い時間待たない為にも大きなバックやバックパック持ち込まないことをお
勧めします。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 
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ベニス、イタリア Venice, Italy 
 

  
世界遺産 
サン・ジョルジオ教会、ムラーノ・ガラスとゴンドラ遊覧 
San Giorgio, Murano Glass Factory & Gondola Ride 
ツアー番号：VCE-210 
ツアー料金：＄129～ （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 

○5  

○6  

○7  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜祝日は教会内でのミサのため団体客の内部への立ち入りはできませんが、教会の許しがあれば 
個人で内部を静かに見学ください。 
サン・ジョルジオ教会内での写真撮影は禁止されています。 

起伏のある所を歩く為、歩行に難がある方にはお勧めしません。車椅子はご利用いただけません。 

ゴンドラに乗り降りする際、5段の段差があります。ゴンドラ操縦者の指示にお従いください。 
ゴンドラは6人乗りです。ゴンドラ乗り場でグループに分けられます 

ゴンドラ遊覧は雨天、強風や潮位の状態により催行できない場合があります。 
サン・ジョルジオ教会内部へは肩と膝が隠れる服装でご入場ください。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

ツアー所要時間は船が停泊する場所により異なります。 

 
  
世界遺産 
カ･レッツォニーコ、ドージェ･パレスとサン･マルコ寺院 
Ca' Rezzonico, Doge's Palace & St. Mark's Basilica 
ツアー番号：VCE-220 
ツアー料金：＄149～ （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 

○1  

○2  

○3  

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

火曜日はカ･レッツォニーコが休館のためツアーの設定はありません。 
日曜祝日はサン・マルコ寺院でのミサのため団体客の内部への立ち入りはできませんが、教会の許し
があれば個人で内部を静かに見学ください。ガイドは一緒に教会内部には入れません。 

高潮の場合、寺院入口が閉鎖される事もあり、内部に入れない場合があります。 
起伏のある所を歩く為、歩行に難がある方にはお勧めしません。車椅子はご利用いただけません。 
ドージェ･パレス、カ･レッツォニーコ、サン･マルコ寺院内での写真撮影は禁止されています。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
ドージェ･パレスとサン・マルコ寺院内では混雑や遅れが予想されます。 
寺院内はガイドの案内が禁じられていますので、ガイドの説明を外で聞いてから個人で内部を見学し
ます。 

サン・マルコ寺院内部へは肩と膝が隠れる服装でご入場ください。 
セキュリティーの理由により、大きなバックやバックパックなど入口にて検査があります。荷物を預
ける為にクラークにて長い時間待たない為にも大きなバックやバックパック持ち込まないことをお
勧めします。 
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ベニス、イタリア Venice, Italy 
 

  
世界遺産 こだわり 
閉館後のサン･マルコ寺院訪問 
After Hours Visit to St. Mark's Basilica 
ツアー番号：VCE-250 
ツアー料金：＄149～ （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  

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

事情によりサン･マルコ寺院でのプライベート見学が出来ない場合、このツアーは催行を中止します。 
このツアーは乗船日の夕方に催行される場合がありますので事前予約をお勧めします。 

バルセロナからベニスへのクルーズでは、このツアーは下船前日の夕刻に催行されます。 
サン・マルコ寺院内部へは肩と膝が隠れる服装でご入場ください。 

最少催行人数は25名です。 

全てのクルーズで催行するとは限りません。 

このツアーではイヤホンガイドは使用しません。 

 
  
世界遺産 
ベニスのラグーンゆったりクルーズ 
Venetian Lagoon Cruise 
ツアー番号：VCE-290 
ツアー料金：＄59～ （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  

○6  

○7  

○8  

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

モーターボートに乗り降りする際、5～10段の段差があります。 

途中休憩はございません。またモーターボートにはお手洗いの設備はありません。 
希望者は帰路、サン･マルコ寺院近くでボートを降りることができますが、その場合は各自で船に 
お戻りください。 

 
  
夕暮れのゴンドラ遊覧とセレナーデ 
Evening Gondola Ride with Serenade 
ツアー番号：VCE-860 
ツアー料金：＄159～ （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 

○5  ○1  高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

乗船日の夕方に催行される場合には事前予約をお勧めします。 

当日の予約は残席があればお受けします。 

バルセロナからベニスへの航海では、このツアーは下船前日の夕刻に催行されます。 
歩行に難がある方にはお勧めしません。車椅子はご利用いただけません。 
ゴンドラに乗り降りする際、5段の段差があります。ゴンドラ操縦者の指示にお従いください。 
ゴンドラは4人乗りです。ゴンドラ乗り場でグループに分けられます 

ゴンドラ遊覧は雨天、強風や潮位の状態により催行できない場合があります。 
出発時刻はお選びいただけません。 
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ベニス、イタリア Venice, Italy 
 
 

  
世界遺産 リピーター向き 
ムラーノ島とブラーノ島 
Murano & Burano Islands 
ツアー番号：VCE-260 
ツアー料金：＄69～ （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  

○8  

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

モーターボートに乗り降りする際、5～10段の段差があります。車椅子はご利用いただけません。 

訪問順序が変わる場合があります。 

 
  
世界遺産 リピーター向き 
徒歩で巡るベニス 
Walking Tour of Venice 
ツアー番号：VCE-380 
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 

 

 

○3  高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜祝日は教会でのミサのため団体客の内部への立ち入りはできませんが、教会の許しがあれば個人
で内部を静かに見学ください。 
長時間徒歩による観光で、橋をいくつも越えることが含まれるため、歩行に難がある方にはお勧めし
ません。車椅子はご利用頂けません。 

底の平らな履きなれた靴でご参加下さい。サンティ・ジョバンニ・エ・パオロ教会内へ訪問する場合
は肩と膝がかくれる服装をご着用ください。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  
パドヴァと空港送り 
Debark Tour – Padua 
ツアー番号：VCE-960 
ツアー料金：＄129～ （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 

 

 

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは午後１２時半頃にマルコポーロ空港で終了しますので、午後３時以降のフライトで出発
するお客様のみご参加になれます。また、このツアーには最少催行人数が設定されています。 
起伏のある場所を長時間歩く事が含まれ、歩行に難がある方にはお勧めしません。訪問箇所では修復
工事が行われている場合があります。 

寺院内はガイドの案内が禁じられていますので、ガイドの説明を外で聞いてから個人で内部を見学し
ます。 

日曜祝日は寺院内でのミサのため団体客の内部への立ち入りはできませんが、教会の許しがあれば個
人で内部を静かに見学ください。 

セキュリティーの理由により、大きなバックやバックパックなど入口にて検査があります。荷物を預
ける為にクラークにて長い時間待たない為にも大きなバックやバックパック持ち込まないことをお
勧めします。 

大きなバックやバックパックは徒歩観光の前にバスの中に置いていくことができます。 

教会内へ訪問する場合は肩と膝がかくれる服装をご着用ください。 
訪問順序が変わる場合があります。 

ツアー時間は午前8時30分から午後12時30分 
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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。 

 

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

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

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

な方法です。ツアーチケットは乗船後の受け取りとなり、すべての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 

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、The Cruise Personalizer に進み、予約番号とクレジッ

トカード情報の入力準備をしてください。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 The Cruise Personalizer 内の詳細日程で見ることが出来ます。The 

Cruise Personalizer はクルーズツアーの出発当日までオープンしていますので、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. 

予約については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。 
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Ｑ １ヶ所の寄港地で、２つ以上のツアーに参加することが出来ますか。 
Ａ 出来ます。アラスカ、カナダ/ニューイングランド、カリブ海、パナマ運河、ハワイ、メキシコでは各ツアー

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

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

複数のツアーに参加するのに十分な時間があります。 

 

 

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

 

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歳未満のお子様は親または保護者の同伴が無ければ参加出来ません。最新の規則および例外事項

についてはツアー説明の注釈をお読みください。運行会社によっては、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。 
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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）。 

 

 

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。 
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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。 

 

 

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 
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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ヶ月未満のお子様は船上

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

 

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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