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健脚レベル：低

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

健脚レベル：中

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

健脚レベル：高

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

 
 

す。

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

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

人気

プレミアム

ファミリー向け

リピーター向け

世界遺産

食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。
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ニャチャン ベトナム 

Nha Trang, Vietnam 

 
ベトナムで人気のビーチリゾートの一つニャチャンには、白砂の浜辺と紺碧の海が広がり、椰子の木がそよ風
になびいています。色鮮やかに彩られた漁船が港に並び、小さな農村が田舎の青々とした谷にひっそりと点在
しています。人口 3万人ののんびりとした町には、長く、語り継がれるべき名高い過去があります。 
ニャチャンは、13 世紀に渡って東南アジアのこの地方を支配していたチャンパ王国の首都でした。町の北には
遺跡があり、中でも大きなチャム塔がカイ川をひっそりと見下ろし、チャンパ王国の過去の栄光を静かに物語っ
ています。現在では地元の人や観光客を惹きつけ、眼下に広がる川や湾の素晴らしい景色の眺めの中、瞑想
をしに大勢の人が訪れます。 
ニャチャンの観光地区には、フランス植民地時代から残るビーチ沿いのホテルやオープンカフェが少量ですが
あります。ベトナム戦争時には米軍の人気スポットとして賑わっていました。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ポーナガル・チャム塔  Ponagar Cham Towers 

この周辺の遺跡の中でもひときわ高く優雅なこの塔は、地元の人々にはタップ・バーとして知られており、チ
ャム王国の人々が信仰した女神ポーナガルが祀られています。機織り技術や新しい農耕技術などを伝えた
としてあがめられていて、地元の人々がお花とお香をお供えしに女神像の元に参拝に訪れます。 
 

○2  ロンソン寺(隆山寺) Long Son Pagoda 

巨大な白い仏像と、腐敗したゴディンジェム政権に抗議の為焼身自殺をした僧侶達の肖像画がある事で有
名です。数えきれない程の段数の階段を上がると、ニャチャンの街並みが一望できます。 

 

○3 ダム市場 Cho Dam Market 

  ニャチャンきっての市場にはありとあらゆる食糧と物品が売られていて、3 階建の中央ビル、所狭しと立ち並
ぶ色とりどりの売店が自慢です。まるで迷路に迷い込んだような感覚になります。 

 

○4  ニャチャンビーチ Nha Trang Beach 

 

○5  田舎と村々 Countryside & Villages 

のどかなベトナムの郊外に向かってドライブです。田んぼや竹林の景色を通り抜けると田舎の村々がありま
す。人懐っこい農村の人々の日常の営みを垣間見てはいかがですか。 
 

○6  カイ川クルーズ  Cai River Cruise 

リバーボートに乗船し、カイ川の土手沿いに広がる美しい景色、自然な風景の中に溶け込んでいるベトナム
の人々や、彼らの日常をご覧ください。 
 

○7  ニャチャン大聖堂  The Stone Church 

1928 年に建設が始まった大聖堂は西洋建築様式で、ニャチャン中心にある高さ 12 メートルの小高い丘の
上に建てられました。 

 

○8  ホンチョン岬 Chong Promontory 
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ニャチャン ベトナム Nha Trang, Vietnam 
 

 

人気 

ツアー番号：NHA-200 

ポーナガル・チャム塔、 ロンソン（隆山）寺 & 刺繍工房 
Ponagar Cham Tower, Long Son Pagoda & Embroidery 
ツ ア ー 料 金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 4時間半 

 

下車予定： ①②③⑧ /車窓予定： ④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

チャム塔と隆山寺では 2続きの階段の上り下りがあり、片道約 70 段の階段があります。 

道路は舗装されておらず、天候状態によっては砂埃っぽく、ジメジメする場合があります。 

（参加可能年齢：90歳以下） 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：NHA-205 

郊外へのドライブ、 農村 & 青空市場 
Countryside Drive, Rural Village & Farmers' Market 

ツ ア ー 料 金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 5時間 

 

下車予定： ⑤ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

道路は舗装されておらず、天候状態によっては埃っぽく、ジメジメする場合があります。 

（参加可能年齢：90歳以下） 

 
 

ツアー番号：NHA-210 

市内ドライブ、 ダム市場 & 刺繍工房 
City Drive, Dam Market & Silk Embroidery Workshop 
ツ ア ー 料 金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 4時間 

 

下車予定： ②③ /車窓予定： ⑦ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい気候を考慮し、快適な服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、軽めの防水ジャケットをご持参ください。 

（参加可能年齢：90歳以下） 

 
 

ツアー番号：NHA-225 

自転車タクシーで回るニャチャン 
Nha Trang by Pedicab 

ツ ア ー 料 金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 2時間半 

 

下車予定： ③ /車窓予定： ①④ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい気候を考慮し、快適な服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、軽めの防水ジャケットをご持参ください。 

（参加可能年齢：90歳以下） 
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ニャチャン ベトナム Nha Trang, Vietnam 

 

 
 

ツアー番号：NHA-240 

ポーナガル・チャム塔、 リバークルーズ & 農村 
Cham Tower, River Cruise & Rural Village 

ツ ア ー 料 金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 4時間 

 

下車予定： ①⑥ /車窓予定： ④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい気候を考慮し、快適な服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、軽めの防水ジャケットをご持参ください。 

（参加可能年齢：80歳以下） 

 
 

ツアー番号：NHA-460 

ニャチャン郊外へのサイクリングツアー 
Biking through the Nha Trang countryside 
ツ ア ー 料 金：＄139.95～ （子供料金なし） 

所 要 時 間：約 5時間 

 

下車予定：  /車窓予定： ①④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアー代金に含まれる内容：英語のサイクリングツアーガイド、すべての入場料、マウンテンバイク、ヘルメット、グローブ、救急

用品、応急の修理道具 

（参加可能年齢：18歳以上 65歳以下） 
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ホーチミンシティ（プーミー）、ベトナム 
Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam 

 

サイゴンが陥落しベトナム戦争が終結してから、既に 30 年以上もの時が経ちました。今日メコン川に広がる忙
しく賑やかな大都会の名は、ホーチミンシティ。18 世紀から続く主要な交易地としての地位は健在です。通りに
並ぶ屋台の呼び声、クラクションの音が町中に響き渡り、大通りは自転車やバイク、自動車がすごい速さで行
き交っています。そしてあちらこちらで、フレンドリーな地元の人々の笑顔、温かいおもてなしが旅人を温かく迎
えてくれます。 
プーミー港は、ホーチミンシティとシーサイドリゾートのブンタウへの玄関口です。 
 

＜見どころ＞ 

○1  ノートルダム教会（サイゴン大教会）  Notre Dame Cathedral 

19 世紀に建立された赤レンガ造りローマゴシック様式のノートルダム教会をご覧ください。そしてホーチミン
統一会堂ではベトナム戦争の歴史的終結を思い出す時間となるでしょう。 
 

○2  ドンコイ通り Dong Khoi Street 

ホーチミンシティでショッピングと言えば、手工芸店やカフェなどが軒を連ねる賑やかなドンコイ通り。そして
サイゴンの歴史的シンボルであるベンタイン市場は種類豊富なお土産物や食欲をそそる料理で溢れていま
す。 
 

○3  ベトナム歴史博物館 National Museum of Vietnamese History 

  フランス植民地時代の建物内には、ベトナムの先史時代の出土品や彫刻から、近代グエン王朝の遺物や
仏像、日用品に至るまで様々な物が展示されています。 

 

○4  チョロン地区（チャイナタウン） Cholon(Chinatown) 

中国人が大半を占めるチョロン地区はかつて売春宿やアヘン窟が沢山ありました。現在では数多くのレスト
ラン、寺院、翡翠販売店や漢方薬屋などがあります。 
 

○5  玉皇上帝寺(福海寺) Jade Emperor Pagoda 

100 年以上の歴史があるこのお寺は精巧に飾られた道教寺院で、亀寺としても知られています。 神々しい
玉皇上帝の像が安置されており、天国の神様として崇められています。 
 

○6  メコンデルタ  Mekong Delta 

栄養豊富な土壌が広がる河口地帯はベトナムの米作地帯で、国の米のほとんどがこの地域で栽培される
と共に、主要な輸出品となっています。水上市場もお見逃しなく。 

 

○7  クチ・トンネル  Cu Chi Tunnels 

戦争中、地下トンネルはカンボジアまで伸びており、会議室、台所、救急室まで作られていました。現在は
博物館が設けられ、掩蓋壕の模型や落とし穴などが見られます。 

 

○8  家庭訪問  Home Visit 

ベトナムの文化を体験するには、三世帯同居が一般的なベトナム家庭を訪問することほど最適なものはな
いのではないでしょうか。家族の祭壇を見たり、メコンデルタの習慣などを学びましょう。 
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ホーチミンシティ（プーミー） ベトナム  Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam 
           
          

 

人気 

ツアー番号：PH1-100 

ベスト・オブ・ホーチミンシティ 
Best of Ho Chi Minh City 

ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間半 
 

下車予定： ③ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からホーチミンシティまでは、途中トイレ休憩の時間も含め、車で片道約１時間半かかります。このツアーはコースにより、設

定がない場合があります。 

（参加可能年齢：90歳以下） 

 
 
ツアー番号：PH1-105 

歴史博物館、 漆工房 & ドンコイ通り 
History Museum, Lacquer Factory & Dong Khoi Street 
ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間半 
 

下車予定： ②③ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からホーチミンシティまでは、途中トイレ休憩の時間も含め、車で片道約１時間半かかります。このツアーはコースにより、設

定がない場合があります。 

（参加可能年齢：90歳以下） 

 
 

ツアー番号：PH1-130 

サイゴン - 戦争証跡博物館 & ショッピング 
Saigon – War Relics & Shopping 

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

中 

 

 

 
 

ツアー番号：PH1-215 

ロンフォック & ロンタン戦地めぐり 
Long Phuoc & Long Tan 

ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはコースにより、設定がない場合があります。 
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ホーチミンシティ（プーミー） ベトナム  Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam 
 
 

 

ツアー番号：PH1-900 
専用車で回る終日ホーチミン観光 バンクラス (ガイド付き) 
Ho Chi Minh City by Private Vehicle – Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄649.95～ 最大 8名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は冷暖房設備があります。専用車には英語を話すドライバーとガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 
 

ツアー番号：PH1-905 
専用車で回る終日ホーチミン観光 乗用車クラス (ガイド付き) 
Ho Chi Minh City by Private Vehicle – Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄549.95～ 最大 2 名乗車可（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車予約後の払い戻しはできません。専用車の車種は最終参加人数と利用状況により異なります。1 か所以上の訪問は終

日お時間が必要なことがあります。専用車は冷暖房設備があります。専用車には英語を話すドライバーとガイドがつきます。 

 

専用車の予約には下記は含みません。 

 入場料(現地通貨でのお支払をお勧めします) 

 食事、チップ、お飲物 

 
 

人気 

ツアー番号：PH1-999 

少人数での ベスト・オブ・ホーチミンシティ 
Best of Ho Chi Minh City for Small Groups 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間 
 

下車予定： ③/車窓予定： ①④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からホーチミンシティまでは、途中トイレ休憩の時間も含め、車で片道約１時間半かかります。このツアーはコースにより、設

定がない場合があります。 

（参加可能年齢：90歳以下） 
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ホーチミンシティ（プーミー） ベトナム  Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam 
 
 
 

 

ツアー番号：PH1-135 

ブンタウ、 クジラ寺 & 家庭訪問 
Vung Tau, Lang Ca Ong Whale Temple & Home Visit 

ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間半 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはコースにより、設定がない場合があります。 

（参加可能年齢：90歳以下） 

 
 
ツアー番号：PH1-140 

メコンデルタ 
The Mekong Delta 

ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間半 
 

下車予定： ⑥⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーでは徒歩で広範囲を観光し、小型のモーターボートの乗船下船を行います。車椅子をご利用の方および歩行に難

のあるお客様にはおすすめできません。ミトーへの移動は交通状況にもよりますが、片道 3～4時間ほどかかります。 

（参加可能年齢：80歳以下） 

 
 

ツアー番号：PH1-145 

マーケット訪問 & 料理教室 

Market Visit & Cooking Class 

ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：PH1-160 

クチ・トンネル & 郊外 
Cu Chi Tunnels & Countryside 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは歩行に難がある方や、車椅子ご利用の方、閉所恐怖症の方にはおすすめできません。 

港からクチまでは、途中トイレ休憩の時間も含め、車で片道約 3時間かかります。途中舗装されていない道路も通りますので、

車が大きく揺れる事があります。 

（参加可能年齢：80歳以下） 
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ホーチミンシティ（プーミー） ベトナム  Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam 

 
 
 

 

ツアー番号：PH1-180 

漆工房、中央市場とドンコイ通り 
Lacquer Factory, Central Market & Dong Khoi Street 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： ①③ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からホーチミンシティまでは、途中トイレ休憩の時間も含め、車で片道約１時間半かかります。 

（参加可能年齢：90歳以下） 
 

 

ツアー番号：PH1-185 

ホーチミンシティでの自由行動 
Ho Chi Minh City on Your Own  

ツアー料金：＄79.95～ （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： ① 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からホーチミンシティまでは、途中トイレ休憩の時間も含め、車で片道約１時間半かかります。 

（参加可能年齢：90歳以下） 
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シンガポール  

Singapore 
 
シンガポール。その名前を聞くと、神秘的な東洋の幻想が広がります。東南アジアの商業の中心地として、400
万人の人々が暮らすこの都市国家には、現代高層ビルが立ち並び、赤い屋根瓦の中国人の店舗兼住居、どっ
しり構えたビクトリア建築、仏教寺院やアラブ人の商店街などが集まる主要都市となっています。1819 年に、伝
説的な東インド会社のスタンフォード・ラッフルズ卿により築かれたこの国は、人種と文化のるつぼと化し、マレ
ー語、中国語、英語、タミル語が公用語として使われています。仏教、道教、イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト
教が主な宗教となっています。シンガポールは多様な伝統、高級ホテル、世界の中でも見事な免税ショップが
ある魅力溢れる国です。 
マレー半島の先端、赤道の北わずか 136キロメートルに位置するシンガポールは、マレー人の海賊や中国人、
アラブ人の貿易商にとって天国のような地でもありました。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  シアンホッケン寺院/チャイナタウン/スリ・マリアマン寺院 Thian Hock Keng Temple/Chinatown/Sri Mariamman Temple 

シンガポールで最も古く、人気があるシアンホッケン寺院やスリ・マリアマン寺院で 19 世紀のヒンドゥー文化
に触れた後は、チャイナタウンでショッピングや本格的な中華料理をお楽しみください。 

 ○2  植物園 Botanic Garden 

熱帯の島ならではの植物の豊かさを象徴する植物園。52 ヘクタール以上もの広さを有し、手付かずの原生
林や国立ラン園などの特別庭園で様々な植物を見ることができます。 

○3  ラッフルズホテル Raffles Hotel 

小説や歴史書などで不朽の名声を与えられ続けているラッフルズホテル。カクテル「シンガポール・スリン
グ」を生んだロングバーや、「ビリヤード台の下の虎」で知られるバー＆ビリヤードルームで楽しいひと時を。 

○4  オーチャード・ロード Orchard Road 

ショッピングやエンターテイメントの中心地、オーチャードロード。この辺りは 19世紀まで果樹園だったことか
らオーチャード（日本語で果樹園）と名付けられました。現在では、ショッピングや食事、そして行き交う人々
を眺めて、何時間でも過ごせる場所です。 
 

○5  ジュロン・バードパーク Jurong Bird Park 

世界最大の鳥類保護区として、600 種、8,000 羽以上の鳥たちが暮らしています。園内自体が、大きな滝や
緑豊かなジャングルを再現した鳥小屋で、その中を散策します。 

○6  シンガポール・リバークルーズ  Singapore River Cruise 

かつて商業の生命線として使われた川を、バムボートでクルージングします。船から見える現代的な建物や
波止場の美しい魅力。この調和こそがシンガポールらしさと言えます。 

○7  リトル・インディア & サルタン・モスク  Little India & Sultan Mosque 

リトル・インディアに漂うスパイスの匂いを肺いっぱいに吸い込み、スリ・ヴィーラマカリアマン寺院の荘厳な
建築物をぶらぶら通ります。素晴らしいサルタン・モスクの礼拝場と黄金のドーム屋根に見とれることになる
でしょう。 

 

○8  シンガポール動物園 Singapore Zoo 

熱帯雨林環境にあるシンガポール動物園は、世界最高の動物園と言われています。「オープン・コンセプト」
のこの動物園では、最も自然状態に近い動物たちの生活に触れ、自然の神秘を体感出来ます。 
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シンガポール Singapore 

 

 

ツアー番号：SIN-960 

下船ツアー シンガポール探訪  
Debark Tour - Discover Singapore 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 5時間 

 

下車予定： ③⑥ /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 4時 30分以降に出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。 

ツアー代金には空港までのトランスファー料金も含まれております。 

 
 
ツアー番号：SIN-965 

下船ツアー シンガポール滞在  
Debark Tour - Singapore Sojourn  

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定：  /車窓予定： ①④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 6時以降に出発する便に搭乗するお客様、あるいはプリンセスのホテルパッケージで後泊されるお

客様用のツアーです。 

 
 
 

 



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

 
 

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

ス・クルーズはお勧めいたします。 

 

寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）のご予約 

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

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

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

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

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

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

ナライザーの予約画面よりお手続きください。 

 

寄港地観光ツアー運行会社 

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

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

全性において最も信頼できるとプリンセスが判断した会社を厳選しております。 

 

寄港地観光ツアーのガイド 

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

イドなし」と明記されているツアーにはガイドは同行いたしません。 

 

寄港地観光ツアーでガイドに渡すチップについて 

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

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

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

 

寄港地観光ツアーの子供料金の設定について 

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

ているツアーには、ご予約の際は子供料金が自動的に適用されます。 

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

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

い。 

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

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

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

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

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

 

寄港地観光ツアーの年齢制限について 

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

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

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

ります。 
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寄港地観光ツアーの所要時間 

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

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

でご安心ください。 

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

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

とは出来ません。最終乗船時間までに十分余裕をもって船にお戻りください。 

 

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

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

 

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

をいたします。 

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

にお支払いいただいた代金を、未決済のツアー代金に充当させていただきます。 

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

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

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

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

 

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

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

金はご予約されたお客様の船内会計上に船上クレジットとして返金されます。 

 

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

乗船日 30 日前を過ぎてからのキャンセルには、払い戻しができません。 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

合も、払い戻しはいたしません。 

 

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

キャンセルする場合 

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

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

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

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

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

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

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

合を除いて、全額払い戻しはいたしません。 

 

１ヶ所の寄港地で 2 つ以上のツアーに参加する場合 

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

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

望のツアーにご参加ください。 
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寄港地観光ツアー中のショッピングについて 

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

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

 

寄港地での安全対策について 

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

に影響を与える可能性のある寄港地の渡航情報を得ています。 

 

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

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

めであり、やむを得ない場合があることご理解ください。 

 

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

点にご注意ください。 

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

た場所には出かけないでください。 

• ご自身の持ち物から目を離さないでください。 

• ご自身の周りの人やその行動に常に注意を払ってください。 

• 見知らぬ人から梱包した荷物などを受け取らないでください。 

• 派手な服装、目立つ行動はお控えください。 

• 上陸中の飲食には十分ご注意ください。 

 

上記の点にご理解ご協力をいただきありがとうございます。 

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

きます。 
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Special Information 
大切なご案内 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

社の取引条件をお客様が承認したことになります。 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ツアーデスクで予約の可能性を再度ご確認ください。 

 

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

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

 

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

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

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

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

す。 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

交通機関 

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

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

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

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

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

されております。 

 

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

ご希望に最大限沿えるよう代替案をご案内いたします。 

 

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

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

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

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

題に配慮してお客様にも参加していただくようにメッセージを込めています。 
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