
Western Caribbean 
2015 Excursions

プリンセス・クルーズ
ショアエクスカーション案内

２０１５年　冬季

西カリブ海　8日間

カリビアン・プリンセス



健脚度：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。

健脚度：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。

健脚度：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

こだわり

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。



ヒューストン テキサス 
Houston, Texas 
 
テキサスのものは全てが大きいと言われており、テキサス中心部もその例外ではありません。 
この活力のある町は、アメリカの中で４番目に大きい都市で、レストラン、ショッピング、ナイトライフで世界的に
有名な観光地でもあります。歴史的な地区もダイナミックに並置されており、現在でも残されている建物の輪郭
線が、当時建築術の偉人達であったフィリップ・ジョンソン、シーザー・ペリ、I.M.ペイを賛辞しています。 
 
テキサスという輝かしい都市は、青々とした公園、昔のままの地域、懐かしさのある南部地方に区切られてい
ます。流行のお店を散策したり、ハーマンパークまで足を伸せば、ゴルフや観光鉄道、美術館、ヒューストン動
物園に行くことも出来ます。ヒューストン宇宙センターでは相互作用の展示物やシミュレータで、宇宙探索を再
現しています。 
したいことや見たいものがありすぎて、スケジュールを立てるのが難しいかもしれませんが、ヒューストンでは素
晴らしい時間を過ごすことが出来るでしょう。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A スペースセンター・ヒューストン  Space Center Houston  

NASA の宇宙船を見学できるツアーや、宇宙飛行士の生活を体験できるアトラクションなどがあります。普段、
体験できない貴重な思い出ができるはずです。 

 

A○2 E A ハーマンパーク  Hermann Park 

自然好きには大きく広がる寛ぎの場ハーマンパークはでゴルフを楽しんだり、観光鉄道からの景色に癒され
たりと、リラックスができる公園です。また、パーク内には美術館が二箇所あり、4,500 種もの動物が棲んでい
るヒューストン動物園に出掛けてみるのも良いでしょう。 

 

A○3 E A サン・ジャシント記念塔  The Monument of San Jacinto  

サン・ジャシント記念塔は、高さ１７０メートルがあり、頂上には重さ２２０トンのローンスター（ひとつ星）がある
世界一高い記念塔です。またこの塔は、テキサスのシンボルでもあり、テキサス独立戦争を決定づけたサ
ン・ジャシントの戦いを記念する場所にもなっています。 

 

A○4 E A 市役所内ヒューストンビジターセンター Houston Visitors Center at City Hall 

ヒューストンの拠点には最適なビジターサンターにはショップ、最新設備を整えた劇場、良質の展示会意や
町の歴史的ハイライトを展示する博物館があります。 
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ヒューストン （テキサス） Houston, Texas 
 

 

ツアー番号：HOU-100  

ヒューストンのランドマークとジョージ・ブッシュ空港へのトランスファー 
Houston Landmarks & George Bush Airport Transfer 
ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：１２歳以下）  

所 要 時 間：約４時間 
 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ②③ 

健脚度 その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

午後３時以降の国内線または午後４時以降の国際線をご利用の方向けのツアーとなります。このツアーには最低催行人数が

設定されています。最少催行人数に満たない場合は催行中止となります。下船観光に参加される方は港から空港へのプリン

セストランスファーをお申し込みいただく必要はありません。 
 

 

ツアー番号：HOU-101 

ヒューストンのランドマークとジョージ・ブッシュ空港へのトランスファー 

（車椅子常用者の方限定） 
Houston Landmarks & George Bush Airport Transfer 
(Wheelchair Confined Only) 
ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間 

 

下車予定： ④ /車窓予定： ②③ 

健脚度 その他 

低 

 
 

＜注意事項＞ 

午後３時以降の国内線または午後４時以降の国際線をご利用の方向けのツアーです。このツアーには最低催行人数が設定

されています。最少催行人数に満たない場合は催行中止となります。ドライバーガイドは重量が２７キロを超す車椅子を搭載す

る手助けは致しません。バス車内にはガイドがつきますが、車椅子の補助等は行いません。健康なお連れ様とご参加下さい。

体重が２１５キロ以下の方がご参加頂けます。電動スクーターの代わりに折り畳み式車椅子を持参するなど、事前にご検討く

ださい。適切な対応が執れるよう、乗船後速やかにツアーオフィスにご連絡ください。 

 
 

ツアー番号：HOU-110 

ヒューストン宇宙センターとジョージ・ブッシュ空港へのトランスファー 
Space Center Houston & Transfer to George Bush Airport 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下）  
所 要 時 間：約３時間半 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

午後３時半以降の国内線または午後４時半以降の国際線をご利用の方向けのツアーです。このツアーには最低催行人数が

設定されています。最少催行人数に満たない場合は催行中止となります。下船観光に参加される方は港から空港へのプリン

セストランスファーをお申し込みいただく必要はありません。 
 

 

ツアー番号：HOU-115 

ヒューストン宇宙センターとヒューストン・ホビー空港へのトランスファー 
Space Center Houston & Transfer to Houston Hobby Airport 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

午後３時半以降の国内線、午後４時半以降の国際線をご利用の方向けのツアーです。このツアーには最低催行人数が設定さ

れています。最少催行人数に満たない場合は催行中止となります。下船観光に参加される方は港から空港へのプリンセストラ

ンスファーをお申し込みいただく必要はありません。 
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ロアタン島 ホンジュラス 
Island of Roatan, Honduras 
ホンジュラスのイスラ･デ･バイア県で最大の島ロアタンは、手つかずの珊瑚礁、美しいビーチ、青々とした熱帯
植物、親しみやすい人々で知られています。 
クリストファー･コロンブスは４度目の航海中の１５０２年にこの島を発見し、島は長年にわたり海賊や商人のみ
ならず、イギリスとスペインに支配されてきました。最初の住民はケイマン諸島からの人々で、イギリスの植民
地支配が終わって間もない１８３０年代に移住してきました。現在の人口は約３万人で、島の州都となる主要都
市はコクセンホールです。 
ロアタンは長さ約６０キロメートルの細長い島で、ホンジュラス本土の北から５０キロメートルほどのところにあり
ます。島の山脈は素晴らしいハイキングコースで、パノラマの眺めや緑豊かな景色が楽しめます。温かなカリブ
海に囲まれた起伏のある島（熱心なダイバーがよく訪れます）は絵のように美しい手つかずの自然があり、 
この地域で最も早い開発途上地域といわれています。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A イグアナ・ファーム Iguana Farm 

ロアタン有数の名所である家族経営のイグアナ･ファームはフレンチケイの近くにあり、２７００匹以上のイグ
アナが飼育され、農園内を闊歩しています。カメラをお忘れなく！ 

 

A○2 E A アンソニーズキー･リゾート Anthony's Key Resort 

楽しみながら学べるこの海洋施設で、イルカと触れ合いましょう。自然の環境で暮らす遊び好きのイルカたち
と交流するユニークな体験ができます。 

 

A○3 E A ガリフナの文化 Garifuna Culture 

ブラックカリブ族の子孫であるガリフナ族は、１７９７年からロアタン島に住み、その生活様式や文化、言語を
今も守っています。先住民の衣裳を着けての古い踊りをご覧ください。 

 

A○4 E A カランボラ植物園 Carambola Botanical Gardens 

約１６ヘクタールの保護区には、ロアタン島の自然の美しさが詰まっています。さまざまな密林の道やなだら
かな小道を歩けば、この地域特有の素晴らしい動植物に会えるでしょう。 

 

A○5 E A ガンバリンバ･パーク Gumbalimba Park 

ウエストエンドにある広大なこの公園では、遊び好きなサルや珍しい鳥、色鮮やかな庭園、海賊の洞穴、くつ
ろげるビーチがあり、一日中楽しめます。 

 

A○6 E A 海辺の村 Seaside Village 

小さいながらも個性あふれる海辺の村々では、カフェや物売り、珍しい贈り物や土産品が並ぶ多彩な店に、
熱帯の雰囲気や通りの魅力があふれています。 

 

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

海に沈んだ財宝、難破船、マヤ人の遺物を探検したり、沖で人なつこいバンドウイルカと一緒に、めったに体
験できないスキューバダイビングをお楽しみください。 

 

A○8 E A ビーチ Beaches 

天国が具現化したようなロアタン島には素晴らしいビーチがあります。青緑色の海は温かく、色とりどりの魚
で満ちています。ビーチから直接シュノーケリングができます。 
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ロアタン島（ホンジュラス）  Island of Roatan (Honduras) 
 

 
 

ツアー番号：RTB-105 

植物園、ウェストエンド・ビレッジ、文化ショーとカメオ工房 
Botanical Gardens, West End Village, Cultural Show & Cameos 
ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間半 

 

下車予定： ④⑥ /車窓予定： ③ 

健脚度 その他 

低 

 
 

＜注意事項＞ 

訪問順序が変更になる場合があります。 

 
 

ツアー番号：RTB-110 

島の景観、イグアナ･ファームとビーチリゾート 
Island Sightseeing, Iguana Farm & Beach Resort 
ツアー料金：＄54.95～ （子供料金有：１２歳以下）  
所 要 時 間：約３時間半 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

雨や曇りの場合、見られるイグアナ数が少なくなることがあります。 

 
 
 

 

ツアー番号：RTB-810 

双胴船での沿岸クルーズとシュノーケリング（昼食付き） 
Catamaran Coastal Sail, Snorkel & Lunch 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

シュノーケルベスト等のシュノーケリングの装備は含まれ、ベストの着用が義務付けられています。６歳以上 80 歳以下のお客

様がシュノーケリングに参加いただけます。シュノーケルの為に海への出入りには数段のステップがあります。心臓の状態、心

臓に病気がある方、呼吸器に問題がある方、妊娠初期の方は参加いただけません。参加者はシュノーケリングと水泳の能力

別にグループに分かれ、各グループに数名のガイドが付きます。海が荒れている場合、帰りは陸路を利用します。双胴船の稼

働状況により、別の船に変更になる場合があります。 

 

 
 

ツアー番号：RTB-820 

難破船でのシュノーケリングとビーチ 
Shipwreck Snorkel & Beach 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間半 
 

下車予定： ⑦⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

８才以上、泳げる方のみ参加可能です。予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。車両には空調設備がない

場合があります。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。訪問順序が変わる場合があります。天候と視界により、シュ

ノーケリングの場所は直前に変更になる場合があります。潜る場所が難破船の付近になるか珊瑚礁の浅瀬になるか、湾内の

マヤトランティスになるかは、ガイドの判断によります。シュノーケリングの装備は含まれ、ベストの着用が義務付けられていま

す。ガイドによるシュノーケルツアーがあります。 
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ロアタン島（ホンジュラス）  Island of Roatan (Honduras) 
 

 

ツアー番号：RTB-825 

水中美術館とシュノーケリング 
Underwater Museum & Snorkeling 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定： ⑦⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

８才以上の方が参加可能です。訪問順序が変更になる場合があります。ビーチの設備はご利用いただけます。タオルと日焼

け止めをお持ちください。シュノーケリングは海に浮かぶ海への出入りを楽にするベンチ付き平船から直接行います。平船や

船の上でのんびりすることも出来ます。シュノーケリングの装備は含まれ、ベスト着用が義務付けられています。ツアーの前に

免責同意書への記入が必要です。 
 

 
 

ツアー番号：RTB-930 

認定ダイバーのためのスキューバダイビング（２ヶ所） 
Certified Scuba Diving (Two Sites) 
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： ②⑦ /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加者は出発前にマスククリアを行なっていただきます。認定ダイバーは、Ｃカードの提示が必要です。過去２年以内にダイビ

ングをされた方が参加いただけます。ツアーの前に病歴･免責同意書への記入が必要です。健康状態によっては、参加できな

い場合があります。訪問するダイビングポイントは、オ-バーヒート･リーフ、ピラー･コーラル、ディープ･イール･ガーデン、ウェイ

ンズ･プレイスなど、島の北西側を予定しています。 
 

 
 

ツアー番号：RTB-940 

認定ダイバーのためのイルカとのスキューバダイビング 
Certified Scuba Diving with Dolphins 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定： ②⑦ /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

参加者は出発前にマスククリアを行なっていただきます。認定ダイバーは、Ｃカードの提示が必要です。過去２年以内にダイビ

ングをされた方が参加いただけます。ツアーの前に病歴･免責同意書への記入が必要です。健康状態によっては、参加できな

い場合があります。 
 

 

ツアー番号：RTB-945 

チェアリフトでの空中散歩とマホガニーベイ･ビーチ 
Aerial Chairlift & Mahogany Bay Beach Break 
ツアー料金：＄9.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間１５分 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

リフトは常に動いており一日中乗り降りできます。チェアリフトは車椅子では乗れません。ツアーの前に免責同意書への記入が

必要です。身長８０センチ以上の方がご参加頂けます。 
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ロアタン島（ホンジュラス）  Island of Roatan (Honduras) 
 

 

ツアー番号：RTB-950 

チェアリフトでの空調散歩、マホガニーベイ･ビーチとカバナ 
Aerial Chairlift, Mahogany Bay Beach & Cabana 
ツアー料金：＄279.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約６時間１５分 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

貸出しはカバナ単位となります。カバナごとに予約してください。各カバナは最大４名用です。チケット１枚で４名様までご利用

になれます。クルーズ船の埠頭とマホガニー･ビーチの間には階段はありませんので、実質的にすべての設備が車椅子で利

用できますが、歩道には緩やかな勾配がありますので、電動車椅子を利用するか、ビーチまで車椅子を押してくれる付き添い

が必要です。また、チェアリフトは車椅子では乗れません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。身長８０センチ以

上の方がご参加頂けます。 

 
 

ツアー番号：RTB-960  

ビーチパッケージでリラックス 
Relax on the Beach Package 
ツアー料金：＄55.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約６時間１５分 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

チケット１枚で２名様までご利用になれます。リフトは常に動いており一日中乗り降りできます。チェアリフトは車椅子では乗れ

ません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。身長８０センチ以上の方がご参加頂けます。身長８０センチに満たな

い方、車椅子乗用車の方は、舗装されている道を辿るとビーチにたどり着くことが出来ます。 

 
 

ツアー番号：RTB-965 

ビーチパッケージでリラックス (シュノーケリング付) 
Relax on the Beach Package plus Snorkel 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約６時間１５分 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

チケット１枚で２名様までご利用になれます。リフトは常に動いており一日中乗り降りできます。チェアリフトは車椅子では乗れ

ません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。身長８０センチ以上の方がご参加頂けます。身長８０センチに満たな

い方、車椅子乗用車の方は、舗装されている道を辿るとビーチにたどり着くことが出来ます。 

 
 

ツアー番号：RTB-970 

ビーチパッケージでリラックス (カヤック付) 
Relax on the Beach Package plus Kayak 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約６時間１５分 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

チケット１枚で２名様までご利用になれます。リフトは常に動いており一日中乗り降りできます。チェアリフトは車椅子では乗れ

ません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。身長８０センチ以上の方がご参加頂けます。身長８０センチに満たな

い方、車椅子乗用車の方は、舗装されている道を辿るとビーチにたどり着くことが出来ます。 
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ロアタン島（ホンジュラス）  Island of Roatan (Honduras) 
 

 

ツアー番号：RTB-975 

スペシャルビーチパッケージ 
Ultimate Beach Packege 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約８時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

チケット１枚で２名様までご利用になれます。リフトは常に動いており一日中乗り降りできます。チェアリフトは車椅子では乗れ

ません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。身長８０センチ以上の方がご参加頂けます。身長８０センチに満たな

い方、車椅子乗用車の方は、舗装されている道を辿るとビーチにたどり着くことが出来ます。 

 
 

ツアー番号：RTB-400 

マホガニービーチでジップラインアドベンチャー（初心者向け） 
Express Zip Line Adventure (at Mahogany Beach) 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約１時間１５分 
 

下車予定：  /車窓予定： ⑧ 

健脚度 その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

妊娠中の方、心臓に問題がある方、怪我をされている方はご参加いただけません。 

年齢５歳～９０歳、体重２０キロ～１１３キロの方がご参加頂けます。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。ジャング

ルに落とすかもしれないのでカメラの使用はお勧めしません。初心者向けのコースな為、高所が苦手な方でも参加しやすいで

しょう。 
 

 

ツアー番号：RTB-405 

マホガニービーチでジップラインアドベンチャー 
Extreme Zip Line Adventure (at Mahogany Beach) 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約１時間 
 

下車予定：  /車窓予定： ⑧ 

健脚度 その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

妊娠中の方、心臓に問題がある方、怪我をされている方はご参加いただけません。 

年齢５歳～９０歳、体重２０キロ～１１３キロの方がご参加頂けます。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。ジャング

ルに落とすかもしれないのでカメラの使用はお勧めしません。初心者向けのコースな為、高所が苦手な方でも参加しやすいで

しょう。 

 
 

ツアー番号：RTB-430 

ビーチで乗馬体験と水泳 
Beach Horseback Ride & Swim 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約３時間半 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

妊娠中の方、心臓疾患のある方、背中、首、膝に問題がある方はご参加頂けません。 

８歳以上、体重９９キロ以下の方がご参加頂けます。 
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ロアタン島（ホンジュラス）  Island of Roatan (Honduras) 
 

 

ツアー番号：RTB-905 

水中アドベンチャー 
BOSS Underwater Adventure 
ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間半 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

妊娠している方、心臓・呼吸器に疾患のある方はご参加いただけません。 

１０歳以上で身長１２１センチ以上、体重１５８キロまでの方がご参加頂けます。ツアーの前に健康診断書、免責同意書への記

入が必要です。 また怪我や疾患をお持ちの場合は参加できないこともございます。予め水着を着用し、タオル、日焼け止めを

ご用意下さい。必要な方は、着替えや水中カメラもお持ち下さい。 

 

 
 

ツアー番号：RTB-115 

半潜水艇、ウエストエンド・ビレッジ、文化ショーとカメオ工房 

Semi-Sub, West End Village, Cultural Show & Cameos 

ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間半 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： ③ 

健脚度 その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

訪問順序が変更になる場合があります。底がガラス張りになった半潜水艇に乗るには、９段の階段があります。天候により半

潜水艇が利用できない場合は、代わりに博物館と海洋科学研究所を見学し、ツアー料金の一部を返金します。 

 
 

ツアー番号：RTB-475 

エコハイキングとパイレーツベイ・ツーリスト村 
Eco-Hike & Pirates Bay Tourist Village 
ツアー料金：＄74.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約５時間 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： ⑧ 

健脚度 その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 
活動的なツアーのため、体力に自信のある方にお勧めします。１２歳以上の方がご参加頂けます。丈夫なウォーキングシュー

ズまたはハイキングブーツでご参加ください。水とハイキング用の杖が用意されています。船の停泊地または投錨地により、短

い移動が含まれる場合があります。パイレーツベイ村で泳ぎを希望される方は、予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお

持ちください。所々にあるフォトサービスは、プリンセスクルーズ又はツアー手配会社の提携ではありません。お客様の自己責

任においてご購入下さい。 

 
 

ツアー番号：RTB-705 

イルカとの出会いと博物館 

Dolphin Encounter & Museum 

ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方はご参加いただけません。イルカと一緒に泳げるツアーではありません。イルカとの交流は洋上プラットフォームか

ら行います。４歳以上の方がご参加頂けます。参加できる人数は限られています。ツアーの前に免責同意書への記入が必要

です。入水中は、ライフジャケットの着用が義務付けられています。水着、タオル、日焼け止めをご用意下さい。腰までの深さ

の水中で、手助け無しに立っていられることが必須です。フォトサービスは、プリンセスクルーズの提携ではありません。お客

様の自己責任においてご購入下さい。 
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ロアタン島（ホンジュラス）  Island of Roatan (Honduras) 
 
 
 
 

 

ツアー番号：RTB-285 

マヤキー･プライベートアイランドと動物保護区（昼食付き） 
Maya Key Private Island, Animal Sanctuary & Lunch 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約５時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

予め水着を着用し、シュノーケリング用具、タオル、日焼け止め、虫除けをご用意下さい。シュノーケリング用具はこのツアーに

は含まれていません。シュノーケリング用具はビーチにて有料で借りることができます。ツアーの前に免責同意書への記入が

必要です。 
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ベリーズシティ ベリーズ 
Belize City, Belize 
ユカタン半島の付け根にあるベリーズは、旅行者に様々な魅力を見せてくれます。うっそうと生い茂る熱帯雨林
の中には、マヤの遺跡が点在しています。森にはジャガーやヤマネコ、オオハシ、ホエザルまで、熱帯の野生
生物が生息しています。沖合には世界で２番目に大きなバリアリーフがあり、世界有数のダイビングスポットに
なっています。ベリーズののんびりした雰囲気やイギリス植民地だった過去の遺産は、中央アメリカの共和国と
いうよりカリブ海の小さな島によく似ています。 
注：ベリーズシティでは投錨するため、陸へは現地のテンダーボートで上陸します。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A マヤ遺跡 Mayan Ruins 

ベリーズは古代マヤ族が暮らした土地です。最も古いマヤの都市として知られているものは、紀元前２０００
年にさかのぼります。マヤ帝国の最盛期には、人口は２００万人にのぼりました。 

 

A○2 E A 川下り River Cruising 

ジャングルの中、オールドベリーズ川をモーターボートで下ります。ワニやイグアナが石の上で日向ぼっこを
している水路を進み、ホエザルや鳥の鳴き声に耳を澄ませましょう。 

 

A○3 E A 洞窟のチュービング Cave Tubing 

丈夫なゴム浮き輪に乗って古代マヤの地下聖地を巡りながら、荘厳な鍾乳石の下をくぐり、ドラマチックな洞
窟の中をご覧ください。 

 

A○4 E A ベリーズ動物園 Belize Zoo 

約１２ヘクタールの密林の小道を歩けば、ジャガー、ヤマネコ、ペッカリー、コウノトリ、ホエザル、バク、クロコ
ダイルなど、１２５を超えるベリーズ固有の動物が見られます。 

 

A○5 E A バカブ・エコパーク Bacab Eco Park 

この有名な自然公園では、多種多様な野生生物だけでなく、乗馬体験や２００種以上の植物を見ることがで
きます。 

 

A○6 E A ジップライン Ziplining 

うっそうと生い茂るベリーズの熱帯雨林で、刺激的なジップラインを楽しみ、古い洞窟をご覧ください。 
 

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

ベリーズシティから車でわずか数分のところに、キーと呼ばれる素晴らしい小島があります。ベリーズ･バリア
リーフと３つの環礁では、いずれもウォールダイブやシュノーケリングが楽しめます。 

 

A○8 E A エアボート Airboat Ride 

沼沢地のようなアーモンドヒル･ラグーンをかすめるように通っていくと、運がよければマナティに出会えるか
もしれません。また、インディアンクリークでマングローブ、睡蓮、クロコダイルなどが見られます。 
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ベリーズシティ（ベリーズ）  Belize City (Belize) 

 

ツアー番号：BZE-100 

アルトゥン・ハ遺跡と市内観光ドライブ 
Altun Ha Mayan Ruins & City Drive 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間半 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠している方、背中や首を怪我している方、心臓や呼吸器に疾患のある方はご参加いただけません。 

アルトゥン・ハ遺跡では凸凹道を歩きます。歩きやすいウォーキングシューズでご参加ください。3 歳以上の方がご参加頂けま

す。雨天や雨上がりは、階段が滑りやすく落下の危険性があるため、遺跡に登ることは禁じられています。ツアーの前に免責

同意書への記入が必要です。ツアー時間はテンダーボートの運行状況により変更となる場合があります。 

 
 

人気 

ツアー番号：BZE-105 

アルトゥン・ハ遺跡と川下り(昼食付き) 
Altun Ha Mayan Ruins, Scenic River Cruise & Lunch 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間半 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 
 

 
＜注意事項＞ 

妊娠している方、背中や首を怪我している方、心臓や呼吸器に疾患のある方はご参加いただけません。 

訪問順序が変更になる場合があります。アルトゥン・ハ遺跡では凸凹道を歩きます。歩きやすいウォーキングシューズと長ズボ

ンでご参加ください。野生生物は頻繁に現れますが、見られる保証はありません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要

です。４歳以上の方がご参加頂けます。 

 
 

ツアー番号：BZE-115 

ラマナイ遺跡とマングローブ林の川下り(昼食付き) 
Lamanai Mayan Ruins, Mangrove River Cruise & Lunch 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約７時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 
 

 
＜注意事項＞ 

４歳以上の方がご参加頂けます。遺跡に登ることは禁じられています。野生生物は頻繁に現れますが、見られる保証はありま

せん。長ズボンと爪先の閉じた靴で参加し、虫除けと雨具をお持ちください。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。

必要に応じて、１米ドルにて現地でポンチョを借りることもできます。ツアー時間はテンダーボートの運行状況により変更となる

場合があります。 

 
 

ツアー番号：BZE-150 

トロリー列車での市内観光 
Open-Air Trolley Train City Drive 
ツアー料金：＄29.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約１時間 15 分 
 

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、折りたたみ式車椅子の方には適していますが、車椅子常用者の方には不向きです。体重１５８キロ以下の方が

ご参加頂けます。 
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ベリーズシティ（ベリーズ）  Belize City (Belize) 
 

 

ツアー番号：BZE-235 

ベリーズ動物園とホエザル保護区（昼食付き） 
Belize Zoo, Howler Monkey Sanctuary & Lunch 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間１５分 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 

このツアーでは数段の階段を昇り降りします。動物園とサル保護区は徒歩で見学します。軽くて涼しい服装と歩きやすいウォ

ーキングシューズで参加し、虫除けをお持ちください。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。 

 

 

ツアー番号：BZE-405 

密林のジップラインと洞窟のチュービング（昼食付き） 
Jungle Zipline Adventure, Cave Tubing & Lunch 

ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間４５分 
 

下車予定： ③⑥ /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

 
 

＜注意事項＞ 

体力に自信があり、ジャングルの凸凹道を３５分にわたって歩ける方に限ります。妊娠している方、背中や首を怪我している

方、心臓に疾患のある方はご参加頂けません。 

チュービングは洞窟内の水量によります。８歳以上、身長１２２センチ以上、体重１２０キロ以下の方がご参加頂けます。このツ

アーはとても活動的なツアーで体力のある方に向いています。洞窟のチュービング中は、提供された救命胴衣の着用が義務

付けられています。ジップラインの為に予め水着と短パンを着用してください。靴は濡れる可能性があります。ウォーターシュー

ズ、ロッカーは有料で貸出しがあります。スナック、レンタルロッカー用に現金、タオル、着替えと日焼け止め、虫除けをお持ちく

ださい。閉所恐怖症の方、高所が苦手な方にはお勧めしません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。 

 
 

ツアー番号：BZE-430 

乗馬でサファリとバカブ・エコパーク 
Horseback Safari Ride & Bacab Eco-Park 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約４時間半 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

  

＜注意事項＞ 

妊娠中の方と背中や首を怪我している方はご参加頂けません。乗馬は 12 歳以上の方が参加いただけます。家族の方はバカ

ボ・エコ・アドベンチャーパークの施設を有料でお楽しみいただけます（使用券は車内で販売します）。体重 113 キロまでの方が

乗馬ができます。乗馬時間は約 1 時間です。妊娠中の方は乗馬いただけません。虫よけをご持参ください。ツアーの前に免責

同意書への記入が必要です。泳ぐ予定の方は水着、タオルと日焼け止めをご持参ください。ロッカーを借りることができます。

10 米ドルをデポジットでお支払いただき、カギを返却する際 5 米ドルが返金されます。更衣室とシャワーがご利用いただけま

す。訪問順序が変わる場合があります。野生生物は頻繁に現れますが、見られる保証はありません。 
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ベリーズシティ（ベリーズ）  Belize City (Belize) 
 

 

ツアー番号：BZE-630 

エアボートで巡る湿地帯とマングローブ林の川下り、市内観光ドライブ 
Airboat Wetland and Mangrove Cruise & City Drive 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間半 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

エアボートの浮き桟橋まで６段の階段があります。参加者は健康で、歩ける方に限ります。 

動きやすい服装で参加し、サングラスと日焼け止めをお持ちください。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。５歳未

満のお子様、体重１３１キロ以上の方は参加できません。野生生物は頻繁に現れますが、必ずしも見られるという保証はあり

ません。 
 

 

リピーター向け 

ツアー番号：BZE-730 

洞窟のチュービングと景観ドライブ 
Cave Tubing & Scenic Drive 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約５時間半 
 

下車予定： ③ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

体力に自信があり、ジャングルの凸凹道を３５分ほど歩ける方に限ります。閉所恐怖症の方や首や背中に問題がある方には

お勧めしません。 妊娠中の方には制限があります。 

８歳以上、身長１２０センチ以上の方がご参加いただけます。この活動的なツアーはチュービングの開始地点まで 35 分間ハイ

キングがある為、体力に自信がある方にのみ向いています。 ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。泳ぐことがで

き、チュービングの間は提供される救命胴衣を着用しなければなりません。水着、Ｔシャツ、半ズボン、テニスシューズ(濡れま

す)またはウォーターシューズで参加し、タオルをお持ちください。また、着替えをお持ちください。チュービングの後に更衣室が

利用できます。施設ではバスごとにロッカーに荷物を預けることができます。軽食や飲み物が現地で購入できます。所々にあ

るフォトサービスは、プリンセスクルーズやツアーオペレーターの提携ではありません。お客様の自己責任においてご購入下さ

い。 
 
 

世界遺産 

ツアー番号：BZE-820 

サージェンツ･ケイのシュノーケリング 
Sergeant's Caye Snorkeling Adventure 
ツアー料金：＄75.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

３歳以上、泳げる方がご参加頂けます。船にはお手洗いの設備があります。ツアーにはシュノーケル装備が含まれており、ベ

ストの着用が義務付けられています。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。予め水着を着用し、タオルと日焼け止

めをお持ちください。 
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ベリーズシティ（ベリーズ）  Belize City (Belize) 
 
 

世界遺産 

ツアー番号：BZE-825 

バリアリーフのシュノーケリング 
Barrier Reef Snorkeling by Boat 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間半 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

１０歳以上、泳げる方でシュノーケリングの経験がある方がご参加頂けます。ツアーにはシュノーケル装備が含まれており、ベ

ストの着用が義務付けられています。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。水の中では体力を要する場合がありま

す。予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。ツアー時間はテンダーボートの運行状況により変更となる場合

があります。 
 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：BZE-930 

認定ダイバーのためのスキューバダイビング – ターナフェ環礁(２ヶ所) 
Certified Scuba Diving - Turnefee Atoll (Two Sites) 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約６時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

認定ダイバーは、Ｃカードと過去１年以内にダイビングをした記録の提示が必要です。ツアーの前に病歴･免責同意書への記

入が必要です。健康状態によっては参加できない場合があります。妊娠している方にはお勧めしません。１５歳以上７０歳以

下、体重１１３キロ以下の方がご参加いただけます。ダイビンググローブは使用できません。 
 
 

 
 

ツアー番号：BZE-880 

カヤックで入り江探検とバカブ・エコパーク 
Kayak Creek Expedition & Bacab Eco-Park 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約４時間半 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

 
 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方と背中、首、腰を怪我している方はご参加いただけません。 

無料でＷＩＦＩが使用できます。８歳以上７５歳以下、体重１０６キロ以下の方がご参加いただけます。日焼け止め、虫よけ、水着

とタオルを持参ください。ロッカーを借りることができます。10 米ドルをデポジットでお支払いただき、カギを返却する際 5 ドルが

返金されます。更衣室とシャワーがご利用いただけます。 

 

 

ツアー番号：BZE-110 

シュナントゥニッチ遺跡とマリンバ演奏(昼食付き) 
Xunantunich Mayan Ruins, Marimba Music & Lunch 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約７時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

３歳以上の方がご参加頂けます。ツアーでは凸凹道を４００メートルほど歩きます。歩きやすいウォーキングシューズでご参加

ください。長ズボンの着用をお勧めします。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。ツアー時間はテンダーボートの運

行状況により変更となる場合があります。 
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コスメル島 メキシコ 
Island of Cozumel, Mexico 
マヤの神話では、コスメルは神の住む場所でした。まばゆい白砂のビーチ、朽ちたマヤ遺跡、エキゾチックなジ
ャングルの野生生物、たくさんの熱帯魚が泳ぐ澄んだ海、まさにコスメルは神にふさわしい地です。 
すぐ近くの沖には、カリブ海全域で最も美しい珊瑚礁といわれるパランカーリーフがあります。もちろん、この地
上の楽園に魅せられたのは神々だけではありません。長く多彩な歴史を持つコスメルは、サー･ヘンリー･モー
ガンやジャン･ラフィットのような海賊や略奪者の本拠地となってきました。 
現在では旅行者が、神々や海賊を楽しませたのと同じ、魅惑的な美しさとくつろいだ雰囲気に浸っています。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A マヤ遺跡 Mayan Ruins 

この一帯には、メキシコ本土あるコバや有名な海沿いにあるトゥルムなど、古代マヤ文明の広大な遺跡が点
在しています。 

 

A○2 E A ビーチ Beaches 

コスメル海岸の白砂のビーチに足を浸してみましょう。プラヤミア･グランドビーチパークや、人里離れたパッ
ションアイランドビーチなどの青緑色の海が、息をのむような天国へと誘います。 

 

A○3 E A シカレ X-Caret 

エコロジーと考古学のテーマパーク、シカレはユカタン半島で最も人気の名所です。見どころは、地下を流れ
る川、マヤの村の再現やメキシコの民族ショーでしょう。 

 

A○4 E A プラヤ･デル･カルメン Playa del Carmen 

白く滑らかな砂浜、穏やかな波、珊瑚礁、のんびりとした暮らしぶりで、プラヤ･デル･カルメンはバックパッカ
ーや考古学ファン、ニューエイジ信奉者の人気を集めています。 

 

A○5 E A チャンカナブ国立公園 Chankanaab National Park 

この公園には世界的に有名な生態系、６０種以上の熱帯魚、甲殻類、珊瑚礁が見られる自然の水族館と、
島唯一の植物園があります。 

 

A○6 E A シュノーケリングとダイビング Snorkeling & Diving 

コスメルは澄んだ海と美しい珊瑚礁で他に抜きんでています。 
 

A○7 E A コスメル博物館とエル･セドラル Cozumel Museum & El Cedral 

博物館は２階建てです。エル･セドラルは１００年前の小さな遺跡で、１５１８年にスペインの探検家が作った
初めての村の跡です。 

 

A○8 E A ボートの冒険 Boating Adventure 

気持ちをリフレッシュし、セイリングや釣り、その他のウォータースポーツをお楽しみください。 
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コスメル島(メキシコ)  Island of Cozumel (Mexico) 
 
 

 

人気 

ツアー番号：CZM-100 

トゥルム遺跡とビーチでのひととき 
Tulum Mayan Ruins & Optional Beach Time 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約８時間 
 

下車予定： ①④ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

船酔いをしやすい方は適切な予防をしてください。トゥルム遺跡では法律によりビデオカメラの持ち込みに１２米ドルかかりま

す。三脚や専門的な機材は持ち込めません。遺跡に登ることは禁じられています。ベビーカーは使用できません。地面は険し

く、凸凹しています。歩行が困難な方や車椅子の方にはお勧めしません。バスから遺跡の入口まで約１.６キロの移動にはトロ

リーシャトルが利用でき、料金は１人当たり２米ドルです。バスは入場口付近でエアコンを付けた状態で待機しています。メキシ

コ料理のレストランがあります。軽装で歩きやすいウォーキングシューズを着用し、帽子やボトル入りの飲料水、現金をご用意

下さい。（米ドルが広範囲で利用できます） 
 

 
 

ツアー番号：CZM-110 

民俗ショー、テキーラ試飲と景観ドライブ 
Folkloric Show, Tequila Tasting & Scenic Drive 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金：なし）  
所 要 時 間：約４時間半 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

劇場にはエレベーターでなくエスカレーターで入ります。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。 
 

 
 

リピーター向け 

ツアー番号：CZM-320 

コバ遺跡、景観ドライブとショッピング 
Coba Maya Ruins, Scenic Drive & Shopping 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約８時間 
 

下車予定： ①④ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

船酔いをしやすい方は適切な予防をしてください。コバ遺跡ではメキシコ政府により、ビデオカメラの持ち込みに４.５０米ドルか

かります。三脚や専門的な機材は持ち込めません。車椅子の方や歩行が困難な方にはお勧めしません。３輪タクシー(２名乗

り)が利用でき、料金は１時間当たり１２米ドルです。地面は険しく、凸凹しています。歩きやすいウォーキングシューズを履き、

日焼け止めと虫除けスプレーをお持ちください。コバへの往復では、途中で小休憩を取ります。フェリーへの帰途、プラヤ･デ

ル･カルメンでの自由時間はありません。 
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コスメル島(メキシコ)  Island of Cozumel (Mexico) 
 

 

ツアー番号：CZM-600 

沿岸クルーズ、エル･セドラル、博物館とショッピング 
Scenic Coast Cruise, El Cedral, Museum & Shopping 
ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変更になる場合があります。船に空調設備は付いていません。車椅子の方や歩行が困難な方にはお勧めしませ

ん。歩きやすいウォーキングシューズを履き、日焼け止めをお持ちください。博物館の後はそのまま船に戻ることもできますし、

町に残って、タクシーで帰船することもできます。 
 

 
 
 

 

ツアー番号：CZM-280 

プラヤミアビーチでのひととき(昼食付き) 
Playa Mia Beach Break & Lunch 
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： ② /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

ツアー料金には往復の交通、昼食と飲み物、デッキチェア、動力を使わないウォータースポーツが含まれています。シュノーケ

リング装備は含まれていませんが、上記以外のウォータースポーツ同様、少額で利用できます。ウォーターパーク内でのアク

ティビティーには、体重・身長制限があります：体重 102 キロ以下、身長 2 メートル以下。予め水着を着用し、タオルと日焼け止

めをお持ちください。２１歳未満の方にはアルコール飲料をお出しできません。 
 

 
 

ツアー番号：CZM-285 

パッションアイランド･ビーチでの昼食と景観クルーズ 
Passion Island Beach Break, Lunch & Scenic Cruise 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約５時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

２１歳未満の方にはアルコール飲料をお出しできません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。タオルと日焼け止

めをお持ちください。足を滑らせる場合がありますので、特に水中の遊具等を踏まないようお気をつけください。 
 

 
 

ツアー番号：CZM-510 

スクートクーベでの島内一周ドライフﾞ、ビーチとショッピング（２名様用） 
Scoot Coupe, Scenic Drive, Beach and Shopping (2 people maximum) 
ツアー料金：＄159.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約３時間半 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアーは車両当たりの申込みとなります。参加人数ではなく車両ごとにご予約ください。スクートクーペは最大２名乗りです。チ

ケット１枚で２名様が使用可能です。最高速度は時速３２キロです。１車両の最大積載量は１８１キロです。運転手は有効な運

転免許証が提示できる２１歳以上の方に限ります。１２歳未満のお子様は参加できません。参加者はヘルメットの着用が義務

付けられています。予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。ツアーの前に免責同意書への記入が必要で

す。 
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コスメル島(メキシコ)  Island of Cozumel (Mexico) 
 

 

ツアー番号：CZM-550 

全地形型車両 ATV ドライブとビーチでのひととき(昼食付き) 
ATV Adventure, Beach Break & Lunch 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約４時間半 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

 
 

 
＜注意事項＞ 
ＡＴＶ車両は１名乗りです。運転手は有効な運転免許証が提示できる１８歳以上の方に限ります。最大積載量は１６３キロで

す。妊娠している方、背中や首に問題がある方、心臓疾患がある方にはお勧めしません。ツアーの前に免責同意書への記入

が必要です。提供されるヘルメットとゴーグルの着用が義務付けられています。予め水着を着用し、爪先の閉じた靴を履き、タ

オル、日焼け止めをお持ちください。淡水のシャワーが利用できます。 
 

 
 

ツアー番号：CZM-720 

エイとの出会い、シュノーケリングとビーチクラブ 
Stingray Encounter, Snorkeling & Beach Club 
ツアー料金：＄55.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 
 

下車予定： ②⑥ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首、膝に問題のある方、心臓や呼吸器に疾患のある方はご参加になれません。ツアーの前に免責同意

書への記入が必要です。４歳未満のお子様、体重が１１３キロ以上の方は参加できません。シュノーケリングの装備は含まれ

ており、ベストの着用が義務付けられています。 無料の炭酸水と水が含まれています。水中活動の中で、写真撮影ができる

のはシュノーケリング中のみとなります。エイと泳ぐ際はプロのカメラマンがお撮りします。園内には更衣室とシャワーがありま

す。予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。貴重品を預るサービスが含まれています。街でお買い物をする

こともできますが、その際はお客様ご自身の責任において船にお戻りください。 

 
 

ツアー番号：CZM-740 

海でのスポーツフィッシング 
Open-Water Sport Fishing 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 
船酔いをしやすい方は適切な予防をしてください。日焼け止めをお持ちください。ツアーの前に免責同意書への記入が必要で

す。１０歳未満のお子様は参加できません。２１歳未満の方にはアルコール飲料をお出しできません。カジキはすべてキャッ

チ･アンド･リリースです。衛生法規により、釣った魚を船内に持ち帰ることはできませんが、提携するレストランで調理してもらう

ことができます。船はダウンリガーとアウトリガーの両方を備え、ラインはツアー中に交替します。 

 
 

こだわり 

ツアー番号：CZM-750 

アメリカズカップ１２メートル級ヨットレース 
America's Cup 12-Metre Yacht Race 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

歩きやすいゴム底の靴でご参加ください。ヨットの経験がない方の参加可能年齢は１２歳以上で、経験者は７歳以上です。ツア

ーの前に免責同意書への記入が必要です。 
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コスメル島(メキシコ)  Island of Cozumel (Mexico) 
 

 

ツアー番号：CZM-755 

ツイスター･スピードボートで行くパッション･アイランド(昼食付き) 
Twister Speed Boat to Passion Island, Beach & Lunch 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約５時間 
 

下車予定： ②⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

  

 
＜注意事項＞ 

７歳未満のお子様、身長１２０センチ以下の方は参加できません。ボートは激しく揺れる場合がありますので、背中、首、呼吸

器、心臓に疾患のある方、妊娠中の方は参加できません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。上記の身体的条

件のある方も、ＣＺＭ-２８５のツアーでパッション･アイランドをお楽しみいただけます。「ツイスター」では海水を浴びる場合があ

ります。予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。 
 

 
 

ツアー番号：CZM-810 

豪華双胴船、シュノーケリングとビーチ 
Deluxe Catamaran Sail, Snorkel & Beach 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定： ②⑥⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

心臓疾患、ぜんそくやその他の疾患のある方にはお勧めしません。 

このツアーはシュノーケリング経験者にお勧めします。健康状態により参加できない場合があります。シュノーケリング装備は

含まれており、ベストの着用が義務付けられています。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。予め水着を着用し、タ

オルと適切な日焼け止めをお持ちください。２１歳未満の方にはアルコール飲料をお出しできません。船には海に出る階段、淡

水のシャワー、日除けのついたラウンジとバー、サンデッキ、お手洗いが２箇所あります。昼食は追加料金となります。 

 
 

ツアー番号：CZM-815 

パランカーリーフのシュノーケリング、ヨット、ビーチ 
Palancar Reef Snorkel, Sail & Beach 
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： ②⑥⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 
 

 
＜注意事項＞ 
シュノーケリングは、岸やメディカルセンターから約１時間２０分離れた沖合で行われます。 
抗鬱剤、ベータ受容体遮断薬、血管収縮薬などの日常の動きや身体活動を阻害する薬を摂取している方や糖尿病、癲癇、喘

息、あらゆる心臓疾患、呼吸器と肺の疾患、高血圧などの持病をお持ちの方、怪我や妊娠をされているお客様はご参加いた

だけません。 
参加者は泳ぎが得意で、船の梯子を昇り降りできる方に限ります。シュノーケリング装備は含まれており、ベストの着用が義務

付けられています。未成年者は、親または法的な保護者が同行し、常時監視することが必要です。参加できる年齢は１０歳か

ら７０歳までです。参加できる体重は３４キロから１０２キロまでです。アルコール類はシュノーケリングの後で出されます。２１

歳未満の方にはアルコール飲料をお出しできません。身分証明書の提示が必要です。ツアーの前に免責同意書への記入が

必要です。予め水着を着用し、タオルと日焼け止め(生物分解性の日焼け止めローション)をお持ちください。 
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コスメル島(メキシコ)  Island of Cozumel (Mexico) 
 

 

ツアー番号：CZM-900 

ジェニーズ･ビーチのヘルメットダイビング 
Helmet Diving at Jeannie's Beach 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 
８歳未満のお子様、体重３６キロ以下の方は参加できません。ヘルメットの重さは水の外では約３２キロ、半潜水状態では約７

キロです。水への出入りには補助がつきます。このツアーでは資格なしで水中を楽しめます。ツアーの前に病歴･免責同意書

への記入が必要です。予め水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちください。ヘルメットダイビングは眼鏡をしたまま楽しめ

ます。 
 

 
 

ツアー番号：CZM-930 

認定ダイバーのためのスキューバダイビング(２ヶ所) 
Certified Scuba Diving (Two Sites) 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約４時間半 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 
認定ダイバーは、Ｃカードと過去２年以内にダイビングをした記録の提示が必要です。ツアーの前に病歴･免責同意書への記

入が必要です。健康状態によっては参加できない場合があります。 
 

 
 

ツアー番号：CZM-125 

チャンカナブ国立公園とメキシコ探索 
Chankanaab National Park Day Pass & Discover Mexico 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間半 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 
＜注意事項＞ 

タオル、日焼け止めをご用意下さい。シュノーケリング等のアクティビティは、ツアーに含まれているものではありませんので監

視員は付きません。シュノーケリング用の備品も含まれていません。 

 
 

ツアー番号：CZM-370 

秘境の川 鍾乳洞とプラヤ・デル・カルメン 
Amazing Secret River, Caverns & Playa del Carmen 
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： ④ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 
 

 
＜注意事項＞ 
６歳以上、体重１１３キロ以下の方がご参加頂けます。参加者は健康状態が良好であり、水中を約１時間半歩くことの出来る

方に限ります。水着、タオル、着替えをご用意下さい。鍾乳洞内のカメラ撮影は禁じられています。水温は２３度ですが、ウエッ

トスーツが貸し出されます。フォトサービスはプリンセスクルーズとの提携ではありません。お客様の自己責任においてご購入

下さい。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。 
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コスメル島(メキシコ)  Island of Cozumel (Mexico) 
 

 

ツアー番号：CZM-455 

電動自転車、シュノーケリングとビーチ 
Electric Bike, Snorkel & Beach 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約３時間 
 

下車予定： ②⑥ /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 
 

 
＜注意事項＞ 

６ヶ月以内に手術をした方、心臓や呼吸器系、妊娠中の方、その他心身状態への障害を警告する薬を摂取している方はご参

加いただけません。 

１２歳以上、身長１３５メートル以上、体重１２７キロ以下の方がご参加いただけます、ツアーの前に免責同意書への記入が必

要です。未成年の方は保護者同行で、免責同意書に保護者の方のご署名が必要です。自転車に乗ることができる方にご参加

頂けます。一人ずつ乗って頂きます。妊娠中の方、心臓や呼吸疾患、背中や首に問題がある方はご参加頂けません。予め水

着を着用し、先の開いていない靴、帽子、タオル、日焼け止めをご用意下さい。リュックがお勧めですが、ロッカーを借りること

も出来ます。写真は購入可能ですが、HD GoPro ビデオカメラの貸し出しもしています。シュノーケリング装備は含まれており、

ベストの着用が義務付けられています。 
 
 

 

ツアー番号：CZM-570 

セグウェイによるコスメル探索とビーチ 

Cozumel by Segway & Beach Combo 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 
 

 
＜注意事項＞ 
１２歳以上６５歳以下の方、体重４５キロ以上１１３キロ以下の方がご参加頂けます。予め水着を着用し、タオル、日焼け止めを

ご用意下さい。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。 

 
 
 

 

こだわり 

ツアー番号：CZM-250 

メキシコ料理体験と昼食、ビーチ 
Mexican Cooking Preparation, Lunch & Beach 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約５時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 

健康状態が良好な方がご参加ください。いかなる身体又は健康に障害がある方はご参加頂けません。最低９０分間は立った

ままでいられる方に限ります。階段の登り降りが出来る人に限ります。妊娠中の方、心臓や呼吸器に疾患がある方、背中や首

を怪我している方にはお勧めしません。 

１８歳以上の方がご参加頂けます。人の手を借りずに動くことができ、最低９０分間は立ったままでいられる方に限ります。身

長１５０センチ以上２００センチ以下、体重３４キロ以上１１３キロ以下の方がご参加頂けます。参加者は健康状態が良好で、ま

た、階段の昇り降りができなければなりません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。車椅子ではご参加になれま

せん。タオルと日焼け止めをお持ちください。ツアー時間は変更になる場合があります。 
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コスメル島(メキシコ)  Island of Cozumel (Mexico) 
 

 

ツアー番号：CZM-255 

サルサとマルガリータ作り、サルサダンス教室 
Salsa and Margarita Making & Salsa Dance Class 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間半 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

５歳以上の方がご参加頂けます。ロッカーとタオルは有料でご利用になれます。未成年者は大人の同行が必要です。ツアーの

前に免責同意書への記入が必要です。 
 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：CZM-310 

チチェン・イツァ遺跡 
Chichén Itzá Mayan Ruins 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： ④ 

健脚度 その他 

中 

  

 
＜注意事項＞ 

チチェン・イツァへは片道１時間４５分のドライブです。このツアーは車椅子又は歩行に難がある方にはお勧めしません。遺跡

各所ではメキシコ政府により、ビデオカメラの持ち込みに５～８米ドルかかります。三脚や専門的な機材は持ち込めません。凹

凸のある石灰石やぼろぼろの石の上をかなり歩き、デコボコとした箇所を登る事が含まれます。履きなれたウォーキングシュ

ーズを着用し、帽子、日焼け止め、虫よけをご持参ください。幾つかの遺跡は壊れやすい状態なので、登ることはできません。 
 
 

 

ツアー番号：CZM-260 

海辺のチョコレート屋さん、ワインとのペアリング 

Chocolate Seaside Workshop, Tasting and Wine Pairing 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約２時間４５分 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 
妊娠中の方、ナッツアレルギーをお持ちの方はご遠慮下さい。８歳以上の方が参加頂けます。２１歳未満の方にはアルコール

飲料をお出しできません。ツアーの前に免責同意書への記入が必要です。 
 

 

ツアー番号：CZM-270 

ホセ・クエルボでテキーラ体験 

The Tequila Experience by Jose Cuervo 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約３時間 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

  

 
＜注意事項＞ 
カメラ、買い物をされる方は現金をお持ち下さい。２１歳未満の方にはアルコール飲料をお出しできません。１８歳以上の方が

ご参加頂けます。 
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コスメル島(メキシコ)  Island of Cozumel (Mexico) 
 
 
 

 

リピーター向け 

ツアー番号：CZM-360 

シカレ･エコ考古学パーク 
X-Caret Eco-Archeological Park 
ツアー料金：＄124.95～ （子供料金有：８歳以下） 
所 要 時 間：約８時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定：④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

船酔いをしやすい方は適切な予防をしてください。子供料金は８歳以下のお子様に適用されます。シカレでは乗馬とイルカとの

出会いが楽しめますが、これらはツアーに含まれておらず、予め船内で予約することもできません。園内では生物分解性の日

焼け止めのみご利用になれます。 
 
 
ツアー番号：CZM-670 

アトランティス潜水艇とマリンパーク 
Atlantis Submarine Expedition & Marine Park 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約２時間１５分 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

安全上の理由から、身長９０センチ以下の方、４歳未満のお子様は参加できません。潜水艇に乗るには１２段の梯子がありま

す。潜水艇内での撮影には、ＡＳＡ４００以上の高感度フィルムをご利用になることをお勧めします。潜水艇は米国沿岸警備隊

に承認されたものです。 
 

 
 

ツアー番号：CZM-705 

イルカ、マナティと優雅に泳ごう！＆アシカのショー 
Dolphin and Manatee Swim & Sea Lion Show 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間半 
 

下車予定： ②⑤ /車窓予定： 

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方はご参加頂けません。イルカと一緒に水に入る際には、救命胴衣の着用が義務付けられています。ツアーの前に

免責同意書への記入が必要です。身長１０５センチ以下の方は参加できません。見学者は割引料金で参加できます。詳細は

船内のツアーデスクにお問い合わせください。参加人数は限られています。イルカと水中にいる時間は約４０分です。予め水着

を着用し、タオル、園内での買い物のために現金をお持ちください。マナティとの触れ合いは約１０分です。アシカのショーは約

２０分です。水中ではあらゆるカメラ撮影は出来ません。桟橋やプラットフォームでの見学者は、カメラ及びビデオの撮影はでき

ません。ドルフィン・プログラムの写真を購入することができます。フォトサービスはプリンセスクルーズとの提携ではありませ

ん。お客様の自己責任においてご購入下さい。 
 

 

23 



コスメル島(メキシコ)  Island of Cozumel (Mexico) 
 
 

 

ツアー番号：CZM-710 

イルカ、マナティとアクティブに泳ぐ！＆アシカのショー 
Interactive Dolphin and Manatee Swim & Sea Lion Show 
ツアー料金：＄209.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間半 
 

下車予定： ②⑤ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

妊娠中の方はご参加頂けません。イルカと水に入る際には、救命胴衣の着用が義務付けられています。ツアーの前に免責同

意書への記入が必要です。身長１２０センチ以下の方は参加できません。８歳以上の方がご参加頂けます。見学者は割引料

金で参加できます。詳細は船内のツアーデスクにお問い合わせください。参加人数は極めて限られています。妊娠している方

はご参加になれません。予め水着を着用し、タオル、園内での買い物のために現金をお持ちください。マナティとの触れ合いは

約１０分です。アシカのショーは約２０分です。水中ではあらゆるカメラ撮影は出来ません。桟橋やプラットフォームでの見学者

は、カメラ及びビデオの撮影はできません。ドルフィン・プログラムの写真を購入することができます。フォトサービスはプリンセ

スクルーズとの提携ではありません。お客様の自己責任においてご購入下さい。 

 

 
 

ツアー番号：CZM-800 

セノーテとタートルベイでのアドベンチャー 
Cenotes and Turtle Bay Adventure 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約８時間 
 

下車予定： ②⑥ /車窓予定： ④ 

健脚度 その他 

中 
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Frequently Asked Questions 
よくあるご質問と回答 

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寄港地観光を選ぶと多くの利点があります。例えば、 

品質：プリンセスではすべての寄港地を精査して、現地の最も信頼出来るツアー運行会社による観光を提

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

な要求や好奇心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観光の手配を致します。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満足のゆく

ツアーであ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先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

を控えるよう通達している場合には、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、変更はお客様自身の安全を守る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、お客様は、寄航中のご自

身の行動において最終的に自己責任をもって行動しなくてはいけないことをご理解ください。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。 

･旅行者が通常訪れる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。 

これらのアドバイス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ことの重要なメリットの一つは、プリンセスがすべての

ツアーの出発と到着をしっかり監視していることです。それ故、すべてのプリンセス主催のツアーが戻って

来るまで船が出港することはありません。つまり船に乗り遅れることはありませんので、ご安心ください。
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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行動された場合には、お客様

の居場所が分かりません。船の定めた最終帰船時間より前に、十分な余裕をもって船にお戻りください。 

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

日の５日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内会計に請

求されます。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 クルーズツアー利用時のランドツアー（陸上観光）はどのように事前予約できますか。 
＊クルーズツアー：クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズによる陸上観光付きコース 

＊ランドツアー：クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズ（陸上観光）を予約されている場合のオプショナルツアーです。 

Ａ ランドツアーの事前予約のご希望が決まりましたら、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（登録）をしてください。ご参加のお客様各々に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、ディスカバー、ダイナースクラブの利用が可能です。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。

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が、追加・

変更は 10 日前までに完了させてください。10 日前を過ぎてから登録された情報は、本船に届かない可能

性があります。また、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、払い戻しが出来ない場

合があります。ご予約時に取り消し規定を必ず御確認下さい。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の受付となり、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トラベルサマリーを印刷してください。各ポイントに到着する

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、クルーズ乗船日翌日の 

お昼１２時までにキャンセルをしないと、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

とならないない限り、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、最初のランドツアーの２日前まではキャンセルするこ

とが出来ます。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。その後にキャンセルされた場合は、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

た場合はキャンセル料が掛かりません。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

社が催行を中止した場合を除き、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自動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•マネジャーは船上でのプリンセスの寄港地観光プログラムを担当します。ツア

ーオフィスのスタッフは質問に答たり、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 一部のツアーに設定されています。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（自分仕様に）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、乗船日翌日のお昼１２時まで、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と

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人数単位ではなく、乗り物単位で販売されますので、代表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、予約された方が代表

者となります。プリンセスでは他の個人客を組み合わせてプライベートグループを構成することはしません。

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、親または保護者が権利放棄承諾

書に署名した場合、同伴なしで未成年者のツアーへの参加を認めている会社も数社あります。ツアー会

社が課したその他の制限事項は各ツアーの“Special Notes” (注意事項)に記載されています。 

 

 

Ｑ 訪問する港にビザは必要ですか。 
Ａ 乗船されるクルーズに適用されるビザに関しては Cruise Personalizer の“Itinerary”に記載された情報

をご参照ください。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加するために必要な追加書類はありますか。 
Ａ 寄港地観光によってはパスポート、ビザ、その他の書類が必要となる場合があります。詳細について

は寄港地観光の“Special Notes”をご覧ください。両親２人の同伴なしに国境を越えるお子様の参加には

公証人による承諾書が必要です。 

 

Ｑ 寄港地観光はガイド付きですか。 
Ａ はい。すべてのツアー現地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旨が

明記されているものを除きます。 
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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、寒い気候から暑くて湿度の高い気候まで広く変化します。薄手や厚手のも服装

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。マリンアクテビティの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。 

 

オーバーランド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寺院など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 船内には寄港中もオープンしているビュッフェをはじめ、食事が出来る場所がありますので、寄港地観

光中の合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中の大きな楽しみの一つでもあります。多くの寄港地観光では、

出来る限りショッピングの時間を設けています。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、階段を上り下りしますか。 
Ａ すべての寄港地観光で若干は歩きます。中にはもっと多く歩いたり、階段を上り下りするものもありま

す。歩く場所も、市街地の石畳の凸凹した通りや古代遺跡の岩だらけの小道の場合もあります。多くの寄

港地観光では、階段を上り下りする必要があります。訪問する建物の多くは、エレベーターなどが発明さ

れる以前に建てられており、オリジナルの状態で保存されています。より多くの情報および案内は、各コー

スの説明に付けられたシンボルマークを参照ください。 

 

 

Ｑ 他に何か寄港地で予想されることはありますか。 
Ａ 訪問する場所によっては、観光客のみならずに地元の人にもとても人気がある場所である為、プリン

セスのツアーであろうとも、お一人で観光していようとも、混雑する場合があります。その様な状況はよそう

がむず残念ながら、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。 
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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/権利放棄承諾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。 

病状例：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。 

参加者はご自身で所有のダイビング器材を使用されることは可能ですが、ご自分の客室にて保管してくだ

さい。その場合でもツアー料金の割引はありません。 

 

 

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/権利放棄承諾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。 

病状例：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/権利放棄承諾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。 

病状例：心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコントロールす

るのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、閉所恐怖、

再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い。 

ヘルメットダイビングまたはスヌーバツアーへの参加は８歳以上で体重が３４ｋｇ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。 
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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。参加者は魚を

釣る権利を購入いただく為、、魚が釣れることを保障しているものではありません。 

例外として、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１１３kg 以上

（完全装備含む）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、乗船日翌日のお昼１２時までにキャンセルされな

いと、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。気温の変化に合わせ調整できるよう、重ね着でのご参加をお薦めします。 

デナリ国立公園でのヘリコプターツアーでは、１１３kg 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ご希望に添えられない場合もあります。 

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

して優れた評価に基づいて選んでいます。 

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サイズ的に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
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の情報を提供出来ます。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

わせた手配を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には注意が必要です。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リフト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２２ｋｇ以上

のものを運ぶことは法律で許されておりません。 

寄港地によっては投錨し沖泊泊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、２２ｋｇ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から出されます。それは、全員の安全と

快適さを基準に決定され、キャプテンの決定権は絶対です。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に対する払い戻しや金銭的な補償は致しま

せん。プリンセスは皆さまの残念な気持ちを理解いたしますが、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、

独立した現地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により、特定の参加者の安全と快適さに問題があるとの結論

が下された場合、その方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その方と直

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）や寄港地観光や陸地ツアーのプロモーションおよび手配にお

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

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

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

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

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

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

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

社の取引条件をお客様が承認したことになります。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ツアーデスクで予約の可能性を再度確認してみてください。 

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

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

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

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

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

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

す。 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

交通機関 

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

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

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

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

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

されております。 

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

ご希望に最大限沿えるよう代替案をご案内いたします。 

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

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

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

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

題に配慮してお客様にも参加していただくようにメッセージを込めています。 
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