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プリンセス・クルーズ ショアエクスカーションのご案内 

プリンセス・クルーズのショアエクスカーションが人気な理由・・・ 

アドベンチャー好きな方、グルメ通な方、寄港地を肌で体験したい方など、様々なお客様の嗜好に対応した種類豊富な受賞歴のあるツアーをプリン

セス・クルーズは取り揃えています。また最終乗船時間を過ぎても船は出港することなくお客様をお待ちするので、寄港地での時間を最大限に活用

し、安心して満喫していただけます。すべてのツアーには歩行が含まれます。歩きやすい平底の靴でご参加ください。お客様の好みに合ったツアーを選

ぶ際、以下のカテゴリーをご参考としてご活用ください。 

シンボルマークのご案内 

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。 

食事、飲み物などがツアーに含まれます。 

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。 

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含まれます。 

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。 

ツアー中にショッピングの時間をお取りします。 

※ツアーの進行状況により、 

時間がお取りできない場合もございます。 

このシンボルマークのあるツアーは、車椅子の方もご参加いただけます。ほとんどのツアーでは、折り畳み式の車椅子をご利用いただき、

スペースの都合上、電動式車椅子や歩行器では参加できない場合があります。 

寄港前に手配が必要なため、あらかじめ船内のショアエクスカーション・マネージャーにお伝えください。 

※以下の各種テーマツアーは、一部の港ではご用意がない場合もございますので、予めご了承ください。 

 ディスカバリー 

「ディスカバリー」ツアー 

ディスカバリー・チャンネルと提携して実現した、プリンセス・クルーズのお客様だけが参加できる

ショアエクスカーションです。知的好奇心を駆り立てられる内容で、一生に一度味わえるか味

わえないかのような素晴らしい体験をお楽しみください。お子様が楽しめるファミリー向けのツア

ーもご用意しています。 

 地域体験 

「地域体験」ツアー 

「クルーズ・クリティック」誌でベスト・ショアエクスカーション賞受賞。信頼のおける地元の専門

家とプリンセス・クルーズがパートナーを組んで、その地域ならではの地元に密着したツアーを

提供します。地元の食事、地ビールやワイン、文化・歴史・自然、アートなどの分野を地元の

ツアーガイドの案内のもと体験できるツアーとなっています。 

 ボナペティ 

グルメを体験できる 
「ボナペティ」ツアー 

食とライフスタイルのブランド「Bon Appétit」との提携により、食を通して寄港地を感じていた

だけるようなツアーを提供しています。地元の食材を利用し、地元のシェフによるクッキングクラ

スやテイスティングのツアーなどをご用意していますので、味覚で寄港地をご堪能ください。 

 自由行動 

「自由行動」ツアー 

目的地までこちらが用意した乗り物で移動し集合時間までの間、観光、お買い物、お食

事、散歩など・・・ご自身のペースで思い思いに寄港地を満喫していただけます。 

 アニマル・プラネット 

世界中の生き物に出会う 
「アニマル・プラネット」ツアー 

アニマル・プラネットと提携し、プリンセス・クルーズのお客様だけが参加できるショアエクスカーシ

ョンをいくつかご用意しています。ツアーを通して大自然に触れ、地球に生息する生き物への

敬意の気持ちを抱かせてくれるような壮大なツアーとなっています。 

 少人数グループ 

「少人数グループ」ツアー 
グループ人数 Group Size が、通常のツアーより少なめに設定されています。 

 専用車 

「専用車」で回るツアー 

専用車 1台単位でのお申し込みとなります。ドライバーが運転をし、ガイド付き/ガイドなし、

乗用車/ミニバン、半日/終日のコースからお選びいただけます。いずれもご自身で一日のツア

ーを考えることができるので、自由行動をご希望のお客様には最適のツアーとなっています。 



グランド・ケイマン ケイマン諸島 
Grand Cayman, Cayman Islands 

コロンブスがケイマン島に降り立ったのは 1503 年。当時大量のウミガメがいたことから、ラス・トルトゥガス（スペイン語で海亀）と名付
けられましたが、ワニも多く生息していたことから、先住民のカリブ族の言葉でワニを意味するケイマナスと呼ばれるようになりました。それ
が現在の「ケイマン」の名の語源になっています。島は長い間、海賊や盗人の居住地でしたが、白砂が続くビーチ、サンゴ礁、沿岸に沈
む壮大な沈没船などから今ではカリブ海の楽園となっています。グランド・ケイマン、ケイマン・ブラック、リトル・ケイマンは、カリブ海全体で
も生活水準が高いことで有名です。自然美と都会風スタイルを併せ持つグランド・ケイマンは、冒険心溢れる好奇心旺盛な方にはた
まらないデスティネーションとなっています。 

ご案内：グランド・ケイマンは沖止めとなる港です。船のテンダーボートにて上陸します。海の状況によっては、他の桟橋を使用し上陸
する場合もあります。そのため、ツアー所要時間が変更になる場合があります。 

＜見どころ＞ 

● ジョージタウン George Town
ケイマン諸島の首都ジョージタウンは、政治、経済の中心地です。多くのレストランやショップがあり、種類豊富なアクティビィティをお
楽しみいただけます。 

● ケイマン・タートルセンター Cayman Turtle Center
世界でも有名なケイマン・タートルセンターは約 0.093 平方キロメートルに広がる珍しいアドベンチャー・マリンパークです。手の平に
乗るほどの小さな赤ちゃんカメから、250キロ以上のサイズのカメまで見られます。 

● ヘル Hell
ウエスト・ベイの北西に位置するこのの観光地は、短く黒い石灰岩層で有名で、世界で最もカラフルな郵便局があることでも知られ
ています。 

● スティングレイ・シティ & サンドバー Stingray City & Sandbar
ケイマン諸島にはスティングレイ(アカエイ)を見ることができる場所が 2 ヶ所あり、どちらも静かなノースサウンドに位置しています。人懐
っこいスティングレイと触れ合える美しいエリアです。 ※ここでは浅瀬のエリアをサンドバーと呼んでいます。 

● シュノーケリング & ダイビング Snorkeling & Diving
経験豊かなダイバーもシュノーケリング初心者もぜひともケイマンでお試しください。ノースサウンドの砂の海底を優雅にさまようスティン
グレイたちとの遊泳体験は、一生の思い出として残るでしょう。 

● セブンマイルビーチ Seven Mile Beach
真っ白な砂と、穏やかなターコイズブルーの海が広がるセブンマイルビーチは、コンドミニアムやショップ、ブティック、バー、レストランが点
在し、あらゆるウォータースポーツが楽しめる世界トップクラスのリゾート地です。 

● アトランティス潜水艇 Atlantis Submarine
アトランティス潜水艇に乗って海底を探検しましょう。潜水艦の丸窓からは、サンゴの群生やタイ、スティングレイ、カメなど色とりどりの
ケイマン諸島の海洋生物を見ることができます。 

● 10隻の沈没船 Wreck of the Ten Sails
1794年の嵐の際、グランド・ケイマンのイーストエンドのサンゴ礁に10隻の船が瞬時に座礁しました。レスキュー隊と海で命を落とし
た 8人の乗組員を追悼した記念碑があります。 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 

 
ツアー番号：GCM-105 
タートルセンター、ヘル、トルトゥガ・ラムケーキセンター & 景観ドライブ 
Turtle Centre, Hell, Tortuga Rum Cake & Scenic Drive 
ツアー料金：$64.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間 30分 
 
見どころ： ジョージタウン、ヘル、セブンマイルビーチ 

健脚レベル 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。ヘルから投函されたポストカードには「ヘル=地獄」と消印が押されます。 

 
ツアー番号：GCM-110 
ヘル & セブンファゾムラム蒸留所・ハイライト 
Highlights, Hell & Seven Fathoms Rum Distillery 
ツアー料金：$44.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間 

見どころ： ヘル、ジョージタウン、セブンマイルビーチ 

健脚レベル 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：GCM-120 
島内景観ドライブ、ヘル & ビーチ 
Coast-to-Coast Scenic Island Drive, Hell & Beach 
ツアー料金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 

見どころ： ヘル、10隻の沈没船 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞ 
ツアー中は平らでない箇所も歩きますので、履きなれた靴をご着用ください。ラムポイントでのお食事の注文はお客様のお支払いとなります。中には、注文
してから出てくるまで、時間を要するものがあります。 

 
ツアー番号：GCM-150 
トロリーに乗ってジョージタウン観光 
Trolley Roger Train Scenic Tour of Georgetown 
ツアー料金：$29.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 1時間 

見どころ： ジョージタウン 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞ 
このツアーではほとんど徒歩観光を含みません。 

ツアー番号：GCM-185 
セブンマイルビーチ・ヘリコプターツアー 
Exclusive Seven Mile Beach Helicopter Tour 
ツアー料金：$139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 45分 

見どころ： ジョージタウン、セブンマイルビーチ 

健脚レベル その他 

中 

 
＜注意事項＞ 
（体重制限：113 キロ以下）ヘリコプターのフライト時間は 10-12分の予定です。 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 

ツアー番号：GCM-190 
スティングレイ・シティ・ヘリコプターツアー 
Exclusive Stingray Sandbar Helicopter Adventure 
ツアー料金：$189.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：45分 

見どころ： ジョージタウン、スティングレイ・シティと浅瀬、セブンマイルビーチ 

健脚レベル その他 

中 

 
＜注意事項＞ 
（体重制限：113 キロ以下）ヘリコプターのフライト時間は 15-18分の予定です。 

 
ツアー番号：GCM-250 
ラムケーキセンター、パノラマビューとグランド・ケイマンの味 
Rum Cake Center, Panoramic Views & Local Bites 
ツアー料金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 45分 

見どころ： 10隻の沈没船 

健脚レベル その他 

低 

＜注意事項＞ 
このツアーに参加すると、ボーデンタウンの経済の振興の助けとなります。現地でのお買い物用に現地通貨の持参をお勧めします。天候や交通渋滞により
訪問順序が変更になる場合があります。 

 
ツアー番号：GCM-255 
ケイマン諸島の味 
Flavors of the Cayman Islands 
ツアー料金：$99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 

見どころ： ジョージタウン 

健脚レベル その他 

低 

＜注意事項＞ 
歩きやすい靴でご参加ください。 

 
ツアー番号：GCM-260 
グランド・ケイマン・VIPツアー 
An Intimate VIP Visit of Grand Cayman 
ツアー料金：$99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 45分 

見どころ： ジョージタウン 

健脚レベル その他 

中 

＜注意事項＞ 
天候や交通渋滞により訪問順序が変更になる場合があります。 

少人数グループ 専用車 
ツアー番号：GCM-265 
少人数での優雅な島内観光 
Exclusive East Island Exploration 
ツアー料金：$439.95～ （1台分：最大 4名様） 
所要時間 ：約 3時間 

見どころ： 10隻の沈没船 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞ 
専用車 1台毎の手配となりますので、代表者 1名様がお申し込みください。 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 

 
ツアー番号：GCM-275 
ケイマン・ハイライト ヘル & ビーチ  
Cayman Highlights, Hell & Heritage Beach 
ツアー料金：$64.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 

見どころ： ジョージタウン、ヘル、セブンマイルビーチ 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞ 
砂浜を歩き、階段の上り下りできることが参加条件となります。カメラ、現金、アクアシューズ、水着を持参のうえ、歩きやすい靴でご参加ください。ビーチ滞
在時間は 3 時間で、ビーチ用シートが付いてきます。砂浜へ続く遊歩道と階段があります。訪問順序が変更になる場合があります。ツアー出発前にビー
チチェアをセットできます。 

ツアー番号：GCM-285 
ホワイトハウス・ビーチクラブ（ランチ付き） 
Deluxe White House Beach Escape with Lunch 
ツアー料金：$109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 

見どころ： ジョージタウン 

健脚レベル その他 

低 

＜注意事項＞ タオル、日焼け止め、水着をお持ちください。カヤック、フロート、シュノーケリング用具はレンタルできます。 
お食事をいただくデッキから、海に入れます。他の場所からビーチまでの道のりは岩場となります。 
（年齢制限：5歳以上） 

ツアー番号：GCM-370 
クリスタルケイブ探検 
Crystal Cave Adventure 
ツアー料金：$139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 

見どころ： ジョージタウン 

健脚レベル その他 

中 

 
ツアー番号：GCM-450 
サイクリング、タートルセンター & ヘル 
Scenic Bike Ride, Cayman Turtle Centre & Hell 
ツアー料金：$84.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 3時間 

見どころ： ヘル、セブンマイルビーチ 

健脚レベル その他 

高 

 
＜注意事項＞ 
このツアーはかなりの運動量を要しますので、体力に自信がある方のみご参加ください。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 
（年齢制限：16歳以上） 

 
ツアー番号：GCM-570 
セグウェイで回るセブンマイルビーチ & ロイヤル・パーム・ビーチ 
Seven Mile Beach Segway & Royl Palms Beach Tour 
ツアー料金：$129.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 3時間 30分 

見どころ： セブンマイルビーチ 

健脚レベル その他 

中 

 
＜注意事項＞  
妊娠中の方、心臓、背中に異常のある方はご参加いただけません。つま先の覆われた靴でご参加ください。バランス感覚、反射神経があまり良くない方
にはお勧めいたしません。ヘルメット、ひざパット、ひじパットは貸し出されますので、必ずご着用ください。訪問順序が変更になる場合があります。 
（年齢制限：13歳以上  体重制限：45 キロ以上 117 キロ以下） 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 

ツアー番号：GCM-600 
陸と海から見るグランド・ケイマン 
Land & Sea Combination 
ツアー料金：$69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 

見どころ： ヘル、セブンマイルビーチ 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞  
半潜水船の出入り口には 8～10段ほどの階段があります。日焼け止めと帽子、歩きやすい靴をご用意ください。 

ディスカバリー 
ツアー番号：GCM-670 
アトランティス潜水艦で景観アドベンチャー 
Atlantis Submarine Scenic Adventure 
ツアー料金：$119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 1時間 30分 

見どころ： アトランティス潜水艇 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞ 
潜水艦へは 11 段の階段を下りていきます。潜水艇内での撮影には、ASA400 以上の高感度フィルムの使用をお勧めいたします。潜水艦は米国沿岸
警備隊に認定されたものです。テンダーボートを止める場所によりますが、約 180 メートル（5～10分）、潜水艦乗り場まで歩きます。 
（年齢制限 4歳以上  身長制限 91 センチ以上） 

アニマル・プラネット 
ツアー番号：GCM-705 
イルカとの触れ合い & タートルファーム 
Dolphin Encounter & Turtle Centre 
ツアー料金：$89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 

見どころ： ジョージタウン 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞  
妊娠中の方、最近手術を受けた方、喘息などの呼吸器に支障のある方、心臓に支障のある方、長時間立っていたり、歩いたりするのが困難な方はご参
加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。予め水着を着用し、タオルをお持ちください。日焼け止めは最低限の使用でお願い
します。イルカの保護のため、装飾品は全て外して頂けます様お願いします。水中でイルカに触れ合うことができますが、泳ぐ必要はありません。見学者は
割引料金でご参加いただけますので、船内ツアーデスクでお尋ねください。水中にはいかなるカメラも持ち込めません。イルカとのお写真は終了後、ご覧に
なって購入することができます。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任となります。 
（年齢制限 3歳以上） 

アニマル・プラネット 
ツアー番号：GCM-710 
イルカとの遊泳 & スティングレイとの触れ合い 
Dolphin Swim & Stingray Encounter 
ツアー料金：$139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 

見どころ： スティングレイ・シティとサンドバー 

健脚レベル その他 

中 

 
＜注意事項＞  
妊娠中の方や呼吸器に問題ある方にはお勧めいたしません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 
139 センチ以下のお子様は参加料金をお支払いした保護者の方同伴でご参加ください。140 センチ以上のお子様は保護者の同伴は不要です。 
このツアーはシュノーケリングが含まれません。予め水着を着用し、タオルをお持ちください。日焼け止めは最低限の使用でお願いします。イルカの保護のた
め、装飾品は全て外していただけます様お願いします。アクアシューズの着用をお勧めいたします。 
スティングレイ・サンドバーは沖から数キロ離れた所に位置します。ボートからの入水地点の水深は 1.8～3 メートルで、サンドバーの水深は平均 0.9～
1.2 メートルです。ドルフィン・コーブではプロによるアクティビティー中に撮影された写真やビデオの他、食べ物、飲み物など購入することが出来ます。写真
撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任となります。 
（身長制限 121 センチ以上  体重制限 113 キロ以下） 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 
 

 
ツアー番号：GCM-815 
アルーラカタマラン帆船でスティングレイ・サンドバーへ 
Allura Catamaran Sail to Stingray Sandbar 
ツアー料金：$84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 
 
見どころ： スティングレイ・シティとサンドバー 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

 
＜注意事項＞ 
帆は、天気や時間の状況で使用できない時もあります。 
（年齢制限：8歳以上） 

 
 
アニマル・プラネット 
ツアー番号：GCM-820 
スティングレイ・サンドバー & ケイマン・ハイライト 
Stingray Sandbar & Cayman Highlights 
ツアー料金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 
見どころ： 

ジョージタウン、セブンマイルビーチ、ヘル、スティングレイ・シティとサンドバー、シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

 
＜注意事項＞ 
参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。訪問順序が変更になる場合があります。スティングレイ・サンドバーは岸から数キロ離れた所に位置しま
す。ボートからの入水地点の水深は 1.8～3 メートルで、サンドバーの水深は平均 0.9～1.2 メートルです。スティングレイの保護の為、スティングレイ・サ
ンドバーではフィンを使用しません。写真撮影サービスは、クルーズ会社及びツアー会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任とな
ります。 
（年齢制限：5歳以上） 

 
 
アニマル・プラネット 
ツアー番号：GCM-825 
スティングレイとの触れ合い、サンゴ礁、シュノーケリング & ビーチ（ランチ付き） 
Stingray Encounter, Reef, Snorkel, Beach & Lunch 
ツアー料金：$129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 6時間 
 
見どころ： スティングレイ・シティとサンドバー、シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

 
＜注意事項＞ 
参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。スティングレイ・サンドバーは、岸から数キロ離れた所にあります。ボートからの入水地点の水深は 1.8
～3 メートルで、サンドバーの水深は平均 0.9～1.2 メートルです。ベスト含めシュノーケリング用具は貸出されますので、必ず着用ください。タオルと日焼
け止めをお持ちください。追加の飲み物はラムポイントで購入できます。 

 
 
ツアー番号：GCM-845 
スティングレイとの触れ合い 
Sensational Stingray Swim 
ツアー料：$44.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間 30分 
 
見どころ： スティングレイ・シティとサンドバー 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

 
＜注意事項＞ 
（年齢制限：6歳以上） 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 
 

 
ツアー番号：GCM-850 
スティングレイとの触れ合い、サンゴ礁でのシュノーケリング & 景観クルーズ 
Stingray Encounter, Reef, Snorkel & Scenic Cruise 
ツアー料金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 
 
見どころ： スティングレイ・シティとサンドバー、シュノーケリング & ダイビング  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

 
＜注意事項＞ 
参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 
スティングレイ・サンドバーは沖から数キロ離れた所に位置します。ボートからの入水地点の水深は 1.8～3 メートルで、サンドバーの水深は平均 0.9～
1.2 メートルです。ベスト含めシュノーケリング用具は貸出されますので、必ずご着用ください。 
（年齢制限：8歳以上 70歳以下  体重制限 124 キロ以下） 

 
 
ツアー番号：GCM-855 
サンゴ礁と沈没船をシュノーケリング & 景観クルーズ 
Reef and Shipwreck Snorkel & Scenic Cruise 
ツアー料金：$54.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

 
＜注意事項＞ 
参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 
当ツアーはクルーズにより催行されない場合があります。クルーズパーソナライザーにてご確認ください。 
（年齢制限：8歳以上 70歳以下  体重制限：124 キロ以下） 

 
 
ツアー番号：GCM-860 
キティウェイク沈没船とサンゴ礁をシュノーケリング 
USS Kittiwake Sunken Ship & Reef Snorkel 
ツアー料金：$64.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
（年齢制限：5歳以上） 

 
 
アニマル・プラネット 
ツアー番号：GCM-900 
ダイビングヘルメットを被って水中散歩 
Sea Trek Coral Canyon Helmet Dive 
ツアー料金：$139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 1時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 

 
＜注意事項＞ 
参加者は事前に病歴を提出し、免責書類にご署名いただきます。 
健康状態によっては参加をお断りすることもあります。水深は約 6 メートルです。ヘルメットの重さは約 31キロ、水中では約 7キロとなります。水中への出
入りには補助が付きます。 
（年齢制限：8歳以上  体重制限：136 キロ以下） 
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グランド・ケイマン ケイマン諸島  Grand Cayman, Cayman Islands 
 

 
アニマル・プラネット 
ツアー番号：GCM-930 
認定ダイバー限定 ウエストウォールでの 2 タンクダイビング 
Certified Scuba 2-Tank Diving of West Wall 
ツアー料金：$169.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 
18歳未満の方は両親又は成人ダイバーの同伴が必要です。オープン・ウォーター・ダイバーの 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。ご提出いただいた健康状態アンケートをツアーの運営者が審査し、その結果に基づいて参加の可否を決定します。あらかじめ、ダイビングをす
るための要件を事前に見直し、可能性として考えられる健康面の問題全てをかかりつけの医師にチェックしてもらい、何もないことを書面にて証明いただく
ことをお勧めします。健康状態アンケートのサンプルは、PADI や NAUI の主要なダイビング協会のウェブサイトから閲覧できます。健康状態によっては参
加をご遠慮いただく場合があります。 
（年齢制限：12歳以上  体重制限：124 キロ以下） 

 
 
ツアー番号：GCM-940 
認定ダイバー限定 キティウェイク沈没船 & サンゴ礁（2か所） 
Certified Scuba Diving USS Kittiwake & Reef (Two Site) 
ツアー料金：$159.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 3時間  
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 

 
＜注意事項＞ 
有効な 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。妊娠中の方や、心臓の機能に問題のある方は、ご参加頂けません。 
（年齢制限：12歳以上） 
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ロアタン島 ホンジュラス 
Island of Roatan, Honduras 
 
手つかずの珊瑚礁、美しいビーチ、青々とした熱帯植物が残るホンジュラスのイスラ･デ･バイア県で最大の島、ロアタン島。ここに住む
人々は皆とてもフレンドリーです。 
島の歴史は 1502年、コロンブスが 4度目の航海中にこの島を発見したことに始まります。島は長年にわたりイギリスとスペインに支配
されてきたと同時に、海賊や商人たちもここを行き来する拠点としても使用されていました。最初に住み着いたの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、現在では島の州都コクセンホールが主要都市の、約 3 万
人が住む島となっています。 
ロアタン島は長さ約 60キロメートルの細長い島で、ホンジュラス本土から北へ 50キロメートルほどのところに位置しています。島には山
脈が連なり、素晴らしいハイキングコースが設けられていて緑豊かな絶景が楽しめます。その一方、温暖なカリブ海に囲まれていて水中
内美しい手つかずの自然が残るため多くのダイビング愛好家がここを訪れます。 
この地域は観光業の発展からみても、急速に開発が進められている地域です。 
 
＜見どころ＞ 

 ● イグアナ・ファーム Iguana Farm 
フレンチケイの近くにあるロアタン有数の観光名所。家族経営のイグアナ･ファームには、2700 匹以上のイグアナが飼育され、農園
内を歩き回っています。シャッターチャンスをお見逃しなく。 

 

● アンソニーズキー･リゾート Anthony's Key Resort 
楽しみながら学ぶことのできる海洋施設で、自然の環境で暮らす遊び好きのイルカたちと触れ合うことのできるユニークな体験が楽し
めます。 

 

● 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、文化、言語を今でもりつづけています。
先住民の衣裳での古典舞踊をご覧ください。 

 

● カランボラ植物園 Carambola Botanical Gardens 
ロアタン島の自然の美しさが広がる約 16 ヘクタールの保護区。さまざまな種類のジャングルの道や、なだらかな小道があり、散策し
ながらこの地域特有の素晴らしい動植物を見ることができます。 

 

● ガンバリンバ･パーク Gumbalimba Park 
ウエストエンドにある広大な公園で一日中楽しむことができます。ビーチでゆっくりとくつろいだり、色鮮やかな庭園、海賊の洞穴を散
策したりと思い思いにお過ごしください。また遊び好きなサル、エキゾチックな鳥を見ることもできます。 

 

● シーサイド・ビレッジ Seaside Village 
小さいながらも個性あふれるシーサイド・ビレッジ々には、珍しい品物やお土産物を売るカラフルなショップ、カフェや屋台が軒を連ねる
通りがあり、南国の雰囲気に満ち溢れています。 

 

● シュノーケリング & ダイビング Snorkeling & Diving 
海に沈んだ財宝、難破船、マヤ人の遺物などを探検したり、沖で人なつこいバンドウイルカと並んでダイビングするなど、他では体験
できないスリル満点のスキューバダイビングをお楽しみください。 

 

● ビーチ Beaches 
天国のようなロアタン島には素晴らしいビーチが広がります。青緑色をした海水温は温かく、色とりどりの魚が泳ぎまわっています。大
抵のビーチから直接シュノーケリングに出発できるのも大変魅力的です。 
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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 & ウエストエンド・ビレッジ 
Botanical Gardens & West End Village 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 15分 
 
見どころ： カランボラ植物園、シーサイド・ビレッジ 

健脚レベル 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 
景観ドライブ、エコパーク & ビーチリゾート 
Island Sightseeing, Eco Park & 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 30分 
 
見どころ： ビーチ 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 

  
ツアー番号：RTB-115 
半潜水艇、ウエストエンド・ビレッジ & カメオ工房 
Semi-Sub, West End Village & Cameos 
ツアー料 金：$69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 
 
見どころ： シーサイド・ビレッジ 

健脚レベル 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。底がガラス張りの半潜水艇に乗船時、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いたします。 

 
 
ツアー番号：RTB-120 
ガンバリンバ自然保護公園 & 景観ドライブ 
Gumbalimba Preservation Nature Park & Scenic Drive 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： ガンバリンバ･パーク 

健脚レベル その他 

低 
 

 

＜注意事項＞ 
ガンバリンバ自然保護公園内、動物がいるエリアへの食べ物、飲み物、バッグ、ウエストポーチの持ち込みができません。有料ロッカーがご利用いただけま
す。サルがいたずらをしますので、サングラスやその他手お手回り品には十分ご注意ください。動物の近くでのフラッシュ撮影や喫煙有料ロッカーはご遠慮下
さい。また果物や花の香りのするローションや香水は付けないようお願いします。以上の注意点はお客様の安全および動物を守る為ですので、ご理解の
程お願いいたします。 

 
 
ツアー番号：RTB-125 
ガンバリンバ自然保護公園 & タバイアナビーチ 
Gumbalimba Preservation Nature Park & Tabyana Beach 
ツアー料 金：$99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 6時間 
 
見どころ： ガンバリンバ･パーク、ビーチ 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞  
ツアーの訪問順序が変更になる場合があります。タオルと日焼け止めをお持ちください。現地には、シャワー、着替え、トイレ、バーやギフトショップがありま
す。ガンバリンバ自然保護公園内、動物がいるエリアへの食べ物、飲み物、バッグ、ウエストポーチの持ち込みができません。有料ロッカーがご利用いただけ
ます。サルがいたずらをしますので、サングラスやその他手お手回り品には十分ご注意ください。動物の近くでのフラッシュ撮影や喫煙はご遠慮下さい。また
果物や花の香りのするローションや香水は付けないようお願いします。以上の注意点はお客様の安全および動物を守る為ですので、ご理解の程お願いい
たします。 
シュノーケル用具は現地にて 15米ドルで借りることができます。ツアー所要時間は各自により異なります。船に戻る際は、各自バスをご利用下さい。最終
のバスは本船の最終乗船時間の 1時間前に出発する予定です。（必ず現地で御確認下さい）  
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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-130 
海を見下ろす絶景スポット 
Far Away Sightseeing 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： シーサイド・ビレッジ、ビーチ   

健脚レベル その他 

低 
 

 

＜注意事項＞ 
予め水着を着用の上、タオル、日焼け止め、帽子、虫よけをお持ちください。 

 
  
ボナペティ 
ツアー番号：RTB-250 
ショコラトル - チョコレート体験 
Bon Appetit Recommended: Xocolati- Chocolate Experience 
ツアー料 金：$64.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

 
  
地域体験 
ツアー番号：RTB-270 
醸造家のプロと回る南国の醸造所 
Local Connections: Tropical Brewery Tour with Expert Brewer 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

 
  
ツアー番号：RTB-280 
タバイアナビーチでの休息（ランチ付き） 
Tabyana Beach Break & Lunch 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 6時間 
 
見どころ： ビーチ 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
 
＜注意事項＞ 
各自タオルと日焼け止めをお持ちください。更衣室は現地にあります。ツアー所要時間は各自により異なります。船に戻る際は、各自バスをご利用下さ
い。最終のバスは本船の最終乗船時間の 1 時間前に出発する予定です。（必ず現地で御確認下さい）最短で戻る場合でも 4 時間の所要時間は
必要となります。有料ロッカーがご利用いただけます。 

 
  
ツアー番号：RTB-285 
マヤキー･プライベートアイランド & 動物保護区（ランチ付き） 
Maya Key Private Island, Animal Sanctuary & 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 
 
見どころ： ビーチ   

健脚レベル 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、虫除けをご持参下さい。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。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。 
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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-290 
ターコイズベイ・プライベートビーチでの休息（オールインクルーシブビーチ） 
Turquoise Bay Private Beach All Inclusive Beach Break 
ツアー料 金：$74.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 15分 
 
見どころ： ビーチ  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
 
  
ツアー番号：RTB-295 
VIP ターコイズベイでの休息（オールインクルーシブビーチ） 
Turquoise Bay VIP All Inclusive Beach Escape 
ツアー料 金：$129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 15分 
 
見どころ： ビーチ   

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
 
  
ツアー番号：RTB-300 
ターコイズベイ・リゾートの水上コテージ 
Turquoise Bay Private Over the Water Bungalows 
ツアー料 金：$439.95～ （一棟分：最大 2名様） 
所要時間 ：約 5時間 15分 
 
見どころ： ビーチ  

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
コテージ一棟ごとの料金です。一棟につきお 2人までご利用いただけます。 

 
  
自由行動 
ツアー番号：RTB-395 
ウェスト・ベイビーチでの自由行動 
West Bay Beach On Your Own 
ツアー料 金：$49.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： ビーチ  

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
水着、タオル、必要なら着替えをお持ち下さい。日焼け止め、虫よけの持参もお勧めします。 

 
  
ディスカバリー 
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 Zipline Adventure (at Mahogany Beach) 
ツアー料 金：$99.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 1時間 
 
見どころ： ビーチ 

健脚レベル 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。 
参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。ジャングルに落下の可能性があるためカメラの使用はお勧めできません。 
（年齢制限：5歳以上 90歳以下  体重制限：20 キロ以上 113 キロ以下） 
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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-410 
サウスショア・ジップライン・アドベンチャーパークで 3 つのアトラクション 
Ultimate Adventure Combo 
ツアー料 金：$109.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： ビーチ   

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞ 
つま先の覆われた靴での参加、カメラ、サングラス、虫よけの持参をお勧めします。体力、病歴などを考慮の上、ツアー参加をお決めください。 
カメラなどの貴重品を持参される方は、各個人の責任の元、落下などしないようお気を付けください。 
（年齢制限：75歳以下  体重制限：113 キロ以下） 

 
  
ツアー番号：RTB-415 
サウスショア・ジップライン・アドベンチャーパーク 
South Shore Zip LIne Adventure 
ツアー料 金：$89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 
 
見どころ： ビーチ   

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞ 
つま先の覆われた靴での参加、カメラ、サングラス、虫よけの持参をお勧めします。体力、病歴などを考慮の上、ツアー参加をお決めください。 
カメラなどの貴重品を持参される方は各個人の責任の元、落下などしないようお気を付けください。 
（年齢制限：75歳以下  体重制限：113 キロ以下） 

 
  
ツアー番号：RTB-430 
ビーチでの乗馬体験 & 遊泳 
Beach Horseback Ride & Swim 
ツアー料 金：$89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 
 
見どころ： ビーチ   

健脚レベル 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いただけません。乗馬の時間は４０分程を予定しています。参加者は事前に
免責同意書の提出が必要です。 
（年齢制限：8歳以上  体重制限：99 キロ以下） 

  
 
アニマル・プラネット 
ツアー番号：RTB-705 
イルカとの触れ合い & 博物館 
Dolphin Encounter & Museum 
ツアー料 金：$129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 
 
見どころ： アンソニーズキー･リゾート   

健脚レベル その他 

中 

 
 

 

＜注意事項＞  
妊娠中の方はご参加いただけません。イルカと一緒に泳ぐ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。参加可能人数は限
られています。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。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。イルカの保護のため、装飾品は全て外して下さいますようお願いし
ます。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。お客様の自己責任において写真をご購入下さい。 
（年齢制限：4歳以上） 
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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-740 
地元の釣り師と行くフィッシング 
Deep Sea Fishing 
ツアー料 金：$299.95～ （子供料金：なし x） 
所要時間 ：約 3時間 30分 
 
見どころ： ビーチ   

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
釣りは「キャッチ＆リリース」スタイルで行われます。履きなれた滑り止めの靴を着用の上、日焼け止めと帽子をご持参ください。 

 
  
アニマル・プラネット 
ツアー番号：RTB-810 
カタマランセイリング & シュノーケリング（ランチ付き） 
Jolly Roger Roatan 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 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  
心臓、呼吸器に支障のある方、妊娠 3 か月以内の方はご参加いただけません。 
シュノーケルベスト等のシュノーケリング用具は含まれ、ベストの着用が義務付けられています。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。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けられ、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。 
（年齢制限：6歳以上 80歳  体重制限：127 キロ以下） 

 
  
ツアー番号：RTB-820 
難破船でのシュノーケリング & ビーチ 
Shipwreck Snorkel & Beach 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング、ビーチ  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
年齢は８才以上で、泳げることが参加条件となります。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。車両には空調設備がない場合があり
ます。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。訪問順序が変わる場合があります。天候と視界の関係で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。ガイドに
よるシュノーケルツアーの時間帯はベスト含むシュノーケリング用具の着用が義務付けられています。 

 
  
ツアー番号：RTB-825 
ビッグ・フレンチ・キー（オールインクルーシブリゾート） 
Big French Key All Inclusive Retreat 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 6時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング、ビーチ  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

＜注意事項＞ 
沖までボートで出てシュノーケリングに参加できるのは 8歳以上の方に限られます。シュノーケリングは希望の方のみのオプショナルです。 
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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-880 
ガラス底カヤック（海底観察用カヤック）、シュノーケリング & ビーチ 
Clear Bottom Kayak, Snorkel & Beach 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 
見どころ： ガンバリンバ･パーク、シュノーケリング & ダイビング、ビーチ   

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞  
訪問順序が変更になる場合があります。カヤックに乗船できる年齢は 8歳以上。12歳までのお子様は大人が同伴の上、カヤック前方にお乗りください。 
ベスト含むシュノーケリング用具は必ずご着用ください。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。水着を着用の上、タオルと日焼け止めをお持ち
ください。 （年齢制限：8歳以上  カヤック 1台の体重制限：181 キロ以下） 

  
ツアー番号：RTB-905 
BOSS水中アドベンチャー 
BOSS Underwater Adventure 
ツアー料 金：$169.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング   

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞ BOSS とは酸素ボンベが付いた水中スクーターのような乗り物です。 
妊娠中の方、心臓・呼吸器に疾患のある方はご参加いただけません。 
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。水中カメラでのカラフルな海洋植物の撮影はお勧めです。 
（年齢制限：10歳以上  身長 121 センチ以上  体重制限：158 キロ以下） 

  
アニマル・プラネット 
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：$169.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： アンソニーズキー･リゾート、シュノーケリング & ダイビング  

健脚レベル 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。オープン・ウォーター・ダイバーの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。ご提出いただいた健康状態アンケートをツアーの運営者が審査し、その結果に基づいて参加の可否を決定します。あらかじめ、ダイビングをするための
要件を事前に見直し、可能性として考えられるいりょう健康面の問題全てをかかりつけの医師にチェックしてもらい、何もないことを書面にて証明いただくこ
とをお勧めします。健康状態アンケートのサンプルは、PADI や NAUI の主要なダイビング協会のウェブサイトから閲覧できます。健康状態によっては参加
をご遠慮いただく場合があります。 
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。 

  
アニマル・プラネット 
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：$219.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： アンソニーズキー･リゾート、シュノーケリング & ダイビング  

健脚レベル 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。 
オープン・ウォーター・ダイバーの 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。ご提出いただいた健康状態アンケートをツアーの運
営者が審査し、その結果に基づいて参加の可否を決定します。あらかじめ、ダイビングをするための要件を事前に見直し、可能性として考えられる健康面
の問題全てをかかりつけの医師にチェックしてもらい、何もないことを書面にて証明いただくことをお勧めします。健康状態アンケートのサンプルは、PADI や
NAUI の主要なダイビング協会のウェブサイトから閲覧できます。健康状態によっては参加をご遠慮いただく場合があります。 
健康状態によっては参加をご遠慮いただく場合があります。 
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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-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：$12.00～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 6時間 15分 
 
見どころ： ビーチ  

健脚レベル その他 

低 
 

 

＜注意事項＞  
チェアリフトに乗っての移動は片道約６分です。リフトは一日中動いているのでいつでもご利用いただけますできます。チェアリフトは車椅子対応ではありま
せん。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。 （身長制限：81 センチ以上） 

  
ツアー番号：RTB-950 
チェアリフトでの空中散歩、マホガニーベイ･ビーチとカバナ（定員 4名） 
Aerial Chairlift, Mahogany Bay Beach & Cabana 
ツアー料 金：$299.95～ （カバナ毎：最大 4名様） 
所要時間 ：約 6時間 15分 
 
見どころ： ビーチ  

健脚レベル その他 

低 
 

 

＜注意事項＞  
カバナの貸出しは１棟単位となります。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。乗船
後追加料金お支払いをいただくとで 2 名様まで追加可能です。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
設備が車椅子対応ですすが、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対応ではありません。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。（身長制限：81 センチ以上） 

   
ツアー番号：RTB-960  
ビーチパッケージでリラックス(2名様用) 
Relax on the Beach Package For Two 
ツアー料 金：$59.95～ （2名様分） 
所要時間 ：約 6時間 15分 
見どころ： ビーチ 

健脚レベル 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。このツアーにはチェアリフトの一日券がついています。リフトは一日中動いているのでいつでもご利用いただけ
ますできます。チェアリフトは車椅子対応ではありません。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。身長81センチに満たない方、車椅子ご利用
の方は、舗装されている道を使って、ビーチに行くことが出来ます。（身長制限：81 センチ以上） 

   
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/2名様用) 
Relax on the Beach Package plus Snorkel For Two 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 6時間 15分 
見どころ： ビーチ 

健脚レベル 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。このツアーにはチェアリフトの一日券がついています。リフトは一日中動いているのでいつでもご利用いただけ
ますできます。チェアリフトは車椅子対応ではありません。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。身長81センチに満たない方、車椅子ご利用
の方は、舗装されている道を使って、ビーチに行くことが出来ます。 （身長制限：81 センチ以上） 

  
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/2名様用) 
Relax on the Beach Package plus Kayak For Two 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 6時間 15分 
見どころ： ビーチ  

健脚レベル 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。このツアーにはチェアリフトの一日券がついています。リフトは一日中動いているのでいつでもご利用いただけ
ますできます。チェアリフトは車椅子対応ではありません。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。身長81センチに満たない方、車椅子ご利用
の方は、舗装されている道を使って、ビーチに行くことが出来ます。 （身長制限：81 センチ以上） 
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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、旅行者にとってのパラダイスと言えるでしょう。うっそうと生い茂る熱帯雨林の中には、マヤの遺
跡が点在しているかと思えば、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。一方沖合には
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
地時代の面影から、中央アメリカの共和国というよりは、カリブ海の小さな島にいるような錯覚を覚えます。 
注：ベリーズシティは沖止めとなる港です。陸へは現地のテンダーボートで上陸します。 
 
 
＜見どころ＞ 

 ● 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、人口は約 200万人にのぼりました。 
 

 

● 川下り River Cruising 
ジャングルを流れる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様子を見られたり、
ホエザルや鳥の鳴き声に耳を澄ましたり、ジャングルを感じることができます。 
 

 

● 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を見ることができます。 
 
 

● 洞窟チュービング 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。 
 

 

● バカブ・エコパーク Bacab Eco Park 
この有名な自然公園では、多種多様な野生動物、200 種以上の植物を見ることができるだけでなく、乗馬体験もお楽しみいただ
けます。 

 
 

● 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、木々の上をスリル満点のジップラインですべり、古い洞窟をご覧ください。 

 
 

● シュノーケリング & ダイビング Snorkeling & Diving 
ベリーズシティからボートに乗り、4か所あるキーズと呼ばれる素晴らしいダイビングスポットを訪れます。。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。 
 

 

● エアボート・アドベンチャー Airboat Ride 
沼沢地のようなアーモンドヒル･ラグーンをエアボートでかすめるように通ります。運がよければマナティに出会えるかもしれません。その
後インディアンクリークに入り、マングローブ、睡蓮、クロコダイルなどを見ることができます。 
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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 & 市内観光ドライブ 
Altun Ha Mayan Ruins & City Drive 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 
見どころ： マヤ遺跡 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
 
＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首に負傷のある方、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。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。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。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。 
（年齢制限：3歳以上） 

 
  
ツアー番号：BZE-105 
アルトゥン・ハ遺跡 & 川下り 
Altun Ha Mayan Ruins & Scenic River Cruise 
ツアー料 金：$119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 6時間 30分 
 
見どころ： マヤ遺跡、川下り 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首に負傷のある方、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がお勧めですが、必須では
ありません。野生生物は通常よく見られますが、必ず見られるとは限りません。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。 
（年齢制限：4歳以上） 

 
  
ディスカバリー 
ツアー番号：BZE-110 
シュナントゥニッチ遺跡（ランチ付き） 
Xunantunich Mayan Ruins & Lunch 
ツアー料 金：$109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 7時間 
 
見どころ： マヤ遺跡 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

 
＜注意事項＞  
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。参加者は事前に免責
同意書の提出が必要です。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。 
（年齢制限：3歳以上） 

 
  
ディスカバリー 
ツアー番号：BZE-115 
ラマナイ遺跡 & リバー・ボート・サファリ（ランチ付き） 
Lamanai Mayan Ruins, River Boat Safari with 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 
 
見どころ： マヤ遺跡、川下り  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 

 
＜注意事項＞ 
遺跡に登ることは禁じられています。野生生物は通常よく見られますが、必ず見られるとは限りません。長ズボンとつま先の覆われた靴で参加し、虫除けと
雨具をお持ちください。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。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。 
（年齢制限：4歳以上） 
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ベリーズシティ ベリーズ  Belize City, Belize 
 

 
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：$34.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 1時間 15分 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 
このツアーは、折りたたみ式車椅子には対応していますが、折りたたみ不可の車椅子には対応していません。 
（体重制限：158 キロ以下） 

 
 
アニマル・プラネット 
ツアー番号：BZE-235 
ベリーズ動物園と市内観光 
Belize Zoo & City Tour 
ツアー料 金：$89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 
見どころ： ベリーズ動物園  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
虫よけを考えた、軽く涼しい服装、歩きやすい靴でのご参加をお勧めします。 

 
 
ツアー番号：BZE-290 
バカブ・エコパーク・ファミリーアドベンチャー（ベリーズ風ランチ付き） 
Bacob Eco Park Family Adventure with Belizean Lunch 
ツアー料 金：$59.95～（子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 
見どころ： バカブ・エコパーク   

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

＜注意事項＞ 
現地ではフリーＷＩＦＩをご利用いただけ、お土産や、有料ロッカーがあります。パーク内の歩道は平らではない箇所が至る所で見られます。日焼け止
め、虫よけ、水着、タオルの持参をお勧めします。当日の状況によっては、公園内のアップグレードツアー（乗馬、カヤック、自転車など）を現地でご案内
出来る場合もございます。 
（年齢制限：1歳以上  体重制限：106 キロ以下） 

 
  
ディスカバリー 
ツアー番号：BZE-405 
密林のジップライン & 洞窟チュービング（ランチ付き） 
Jungle Zipline Adventure, Cave Tubing & Lunch 
ツアー料 金：$139.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 6時間 45分 
 
見どころ： 洞窟チュービング、ジップライン 

健脚レベル 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。妊娠中の方、背中や首に負傷のある方、心臓に疾患のある方はご参加
いただけません。 
 
チュービングは洞窟内の水量によります。このツアーはとても運動量が多い為、体力に自信がある方がご参加ください。洞窟チュービング中は、提供された
ライフベスト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。アクアシューズ、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の現金、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。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。 
（チュービングに関する 年齢制限：8歳以上  身長制限：122 センチ以上  体重制限：120 キロ以下） 
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ベリーズシティ ベリーズ  Belize City, Belize 
  
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：$119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 
見どころ： バカブ・エコパーク  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方と背中や首に負傷のある方は参加できるアクティビティーに制限があります。 
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）。乗馬が出来るのは、体重113キロまでの方となります。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。長ズボンとつま先の
覆われた靴でご参加ください。虫よけをご持参ください。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。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。野生生物は通常よく見られますが、必ず見られるとは限りません。 
（乗馬に関する 年齢制限：12歳以上  体重制限：113 キロ以下） 

 
 
ツアー番号：BZE-630 
エアボートで巡る湿地帯 & 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：$99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間 30分 
 
見どころ： エアボート・アドベンチャー 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首に負傷のある方、心臓に支障のある方はご参加いただけません。エアボートの浮き桟橋まで 4 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。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。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。 
（年齢制限：5歳以上  体重制限：131 キロ以下） 

  
ツアー番号：BZE-730 
洞窟チュービング & 景観ドライブ 
Cave Tubing & Scenic Drive 
ツアー料 金：$89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 30分 
 
見どころ： 洞窟チュービング  

健脚レベル 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、泳げる方に限ります。閉所恐怖症の方、首や背中に問題がある方にはお勧めしません。 妊
娠中の方参加できるアクティビティーに制限があります。この運動量の多い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
がある方がご参加ください。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。洞窟チュービング中は、提供されたライフベストの着用が義務付けられてい
ます。水着、Ｔシャツ、半ズボン、テニスシューズ(濡れます)またはアクアシューズで参加し、タオル、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。お客様の自己責任でご購入下さい。 
（年齢制限：8歳以上  身長制限：121 センチ以上） 

  
ツアー番号：BZE-815 
キーカーカー島でサメとレイとの遭遇 
Caye Caulker Shark & Ray Encounter 
ツアー料 金：$99.95～（子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 30分 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング   

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
妊娠 3 か月を過ぎた方、心臓病、喘息、糖尿病、てんかんをお持ちの方はご参加いただけません。アクアシューズの持参をお勧めします。泳ぎの得意な
方が参加条件となります。ボートの3段のはしごを使って海に出たり入ったりすることになります。現地で各自昼食を購入したり、散策したりする時間がござ
いますので、現地通貨のご持参をお勧めします。 
（年齢制限：5歳以上  体重制限：124 キロ以下） 
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ベリーズシティ ベリーズ  Belize City, Belize 
 

 
ツアー番号：BZE-830 
ベリーズ・バリアリーフでのシュノーケリング 
Snorkeling Wonders of the Barrier Reef 
ツアー料 金：$79.95～（子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング  

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
妊娠6か月を過ぎた方、重い心臓病のある方、関節に問題のある方はご参加いただけません。シュノーケリング参加年齢は8歳以上で泳げることが条件
となります。島内滞在時間は 2時間 30分です。 
（体重制限：127 キロ以下） 

 
  
ツアー番号：BZE-880 
カヤックで入り江探検 & バカブ・エコパーク 
Kayak Creek Expedition & Bacab Eco-Park 
ツアー料 金：$84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 
見どころ： バカブ・エコパーク  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
 
＜注意事項＞  
妊娠中の方と背中、首、腰に負傷のある方はご参加いただけません。 
フリーWiFi をご利用いただけます。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。 
（年齢制限：8歳以上 75歳以下  体重制限：106 キロ以下） 

 
  
ツアー番号：BZE-930 
ターネフ島ダイビング（2 タンク） 
Turneffe Atoll Two Tank Dive 
ツアー料 金：$239.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 5時間 30分 
 

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中に負傷のある方はご参加いただけません。 
オープン・ウォーター・ダイバーの 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。ご提出いただいた健康状態アンケートをツアーの運
営者が審査し、その結果に基づいて参加の可否を決定します。あらかじめ、ダイビングをするための要件を事前に見直し、可能性として考えられる健康面
の問題全てをかかりつけの医師にチェックしてもらい、何もないことを書面にて証明いただくことをお勧めします。健康状態アンケートのサンプルは、PADI や
NAUI の主要なダイビング協会のウェブサイトから閲覧できます。健康状態によっては参加をご遠慮いただく場合があります。 
（年齢制限：10歳以上  体重制限：136 キロ以下） 
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コスメル島 メキシコ 
Island of Cozumel, Mexico 
 
マヤの神話によると、コスメルは神の住む場所。まばゆい白砂のビーチ、荒廃したマヤの神殿、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があるコスメルは、まさに神にふさわしい場所です。すぐ近くの沖には、カリブ海全域で最も美しいサンゴ
群の一つだといわれるパランカーリーフが広がっています。 
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。ヘンリー･モーガンやジャン･ラフィットのような海賊や野心家、略奪者がここ
を本拠地としたこともあり、長く多彩な歴史を持っています。かつて神々や海賊を魅了したこの島の素晴らしい美しさとゆったりとした雰
囲気に、今日では旅行者が魅せられています。 
 
＜見どころ＞ 

 ● マヤ遺跡 Mayan Ruins 
メキシコ本土にあるコバ遺跡や、カリブ海沿いの景色で有名なトゥルム遺跡などをはじめ、この一帯には古代マヤ文明の広大な遺
跡が点在しています。 

 

● ビーチ Beaches 
息をのむほど美しい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、白砂のコスメル海岸ビーチとアクアマリ
ン色の海をお楽しみください。 

 

● シカレ海洋公園 X-Caret 
エコロジーと考古学のテーマパークであるシカレ海洋公園は、ユカタン半島で最も人気のあるスポットの一つです。数あるアクティビティ
ーの中で天然の地下河川シュノーケリング、マヤ文明時代の再現エリア、メキシコ民族ショーが特にお勧めです。 

 

● 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、珊瑚礁が特徴の、のんびりとした暮らしぶりのプラヤ･デル･カルメンには、日光浴をしている人の姿
があちらこちらで見られ、バックパッカーや考古学ファンたちもここを訪れます。 

 

● チャンカナブ国立公園 Chankanaab National Park 
生態系を保ち自然をそのまま活かした世界的に有名な水族館がある公園です。60 種以上の熱帯魚、甲殻類、珊瑚礁が見られ、
島唯一の植物園があります。 

 

● シュノーケリング & ダイビング Snorkeling & Diving 
コスメルといえば、澄んだ海と美しい珊瑚礁。ぜひお楽しみください。 

 

● コスメル博物館とエル･セドラル Cozumel Museum & El Cedral 
2階建ての博物館です。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上陸し、作った最初の定住地
です。 

 
 ● ボート・アドベンチャー Boating Adventure 
セイリングや釣り、その他のウォータースポーツで気分をリフレッシュしませんか。 
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コスメル島 メキシコ  Island of Cozumel , Mexico 
 

 
ディスカバリー 
ツアー番号：CZM-100 
トゥルム遺跡 
Tulum Mayan Ruins 
ツアー料 金：$124.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 
見どころ： マヤ遺跡、プラヤ･デル･カルメン 

健脚レベル 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。トゥルム遺跡にレンズ交換できるプロ用カメラをご持参の方は、法律により最高 4 ドルのチャージがかかり
ます。三脚、自撮り棒の持ち込みは禁止されています。通常使用される、手持ちの家庭用ビデオカメラはお持ち込みいただけます。遺跡に登ることは禁じ
られています。ベビーカーはご使用いただけません。地面は険しく、平らでありません。このツアーは、歩行が困難な方や車椅子ご利用の方にお勧めいたし
ません。バスから遺跡の入口までの約 1.6 キロの移動に、2 米ドルでトローリーシャトルをご利用いただけます。現地にはメキシコ料理のレストランがござい
ます。軽装で歩きやすいウォーキングシューズを履き、帽子や飲料水、現金をお持ちください。（米ドルが幅広くご利用いただけます） 

 
 
ツアー番号：CZM-105 
トゥルム遺跡、ビーチクラブ & ランチ 
Tulum Mayan Ruins, Beach Club & Lunch 
ツアー料 金：$139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 
見どころ： マヤ遺跡、ビーチ、プラヤ･デル･カルメン 

健脚レベル 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。トゥルム遺跡にビデオカメラを持ち込みたい方は、法律により最高 4.5 ドルのチャージが課せられます。
三脚、専門的な機材の持ち込みは禁止されています。遺跡に登ることは禁じられています。ベビーカーはご使用いただけません。このツアーは、歩行が困
難な方や車椅子ご利用の方にお勧めいたしません。地面は険しく、平らでありません。歩きやすいウォーキングシューズを着用し、タオル、日焼け止めをお
持ちください。バスから遺跡の入口まで約 1.6 キロの移動に、往復 1名様 2米ドルでトローリーシャトルをご利用いただけます。 

  
ツアー番号：CZM-110 
マヤ文化体験 & メキシカンダンス（ランチ付き） 
Mayan Experience & Mexican Folklore with Lunch 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下）  
所要時間 ：約 4時間 
 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 
参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。虫よけをお持ちください。 

 
 

 
ツアー番号：CZM-115 
トゥルム遺跡 & セノーテでの遊泳（ランチ付き） 
Tulum Mayan Ruins & Cenote Swim & Lunch 
ツアー料 金：$159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 
見どころ： マヤ遺跡 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐ
ため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
歩きやすい靴でご参加ください。船酔いをしやすい方は乗船前に酔い止めの服用をお勧めいたします。 
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コスメル島 メキシコ  Island of Cozumel , Mexico 
 

 
ツアー番号：CZM-125 
チャンカナブ国立公園 & メキシコパーク 
Chankanaab National Park & Discover Mexico Park 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 
見どころ： チャンカナブ国立公園 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
 
＜注意事項＞ 
タオルと日焼け止めをお持ちください。シュノーケリング及び他のアクティビティーは各々の活動となり、監視員はいません。シュノーケリング用具はツアーに含
まれておりません。 

  
ツアー番号：CZM-130 
メキシコパーク 
Discover Mexico Park 
ツアー料 金：$19.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間  

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞  
シャトルバスでの往復も、含まれています。約 90 分の自由時間の間、ご自分のペースで各所を訪問していただけます。園内にて、スナックやお飲み物を
購入できます。 

  
ツアー番号：CZM-131 
メキシコパーク（車椅子対応） 
Discover Mexico Park ( Wheelchair Accessible) 
ツアー料 金：$19.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間 
 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 
このツアーの内容は CZM-130 と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアーへは、車椅子をご使用になっている方の
み申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とその同伴者 1 名だけが優先されます。1 名以上の同伴者の方は
CZM-130 で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込みいただけませ
んのでご注意ください。 
シャトルバスでの往復も、含まれています。約 90 分の自由時間の間、ご自分のペースで各所を訪問していただけます。園内にて、スナックやお飲み物を
購入することができます。 

  
ツアー番号：CZM-190 
空から見るチチェン・イッツァ遺跡  
Chichen Itza by Air 
ツアー料 金：$399.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
このツアーは航空機を利用します。高所恐怖症、乗り物酔い、閉所恐怖症のある方、歩行に難のある方、車いすご利用の方はこのツアーにご参加いた
だけません。このツアーでは、1.77 キロ続く自然の中で、時にはでこぼこした道を含む相当な距離を歩きます。バンへの数段の階段、航空機へのステップ
の乗り降りができることが参加条件となります。フライト時間は 45分を予定しています。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 
（体重制限： 113 キロ以下） 

  
ツアー番号：CZM-230 
地元のコミュニティとのメキシコ文化体験 
Mexican Culture & Social Impact 
ツアー料 金：$74.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 

健脚レベル その他 

中 
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コスメル島 メキシコ  Island of Cozumel , Mexico 
 

 
ディスカバリー 
ツアー番号：CZM-250 
メキシコ料理クッキング、ランチ & ビーチ 
Mexican Cooking Class, Lunch & Beach 
ツアー料 金：$119.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： ビーチ 

健脚レベル 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。このツアーは車椅子対応していません。身体又は健康に支障のない方、最低 90 分間は立ったままでいられる
方、ご自分のことはご自身で出来る方、階段の登り降りが出来る方、健康面で自信のある方が参加条件となります。妊娠中の方、心臓及び呼吸器に
異常のある方、背中や首に怪我のある方にはお勧めいたしません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。タオルと日焼け止めをお持ちくださ
い。出発時間によって順序が変わる場合があります。 
（年齢制限：14歳以上  体重制限：34 キロ以上 113 キロ以下  身長制限：119 センチ以上 205 センチ以下） 

  
ツアー番号：CZM-255 
メキシコのお祭り： 食べて、飲んで、踊って 
Mexican Fiesta: Eat, Drink, Dance 
ツアー料 金：$64.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
  
ディスカバリー 
ツアー番号：CZM-260 
海辺のチョコレート工場、試飲 & ワイン・ペアリング 
Chocolate Seaside Workshop, Tasting and Wine Pairing 
ツアー料 金：$64.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間 45分 

健脚レベル 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参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。飲酒は 21 歳以上に限ります。  
（年齢制限：8歳以上） 

  
ツアー番号：CZM-265 
メキシカン・ディナー & マリアッチ音楽団ショー 
Mexican Dinner Experience & Mariachi Show 
ツアー料 金：$64.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
 
＜注意事項＞ 
歩行に難のある方、喘息などの呼吸器系に支障のある方はこのツアーにご参加いただけません。 

  
ツアー番号：CZM-270 
ホセ・クエルボ社で本場テキーラ体験 & ランチ 
The Original Tequila Experience by Jose Cuervo & Lunch 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 3時間 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
 
＜注意事項＞  
カメラ、お買い物用の現金をお持ち下さい。飲酒は 21歳以上に限ります。   
（年齢制限：18歳以上） 
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コスメル島 メキシコ  Island of Cozumel , Mexico 
 

 
ディスカバリー 
ツアー番号：CZM-285 
ディスカバリーファミリー： パッションアイランド･ビーチ & ランチ 
Discovery Family Passion Island Beach Break & Lunch 
ツアー料 金：$84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： ビーチ  

健脚レベル その他 

低 
 

 

 

 
＜注意事項＞ 
歩行に難のある方、呼吸器系に支障のある方、妊娠中の方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。飲酒は 21 歳
以上に限ります。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。 
（年齢制限：1歳以上 85歳以下） 
 

  
ツアー番号：CZM-305 
サン・ヘルバシオ遺跡 & チョコレート体験 
San Gervasio Mayan Ruins & Chocolate Experience 
ツアー料 金：$49.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 30分 
 
見どころ： マヤ遺跡、ビーチ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞   
地面は険しく、平らで滑りやすくなっていますのでご注意ください。このツアーは車椅子ご利用の方、歩行に難がある方にはお勧めいたしません。底が平らで
歩きやすく、つま先の覆われたウォーキングシューズを履き、帽子、サングラス、日焼け止め、現金と虫よけを持参することをおすすめします。遺跡各所でビ
デオカメラの使用に、政府からの税金として 5-8米ドルが課せられます。三脚及びプロ用カメラは禁止されています。遺跡は繊細な天然の展示品のため、
遺跡内でのフラッシュ撮影は禁止されています。食品持ち込みも禁止されています。 

  
ディスカバリー 
ツアー番号：CZM-310 
チチェン・イッツァ遺跡 
Chichén Itzá Mayan Ruins Express 
ツアー料 金：$189.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 
見どころ： マヤ遺跡、プラヤ･デル･カルメン 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞   
チチェン・イッツァへは片道 2 時間 30 分のドライブです。このツアーは車椅子ご利用の方、歩行に難がある方にはお勧めいたしません。遺跡各所でのビデ
オカメラの使用に、政府からの税金として 5-8 米ドルが課せられます。三脚及びプロ用ビデオカメラは禁止されています。平らでない石灰石や崩れやすい
石の上をかなり歩き、デコボコとした場所を登ります。歩きやすいウォーキングシューズを履き、帽子、日焼け止め、虫よけをご持参ください。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-320 
コバ遺跡、景観ドライブ & ショッピング 
Coba Maya Ruins, Scenic Drive & Shopping 
ツアー料 金：$139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 
見どころ： マヤ遺跡、プラヤ･デル･カルメン  

健脚レベル 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。コバ遺跡にビデオカメラを持ち込みたい方は、法律により最高 4.5 ドルのチャージが課せられます。三
脚、専門的な機材の持ち込みは禁止されています。このツアーは、歩行が困難な方や車椅子ご利用の方にお勧めいたしません。 
約 1時間の 3輪タクシー(2名乗り)がご利用いただけます。それ以外の残りのツアーは歩き中心となります。地面は険しく、平らでありません。歩きやすい
ウォーキングシューズを履き、日焼け止め、虫よけをお持ちください。 
コバへの往復では、途中でトイレ休憩を取ります。フェリーへの帰途、プラヤ･デル･カルメンでの自由時間はございません。 
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コスメル島 メキシコ  Island of Cozumel , Mexico 
 

 
ディスカバリー 
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：$139.95～ （子供料金有：8歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 
見どころ： シカレ海洋公園、プラヤ･デル･カルメン 

健脚レベル 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、イルカとの触れ合いをお楽しみいた
だけますが、これらはツアーに含まれていません。前もって当社にて予約することもできませんのでご了承ください。予め水着を着用の上、タオル、帽子、サン
ゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません。）をお持ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご
持参ください。 

  
ツアー番号：CZM-365 
セノーテ巡り（ランチ付き） 
Cenote Hopping & Lunch 
ツアー料 金：$89.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 

健脚レベル その他 

高  

 
＜注意事項＞ 
岩が多く平らでない所を歩けることが参加条件となります。予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のも
のは許可されていません。）をお持ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 

  
ディスカバリー 
ツアー番号：CZM-370 

秘境の川、洞窟 & プラヤ・デル・カルメン 
Secret River & Caverns 
ツアー料 金：$129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 
見どころ： プラヤ･デル･カルメン 

健脚レベル その他 

中  

 

 
＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首に異常のある方、最近手術された方はツアーにご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。参加
者は健康状態が良好であり、水中を約 1時間 30分歩くことの出来る方に限ります。 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、着替え、アクアシューズ、キャッシュ、クレジットカード、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許
可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
時計、装飾品、カメラ、ビデオカメラの洞窟内持ち込みは禁止されております。水温は 23 度ですが、ウェットスーツが貸し出されます。写真撮影サービス
は、クルーズ会社との提携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任となります。訪問地への道中はガタガタ揺れることが予想されます。このツ
アーは天候に関わらず決行します。 
（年齢制限：5歳以上  最大制限重量：113 キロ以下） 

  
ツアー番号：CZM-375 
エクスプロアー・テーマパークでのアドベンチャー（全アクティビティー代込み） 
Xplor Park – All – Inclusive Adventure 
ツアー料 金：$169.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  
妊娠中の方、背中に異常のある方にはお勧めいたしません。動きやすい服装とアクアシューズでご参加ください。水着、着替え、タオルをお持ちください。ロ
ッカーをお使い頂けます。パーク内で使用する日焼け止めは化学物質が含まれていないものに限ります。お買い物などのために現金やクレジットカードをお
持ちください。日曜日は、エクスプロアー・テーマパークは閉園いたします。 
（年齢制限：8歳以上  体重制限：136 キロ以下  身長制限：105 センチ以上） 

 
 

27 



コスメル島 メキシコ  Island of Cozumel , Mexico 
 

 
ツアー番号：CZM-380 
楽園シェルハ & トゥルム遺跡 
Xel-Ha Paradise & Tulum Mayan Ruins 
ツアー料 金：$149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 
見どころ： マヤ遺跡 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  
予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐ
ため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 

  
ツアー番号：CZM-385 
ミスティック・リバー、シュノーケリング、ビーチ & ランチ 
Mystic River, Snorkeling, Beach & Lunch 
ツアー料 金：$159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 
見どころ： ビーチ、シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 
歩行に難のある方、呼吸器、心臓の持病をお持ちの方、意識不明を起こす可能性のある方、怪我のある方、妊婦、閉所恐怖症の方は参加をお勧め
いたしません。比較的健康で、泳げることが参加条件となります。 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）、アクアシューズ、虫よけ、サング
ラス、水中カメラ、現金をお持ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。シュノーケリングは 8 歳以上のお子様から参
加いただけます。全てのシュノーケリング用具を貸し出します。天候によって、海が荒れた場合は、フェリーが揺れる事があります。 
（年齢制限：8歳以上  体重制限：113 キロ以下） 

  
ツアー番号：CZM-460 
参加型 コスメル島のサンゴの修復と再生 
Cozumel Interactive Reef Restoration 
ツアー料 金：$49.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 3時間 
 
見どころ： ビーチ 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 
心臓、肺、背中に異常のある方は参加をお控えください。泳げること、シュノーケリングのできることが参加条件となります。予め水着を着用の上、タオル、
帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めの
ものをご持参ください。このツアーは実際にコスメル島のサンゴ復元プログラムでの支援活動に参加していただきます。サンゴ礁はあらゆる理由で大切です。
この地球上の最も多様性ある生態系のひとつであるほか、商品、サービスという観点から人類に莫大な利益をもたらしています。Cozumel Coral Reef 
Restoration AC Program をご確認ください。ツアー終了後、コスメル島のサンゴ復元証明書をお渡しします。 
 （年齢制限：5歳以上） 

 
 
ツアー番号：CZM-500 
ジープとシュノーケリングで探検するコスメル島（ランチ付き） 
Cozumel by Jeep & Snorkel with Lunch 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： ビーチ  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  
ジープには、最大 4 名様ご乗車でき、乗り合いになります。他人と相乗りになった場合、当人同士及びツアーガイドの同意のもと、順番に運転をお願いし
ます。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。予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け
止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
（年齢制限：8歳以上） 
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ツアー番号：CZM-510 
スクートクーペでの景観ドライブ、ビーチ & ショッピング（最大 2名様まで） 
Scoot Coupe Scenic Drive, Beach and Shopping (2 People Maximum) 
ツアー料 金：$179.95～ （1台分：最大 2名様） 
所要時間 ：約 3時間 30分 
 
見どころ： ビーチ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
参加者は事前に病歴を提出し、免責書類にご署名いただきます。車両1台単位でのお申込みとなります。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、最大制限重量は1車両につき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歳未満の方はツアーに参加できません。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、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。
日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
（年齢制限：12歳以上  最大制限重量：181 キロ以下） 

  
ツアー番号：CZM-550 
全地形型車両での ATV ドライブ & ビーチクラブ 
ATV Adventure & Beach Club  
ツアー料 金：$89.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： ビーチ  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  
妊娠中の方、背中や首、心臓に異常のある方にはお勧めいたしません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。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。ヘルメットとゴーグルを貸し出しますので必ず着用ください。 
予め水着を着用し、つま先の覆われた靴を履き、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持
ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。淡水のシャワーがご利用いただけます。 
（年齢制限：18歳以上 65歳以下  体重制限：163 キロ以下） 

 
 
ツアー番号：CZM-560 
サーフ＆ターフ 4輪駆動テラクロス & スピードボートに乗って 
4x4 Terracross & Speed Boat 
ツアー料 金：$159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： ビーチ  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
 
＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首、ひざ、肩に怪我及び持病のある方にはお勧めいたしません。心臓異常、喘息、糖尿病、てんかん、他の心臓、呼吸器系異
常、その他健康に異常がある方は特に注意をお願いします。 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐ
ため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。テラクロスは乗り合いになります。運転手は有効な運転免許証が提示できる 16 歳以上の方に限
ります。8歳以上の方が参加でき、最大制限重量が 317 キロまでとなります。テラクロスには、最大 4名様ご乗車でき、順番に運転をお願いします。 
18歳未満の方は、保護者同伴でご参加ください。18歳未満の方はボートを運転できません。年齢確認させていただきます。 
ボート上では、皆様にライフジャケットの着用をお願いしております。25HP型屋外モーター搭載、2人乗り V字型船体をご用意しています。最高速度は
時速 32 キロ、最大制限重量はボート 1台につき 226 キロです。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 
シュノーケリング参加は 10歳以上です。天気や海上の状況によりシュノーケリングが催行されない場合もあります。 
（年齢制限：8歳以上  最大制限重量：テラクロス 1台につき 317 キロ以下、ボート 1台につき 226 キロ） 
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ツアー番号：CZM-610 
VIP豪華カタマランセイリング & シュノーケリング  
VIP Luxury Catamaran Sail & Snorkel Sold by Catamaran (1 to 15 guests per 
Catamaran) 
ツアー料 金：$999.95～ （帆船 1隻分：最大 15名様）  
所要時間 ：約 4時間  
 
見どころ： ボート・アドベンチャー  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  
ウォータースポーツアクティビティーに参加ご希望の方は、健康な方に限ります。妊娠中の方、背中や首、心臓及び呼吸器に問題のある方はご参加いた
だけません。予め水着を着用の上、タオル、帽子、現金、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちくだ
さい。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
カタマラン１隻毎の手配となりますので、代表者 1名様がお申し込みください。 

  
ツアー番号：CZM-620 
豪華カタマランセイリング & シュノーケリング（ランチ付き） 
Elite Champagne Catamaran Sail & Snorkel with Lunch 
ツアー料 金：$119.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング、ボート・アドベンチャー   

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
ウォータースポーツのアクティビティーに参加される方は、ご自身の責任の元、体力を考慮の上ご参加ください。安全上の理由から、妊娠中の方、背中や
首に負傷のある方、心臓や呼吸器に疾患のある方はご参加いただけません。 
シュノーケリング参加可能年齢は 8 歳以上です。風が弱い場合は帆でのセイリングに代わって、モーターを使用してのセイリングになる場合があります。た
だ、いつでも風を受けられるよう、帆は上げられています。 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。 
日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
（年齢制限：2歳以上  体重制限：113 キロ以下） 

 
 
ツアー番号：CZM-655 
マヤ族の文化 & ガラス底ボート（海底観察用のボート） 
Taste of Mayan Culture & Glass Bottom Boat 
ツアー料 金：$64.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： ボート・アドベンチャー  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものを
ご持参ください。 

  
ディスカバリー 
ツアー番号：CZM-670 
アトランティス潜水艇 
Atlantis Submarine Expedition 
ツアー料 金：$119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間 15分 
 
見どころ： チャンカナブ国立公園  

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 
潜水艇に入るのに12段の梯子を下りていきます。潜水艇内での撮影には、ASA400以上の高感度フィルムの使用をお勧めいたします。潜水艇は米国
沿岸警備隊に認定されたもので場所によりますが、15分ほどツアー時間が前後する場合がございます。 
（年齢制限：4歳以上  身長制限：91 センチ以上） 
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ツアー番号：CZM-680 
カタマラン帆船で行くサンセットクルーズ 
Sunset Catamaran Sail 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 2時間 
 
見どころ： ビーチ、ボート・アドベンチャー  

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 
サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。 
日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 

 
 
ツアー番号：CZM-700 
イルカとの触れ合い（全アクティビティー代込み） 
Dolphin Encounter All Inclusive 
ツアー料 金：$89.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 4時間 
 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
 
＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首に問題のある方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただき、健康状態を報告していただきます。 
イルカの皮膚を傷つけないためにも、日焼け止め、装飾品をつけないようにご協力お願いします。全てのウォーターアクティビティーは基本先着順でのご案
内となります。また天候によっては中止になる場合もあります。121 センチ未満の方が水中に入られる場合は保護者同伴でお願いします。写真、お土産
の購入やロッカー代に必要な現金、カードをお持ちください。 
（年齢制限：5歳以上  身長制限：121 センチ以上  体重制限：131 キロ以下） 

 
 
ツアー番号：CZM-705 
イルカとの遊泳、マナティとの触れ合い & アシカのショー（ランチ付き） 
Dolphin Swim, Manatees Encounter, Sea Lion Show & Lunch 
ツアー料 金：$119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 
 
見どころ： ビーチ、チャンカナブ国立公園 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
 
＜注意事項＞ 
安全上の理由から妊娠中の方、喘息、糖尿病、背中や首に怪我のある方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、現金、アクアシューズ、虫よけ、サングラス、バスタオル、水中カメラ、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ
以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
イルカと水に入る際、ライフジャケットの着用が義務付けられています。装飾品は外していただく場合があります。 
12歳以下、139 センチ以下のお子様は参加料をお支払いの上保護者の方と同伴願います。13歳以上、140 センチ以上のお子様は保護者の同伴
は不要です。 
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でご確認ください。参加人数は非常に限られています。イルカとの遊泳は約 40 分、マナ
ティとの触れ合いは約 10分、アシカのショーは約 20分の予定です。水中ではどんなカメラでも撮影は禁止です。見学者は、桟橋やプラットフォームでのカ
メラ及びビデオの撮影はできません。ドルフィン・プログラムの写真は終了後ご覧の上、購入することができます。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提
携、提供ではございません。写真の購入は各自の責任となります。買い物のために現金をお持ちください。 
（身長制限：106 センチ以上） 
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ディスカバリー 
ツアー番号：CZM-710 
イルカとの遊泳、マナティとの触れ合い ＆ アシカのショー 

(VIP ラウンジでのランチ、ドリンク付き) 
VIP Dolphin Swim, Manatees Encounter, Sea Lion Show & Lunch with Drinks 
ツアー料 金：$199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 30分 
 
見どころ： ビーチ、チャンカナブ国立公園   

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方はご参加いただけない可能性があります。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、現金、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼け
を防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
イルカと水に入る際、ライフジャケットの着用が義務付けられています。装飾品は外していただく場合があります。 
12歳以下、139 センチ以下のお子様は参加料をお支払いの上保護者の方と同伴願います。13歳以上、140 センチ以上のお子様は保護者の同伴
は不要です。 
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でご確認ください。参加人数は非常に限られています。マナティとの触れ合いは約 10
分、アシカのショーは約 20分の予定です。水中ではどんなカメラでも撮影は禁止です。見学者は、桟橋やプラットフォームでのカメラ及びビデオの撮影はで
きません。ドルフィン・プログラムの写真は終了後ご覧の上、購入することができます。写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございませ
ん。写真の購入は各自の責任となります。 
（身長制限：121 センチ以上） 

  
ツアー番号：CZM-715 
イルカとの遊泳、ウォータースポーツ & ランチ 
Dolphin Swim, Serenity Cove & Lunch 
ツアー料 金：$129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首に問題のある方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただき、健康状態を報告していただきます。イル
カの皮膚を傷つけないためにも、日焼け止め、装飾品をつけないようにご協力お願いします。全てのウォーターアクティビティーは基本先着順でのご案内と
なります。また天候によっては中止になる場合もあります。121 センチ未満の方が水中に入られる場合は保護者同伴でお願いします。写真、お土産の購
入やロッカー代に必要な現金、カードをお持ちください。 
（年齢制限：5歳以上  身長制限：121 センチ以上  体重制限：131 キロ以下） 

 
 
ディスカバリー 
ツアー番号：CZM-720 
アカエイとの触れ合い 、シュノーケリング & ビーチクラブ 
Stingray Encounter, Snorkeling & Beach Club 
ツアー料 金：$54.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 
 
見どころ： ビーチ、シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首、呼吸器に異常のある方はご参加になれません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 
シュノーケリング用具はツアーに含まれており、ベストの着用が義務付けられています。炭酸水、水をサービスでご用意しております。ウォーターアクティビティ
ーの中で、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。エイとの触れ合いの際は撮影禁止ですが、プロのカメラマンが撮影します。園内には更
衣室とシャワー、貴重品を預かるサービスがあります。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。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。 
（年齢制限：4歳以上  体重制限：113 キロ以下） 
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ツアー番号：CZM-730 
イルカとつながる体験 & ランチ 
Dolphin True Connection Experience & Lunch 
ツアー料 金：$149.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 3時間 30分 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
妊娠中の方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類にご署名いただき、健康状態を報告していただきます。 
予め洋服の下に水着を着用の上ご参加ください。イルカの皮膚を傷つけないためにも、日焼け止め、装飾品をつけないようにご協力お願いします。写真
やお土産購入用に現地通貨やクレジットカードをお持ちください。 
（年齢制限：12歳以上  体重制限：124 キロ以下  身長制限：121 センチ以上） 

  
ツアー番号：CZM-740 
海で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：なし） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： ボート・アドベンチャー  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。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。飲酒は 21 歳以上に
限ります。ビルフィッシュはすべてキャッチ･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両方の用意がありますが、交代で使用します。 
（年齢制限：10歳以上） 

 
 
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、ビーチ & ランチ 
Twister Speed Boat to Passion Island, Beach & Lunch 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： ビーチ、ボート・アドベンチャー  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
 
＜注意事項＞  
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、心臓に異常のある方、妊娠中の方はご参加いただけません。参加者は事前に免責書類
にご署名いただきます。上記及び下記の条件でこのツアーに参加できない方も、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･スピードボート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。 
（年齢制限：7歳以上  体重制限：108 キロ以下  身長制限：121 センチ以上） 

 
 
ツアー番号：CZM-800 
セノーテ、タートルベイでのシュノーケリング & ランチ 
Cenote, Turtle Bay Snorkeling & Lunch 
ツアー料 金：$119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 8時間 
 
見どころ： ビーチ、シュノーケリング & ダイビング、プラヤ･デル･カルメン 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 
妊娠中の方はご参加いただけません。水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていませ
ん。）をお持ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
（年齢制限：8歳以上） 
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ツアー番号：CZM-810 
カタマランセイリング、シュノーケリング & ビーチ 
Catamaran Sail, Snorkel & Beach 
ツアー料 金：$64.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： ビーチ、シュノーケリング & ダイビング、ボート・アドベンチャー  

健脚レベル 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いたしません。参加者は事前に免責書類にご署名いただきます。 このツアーはシュノーケリング経
験者にお勧めいたします。健康状態により参加できない場合があります。ベスト含めシュノーケリング用具は貸出されますので、必ずご着用ください。予め
水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません。）をお持ちください。 
日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。飲酒は 21 歳以上に限ります。船から海に出るのに階段の上り下りがあります。船の
設備としてシャワー、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。昼食は追加料金でお召し上がりいただけます。 

  
ディスカバリー 
ツアー番号：CZM-900 
ジェニーズ･ビーチでのヘルメットを被って水中散歩 
Helmet Diving at Jeannie's Beach 
ツアー料 金：$149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  
参加者は事前に病歴を提出し、免責書類にご署名いただきます。ヘルメットの重さは約31キロ、水中では約7キロとなります。水中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。 
予め水着を着用し、タオルと生分解性の日焼け止めをお持ちください。ヘルメットを被っての水中散歩は眼鏡をしたまま楽しめます。 
（年齢制限：8歳以上  体重制限：36 キロ以上） 

  
専用車 
ツアー番号：CZM-920 
コスメル島 半日観光：ミニバンタイプ 
Cozumel by Private Vehicle – Van Class (Half Day up to 12 guests) 
ツアー料 金：$399.00～ （1台分：最大 12名様） 
所要時間 ：約 4時間 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 
専用車 1台毎の手配となりますので、代表者 1名様がお申し込みください。料金は専用車 1台と英語でのドライバー兼ツアーガイドの 4時間分の料金
です。入場料、駐車場代、お食事代は含まれておりません。クレジットカードを使用できないところもありますので、現金もお持ちください。 

 
 
専用車 
ツアー番号：CZM-925 
コスメル島 終日観光：ミニバンタイプ 
Cozumel Private Vehicle – Van Class (Full Day up to 12 guests) 
ツアー料 金：$799.00～ （1台分：最大 12名様） 
所要時間 ：約 7時間 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 
専用車 1台毎の手配となりますので、代表者 1名様がお申し込みください。料金は専用車 1台と英語でのドライバー兼ツアーガイドの 7時間分の料金
です。入場料、駐車場代、お食事代は含まれておりません。クレジットカードを使用できないところもありますので、現金もお持ちください。 
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ツアー番号：CZM-930 
認定ダイバー限定のスキューバダイビング(2 ヶ所) 
Certified Scuba Diving (Two Sites) 
ツアー料 金：$149.95～ （子供料金：なし） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  
認定ダイバーは有効な 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。ご提出いただいた健康状態アンケートをツアーの運営者が
審査し、そのアンケートの結果に基づいて参加の可否を決定します。後で問題が起こらぬように、ダイビングをするための要件を事前に見直し、可能性とし
て考えられる健康面の問題全てをかかりつけの医師にチェックしてもらい、何もないことを書面にて証明いただくことをお勧めいたします。 
健康状態アンケートのサンプルは、PADIや NAUI の主要なダイビング協会のウェブサイトから閲覧ができます。 
全てのダイビング器材は代金に含まれていますが、ご自身の器材も使用可能です。 
参加条件として、健康状態アンケート及び免責書を記入していただき、現地引き受け会社の許可を得なければなりません。医療制限、風邪、耳感染
症、糖尿病、けいれん歴、めまい、失神、ぜんそくや肺気腫、結核などの呼吸器系の問題、心臓病歴、妊婦、神経系障害、ベータブロッカー薬を服用の
方はご注意ください。心配な方はかかりつけの医師に事前にご相談ください。また、質問に「はい」と答えるところがあった方は、身体的にきついことが予想さ
れるアクティビティー、及びダイビングに参加する前に、大丈夫かどうか心配なところをかかりつけの医師に相談し、ツアー参加の許可をもらい、サインを書い
てもらってください。ダイビングの参加可否の最終決断はこちらでさせていただきます。 
（年齢制限：10歳以上） 
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マアウアル（コスタマヤ） メキシコ 
Mahahual（Costa Maya）, Mexico 

のどかな漁村マアウアルはコスタマヤへの玄関口。コスタマヤはユカタン半島沿岸に位置しており深く生い茂るジャングル、マングローブの
森が特徴です。その周りには、古代マヤ人が暮らしていたため、遺跡発掘現場が多くあります。紀元前 200 年-1000 年の間、段々
と積み上げられたピラミッド、広場、お城などの建造物が石で建設され石の都市へと成長し、また素晴らしい天文学者が存在したため
洗練された数学、正確なカレンダー、非常に複雑な書体なども発展しました。 
しかしマヤ文明が滅びるととともに、これらの都市文明もジャングルへと消えていき、それが今になってコフンリッチ、ツィバンチェ、チャチョベ
ンなどがマヤ遺跡として発掘され、コスタマヤから訪問することができます。 

＜見どころ＞ 

● コフンリッチ・マヤ遺跡 Kohunlich Mayan Ruins

マスクの神殿、宮殿、広場などからなる遺跡で、5世紀のマヤ文明時代にタイムスリップしたようになります。巨大なヤシの木などの熱
帯雨林の密林が周囲を取り巻き、時代を超えた空間に迷い込んだような気持ちになります。 

● チャチョベン・マヤ遺跡 Chacchoben Mayan Ruins

「レッドコーンの場所」と言われ、トゥルム南部に位置する壮大な遺跡「チャチョベン」。円形路、3 つの堂々とそびえるピラミッド、神秘
的な象形文字など当時の文明に思いを馳せてください。 

● ツィバンチェ・マヤ遺跡 Dzibanche Mayan Ruins

マヤ文明の中でも知る人ぞ知る場所で、フクロウの神殿や捕虜の神殿、周りをジャングルに囲まれた素晴らしい景色などを探索し、
古代マヤ文明社会の秘密を探ってみてください。 

● マヤ文化体験 Mayan Cultural Experience

マヤ族の視点でコスタマヤを知ることのできる文化体験ツアーです。現在使用されているマヤ語を聞き、昔ながらの伝統を学び、地
元のご家族と一緒に手作りの食事をいただきます。 

● ウベロビーチ・クラブ Uvero beach Club

コスタマヤ最大の豪華リゾート。ビーチで日焼け、ハンモックでリラックス、時には海に入り、ビーチバレーをする。レストランやバーで時
間を過ごしたりと思い思いにお過ごしください。 

● シュノーケリング & ダイビング Snorkeling & Diving

ダイビングとシュノーケリングをする人にとって、ここはパラダイス。ウミガメが透明度の高い海を静かに泳ぎ、イルカは波をたて、色鮮や
かなサンゴの間を熱帯魚が元気に泳いでいます。 

● アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventure

コスタマヤは、カヤックなどの海のウォータースポーツから、古代マヤ文明まで幅広い人が楽しめるアウトドア・アドベンチャーを提供して
います。 

● ビーチ Beaches

ユカタン・ビーチは透明度の高い海として知られています。白い砂とターコイズ色の海に沿ってマアウアルの町があります。 
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マアウアル（コスタマヤ） メキシコ  Mahahual（Costa Maya）, Mexico 
 

 
ツアー番号：MH1-100 
コフンリッチ・マヤ遺跡 & 景観ドライブ 
Kohunlich Mayan Ruins & Scenic Drive 
ツアー料 金：$119.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 6時間 15分 
 
見どころ： コフンリッチ・マヤ遺跡 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

＜注意事項＞ 
ビデオカメラを持参の方は、メキシコの法律により 8 ドルから 10 ドルが課せられますので、現地でお支払下さい。 
コフンリッチ・マヤ遺跡内でのフラッシュ撮影は禁止されています。 

  
ディスカバリー 
ツアー番号：MH1-110 
チャチョベン・マヤ遺跡 & 景観ドライブ 
Chacchoben Mayan Ruins & Scenic Drive 
ツアー料 金：$99.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： チャチョベン・マヤ遺跡 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、車いすご利用の方はご参加いただけません。ビデオカメラを持参の方は、メキシコの法律により 5 ドルが課せられますので、現地でお支払下
さい。遺跡に上ることは禁止されています。虫よけの持参をお勧めします。遺跡は、でこぼこ道で、50 段の階段を上ります。参加者は事前に免責同意書
の提出が必要です。 

  
ツアー番号：MH1-115 
マヤ族文化体験 & ランチ 
Mayan Cultural Experience & Lunch 
ツアー料 金：$109.95～（子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： マヤ文化体験 

健脚レベル その他 

低 
 

 

＜注意事項＞ 
帽子、日焼け止め、虫よけをご持参ください。大変暖かい気候なので、涼しく動きやすい服装、ウォーキングシューズでご参加ください。 

 
 
ツアー番号：MH1-220 
チャチョベン・マヤ遺跡 & ブルーラグーン・クラブ 
Chacchoben Mayan Ruins & Blue Lagoon 
ツアー料 金：$129.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 6時間 30分 
 
見どころ： チャチョベン・マヤ遺跡 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、心臓に支障のある方、背中に支障のある方はご参加いただけません。ビデオカメラを持参の方は、メキシコの法律により 5 ドルが課せられま
すので、現地でお支払下さい。遺跡に上ることは禁止されています。遺跡はでこぼこ道で、50 段の階段を上ります。訪問順序が変更になる場合がありま
す。遺跡でソフトドリンクと軽食が購入できます。虫よけ、日焼け止めの持参をお勧めします。 
（年齢制限：3歳以上） 
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ツアー番号：MH1-285 
ビーチ & バー 
Beach Escape With Open Bar 
ツアー料 金：$49.95～（子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 45分 
 
見どころ： ビーチ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
91 メートルの距離を移動できる方が参加できます。車椅子、折り畳み式の軽めのスクーター/電動車いす、歩行器や杖などご利用の方は、付添人とご
一緒にご参加ください。予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ち
ください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
食事は付いていませんが、各自購入可能ですので、米ドル、もしくはメキシコのペソをお持ちください。飲酒年齢は 21歳以上です。写真入り身分証明書
が必要です。船に戻る交通は 10分おきに運行されています。カヤックをする場合、ライフジャケットが配布されので必ずご着用ください。 

  
地域体験 
ツアー番号：MH1-290 
地元のエキスパートと回るマヤのスペシャルスパ 
Local Connections: Select Retreat And Mayan Wellness With Expert Xaman 
ツアー料 金：$89.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 3時間 
 
見どころ： マヤ文化体験 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、車いすやスクーターをご利用の方、歩行に難のある方はご参加いただけません。マヤの儀式（80 分）、プール設備（先着順）、サンチェ
ア、ベッドが利用可能です。食事、飲み物は別料金で購入可能です。（年齢制限：12歳以上  体重制限：108 キロ以下） 

  
ツアー番号：MH1-360 
ロスト・マヤ・キングダム・アドベンチャー・パーク 
Lost Mayan Kingdom Adventure Park 
ツアー料 金：$89.95～（子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： アウトドア・アドベンチャー 

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞ 
心臓病、ぜんそく、糖尿病、てんかん、呼吸器に支障のある方、背中や首を負傷している方など、健康状態に不安のある方はツアー内容を考慮の上、ツ
アー参加をお決めください。 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐ
ため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。動きやすい服装で参加の上、虫よけ、アクアシューズ、カメラ、現金をご持参ください。トイレ、更衣
室、シャワールーム、ロッカー（別料金）、軽食スタンド、お土産屋があります。 
時間には十分お気を付けください。シャトル、タクシー、徒歩のいずれかで船の出港時間の1時間前には港にお戻りください。港までの所要時間は徒歩で
10 分です。パーク内で食べ物、飲み物を購入できますが、アルコール飲料は安全上の理由から販売しておりません。このツアーでは、平らでない道を多く
歩き、時には坂道を上ります。体力、病歴などを考慮の上、ツアー参加をお決めください。 
（年齢制限：5歳以上  体重制限：99 キロ以下） 

  
ツアー番号：MH1-430 
全地形型車両での ATV ドライブ & ビーチ・アドベンチャー 
Off Road ATV & Beach Adventure 
ツアー料 金：$99.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： アウトドア・アドベンチャー、ビーチ 

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首を負傷している方、最近手術を受けた方、発作歴のある方、めまい、てんかん、糖尿病を持病にお持ちの方、心臓及び喘息など
の呼吸器に支障のある方、血圧に関わる薬を服用中の方はご参加いただけません。 
全 ATV 車はオートマチック車です。有効な運転免許証をご持参ください。安全上の理由から、アルコール飲料は運転後に提供されます。ビーチでのお食
事は別途料金が発生します。お支払いはアメリカドルもしくはメキシコのペソの現金でのみの対応となります。 
（運転年齢制限：18歳以上 65歳以下  身長制限：152cm以上  体重制限：136 キロ以下） 
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ツアー番号：MH1-500 
4輪駆動車で行くサファリ & ビーチの景観ドライブ 
4X4 Scenic Safari & Beach 
ツアー料 金：$329.95～ （1台分：最大 4名様） 
所要時間 ：約 3時間 30分 

見どころ： アウトドア・アドベンチャー 

健脚レベル その他 

中 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首を負傷している方、呼吸器に支障のある方はオフロードの道をドライブする理由からご参加いただけません。また、ジープを上り下り
できることが参加条件となります。車両 1台単位でのお申込みとなります。参加人数ではなく車両ごとにご予約ください。 
各車両、最大 4名様乗りのスティック・シフト、マニュアル車です。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。 
水着を着用し、タオル、日焼け止め、虫よけをお持ちください。 
（年齢制限：21歳以上） 

ツアー番号：MH1-525 
デューンバギーでの沿岸ドライブ & ビーチ 
Dune Buggy Scenic Coastal Drive & Beach Break 
ツアー料 金：$329.95～ （1台分：最大 4名様） 
所要時間 ：約 3時間 30分 

見どころ： アウトドア・アドベンチャー、ビーチ 

健脚レベル その他 

中 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首を負傷している方、最近手術を受けた方、発作歴のある方、心臓及び呼吸器に支障のある方は安全上の理由からご参加いた
だけません。バギー1台単位でのお申込みとなります。参加人数ではなく車両ごとにご予約ください。各車両、最大 4名様乗りです。 
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。車両はマニュアル車になります。水着を着用し、タオルと日焼け止めをお持ちくだ
さい。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。 
（年齢制限：3歳以上  運転可能年齢：21歳以上） 

ツアー番号：MH1-570 
セグウェイで散策 & ビーチ 
Segway Adventures & Beach Break 
ツアー料 金：$69.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 3時間 

見どころ： アウトドア・アドベンチャー、ビーチ 

健脚レベル その他 

中 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、糖尿病の方、心臓病の方、血圧に関わる薬を服用している方は、安全上の理由からご参加頂けません。 
セグウェイに乗る際はつま先が覆われた靴でご参加ください。 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐ
ため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。 
（年齢制限：12歳以上 65歳以下  体重制限：45 キロ以上 113 キロ以下） 

 
ツアー番号：MH1-620 
ガラス底ボート（海底観察用のボート） & シュノーケリング 
Glass Bottom Boat & Snorkel Experience 
ツアー料 金：$69.95～（子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間 30分 

見どころ： ビーチ、シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

中 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、喘息などの呼吸器に支障のある方、心臓に支障のある方（過去に心臓発作や手術をしたことのある方も含む）、糖尿病、てんかん、背
中や首を負傷している方、抗うつ薬、リチウム、β遮断薬、静脈収縮剤などを服用中の方はご参加いただけません。 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐ
ため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。 
（年齢制限：8歳以上） 
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マアウアル（コスタマヤ） メキシコ  Mahahual（Costa Maya）, Mexico 
 

 
アニマル・プラネット 
ツアー番号：MH1-710 
イルカとの触れ合い 
Dolphin Encounter 
ツアー料 金：$79.95～（子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 1時間 30分 
 
見どころ： アウトドア・アドベンチャー 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
妊娠 3か月未満の方は参加可能です。背中や首を負傷している方はご参加いただけません。30分間は水中で立つことができることが参加条件となりま
す。ドルフィン・セクションでは、ライフジャケットを必ずご着用ください。 
イルカとの触れ合いは 1－3 歳のお子様には適さない場合があります。お子様は必ず保護者同伴でご参加ください。予め水着を着用の上、タオルをお持
ちください。日焼け止めは最小限度のご利用に控えてください。イルカの保護のため、装飾品は全てお外し願います。カメラ、貴重品はロッカーに保管くださ
い。カメラは持ち込めません。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。 
写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。お客様の自己責任において写真をご購入下さい。 
（体重制限：113 キロ以下） 

  
アニマル・プラネット 
ツアー番号：MH1-715 
イルカと戯れるアドベンチャー 
Dolphin Swim Adventure 
ツアー料 金：$119.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 1時間 30分 
 
見どころ： アウトドア・アドベンチャー 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首を負傷している方、車いすや移動用器具ご利用の方はご参加いただけません。ドルフィン・セクションでは、ライフジャケットを必ずご
着用ください。 
12歳以下で 139 センチ以下のお子様はツアー料金を支払った保護者同伴でご参加ください。 
13歳以上で 140センチ以上のお子様は保護者同伴なしで参加できます。予め水着を着用の上、タオルをお持ちください。日焼け止めは最小限度のご
利用に控えてください。イルカの保護のため、装飾品は全てお外し願います。カメラ、貴重品はロッカーに保管ください。カメラは持ち込めません。参加者は
事前に免責同意書の提出が必要です。 
写真撮影サービスは、クルーズ会社との提携、提供ではございません。お客様の自己責任において写真をご購入下さい。 
（年齢制限：8歳以上  身長制限：114cm以上  体重制限：99 キロ以下） 

  
ツアー番号：MH1-810 
カタマランセイリング、シュノーケリング & ビーチ 
Catamaran Sail, Snorkel & Beach 
ツアー料 金：$79.95～（子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング、アウトドア・アドベンチャー 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 
妊娠中の方、背中や首を負傷している方、最近手術を受けた方、発作歴のある方、めまいのする方、糖尿病の方、心臓及び喘息などの呼吸器に支障
のある方、心臓に支障のある方（過去に心臓発作や手術をしたことのある方も含む）、血圧に関わる薬を服用中の方、車椅子ご利用の方はご参加い
ただけません。予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません。）をお持ちくださ
い。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。シュノーケリングのベストを含め、シュノーケリング用具は必ずご着用ください。参加
者は事前に免責同意書の提出が必要です。ツアーの行程は船が港に着いた時間、船のスケジュールなどにより変更になる場合があります。メキシコのカリ
ブ海沿岸の海藻は季節により発生し視界が悪くなる場合があります。海藻自体は無害ですが肌が弱い方にとっては、かゆくなる可能性があります。 
（年齢制限：8歳以上） 
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マアウアル（コスタマヤ） メキシコ  Mahahual（Costa Maya）, Mexico 
  
ツアー番号：MH1-880 
ガラス底カヤック（海底観察用カヤック） & ビーチ 
Clear Bottom Kayak & Beach Break 
ツアー料 金：$89.95～（子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 
 
見どころ： アウトドア・アドベンチャー 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 
12-18 歳の未成年者は必ず両親もしくは保護者同伴でご参加ください。心臓に支障のある方、喘息などの呼吸器に支障のある方、糖尿病、歩行に
難のある方はご参加いただけません。 
カヤック 1台の最大重量は 408 キロです。カヤック 1台の最大重量は 2人乗りで想定しています。 
予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐ
ため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。 
（年齢制限：12歳以上  体重制限：カヤック１台 408 キロ以下） 

  
ツアー番号：MH1-885 
サイクリング & グラスボトムボート（海底観察用のボート） 
Scenic Bike Ride & Clear-Bottom Kayak 
ツアー料 金：$74.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 3時間 
 
見どころ： アウトドア・アドベンチャー 

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞ 
心臓に支障のある方、喘息、糖尿病、歩行に難のある方はご参加いただけません。体力に自信のある方のみご参加ください。 
参加者は事前に免責同意書の提出が必要です。予め水着を着用の上、タオル、帽子、サンゴに優しい生分解性の日焼け止め（それ以外のものは許
可されていません）をお持ちください。日焼けを防ぐため、上に羽織る長袖で軽めのものをご持参ください。つま先が覆われた靴でご参加ください。お水が
無料で配布されます。タオルと日焼け止めをお持ちください。 
（年齢制限：12歳以上  体重制限：108 キロ以下） 

  
アニマル・プラネット 
ツアー番号：MH1-930 
認定ダイバーのためのスキューバダイビング（2 タンク） 
Certified Scuba Diving (Two Tanks) 
ツアー料 金：$149.95～（子供料金：なし） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： シュノーケリング & ダイビング 

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞ 
オープン・ウォーター・ダイバーの 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。 
ご提出いただいた健康状態アンケートをツアーの運営者が審査し、そのアンケートの結果に基づいて参加の可否を決定します。 
後で問題が起こらぬように、ダイビングをするための要件を事前に見直し、可能性として考えられる健康面の問題全てをかかりつけの医師にチェックしてもら
い、何もないことを書面にて証明いただくことをお勧めいたします。 
健康状態アンケートのサンプルは、PADIや NAUI の主要なダイビング協会のウェブサイトから閲覧ができます。 
健康状態によっては参加をご遠慮いただく場合があります。 
（年齢制限：12歳以上  体重制限：124 キロ以下） 
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フォートローダーデール フロリダ 
Ft. Lauderdale, Florida 

1960年代、ビーチ映画 “Where the boys are（ボーイ・ハント）”が公開されると、映画の舞台となったフォートローダーデールは
春休みには学生のメッカとなりました。しかし現在ではファミリー向けの最高の旅行地という好印象に取って代わっていて、毎年 1 千万
人以上の観光客が訪れています。フロリダで最も人気のビーチリゾートとしてだけでなく、「世界のヨットの首都」としても有名で、4 万隻
以上の船がここを船籍地として登録しています。「アメリカのベニス」とも呼ばれ、約 480 キロ以上続く水路を航行することができます。
また世界でも一流の劇場、博物館、観光、ショッピングをお楽しみいただけます。 
マイアミの北約 38キロに位置するフォートローダーデールの名前は第 2次セミノール戦争の時に米軍が築いた一連の砦（fort）、最
初に砦を築いた部隊の指揮官であったウイリアム・ローダデール少佐、この 2 つにちなんで名付けられました。よく見ると今日でも、砦が
3 つ残っているのが見られますが、それよりはむしろ「Carrie B」という船での観光クルーズが観光客には人気のようです。 

ご案内：下船の際に荷物を受け取り、税関手続き後、荷物をバスドライバーにお渡しください。下船ツアー中、バスの下部にて保管
いたします。ツアーは空港にて終了しますので、ポストクルーズパッケージをお申し込みでホテルに宿泊される方は、フォートローダーデー
ル国際空港でバスを下車してください。荷物を受け取られた後、各自でホテルへ移動となります。 

＜見どころ＞ 

● エバーグレーズ Everglades
フロリダのエバーグレーズは数多くの絶滅危惧種の宝庫です。エアボートからの湿地観光は、野生生物を見学するのには最良な方
法です。 

● フラミンゴ・ガーデン & ワイルドライフ・サンクチュアリー Flamingo Gardens & Wildlife Sanctuary
環境にやさしいこの地域は 12 種類以上のフラミンゴが生息する楽園で、約 60 エーカーの敷地の中に、珍しい原種の熱帯植物を
見ることができます。トラムに乗り楽しく園内を周ってみてください。 

● フォートローダーデール・ビーチ Fort Lauderdale Beach
フォートローダーデールは約 11 キロも続く白砂の海岸が自慢です。ありとあらゆる水上スポーツ、数多くのショップやカフェをお楽しみく
ださい。 

● 沿岸内水路 Intracoastal Waterway
五つ星ホテルや大豪邸などがサイドに立ち並ぶ、約 480 キロ以上もの内陸の水路で、独特に伸びる様子は「アメリカのベニス」とし
て知られるようになりました。 

● ラス・オラス通り Las Olas Boulevard
ダウンタウンで今一番最先端のリバーウォーク地区にあるこの通りは、素敵なアートギャラリーやセレクトショップ、オープンカフェで賑わ
っていて、ぶらぶらお散歩するには最適です。 

● ソーグラスミルズ Sawgrass Mills
南フロリダで最大のショッピングセンターの一つで、350店舗以上のアウトレット、ブランドショップが並んでいます。 

● サウス・ビーチ South Beach
港から 32 キロの位置にあり世界中から多くの観光客が訪れるサウス・ビーチは、マイアミ・ビーチの南端にあるおしゃれでカラフルな町
で、マイアミ市街と橋でつながっています。 
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フォートローダーデール フロリダ  Ft. Lauderdale, Florida 
 

 
ツアー番号：FLL-215 
下船ツアー： サウス・ビーチ、マイアミ、景観ドライブ マイアミ空港トランスファー  
South Beach, Miami, Scenic Drive & Miami Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー料 金：$49.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 
  
見どころ： サウス・ビーチ 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
 
＜注意事項＞  
このツアーは下船日、マイアミ国際空港を午後 4 時以降に出発する国内線及び、午後 5 時以降に出発する国際線の便に搭乗するお客様用のツアー
です。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、
バスの下部に入れて施錠します。 
埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 
履きなれた靴でご参加ください。天候不良の場合や特定日はサウス・ビーチの代わりにベイサイドになります。 
このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 

 
 
ツアー番号：FLL-605 
下船ツアー： ボートで回る沿岸内水路 & ラス・オラス通り  

フォートローダーデール空港トランスファー  
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd  

with Fort Lauderdale Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： 沿岸内水路、ラス・オラス通り、フォートローダーデール・ビーチ 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞ 
このツアーは下船日の午後 2時 30分以降にフォートローダーデール国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。連続乗船をするお客様
もご参加いただけますが、バスは最初にフォートローダーデール空港に立寄り、最後に船が接岸する埠頭に戻ります。埠頭から空港までのプリンセスクルー
ズのトランスファーを購入いただく必要はございません。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しく
ださい。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 
このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 

  
ツアー番号：FLL-606 
下船ツアー： ボートで回る沿岸内水路 & ラス・オラス通り 

フォートローダーデール空港トランスファー（車椅子対応） 
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd with  
Fort Lauderdale Airport Transfer (Disembarkation)  (Wheelchair Accessible) 
ツアー料 金：$69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 4時間 
 
見どころ： 沿岸内水路、ラス・オラス通り、フォートローダーデール・ビーチ 

健脚レベル その他 

低 
 

 

 

 
＜注意事項＞  
このツアーの内容は FLL-605 と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアーへは、車椅子をご使用になっている方の
み申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とその同伴者 1 名だけが優先されます。1 名以上の同伴者の方は
FLL-605 で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込みいただけませ
んのでご注意ください。 
折り畳み式車椅子をご利用で、3～5段の昇降が可能な方は、FLL-605 をお申し込みください。 
ドライバーガイドは重量が 27 キロを超す車椅子及びスクーターを、搭載する手助けはできないことになっています。ドライバーガイドは口頭での誘導はいた
しますが、お客様を持ち上げたり、車椅子を押したりすることができません。介助が必要な方は、付き添いの方と同行してください。車輛に設置されたリフト
は参加者と車椅子の重量と合わせて 215 キロまで対応しています。事前に準備をし、場合によってはスクーターの代わりに折り畳み式車椅子をお選びく
ださい。どの種類の車椅子、もしくはスクーターを使うか、乗船後速やかにツアーオフィスにご連絡ください。 
 
このツアーは下船日の午後 2時 30分以降にフォートローダーデール国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。連続乗船をするお客様
もご参加いただけますが、バスは最初にフォートローダーデール空港に立寄り、最後に船が接岸する埠頭に戻ります。埠頭から空港までのプリンセスクルー
ズのトランスファーを購入いただく必要はございません。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しく
ださい。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 
このツアーには最低催行人数があります。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 
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フォートローダーデール フロリダ  Ft. Lauderdale, Florida 

 
ツアー番号：FLL-610 
下船ツアー： ボートで回る沿岸内水路 & ラス・オラス通り 

マイアミ空港トランスファー 
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd 

with Miami Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： 沿岸内水路、ラス・オラス通り、フォートローダーデール・ビーチ 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞  
このツアーは下船日の午後 4 時以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、
税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 埠頭から空港ま
でのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場
合、催行中止となる可能性がございます。 

ツアー番号：FLL-611 
下船ツアー： ボートで回る沿岸内水路 & ラス・オラス通り 

マイアミ空港トランスファー（車椅子対応） 
Intracoastal Waterway by Boat & Las Olas Blvd  

with Miami Airport Transfer (Disembarkation) (Wheelchair Accessible) 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 
 
見どころ： 沿岸内水路、ラス・オラス通り、フォートローダーデール・ビーチ 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞  
このツアーの内容は FLL-610 と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアーへは、車椅子をご使用になっている方の
み申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とその同伴者 1 名だけが優先されます。1 名以上の同伴者の方は
FLL-610 で使用される交通手段でのご移動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込みいただけませ
んのでご注意ください。 
折り畳み式車椅子をご利用で、3～5段の昇降が可能な方は、FLL-610 をお申し込みください。 
ドライバーガイドは重量が 27 キロを超す車椅子及びスクーターを、搭載する手助けはできないことになっています。ドライバーガイドは口頭での誘導はいた
しますが、お客様を持ち上げたり、車椅子を押したりすることができません。介助が必要な方は、付き添いの方と同行してください。車輛に設置されたリフト
は参加者と車椅子の重量と合わせて 215 キロまで対応しています。事前に準備をし、場合によってはスクーターの代わりに折り畳み式車椅子をお選びく
ださい。どの種類の車椅子、もしくはスクーターを使うか、乗船後速やかにツアーオフィスにご連絡ください。 

このツアーは下船日の午後 4 時以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、
税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。埠頭から空港まで
のプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、
催行中止となる可能性がございます。 

ツアー番号：FLL-635 
下船ツアー： エバーグレーズエアボート乗船 & エコアドベンチャー 

 フォートローダーデール空港トランスファー 
Everglades Airboat Ride & Eco-Adventure  

with Fort Lauderdale Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 2時間 15分 
 
見どころ： エバーグレーズ 

健脚レベル その他 

低 

＜注意事項＞ 
このツアーは下船日の午後 1 時以降にフォートローダーデール国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。連続乗船をするお客様もご参
加いただけますが、バスは最初にフォートローダーデール空港に立寄り、最後に船が接岸する埠頭に戻ります。埠頭から空港までのプリンセスクルーズのト
ランスファーを購入いただく必要はございません。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。
ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 野生生物はよく見かけますが、必ず見られるという保証はありません。このツア
ーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 
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フォートローダーデール フロリダ  Ft. Lauderdale, Florida 

ツアー番号：FLL-640 
下船ツアー： エバーグレーズエアボート乗船 & エコアドベンチャー 

マイアミ空港トランスファー 
Everglades Airboat Ride & Eco-Adventure 

with Miami Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー料 金：$59.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 3時間 

見どころ： エバーグレーズ 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞  
このツアーは下船日の午後2時30分以降にマイアミ国際空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。下船後にご自身でお荷物をお持ちいた
だき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 
埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 
野生生物はよく見かけますが、必ず見られるという保証はありません。 
このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 
 
ツアー番号：FLL-650 
下船ツアー： エバーグレーズエアボート乗船 & フラミンゴ・ガーデン 

フォートローダーデール空港トランスファー 
Everglades Airboat Ride & Flamingo Gardens  

with Fort Lauderdale Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 5時間 

見どころ：エバーグレーズ、フラミンゴ・ガーデンとワイルドライフ・サンクチュアリー 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞  
このツアーは下船日、フォートローダーデール国際空港を午後 3時以降に出発する国内線及び、午後4時以降に出発する国際線の便に搭乗するお客
様用のツアーです。連続乗船をするお客様も参加いただけますが、バスは最初にフォートローダーデール空港に立寄り、最後に船が接岸する埠頭に戻りま
す。埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜け
て、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。 
野生生物はよく見かけますが、必ず見られるという保証はありません。 
このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 

 
ツアー番号：FLL-655 
下船ツアー： エバーグレーズエアボート乗船 & フラミンゴ・ガーデン 

マイアミ空港トランスファー 
Everglades Airboat Ride & Flamingo Gardens 

with Miami Airport Transfer (Disembarkation) 
ツアー料 金：$79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所要時間 ：約 6時間 

見どころ：エバーグレーズ、フラミンゴ・ガーデンとワイルドライフ・サンクチュアリー 

健脚レベル その他 

低 

 
＜注意事項＞  
このツアーは下船日、マイアミ国際空港を午後 4 時以降に出発する国内線及び、午後 5 時以降に出発する国際線の便に搭乗するお客様用のツアー
です。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、
バスの下部に入れて施錠します。 
埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。 
野生生物はよく見かけますが、必ず見られるという保証はありません。 
このツアーには最低催行人数を設けています。もし最低人数に満たない場合、催行中止となる可能性がございます。 
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FAQ: Excursions 
ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー） 

についてのよくあるご質問 
 

 

世界中の見知らぬ街を探索することは、旅の醍醐味と言えるのではないでしょうか。寄港地の魅力を存分に味わうことのできる

ショアエクスカーション（寄港地観光ツアー：以下文中では「ツアー」とする。）を是非ご活用ください。プリンセス・クルーズのショ

アエクスカーションは受賞歴があり、他社では見られないようなサービスや、素晴らしい体験をお楽しみいただけます。 

 

 

ショアエクスカーションのご予約 

船旅をさらに思い出深いものにするために、ツアーに参加されることをお勧めします。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・クルーズは様々なツアーをご用意しています。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 日前までご予約可能です。 

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。お支払いがなかった場合、予約は自動的に

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。 

 

ショアエクスカーション運行会社 

すべてのツアーは、プリンセス・クルーズではなく現地のツアー会社が運行しています。サービスおよび安全面で高い評価を得てい

る現地のツアー運行会社をプリンセス・クルーズが厳選し、ツアーを提供しています。 

 

ショアエクスカーションに同行するガイド 

基本的にはすべてのツアーに、英語を話す現地のツアーガイドが同行しますが、「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しません。 

 

ショアエクスカーション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判断にお任せしていますが、ツアーに満足された場合はチップをガイドに渡すのが世界では一般的な

慣習となっています。おおよその目安として、お一人様につき半日観光で 1 米ドル、終日観光で 3.5 米ドルとお考え下さい。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。 

 

ショアエクスカーションの子ども料金の設定について 

一部のツアーで 12 歳以下のお子様を対象に子ども料金を設けています。子ども料金の設定のあるツアーを予約されますと、対

象者は自動的に子ども料金が適用されます。 

乗船後、子ども用チケットの枚数に誤りがないか必ずご確認いただき、枚数に誤りがある場合は出来る限り速やかにショアエクス

カーション・デスクで枚数調整をしていただくようお願いします。 

飛行機やホテルの予約を伴うツアーには子ども料金の設定がなく、大人と同額の料金が発生します。ただし 2 歳以下のお子様

でご両親のひざの上に座り座席を必要としない場合は、ほとんどのツアーにおいて料金は発生しません。お子様の座席が必要な

場合、もしくはチャイルドシートの使用をご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。なおチャイルドシートご利用の際は、各自でお持ちいただくようお願いします。 

 

ショアエクスカーションの年齢制限について 

親または保護者が同伴すれば、ほとんどのツアーで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ツアーに参加できませんが、親または保護者が免責同意書に署名した場合、運行会社によっては同伴な

しで未成年者のツアーへの参加を認めるケースもあります。 

 

ショアエクスカーションの乗船保証 

プリンセス・クルーズが提供する全ツアーに関しては、出発と到着を注意深く管理していて、全ツアーからお客様が戻ったことを確

認してから船が出港となります。最終乗船時間を過ぎてもお客様をお待ちするので、寄港地での時間を最大限に活用し、安心

して満喫していただけます。ただしプリンセス・クルーズのツアーでなくご自身にてツアーを手配された場合、もしくはツアーから離団

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確認できないこともあり、その場合でも最終乗船時間を過ぎたら船は

出港します。十分余裕をもって、最終乗船時間までに船にお戻りくださいますようお願いします。 
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ショアエクスカーションのキャンセルについて（お支払い済みのショアエクスカーションのキャンセル） 

ツアーをキャンセルする場合、客室内にあるツアー申し込み用紙に記載の「締め切り時間」以前にキャンセルの場合に、全額が

払い戻しされます。プリンセス・クルーズの関与しえない事由によって、ツアーがキャンセルとなった場合も全額が払い戻しされます。

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行います。 

事前にお支払い済みのツアーをキャンセルする場合の条件は、「諸条件と大切なご案内」内のキャンセルと払い戻し項目をご確

認ください。 

1 ヶ所の寄港地で 2つ以上のショアエクスカーションに参加する場合 

1 ヶ所の寄港地で 2 つ以上のツアーを申し込みされる場合、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 分は空けてください。すべてのツアーの集合場所はチケットでご確認ください。お客様ご自身でツアーの間隔を調整い

ただき、様々なツアーを組み合わせてご参加ください。 

ショアエクスカーション中のショッピングについて 

訪問先で時間や場所があればショッピングの時間を設けますが、ツアーのメインはショッピングではないため、十分時間を確保でき

ない場合もあります。予めご了承ください。 

ショアエクスカーションでの安全対策について 

プリンセス・クルーズはお客様の安全を最優先に考えています。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情報に細心の注意を払っています。 

米国政府が寄港予定の特定地域への入港を禁止したり、警告を発したりしている場合は、クルーズ旅程を変更する必要があ

ります。旅程変更は頻繁に起こることではありませんが、お客様の安全を守るため、やむを得ず変更する場合があることをご理解

ください。 

寄港地では、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通りの少ない場所には出かけ

ないでください。

 特に公共エリアなどで、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。

 飲食時は十分ご注意ください。
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Terms and Conditions 
諸条件と大切なご案内 

条件 
チケット販売を含む予約（クーポンやバウチャーを含む）及び、ショアエクスカーションやアラスカ・ランドエクスカーションのプロモー

ションおよび手配は、第三者機関であるツアー運行会社が手配/提供しており、プリンセス・クルーズはツアー運行会社とお客様

との仲介を承っています。 

●ツアー運航会社が提供するものは以下の通りです。

・空路移動、陸上または現地での海上移動 

・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、食事やその他のサービス 

・プリンセス・クルーズのクルーズ客船以外の施設またはアクティビティーなど 

●またお客様がツアーに参加した時点で以下のことを承認したことになりますのでご確認ください。

・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諸条件 

・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・クルーズは 

 免責されるという同意書 

・ツアー運行会社による諸条件 

ショアエクスカーションの出発時間 
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。ツアーの出発時間は、

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。お客様は決められた集合場所（船内または埠頭）

に決められた時間にお集まりください。お客様が遅れた場合、ツアーの出発が遅れ、他のお客様に迷惑を掛けることになります。

出発時間になりましたら、全員のお客様がお揃いにならなくても出発する場合もありますので、集合時間の厳守をお願いしま

す。 

ツアー参加者の定員設定 
ツアーはクルーズ出航前から、また乗船後にも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者の定員を設定して

おり、予約は申し込み完了順に受け付けされます。予約が定員を超えた場合には、予約受け付けの順番でキャンセル待ちとな

ります。ランドツアーに関してはキャンセル待ちの対応をしていませんが、ツアー運行会社に積極的に働きかけ、予約ができるよう

にリクエストします。もしツアーが売り切れの場合には Cruise Personalizer に後日アクセスして再度お確かめください。アラスカ

の港に到着してからもツアーデスクで予約の空きを再度ご確認ください。 

個人のお持ち物の管理 
コートなどの衣類、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。ご自身のお

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。 

ツアー料金 
ツアーの料金は予告なしに変更される場合があります。料金は予約時に確定されます。すべての料金には、移動手段の料金が

含まれていて、場合によっては食事、飲み物、ガイド代、入場料が含まれています（該当する場合は記載あり）。座席を必要

としない幼児は無料です。子ども料金は、設定がない限り大人料金となります。 
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キャンセルと払い戻し 
ツアーをキャンセルする場合、客室内にあるツアー申し込み用紙に記載の「締め切り時間」以前にキャンセルされた場合は、全

額が払い戻しされます。プリンセス・クルーズの関与しえない事由によって、ツアーがキャンセルとなった場合も全額が払い戻しされ

ます。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行います。ホテルや宿泊施設、

飛行機、現地での専用車などの事前手配を必要とするツアーをキャンセルの場合、出発日 30 日前を過ぎてからのキャンセルに

ついては、払い戻しができません。ヘリコプターの手配を必要とするツアーをキャンセルの場合、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、乗船日翌日の午後 12 時以降のキャンセルについては払い戻しができません。キャンセルの締め

切り時間を過ぎてのキャンセルについては、払い戻しされません。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

できません。 

プリンセス・クルーズの関与しえない事由によって、ツアーがキャンセルとなった場合は全額払い戻しされます。不可抗力または現

地事情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行います。 

事前にお支払い済みのツアーをキャンセルする場合は、以下の通りキャンセル処理が行われます。 

●乗船日 5 日前までにキャンセルの場合、ツアー代金が払い戻しされます。

①同一のお客様名で、他に予約済みかつ未決済のツアーがある場合、返金額をそのツアー代金に充当します。

②同一のお客様名で、他に予約済みかつ未決済のツアーがない場合、キャンセル後 24 時間以内に、

支払時にご使用のクレジットカードに払い戻しの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。

乗船日 5 日前を過ぎてのキャンセル、かつ船内にてご案内してある「キャンセルの締め切り時間（Closing Time for 

Cancellation）」より前に船上にてキャンセルの場合、ご予約されたお客様の船内会計上にオンボード・クレジットとして払い戻

しされます。この場合はどなたのクレジットカードで決済されたかに関わらず、ツアーをキャンセルした方の船内会計上に返金され

ますのでご注意ください。 

●ホテルや宿泊施設、飛行機、現地での専用車などの事前手配を必要とするツアーをキャンセルの場合、

出発日 30 日前を過ぎてからのキャンセルについては、払い戻しができません。

●ヘリコプターの手配を必要とするツアーをキャンセルの場合、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、乗船日翌日の午後 12 時以降のキャンセルについては払い戻しができません。

●その他の乗船後のツアーキャンセルについては、客室内にあるツアーお申込み用紙に記載の「キャンセルの締め

切り時間（Closing Time for Cancellation）」をご参照ください。その時間をもって予約受付も終了し、

現地ツアー運行会社に最終の確定人数および必要事項を報告します。

乗船前、乗船後に関わらず、予約されたツアーのいずれも、「キャンセルの締め切り時間」以前のキャンセルについてはツアー代

金が払い戻しされますが、「キャンセルの締め切り時間」を過ぎてのキャンセルについては、払い戻しされません。また、予約された

ツアーに参加されなかった場合も、払い戻しはできません。 

アラスカ・ツアーズ（クルーズ前後の内陸ツアー）における、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・エクスカーションについては、出発日 3 日前まででしたら、キャンセ

ル料なしでキャンセルを承ります。キャンセル締め切り日以前にキャンセルされたランド・エクスカーションの代金は、クルーズ・パーソ

ナライザーでお支払い時に使用されたクレジットカードに払い戻しされます。不測の事態により、現地にてツアーが催行されなかっ

た場合を除いては、出発日 3 日前を過ぎてからのキャンセルについてはキャンセル料として全額を申し受けます。 

アラスカ・ツアーズの途中に予約したランド・エクスカーションは、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、全額払い戻しはできません。 
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ツアー内で利用する移動交通機関 
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。多くの地域で冷暖房付きのバスはなく、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。また、長距離用バスが手配できない港では自動車やタクシーを使

用する場合があります。お連れ様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いただければツアースタッ

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いただけるよう、すべての車両内では禁煙と

なっております。 

ツアーの催行中止 
ツアー参加者が少ない場合、ツアー運行会社は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

に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 
環境に関する積極的な取り組みはプリンセス・クルーズの理念で、我々の掲げる目標を達成するためには、更なる取り組みが必

要だと考えています。そのために、環境問題がツアーに及ぼす影響について認知していただけるよう、プリンセス・クルーズは絶えず

努力を続けており、ツアー運行会社と密に協力し合いながらツアーに関係する環境メッセージをお客様へ周知しています。様々

な訪問先での文化や習慣に敬意を払い、環境問題に配慮していただくようお客様にもご協力をお願いする場合があります。 

上記をよくお読みの上、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 

ショアエクスカーションが素晴らしいものになるようプリンセス・クルーズは皆様のお手伝いをさせていただきます。 

皆様にお会いできる日を心待ちにしております。 
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