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ケチカン 

Ketchikan 
アラスカ最南端の町ケチカンはシアトルからアラスカの各都市を結ぶアラスカ・マリンハイウエイの最初の寄港
地。この地には古くからクリンキット・インディアンが鮭などの狩猟生活を送っていましたが、１８８７年に白人の
入植が始まりました。ケチカンはインディアンの言葉で「羽を広げた鷲」を意味し、街近くの滝の名前です。１９０
０年代に入り金鉱の街としてのブームが去り、漁業と林業が取って代わり、現在ではアラスカ州第四の人口の
街として発展しています。自然景観に恵まれたケチカンはインディアンの文化遺産も多く残り、トーテムポール
が数多くみられます。付近のミスティフィヨルド国定公園は雄大な景観と豊富な野生生物で知られています。又、
「世界のサーモンキャピタル」と呼ばれる付近の海はスポーツフィッシングのメッカとして人気があります。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1 E A アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventures 

アウトドア好きにはこれ以上アウトドアを楽しめるところはないでしょう。犬ぞりやホエール・ウォッチング、 
ハイキング、自然観察、飛行、ジップライン空中散歩など楽しみましょう。 

 

A○2 E A トーテムバイト歴史公園 Totem Bight State Park 

静かな森林地帯にある公園にはトーテムポール 14本があり、それぞれに物語があります。19世紀の集会小
屋が再現され、トリンギットとハイダ・インディアンの生活を見ることができます。 

 

A○3 E A サクスマン村 Saxman Native Village 

トリンギット族の歓待を受け村に入り、豊かな文化を経験しましょう。トーテムポールの明かされた物語、彫刻
実演、素晴らしい芸術品の扱うお店、屋敷内で行われるインディアンダンサーのショーをご覧ください。 

 

A○4 E A アラスカ・レインフォレスト・サンクチュアリー Alaska Rainforest Sanctuary 

面積 0.16 平方㎞の森林保護区には白頭鷲、クロクマ、アザラシ、鳥各種の故郷で、トナカイ群れや鷲が飼育
されており、トーテムポール職人の実演を見ることが出来ます。 

 

A○5 E A ミスティフィヨルド国定公園 Misty Fjords National Monument 

自然によりゆっくりと形づくられたドラマチックな自然美を経験しましょう。２千平方㎞の公園内には花崗岩の
垂直に切り立った崖があり、滝や透明な湖などがあります。 

 

A○6 E A アラスカ木こりショー Great Alaskan Lumberjack Show 

過去の時代に戻ったような楽しい時間。世界チャンピオンのアスリート達が作業台きざみや大型鋸、斧投げ、
木転がしやスリリングな高さ 45 メートルの木登りを競い合います。 

 

A○7 E A ジョージ・インレット・ロッジ George Inlet Lodge 

1940 年代の缶詰工場宿舎だった歴史的ロッジは、ケチカンより南 24 キロにあるジョージ入り江水路の現在
地へ 112 キロメートル以上の距離をログいかだで引かれて移築されたものです。 

 

A○8 E A クリーク通り Creek Street 

歴史ある板張りの遊歩道はゴールドラッシュ時代の遊郭でした。趣があり、ドーリーズ・ハウス博物館見学、 
トーテムポールを眺めたり、買物やギャラリーなど楽しめます。 
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ケチカン  Ketchikan 

  
ツアー番号：KTN-415 
雨林の野生保護区探訪ウォークとカニ料理 
Rainforest Wildlife Sanctuary Walk & Crab Feast 
ツアー料金：＄164.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定：①④⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

0.8キロほどの距離を徒歩で移動できる方に限ります。野生動物は通常観察できますが保証はいたし
ません。歩きやすい靴と重ね着でご参加下さい。ベジタリアンやカニに代わる料理も用意できます。
ロッジでは多くの段差がありますが、段差を避けたい方はバンでの移動も可能です。ツアーの順序が
変わる可能性があります。レインポンチョ有り。 
 
食事：ダンジネスクラブ、サラダ、ポテト、チーズケーキなど。ソーダ類、コーヒー、紅茶、１杯の
ビールまたはワインは含まれます。アルコール類の追加は有料です。（内容は変更になる場合もござ
います） 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
   
ツアー番号：KTN-420 
雨林の野生保護区探訪ウォーク 
Rainforest Wildlife Sanctuary Nature Walk 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 45 分 
 
 
下車予定：①④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い靴と暖かい服装でご参加ください。1.6 キロほどの距離を徒歩で移動できる方に限ります。
野生動物は通常観察できますが保証はいたしません。このツアーはパシフィック・プリンセスでは催
行しません。レインポンチョ有り。 
軽食：スモークサーモンディップ、クラッカー、クッキー、コーヒー・紅茶・ホットチョコレートな
ど。（内容は変更となる場合がございます） 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
  
ツアー番号：KTN-600 
灯台、トーテムと白頭鷲 
Lighthouse, Totems & Eagles Excursion 
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：① /車窓予定：② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

双眼鏡有り。 
軽食：サーモンペースト、チーズ、クラッカー、フルーツ、クッキー、ソフトドリンク、ホットチョ
コレート、コーヒー、紅茶、お水など。（内容は変更となる場合がございます） 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
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ケチカン  Ketchikan 
 
ツアー番号：KTN-610 

ベーリング海蟹漁船ツアー 
Bering Sea Crab Fishermen's Tour 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：５～１２歳） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分 
 

下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加最低年齢は５歳です。埠頭からバス発着場まで短い距離を徒歩で移動します。 
レインポンチョ有り。 
車椅子は持ち込めますが、電動スクーターは持ち込めません。歩行に難のある方は適切な対応がとれ
るよう、ツアー開始の48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。ケチカンはテンダーボート
で下船する場合があります。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 
ツアー番号：KTN-620 

ミスティフィヨルド自然探訪クルーズ 
Misty Fjords & Wilderness Explorer Cruise 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 30 分 
 

下車予定：⑤/ 車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

野生動物は通常観察できますが保証はいたしません。船の屋外デッキに出るため暖かい防水ジャケッ
トなどをご持参ください。このツアーはパシフィック・プリンセスでは催行しません。双眼鏡とお土
産ルートマップ有り。 
車椅子は収容できますが、電動スクーターなどは段差があるため持ち込めません。歩行に難のある方
は適切な対応がとれるよう、ツアー開始の48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。ケチカ
ンはテンダーボートで下船する場合があります。 
軽食：クラムチャウダー、ベジタリアン・チリ、ペストリー、スモークサーモン・クラッカー、コー
ヒー・紅茶・ホットチョコレート･お水など。（内容は変更となる場合がございます） 

12 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
  
ツアー番号：KTN-630 
沿岸の野生探訪クルーズ 
Coastal Wildlife Cruise 
ツアー料金：＄209.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分 

 

下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

参加最低年齢は5歳です。体重148キロ以上の方は参加できません。海が荒れる場合がありますので、
首や背骨などに異常のある方や妊娠中の方はご遠慮ください。重ね着をして暖かい服装でご参加くだ
さい。野生動物の観察は保証いたしません。このツアーはパシフィック・プリンセスでは催行しませ
ん。レインジャケットと双眼鏡有り。 
軽食：各種トレイルミックス、スナックバー、ペットボトル入りのお水 
（内容は変更となる場合がございます） 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
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ケチカン  Ketchikan 
 
ツアー番号：KTN-650 
自然探訪クルーズと蟹料理 
Wilderness Exploration Cruise & Crab Feast 
ツアー料金：＄169.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定：①⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩きやすい靴と重ね着でご参加下さい。ベジタリアンミールやカニ以外の料理をご希望の方は24時間
前までにツアーデスクにご連絡ください。ロッジには多くの段差がありますが、段差を避けたい方は
バンによる移動も可能です。ツアーの順序は変わる場合があります。このツアーはパシフィック・プ
リンセスでは催行しません。雨具とライフジャケット有り。 
食事：ダンジネスクラブ、サラダ、ポテト、チーズケーキなど。ソーダ類、コーヒー、紅茶、１杯の
ビールまたはワインが含まれます。アルコール類の追加は有料です。（内容は変更になる場合もござ
います） 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

  
ツアー番号：KTN-655 
自然探訪クルーズとシーフードの宴 
Wilderness Cruise & Silverking Lodge Seafood Feast 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

屋内と屋外のどちらにも対応できるよう、重ね着と歩きやすい靴でご参加下さい。遊歩道を約800ｍ
歩きます。ツアーの順序は変更になる場合があります。シーフード以外の料理をご希望の方は24時間
以前にツアーデスクにご連絡ください。雨具、帽子、手袋、スカーフ、ライフジャケット有り。 
食事：カニ、エビ、ムール貝類、ポテト、玉ねぎ、ニンニク、トウモロコシ、ソーセージ、デザート、
コーヒー、紅茶、ホットチョコレート、ジュース、ペットボトル入りのお水。（内容は変更になる場
合もございます） 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
  
ツアー番号：KTN-800 
水上飛行機で訪れるミスティフィヨルド国定公園 
Misty Fjords Seaplane Exploration 
ツアー料金：＄239.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 

下車予定：⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
飛行時間は65分、着水は10分間ほどの予定です。 

滑りにくい靴をご着用ください。体重超過による差額徴収はありません。収納スペースに制限がある
ため、手荷物は持ち込めません。飛行機は 4,000フィートより上には飛行しません。個人使用の酸素
は持ち込めますが、体への使用に適し安全でＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があ
ります。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は 100％キャンセルチャージが発生します。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
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ケチカン  Ketchikan 
 

 
ツアー番号：KTN-810 
海と空からのミスティフィヨルド自然探訪 
Misty Fjords Wilderness Cruise & Flight 
ツアー料金：＄369.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 45 分 
 

下車予定：⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
飛行時間は25分ほどの予定です。 

体重超過による差額徴収はありません。ツアーの順序が変わる場合があります。収納スペースに制限
があるため、手荷物は持ち込めません。飛行機は 4,000フィートより上には飛行しません。個人使用
の酸素は持ち込めますが、体への使用に適し安全でＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必
要があります。このツアーはパシフィック・プリンセスでは催行しません。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は 100％キャンセルチャージが発生します。 
軽食：コンチネンタルブレックファスト もしくは クラムチャウダー、スモークサーモン、パン各種
飲み物。（内容は変更となる場合がございます） 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
  
ツアー番号：KTN-815 
水上飛行機で訪れるミスティフィヨルド国定公園と蟹料理 
Misty Fjords Seaplane & Crab Feast 
ツアー料金：＄359.95～ （子供料金なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定：⑤⑦  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
ツアーの順序が変わる場合があります。ベジタリアンの方には、蟹無しメニューもご用意可能です。 
滑りにくい靴をご着用ください。体重超過による差額徴収はありません。収納スペースに制限がある
ため、手荷物は持ち込めません。飛行機は4,000フィートより上には飛行しません。個人使用の酸素
は持ち込めますが、体への使用に適し安全でＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があ
ります。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は 100％キャンセルチャージが発生します。 

食事：スモークサーモン、蟹、サラダ、ポテト、チーズケーキ、飲み物。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
 

 
ツアー番号：KTN-400 
ジップライン アドベンチャーパーク 
Zipline Adventure Park 
ツアー料金：＄149.95～  （子供料金なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

背骨、首、ひざなどに異常のある方や妊娠中の方、ぜんそくや心臓病をお持ちの方はご遠慮ください。
11歳未満の方は参加できません。安全器具は用意されています。器具装着を確実にするため、身長135
センチ以上、体重31キロから127キロの健康な方のみ参加できます。指先を覆った靴をご着用くださ
い。訪問順序が変更になる場合があります。このツアーはパシフィック・プリンセスでは催行しませ
ん。 
免責書類にご署名頂きます。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
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ケチカン  Ketchikan 
 
ツアー番号：KTN-405 
樹海での空中移動と探訪 
Rainforest Canopy & Zipline Expedition  
ツアー料金：＄189.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

下車予定：① /車窓予定：④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

健康状態が良好で、最近手術歴がなく、手足を使うことができ、発作性疾患がなく妊娠をしていない
方がご参加できます。 
器具装着を確実にするため、身長150センチ以上、体重40キロから113キロの健康な方のみ参加できま
す。妊娠中の方、怪我をしている方、視覚障害や難聴の方はご遠慮ください。病気の方や高所恐怖症
の方はお勧めしません。指先を覆った靴を履き、長ズボン、重ね着でご参加ください。 

コースギア、レインジャケット、記念メダル有り 

軽食：スモークサーモンディップ、クラッカー、クッキー、コーヒー・紅茶・ホットチョコレートな
ど。（内容は変更となる場合がございます） 
免責書類にご署名いただきます。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
  
ツアー番号：KTN-410 
ベアクリーク・ジップラインの冒険 
Bear Creek Zipline Adventure  
ツアー料金：＄189.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

下車予定：① /車窓予定：④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

健康状態が良好で、最近手術歴がなく、手足を使うことができ、発作性疾患がなく妊娠をしていない
方がご参加いただけます。 
器具装着を確実にするため、身長125センチ以上、体重31キロから113キロの健康な方のみ参加できま
す。妊娠中の方、怪我をしている方、視覚障害や難聴の方はご遠慮ください。病気の方や高所恐怖症
の方はお勧めしません。指先を覆った靴を履き、長ズボン、重ね着でご参加ください。このツアーは
パシフィック・プリンセスでは催行しません。 

コースギア、レインジャケット、記念メダル有り 

軽食：スモークサーモンディップ、クラッカー、クッキー、コーヒー・紅茶・ホットチョコレートな
ど。（内容は変更となる場合がございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
  
ツアー番号：KTN-425 
雨林の島探訪とシーホークアドベンチャー 
Rainforest Island Nature Walk & Seahawk Adventure 
ツアー料金：＄124.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 

下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠後期の方にはお勧めしません。 
健康に自信のある方のみご参加ください。小道の長さは約1.6キロメートルです。丈夫で歩き易い靴
と暖かい防水の服装での参加をお勧めします。体重18キロ以下のお子様は参加できません。このツア
ーは米国農務省林野部の特別許可のもと催行されます。 

雨具、ライフジャケット有り 
軽食：スモークサーモン、チーズ、クラッカー、ジュース、コーヒー、ホットチョコレート、お水な
ど。（内容は変更となる場合がございます） 
免責書類にご署名頂きます。 

13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。13歳～17歳の方は、保護者の同意書が必要となります。 
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ケチカン  Ketchikan 
 

 
ツアー番号：KTN-500 
ジープとカヌーでの自然探訪サファリ 
Back Country Jeep & Canoe Safari 
ツアー料金：＄169.95～ （子供料金有：5-12 歳） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠後期の方にはお勧めしません。 
ツアーの順序は変わる場合があります。防水の暖かい服装でご参加ください。運転をする方は25歳以
上で有効な運転免許書をお持ちの方に限ります。運転しない人の同行も可能です。ジープには4名ま
で乗車出来ます。健康状態の良好な方がご参加ください。体重18キロ以下、5歳未満のお子様は参加
できません。このツアーは米国農務省林野部の特別許可のもと催行されます。 

雨具、ライフジャケット有り 

軽食：クラムチャウダー、各種ロール、クラッカー、スモークサーモン、ジュース、ホットチョコレ
ート、コーヒー、お水など。（内容は変更となる場合がございます） 
免責書類にご署名頂きます。 

13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。13歳～17歳の方は、保護者の同意書が必要となります。 

 
 
ツアー番号：KTN-510 
カートでの自然探訪 
Adventure Kart Expedition 
ツアー料金：＄189.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カートは激しく揺れることがあります。首や背骨に異常のある方、妊娠中の方にはお勧めしません。 

運転する人は有効な運転免許を携帯してください。 
参加者は身長125センチ以上、体重18キロ以上、136キロ以下の方に限ります。カートは2人乗りです。
このツアーはパシフィック・プリンセスでは催行しません。 

雨具、ヘルメット有り 

軽食：クッキー、クラッカー、お水など。（内容は変更となる場合がございます。） 
免責書類にご署名頂きます。カートの破損保障の為、保険書又はクレジットカードの登録が必要です。
器具類が無事返却された場合は戻されます。 

18歳未満の方のみでご参加の場合は、保護者の同意書が必要となります。 

  
ツアー番号：KTN-515 
バギーでアラスカ熱帯雨林探索 
Alaska Rainforest Family Adventure 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間  
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

運転手は25歳以上の方に限ります。運転免許書もしくは年齢のわかる証明が必要です。バギーは４人
乗りです。 

食事：パンケーキ、フルーツ、コーヒーなど。（内容は変更となる場合がございます。） 
免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方のみでご参加の場合は、保護者の同意書が必要となります。 
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ケチカン  Ketchikan 
  
ツアー番号：KTN-700 

ゴムボートでの自然探訪 
Back Country Zodiac Expedition 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 
下車予定：① /車窓予定：③ 

健脚レベル その他 

中 
 

 
＜注意事項＞ 

首や背中に異常のある方にはお勧めしません。妊娠中の方は参加できません。 
4歳未満のお子様は参加できません。参加者は体重13キロ以上、158キロ以下の方に限ります。 
運転をする方は25歳以上で有効な運転免許書をお持ちの方に限ります。ボートには4名まで乗船出来
ます。運転も可能です。健康状態の良好な方がご参加ください。1～3人組みのお客様はボートをシェ
アします。状況によりコースが変わる場合もあります。海は荒れて揺れることがあります。 

ライフジャケット、双眼鏡、雨具、ゴム長靴、温かい靴下、毛糸の帽子、手袋、安全眼鏡、温かいお

飲み物、記念写真有り。 
免責書類にご署名頂きます。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 
ツアー番号：KTN-770 
カヤックで訪れるイーグル諸島 
Eagle Islands Sea Kayaking 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：8-12 歳）  
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

背骨や腰に異常のある方や喘息の方はお勧めしません。 

上半身の体力に自信がある方が参加いただけます。8歳未満のお子様はご参加頂けません。 
身長195センチ、体重113キロ以上の方は参加頂けません。 
雨具、ライフジャケット、水よけスカート、ドライバッグ有り。 
免責書類にご署名頂きます。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 
リピーター向け 

ツアー番号：KTN-790 
マウンテンポイント シュノーケル 
Mountain Point Snorkeling Adventure 
ツアー料金：＄125.95～ （子供料有：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

過去の病歴によっては参加をお断りする場合もあります。発作、めまい、失神の病歴、心臓状態や 
呼吸器に問題がある場合、参加いただけません。詳細はツアーオフィスにお問い合わせください 
ウェットスーツのサイズの関係で、参加者は体重36キロから118キロの方に限ります。70歳以下のお
客様がご参加いただけます。このツアーは水への出入りでデコボコした滑りやすい岩を歩く際に介添
えなく動くことが出来ないお客様には向きません。タオルと水着のご用意ください。詳細はツアーオ
フィスにご確認ください。このツアーはパシフィック・プリンセスでは催行しません。 
ウェットスーツ、シュノーケル器材、温かいお飲み物有り。 
免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方のみでご参加の場合は、保護者の同意書が必要となります。 
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ケチカン  Ketchikan 
 

 
こだわり 

ツアー番号：KTN-820 
水上飛行機からの自然探訪と蟹料理 
Exclusive Flightseeing & Crab Feast 
ツアー料金：＄249.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 
下車予定：①⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

飛行時間は20分ほどです。 
体重超過による差額徴収はありません。訪問順序が逆になる場合があります。ベジタリアンやカニ以
外のメニューも用意できます。ツアー開始の24時間前までにツアーデスクにお知らせください。収納
スペースに制限があるため、手荷物は持ち込めません。4,000フィートより上には飛行しません。個
人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に適し安全でＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器で
ある必要があります。 パシフィック・プリンセスでは催行されません 

キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

食事：スモークサーモン、ダンジネスクラブ、サラダ、ポテト、チーズケーキなど。ソーダ類、コー
ヒー、紅茶、ビール、ワインが含まれます。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 

 
ツアー番号：KTN-100 
トーテムバイト州立歴史公園 
Totem Bight State Park Tour 
ツアー料金：＄45.95～ （子供料金有：１２歳以下）  
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 
下車予定：② /車窓予定：⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。このツアーは
パシフィック・プリンセスでは催行しません。 
軽食：クッキー、コーヒー、ホットチョコレートなど。（内容は変更となる場合がございます） 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 
人気 

ツアー番号：KTN-110 
トーテムバイト州立歴史公園ときこりショー 
Totem Bight State Park & Lumberjack Show 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：②⑥ /車窓予定：⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

ショーはビデオ撮影禁止です。訪問順序が変更になる場合があります。ショーの後は各自、短い徒歩
移動で埠頭に戻ります。ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っ
ています。ツアーの内容は変更される場合があります。 
スナック：クッキー、コーヒー、ホットチョコレートなど。（内容は変更となる場合がございます） 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 
 
 
 

9 



ケチカン  Ketchikan 
 

 
ツアー番号：KTN-120 

サクスマン村とトーテムポール公園 
Saxman Native Village & Totem Pole Park 
ツアー料金：＄55.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 
下車予定：③ /車窓予定：⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

車椅子、スクーターなどの持ち込み可能ですが、適切な対応がとれるよう、ツアー開始の48時間前ま
でにツアーオフィスにご連絡ください。ケチカンはテンダーボートでの下船となる場合があります。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 
ツアー番号：KTN-660 
水陸両用舟艇での観光 
Town & Harbor Duck Tour 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約１時間 30 分 
 
下車予定：① /車窓予定：⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 
ツアー番号：KTN-950 

トロリーで回るケチカンハイライト、トーテムとクリーク通り 
City Highlights, Totems & Creek Street by Trolley 
ツアー料金：＄29.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約１時間 30 分 
 
下車予定：③⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

クリーク通りでは２－３ブロック歩きます。ツアー代にはトロリーのみ含まれ、クリーク通りの入場
料はふくまれておりません。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 

 
ツアー番号：KTN-900 
四駆車ハマーで冒険ツアー 
Private Hummer Adventure 
ツアー料金：＄599.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

ツアー代金は車一台あたりの料金で、定員は５名までです。参加者のうち、代表者のみお申込み下さ
い。乗船日の次の日の正午を過ぎますと、キャンセル料がかかります。 

入場料と食事代は含まれておりません。乗船後、ツアーオフィスより日程や興味を示すリクエストカ
ードが配られます。 
このツアーは数に限りがあり特別な為、キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は 100％キャン
セルチャージが発生します。 
18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
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ケチカン  Ketchikan 
 
 

 
ツアー番号：KTN-300 
アラスカのきこりショー 
Great Alaskan Lumberjack Show 
ツアー料金：＄35.95～ （子供料金有：3 歳～12 歳、2 歳以下無料） 
所 要 時 間：約 1 時間 15 分 
 
下車予定：⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

2歳以下のお子様は無料です。ショーの写真撮影はできますがビデオは撮影禁止です。会場までは各
自に移動して頂きます。埠頭から徒歩で5分から10分ほどの距離です。 
電動車椅子、スクーターなどは利用可能ですが、適切な対応がとれるよう、ツアー開始の48時間前ま
でにツアーオフィスにご連絡ください。ケチカンはテンダーボートでの下船となる場合があります。 

14 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
 

 
ツアー番号：KTN-380 
ケチカンの歴史を辿るウォーキングツアー 
Historical Ketchikan & Creek Street Walking Tour 
ツアー料金：＄35.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 1 時間 30 分 
 
下車予定：①⑧  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

徒歩での移動は９ブロックです。電動車椅子、スクーターなどは利用可能ですが、適切な対応がとれ
るよう、ツアー開始の48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。ケチカンはテンダーボート
での下船となる場合があります。ケチカンはテンダーボートでの下船となる場合があります。 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 
ツアー番号：KTN-550 
サーモンスポーツフィッシング 
Salmon Sportfishing Expedition 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：5 歳～12 歳） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

釣り時間は3時間から4時間ほどです。 
５歳未満のお子様及び体重158キロ以上の方は参加できません。デッキシューズ又はゴム底の靴でご
参加ください。ボートには6人まで乗船できます。漁獲を保証するものではありません。魚が泳ぐの
は産卵のシーズンに限られ、5月と9月下旬は対象となる魚が減少していることを予めご了承くださ
い。安全機材と釣具は用意されます。 

釣船内で一日入漁券(＄20)をお買い求めください。又、キングサーモンを釣った場合は別途＄10の料
金が必要となります。16歳未満のお子様はライセンスを買う必要はありません。 

このツアーではダウンリガー付きトローリング方式で、4本のロッドがホルダーに装着され、釣り糸
はある程度の深さに垂らされます。参加者は魚が釣れるまでロッドに触れません。交代で取り込みを
行います。通常1隻につき5人～6人が乗船します。 
催行業者に依頼して自宅に送る手配が出来ます。鮮度とアメリカ税関規則により国外に輸送出来ない
場合もあります。釣り上げた魚は規則により船内で保管する事はできませんが、夕食の一品に調理を
依頼する事は可能です。 

釣り用具、レインジャケット有り。 

軽食：スモークサーモンディップ、クラッカー、コーヒー、ソーダ、お水など。 

（内容は変更となる場合がございます） 

18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
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ケチカン  Ketchikan 
 

 
こだわり 
ツアー番号：KTN-560 
アラスカフィッシングと野外での食事 
Alaska Fishing & Wilderness Dining  
ツアー料金：＄319.95～ （子供料金有：5-12 歳） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

ツアー時間は船の港停泊時間により異なり、通常4時間30分から6時間のツアーとなります。 
５歳未満のお子様及び体重136キロ以上の方は参加できません。体力がある方がご参加下さい。 
漁獲を保証するものではありません。 

釣船内で一日入漁券(＄20)をお買い求めください。16歳未満のお子様はライセンスを買う必要はあり
ません。 
船は一定箇所に錨を下し、水深200から400フィートの海底へムーチングかジグで行われます。 

釣り上げた魚はキャンプサイトで食べることができますが、催行業者に依頼して自宅に送る手配が出
来ます。鮮度とアメリカ税関規則により国外に輸送出来ない場合もあります。釣り上げた魚は規則に
より船内で保管する事はできませんが、夕食の一品に調理を依頼する事は可能です。 
釣り用具、雨具、長靴、帽子、手袋、靴下、ライフジャケット有り。 
食事：魚のシチュー・サフランのブイヤベース（貝類は含みません）、フィッシュヘッドブロス、サ
フラン風味ポテト・ガーリックトースト・ブルーベリーとルバーブ入りブレッドプディングなど。 
14歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 
ツアー番号：KTN-570 
オヒョウ掴みツアー 
Hunting for Halibut 
ツアー料金：＄369.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

５歳未満のお子様及び体重159キロ以上の方は参加できません。このツアーは荒波でも催行されます。 
魚を捕獲できる保証はあいません。釣船内で一日入漁券(＄20)をお買い求めください。16歳未満のお
子様はライセンスを買う必要はありません。 
船は一定箇所に錨を下し、水深200から400フィートの海底へムーチングかジグで行われます。各々ロ
ッドとリールを使います。 
釣り上げた魚の多くは催行業者に依頼して自宅に送る手配が出来ます。鮮度とアメリカ税関規則によ
り国外に輸送出来ない場合もあります。釣り上げた魚は規則により船内で保管する事はできません。 
釣り用具、雨具、長靴、帽子、手袋、靴下、ライフジャケット有り。 

スナック：スモークサーモンディップ、クラッカー、フルーツ、クッキー、ソーダ、お水など。 

（内容は変更となる場合がございます） 
14 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
 
ツアー番号：KTN-645 
アネット島の宝 
Cultural Treasures of Annette Island 
ツアー料金：＄189.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 
下車予定： /車窓予定：③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

５歳未満のお子様は参加できません。 
また、歩行に難のある方、車椅子の方にはお勧め致しません。 
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ジュノー 

Juneau, Alaska 
 
アラスカ州の州都、ジュノーの歴史は二人の鉱山師、ジョー・ジュノーとディック・ハリスが今も町の中央を流れ
る小さな川の中から豆粒程の金塊を見つけた事から始まりました。これが世界最大級の金鉱床の発見に繋が
り、アラスカは第１次ゴールドラッシュの時代に入りました。第２次世界大戦終了時には１億５千万ドルを超す金
が採掘されましたが、やがて金鉱は閉鎖され、現在は州政府や合衆国政府の建物が並ぶアラスカの政治の中
心地として栄えています。ジュノーの人口は約３万人、面積は 8,060 平方ｷﾛでスウェーデンのキルナ、アラスカ
のシトカに次いで世界で最も広い町の一つです。現在のジュノーは金やアラスカ州都としてだけでなく、風光明
媚な多島海を縫って航海するインサイドパッセージの北端に位置する、美しい自然と氷河の景観を楽しめる観
光地として知られています。 
 
＜見どころ＞ 

 A○1 E A メンデンホール氷河 Mendenhall Glacier  

メンデンホール氷河は全長 19 キロ、幅０．8キロ、深さ 90 メートルから 500 メートルあります。ジュノー氷原か
らメンデンホール湖まで広がっており 1700 年中期からゆっくり後退し続けています。 

 

A○2 E A アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventures 

アウトドア好きにはこれ以上アウトドアが楽しめるところはないでしょう。犬ぞりやホエール・ウォッチング、ハ
イキング、自然観察、飛行、ジップライン空中散歩など楽しみましょう。 

 

A○3 E A ホエール・ウォッチング Whale Watching 

4月から11月まで何百頭のザトウクジラが子育の為、北インサイドパッセージ海域と通り、飛び跳ねる姿を見
ることができます。シャチもジュノーで見受けることができます。 

 

A○4 E A 氷河飛行 Glacier Flightseeing 

巨大なジュノー氷原上空を飛行し、空からでしか行くことはできないぎざぎざと尖った氷河、壮観な氷瀑と雄
大な岩を眺めましょう。 

 

A○5 E A マコーレー サーモン孵化場 Macaulay Salmon Hatchery 

サーモンは 6月中旬から１０月まで産卵のため川を 130 メートルまで登ります。デッキにて孵化の様子をみま
しょう。アクアリウムにはこの地域の海の生態がみることができます。 

 

A○6 E A グレーシャーガーデン Glacier Gardens 

敷地面積 0.2 平方㎞の庭園には地元原種から温帯多雨林まで見ることが出来ます。ガイドツアーで自立した
生態系を知ることができます。サンダーマウンテン展望台からの景観は素晴らしいでしょう。 

 

A○7 E A 犬橇 Dog Sledding 

アラスカ州のスポーツをプロのマッシャーから素晴らしい伴侶犬を紹介されます。雪の上を飛行し氷河まで行
くか、夏の訓練地を訪れて車輪のついた橇を体験します。 

 

A○8 E A ロバーツ山トラム Mount Roberts Tramway 

わずか 5 分間のトラム乗車にてロバーツ山の頂上まで上ることができ、標高５４０m からのパノラマ景色をお
楽しみ頂けます。山頂にはトレイルや売店、自然のディスプレイなどがあります。 
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ジュノー  Juneau 
 

  
人気 

ツアー番号：JNU-630 
メンデンホール氷河と鯨探訪クルーズ 
Mendenhall Glacier & Whale Quest  
ツアー番号：JNU-630 
ツアー料金：＄189.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 15 分 
 

下車予定：①③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

メンデンホール氷河滞在は約1時間です。 
温かい服装でレインコートなどをご持参ください。訪問順序が変更になる場合があります。 
ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。氷河の上を歩
くことはできません。また、氷河散策にはガイドは付きません。 

このツアーへの車椅子での参加は地上からの高さが3.5インチ（60cm）以下のものであれば可能です。
体重と車椅子の総重量は270kgが限度です。歩行に難のある方は適切な対応がとれるよう、48時間前
までにツアーオフィスにご連絡ください。メンデンホール氷河リクリエーションの全歩道が車椅子が
利用できるわけではありません。歩行に難のある方は適切な対応がとれるよう、48時間前までにツア
ーオフィスにご連絡ください。ジュノーは時々テンダーボートでの下船となります。 

スナック：ドーナツ、スモークサーモンとクラッカー、コーヒー、紅茶、ココア、お水（内容は変更

になる場合もございます） 

12歳未満の方は保護者の同行が必要です。 

   
ツアー番号：JNU-330 
グレーシャーガーデンとメンデンホール氷河 
Glacier Gardens & Mendenhall Glacier 
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 
 
下車予定：①⑤⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

氷河での滞在時間は 1時間 15分ほどです。 
船のツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。氷河の上
を歩く事は含まれていません。また、氷河散策にはガイドは付きません。 

18 歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

  
ツアー番号：JNU-610 
ホエール・ウォッチングと野性探求クルーズ 
Whale Watching & Wildlife Quest  
ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

このツアーへの車椅子での参加は地上からの高さが3.5インチ（60cm）以下のものであれば可能です。
体重と車椅子の総重量は270kgが限度です。歩行に難のある方は適切な対応がとれるよう、48時間前
までにツアーオフィスにご連絡ください。ジュノーは時々テンダーボートでの下船となります。双眼
鏡、お土産ルートマップ有り。 

スナック：ドーナツ、スモークサーモンとクラッカー、コーヒー・紅茶・ココア・お水など。 

（内容は変更になる場合もございます） 

12歳未満の方は保護者の同行が必須です。 
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ツアー番号：JNU-620 
夕刻のホェールウォッチングクルーズ 
Evening Whale Quest  
ツアー料金：＄184.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定：③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

出入港時間の関係で催行しないクルーズもあります。このツアーへの車椅子での参加は地上からの高
さが3.5インチ（60cm）以下のものであれば可能です。体重と車椅子の総重量は270kgが限度です。歩
行に難のある方は適切な対応がとれるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。ジュ
ノーは時々テンダーボートでの下船となります。このツアーはパシフィック・プリンセスでは催行し
ません。双眼鏡、お土産ルートマップ有り。 
食事：ビュッフェ式、ビーフのベーコン、トナカイのソーセージ、スモークサーモン、チーズ、フル

ーツと野菜類、ホットシュリンプのディップ、デザートとパン類、無料コーヒー、紅茶、ココア。ビ

ール、ソーダ類とワインは追加料金で購入可能。（内容は変更になる場合もございます） 

12歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 
ツアー番号：JNU-640 
鯨探訪クルーズとサーモンベイク 
Whale Watching & Alaska Salmon Bake 
ツアー料金：＄184395～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定：②③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

温かい服装で防水ジャケットなどをご用意の上、歩きやすい靴でご参加ください。訪問順序が変更に
なる場合があります。双眼鏡有り。 

食事：アラスカサーモン、チキン、ポテト、ベイクドビーンズ、トナカイのソーセージ、ピラフ、サ

ラダ、コーンブレッド、ブルーベリーケーキ、コーヒー・紅茶・レモネードなど。ビールやワイン、

ソーダ類は追加料金にて購入可能。（内容は変更になる場合もございます） 

12歳未満の方は保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない13歳～17歳の方は両親の同意書

類が必要となります。 
  
ツアー番号：JNU-650 
ジュノーの見どころ 
Best of Juneau 
ツアー料金：＄209.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 15 分 
 
下車予定：①②③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

メンデンホール氷河滞在は約1時間です。 
重ね着をして温かい服装でご参加ください。訪問順序が変更になる場合があります。ツアーオペレー
ターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。氷河の上を歩くことはできま
せん。また、氷河散策にはガイドは付きません。双眼鏡・お土産用ルートマップ有り。 
 
食事：アラスカサーモンのグリル、チキン、ポテト、各種野菜、ピラフ、コールスロー、ロールパン、
デザート、コーヒー・紅茶・ココア・お水など。（内容は変更になる場合もございます） 
 
12 歳未満のお子様には保護者の同行が必須です。 
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ツアー番号：JNU-670 
アニマルプラネット特選：アラスカのクジラ発見 
Animal Planet Exclusive:Discover Alaska’s Whales 
ツアー料金：＄189.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 45 分 
 
下車予定：③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

小さな船着場まで約30メートルの傾斜道があります。 
1.2キロほどの距離を歩きます。重ね着をして温かい服装でご参加ください。グループは20名です。 
天候に関わりなく催行されます。 

双眼鏡と地図有り。 

軽食：グラノーラバー、ミックスナッツ、乾燥フルーツ、ペパーミントパテ、チョコレートミント、
ペットボトル入りのお水など。（内容は変更になる場合もございます） 
免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方は両親の同意書、もしくは同行が必須となります。 

 
  
ツアー番号：JNU-700 
鯨探訪とメンデンホール氷河の撮影旅行 
Whale Watching & Mendenhall Glacier Photo Safari 
ツアー料金：＄209.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 
下車予定：①②③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

段差が含まれるトレイルを1.2キロほどの距離を歩きます。重ね着をして温かい服装でご参加くださ
い。天候に関わりなく催行されます。訪問順序が変更になる場合があります。12歳以下のお子様は使
い捨てカメラのプレゼントがあります。写真教室とスライドショーDVDのプレゼントがあります。カ
メラ、十分な数のフィルムやデジタルメディア、電池の予備などご持参下さい。 
ツアーオペレーター主催ジュノー・フォト・コンテストに参加する事ができます。 
レインポンチョ、ウォーキングスティック、双眼鏡有り。子供には使い捨てカメラ、お土産DVDあり 
軽食：グラノーラバー、ミックスナッツ、乾燥フルーツ、ペパーミントパテ、チョコレートミント、
ペットボトル入りのお水など。（内容は変更になる場合もございます） 
免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方は両親の同意書、もしくは同行が必須となります。 

 
 
ツアー番号：JNU-705 
鯨探訪とメンデンホール氷河ウォーク 
Alaska's Whales & Mendenhall Glacier Trail 
ツアー料金：＄209.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 
下車予定：①②③  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

1.6キロほどの整備されたトレイルを歩きます。歩き易い靴で暖かい重ね着をしてご参加下さい。こ
のツアーは天候に関係なく催行されます。1グループ20名です。訪問順序が変わる場合があります。
このツアーの参加記念に、カラー印刷の記念品のプレゼントがあります。ツアーオペレーター主催ジ
ュノー・フォト・コンテストに参加する事ができます。 
レインポンチョ、ウォーキングスティック、双眼鏡、お土産印刷物有り。 

軽食：グラノーラバー、ミックスナッツ、乾燥フルーツ、ペパーミントパテ、チョコレートミント、
ペットボトル入りのお水など。（内容は変更になる場合もございます） 
免責書類にご署名頂きます。 

18 歳未満の方は両親の同意書、もしくは同行が必須となります。 

ジュノー  Juneau 
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ツアー番号：JNU-400 

雨林での空中移動体験 
Alaska's Ultimate Zipline & Canopy Expedition 
ツアー料金：＄179.95～  （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

手足を使うことができる方が参加頂けます。妊娠中の方やけが、発作性疾患、視覚障害や難聴の方は
ご遠慮ください。病気の方や高所恐怖症の方はお勧めしません。 
器具装着を確実にするため、身長150センチ以上、体重36キロから113キロの健康な方のみ参加できま
す。指先を覆った靴を履き、長ズボンと重ね着でご参加ください。 
パシフィック・プリンセスでは催行しません。 

コースギア、レインジャケット、お土産メダル有り 

軽食：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水。（内容は変更になる場合もございます） 
免責書類にご署名頂きます。 
 
18 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 

 
  
ツアー番号：JNU-405 
空中移動とメンデンホール氷河の体験 
Alpine Zipline & Mendenhall Glacier Adventure 
ツアー料金：＄209.95～ （子供料金有：9-１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 15 分 
 
下車予定：①② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

氷河滞在時間は40分です。 

参加最低条件：8歳以上、器具装着を確実にする為、身長150センチ以上、体重31キロから113キロま
での方、高所恐怖症ではない方。妊娠中の方、発作性疾患や首・背中・疾患がある方にはお勧めでき
ません。爪先の覆われた靴を履き、長ズボン、重ね着でご参加ください。訪問順序が変わる場合があ
ります。氷河の上を歩くことはできません。また、氷河散策にはガイドは付きません。ツアーオペレ
ーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。 
ヘルメット、レインジャケット、お土産用ウォーターボトル 

軽食：グラノーラバーと紅茶。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

16 歳未満の方は保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 16～17 歳の方は両親の公証さ
れた同意書類が必要となります。 
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ツアー番号：JNU-420 
街の観光、ケーブルカーと山歩き 
Town Tour, Tram & Timberline Trek 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有： 12 歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 
下車予定：②⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ケーブルカーのチケットは1日有効で何回でもご利用頂けます。1グループ14名です。健康に自身のあ
る方のみ歩きやすい靴と暖かい衣服でご参加ください。1キロほどの山道をゆっくりと歩きます。ネ
イチャーセンターでのお買い物15パーセント割引券が配られます。天候に関係なく催行されます。ル
ートはグループの状態とその日の状況で変わります。シーズン初めは積雪が残り、別ルートをとる場
合があります。ツアー山頂で終了します。ツアーオペレーター主催ジュノー・フォト・コンテストに
参加する事ができます。レインポンチョとハイキングスティック有り。 
軽食：アラスカ産の紅茶、ジャム、はちみつ、クラッカーなど。 
（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 
 
保護者の同行しない 18歳未満の方は、両親の同意書類が必要となります。 

 
 
ツアー番号：JNU-440 
犬橇レース犬と夏のキャンプ地訪問 
Dog Sled Summer Camp 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：５～１２歳） 
所 要 時 間：約 2 時間 15 分 
 

下車予定：②⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞  

5歳未満の方はご参加頂けません。厚着でご参加下さい。犬ぞりを2.4キロ体験します。コーヒーとホ
ットチョコレートのサービス有り。 
免責書類にご署名頂きます。 

12歳以下の方は、保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない13歳から18歳未満の方は、両

親の同意書類が必要となります。 

 
 
ツアー番号：JNU-445 
犬橇ディスカバリーとキャンプ地訪問 
Sled Dog Discovery & Musher's Camp 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：５～１２歳） 
所 要 時 間：約 2 時間 15 分 
 

下車予定：②⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

5歳未満の方はご参加頂けません。未舗装の道や段差を歩く場所があります。雨具、飲み物付き。 

免責書類にご署名頂きます。 

保護者の同行しない13歳から18歳未満の方は、両親の同意書類が必要となります。 
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ツアー番号：JNU-450 
サイクリングとロープウェイ 
Bike & Tram Elevation Sensation 
ツアー料金：＄115.95～ （子供料金有：１０～１２歳） 
所 要 時 間：約 4 時間 30 分 
 
 
下車予定：②⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠3カ月の方まで参加できます。 
10歳以上、身長146センチ以上の方のみご参加ください。バイクでの走行距離は15キロほど。トラム
乗車券は一日有効で何回でもお乗りになれます。トラム駅より船まで徒歩でもどります。 

自転車、ヘルメット、雨具、手袋有り。 

スナック：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水など。（内容は変更になる場合もございます） 
免責書類にご署名頂きます。 
16 歳未満の方は保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 16から 17歳の方は両親の公証
された同意書類が必要となります。 

 
 
ツアー番号：JNU-455 

氷河景観サイクリングとビール 
Bike & Brew Glacier View 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：１０歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：②/車窓予定：① 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠3カ月の方まで参加できます。 
健康で体力に自信がある方、10歳以上、身長146センチ以上の方のみご参加ください 
ビール試飲ができるのは21歳以上で写真付き身分証明書の提示が必要、16歳未満の方は保護者の同行
が必要です。 

自転車、ヘルメット、雨具、手袋有り。 

軽食：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水、ビールの試飲。（内容は変更になる場合もござい
ます） 
免責書類にご署名頂きます。 
16歳未満の方は保護者の同行が必須です。保護者の同行しない 16歳から 17歳の方は、両親の同意書
類が必要となります。 

 
ツアー番号：JNU-475 

ガイドお勧めのメンデンホール氷河ハイキング 
Mendenhall Glacier Guide’s Choice Trail Hike 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 30 分 
 
下車予定：①② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

12名にガイドが１人引率します。健康に自信がある急斜面を歩ける方のみご参加下さい。 
6-10キロの間に400メートルほどの高所まで登る山道のハイキングです。グループの状態と天候によ
りハイキングコースは選ばれます。歩き易い靴で重ね着の暖かい服装で参加ください。このツアーは
天候に関係なく催行されます。ツアーオペレーター主催ジュノー・フォト・コンテストに参加する事
ができます。 
レインポンチョ、ウェストポーチ、ハイキングスティック有り。 

軽食：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水など。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 
保護者の同行しない 18歳未満の方は、両親の同意書類が必要となります。 
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ツアー番号：JNU-710 
タク氷河ホーバークラフトアドベンチャー 
Taku Glacier Hovercraft Adventure 
ツアー料金：＄339.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 間 15 分 
  

下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

暖かい服装でレインジャケットをご持参ください。 
参加者の平均体重が108キロ以下の方がご参加いただけます。ホーバークラフトには乗客6名と乗務員
2名が乗船できます。参加者は船に乗る際に3，4段の階段の上り下りが出来る必要があります。氷河
の氷堆積物の地面は砂利、砂、泥と草で形成されています。ゴム長靴が用意されており、90～270メ
ートを歩きます。野生生物が見られるとは限りません。 
ガイドの説明を聞くイヤホンガイド、双眼鏡、レインポンチョ（必要な場合）お土産ルートマップ有 

軽食：ペストリー、スモークサーモンとクラッカー、フルーツ、ナッツバー、コーヒー、紅茶、ココ
ア、お水（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

12歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

 
  
ツアー番号：JNU-740 
メンデンホール氷河湖でのゴムいかだ漕ぎ 
Mendenhall Glacier Float Trip 
ツアー料金：＄144.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定：② /車窓予定：① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠後期の方の参加はお勧めしません。 
厚着でお越し頂き、靴下の予備をご持参下さい。体重18キロから158キロまでの方が参加できます。
流れのレベルは天候により異なります。ツアーオペレーターは米国農務省林野部よりツアー催行の特
別許可を取っています。 
雨具、ブーツ、ライフジャケット有り。 

軽食：トナカイのソーセージ、チーズ、クラッカー、サーモンペースト、お水、ホットアップルサイ
ダーなど。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

13歳未満の方は保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 13歳から 17歳の方は両親の同
意書類が必要となります。 

 
ツアー番号：JNU-760 
メンデンホール氷河湖でのカヌー漕ぎ 
Mendenhall Glacier Native Canoe Adventure 
ツアー料金：＄209.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 
下車予定：①② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠後期の方の参加はお勧めしません。 
厚着でお越し頂き、靴下の予備をご持参下さい。子供は体重18キロ以上が参加できます。参加者全員
でカヌーを漕ぎます。ツアーオペレーターは米国農務省林野部よりツアー催行の特別許可を取ってい
ます。パシフィック・プリンセスでは催行しません。 

雨具、ロングブーツ、ライフジャケット 

軽食：トナカイのソーセージ、サーモンペースト、クラッカー、お水、ホットドリンクなど。（内容
は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 
13歳未満の方は保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 13歳から 17歳の未成年者は両
親の公証された同意書類が必要となります。 
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ツアー番号：JNU-770 
カヤックでの氷河の眺望 
Glacier View Sea Kayaking 
ツアー料金：＄114.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠後期の方の参加はお勧めしません。 
厚着でお越し頂き、靴下の予備をご持参下さい。健康で体力に自信のある方、パドルが漕げる方、体
重18キロから113キロまでの方のみご参加いただけます。身長192センチ以上の場合はカヤックに収ま
るのに難があります。 
雨具、ゴムブーツ、ライフジャケット、防水スカート 

軽食：トナカイのソーセージ、チーズ、クラッカー、サーモンペースト、お水など。 
（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 
13 歳未満の方は保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 13歳から 17歳の未成年者は両
親の公証された同意書類が必要となります。 

 
 
ツアー番号：JNU-800 
水上飛行機による氷河飛行 
5-Glacier Seaplane Exploration 
ツアー料金：＄229.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間 15 分 
 
下車予定：④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

飛行時間は約40分です。 

体重超過による差額徴収はありません。座席を利用しない２歳未満のお子様は、無料で参加できます。
飛行機は6,000フィートより上には飛行しません。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に
適し安全でＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があります。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

 
  
リピーター向け 

ツアー番号：JNU-805 

タクロッジと水上飛行機による氷河飛行 
Taku Lodge Feast & 5-Glacier Seaplane Discovery 
ツアー料金：＄339.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 
下車予定：④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

飛行時間は約40分です。 
体重超過による差額徴収はありません。早朝出発の場合、トナカイのソーセージとスコーンがサービ
スされます。座席を利用しない２歳未満のお子様は無料で参加できます。飛行機は6千フィートより
上には飛行しません。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に適し安全でＦＡＡが承認した
ポータブル酸素濃縮器である必要があります。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

食事：サーモン、チキン、コールスロー、ベイクドビーンズ、フルーツコンポート、パン、ハーブ入
りビスケット、ジンジャークッキー、コーヒー・レモネード・アイスティー・氷河入のみお水など。
（内容は変更になる場合もございます） 
8:30am 出発時のブランチには、トナカイのソーセージとスコーンもあります。ビールやワインは追加
料金にて購入可能。 

18歳未満の方は、保護者の同行が必須です。 
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ツアー番号：JNU-810 
ヘリコプターで訪れるメンデンホール氷河 
Mendenhall Glacier Helicopter Tour 
ツアー料金：＄339.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 15 分 
 
下車予定：①②④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

飛行時間は約30分、氷河滞在25分です。 

体重超過の場合は、US$130の差額徴収があります。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、
洋服を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超える
方はスペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにて申込み、料金を調整したツアーチケットを
お受け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問ＦＡＱページをご参照ください。 
座席を利用しない２歳未満のお子様は無料で参加できますが、子供の体重は一緒に座る親の体重と合
算されます。機内にバックは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。
また、iPads, iPad-mini、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝやセリフィースティックなどの延長器具は機内にお持ち込
み頂けません。飛行高度は最高7,000フィートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用
に適し安全でＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があります。氷河対応ブーツ有り。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

13 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 13歳から 17歳の方は両親の
同意書類が必要となります。 

 
 
ツアー番号：JNU-815 

ヘリで訪れるメンデンホール氷河とサーモンベイク 
Mendenhall Glacier Helicopter Tour & Salmon Bake 
ツアー料金：＄379.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 45 分 
 
下車予定：①②④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

飛行時間は約30分、氷河滞在25分です。 
体重超過の場合は、US$130の差額徴収があります。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、
洋服を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超える
方はスペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにて申込み、料金を調整したツアーチケットを
お受け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問ＦＡＱページをご参照ください。 
座席を利用しない２歳未満のお子様は無料で参加できますが、子供の体重は一緒に座る親の体重と合
算されます。機内にバックは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。
また、iPads, iPad-mini、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝやセリフィースティックなどの延長器具は機内にお持ち込
み頂けません。飛行高度は最高7,000フィートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用
に適し安全でＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があります。氷河対応ブーツ有り。 
食事：アラスカサーモン、チキン、ポテト、ベイクドビーンズ、トナカイのソーセージ、ピラフ、サ
ラダ、コーンブレッド、ブルーベリーケーキ、コーヒー・紅茶・レモネードなど。ビールやワイン、
ソーダ類は追加料金にて購入可能。（内容は変更になる場合もございます） 

キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 13歳から 17歳の方は、両親
の同意書類が必要となります。 
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ツアー番号：JNU-825 
ヘリパイロットのお勧め－氷河探検ツアー 
Pilot's Choice Ice Age Exploration 
ツアー料金：＄469.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 45 分 
 
下車予定：②④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

飛行時間は約50分、着陸時間30分です。 

体重超過の場合は、US$130の差額徴収があります。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、
洋服を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超える
方はスペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにて申込み、料金を調整したツアーチケットを
お受け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問ＦＡＱページをご参照ください。パシフィッ
ク・プリンセスでは催行しません。 
座席を利用しない２歳未満のお子様は無料で参加できますが、子供の体重は一緒に座る親の体重と合
算されます。機内にバックは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。
また、iPads, iPad-mini、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝやセリフィースティックなどの延長器具は機内にお持ち込
み頂けません。飛行高度は最高7000フィートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に
適し安全でＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があります。氷河対応ブーツ有り。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

13 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 13歳から 17歳の方は、両親
の同意書類が必要となります。 

 
  
ツアー番号：JNU-840 
ヘリコプターで訪れる犬橇体験 
Dog Sled Adventure by Helicopter 
ツアー料金：＄599.95～ （子供料金有：５歳～１２歳） 
所 要 時 間：約３時間 
 
下車予定：②④⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

飛行時間は約30分、氷河滞在1時間です。 

体重超過の場合は、US$130の差額徴収があります。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、
洋服を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超える
方はスペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにて申込み、料金を調整したツアーチケットを
お受け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問ＦＡＱページをご参照ください。 
参加最低年齢は5歳。ツアーの催行は氷河の雪の状態によりますが、通常は8月後半まで催行されます。
機内にバックは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。、iPads, 
iPad-mini、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝやセリフィースティックなどの延長器具は機内にお持ち込み頂けません。
飛行高度は最高5000フィートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に適し安全でＦＡ
Ａが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があります。氷河対応ブーツ有り。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

免責書類にご署名頂きます。 
18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 
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ツアー番号：JNU-845 
ヘリでのメンデンホール氷河と犬橇の冒険 
Dog Sledding on the Mendenhall Glacier 
ツアー料金：＄579.95～ （子供料金有：５－１２歳以下） 
所 要 時 間：2 時間 45 分 
 
下車予定：①②④⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

飛行時間は約30分、氷河滞在1時間です。 

参加最低年齢は5歳。飛行での体重オーバーの差額はUS$130です。重量とバランスの関係と乗客の安
全や快適性の為、洋服を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体
重113キロを超える方はスペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにて申込み、料金を調整し
たツアーチケットをお受け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問ＦＡＱページをご参照くだ
さい。 
ツアーの催行は氷河の雪の状態によりますが、通常は9月上旬まで催行されます。機内にバックは持
ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。、iPads, iPad-mini、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型
ﾊﾟｿｺﾝやセリフィースティックなどの延長器具は機内にお持ち込み頂けません。飛行高度は最高7,000
フィートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に適し安全でＦＡＡが承認したポータ
ブル酸素濃縮器である必要があります。氷河対応ブーツ有り。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

免責書類にご署名頂きます。 
13 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 13歳から 17歳の方は、両親
の同意書類が必要となります。 

 
 
ツアー番号：JNU-850 
ヘリコプターでの氷河ウォーク 
Helicopter Glacier Walkabout 
ツアー料金：＄419.95～ （子供料金有：8－１２歳以下） 
所 要 時 間：3 時間 15 分 
 
下車予定：②④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

飛行時間は約30分、氷河滞在1時間 

参加最低年齢は8歳。参加者は氷河で１時間ほどの立ち、歩行に耐えられる方に限られます。 
飛行での体重オーバーの差額はUS$130です。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、洋服
を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超える方は
スペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにて申込み、料金を調整したツアーチケットをお受
け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問ＦＡＱページをご参照ください。パシフィック・プ
リンセスでは催行しません。 
機内にバックは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。、iPads, 
iPad-mini、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝやセリフィースティックなどの延長器具は機内にお持ち込み頂けません。
飛行高度は最高6,000フィートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に適し安全で  
ＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があります。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

上着、ブーツ、手袋、トレッキングポール、ヒップパック有り。 
軽食：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水など（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 
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ツアー番号：JNU-855 
ヘリコプターでの氷河トレッキング 
Helicopter Glacier Trek 
ツアー料金：＄469.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：4 時間 15 分 
 

下車予定：②④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

飛行時間は約30分、氷河滞在2時間です。 

参加最低年齢は12歳。参加者は氷河で3.2キロのハイキングに耐えられる方に限られます。 
飛行での体重オーバーの差額は＄130です。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、洋服
を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超える方は
スペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにて申込み、料金を調整したツアーチケットをお受
け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問ＦＡＱページをご参照ください。 
機内にバックは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。、iPads, 
iPad-mini、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝやセリフィースティックなどの延長器具は機内にお持ち込み頂けません。
飛行高度は最高6,000フィートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に適し安全でＦ
ＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があります。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

上着、ブーツ、手袋、ゲートル、ハイキング用具（ヘルメット、ハーネス、アイゼン、ピッケル）ヒ
ップパック。 
軽食：グラノーラバー、ペットボトル入りのお水など（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

 
 

   
ツアー番号：JNU-100 
メンデンホール氷河探訪 
Mendenhall Glacier Explorer   
ツアー料金：＄44.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

メンデンホール氷河滞在は約2時間30分です。 
入場料は含まれています。ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取
っています。氷河の上を歩くことはできません。また、氷河散策にはガイドは付きません。 

電動車椅子、スクーターなどの持ち込み可能です。メンデンホール氷河リクリエーションの全ての 
歩道で車椅子が利用できるわけではありません。歩行に難のある方は適切な対応がとれるよう、  
48時間前までにツアーオフィスにご連絡下さい。テンダーボートでの下船の場合があります 

18 歳未満の方は保護者の同行が必須です。 
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ツアー番号：JNU-120 
メンデンホール氷河と鮭の孵化場見学とサーモンベイク 

Mendenhall Glacier, Salmon Hatchery & Salmon Bake 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定：①⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

メンデンホール氷河滞在は約1時間15分です。 
入場料は含まれています。サーモンベイクではソフトドリンク、ビール、ワインを購入することがで
きます。ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。氷河
の上を歩くことはできません。また、氷河散策にはガイドは付きません。 

食事：アラスカサーモンのグリル、チキン、ポテト、ベイクドビーンズ、トナカイのソーセージ、ピ
ラフ、サラダ、コーンブレッド、ブルーベリーケーキ、ホットアップルサイダー、コーヒー・紅茶・
レモネードなど。ビールやワイン、ソフトドリンク類は追加料金にて購入可能。（内容は変更になる
場合もございます） 

13歳未満の方は、保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 13歳から 17歳の方は、両親
の同意書類が必要となります。 

 
  
ツアー番号：JNU-130 
メンデンホール氷河とケーブルカーと森林公園 
Mendenhall Glacier, Tramway & Rainforest Garden 
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 
 

下車予定：①⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

メンデンホール氷河滞在は約1時間30分です。 
入場料は含まれています。訪問順序が変わる場合があります。 
ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。 
氷河の上を歩くことはできません。 

電動車椅子、スクーターなどの持ち込み可能です。メンデンホール氷河リクリエーションの全ての 
歩道に車椅子が利用できるわけではありません。歩行に難のある方は適切な対応がとれるよう、48時
間前までにツアーオフィスにご連絡ください。ジュノーは時々テンダーボートでの下船となります。 

軽食：マフィン または ペストリー、紅茶など。（内容は変更になる場合もございます） 

18 歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

 
  
リピーター向け 
ツアー番号：JNU-160 
ジュノーの見どころ巡り （プライベートツアー） 
Juneau’s Exclusive Highlights 
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：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

メンデンホール氷河滞在は約1時間30分です。 
入場料は含まれています。訪問順序が変わる場合があります。氷河の上を歩くことはできません。 
ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています。 
電動車椅子、スクーターなどの持ち込み可能です。メンデンホール氷河リクリエーションの全ての 
歩道に車椅子が利用できるわけではありません。歩行に難のある方は適切な対応がとれるよう、48時
間前までにツアーオフィスにご連絡ください。ジュノーは時々テンダーボートでの下船となります。 

軽食：マフィン または ペストリー、紅茶など。（内容は変更になる場合もございます） 

18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 
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ツアー番号：JNU-300 
アラスカサーモンベイク 
Alaska Salmon Bake 
ツアー料金：＄54.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間 30 分 
 

下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

食事：アラスカサーモンのグリル、チキン、ポテト、ベイクドビーンズ、トナカイのソーセージ、ピ
ラフ、サラダ、コーンブレッド、ブルーベリーケーキ、ホットアップルサイダー、コーヒー・紅茶・
レモネードなど。ビールやワイン、ソフトドリンク類は追加料金にて購入可能。（内容は変更になる場
合もございます） 
13 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 13 歳から 17 歳の方は、両親
の同意書類が必要となります。 

 
  
ツアー番号：JNU-340 
ディスカバリー特選：金鉱跡ツアー 
Discovery Exclusive:Underground Gold Mine Tour 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 15 分 
 

下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

坑道内は冷えるので暖かい洋服でご参加下さい。 
ハードハット、ゴールド または ガーネット、温かい飲み物有り。 
18 歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

 
  
ツアー番号：JNU-355 
砂金探しとアラスカサーモンベイク 
Gold Panning Adventure & Alaska Salmon Bake 
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： 

健脚レベル その他 

中 
 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変わり場合があります。レインポンチョ、ゴールドのお土産有り。 
食事：アラスカサーモンのグリル、チキン、ポテト、ベイクドビーンズ、トナカイのソーセージ、ピ
ラフ、サラダ、コーンブレッド、ブルーベリーケーキ、ホットアップルサイダー、コーヒー・紅茶・
レモネードなど。ビールやワイン、ソフトドリンク類は追加料金にて購入可能。（内容は変更になる場
合もございます） 

13 歳未満の方は、保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない 13 歳から 17 歳の方は、両親
の同意書類が必要となります。 
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ツアー番号：JNU-385 
ジュノーの味覚 徒歩観光 
Taste of Juneau Walking Tour 
ツアー料金：＄134.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 
＜注意事項＞ 

参加最低年齢は15歳。1.6キロ弱歩きます。履きなれた靴を着用ください。歩道を通行します。上り坂
と階段が含まれます。 
食事：クラブビスク、スモークサーモン、ジャム、海塩、ベーグル、デリ・チーズ、オリーブオイル、
ビネガー、地元産燻製肉、魚のタコス、醸造ビールなどの試食 

免責書類にご署名頂きます。 
18 歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

 
  
ツアー番号：JNU-550 
サーモンスポーツフィッシング 
Salmon Sportfishing Adventure 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：４歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

釣り時間は3時間から4時間です。 

参加最低年齢は４歳。デッキシューズなどゴム底の靴と野外での活動に適した服装でご参加ください。
ボートは6人まで乗れます。漁獲を保証するものではありません。 
魚が泳ぐのは、5月と9月下旬は対象となる魚が減少していることを予めご了承ください。安全機材と釣
具は用意されます。パシフィック・プリンセスでは催行しません。 

釣船内で一日入漁券(＄２０)をお買い求めください。又、キングサーモンを釣った場合は別途＄１０の
料金が必要となります。１６歳未満のお子様はライセンスを買う必要はありません。 

このツアーではダウンリガー付きトローリング方式で行われ、4本のロッドがホルダーに装着され、釣
り糸がある程度の深さたらされます。参加者は魚が連れるまでロッドに触れません。交代で取り込みを
行います。通常1隻に6人が乗ります。 

催行業者に依頼して自宅に送る手配が出来ます。鮮度とアメリカ税関規則により国外に輸送出来ない場
合もあります。釣り上げた魚は規則により船内で保管する事はできませんが、夕食の一品に調理を依頼
する事は可能です。釣具、レインジャケット有り。 

軽食：スモークサーモン試食、チーズ、クラッカー、お水など。 
（内容は変更になる場合もございます） 
18 歳未満の方は保護者の同行が必須です。 
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ツアー番号：JNU-570 

水上飛行機でのフライフィッシング 
Fly-Out Fly Fishing Adventure 
ツアー料金：＄439.95～ （子供料金有：７歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 5 時間 30 分 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

釣り時間は3時間です。 
参加最低年齢は7歳です。起伏の多い原野を1.6キロ余り徒歩で移動します。個人使用の酸素は持ち込
めますが、体への使用に適し安全でＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があります。                                                                             
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。漁獲を保証
するものではありません。魚が泳ぐのは産卵のシーズンに限られ、5月と9月下旬は対象となる魚が減
少していることを予めご了承ください。 

ツアーオペレーターより一日入漁券(＄20)をお買い求めください。16歳未満のお子様はライセンスを
買う必要はありません。安全機材と釣り用具は貸し出されます。各自フライロッドが配られます。初
心者、経験者共に説明をうけます。キャッチ＆リリース方式で行われます。 

釣り用具、ギア、フライ、チェストハイウェイダー（サイズ４－１５）、レインジャケット、ウォー
キングスティック有り。 
軽食：クリームチーズベーグル または スモークサーモンのオープンサンド、ソフトドリンク・コ
ーヒー・ペットボトル入りのお水など。（内容は変更になる場合もございます） 
全員に免責書類にご署名頂きます。また、18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

 
 

  
ツアー番号：JNU-140 
ロバート山へのケーブルカー 
Mount Roberts Tramway  
ツアー料金：＄33～ （子供料金有：６歳～１２歳、５歳以下無料） 
所 要 時 間：約 1 時間 30 分 
 

下車予定：②⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

乗車券は一日有効で何回でもお乗りになれ、受賞したトリンギット映画を上映するシアターの入場も
できます。ケーブルカーは朝9時から夜9時まで約５分間隔で運行されています。週末、9月末など変
更のある場合もあります。ケーブルカー駅までは徒歩で移動します。5歳以下のお子様は無料です。 

電動車椅子、スクーターなどの持ち込み可能です。ジュノーは時々テンダーボートでの下船となりま
す。 

18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

 
  
ツアー番号：JNU-900 
四駆車ジープでプライベートジュノーツアー 
Private Jeep Tour 
ツアー料金：＄499.95～ （子供料金なし） 
所 要 時 間：4 時間 
 
下車予定：  車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

＜注意事項＞ 

上記は車両一台あたりの料金です。 
代表者の方が予約をしてください。同行者はお客様ご自身で決めることが出来ます。 
定員は１台につき４名です。 

各施設の入場料は含まれません。 

ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています 

キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 
全員に免責書類にご署名頂きます。また、18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 
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ジュノー  Juneau 
 

  
ツアー番号：JNU-901 
バンでプライベートジュノーツアー 
Private Van Tour 
ツアー料金：＄899.95～ （子供料金なし） 
所 要 時 間：4 時間 
 
下車予定：  車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

＜注意事項＞ 

上記はバン一台あたりの料金です。 
代表者の方が予約をしてください。同行者はお客様ご自身で決めることが出来ます。 
定員は１台につき１４名です。 

各施設の入場料は含まれません。 

ツアーオペレーターはトンガス国定森林内でのツアー催行の特別許可を取っています 

キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 
全員に免責書類にご署名頂きます。また、18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

 
  
ツアー番号：JNU-910 
ホエールウォッチング プライベートツアー （定員６名） 
Private Whale Watching -6 Passengers 
ツアー料金：＄1199.955～ （子供料金なし） 
所 要 時 間：3 時間 30 分 
 
下車予定： ③ 車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

＜注意事項＞ 

上記は一台あたりの料金です。 
代表者の方が予約をしてください。同行者はお客様ご自身で決めることが出来ます。 
定員は１台につき６名です。 

キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

軽食：グラノーラバー、クッキー、チップス、水、ソーダ水 
全員に免責書類にご署名頂きます。また、18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 

 
  
ツアー番号：JNU-911 
ホエールウォッチング プライベートツアー （定員１２名） 
Private Whale Watching -6 Passengers 
ツアー料金：＄1199.955～ （子供料金なし） 
所 要 時 間：3 時間 30 分 
 
下車予定： ③ 車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

＜注意事項＞ 

上記は一台あたりの料金です。 
代表者の方が予約をしてください。同行者はお客様ご自身で決めることが出来ます。 
定員は１台につき１２名です。 

キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

軽食：グラノーラバー、クッキー、チップス、水、ソーダ水 
全員に免責書類にご署名頂きます。また、18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 
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スキャグウェイ 

Skagway, Alaska 
スキャグウェイはクロンダイク・ゴールドラッシュの時代に誕生した町で、何千もの一攫千金を狙う鉱山師達が
カナダのユーコン地方からの山越えの路を金を求めて辿りました。１８９７年に「ホワイトパス」より短いが険しい
「チルクート路」が出来、多くの人々が厳しい自然の中、苦難に満ちた山越えをし、多数の犠牲者を出した事で
知られています。１８９８年には人口２万人のアラスカ最大の町になりホテルや酒場、博打場等で賑わう一方、
約１万人が町の近くにテントを張って生活をしていました。１９００年にノームに新しい金鉱が発見されると鉱山
師たちはこぞって移動し、人口も急速に減ってしまいました。現在のスキャグウェイは人口僅か千人弱ですが、
町の中心の「ブロードウエイ」を始めゴールドラッシュ時代の面影が保たれた町です。「トレイル・オブ’９８博物
館」では開拓時代の人々の生活の一端を窺う事ができます。又、世界でも数少ないナローゲージの鉄道を走る
クラシックな蒸気機関車やディーゼル機関車でのホワイトパスへの列車の旅も楽しめます。 
 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ホワイトパス＆ユーコン鉄道  White Pass & Yukon Route Railroad 

スキャグウェイとカナダのユーコンを結ぶ世界の景観鉄道です。標高873メートルのホワイトパス山頂への往
復 65 キロの旅は忘れられないでしょう。 

 

A○2 E A アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventures 

アウトドア好きにはこれ以上アウトドアを楽しめるところはないでしょう。犬ぞりやホエール・ウォッチング、ハ
イキング、自然観察、飛行、ジップライン空中散歩など楽しみましょう。 

 

A○3 E A クロンダイク・サミット Klondike Summit 

標高 1000 メートルにあるクロンダイク・サミットはホワイトパス・サミットとも呼ばれています。息をのむような
滝、氷河、景観を見ることができ、デッド・ホース・トレイル（死に馬の道）と苦しめられた谷を垣間見ることがで
きます。 

 

A○4 E A ゴールドラッシュの歴史 Gold Rush History 

ユーコンゴールドラッシュの歴史を鮮やかにします。キャンプ、砂金を取る皿をまわり、衣装を着た人々が
1800 年代の繁栄した町の当時どのような生活だったのか紹介します。 

 

A○5 E A ユーコン（カナダ） Yukon (Canada) 

ユーコンは水路の幅広い支線が広がる自然地帯です。スキャグウェイから続く 104 キロの道のりは青々とし
た沿岸の景色からゴツゴツした荒野に変わります。 州都のホワイトホースは鉱山と林業の中心で、訪問者
を歓迎します。 

 

A○6 E A ヘインズ Haines 

ヘインツには無垢の美しさと豊富な野生生物があります。スキャグウェイより水路で22キロにあるヘインズ
は白頭鷲の大きな群れが生息し、最長のフィヨルドがあります。 

A○7 E A レッドオニオンサルーン Red Onion Saloon 

クロンダイク・ゴールドラッシュ時代、レッドオニオンサルーンはスキャグウェイで最も高級な売春宿でした。 
今では色鮮やかな建物はバー/レストランとなり国立歴史建造物となっています。 

 

A○8 E A 犬橇 Dog Sledding 

アラスカ州のスポーツをプロのマッシャーと犬から習いましょう。雪が覆う氷河上空を飛行、又は車にて夏の
訓練地訪れます。 
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スキャグウェイ Skagway 

   
人気 

ツアー番号：SGY-200 

ホワイトパス列車の旅 
White Pass Scenic Railway 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

山頂では下車しないのでパスポートは必要ありません。ツアー所要時間は列車の運行状態により約 3
時間から 3時間 30分となります。 
電動車椅子、スクーターなどの持ち込み可能です。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、 
48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。ガイド冊子、ペットボトル入りのお水有り。 

18歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：SGY-100 

スキャグウェイと「デイズオブ９８ショー」 
Skagway City Tour & The Days of '98 Show 
ツアー料金：＄49.95 ～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 45 分 
 
下車予定：④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

車椅子と電動車椅子などの持ち込み可能です。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、 
48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。 
訪問順序は変わり場合があります。 
18歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
   
ツアー番号：SGY-110 
クロンダイク・サミットとゴールドラッシュの路 
Klondike Summit,Liarsville Experience & Gold Panning 
ツアー料金：＄74.95 ～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 
下車予定：③④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 
 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の
公証された同意書類が必要となります。クッキー、飲み物、ゴールドのお土産有り。 
18歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 
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スキャグウェイ Skagway 
 
ツアー番号：SGY-120 
クロンダイク・サミット、ユーコン吊り橋とサーモンベイク 
Klondike Summit, Suspension Bridge & Salmon Bake 
ツアー料金：＄99.95 ～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 15 分 
 
下車予定：③④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の
公証された同意書類が必要となります。 

食事：アラスカサーモン、チキン、ベイクドビーンズ、ピラフ、サラダ、コーンブレッド、デザート、

コーヒー・レモネードなど。（内容は変更になる場合もございます） 

18 歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：SGY-130 
サロンでの朝食と吊り橋 
Red Onion Breakfast, Summit & Suspension Bridge 
ツアー料金：＄99 .95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 30 分 
 
下車予定：③⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の
公証された同意書類が必要となります。 
21歳未満の方にはアルコール類はサービスできません。年齢を証明できる写真つきのＩＤをご持参く
ださい。サロンでの逸話には一部子供に適さない表現もあります。吊り橋は渡らなくてもかまいませ
ん。訪問順序が変る場合があります。お土産ガーター付き 

食事：ベジタリアンスクランブルエッグ（卵、ピーマン、玉ねぎ、チーズ入り）、ソーセージ、バタ

ーミルクビスケット、ブラッディーメアリー、ミモザ、クロンダイクコーヒー、オレンジジュースな

ど。（内容は変更になる場合もございます） 

21 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です 

 
 

ツアー番号：SGY-140 

クロンダイク・サミットを目指して 
To the Klondike Summit 
ツアー料金：＄39.95 ～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間 30 分 

 

下車予定：③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の公
証された同意書類が必要となります。 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です 

   
ツアー番号：SGY-150 

時代物のバスで巡るスキャグウェイ 
Skagway Street Car City Tour 
ツアー料金：＄39.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間 30 分 
 
下車予定：④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 
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スキャグウェイ Skagway 
  
ツアー番号：SGY-170 

ユーコン・テリトリーと吊り橋訪問 
Experience the Yukon & Suspension Bridge 
ツアー料金：＄129.95 ～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 15 分 
 
下車予定：③⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の公
証された同意書類が必要となります。 
吊り橋は渡らなくてもかまいません。ベジタリアンの食事をご希望の場合は24時間前までにツアーオフ
ィスにお知らせください。 

食事：バーベキューチキン、ベイクドポテト、パン、ドーナツ、コーヒー・紅茶など。ベジタリアンの

方にはインド風スープが可能です。（内容は変更になる場合もございます） 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：SGY-180 

ユーコン地方探訪とホワイトパス列車の旅 
Yukon Expedition & White Pass Scenic Railway 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 

 

下車予定：①③⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の公
証された同意書類が必要となります。 
訪問順序が変わる場合があります。ベジタリアンの食事をご希望の場合は24時間前までにツアーオフィ
スにお知らせください。ガイド冊子、ペットボトル入りのお水用意有り。 

食事：バーベキューチキン、ベイクドポテト、パン、ドーナツ、コーヒー・紅茶など。ベジタリアンの

方にはインド風スープが可能です。（内容は変更になる場合もございます） 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：SGY-210 

ホワイトパス列車の旅 ラグジュアリーカー 
White Pass Scenic Railway – Luxury Class 
ツアー料金：＄299.95 ～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加最低年齢は 21 歳。山頂では下車しないのでパスポートは必要ありません。ツアー所要時間は列
車の運行状態により約 3時間から 3時間 30分となります。1車両の定員は 12名です。 
軽食：地元の前菜、ビール、ワイン、コーヒー、ボトルのお水、特別ドリンク。 

お土産ガイド冊子付き。 

34 



スキャグウェイ Skagway 
 

ツアー番号：SGY-225 

ホワイトパス列車とクロンダイクハイウェイ‐多言語 
White Pass Rail & the Klondike Highway-Multilingual 
ツアー料金：＄159.95 ～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

 

下車予定：①③④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の公
証された同意書類が必要となります。 

スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、オランダ語のガイドヘッドセットあり。お土産ガ

イド冊子付き 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 

 
 

ツアー番号：SGY-230 

ベスト・オブ・スキャグウェイ 
Best of skagway 
ツアー料金：＄239.95 ～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 30 分 

 

下車予定：①③④⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の公
証された同意書類が必要となります。ガイド冊子、飲み物、ゴールド、ガーターのお土産有り。訪問順
序が変る場合があります。サロンでの逸話には一部子供に適さない表現もあります。 
食事：アラスカサーモン、チキン、ベイクドビーンズ、ピラフ、サラダ、コーンブレッド、デザート、

コーヒー・レモネードなど。（内容は変更になる場合もございます） 

21 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です 

 
ツアー番号：SGY-240 

列車、サミット、吊り橋と庭園での昼食 
Rail, Summit, Suspension Bridge & Garden Lunch 
ツアー料金：＄199.95 ～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 15 分 
 
下車予定：①③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の公
証された同意書類が必要となります。 

吊り橋は渡らなくてもかまいません。ガイド冊子、ペットボトル入りのお水有り。 

食事：スモークサーモンキッシュ、ガーデンサラダ、スープ、焼立てパン、ルバーブとベゴニアバーな

ど。事前リクエストにより、ベジタリアンの方はほうれん草キッシュへの変更可能。（内容は変更にな

る場合もございます） 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 
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スキャグウェイ Skagway 
 
ツアー番号：SGY-250 
クロンダイク体験と列車でのユーコン探訪 バーベキュー昼食 
White Pass Rail, Summit, Gold Panning & BBQ Lunch 
ツアー料金：＄209.95 （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 15 分 
 
下車予定：①③④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の公
証された同意書類が必要となります。 
ベジタリアンの食事をご希望の場合は24時間前までにツアーオフィスにお知らせください。訪問順序が
変わる場合があります。ガイド冊子、ペットボトル入りのお水有り。 

食事：リブの燻製、チキンの燻製、アラスカサーモン、トウモロコシ、ベイクドビーンズ、コーヒー・

紅茶・アイスティー・お水など。ソーダ類とワインは追加で購入可。（内容は変更になる場合もござい

ます） 

18 歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 
ツアー番号：SGY-350 
砂金と犬ぞり見学と景観列車 
Gold Panning, Sled Dogs, & Exclusive Scenic Railay 
ツアー料金：＄219.95 ～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 45 分 
 
下車予定：①④ /車窓予定：⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変わる場合があります。山頂では下車しないのでパスポートは必要ありません。 

軽食：チーズ、クラッカー、クッキー、キャンディ、炭酸サイダー（内容は変更になる場合もございま
す） 
18歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：SGY-500 
ジープで訪れるユーコン地方 
Yukon Jeep Adventure & Klondike Summit 
ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：５歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定：③⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

妊娠後期の方の参加はお勧めしません。 
カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の
公証された同意書類が必要となります。 

ジープ１台に4人まで乗車できます。参加最低年齢は5歳、運転をする方は２５歳以上で有効な運転免

許所持者に限ります。このツアーは妊娠している方又は背中や首に問題がある方にお勧めしません。 
軽食：クラッカー、チーズ、ミント、お水など。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 
18 歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 
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ツアー番号：SGY-310 
ディスカバリー特選：ゴールドラッシュ体験とキャンプファイヤーで昼食 
Discovery Exclusive: Gold Rush Sampede & Campfire Meal 
ツアー料金：＄124.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 45 分 
 
下車予定：②④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

健康が良好で、緩やかな坂のある90メートルのトレイルに行く事が出来る方がご参加ください。動き
やすい服装で履きなれた靴を着用ください。 
道具入りバックパック、ゴールドと食事あり 
食事：ステーキ、卵、パン、ブルーベリーパンケーキ、コーヒー、ジュース。（内容は変更になる場
合もございます） 
12歳以下の方は、保護者の同行が必須です。また、保護者の同行しない13歳から17歳の方は、両親の
同意書類が必要となります。 

 
  
ツアー番号：SGY-400 
アドベンチャーパークとジップライン 
Adventure Park & Ziplines 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：６歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

最低参加年齢は6歳です。また体重136キロ以上の方は参加できません。起伏のある道を5分から10分
ほど歩きます。安全上の理由によりペットボトルの水、カメラ、電話、財布、ウエスト・ポーチなど
の身の回りのものはパーク内の一時荷物預けをご利用ください。施設遊具の器具付き 
軽食：シリアル、お水・コーヒー・ホットココアなど。（内容は変更になる場合もございます） 
免責書類にご署名頂きます。 
18 歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：SGY-405 
グリズリーフォールズでジップライン 
Grizzly Falls Ziplining Expedition 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

最低参加年齢は6歳です。また体重22キロ以上120キロ以下の方がご参加ただけます。このツアーは健
康状態が良好で、怪我がなく発作性疾患がなく、病気をしてなく、妊娠をしていない方がご参加いた
だけます。重ね着で履きなれた靴をご着用ください。 
免責書類にご署名頂きます。 
18歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 
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ツアー番号：SGY-430 
大自然での乗馬 
Horseback Riding Adventure 
ツアー料金：＄169.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

 

下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

乗馬の出来る方のみの参加とさせて頂きます。身長145センチ以下、体重113キロ以上の方は参加でき
ません。妊娠中の方はご遠慮ください。ヘルメット（ﾘｸｴｽﾄﾍﾞｰｽで提供）、手袋、雨具有り。 
軽食：スモークサーモンパテ、飲み物など。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  

ツアー番号：SGY-440 
犬橇レースの犬舎ツアー 
Musher's Camp & Sled Dog Experience 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：５歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分 
 
下車予定：⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

5歳未満のお子様は参加できません。一部起伏のある場所を歩きます。ドライブ中は揺れることがあ
ります。20㎝程の段差のある場所があります。犬ぞりには1.6キロ程乗ります。雨具と飲み物有り。 
免責書類にご署名頂きます。 

両親又は保護者の同行しない 16 歳から 18歳の方は両親の公証された同意書類が必要となります。 

 
  
ツアー番号：SGY-450 
クロンダイク頂上から海までの自転車ツアー 
Klondike Summit To Sea Bicycle Tour 
ツアー料金：＄114.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 45 分 
 
下車予定：②③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。急でカーブの多い山道を時速23キロ
から40キロほどのスピードで下ります。マウンテンバイクに慣れた方のみご参加ください。スポーツ
シューズと暖かい服装でご参加下さい。身長140センチ以下の方、13歳未満の方は参加できません。 
約24キロメートルの距離を自転車で走ります。ツアー時間は前後することがあります。 
自転車、ヘルメット、雨具、手袋有り。 
免責書類にご署名頂きます。 

16 歳未満の方は、両親又は保護者の同行が必要です。両親又は保護者の同行しない 16歳から 17歳の
方は両親の公証された同意書類が必要となります。 
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ツアー番号：SGY-455 
レインフォレスト自転車ツアー 
Rainforest Bicycle Tour 
ツアー料金：＄99.95（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

マウンテンバイクに慣れた方のみご参加ください。スポーツシューズと暖かい服装でご参加下さい。
身長140センチ以下の方、10歳未満の方は参加できません。 
免責書類にご署名頂きます。 

16歳未満の方は、両親又は保護者の同行が必要です。両親又は保護者の同行しない 16歳から 17歳の
方は両親の公証された同意書類が必要となります。 

 
  
ツアー番号：SGY-490 
クロンダイクの岩登りと懸垂下降 
Klondike Rock Climbing & Rappelling 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

6 歳未満のお子様と体重 135 キロ以上の方は参加できません。起伏のある山道を歩きます。暖かく動
き易い服装でご参加ください。妊娠中の方はご遠慮ください。ロッククライミングシューズ、ヘルメ
ット有り。 
軽食：シリアル、お水・コーヒー・ホットココアなど。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：SGY-510 
４輪駆動車で訪れるタクシャナック山系 
Takshanuk Mountain Trail by 4x4 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 15 分 

 

下車予定：⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 
 

 
＜注意事項＞ 

運転者は21歳以上で運転免許の所持が必要です。一台あたりの定員は4名ですが、人数の関係で5名に
なる場合もあります。ベジタリアンの食事をご希望の場合は24時間前までにツアーオフィスにお知ら
せください。折畳み式の車椅子や酸素ボンベなどを収納できますが、車の乗り降りはご自身でなさっ
てください。潮位によっては桟橋のスロープがとても急になります。歩行に困難な方はご考慮くださ
い。レインポンチョ、ヘインズへの往復クルーズ含む。 
食事：ハリバット（オヒョウ/白身魚）、チキン、ポテト、クッキー、コーヒー・ホットチョコレート・
レモネード・アップルサイダーなど。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18 歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 
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ツアー番号：SGY-710 
オーシャン・ラフティンブボート・アドベンチャー 
Ocean Raft Adventure 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

最低参加年齢は10歳です。身長120センチ以上また体重158キロ以下の方がご参加いただけます。妊娠
している方と首や腰に怪我をされている方はご参加いただけません。重ね着で履きなれた靴をご着用
ください。耐寒耐水服、ゴーグル、手袋、帽子有り。 
免責書類にご署名頂きます。 

18 歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 
ツアー番号：SGY-740 
ディスカバリー特選：ゴールドラッシュの路ハイクと河下り 
Discovery Exclusive:Chilkoot Trail Hike & Float Adventure 
ツアー料金：＄134.95～ （子供料金有：7 歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 4 時間 15 分 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠20週目を過ぎている方は参加できません。 
重ね着で暖かい服装と歩き易いハイキング用の靴でご参加下さい。3キロあまりの100メートルの起伏
のある路を歩きます。一部狭く急な場所もあります。健康で体力に自信のある方のみご参加ください。
最低参加年齢は7歳です。妊娠中の方はご遠慮ください。また体重22キロ以下体重136キロ以上の方は
参加できません。雨具、ライフジャケット有り。 

軽食：クッキー、レモネード・お水・ホットチョコレート・コーヒーなど。 
（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18 歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 
ツアー番号：SGY-745 
ラフトで訪れる白頭鷲保護区 
Eagle Preserve Rafting & Wildlife Quest 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：7 歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 6 時間 15 分 
 

下車予定：②⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠20週目を過ぎている方は参加できません。 

河下りでは白波の立つ急流はありません。7歳以上の健常な方ならどなたでも参加できますが、潮位
によってはボートに乗り込む際、段差が生じます。歩行に難のある方にはお勧めしません。体重23キ
ロ以下、158キロ以上と妊娠20週を超えた妊娠中の女性はご遠慮ください。 

レインポンチョ、ラバーブーツ、ライフジャケット、ヘインズへの往復クルーズ含む。 
食事：サンドイッチ、ポテトチップス、フルーツ、クッキー、レモネード・お水・ホットチョコレー
ト・コーヒーなど。（内容は変更になる場合もございます） 
免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 
 
 

40 



スキャグウェイ Skagway 
 
ツアー番号：SGY-760 
グレーシャーポイントの自然探訪サファリ 
Glacier Point Wilderness Safari 
ツアー料金：＄229.95～ （子供料金有：７歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 6 時間 15 分 
 
下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の女性は参加できません。 
健康に自信のある方にお勧めします。重ね着で暖かい服装と歩き易い靴でご参加ください。最低参加
年齢は7歳です。また、体重22キロ以下体重136キロ以上の方は参加できません。 

雨具、ブーツ、ライフジャケット有り。 
食事：サンドイッチ、グラノーラバー、りんご、お水など。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 
ツアー番号：SGY-775 
カヤックでのチルクート湖探訪 
Chilkoot Lake Kayak Experience 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：８歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 6 時間 15 分 
 

下車予定：②⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カヤックをする時間は2時間です。 
参加最低年齢は8歳、歩き易い靴を履き、重ね着をしてご参加ください。身長２メートル、体重136キ
ロを超える方はカヤックに収まらない場合があります。潮位によっては乗り降りの際、高低差が生じ
る場合があります。歩行に難のある方にはお勧めしません。 

パドリング用具、雨具、防水スカート、ライフジャケット、ヘインズまでの往復クルーズ含む。 
食事：サンドイッチ、ポテトチップス、クッキー、コーヒー・ホットココア・レモネード・お水など。 
（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18歳未満の方は両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 
ツアー番号：SGY-800 
ヘリコプターで訪れるグレーシャー 
Glacier Discovery by Helicopter 
ツアー料金：＄359.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 
 

下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

飛行時間は40分、氷河滞在40分間です。 
安全の為、衣類を身に付けた状態での体重が113キロ以上の方は、重量超過料$130が必要となります。
体重113キロを超える方は、乗船後にツアーオフィスにて申込み下さい。詳しくはフライト観光によ
る質問ＦＡＱページをご参照ください。 
機内にバッグは持ち込めません。iPad,タブレットﾄ型PC、セリフィースティックは機内にお持ち込み
頂けません。飛行高度は最高7,000フィートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に
適し、安全でＦＡＡが承認したポータブル酸素濃縮器である必要があります。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

氷河専用ブーツ、トレッキングポール有り。 
12歳以下の方は、両親又は保護者の同行が必要です。また、両親又は保護者の同行しない13歳から17
歳の方は両親の公証された同意書類が必要となります。 
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ツアー番号：SGY-840 
氷河飛行と犬橇体験 
Dog Sledding & Glacier Flightseeing 
ツアー料金：＄549.95 子供料金有：５歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 2 時間  
 

下車予定：②⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

飛行時間30分 氷河滞在は1時間です。 
参加最低年齢は5歳。飛行での体重オーバーの差額は＄130です。重量とバランスの関係と乗客の安全
や快適性の為、洋服を身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重
113キロを超える方はスペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにて申込み、料金を調整した
ツアーチケットをお受け取り下さい。詳しくはフライト観光による質問ＦＡＱページをご参照くださ
い。 

ツアーの催行は氷河の状態によりますが、通常は8月下旬まで催行されます。機内にバックは持ち込
めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。iPads, iPad-mini、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型ﾊﾟｿｺﾝ
やセリフィースティックなどの延長器具は機内にお持ち込み頂けません。飛行高度は最高7,000フィ
ートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に適し安全でＦＡＡが承認したポータブル
酸素濃縮器である必要があります。氷河専用ブーツ有り。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

免責書類にご署名頂きます。 
12 歳以下のお子様は両親又は保護者の同行が必要です。また、両親又は保護者の同行しない 13 歳か
ら 17歳の未成年者は両親の公証された同意書類が必要となります。 

 
 
こだわり 

ツアー番号：SGY-850 
ヘリ・ハイクとホワイトパス鉄道 
Heli-Hike & Rail Adventure 
ツアー料金：＄399.95 子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間  
 

下車予定：①② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

カナダに入国するため、パスポートをお忘れなくご持参下さい。両親の同行しない未成年者は両親の
公証された同意書類が必要となります。 
妊娠後期の方の参加はお勧めしません。 

最低参加年齢は9歳。体力に自信のある方のみご参加ください。8キロほどの足場の悪い道でのハイキ
ングです。ツアーの順序とフライトの仕方は天候により異なる場合があります。軽い長袖の上着とセ
ーター、踝を覆った靴を着用してください。 
機内にバックは持ち込めません。ヘリポートの荷物収納スペースには限りがあります。飛行高度は最
高7000フィートです。個人使用の酸素は持ち込めますが、体への使用に適し安全でＦＡＡが承認した
ポータブル酸素濃縮器である必要があります。 
体重オーバーの差額は＄100となります。重量とバランスの関係と乗客の安全や快適性の為、洋服を
身に付けた時の体重が113キロ以上の方は重量超過料が必要となります。体重113キロを超える方はス
ペースを確保するため、乗船後ツアーオフィスにて申込み、料金を調整したツアーチケットをお受け
取り下さい。詳しくはフライト観光による質問ＦＡＱページをご参照ください。 

キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 

雨具、手袋、トレッキングポール、デイパック有り。お土産雑誌付き 
スナック：キャンディーバー、ナッツ、サーモンパテ、クラッカー、ペットボトル入りのお水や飲み
物など。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18 歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 
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スキャグウェイ Skagway 
 
 

 
ツアー番号：SGY-370 
アニマルプラネット特選：クローシェル野生動物センター訪問 
Animal Planet Exclusive: Kroschel Wildlife Refuge 
ツアー料金：＄209.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 15 分 
 

下車予定：⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

400メートルほど緩やかな坂が含まれる遊歩道を歩きます。また、潮位によっては船からの乗り降り
に段差を生じます。歩行に難のある方にはお勧めしません。パシフィック・プリンセスでは催行しま
せん。ヘインズまでの往復クルーズ含む。 
スナック：栄養食品バー、ポテトチップス、レーズン、クッキー、ペットボトル入りのお水など。 
（内容は変更になる場合もございます） 

18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 
ツアー番号：SGY-420 
アラスカ大自然と野生動物探索 
Alaska Nature & Wildlife Expedition 
ツアー料金：＄179.95～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 15 分 
 

下車予定：⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

野生動物は通常観察できますが保証はいたしません。 
潮位によっては、桟橋にかかるステップが滑りやすくなりますので、歩行に難がある方のご参加はお
勧め致しません。滑り止めのついた、履き慣れた靴を着用下さい。ランチあるいはディナー付きです。
ベジタリアンミールをご希望の方はツアーオフィスにお申し出下さい。 
望遠鏡・双眼鏡（レンタル）、鳥・野生動物のチェックリスト付き。 

食事：チキンシーザーラップ、チップス、果物、クッキー、水、ジュース 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です 

 
  
ツアー番号：SGY-700 
ジェットボートで訪れる白頭鷲保護地区 
Haines Wilderness River Adventure  
ツアー料金：＄199.95～供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 15 分 
 

下車予定：⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

クルーズ時間は1時間45分。 
重ね着の暖かい洋服でご参加ください。午後の出発の場合はジェットボート乗船前に昼食を摂りま
す。潮位によってはボートの乗り降りに段差が生じます。歩行に難のある方にはお勧めしません。 

レインジャケット、ライフジャケット、ブランケット、耳あて、手袋、ヘインズまでの往復クルーズ
含む。 

食事：ホットドック、ベジタリアン・チリ、ポテトチップス、クッキー、ホットコーヒー、ホットサ
イダー、ホットチョコレート、レモネード、お水など。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

18 歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 
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スキャグウェイ Skagway 
 

 
ツアー番号：SGY-151 
時代物のバスで巡るスキャグウェイ（多言語） 
Skagway Street Car City Tour(Maltilingual) 
ツアー料金：＄39.95 ～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間 30 分 
 

下車予定：④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

イヤホンを通し多言語のガイドを聞くことができます。 
18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 

 
 
ツアー番号：SGY-320 
ゴールドラッシュ バーテンダー体験とシティツアー 
Gold Rush Bartending Experience & City Tour  

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定：④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

21歳以上の方がご参加頂けます。お土産のショットグラスとドリンクレシピ付き。 

軽食：サーモン orチーズのケサディージャ、オヒョウのケーキ、チップス、サルサ、カクテル等。 

 
 
ツアー番号：SGY-330 
スキャグウェイ写真撮影ツアー 
Skagway in Focus Photography Tour 
ツアー料金：＄99.95 ～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定：③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

カナダ入国の為、参加者は全員パスポートをご持参下さい。両親の同行しないお子様は、両親または
保護者の参加同意書が必要です。歩行に難がある方にはお勧め致しません。 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 

 
 
ツアー番号：SGY-355 
ゴールドラッシュと零下４０度の体験 
Gold Panning, Sled Dogs & 40 Degrees Below Zero Exp   

ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：12 歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定：④ /車窓予定：⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

車椅子や電動車椅子などの持ち込み可能です。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間
前までにツアーオフィスにご連絡ください。 
キルトジャケット、ゴールドのお土産、お子様向けにルートビア有り。 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 
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スキャグウェイ Skagway 
 

 
リピーター向け 

ツアー番号：SGY-360 
ガラス吹き体験とジュエル・ガーデン 
Golden Glassblowing Experience at Jewell Gardens   

ツアー料金：＄209.95～ （子供料金有：６歳～１２歳） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

最低参加年齢は6歳。自然素材を使った洋服と指先を覆った靴を着用ください。 
保護用眼鏡、白衣、フィニッシングガラスの送付 

食事：ツアーの時間により紅茶サービス、ランチ又は夕食、１杯のビール or ワイン、ミントレモネ
ード、コーヒー。紅茶サービスはスコーン、クリームチーズサンドイッチ、キッシュ、キャロットケ
ーキ、ルバーブとベゴニアバーなど。 
ランチと軽めの夕食はスモークサーモンまたはほうれん草キッシュ、ガーデンサラダ、スープ、焼き
立てパン、ルバーブとベゴニアバーなど。など。（内容は変更になる場合もございます） 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 

 
 

ツアー番号：SGY-361 
ジュエル・ガーデンでガラス吹き 
Art by Fire Glassblowing at Jewell Gardens           

ツアー料金：＄84.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定：② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 
軽食：ミントレモネード、コーヒー、紅茶、チーズハーブスコーン、キッシュなど。ビールやワイン
など購入可能（内容は変更になる場合もございます。） 

18 歳未満の方は両親または保護者の同行が必要です。 

 
 

ツアー番号：SGY-380 
スキャグウェイのガールズ＆ゴースト ウォーキングツアー 
Ghosts & Goodtime Girls Walking Tour          

ツアー料金：＄44.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 
 

下車予定：④⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 
最低参加年齢は 14 歳です。サルーンでのドリンクを楽しむため、写真付き身分証明書をご持参くだ
さい。 
歩く距離は 800メートルほどです。重ね着の温かい服装で履きなれた靴を着用ください。サルーンか
ら船までは徒歩で各自お戻りください。 

18 歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 
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スキャグウェイ Skagway 
 

 

ツアー番号：SGY-900 
四駆車ハマーでのプライベートツアー 
Private Hummer Tour         

ツアー料金：＄599.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定：④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

上記は車両一台あたりの料金です。 
代表者の方が予約をしてください。同行者はお客様ご自身で決めることが出来ます。乗船後、行程の
ご希望を予めツアーデスクよりお伺いいたします。定員は１台につき４名です。 

各施設の入場料は含まれません。 

カナダへの入国にはパスポートが必要です。また、両親の同行しないお子様は、両親の参加同意書が
必要です。 
キャンセルの締切は乗船翌日の正午で、以降は100％キャンセルチャージが発生します。 
全員に免責書類にご署名頂きます。また、18歳未満の方は保護者の同行が必須です。 
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ビクトリア、ブリティッシュ・コロンビア 

Victoria, British Columbia 
 
カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州の州都ビクトリアはバンクーバー島の南端に位置する英国調の街。暖流の
影響で平均気温も比較的温暖な海洋性気候でリタイアした人々が好んで住み、豊で余裕のある生活が見られ
ます。 
 
1843年ハドソン・ベイ・カンパニーのジェームズ・ダグラスにより築かれ、当初フォート・ビクトリアと呼ばれていま
した。1848年バンクーバー島は英国植民地となり、ビクトリアは中心地となりました。 
1858年ビクトリアはテントを張った特別地区で、フレーザー川金鉱へ向かう２万５千人の探鉱者の基地となりま
した。1868年バンクーバー島がブリティッシュ・コロンビア本土と編入され、ビクトリアは州都となりました。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ブッチャート・ガーデン Butchart Gardens 

ビクトリアで最も人気があり、25ヘクタールの敷地には花が素晴らしい植物園があり、迷路のような小道に噴
水、優雅な葉飾りやブロンズ像があります。 

 

A○2 E A 立法府ビルディング Legislative Buildings 

ブリティッシュ・コロンビア州立法府ビルディングは 1893 年にビクトリア女王の即位 60 年を記念して建てられ
ました。 

 

A○3 E A フェアモント・エンプレスホテル Fairmont Empress Hotel 

インナー・ハーバーに建ち、カナダ国定史跡。ビクトリアで最も古く有名なホテルの一つで、街のアイコン的シ
ンボルとなっています。 

 

A○4 E A ビーコン・ヒル公園 Beacon Hill Park 

青々と茂る 55 ヘクタールのオアシスはビクトリアの中でも素晴らしい公園です。野生生物、鳥たちにアウトド
ア好きな人々の憩いの場で、造形と自然の美がうまく溶け込んでいます。 

 

A○5 E A ビクトリア・バタフライ・ガーデン Victoria Butterfly Gardens 

敷地面積 0.11 ヘクタールには熱帯のパラダイスのように蝶が自由に飛び回っています。庭園内には貴重な
鳥類や鯉が泳ぐ池、息をのむジャングル木々などがあります。 

 

A○6 E A クレイダーロック城 Craigdarroch Castle 

カナダ国定史跡であるビクトリア様式のお城は 1887 年から 1890 年の間に建てられました。修復されたお城
を散策し、アンティークや家具の見学や敷地の散策を楽しみましょう。 

 

A○7 E A ビクトリア・パブ Victoria Pubs 

パブはゆったりと飲み物を楽しく飲む人気の場所で、ビクトリアダウンタウンには数多くあります。伝統的英国
式でありながらカナダの雰囲気が楽しめます。 

 

A○8 E A ホエール・ウォッチング Whale Watching 

ビクトリア周辺にはシャチが生息しています。スリリングなハーバークルーズでこの素晴らしい生き物を探し
ましょう。その他アザラシ、アシカやネズミイルカが見ることができるかもしれません。 
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ビクトリア、ブリティッシュ・コロンビア Victoria, British Columbia 
 
 

 
ツアー番号：YYJ-300 
エンプレスでのハイティーとビクトリアのハイライト 
High Tea at the Empress Hotel & City Highlights     

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 
 

下車予定：③ /車窓予定：②④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。 

軽食：ティーサンドイッチ、デヴォンシャークリーム、ペストリー、紅茶セレクションなど。 
（内容は変更になる場合もございます） 

18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：YYJ-305 
オリーブオイル専門店での試食と市内観光 
Olive the Senses Tasting & City Hightlights Tour            

ツアー料金：＄59.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 
下車予定： /車窓予定：②③④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。 

軽食：オリーブオイルとバルサミコ酢のテイスティング、オリーブオイルアイスクリーム、バルサミコ酢
“キャビア”、オリーブ、クラッカー、パン、チーズのディップなど。（内容は変更になる場合もございま
す） 

18 歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：YYJ-310 
魅惑のブッチャート・ガーデン 
Enchanting Butchart Gardens              

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 
 

下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

5月初旬及び9月中旬以降は日照時間が短いため、催行しない場合があります。このツアーは通常夕方
に催行される為、日照と視界に制限があります。ガーデン内にはライトが灯されます。日中に寄港す
る場合（コーラル・プリンセス、クラウン・プリンセス、ゴールデン・プリンセス、グランド・プリ
ンセス、パシフィック・プリンセス、スター・プリンセス）日中に催行されますので、夜のイルミネ
ーションは見ることはありません。7月から8月にかけての土曜寄港では花火ショーも楽しめます。 
ブッチャード・ガーデンの地図有り。 
歩行に難のある方は、適切な対応が執れるよう、48時間前にツアーオフィスにご連絡ください。 

18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 
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ビクトリア、ブリティッシュ・コロンビア Victoria, British Columbia 
 

 
ツアー番号：YYJ-330 
ブッチャートと蝶の庭園 
Butchart & Butterfly Gardens              

ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：①⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

5月初旬及び9月中旬以降は日照時間が短いため、催行しない場合があります。このツアーは通常夕方
に催行される為、日照と視界に制限があります。ガーデン内にはライトが灯されます。日中に寄港す
る場合（コーラル・プリンセス、クラウン・プリンセス、ゴールデン・プリンセス、グランド・プリ
ンセス、パシフィック・プリンセス、スター・プリンセス）日中に催行されますので、夜のイルミネ
ーションは見ることはありません。7月から8月にかけての土曜寄港では花火ショーも楽しめます。ブ
ッチャード・ガーデンの地図有り。 
歩行に難のある方は、適切な対応が執れるよう、48時間前にツアーオフィスにご連絡ください。 

18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：YYJ-355 
ディスカバリー特選：ブッチャート・ガーデン ワイン/チョコレート/食用
花 
Discovery Exclusive:Butchart Gardens, Wine, Chocolate & Edible Petals            

ツアー料金：＄169.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：① /車窓予定：②③④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

19歳未満の方は飲酒出来ません。写真付の身分証明書をご持参ください。5月初旬及び9月中旬以降は
日照時間が短い為、催行しない場合があります。このツアーは通常夕方に催行される為、日照と視界
に制限があります。ガーデン内にはライトが灯されます。日中に寄港する場合（コーラル・プリンセ
ス、クラウン・プリンセス、ゴールデン・プリンセス、グランド・プリンセス、パシフィック・プリ
ンセス、スター・プリンセス）日中に催行されますので、夜のイルミネーションは見ることはありま
せん。 
ブッチャード・ガーデンの地図、園内専用ビニール傘、子供用回転木馬有り。 

軽食：タパス（ブルーチーズのラビオリ、チョリソー、フライドオリーブ、パシフィックロッククラ
ブ、バルサミコソースの地元野菜など）、チョコレート（ミルクチョコレート、セミスウィートチョ
コレート、ダークチョコレート、ベイリーズ入りトリュフチョコ）、食用花弁（キンセンカ、ヒナギ
ク、パンジーなど）、バンクーバーワイン 3種、ミルク、ソーダ、ジュースなど。（内容は変更になる
場合もございます） 

歩行に難のある方は、適切な対応が執れるよう、48時間前にツアーオフィスにご連絡ください。 
18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：YYJ-370 
ビクトリア・パブ巡り 
Victoria Pub Tour                    

ツアー料金：＄99.95～  
所 要 時 間：約 3 時間 45 分 
 
下車予定：⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

19歳未満の方は飲酒出来ません。写真付の身分証明書をご持参ください。 

軽食：おつまみ、ビールの試飲 ２ヶ所で提供。（内容は変更になる場合もございます） 
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ビクトリア、ブリティッシュ・コロンビア Victoria, British Columbia 

 
  
ツアー番号：YYJ-375 
ワインテイスティング 
Wine Tasting at the Bateman Gallery                   
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金なし） 
所 要 時 間：約 3 時間 

 

下車予定：  /車窓予定：②③④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

19歳未満の方は飲酒出来ません。写真付の身分証明書をご持参ください。テイスティング後ダウンタ
ウンを散策しない方は、すぐに港へ戻るシャトルバスがご利用頂けます。 
18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：YYJ-385 
ビクトリア BC ウォーキングツアー 
A Stroll Through Victoria            
ツアー料金：＄29.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 

 

下車予定：④ /車窓予定：②③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

4キロほど歩きます。履き慣れたウォーキングシューズと、ジャケットをご持参下さい。飲料水もお
忘れなく。港へ戻るシャトルバス（20分間隔）がご利用頂けます。 
18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 

  
ツアー番号：YYJ-100 
クレイダーロック城、トルミエ山と市内ハイライト 
Craigdarroch Castle, Mt. Tolmie & City Highlights                   

ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 

 

下車予定：⑥ /車窓予定：②③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

段差や坂道を含む徒歩での移動がかなりあります。 
18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：YYJ-120 
馬車でのビクトリア観光 
Victoria by Horse-Drawn Trolley                   
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間 

 

下車予定： /車窓予定：②③④ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。ブランケット有り。 
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ビクトリア、ブリティッシュ・コロンビア Victoria, British Columbia 
 

  
ツアー番号：YYJ-600 
海の野生動物とシャチ探索クルーズ 
Ocean Wildlife & Orca Exploration Cruise               
ツアー料金：＄124.95～ （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：② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

妊娠中の方はご遠慮下さい。このツアーは5月のみ催行いたしますが、日照時間によっては、5月以降
も催行されることがあります。野生動物は必ずしも見られるわけでありませんが、高確率でクジラが
見られます。18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 
 

  
ツアー番号：YYJ-999 
ビクトリアのシャトルサービス 
Victoria Express                    

ツアー料金：＄9.95～  
所 要 時 間：約 15 分 
 

下車予定： /車窓予定：②③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

最終乗船時間までの間有効です。シャトルバスは港とダウンタウンの間を走り、20分間隔で運行いた
します。 
歩行に難のある方は、適切な対応が執れるよう、48時間前にツアーオフィスにご連絡ください。 

18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 
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バンクーバー、ブリティッシュ・コロンビア 

Vancouver, British Columbia 
 
広大な太平洋と雄大な山々に囲まれたバンクーバーは美しい庭園の街、年間を通しての温暖な気候に恵まれ、
カナダの西の玄関口として観光の拠点となっています。クラシックな店やブティックの並ぶ洒落た街、ギャスタウ
ンや街の中心グランビルは港から近く、ショッピングや散策を楽しめます。 
ゴールドラッシュの時代、ギャッシー・ジャックはユーコンに向かう鉱山労働者の大集団からお金を得ようとひら
めきました。彼が建てたサロンが掘立小屋地区の中心となり、ギャスタウンと呼ばれるようになりました。ぼろを
着た人々が住む丸太小屋の集落から今のバンクーバーが誕生しました。地方政府は居住者に町の名前を
1792年バンクーバーに入港したキャプテン ジョージ・バンクーバーからバンクーバーという名前にするよう説
得をしました。 
カナダ第3の都市、バンクーバーはヨーロッパの雰囲気と気質を持ち合わせるコスモポリタン都市です。それぞ
れ民族のコミュニティーがあり、チャイナタウンは北米第2の大きさです。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A スタンレー公園 Stanley Park 

町の中心に青々とした雨林がある４００ヘクタールの公園には野生生物と自然の美しさがあります。有名な
バンクーバー水族館やトーテムポール公園などを含むアクティビティー数々が楽しめます。 

 

A○2 E A バンクーバー・ルックアウト Vancouver Lookout 

ガラスエレベーターで 131 メートル上がると町や山々、船など 360 度見渡すことができる展望デッキがありま
す。 

 

A○3 E A チャイナタウン Chinatown 

北米第２のチャイナタウンで活気あるアジアを感じましょう。現地風建築物、料理や色鮮やかなお店など細い
路地に並びます。 

 

A○4 E A グランビルアイランド Granville Island 

ダウンタウンの南にあり道路繋がります。公共スペースのプロジェクトによりグランビル「世界で素晴らしい場
所の一つ」という名前が付きました。各種パフォーマンスやダイニングそして新鮮な食品や手工芸品を販売
するパブリックマーケットがあります。 

 

A○5 E A グラウス山 Grouse Mountain 

バンクーバーには洗練されたエンターテイメントから手のつけられていない自然まであらゆる人に楽しめる場
所です。有名なグラウス山へはスカイライドで約 1 マイル乗車し標高 1127 メートルにあるアルペン駅に向か
います。ここでいろいろなアクティビティーを選ぶことができます。 

 

A○6 E A バンクーバー水族館 Vancouver Aquarium 

カマイルカ、ラッコ、アザラシやトドなど７万以上の生物がいます。グローバルリーダーとして海洋調査、教育
と保護で長い歴史があり、種類豊富な素晴らしい動物達との触れ合いを通し、忘れ難い経験をすることがで
きるでしょう。 

 

A○7 E A ギャスタウン Gastown 

バンクーバー発祥の地。いろいろなお店やブティックなどがあり人気のある商業地区です。有名な蒸気時計
があり１５分ごとに音楽が流れます。 

 

A○8 E A ロブソン通り Robson Street 

最も有名な買物通りで、有名なブティック、素晴らしいお食事やサービスなどが楽しめます。 
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バンクーバー、ブリティッシュ・コロンビア Vancouver, British Columbia 
 
 

  
人気 
ツアー番号：YVR-100 
バンクーバー市内とスタンレー公園観光 
Stanley Park Visit & City Highlights Drive                   

ツアー料金：＄39.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定：① /車窓予定：③⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

下船当日の午後2時以降、バンクーバー空港発の航空便をご利用の方が対象です。空港への送りが含
まれます。 
歩行に難のある方は、適切な対応が執れるよう、48時間前にツアーオフィスにご連絡ください。 

18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 

  
ツアー番号：YVR-420 
カピラノ渓谷自然探訪ツアーと空港送り 
Capilano Canyon Walk & City Highlights - Airport                   

ツアー料金：＄114.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩く距離は１キロ半ほどです。下船当日の午後3時30分以降、バンクーバー空港発の航空便をご利用
の方が対象です。空港への送りが含まれます。 
レインポンチョ用意あり。 

軽食：フルーツ、クッキー、お水など。（内容は変更になる場合があります） 

免責書類にご署名頂きます。 

14歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：YVR-421 
カピラノ渓谷自然探訪ツアーとホテル送り 
Capilano Canyon Walk & City Highlights -Hotel                   

ツアー料金：＄114.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩く距離は１キロ半ほどです。バンクーバー下船後、市内主要ホテルで泊まるお客様が対象です。 
レインポンチョ有り。 
スナック：フレッシュフルーツ、クッキー、お水など。（内容は変更になる場合もございます） 

免責書類にご署名頂きます。 

14歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 
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シアトル、ワシントン 

Seattle, Washington 
 
カナダの国境から180キロほど南に位置するシアトルは北海道より北にありながら地形と海流の関係で比較的
温暖な気候に恵まれ真夏でも25度、真冬でも0度をくだらない気温とオリンピック山系、レーニエ山などに囲ま
れた入り江と湖の美しい景観の都市です。 
 
シアトルのオプショナルツアーはシアトルに下船後宿泊するお客様及び、シアトル空港を下船日の午後～夕刻
に出発する方が対象です。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A パイク・プレイス・マーケット Pike Place Market 

世界でも有名なフライフィッシュの故郷パイク・プレイス・マーケットは西海岸で最も古い屋外マーケットで、何
百もの芸術家や地元農家、漁業者や珍しい店などがあり、賑わっています。 

 

A○2 E A スペース・ニードル Space Needle 

シアトル・センター内にあり、1962 年の万国博覧会に建設されたものです。高さ 181m にある展望台からは 
エメラルドシティーの自然美を眺めることが出来ます。 

A○3 E A パイオニア・スクエア Pioneer Square 

ダウンタウンより南東にあるシアトル発祥の地域です。1889 年の大火の後再建され、美しく修復された傑作
建築などがいたるところにあります。 

 

A○4 E A ワイン試飲 Wine Tasting 

ダウンタウンより 30 分弱のところにあるウッデンビルには 70 以上のワイナリーがあります。試飲室やツアー
から選ばれ、有名なコロンビアワイナリーやシャトー・セン・ミッシェルなどが含まれます。 

 

A○5 E A ボーイングフューチャーフライト航空センター Boeing's Future of Flight Aviation Center 

北ヨーロッパで唯一商業ジェット飛行機組み立て工場を見ることができる施設で、フライト力学や航空革新を
知ることができ、ボーイング社の舞台裏を見ることが出来ます。 

 

A○6 E A ハイラム・チッテンデン水門 Hiram Chittenden Locks 

1911 年に作れた水門でヨット、モーターボート、タグボートや荷船をピュージェット湖とユニオン湖を結びま
す。 

 

A○7 E A インターナショナル地区 International District 

シアトルでも古い地域の一つで、国際的で深い歴史と文化があります。美味しいレストランやユニークなお店
を含め多国籍な雰囲気を楽しめます。 

 

A○8 E A ユニオン湖 Lake Union 

シアトルダウンタウンの近い都会の宝石で人気リクリエーションスポットです。水上飛行機や競走用ボートや
遊覧船、公園やフローティングハウスなどが点在します。 
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シアトル、ワシントン Seattle, Washington 
 
 

  
人気 
ツアー番号：SEA-100 
シアトル市内観光と空港送り 
Space Needle, Pike Place Market & City Tour-Airport             

ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定：①② /車窓予定：③⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

下船当日の午後3時30分以降、シアトル空港発の航空便をご利用の方が対象です。空港までお送りし
ます。 
電動車椅子、スクーターなどの持ち込み可能です。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、 
48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。  

18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：SEA-101 
シアトル市内観光とホテル送り 
Space Needle,Pike Place Market & City Tour-Hotel             

ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 
下車予定：①② /車窓予定：③⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

シアトル市内のウェスティンホテル、フェアモントホテルとダブルツリー・シアトル・エアポートホ
テルの各ホテルにお送りします。他のホテルに宿泊の方は上記のホテルから各自ご移動ください。 
電動車椅子、スクーターなどの持ち込み可能です。歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、 
48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。 

18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 
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アンカレッジ（ウィッティア）、アラスカ 

Anchorage (Whittier), Alaska 
多数の氷河が落ち込むフィヨルドの雄大な景観と豊かな野生で知られるプリンス・ウィリアム湾の西端に位置す
るウィッティアは第2次大戦時に軍用の海上輸送の拠点として開かれた町。現在は290人の人口の殆どが漁業
か観光業に従事し、カレッジフィヨルドや26氷河への観光船が発着しています。戦時中に作られた鉄道トンネル
でアンカレッジと陸路結ばれる以外は孤島であったこの町も最近北米一の長い道路トンネルが開通し、プリン
セスなどの大型クルーズ船も発着する港として発展しています。 
 
ウィッティアのツアーは引き続き乗船しバンクーバーで下船される方、ウィッティアにてクルーズを終了される方 
でアンカレッジ空港より下船当日夜のフライトで出発される方又はアンカレッジに一泊される方が参加できます。
クルーズツアー参加の方で初日にアンカレッジに過ごされる方のみ参加頂けますが、他のクルーズツアーの方
はご参加いただけません。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A プリンス・ウィリアム湾 Prince William Sound 

北米で自慢の潮間氷河で、この素晴らしい深海の入り江には豊かな海洋生物の住みかとなっています。 
 

A○2 E A ポーテージ氷河 Portage Glacier 

大きな氷壁はアラスカで最も人気のあり刺激的な見どころです。氷河が削られ、大きな氷の塊が海に落ちる
時の鳴り響く音を見ることができるかもしれません。 

 

A○3 E A ターナゲン入り江 Turnagain Arm 

クック入り江にあるターナゲン入り江への道のりは素晴らしく、息をのむような山々や入り江の景色、野生動
物など見る機会があるかもしれません。 

 

A○4 E A アリエスカ山トラム Mt. Alyeska Tram 

標高701メートルの山頂にある展望台からは山々にぶら下がるようにある氷河や常緑樹、きらきら輝く川など
のパノラマを望めます。 

 

A○5 E A スワードハイウェイ Seward Highway 

アンカレッジとスワードを結ぶスワードハイウェイは、アメリカ合衆国のナショナルシーニックバイウェイと 
15 ルートあるオールアメリカンロードの一つです。野生的なアラスカが見られます。 

 

A○6 E A アラスカ野生動物保護センター Alaska Wildlife Conservation Center 

アラスカ野生動物の保護から一般教育に力を注ぎ、ヘラジカ、ワピチ、カリブー、クマ、ジャコウウシ、シカ、オ
オヤマネコや鷲などの怪我をした、母を失った動物を保護しています。 

 

A○7 E A アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventures 

アウトドア好きのパラダイス、いろいろなアクティビティーが楽しめます。 
 

A○8 E A アンカレッジ Anchorage 

素晴らしい野生に囲まれたモダンな都市で、州最大のコミュニティーです。ワールドクラスのアトラクションが
あり、ネイティブアメリカンの文化、ショッピングや食事など楽しめます。 
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アンカレッジ（ウィッティア）、アラスカ Anchorage (Whittier), Alaska 
 
 

  
人気 
ツアー番号：WH1-610 
ポーテージ氷河クルーズとドライブ 
Portage Glacier Scenic Cruise & Drive             

ツアー料金：＄114.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 
下車予定：②⑤⑧ /車窓予定：③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

午後4時以降、アンカレッジ空港発の航空便をご利用の方、又はアンカレッジ市内に宿泊される方が
対象です。引き続き乗船しバンクーバーに行く方は参加頂けません。ツアーは午後2時頃にアンカレ
ッジ空港で終了後、アンカレッジ空港より遅く出発する航空便の方やアンカレッジ市内に宿泊される
方の為にダウンタウンにあるホスピタリティーセンターに向います(午後2時30分頃到着します) 
ツアーオペレーターは米国農務省林野部よりツアー催行の特別許可を取っています。 
ベギン・ボッグ・ビジターセンターが休館日はアラスカ・ワイルド・コンベンションセンターにご案
内します。 
歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。 

ウィッティアでのツアーはクルーズツアー参加の方で初日にアンカレッジに過ごされる方のみ参加
頂けますが、他のクルーズツアーの方はご参加いただけません。 

18歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
  
ツアー番号：WH1-620 
26 氷河クルーズ 
26 Glacier Cruise             

ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 30 分 
 
下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは引き続き乗船しバンクーバーへ行く方が対象です。ツアーはウィッティアの埠頭に戻り
ます。ウィッティアで下船しクルーズを終了する方は参加頂けません。 
歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。 

食事：アラスカ鱈、コールスロー、ポテトチップス、コーヒー・紅茶・お水など。 
グルテンフリーのベジタリアンメニュー（照り焼きライスボール、ライスプディング、コールスロー
など）の選択可能。（内容は変更になる場合もございます） 
18 歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 
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アンカレッジ（ウィッティア）、アラスカ Anchorage (Whittier), Alaska 
  
ツアー番号：WH1-621 
26 氷河クルーズとトランスファー 
26 Glacier Cruise & Trasnfer 
ツアー料金：＄239.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 
 
下車予定：① /車窓予定：③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

下船日の午後9時30分以降、アンカレッジ空港発の航空便をご利用の方、又はアンカレッジ市内に宿
泊される方が対象です。引き続き乗船しバンクーバーに行く方は参加頂けません。ツアーはアンカレ
ッジのホテル（ヒルトン、シェラトン、キャプテンクック、ウエストマークとマリオットホテル）に
午後7時30分頃到着し、アンカレッジ空港には午後7時45分ごろ到着します。 
ウィッティアでのツアーはクルーズツアー参加の方で初日にアンカレッジに過ごされる方のみ参加
頂けますが、他のクルーズツアーの方はご参加いただけません。 

食事：アラスカ鱈、コールスロー、ポテトチップス、コーヒー・紅茶・お水など。 
グルテンフリーのベジタリアンメニュー（照り焼きライスボール、ライスプディング、コールスロー
など）の選択可能。（内容は変更になる場合もございます） 
18 歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 

  
ツアー番号：WH1-100 
ターナゲン入り江、野生動物保護センターとトラム 
Turnagain Arm, Wildlife Conservation Center & Tram             

ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 
 
下車予定：④⑤⑥⑧ /車窓予定：③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

午後4時45分以降、アンカレッジ空港発の航空便をご利用の方、又はアンカレッジ市内に宿泊される
方が対象です。引き続き乗船しバンクーバーに行く方は参加頂けません。ツアーは午後2時15分頃ダ
ウンタウンホスピタリティーセンターに到着し、引き続きアンカレッジ空港に午後2時45分頃到着し
ます。事前にトランスファーを申し込まれた方はツアーオフィスにお知らせ下さい。トランスファー
代を返金します。 
ウィッティアでのツアーはクルーズツアー参加の方で初日にアンカレッジに過ごされる方のみ参加
頂けますが、他のクルーズツアーの方はご参加いただけません。歩行に難のある方は適切な対応が執
れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。 

18 歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 

 
 
 

  
ツアー番号：WH1-111 
アンカレッジ自由散策（連続乗船の方） 
Anchorage On Your Own – Roundtrip 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 15 分 
 
下車予定：⑤⑧ /車窓予定：③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは引き続き乗船しバンクーバーへ行く方が対象です。ツアーはウィッティアの埠頭に戻り
ます。ウィッティアで下船しクルーズを終了する方はお申込みいただけません。 
歩行に難のある方は適切な対応が執れるよう、48時間前までにツアーオフィスにご連絡ください。 

18 歳未満のお子様には両親又は保護者の同行が必要です。 
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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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