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健脚レベル：低

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

健脚レベル：中

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

健脚レベル：高

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

 
 

す。

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

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

人気

こだわり

ファミリー向け

リピーター向け

世界遺産

食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。
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⑥ ラフポイント　Rough Point

ニューポートの岩だらけの海岸線はその海岸美で有名であり、ごつごつした入り江、吹きさらしのビーチ、素晴らしい10マイル
のオーシャンドライブに沿って見られる多くのヨットが停泊する港の見事な景観をお楽しみいただけます。

⑤ ローズ島の灯台　Rose Island Lighthouse

ナラガンセット湾を眺める場所に1869年に作られた灯台は、今もなお航行援助施設として使用され、休暇で滞在する客が宿
泊する代わりに灯台守を務めます。

お金持ちの娘ドリス・デュークがなくなる1993年まで使用したゴシックスタイルの邸宅は手つかずのまま残されており、この伝
統的なニューポートの住人の人生を垣間見ることができます。

⑦ クリフウォーク　Cliff Walk

岩の多い海岸線とベルユー通りの多くの宮殿のような別荘の裏庭との間には小道があり、それは絵のように美しいニュー
ポートの有名なクリフウォークです。のんびりと散歩をお楽しみください

⑧ ニューポートのロッキー海岸線　Newport’s Rocky Coastline

ヴァンダ―ビルド家はこの邸宅をアメリカの芸術の神殿にしようと心に描いていました。ベルサイユのプチ・トリアノンに影響さ
れたこの華やかな石の建物は、1888年に依頼されました。

ニューポート、ロードアイランド州（アメリカ）

Newport, Rhode Island
19世紀、ニューポートはアメリカのベルサイユのようでした。　好況時代の商業王子や泥棒男爵達が豪華な夏の別荘
を建て、控えめに「コテージ」と呼んでいました。ニューポートの季節になると、ヴァンダービルトやアストール、モーガ
ンズ家により祝宴のようになり、ヨットレースや派手に開かれたビーチでのピクニックなど、目まぐるしく祝宴が開催さ
れていました。今日、ブレーカーズやエルムス、ローズクリフのような豪華な別荘を見学し、その素晴らしさに感動さ
せられます。その当時ニューポートの伝説的な女主人の一人、テッシー・オーリッチは沖合に船を12隻沖止めされ、
伝説のホワイトボールを演出しました。
ご案内：ニューポートはテンダーポートです。船から桟橋まで船のテンダーボートを使用します。

＜見どころ＞

① ブレーカーズ　The Breakers

ニューポートにある夏の別荘の中でも最大の広さをもつものの一つで、イタリア・ルネッサンス様式のこの建物は世紀の変わ
り目のアメリカで傑出したヴァンダービルド家にふさわしいシンボルとなっています。

② エルムス　The Elms

18世紀のフランスのシャトーをモデルにしたバーウィンド家の素晴らしい邸宅は、オリエントの宝石やルネッサンスの陶磁器の
コレクションと精巧に美化された庭が特徴です。

③ ローズクリフ　Rosecliff

ベルサイユでのフランス王の隠れ家庭園を模して1899年に設計され、銀の相続人テレサ・フェア・オーレックスは工夫を凝らし
たパーティーをこの素晴らしい邸宅で開催し、社交界で有名でした。

④ マーブルハウス　Marble House
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健脚レベル その他

ヴァンダービルドのニューポート、ブレ-カーズとマーブルハウス
Vanderbilt’s Newport, The Breakers & Marble House

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

ニューポートの景観ドライブ
Newport Highlights Scenic Drive
所要時間：約1時間半
下車予定： 車窓予定：②③④⑧

下車予定：②③ 車窓予定：⑧
＜注意事項＞
人気の観光スポットのため、マンションに入るのに３０分ほどお待ちいただく場合があります。
マンションの内部は撮影できません。

ツアー番号：NPT-215 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞
人気の観光スポットのため、マンションに入るのに３０分ほどお待ちいただく場合があります。
マンションの内部は撮影できません。訪問順序が変わる場合があります。

ツアー番号：NPT-115 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
ニューポートのマンションとオーシャンドライブ
Grand Mansions & Ocean Scenic Drive
所要時間：約2時間45分

人気の観光スポットのため、マンションに入るのに３０分ほどお待ちいただく場合があります。

ツアー番号：NPT-105 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
ニューポート オーシャンドライブとエルムス（軽食込）
Newport Scenic Ocean Drive, The Elms & Light Lunch
所要時間：約3時間半
下車予定：② 車窓予定：⑧

ツアー番号：NPT-100 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約3時間45分
下車予定：①④ 車窓予定：
＜注意事項＞
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健脚レベル その他

ニューポートの景観ドライブ（車椅子常用者）
Newport Highlights Scenic Drive (Wheelchair Accessible）

健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定： 車窓予定：①⑦⑧
＜注意事項＞
訪問順序は入れ替わる場合があります。海上は天候が急激に変わることがあるため、重ね着をお勧めします。
このツアーはクルーズにより催行されない場合がありますので、クルーズパーソナライザーに状況をご確認下
さい。

＜注意事項＞
訪問順序は入れ替わる場合があります。人気の観光スポットのため、ブレーカーズでは30分ほどお待ちいただ
く場合があります。このツアーでは徒歩で２キロほど歩きます。参加人数に制限があります。

ツアー番号：NPT-600 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
陸と海からのニューポート
Newport Highlights by Land & Sea
所要時間：約2時間45分

＜注意事項＞
車椅子常用者の方のみお申し込みください。家族や友人などの同行者や、折り畳み式車椅子をご利用の方で３-
５段の昇降が出来る方はNPT-215にお申し込みください。ドライバーガイドは重量が２２キロを超す車椅子を
搭載する手助けは致しません。介助が必要な身障者の方は、介助できる健常者と同行してください。車輛に設
置されたリフトは参加者と車椅子の重量と合わせて２１５キロまでに対応しています。場合によってはスクー
ターの代わりに折り畳み式車椅子などにする必要があります。適切な対応がとれるよう、乗船後速やかにツ
アーオフィスにご連絡ください。

ツアー番号：NPT-380 ツアー料金：＄64.95～（子供料金有：12歳以下）
ニューポート　クリフウォークとブレーカーズ
Newport Cliff Walk & The Breakers
所要時間：約3時間
下車予定：①⑦ 車窓予定：⑧

ツアー番号：NPT-216 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約1時間半
下車予定： 車窓予定：②③④⑧
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

ニューポートの景観ドライブとシナゴーク
Newport Scenic Drive and Touro Synagogue

健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定：⑥ 車窓予定：
＜注意事項＞
マンションの内部は撮影できません。海沿いのドライブはツアーに含まれていません。

車窓予定：
＜注意事項＞
このツアーは徒歩で約2.4キロの起伏のある道をゆっくりとしたペースで回ります。歩きやすい靴でご参加くだ
さい。

ツアー番号：NPT-110 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
ラフポイントのドリス・デュークのマンション
Doris Duke's Mansion at Rough Point
所要時間：約2時間

＜注意事項＞
ロエブセンターは車椅子に対応していますが、シナゴークに入場する場合に傾斜板を設置する必要があります。シナ
ゴークに入場する際、6段の階段を上がる必要があります。事前にお知らせいただければ、傾斜板を準備することがで
きます。

ツアー番号：NPT-385 ツアー料金：＄29.95～（子供料金有：12歳以下）
ニューポート　徒歩で回るコロニアル地区
Newport Colonial Walk
所要時間：約1時間半
下車予定：　

＜注意事項＞
このツアーは天候に関係なく催行されます。滑りにくい靴、ウインドブレーカーやレインジャケットをご用意
ください。健康に自信のある方のみご参加ください。ローズ島の観光は徒歩となります。

ツアー番号：NPT-205 ツアー料金：＄49.95～（子供料金：なし）

所要時間：約2時間45分
下車予定： 車窓予定：②③④⑧

ローズ島の灯台と湾内クルーズ
Rose Island Lighthouse & Harbor Cruise
所要時間：約2時間半
下車予定：⑤ 車窓予定：⑧

ツアー番号：NPT-610 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
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⑧ サーレム　Salem

文化的にも歴史的にとても重要なこの洗練された町を散策し、サーレムの魔女裁判の暗い過去を探求してみましょう。

⑤ ノースエンド　North End

ボストンの最も古い近隣地区であり、リトルイタリーとしても知られています。オープンカフェ、美味しいジェラートそしてイタリア
の特別なお店は至るところで人々を魅了します。

⑥ レキシントンとコンコード　Lexington & Concord

アメリカ独立戦争において"一発の銃声が世界を変えた“というフレーズで有名なノースブリッジを訪れます。レキシントンとコ
ンコルド、この２つの街がアメリカの自由への探求に果たした影響力を感じましょう。

⑦ ハーバード　スクエア　Harvard Square

ケンブリッジに位置し、ハーバード大学の向かいにあるこのエリアはアカデミアとアクティビティーで活気に溢れています。カ
フェやショップをぶらぶらしたり、至るところにある屋外チェスゲームを見てみましょう。

ボストンコモンから始まり、アメリカ革命からのボストンの最も歴史的な16の史跡を赤いレンガの線で示した2.5マイルのトレイ
ルにて先人たちの足跡を辿る事ができます。

ボストン、マサシューセッツ州（アメリカ）

Boston, Massachusetts
アメリカ独立のゆりかごと称されるボストンは史跡が数多く残ります。ボストンはアメリカ第1の都市、19世紀ボストン
はアメリカのアテネと呼ばれていました。現在活気あふれるこの街には80万人が居住し、歴史地区と都会が混ざり、
尊敬する祖先の足跡が残されています。アメリカ人なら一度は訪れたい都市がボストン。フリーダムトレイルはアメリ
カでとても歴史的に重要な3マイルが伸びています。ボストン茶会事件現場、ポール・リビアが馬を走らせたルートや
ミニットマンによる、「一発の銃声が世界を変えた」橋などを見てみましょう。歴史あるチャールズタウン海軍基地には
ＵＳＳコンスティチューションがあり、アメリカ最古の戦闘艦です(注：ＵＳＳコンスティチューションは2015年3月から
2018年3月まで修復の為、ドライドックする予定です。

＜見どころ＞

① ファニュエル・ホールとクインシーマーケット Faneuil Hall & Quincy Marketplace

このジョージアン風の建物と市場は250年に渡ってボストン市民の生活に欠かせない役割を果たしてきました。アメリカで最も
有名な買い物と食事を楽しめる場所の一つとされています。

② パブリックガーデン　Public Garden

この国で初めて作られた植物園であり、市の中心にあるこのオアシスにはジョージ・ワシントンの威厳ある記念像や池の水を
優美に見せる有名な白鳥のボートがあります。

③ ニューバリー通り　Newbury Street

街の歴史的なバックベイ地区にあるこの魅力的な通りには、19世紀の赤褐色砂岩を用いた質の高いコレクション、高級なブ
ティック、オープンカフェそして流行のギャラリーが並んでいます。

④ フリーダムトレイル　Freedom Trail
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健脚レベル その他

ボストン市内車窓観光
Boston Highlights Scenic Drive

健脚レベル その他
ボストン市内観光（車椅子常用者）
Boston Highlights Scenic Drive(Wheelchair Accessible) 

健脚レベル その他

サーレムの魔女とボストンハイライト(昼食込み）
Salem Witch History, Boston Highlights & Lunch

交通事情やクルーズの着岸時間により訪問順序が変わる場合があります。サーレム魔女美術館では、暗黒時代
の魔女裁判についての解説や時代背景をご覧いただけます。クルーズによっては、ダイニングのご予約時間よ
り帰船が遅くなり、ディナー予約時間をご変更いただく場合がございます。

このツアーの内容はBOS-100と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はBOS-100で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。クイ
ンシーマーケットでの下車離団は、午前又は正午に出発するツアーのみに適用されます。船まではご自身でお
戻り下さい。ドライバーガイドは重量が２７キロを超す車椅子やスクーターを搭載致しません。介助が必要な
身障者の方は、介助できる健常者と同行してください。車輛に設置されたリフトは参加者と車椅子の重量と合
わせて２１５キロまでに対応しています。事前に準備をし、場合によってはスクーターの代わりに折り畳み式
車椅子などにする必要があります。適切な対応が執れるよう、乗船後速やかにツアーオフィスにご連絡くださ
い。

ツアー番号：BOS-110 ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約7時間半
下車予定：⑧ 車窓予定：②③⑤
＜注意事項＞

バスの車窓からボストンの主な観光スポットの素敵な写真を収められます。交通状況により訪問順序が変わる
場合があります。クインシーマーケットでの下車離団は、午前又は正午に出発するツアーのみに適用されま
す。船まではご自身でお戻りください。

ツアー番号：BOS-101 ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約2時間
下車予定：① 車窓予定：②③④⑤
＜注意事項＞

ツアー番号：BOS-100 ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約2時間
下車予定：① 車窓予定：②③④⑤
＜注意事項＞
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健脚レベル その他

ハーバード、レキシントン、コンコルドとボストン観光
Harvard, Lexington, Concord & Boston Highlights

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
交通事情により訪問順序が変わる場合があります。クインシーマーケットでの下車離団は、午前又は正午に出
発するツアーのみに適用されます。船まではご自身でお戻り下さい。ＵＳＳコンスティチューションは2015年3
月から2018年3月まで修繕の為にドライドックに入る予定です。

ボストン観光とハーバークルーズ
Boston Highlights Scenic Drive & Harbor Cruise
所要時間：約3時間
下車予定：① 車窓予定：②③④⑤

下車予定： 車窓予定：①②③④⑤
＜注意事項＞
交通事情により、訪問順序が変わる場合があります。車の乗り降りに８段の階段があります。
車内に車椅子を置くスペースはありません。

ツアー番号：BOS-605 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞
クインシーマーケットでの下車離団は、午前に出発するツアー (BOS-305A) のみです。船まではご自身でお戻
り下さい。午後に出発するツアーは下車離団ができません。交通事情により訪問順序が変わる場合がありま
す。教会の建つ丘へは徒歩で登ります。

ツアー番号：BOS-600 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
ボストン観光と水陸両用車ツアー
Boston City Highlights by Amphibious Duck Vehicle
所要時間：約1時間45分

＜注意事項＞
交通事情やクルーズの着岸時間により訪問順序が変わる場合があります。
昼食はクインシーマーケットにて各自お摂り頂きます。現金またはクレジットカードをお忘れなく。クルーズ
によっては、ダイニングのご予約時間より帰船が遅くなり、ディナー予約時間をご変更いただく場合がござい
ます。

ツアー番号：BOS-305 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
歴史の街、ボストンとケンブリッジの観光
Historic Boston & Cambridge Scenic Drive
所要時間：約3時間45分
下車予定：①⑤⑦ 車窓予定：②③④

ツアー番号：BOS-300 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約7時間半
下車予定：①⑥⑦ 車窓予定：②③④⑤
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

車窓予定：
＜注意事項＞
全行程３．２キロほどになります。歩き易い靴と服装でご参加ください。時間に余裕があれば、市内に残って
各自観光をお楽しみ頂けることもあります。帰りのシャトルバスチケットはツアーの一部となるため、車内で
配布します。

＜注意事項＞
このツアーは参加人数に限りがあります。土曜日と日曜日は催行しません。クインシー/ファニュエル・ホール
に残って、自由に観光をお楽しみいただくこともできます。帰りのシャトルバスチケットはツアーの一部とな
るため、車内で配布します。

ツアー番号：BOS-470 ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）
自由への道の徒歩ツアーとクインシーマーケット
Freedom Trail Walking Tour & Quincy Marketplace
所要時間：約3時間半
下車予定：①④

ノースエンドマーケット食通ツアー
Boston's North End Markets Culinary Tour
所要時間：約2時間半
下車予定：⑤　 車窓予定：

下車予定： 車窓予定：
＜注意事項＞
訪問順序が逆になる場合があります。

ツアー番号：BOS-385 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞
ボストン茶会事件船と博物館への入場券は車内で購入できます。この博物館は、ご希望に応じての下車ポイン
トです。興味深い展示や正確に修復された茶会事件船をご覧頂けます。ＵＳＳコンスティチューションは2015
年3月から2018年3月修繕の為にドライドックに入る予定です。

ツアー番号：BOS-205 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
ジョン・Ｆ・ケネディー図書館とアダムス国立公園
John F. Kennedy Library & John Adams National Park
所要時間：約4時間

ツアー番号：BOS-125 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
ホップオン・ホップオフ　トロリー
Hop On/Hop Off Trolley
所要時間：約1時間45分
下車予定：②⑤ 車窓予定：①③
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健脚レベル その他

下車予定： 車窓予定：
＜注意事項＞
訪問順序が逆になる場合があります。

ツアー番号：BOS-200 ツアー料金：＄69.95～（子供料金：なし）
ジョン・F・ケネディ図書館とボストン観光
Kennedy Library and Boston Highlights
所要時間：約4時間
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⑧ ライトハウス　Lighthouses

険しく、時には危険なメイン州の海岸線に沿って船を安全に誘導するために使われ、今も多くの美しくてユニークな灯台が５５
９７キロにわたって監視しています。

⑤ ヴィクトリアン　バーハーバー　Victorian Bar Harbor

島の東側にひっそりと佇むこのかわいらしい町はかつて裕福層や有名人が多く住む場所であり、黄金時代の豪華なマンショ
ンがメインストリートにたくさん見られます。

⑥ ロブスターベイク　Lobster Bake

メイン州の海岸で水揚げされた新鮮なロブスターは極上であり、だれもが認めるロブスター料理の王様です。とうもろこし、
じゃがいも、その盛り付けを含めメイン州の名物料理として知られています。

⑦ クランベリー島　Cranberry Islands

近郊の湿地で育った赤いベリーを使ったタルトにちなんで名付けられたこの島は５つの島から成っており、それぞれの島には
一般の店から郵便局、教会、歴史的団体、学校があります。

海水が岩の空洞を侵食し、大きな音と水が空中に押し出させる瞬間を見てみましょう。１２メートル以上吹き上がることもあり
ます。

バー・ハーバー、メイン州（アメリカ）

Bar Harbor, Maine　
キャディラック山に広がるアーカディア国立公園を訪れてみると、なぜジョン･Ｄ・ロックフェラーのような人々がこの地
域の美しい自然を残そうと熱望したのかお分かり頂けるでしょう。個人の寄付によって創立されたアーカディア国立公
園は海に削られた海岸線、そそり立つ断崖や緑あふれる山々など自然の宝庫です。マウントデザート島は1919年
アーカディア国立公園が創立される以前から人気のリゾート地でした。1890年代から1910年にかけ、バー・ハーバー
には富裕層がおしよせ、ニューポート風豪華コテージを建築し、静かなニューイングランドの町をファッショナブルな夏
のリゾート地に変えました。ジョン・Ｄ・ロックフェラーを含む裕福な人々の働きかけにより、ウッドロー・ウィルソン大統
領がアーカディアをミシシッピより東に作られた最初の国立公園にしました。数多くある豪華別荘は過去の名残です。
1947年の大火により町とその周りの森林は焼失してしまいましたが、アーカディアは被害を免れ、今日ではアメリカ国
内で数多くの人が訪れる国立公園の一つとなっています。敷地面積3万5千エーカーの公園内には自然が溢れてい
ます。見事な景観に加え、ヘラジカやアメリカクロクマ、オジロジカなど約50種の哺乳類が生息し、公園内を歩き回っ
ています。
ご案内：バー・ハーバーはテンダーポートです。船から桟橋まで船のテンダーボートを使用します。

＜見どころ＞

① アーカディア国立公園　Acadia National Park

4万７０００エーカーに広がり、多くのエリアにはかつてはロックフェラーやヴァンダービルト、モーガンズのような大富豪たちの
別荘がありました。今日ではハイカーやロッククライマー、キャンパー、冒険家たちの旅行先となっています。

② ２７マイルパークループロード　27-Mile Park Loop Road

素晴らしい眺望の景観ドライブは、ハルコーブから始まりマウントデザート島を一周し、キャディラックマウンテンの頂まで続き
ます。

③ キャディラックマウンテン　Cadillac Mountain

４６７メートルのキャディラックマウンテンはアメリカの東海岸沿いの最高地点になります。１０月から３月は、アメリカで最初に
日の出を見られる場所です。

④ サンダーホール　Thunder Hole
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健脚レベル その他

アーカディア国立公園とキャディラックマウンテン
Acadia National Park & Cadillac Mountain

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
訪問順序は変更になる場合があります。

アーカディア国立公園とルッキンググラスレストラン
Acadia National Park & Looking Glass Restaurant
所要時間：約3時間
下車予定：①②④ 車窓予定：⑤

車窓予定：⑤⑦
＜注意事項＞
このツアーの内容はBHB-100と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用の方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とそ
の同伴者１名だけが優先されます。１名以上の同伴者の方はBHB-100で使用される交通手段でのご移動をお願
いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。
折り畳み式車椅子をご利用の方で３-５段の昇降が出来る方はBHB-100にお申し込みください。折り畳み式車
椅子と車椅子はトランクに収容できます。ドライバーガイドは重量が２２キロを超す車椅子を搭載する手助け
は致しません。ドライバーガイドは口頭で説明しますが、お客様を持ち上げたり、車椅子を押したりしませ
ん。介助が必要な身障者の方は、介助できる方と同行してください。車輛に設置されたリフトは参加者と車椅
子の重量と合わせて２１５キロまでに対応しています。事前に準備をし、場合によってはスクーターの代わり
に折り畳み式車椅子などの選ぶする必要があります。適切な対応が執れるよう、乗船後速やかにツアーオフィ
スにご連絡ください。

ツアー番号：BHB-105 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

訪問順序が変わる場合があります。天候によってはキャディラックマウンテンに代わり、ジョーダンポンドか
アーカディア国立公園ビジターセンターを訪れます。キャラディラック山頂は風が強いのでセーターやウィン
ドブレーカーなど暖かい服装でご参加ください。３～５段の昇降が出来る方がお申し込みください。車椅子常
用者の方はこのツアーで同じ乗物を使用するBHB-101にお申し込みください。

ツアー番号：BHB-101 ツアー料金：＄64.95～（子供料金有：12歳以下）
アーカディア国立公園とキャディラックマウンテン(車いすの方向け)
Acadia National Park & Cadillac Mountain (Wheelchair Accessible)
所要時間：約2時間半
下車予定：①②③

ツアー番号：BHB-100 ツアー料金：＄64.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約2時間半
下車予定：①②③ 車窓予定：⑤⑦
＜注意事項＞
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

アーカディア国立公園とロブスターベイク
Acadia National Park & Lobster Bake

健脚レベル その他

健脚レベル その他

豪華リムジンによるアーカディア国立公園（昼食込み）
The Ultimate Island Experience & Lunch

リムジンは１台に14名まで乗れます。霧が濃い場合はキャディラックマウンテンに代わりジョーダンポンドハ
ウスかアーカディア国立公園ビジターセンターを訪れます。午後の出発の場合は、ツアー前に昼食の時間をと
ります。

所要時間：約4時間
下車予定：①②③ 車窓予定：④
＜注意事項＞

下車予定：①②③④⑤⑥ 車窓予定：⑦
＜注意事項＞
訪問順序は変更になる場合があります。悪天候の場合、キャディラックマウンテンへは行かず公園内の別の場
所に行きます。キャディラックマウンテンの頂上付近は風が強いかもしれませんので、セーターやウィンドブ
レーカーなど温かい服装でお越しください。ロブスターベイクでは、ステーキではなく別物ものに変更される
可能性があります。

ツアー番号：BHB-135 ツアー料金：＄169.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞
訪問順序は変更になる場合があります。ロブスターベイクではロブスターの代わりにステーキにすることも出
来ます。

ツアー番号：BHB-120 ツアー料金：＄139.95～（子供料金有：12歳以下）
バー・ハーバーの見所とロブスターベイク
Bar Harbor Highlights & Lobster Bake
所要時間：約6時間

車窓予定：

ツアー番号：BHB-115 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約4時間
下車予定：①②⑥ 車窓予定：⑤

ツアー番号：BHB-110 ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）
アーカディア国立公園
Acadia National Park Express
所要時間：約2時間半
下車予定：①②③④
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

車窓予定：
＜注意事項＞
サンダーホールの階段を降りる際は充分お気を付けください。キャディラックマウンテンの山頂からの景色は
霧などで遮られる場合もあります。天候によってはキャディラックマウンテンに代わり、ジョーダンポンドか
アーカディア国立公園ビジターセンターを訪れます。

＜注意事項＞
キャディラック・マウンテンにはいきません。駐車スペースが取れれば、サンダーホール、サンドビーチ、
オッタークリフやジョーダンポンドなど含むループロードで、写真撮影のために停まります。

ツアー番号：BHB-130 ツアー料金：＄149.95～（子供料金：なし）
アーカディア国立公園の宝石
Jewels of Acadia National Park
所要時間：約4時間
下車予定：①②③④

アーカディア国立公園ループロード
Acadia National Park Loop Road
所要時間：約2時間
下車予定：①② 車窓予定：④

下車予定：① 車窓予定：④⑤⑦⑧
＜注意事項＞

ツアー番号：BHB-125 ツアー料金：＄39.95～（子供料金：なし）

スナックや飲み物は観光船内でお買い求めいただけます。

＜注意事項＞
悪天候などで馬車による観光が中止になる場合があります。馬車の定員は６名から１０名のため参加人数が非
常に限られています。訪問順序が逆になる場合もあります。厩舎が２０１６年１０月１８日以降閉鎖されるた
め、それ以降のツアー催行はしません。

ツアー番号：BHB-620 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
観光船での歴史的灯台と国立公園ツアー
Historic Lighthouses & National Park Tour by Boat
所要時間：約2時間45分

ツアー番号：BHB-140 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）
アーカディア国立公園内での馬車観光
Carriage Ride in Acadia National Park
所要時間：約3時間半
下車予定：① 車窓予定：②⑤
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
野生生物はよく見られますが、必ずいるとは限りません。暖かい服装、帽子、ジャケット、カメラ、サングラ
スと双眼鏡の持参をお勧めします。

ロブスター捕獲船ルル号クルーズ
Lulu Lobster Boat Ride
所要時間：約2時間
下車予定： 車窓予定：①③⑤⑧

下車予定：① 車窓予定：⑤
＜注意事項＞
天候によって、山沿いの整備された道を、通常のペースで約2.5～3キロ程歩きます。訪問順序は変更になる場
合があります。歩き易い靴を履き、重ね着をし、防水のジャケットをご持参ください。

ツアー番号：BHB-635 ツアー料金：＄49.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞
歩きやすい靴を履き、暖かい服装でご参加ください。８歳以上の方がご参加いただけます。１．６キロほどの
距離をゆったりしたペースで歩き、途中立ち止まってガイドの案内を聞きながら進みます。ST.Saviour教会の
内部を含み、写真撮影いただけます。当時の衣装を着用したガイドと一緒にお写真もどうぞ。

ツアー番号：BHB-470 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
徒歩でのアーカディア国立公園
Acadia National Park Guided Walk
所要時間：約3時間

ツアー番号：BHB-380 ツアー料金：＄29.95～（子供料金有：12歳以下）
ビクトリア時代のバー・ハーバー、徒歩での観光
Victorian Bar Harbor Guided Walking Tour
所要時間：約1時間半
下車予定：⑤ 車窓予定：

バンで巡るアーカディアとバス・ハーバー灯台
Acadia & Bass Harbor Lighthouse by Van
所要時間：約5時間
下車予定：①④⑧ 車窓予定：

ツアー番号：BHB-305 ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）
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健脚レベル その他

自転車で巡るアーカディア国立公園
Acadia National Park by Bicycle

健脚レベル その他

ホエールウォッチングクルーズ
Whale Watching Cruise

＜注意事項＞
このツアーは天候に関係なく催行されますので、暖かい服装でご参加ください。帽子、ジャケット、カメラ、
サングラス、買い物のための現金、双眼鏡(船内で借りることが出来ます)をお持ち頂くことをお勧めします。
船内には充分な席があります。鯨が見られなかった場合は代金の５０％をオンボードアカウントにご返金致し
ます。18歳以上の方は乗船時にパスポートなど写真付きの身分証明の提示が必要です。

＜注意事項＞
このツアーは晴雨に関係なく催行され、８キロ程自転車で走行します。初心者の方でもお楽しみいただけま
す。歩きやすく丈夫な靴を履き、セーター、ウインドブレーカーなどをご用意ください。健康で体力に自信の
ある方のみご参加ください。先頭に1名と後方に1名の合計２名ガイドが同行します。ご参加にあたり承諾書の
ご署名をいただきます。
（参加条件：１２歳以上で、身長が１５０センチ以上）

ツアー番号：BHB-640 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約3時間半
下車予定： 車窓予定：⑤

ツアー番号：BHB-450 ツアー料金：＄79.95～（子供料金：なし）

所要時間：約2時間半
下車予定：① 車窓予定：⑤
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健脚レベル その他

下車予定：　 車窓予定：⑤
＜注意事項＞
このツアーの内容はBHB-640と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用の方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とそ
の同伴者1名だけが優先されます。１名以上の同伴者の方はBHB-640で使用される交通手段でのご移動をお願
いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。
ドライバーガイドは重量が２２キロを超す車椅子を搭載する手助けは致しません。介助が必要な身障者の方
は、介助できる健常者と同行してください。安全と安心を考慮し、下船ができるかの最終的な許可は、その都
度船長の判断に委ねられます。
一般のお客様１５０名に加えて、車椅子常用者４名または車椅子２台とスクーター１台が乗船可能です。ス
クーターは１台しか乗れません。船へは桟橋よりスロープを使用し乗船します。車椅子常用者は車椅子に座っ
たままのクルーズをします。
事前にツアーデスクに使用する車椅子、スクーターのタイプなどをご連絡ください。
鯨が見られなかった場合は代金の５０％をオンボードアカウントにご返金致します。18歳以上の方は乗船時に
パスポートなど写真付きの身分証明の提示が必要です。

ツアー番号：BHB-641 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
ホエールウォッチングクルーズ(車椅子常用者)
Whale Watching Cruise (Wheelchair Accessible)
所要時間：約3時間半
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⑧ セントマーティンズと海の洞窟　St. Martins and Sea Caves

セントジョンの東、セントマーティンズは造船の歴史が深い村であり、赤い断崖や海の洞窟、ファンディ湾の潮が毎日のように
外へ中へと押し流してできた３マイルの三日月型ビーチがあります。

⑤ セントジョン文化遺産地区　Saint John Heritage Area

セントジョンの文化遺産保存地区であるトリニティーロイヤルは、町の１９世紀の建築保存を賞賛し、現代的なブティック、アン
ティーク、レストランを特徴とする２０ブロックのエリアです。

⑥ カールトン・マーテロータワー　Carleton Martello Tower

このタワーは復旧された火薬庫や兵舎の部屋のようなハイライト、素晴らしいセントジョンの眺望とその港と共に１８１２年の戦
争に遡る国の歴史的な史跡であります。

⑦ ファンディ湾　Bay of Fundy

ファンディ湾は世界で最も高潮の干満と共に非常に劇的でダイナミックな海岸線を誇りとしています。毎日、一度の干満のサ
イクルで、１０００億トンの海水が湾に流れ込んだり、出たりしています。

ニューブランズウィック州で最初の国立公園がファンディ湾に位置しています。ファンディ湾の高い位置に広がっているのが
ホープウェルロックで、岩の形は潮の侵食に起因しています。

セントジョン、ニューブランズウィック州（ファンディ湾へ）

Saint John, New Brunswick (For the Bay of Fundy)
カナダでも最も古い町セントジョンはニューブランズウィックの絶景への玄関口です。なんとニューブランズウィック州
の85パーセントの土地が手つかずのままです。広大な森林やさらさら流れる渓流、ゆるやかな丘陵、緑豊かな農牧
地、息をのむような海岸線に歴史ある町々が点在します。自然の驚異である川の逆流現象が魅力を添えます。干満
の激しいファンディ湾の潮位がセントジョン川を逆流させる現象を起こします。セントジョンの歴史は洗礼者ヨハネ生
誕日の6月24日にサミュエル・シャンプランが降り立った1604年まで遡ります。アメリカ独立戦争後、アメリカのロイヤ
リスト達がこの地域に集まり、セントジョンは活気ある工業港となりました。しかし1877年の悲惨な大火により商業が
衰退し、長期間の無策により町は暗く、わびしい影を落としていました。最近になり様変わりをしました。ウォーターフ
ロントと旧市街の再開発によりセントジョンズの魅力と豊かな歴史が蘇りました。

＜見どころ＞

① リバーシング　ラピッズ　Reversing Rapids

リバーシング　ラピッズはセントジョン川の逆流現象で、カナダの東海岸に１７０マイルに延びるファンディ湾の激しい潮の干満
により起こるユニークな現象です。

② オールドシティーマーケット　Old City Market

オールドシティーマーケットはカナダの歴史的史跡の一部分で、カナダで最も古いファーマーズマーケットです。

③ セントアンドリュース　St. Andrews

新たに発見された夏のリゾートタウンであるセントアンドリュースはオールドニューイングランドの面影を少し残した絵のような
美しい町です。１７８３年にロイヤリストによって建設され、州の中でも最も古い町の一つです。

④ ファンディ国立公園とホープウェル　ロックス　Fundy National Park & Hopewell Rocks
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健脚レベル その他

逆流現象、シティマーケットとカールトン・マーテロータワー
Reversing Rapids, Old City Market & Martello Tower

健脚レベル その他

セントマーティンズ、セントジョン川とファンディ湾
St. Martins, St. John River & The Bay of Fundy

健脚レベル その他

セントジョンの見所とファンディ湾（軽食込み）
Saint John Highlights, The Bay of Fundy & Light Lunch

健脚レベル その他

セントアンドリュースとキングスブレイ・ガーデンでの昼食
Scenic St. Andrews &  Lunch at Kingsbrae Garden

下車予定：②⑧ 車窓予定：①⑦

ツアー番号：YSJ-100 ツアー料金：＄54.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約3時間
下車予定：①②⑥ 車窓予定：⑤⑦
＜注意事項＞
ファンディ湾は干満の差が激しいため、訪問中に逆流現象が見られる保証はできせん。

ツアー番号：YSJ-110 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約5時間半

車窓予定：⑤⑥

＜注意事項＞
ファンディ湾は干満の差が激しいため、訪問中に逆流現象が見られる保証はできせん。

ツアー番号：YSJ-115 ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約6時間半
下車予定：①②⑦⑧

下車予定：①③ 車窓予定：⑦

＜注意事項＞
歩き易い靴を履いてご参加ください。

ツアー番号：YSJ-120 ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約6時間半

＜注意事項＞
セントアンドリュースへは片道約１時間15分のドライブです。若干段差のある砂利道などを１キロ弱歩き、５
～１０ほどの段差もあります。夏のリゾートタウンのため、１０月後半には多くの店舗が閉まります。
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健脚レベル その他

トロリーで巡るセントジョンとリバーシングフォールズ
Saint John Highlights & Reversing Falls by Trolley

健脚レベル その他

セントジョン観光ドライブ（車椅子介添え者）

健脚レベル その他

Saint John Scenic Drive-Wheelchair Companions

所要時間：約1時間15分
下車予定：①②　 車窓予定：⑤⑦

所要時間：約2時間半
下車予定：①② 車窓予定：⑤⑦

＜注意事項＞

ツアー番号：YSJ-181 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
セントジョン観光ドライブ(車椅子常用者)
Saint John Scenic Drive-(Wheelchair Accessible)

家族や友人などの同行者と折りたたみ式以外の車椅子の方はYSJ-180にお申し込み下さい。同じバスで観光す
ることができます。折りたたみ式車椅子の方はYSJ-180にお申し込み下さい。参加人数には限りがあります。

所要時間：約2時間半
下車予定：①② 車窓予定：⑤⑦

ツアー番号：YSJ-160 ツアー料金：＄34.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞
トロリー内には車椅子などを収容する設備はありません。

ツアー番号：YSJ-180 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞
このツアーの内容はYSJ-180と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用になっている方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用
する方とその同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はYSJ-180で使用される交通手段でのご移
動をお願いするかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。
車両には３台の車椅子または２台のスクーターと８名の乗客を収容できます。折りたたみ式の車椅子などは別
途に収容できます。車両のリフトは、総重量３１７kg、最大幅８０cm、奥行き１．５mまで対応しています。
お客様のニーズに対応するため、どのような車椅子を利用されるかなど乗船後早めにツアーデスクにお申し出
下さい。
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

このツアーは、ご家族連れやカヤックの経験がない方でもご参加いただけます。１２歳以下のお子様は参加で
きません。このツアーは天候に関係なく催行されますが、天候状況によりカヤックの場所が変更になる場合も
あります。履きやすく滑らない靴を履き、暖かいセーターもしくはウィンドブレーカーを着用ください。水に
濡れる場合がありますので、着替えもお持ち頂くことをお勧めします。

下車予定：⑤ 車窓予定：①②

ファンディ湾撮影ツアー
Bay of Fundy Coastal Photography Tour
所要時間：約3時間15分
下車予定：①⑦ 車窓予定：

車窓予定：⑦

＜注意事項＞
乗車前にバスルートの案内地図が配布され、運行の頻度の説明を受けます。各観光施設の入場料は含まれてい
ません。バスは１５分から３０分の間隔で終日運行しています。周遊するのに最低１時間半、訪問場所での時
間のかけ方などで異なります。乳がん支援をするためピンクのバスが使用され、代金の一部はカナダの乳がん
基金へ寄付されます。
運用の状況により、ピンクのダブルデッカーは大型バスに変更になる場合があります。

ツアー番号：YSJ-245 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

Kayak Adventure & Lobster Cookout
所要時間：約4時間半

ツアー番号：YSJ-125 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）
ピンクバスでのセントジョン観光：ホップオン/ホップオフ１日券
Big Pink Saint John: Hop On/Hop Off All Day Bus Pass
所要時間：約5時間

＜注意事項＞

＜注意事項＞
歩きやすい靴でご参加下さい。カメラと予備のフイルム、メモリーのご用意もお忘れなく。

ツアー番号：YSJ-880 ツアー料金：＄139.95～（子供料金：なし）
カヤック体験とロブスターバーベキュー

下車予定：
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⑧ ルーネンバーグ　Lunenburg

このユネスコの世界遺産の史跡は北米で１８世紀の計画された英国殖民地の最も良い一例とされています。また、世界のバ
ルサムクリスマスツリーの首都としても知られています。

⑤ 州議事堂　Province House

１８１９年から毎年ノバスコシア州の議会が行われてきた場所です。これはカナダで最古の政治の席です。会議室や図書室を
ツアーで回ることができます。

⑥ セントポール大聖堂　St.Paul’s Cathedral

この１８世紀の教会はハリファックスで最も古いプロテスタントの崇拝の場所であり、最初の要塞教会です。‘爆発窓‘と１９１７
年にあった爆発のせいで壁に埋め込まれた金属の破片をご覧ください。

⑦ ペギーズコーブ　Peggy’s Cove

この古風で趣のある漁村の歴史は１８１１年まで遡ります。ペギーズポイントの灯台を訪れてください。流行りな赤と白のクラ
シック建築物は１９１４年に建てられ、現在も使用されている為、内部の見学はできません。

１８６９年の要塞での生活を俳優たちが表現する歴史プログラムをお楽しみください。またハリファックスと北米の歴史の中で
のシタデルの役割を説明する多くの展示もあります。

ハリファックス、ノバスコシア州（カナダ）

Halifax, Nova Scotia (Canada)
ノバスコシア州の州都でカナダ大西洋地方最大の都市ハリファックスはかつて英国の北米重要軍事拠点でした。美
しく修復されたウォーターフロントの建物は何世紀もの歴史ある海の遺産を思い起こします。ウォーターフロントを散
策していると、ノバスコシアの海に浮かぶ大使で、200年の歴史がある大型帆船ブルーノーズⅡ世号がプライベー
ター埠頭に係留されています。
ハリファックスは花崗岩の断崖にポツンと佇む灯台が荒々しい自然美に調和をしている有名なペギーズコーブなど含
む、ノバスコシアの息をのむように素晴らしい景色への玄関口でもあります。

＜見どころ＞

① 大西洋海洋博物館　Maritime Museum of the Atlantic

ノバスコシア州の海の歴史を遡ります。多くの展示品の中から、唯一残ったデッキチェアを始め、世界でももっとも重要なタイ
タニックの遺品を見ることができます。

② ピア２１　Pier 21

カナダの移民博物館にて１９２８年から１９７１年の間に多くの人々が通過した入国ポイントを体験し、個人的、国家的な苦闘
や成功の物語を学びます。

③ ヒストリック　プロパティーズ　Historic Properties

このかわいらしく改装された１９世紀の地区は商船や私掠船、海軍船が港を巧みに使った時代に耳を傾けているようです。買
い物をしながらふらふら歩いたり、歴史を感じてみてください。

④ ハリファックス　シタデル　国立歴史地区　Halifax Citadel National Historic Site



22

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
丈夫なウォーキング用の靴を履き、天候が変わりやすいので雨具などをご用意ください。ペギーズコーブへは
片道約１時間のドライブです。

ペギーズコーブ、景観ドライブとロブスター付き昼食
Peggy's Cove, Scenic Drive & Lobster Lunch
所要時間：約5時間半
下車予定：⑦ 車窓予定：④⑤

下車予定：①④⑦ 車窓予定：
＜注意事項＞
ペギーズコーブへは片道約１時間のドライブです。丈夫なウォーキング用の靴を履き、天候が変わりやすいの
で雨具などをご用意ください。カメラのメモリーやフイルムも充分にご用意ください。ツアー時間は、当日の
船の入港状況などにより変わる場合があります。

ツアー番号：YHZ-115 ツアー料金：＄149.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞

ツアー番号：YHZ-110 ツアー料金：＄169.95～（子供料金有：12歳以下）
ペギーズコーブとハリファックスの見所（昼食込み）
Peggy's Cove, Halifax Highlights & Lunch
所要時間：約7時間

墓地では片道７０メートルほどの徒歩移動を伴います。

＜注意事項＞
ペギーズコーブへは片道約１時間のドライブです。丈夫なウォーキング用の靴を履き、天候が変わりやすいの
で雨具などをご用意ください。カメラのメモリーやフィルムも充分にご用意ください。

ツアー番号：YHZ-105 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
ペギーズコーブとタイタニック（午後のツアー）
Peggy's Cove & Titanic (Afternoon Tour)
所要時間：約3時間半
下車予定：⑦ 車窓予定：

ツアー番号：YHZ-100 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
ペギーズコーブと海岸線ドライブ
Peggy's Cove & Coastal Scenic Drive
所要時間：約3時間
下車予定：⑦ 車窓予定：③⑤
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
エクスプレスパスには、シタデルと海洋博物館への優先入場券を含みます。ダブルデッカーは１５分から３０
分おきに終日運行しています。運用の状況により、ピンクのダブルデッカーは大型バスに変更になる場合があ
ります。
ツアーの所要時間は訪問場所や各訪問地での時間などにより異なりますが２時間半から４時間ほどです。
車椅子でのダブルデッカーの乗車はいただけません。参考資料として地図も配布されます。

＜注意事項＞
チケットに書かれているツアー番号がYHZ-125Aの場合、午前中にペギーズコーブに行きペギーズコーブから戻
る際にホップオンホップオフバスを利用します。チケットに書かれているツアー番号がYHZ-125Bの場合、午
前中にホップオンホップオフバスに乗り、午後ペギーズコーブに行きます。各観光施設への入場料はツアー代
金に含まれておりません。バスは１５分から３０分おきに埠頭を出発します。
乳がん支援をするためピンクのバスが使用され、代金の一部はカナダの乳がん基金へ寄付されます。運用の状
況により、ピンクのダブルデッカーは大型バスに変更になる場合があります。ダブルデッカーには車椅子を収
容することができません。

ツアー番号：YHZ-130 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
優先入場券　で巡るハリファックス市内観光
Halifax Scenic Tour with Express Pass Entrance
所要時間：約2時間半
下車予定：①④ 車窓予定：②③⑤⑥

ペギーズコーブとホップオン/ホップオフバスツアー
Peggy's Cove & Hop On/Hop Off Bus Tour
所要時間：約5時間
下車予定：⑦ 車窓予定：①③④⑤⑥

下車予定：⑦ 車窓予定：③④
＜注意事項＞
ペギーズコーブへは片道約１時間のドライブです。丈夫なウォーキング用の靴を履き、天候が変わりやすいの
で雨具などをご用意ください。カメラのメモリーやフイルムも充分にご用意ください。訪問順序は変更になる
場合があります。

ツアー番号：YHZ-125 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）

ツアー番号：YHZ-120 ツアー料金：＄109.95～（子供料金有：12歳以下）
ペギーズコーブ、歴史的要塞とタイタニック（昼食込み）
Peggy's Cove, Historic Fortress, Titanic & Lunch
所要時間：約7時間
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定：① 車窓予定：③⑤⑥
＜注意事項＞
大西洋海洋博物館の入場料は含まれています。営業時間により訪問順序が変更になる場合があります。

＜注意事項＞
水陸両用車は陸上を３５分、水上を２５分ほど走ります。悪天候で小型船舶の運行が制限されている場合には
水上走行を取り止め、代金の２５％を船内アカウントに返金します。水陸両用車はオープンエアのため、暖か
い服装でご参加ください。

ツアー番号：YHZ-205 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
大西洋海洋博物館とRMSタイタニック号
Maritime Museum & RMS Titanic
所要時間：約3時間

＜注意事項＞
歩き易い平底の滑りにくい靴でご参加ください。徒歩での移動距離は各自の判断により異なります。港周辺か
ら街中まではかなりの坂があります。

ツアー番号：YHZ-600 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）
市内観光とハーバーダックツアー
Halifax City & Harbor Duck Tour
所要時間：約1時間
下車予定：　 車窓予定：①④

徒歩でのルーネンバーグと観光ドライブ
Colonial Lunenburg Walking Tour & Scenic Drive
所要時間：約7時間
下車予定：⑧ 車窓予定：①③④

下車予定：④ 車窓予定：③
＜注意事項＞

ツアー番号：YHZ-210 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）

墓地では片道７０メートルほどの徒歩移動を伴います。

ツアー番号：YHZ-160 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）
ハリファックス観光ドライブ
Historic Halifax Sites Scenic Drive
所要時間：約2時間
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

下車予定：①③④ 車窓予定：⑤⑥
＜注意事項＞
観光施設の入場料は含まれません。ダブルデッカーは１５-３０分おきに埠頭を出発します。各ルートは別々の
ダブルデッカーが運行しますが、市内または始発終点となる港にて乗り換えることが可能です。ツアーの長さ
はそれぞれです。代金の一部はカナダの乳がん基金へ寄付されます。運用の状況により、ピンクのダブルデッ
カーは大型バスに変更になる場合があります。ダブルデッカーには車椅子を収容することができません。

＜注意事項＞
博物館の入場料は含まれていません。歩き易い靴と暖かいジャケットやセーターでご参加ください。徒歩での
移動距離は各自の判断により異なります。

ツアー番号：YHZ-135 ツアー料金：＄44.95～（子供料金有：12歳以下）
ピンクの大型バスでハリファックス観光：ホップオン/ホップオフ１日券
Big Pink Halifax: Hop On/Hop Off All Day Bus Pass
所要時間：約1時間半

アナポリス谷、ワインの試飲、ファンディ湾
Annapolis Valley Tour, Wine Tasting & Bay of Fundy
所要時間：約7時間
下車予定： 車窓予定：②③

ツアー番号：YHZ-225 ツアー料金：＄99.95～（子供料金有：12歳以下）
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⑥ ハイランド村と博物館　Highland Village & Museum

１８世紀半ばのノバスコツアのゲール文化を賛美する４３エーカーの歴史博物館です。時代を感じる建築物や珍しい農場の動
物たち、展示品、衣装を着たガイドによって面白く楽しい歴史の旅をしていただけます。

⑦ カボットトレイル　Cabot Trail

⑧ ルイズバーグの砦　Fortress of Louisbourg

北米最大の再建されたフランス要塞都市でカナダの国立史跡です。当時の衣装を着たガイドや歴史的建造物、デモンスト
レーションなどがエキサイティングで面白い歴史のレッスンを盛り上げます。

ケープブルトンハイランドの周りを回る美しい道路で、きれいなブラドー湖を通り、岩だらけの海岸線に続いています。

⑤ ケープブレトンハイランド国立公園　Cape Breton Highlands National Park

この３６６平方マイルの公園には、美しい山々、青々とした谷や森、透明で済んだ滝、岩の多い海岸線、ツンドラのような台地
があり、ケープブレトンハイランドとして知られています。

ケープブレトンはゲール語が今なお話されている北米で唯一の場所であり、音楽やダンス、物語が２００年前にスコットランド
から移民してきた人々により受け継がれてきました。

シドニー、ノバスコシア州（カナダ）

Sydney, Nova Scotia（Canada）
ケープブレトン島シドニー港は景勝地への玄関口です。美しさとユニークなケルト音楽と文化が残ることで知られいま
す。船を降りジョアン・ハリス・クルーズパビリオンに入ると素晴らしい見所と催し物が紹介されています。
港付近のパビリオンには数多くのブティック、工芸マーケットや世界最大のバイオリンあります。無線インターネット
サービス、観光案内所、ケープブレトン島の工芸、画像や豊かな文化と島の歴史遺産を紹介する展示センターがあり
ます。またレンジ・ライトカフェで喉を潤し、地元産シーフード料理に舌鼓を打ち、2階にあるバルコニーでグラスワイン
を楽しんだりするのもよいでしょう。
シドニーの町は深い歴史があり、1785年英国のロイヤリストがアメリカ独立革命の危機から逃れる為に建設されえた
町でした。豊富な天然資源は新しい居住者をもたらし石炭と鉄鋼業が築かれ、世界の移民が多民族の文化的な土台
を築きました。現在シドニーには多文化の面影が残ります。
ジョアン・ハリス・クルーズパビリオンはバデックやグラハム・ベルが生活し、働き、研究した素晴らしい景色のブラドー
湖から車でごく僅かな場所にあります。ケープブレトンの東海岸には北米最大の史跡、ルイズバーグ砦があります。
砦はカナダ国定史跡に指定されており、昔を再現したウイリアムバーグ風アトラクションをお見逃しなく。

＜見どころ＞

① グラハム・ベル博物館　Alexander Graham Bell National Historic Site

バデックにあるこの博物館には3つの展示ホールがあり、ベルの世界最初の電話機を含む様々な発明物が展示されていま
す。屋上庭園からは132の部屋があるベルの邸宅ベイン・ブレアを望むことができます。

② ブラドー湖　Bras d’Or Lake

フランス語で”金の腕“という意味があるこの輝く湖は穏やかで霧がなく、何百もの洞窟や島があることで知られ、ほぼ全体が
高い丘と低い山によって囲まれています。

③ バデック　Baddeck

ケープブレトンの中心で美しいブラッドール湖にあるこのかわいらしい海岸の町には、バデック湾を雄大に見渡せる場所にア
レクサンダーグラハムベルの夏の別荘があります。

④ ケルトの伝承　Celtic Heritage



27

健脚レベル その他

ピンクの大型バスで巡るシドニーハイライトと海岸ドライブ
Big Pink Bus Sydney Highlights and Coastal Drive

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

車窓予定：①②
＜注意事項＞
ハイランド村では歩いての観光となりますが、車内に残り、車窓からの景観を楽しむことも出来ます。
訪問順序が変わる場合があります。

＜注意事項＞

ツアー番号：YQY-310 ツアー料金：＄189.95～（子供料金有：12歳以下）
ブラドー湖、ハイランド村とバデック（昼食込み）
Discover Bras d'Or Lake, Highland Village & Baddeck
所要時間：約6時間半
下車予定：③⑥

野生動物は通常観察できますが保証はいたしません。

代金の一部はカナダの乳がん基金へ寄付されます。混雑を避けるため訪問順序が変わる場合があります。

ツアー番号：YQY-305 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
ハイランド村-博物館とケルト体験
Highland Village and Museum & Gaelic Experience
所要時間：約3時間半
下車予定：⑥ 車窓予定：②

ツアー番号：YQY-205 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）
ベル博物館、バデックとブラドー湖
The Bell Museum, Baddeck & Bras d'Or Lake
所要時間：約4時間
下車予定：①③ 車窓予定：②

ツアー番号：YQY-100 ツアー料金：＄64.95～（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：
＜注意事項＞
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健脚レベル その他

ブラドー湖での帆走とバデック(昼食込み）
Sailing on the Bras D'or Lake, Baddeck & Lunch

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

ジャケットやウィンドブレーカーなど暖かい服装でご参加ください。

会場までは約90メートル徒歩での移動となります。会場にはエレベーターがございます。

ケープブレトンの炭鉱体験と博物館
Cape Breton Island Coal Mine Experience & Museum
所要時間：約4時間
下車予定： 車窓予定：⑤

下車予定：⑧ 車窓予定：
＜注意事項＞
徒歩による観光がかなり含まれます。歩き易い靴と温かい服装、ジャケットやウィンドブレーカーなどを着用
してご参加ください。

ツアー番号：YQY-315 ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞

＜注意事項＞
坑道内は天井が低く、約180メートル歩きます。背が高い方はかがんで通る場所もあります。坑道に入る方は閉
所恐怖症ではなく、身を屈んだ状態で短距離を歩ける方に限ります。健康な方がご参加ください。

ツアー番号：YQY-300 ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：12歳以下）
ルイズバーグ砦国立史跡観光
Fortress of Louisbourg National Historic Site
所要時間：約3時間半

ツアー番号：YQY-200 ツアー料金：＄49.95～（子供料金有：12歳以下）
ケルトの伝承－ケープブレトンの音楽
Celtic Heritage: Sounds of Cape Breton
所要時間：約1時間半
下車予定：④ 車窓予定：

所要時間：約6時間
下車予定：②③ 車窓予定：①
＜注意事項＞

ツアー番号：YQY-610 ツアー料金：＄159.95～（子供料金有：12歳以下）
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健脚レベル その他

シドニー旧市街ウォーキングツアー　ケルト体験
Sydney Old Town Walking Tour & Celtic Experience

健脚レベル その他

カボット・トレイル観光ドライブ-終日（昼食込み）
Road Trip Along the Cabot Trail in Cape Breton

車窓予定：⑤
＜注意事項＞

ツアー番号：YQY-325 ツアー料金：＄139.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約7時間半
下車予定：⑦

片道2時間のドライブで途中景観をお楽しみいただけます。

＜注意事項＞
かかとの高くない歩きやすい靴を着用してください。このツアーは波止場からガイドと一緒に出発し、約１.６
キロの長さをゆっくり歩きます。

ツアー番号：YQY-380 ツアー料金：＄29.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約1時間半
下車予定：④ 車窓予定：
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⑥ ビクトリア・バイ・ザ・シー　Victoria-by-the-Sea

 

⑤ ブルーヘロン景観ドライブ　Blue Heron Scenic Drive

島のアオサギから名付けられた絵になるようなブルーヘロンドライブは、ノース・ショアの景観ビーチに沿って伸び、国立公園
を抜け、島の赤砂岩の崖の側を通ります。

クイーンズ地区の端にあるビクトリア・バイ・ザ・シーは絵のような並木道と眺めの良い灯台で知られる歴史のある海岸村で
す。

⑦ ノース・ラスティコ　North Rustico

島の北岸のこの美しい港とビーチはおよそ１７９０年に造られました。見応えのある赤砂のビーチや豊かな農業、活気に満ち
た漁業共同体で有名です。

　

かわいいシャーロットタウンの町はプリンス・エドワード島で最も大きな町であり、州都でもあります。多くの歴史的建造物や明
るい港、活気のあるショッピング地区があります。

シャーロットタウン、プリンス・エドワード島（カナダ）

Charlottetowm, Princes Edward Island (Canada)
プリンス・エドワード島は面積と人口などカナダで最も小さな州で、フレンドリーな人々や自然の美しさなど、カナダの
発祥の地として知られています。
島の地形はドラマチックで、起伏のある丘陵、静寂な森林、赤みを帯びた白砂の海岸、海の洞窟や有名な赤土があ
ります。州都シャーロットタウンは小さな村のような感じがあり、国際的でありながら寛げる雰囲気があります。歴史的
魅力を残しつつダイナミックな都市に成長しています。プリンス・エドワード島について小説家ルーシー・モード・モンゴ
メリーを抜きには語れません。「赤毛のアン」はビクトリア時代後期を舞台に描かれたものです。その他に1997年に作
られたコンフェデレーション・ブリッジも有名です。氷が覆われた海の上に架けられた世界最長の橋はプリンス・エド
ワード島とカナダ本土を繋いでいます。

＜見どころ＞

①  赤毛のアン国立史跡　Green Gables Heritage Place

キャベンディッシュ村に位置する１９世紀の農家であるグリーンゲイブルスは、ルーシー・モンゴメリが愛した小説「赤毛のア
ン」の舞台でありインスピレーションを得た場所でもあります。納屋やギフトショップ、農家の家を見学します。

② プリンス・エドワード島国立公園　Prince Edward Island National Park

この美しい国立公園は、観光客がキャベンディッシュ村の赤毛のアンの家へ集まるようになってから作られました。赤砂岩の
崖やビーチが特徴で、多くの固有の種が生息しています。

③ シルバーブッシュと赤毛のアン博物館　Silver Bush & Anne of Green Gables Museum

シルバーブッシュの赤毛のアン博物館は美しい１１０エーカーの敷地内にあり、観光客は花の咲いたガーデンを散歩したり、
輝く湖水の眺望を楽しんだりできます。

④ シャーロットタウン　Charlottetown
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健脚レベル その他
「赤毛のアン」国立史跡と島内観光
Anne of Green Gables Historic Site & Island Drive

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
ラスティコやコンフェデレーション・ブリッジの水際は岩場になっていて滑りやすいので近寄らないでください。事前にお知らせ
いただければ、昼食時ベジタリアンラップサンドに替えることもできます。

ツアー番号：YHG-145 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）
馬車で巡るシャーロットタウン
Charlottetown By Horse-Drawn Trolley

所要時間：約1時間
下車予定：　④ 車窓予定：

＜注意事項＞
赤毛のアンの家では、階段を上って２階を見学できますが、車いすの方は上る事が出来ません。

ツアー番号：YHG-110 ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：12歳以下）
赤毛のアン、海岸線の景観ドライブ（昼食込み）
Anne of Green Gables, Coastal Scenic Drive & Lunch

所要時間：約7時間
下車予定：①⑦ 車窓予定：④

＜注意事項＞
赤毛のアンの家は階段を上って２階を見学できますが、車いすの方は上る事が出来ません。文化遺産のためエレベーターやリフト
はございません。晴雨に関わらず催行します。このツアーはシルバーブッシュのグリーンゲイブルス博物館の訪問は含まれませ
ん。

ツアー番号：YHG-105 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：12歳以下）
究極の「赤毛のアン」体験
The Ultimate Anne Of Green Gables Experience

所要時間：約4時間15分
下車予定：①②③　 車窓予定：

ツアー番号：YHG-100 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約3時間半
下車予定：①⑤ 車窓予定：④
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

歩き易い靴を履いてご参加ください。

ツアー番号：YHG-235 ツアー料金：＄159.95～（子供料金：なし）
鷹の訓練体験
Fun with Falcons

所要時間：約3時間半
下車予定： 車窓予定：　④⑤

＜注意事項＞
ツアー代金の一部はカナダの乳がん基金に寄付されます。ダブルデッカーバスと合わせてピンクの大型バスも使用する場合があり
ます。

ツアー番号：YHG-330 ツアー料金：＄69.95～（子供料金有：12歳以下）

＜注意事項＞

プリンス・エドワード島の灯台巡りと観光ドライブ
Lighthouses of Prince Edward Island Scenic Drive

所要時間：約3時間半
下車予定：　④ 車窓予定：

＜注意事項＞
ビクトリア・バイ・ザ・シーのほとんどの商業施設は季節営業の為、クルーズ船が寄港する秋は営業していない場合があります。

ツアー番号：YHG-115 ツアー料金：＄39.95～（子供料金有：12歳以下）
ビックピンクバスと歴史探訪ウォーク
Big Pink Bus Tour & History Walk

所要時間：約1時間半
下車予定：　④ 車窓予定：

島内観光ドライブとコンフェデレーション・ブリッジ
Panoramic Island Drive & Confederation Bridge

所要時間：約3時間45分
下車予定：　⑥ 車窓予定：　④

ツアー番号：YHG-200 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：12歳以下）
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健脚レベル その他
シャーロットタウンの味覚　徒歩観光
A Taste of Charlottetown-Culinary Walking Tour

健脚レベル その他
赤毛のアン、島内観光ドライブとロブスター昼食
Anne of Green Gables, Island Scenic Drive & Lobster

＜注意事項＞
切妻屋根の家の２階へは階段を利用します。エレベーターはありません。訪問順序は午前と午後発のツアーでは異なります。

＜注意事項＞
生又は未調理の肉、鶏肉類、魚介類、卵の摂取は特定の持病を持つ方には食品に関する病気のリスクを増加させる場合がありま
す。このツアーは歩行に難がある方には向きません。約3.2㎞の徒歩による観光が含まれます。訪問する2箇所には、それぞれ10段
から15段の階段があり、上る必要があります。

ツアー番号：YHG-300 ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約4時間半
下車予定：　①⑤ 車窓予定：　②④

ツアー番号：YHG-380 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： 車窓予定：④



34

⑥  アルヴィダ　Arvida

1996年シクティミ川が氾濫し、地域が洪水となりましたが、この質素な家は惨害を免れ、多くの人々の希望を与えました。国立
公園として保護され、付属の博物館は洪水を記念しています。

⑤  シクティミ　Chicoutimi

かつて毛皮の交易地点だったシクティミはのちにパルプと紙産業で繁栄した町として有名となりました。

135日間で作られた街として知られるアルヴィダはカナダで最初の企画されたモデル都市の一つでした。1927年に作られ、ユ
ニークなダウンタウン地区は現在国立史跡に登録されています。

⑦  ラ・ベ　La Baie

サグネ・フィヨルド国立公園の入り口として知られているだけでなく、この地域の緩やかな緑の丘陵の斜面にあるレ・ベルジェ
リ・ドゥ・フォード牧場は賞を受賞したチーズで有名です。

⑧ リトル・ホワイト・ハウス　Little White House

地元の工芸家は、自分たちで飼育するアンゴラ種山羊の毛を使用し伝統的手法で作り出します。生毛からハンドメイドの生地
作る、19世紀から続く由緒ある技術を使用したモヘア織りをご覧ください。

ポート・サグネ、ケベック州（カナダ）

Port Saguenay, Quebec
サグネのフィヨルド沿いは素晴らしい海や山々そして高く聳える崖は3つの国立公園により保護されています。息をの
む自然美は陸、海、空から探訪できます。フランスの雰囲気と古風な残るサグネ・フィヨルドの麓には魅力的な村々が
点在し、美しい地形に囲まれています。

＜見どころ＞

①  サグネ　Saguenay

絵葉書のようなサグネの町は数々の市と町の共同体で、荘厳なサグネ・フィヨルド探訪への玄関口で、深い歴史と文化があり
ます。

② サグネ・フィヨルド国立公園　Saguenay Fjord National Park

古代の氷河に覆われたサグネ・フィヨルドは北半球で最も南にあるフィヨルドと位置付けられています。4種類のクジラと54種
類の魚類が全長104㎞、幅3.2㎞のフィヨルドを住処としています。

③  グラス工房　The Glass Blowing Workshop

伝統の吹きグラスを地元のガラス工芸家による実演が工房にて行われます。

④  シャブリエー・ドゥ・ノード山羊牧場　Le Chevrier du Nord goat farm
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健脚レベル その他
サグネ観光
Best of Saguenay

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他
陸と海からのサグネ観光
Saguenay By Land & Sea

所要時間：約5時間半
下車予定： 車窓予定：②
＜注意事項＞
訪問順序が変わる場合があります。国立公園ヘ行きはバスで帰りは船を使うグループと、行きは船で帰りはバスを使うグループと
があります。干満により船乗り場の傾斜がきつくなる場合があります。このツアーは歩行に難がある方にはお勧めしません。

シクティミ観光
Chicoutimi City Sights

所要時間：約2時間15分
下車予定：⑤⑧ 車窓予定：

ツアー番号：SA5-600 ツアー料金：＄129.95～（子供料金：なし）

サグネの遺産
Saguenay Heritage Route

所要時間：約3時間半
下車予定：①⑤ 車窓予定：⑥⑧ 

ツアー番号：SA5-120 ツアー料金：＄49.95～（子供料金：なし）

ツアー番号：SA5-100 ツアー料金：＄84.95～（子供料金：なし）

所要時間：約4時間
下車予定：①③④⑤ 車窓予定：

ツアー番号：SA5-105 ツアー料金：＄69.95～（子供料金：なし）
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健脚レベル その他
サグネ国立公園徒歩観光
Guided Walk in Saguenay National Park

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
カヤックの経験は問いません。参加するにあたり、免責書類に署名していただく必要があります。

サグネ国立公園でシーカヤック
Sea Kayaking at Saguenay National Park

所要時間：約4時間
下車予定：② 車窓予定：

下車予定： 車窓予定：②
＜注意事項＞

ツアー番号：SA5-880 ツアー料金：＄99.95～（子供料金：なし）

参加するにあたり、免責書類に署名していただく必要があります。移動にはスクールバスが使われます。

移動にはスクールバスが使われます。

＜注意事項＞
標高137メートルの上りを含む2時間の往復ハイキングとなり、中級ハイカーにお勧めです。参加するにあたり、免責書類に署名し
ていただく必要があります。移動にはスクールバスが使われます。

ツアー番号：SA5-610 ツアー料金：＄149.95～（子供料金：なし）
サグネ国立公園ゾディアックアドベンチャー
Zodiac Adventure at Saguenay National Park

所要時間：約4時間

ツアー番号：SA5-470 ツアー料金：＄69.95～（子供料金：なし）
サグネ国立公園ハイキング
Hiking Saguenay National Park

所要時間：約4時間
下車予定：　 車窓予定：②

ツアー番号：SA5-380 ツアー料金：＄69.95～（子供料金：なし）

所要時間：約4時間
下車予定： 車窓予定：②
＜注意事項＞
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健脚レベル その他
工芸見学ツアー
The Craftsman Road

健脚レベル その他

健脚レベル その他

ツアー番号：SA5-200 ツアー料金：＄69.95～（子供料金：なし）
素晴らしい伝統的舞台の鑑賞
La Fabuleuse Cultural Show

所要時間：約2時間
下車予定：　 車窓予定：①

移動に使用される車にはスクールバス、市バス、ミニバスがあります。

車窓予定：①

＜注意事項＞

ツアー番号：SA5-210 ツアー料金：＄69.95～（子供料金：なし）
ヌーベルフランスの発見
Discovery of New France

所要時間：約2時間半
下車予定：

ツアー番号：SA5-110 ツアー料金：＄79.95～（子供料金：なし）

所要時間：約3時間半
下車予定：③ 車窓予定：⑦
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⑤ ペルセ　Percé

カラフルな漁船とこの場所の美しさは、芸術家や観光客を魅了しています。さらに、壮大な景色と多様な活動もあり、ベルセは
芸術や文化の崇拝者だけでなく、エコツーリズム愛好家にとっても魅力的な場所となってます。

② ペルセ岩　Percé Rock

この地方のシンボル的巨大な岩は海より真っ直ぐに聳え立ちます。幅広の尾根は365メートルあり、高潮時には船が通り抜け
るのに十分なアーチの大きさです。

③ バラショア・ド・マルベ　Barachois de Malbaie (sand-bar)

ラグーンと細長い砂州には種類豊富な水中生物が生息します。ガチョウや鴨のような渡り鳥が数多く訪れます。

④ ボナヴァンチュール島　Bonaventure Island

ボナヴァンチュール島へのボートツアーは野鳥観察者の夢です。世界でも最も大きく、人がアクセス出来る繁殖地の一つで、
数多くの渡り鳥がここを住処にします。

人、地、海の調和が素晴らしく、魅力的な海岸線、堂々たる地質学的な驚異、緑豊かな森林、豊かな農地、人間の居住に関
する物語を残しています。

ガスペ、ケベック州（カナダ）

Gaspe, Quebec (Canada)
はっと足を止めざるを得ない、そんな美しさを確証することでしょう。歴史に名高いガスペ半島はセントローレンス湾に
突き出て、断崖絶壁の海岸線、青々とした森林地帯、多種多様な野生生物、絵葉書のような村々、不思議な地形で
知られています。小石が敷き詰められた海辺に打ち寄せる波の音に耳を傾け、高く空を飛ぶ海鳥が海に向け潜り旋
回する様子を眺め、一つの岩から形成されたアーチ岩が広大な景色に聳え立ち、フランスケベックの誕生地である歴
史と文化に浸りましょう。ここはフランス人探検家ジャック・カルティエが1534に上陸し、フランスの領有を宣言したとこ
ろです。

＜見どころ＞

① フォリヨン国立公園　Forillon Nation Park
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健脚レベル その他

フォリヨン国立公園とガスペ
Forillon National Park & Gaspé

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
移動にはスクールバスが使われます。

＜注意事項＞
最大で約2時間歩くことになるかもしれません。歩き易い靴でご参加ください。
移動にはスクールバスが使われます。

ツアー番号：YGP-390 ツアー料金：＄74.95～（子供料金：なし）
フォリヨン国立公園徒歩観光
Forillon National Park Guided Walk
所要時間：約4時間半
下車予定：① 車窓予定：

＜注意事項＞
最大で約2時間歩くことになります。歩き易い靴でご参加ください。
移動にはスクールバスが使われます。

ツアー番号：YGP-385 ツアー料金：＄64.95～（子供料金：なし）

下車予定：② 車窓予定：

ペルセ自然景観ドライブと徒歩観光
Percé Nature Scenic Drive & Walking Tour
所要時間：約5時間

ツアー番号：YGP-380 ツアー料金：＄29.95～（子供料金：なし）
ガスペの遺産　徒歩観光
Gaspé Heritage Guided Walking Tour
所要時間：約2時間半
下車予定：② 車窓予定：

ツアー番号：YGP-100 ツアー料金：＄139.95～（子供料金：なし）

所要時間：約6時間
下車予定：① 車窓予定：
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健脚レベル その他

フォリヨン国立公園ハイキング
Forillon National Park Guided Hike

健脚レベル その他

健脚レベル その他

健脚レベル その他

ペルセでの自由行動と景観ドライブ
Percé On Your Own & Scenic Drive

重ね着をしてご参加ください。歩きやすいしっかりとした靴を着用ください。ウンドブレーカー又は雨具をご
持参ください。移動手段はスクールバスになります。

所要時間：約5時間
下車予定：⑤ 車窓予定：
＜注意事項＞

ツアー番号：YGP-295 ツアー料金：＄59.95～（子供料金：なし）

所要時間：約5時間
下車予定：②④⑤ 車窓予定：③

車窓予定：②

ツアー番号：YGP-600 ツアー料金：＄109.95～（子供料金：なし）

＜注意事項＞
 海と天候の状況によりツアーの内容とルートが異なります。移動手段はスクールバスになります。

＜注意事項＞
このツアーはハイキングの経験があり、体力がある方がご参加ください。最低参加年齢は5歳です。移動手段は
スクールバスになります。

ツアー番号：YGP-110 ツアー料金：＄139.95～（子供料金：なし）
ペルセと景観ドライブ
Discover Percé & Scenic Drive
所要時間：約6時間
下車予定：⑤　

野生生物探訪クルーズとペルセ、景観ドライブ
Wildlife Adventure Cruise, Percé & Scenic Drive

ツアー番号：YGP-470 ツアー料金：＄74.95～（子供料金：なし）

所要時間：約4時間半
下車予定：① 車窓予定：



41

⑧ セントラルパーク　Central Park

この約４３キロ平米のの公園はマンハッタンにあり、毎年約２５００万人の観光客がきます。 米国で最も訪問者の多い都市公
園で、スケートリンク、プール、動物園があります。

⑤  ９．１１メモリアル複合施設　The National September 11 Memorial Complex

２つの建造物は９１１メモリアルニュージアムとして知られており、テロ攻撃で亡くなった人々を追悼するものです。メモリアル
にある２つのプールは、ツインタワーが以前立っていた場所と同じ場所にあります。博物館には展示物や文書が公開されてい
て、希望や再起の精神を伝えてくれます。

⑥   ブルックリン橋 Brooklyn Bridge

アメリカで最も古いつり橋の１つで、イースト川に架かる全長およそ４７８メートルの橋は、マンハッタンとブルックリンをつない
でいます。ネオ・ゴシック調の塔は石灰岩と、花崗岩とセメントで造られました。

⑦  ロックフェラーセンター　Rockfeller Center

ジョン・D・ロックフェラーによって造られた、現代の巨大な公共物の建造プロジェクトは、ラジオシティーミュージックホールや、
GEビルディング、ロックフェラープラザなどのような、数多くのニューヨークのランドマークの礎となっています。

マンハッタンの歴史地区は、１９世紀初期に築かれた商業ビルが多く集中するエリアを含んでいます。ブルックリン橋の眺めと
ともに、飲食店やバー、ショッピングをお楽しみください。

ニューヨーク（アメリカ）

New York City, America
先駆的な国際都市として、ニューヨークは商業や金融、文化やファッション、エンターテイメントなど、大きな影響力を
持っています。市は５つの行政区で構成されており、パッチワークのように入り組んだ近隣地区も含みます。ロウワー
マンハッタンやニューヨーク証券取引所、バッテリーパークやサウスストリート・シーポート、チャイナタウン、流行の街
ソーホーやグリニッジビレッジ、リトルイタリーとともに、フラットアイアン地区やグラマシーパークがあります。有名なセ
ントラルパークは、アスファルトジャングルの中に８４３エーカーの敷地があり、遊歩道や池、湖や多くの緑がありま
す。たくさんの地区やランドマークは、海外客からもよく知られています。市内では１７０近くの言語が飛び交い、人口
の３５％以上がアメリカ合衆国以外の出身です。

＜見どころ＞

① 自由の女神　Statue of Liberty

「世界を輝かせる自由」として、自由と民主主義を象徴しフランスから贈られました。全長９３メートルの銅製の女神像は、松明
を掲げて自由島を訪れる観光客を出迎えています。

② エリス島　Ellis Island

かつて米国に移住した数百万人の移民の入り口だったので、１８９２年から１９５４年にかけてはアメリカで最も忙しい移民検
査所でした。現在は、エリス島移民博物館があります。

③ タイムズスクエア　Times Square

忙しない商業地区の交差点とマンハッタン界隈のネオンのアイコンは、無数の映画やテレビなどに使用されてきました。また
例年の大みそかのドロップ・ボールが行われる場所です。

④ サウスストリート　シーポート　South Street Seaport
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健脚レベル その他

ケネディ（JFK）空港のトランスファーとマンハッタンハイライト
Kennedy(JFK) Airport Transfer with Manhattan Highlights

健脚レベル その他

＜注意事項＞
このツアーの内容はNYC-200と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用の方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とそ
の同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はNYC-200で使用される交通手段でのご移動をお願い
するかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。このツアーは午
後５時以降の国内線か、午後６時以降の国際線をご利用の方のみお申込みください。ケネディ空港の到着は午
後３時の予定です。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし最少人数に満たない場
合、このツアーはキャンセルとなる可能性がございます。交通や時間の状況により、ツアーガイドが訪問箇所
の順番を変える場合がございます。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライ
バーにお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。
この下船ツアーをお申し込みされる場合は、埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入
いただく必要はございません。

＜注意事項＞
このツアーは午後５時以降の国内線か、午後６時以降の国際線をご利用の方のみお申込みください。ケネディ
空港の到着は午後３時の予定です。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし最少人
数に満たない場合、このツアーはキャンセルとなる可能性がございます。交通や時間の状況により、ツアーガ
イドが訪問箇所の順番を変える場合がございます。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜け
て、ツアードライバーにお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入
れて施錠します。この下船ツアーをお申し込みされる場合は、埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトラ
ンスファーを購入いただく必要はございません。

ツアー番号：NYC-201 ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）
ケネディ（JFK）空港のトランスファーとマンハッタンハイライト（車椅子常用者）
Kennedy (JFK) Airport Transfer with Manhattan Highlights (Wheelchair Accessible)
所要時間：約6時間半
下車予定：④ 車窓予定：①②③⑤⑦⑧

ツアー番号：NYC-200 ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

所要時間：約6時間半
下車予定：④ 車窓予定：①②③⑤⑦⑧
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健脚レベル その他

健脚レベル その他

＜注意事項＞
このツアーは午後５時以降の国内線か、午後６時以降の国際線をご利用の方のみお申込みください。ニュー
アーク空港の到着は午後３時の予定です。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし
最少人数に満たない場合、このツアーはキャンセルとなる可能性がございます。交通や時間の状況により、ツ
アーガイドが訪問箇所の順番を変える場合がございます。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を
抜けて、ツアードライバーにお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部
に入れて施錠します。この下船ツアーをお申し込みされる場合は、埠頭から空港までのプリンセスクルーズの
トランスファーを購入いただく必要はございません。

＜注意事項＞
このツアーは午後５時以降の国内線か、午後６時以降の国際線をご利用の方のみお申込みください。ラガー
ディア空港の到着は午後３時の予定です。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし
最少人数に満たない場合、このツアーはキャンセルとなる可能性がございます。交通や時間の状況により、ツ
アーガイドが訪問箇所の順番を変える場合がございます。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を
抜けて、ツアードライバーにお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部
に入れて施錠します。この下船ツアーをお申し込みされる場合は、埠頭から空港までのプリンセスクルーズの
トランスファーを購入いただく必要はございません。

ツアー番号：NYC-203 ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）
ニューアーク・リバティー国際（EWR）空港のトランスファーとマンハッタンハイライト
Newark (EWR) Airport Transfer with Manhattan Highlights
所要時間：約6時間半
下車予定：④ 車窓予定：①②③⑤⑦⑧

ツアー番号：NYC-202 ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）

下車予定：④ 車窓予定：　①②③⑤⑦⑧

ラガーディア（LGA）空港のトランスファーとマンハッタンハイライト
La Guardia (LGA) Airport Transfer with Manhattan Highlights
所要時間：約6時間半
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健脚レベル その他

下車予定：④ 車窓予定：①②③⑤⑦⑧
＜注意事項＞
このツアーの内容はNYC-202と同じものです。車椅子の方が利用できる交通手段を確保するため、このツアー
へは車椅子をご使用の方のみ申し込むことができます。リフト付き特別車両のため、車椅子を使用する方とそ
の同伴者1名だけが優先されます。1名以上の同伴者の方はNYC-202で使用される交通手段でのご移動をお願い
するかもしれません。事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申込頂けません。このツアーは午
後５時以降の国内線か、午後６時以降の国際線をご利用の方のみお申込みください。ラガーディア空港の到着
は午後３時の予定です。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし最少人数に満たな
い場合、このツアーはキャンセルとなる可能性がございます。交通や時間の状況により、ツアーガイドが訪問
箇所の順番を変える場合がございます。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアード
ライバーにお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠しま
す。この下船ツアーをお申し込みされる場合は、埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを
購入いただく必要はございません。

ツアー番号：NYC-204 ツアー料金：＄119.95～（子供料金有：12歳以下）
ラガーディア（LGA）空港のトランスファーとマンハッタンハイライト（車椅子常用者）
La Guardia (LGA) Airport Transfer with Manhattan Highlights(Wheelchair Accessible)
所要時間：約6時間半
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⑧ オルレアン島　Ile d’Orleans

セントローレンス川に位置するオルレアン島は、フランス人が最初に入植した地域の一つです。今日は広い田舎の農業地区
となっています。

⑤ サンタンヌ・ド・ボープレ　Sainte-Anne-de-Beaupre

セントローレンス川沿いに佇む村サンタンヌ・ド・ボープレは巡礼地で、２本の尖塔をもつ大聖堂があり、カナダでも有名な聖
堂の一つです。

⑥ シタデル　La Citadelle

星形で２５の建物かなる要塞は国の歴史的重要記念碑で、総督の公邸です。

⑦ 戦場公園　Parc des Champs de Bataille

戦場公園は１759年に決戦が行われた戦場跡で、２６７エーカーを覆うカナダで最初の国定都市公園です。また、アブラハム
の平原とも呼ばれています。

モンモランシー滝はナイアガラ滝より高さがありますが、滝幅は狭く、高さ272フィートの壮大な滝です。滝の周辺地域はモンモ
ランシー滝公園として保護されています。

ケベックシティ、ケベック州（カナダ）

Quebec City, Quebec(Canada)
ケベックを訪れると、大西洋を横断することなくフランスを体験することが出来ます。建築物、雰囲気と行き交う人の
会話など、フランスが北米に根付いた印象を受けます。　北米唯一の城壁都市で、趣のあるラテン地区の通りや歴史
ある石と煉瓦で建てられた家々がある旧市街散策など楽しめます。ロワイヤル広場や北米最古の石造りの教会ノー
トルダム・デ・ビクトワールや素晴らしいシャトー・フロントナックを訪れてみましょう。

＜見どころ＞

① ウォーキング　ケベックシティ　Walking Quebec City

この歴史上重要な街の多くの見所にはアッパータウンとロウワータウン、旧市街、シタデル、シャトー・フロントナック、ケベック
要塞、ロワイヤル広場、そして多くの隠れたケベックの史跡があります。

② シャトー・フロントナック　Chateau Frontenac

カナダ太平洋鉄道の乗客の理想的な宿泊地として19世紀の終わりに建築され、緑の小塔がついたお城のようなホテルは
1980年カナダ国立史跡に指定されました。

③ ロワイヤル広場　Place Royale

ロワイヤル広場は小さく絵になるような広場で、北米でのフランス文化発祥の地であり、ニューフランスで最初に永久入植がさ
れた場所とされています。

④ モンモランシー滝　Montmorency Falls
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健脚レベル その他

訪問順序が逆になる場合があります。

＜注意事項＞
このツアーはYQB-105とYQB-210のハイライトにケベックのレストランでのフランス料理の食事を含んだツ
アーです。

ツアー番号：YQB-105 ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下）
歴史と現代のケベック観光
Historic & Modern Quebec
所要時間：約2時間
下車予定：①②

下車予定：④　 車窓予定：⑧
＜注意事項＞

車窓予定：③⑥
＜注意事項＞

ツアー番号：YQB-200 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：１２歳以下）
モンモランシー滝とオルレアン島
Montmorency Falls & Ile d'Orleans
所要時間：約4時間

歩くことを最小限に抑えたツアーです。訪問順序が変わる場合があります。

ツアー番号：YQB-100 ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下）
ケベックグランドツアー（昼食込み）
Grand Exploration of Quebec & Lunch
所要時間：約7時間半
下車予定：①②③④⑤ 車窓予定：⑦⑧
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健脚レベル その他

下車予定： 車窓予定： ④⑧
＜注意事項＞
訪問順序が逆になる場合があります。

＜注意事項＞
サンタンヌ・ド・ボープレ大聖堂の内部は写真撮影が出来ません。訪問順序が逆になる場合があります。
身障者のご参加について：折り畳み式車椅子の方で、乗り物にご乗車なさる際３から５段の階段を上れる方は
ご参加いただけます。ご利用が可能かの確認、加えて特別な同意書の作成が必要なため、Princess Access and
Compliance officeにご連絡ください。

ツアー番号：YQB-220 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：１２歳以下）
ボープレの岸辺とサンタンヌ渓谷とワイナリー訪問
The Beaupre Coast, St. Anne Canyon & Winery Visit
所要時間：約4時間

＜注意事項＞
このツアーの内容はYQB-200と全く同じです。車椅子常用者のみ本ツアーYQB-201をお申し込みいただくこと
ができ、その方々のために車椅子などが利用しやすい交通機関を手配しております。車椅子乗車用リフトなど
が備え付けられている乗り物といった特化的な性質上、車椅子使用者と他1人の同行者に優先権が与えられてい
ます。1人を超える同行者の方がいらっしゃる場合、その1人以外の方々はYQB-200のツアーのために用意され
た交通機関を利用していただくことになります。なお、Accessibility Requirementにマークをつけずに予約さ
れました場合、ツアー名表から削除されてしまいますのでご注意ください。
車椅子常用者のみ本ツアーYQB-201にお申し込みください。家族や友人などの同行者と折り畳み式車椅子の方
はYQB-200にお申し込みください。ドライバーガイドは重量が２７キロを超す車椅子を搭載する手助けは致し
ません。介助が必要な身障者の方は介助できる健常者と同行してください。車輛のリフトは参加者と車椅子の
重量と合わせて２１５キロまでに対応しています。スクーターの代わりに折り畳み式車椅子の持参など事前に
準備されることをお勧めします。
適切な対応が執れるよう、どのような車椅子を利用されるなどを、乗船後速やかにツアーオフィスにご連絡く
ださい。訪問順序が逆になる場合があります。

ツアー番号：YQB-210 ツアー料金：＄69.95（子供料金有：１２歳以下）
モンモランシーの滝とサンタンヌ・ド・ボープレ
Montmorency Falls & Sainte-Anne-de-Beaupre
所要時間：約4時間
下車予定：④⑤ 車窓予定：⑧

ツアー番号：YQB-201 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：１２歳以下）
モンモランシー滝とオルレアン島(車椅子利用可)
Montmorency Falls & Ile d'Orleans (Wheelchair Accessible）
所要時間：約4時間
下車予定：④ 車窓予定：⑧
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下車予定： 車窓予定：⑧
＜注意事項＞
このツアーの催行は特定のクルーズのみとなります。クルーズパーソナライザーに空き状況をご確認くださ
い。

＜注意事項＞
歩き易い靴でご参加ください。このツアーは４０分ほどの馬車での観光と２時間ほどの徒歩観光の組み合わせ
です。

ツアー番号：YQB-255 ツアー料金：＄79.95～（子供料金有：１２歳以下）
シュガーシャックの夕べ(夕食付)
An Evening At The Sugar Shack With Dinner
所要時間：約3時間半

＜注意事項＞
このツアーは午後３時以降に出発する航空便をご利用の方のみお申込みください。ツアー催行にあたり、最少
人数の参加設定を設けております。もし最少人数に満たない場合、このツアーはキャンセルとなる可能性がご
ざいます。下船後にご自身でお荷物をお持ちいただき、税関を抜けて、ツアードライバーまでお荷物をお渡し
ください。ツアードライバーがお荷物をお預かりし、バスの下部に入れて施錠します。この下船ツアーをお申
し込みされる場合は、埠頭から空港までのプリンセスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はござい
ません。
身障者のご参加について：折り畳み式車椅子の方で、乗り物にご乗車なさる際３から５段の階段を上れる方は
ご参加いただけます。ご利用が可能かの確認、加えて特別な同意書の作成が必要なため、Princess Access and
Compliance officeにご連絡ください。

ツアー番号：YQB-140 ツアー料金：＄84.95～（子供料金有：１２歳以下）
徒歩と馬車で巡るケベック観光
Chateau Frontenac, Place Royale Walk & Carriage Ride
所要時間：約3時間
下車予定：①②③ 車窓予定：

歴史と近代ケベック観光、空港行き（下船ツアー）
Historic & Modern Quebec with Airport Transfer (DISEMBARK ONLY)
所要時間：約3時間
下車予定：④ 車窓予定：②③⑦

ツアー番号：YQB-110 ツアー料金：＄59.95～（子供料金有：１２歳以下）
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＜注意事項＞
このツアーは午後６時以降にモントリオール・ピエール・エリオット・トルドー国際空港を出発する航空便を
ご利用の方のみお申込みください。ツアー催行にあたり、最少人数の参加設定を設けております。もし最少人
数に満たない場合、このツアーはキャンセルとなる可能性がございます。下船後にご自身でお荷物をお持ちい
ただき、税関を抜けて、ツアードライバーにお荷物をお渡しください。ツアードライバーがお荷物をお預かり
し、バスの下部に入れて施錠します。この下船ツアーをお申し込みされる場合は、埠頭から空港までのプリン
セスクルーズのトランスファーを購入いただく必要はございません。

ケベックからモントリオールまで、空港行き（下船ツアー）
Quebec to Montreal Extended Airport Transfer (DISEMBARK ONLY)
所要時間：約6時間
下車予定： 車窓予定：

下車予定：①②③ 車窓予定：
＜注意事項＞
各観光スポット間は若干の上り坂を含む短い移動で、ゆったりしたペースで歩きます。晴雨に関係なく催行さ
れますので歩きやすい靴で雨模様の場合は傘をご持参ください。

ツアー番号：YQB-115 ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：１２歳以下）

＜注意事項＞

ツアー番号：YQB-385 ツアー料金：＄29.95～（子供料金有：１２歳以下）
徒歩でのケベック歴史地区観光
Walking Tour of Historic Quebec
所要時間：約2時間半

歩きやすい靴でご参加ください。訪問順序が逆になる場合があります。

オールドケベック徒歩観光とシャトー・フロントナックでのティータイム
Old Quebec Walking Tour & Tea at Chateau Frontenac
所要時間：約3時間
下車予定：①②③ 車窓予定：

ツアー番号：YQB-380 ツアー料金：＄74.95～（子供料金有：１２歳以下）
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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、以下の様な多くの利点があります。 

 

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。プリンセスにお任せ下さい。 

 

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為であり、警備上必要であ

る場合や、我々の力が及ばない場合が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。 

･公共の場所では、ご自身の持ち物から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。 

･知らない人から荷物や小包などの梱包したものを、個人的に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、すべての予約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。同伴者と同じツアーを申し込む場合は、代表者が全員分をお申込み下さい。

個別に同時予約されても、出発時間が異なったり、同伴者が予約を取れても、ご自身がキャンセル待ちに 

なる場合がございます。 

 

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。 

 



3 

 

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皆様のご質問に答えたり、予約を致します。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販売され、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、ミニスカートは、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 訪問する予定の観光箇所は、観光客のみならず、地元の人にもとても人気がある場所の為、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。その様な状況は予想が

難しく、残念ながら回避することができません。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、疑問が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が、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、健脚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
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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、ツアーについて多く

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、移動支援機器を使用するお客様は車いす用の階段昇降装置の場所まで移

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、移動支援機器を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ご確認ください。 

 

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

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

 

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

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

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

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

す。 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

交通機関 

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

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

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

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

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

されております。 

 

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

ご希望に最大限沿えるよう代替案をご案内いたします。 

 

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

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

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

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

題に配慮してお客様にも参加していただくようにメッセージを込めています。 
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