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

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

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

 
 

す。

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

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

人気

こだわり

ファミリー向け

リピーター向け

世界遺産

食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。
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トゥーロン、フランス 
Toulon, France 
 

トゥーロンには、シャルル 8 世が近くに海軍造船所を設けた 1494 年以来、フランス海軍の要塞があります。フラ
ンス海軍原子空母船「シャルル・ドゴール」の母港としても知られています。トゥーロンはヴァール県の県庁所在
地で、プロヴァンスとコート・ダジュールへの素晴らしい玄関口です。北と西の丘の上には中世の村々が点在し、
すばらしいワイン畑があるアヴィニョンの街があります。東にはコート・ダジュールが広がり、伝説のリゾート地
サントロぺがあります。空に海に南フランスのエッセンスがたっぷり詰まっています。 
 
トゥーロンの山の手はパリと良く似ていますが、1840 年代にオスマン男爵が、このトゥーロンから再開発に着手
し、ヴァール県の建築に光を与え、エレガントな通りにリニューアルしました。 
 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  エクス・アン・プロヴァンス Aix-en-Provence 

エレガントなミラボー通り、伝説的なブラッセリーであるレ・ドゥ・ギャルソンや、プロヴァンスならではのショッ
ピングをお楽しみ頂けるお店や市場があります。 

 

○2  ボルム・レ・ミモザ Bormes-les-Mimosa 

花があふれる狭い道で有名な 12 世紀の村は、ラバンドゥ湾を眺める素晴らしい山の上にあります。 
 

○3  バンドル Bandol 

素晴らしいフランスワイン原産地呼称のひとつで、バンドルは真っ赤な赤、ミネラルを含んだ白と、間違いなく
フランスで一番のロゼワインを産出します。 

 

○4  イエール Hyères 

フレンチ・リビエラでも も古いリゾート地で、ローマ時代からリゾート地として知られていました。海辺のイエ
ールの街はコバルトブルーの海と白い砂、庭園や豪華な別荘や歴史的見所があります。 

 

○5  サナリー・シュル・メール Sanary-sur-Mer 

16 世紀に海岸として開発されてから、通年賑わいのある街です。年間 60 日の雨量ということで、フランスでも
太陽があふれる街と呼ばれています。 
 

○6  サントロペ St. Tropez 

古くから漁港として栄えたこの街の旧港には、ヨットの隣に釣り船も泊まっていますが、今ではパステルカラ
ーの美しい建物・カフェ・ブティックが立ち並ぶ、高級リゾート地です。 

 

○7  ル・カステレット Le Castellet 

崖の上にある小さな村には歴史的な見所がたくさんあります。15 世紀の城壁は、まるでハムレットがまだ生
きているようです。 

 

○8  レ・サブレ Les Sablettes 

ビーチで有名なこの村には、お店やカフェ、ギャラリーや遊園地などがあり、プロムナード散策も楽しみです。 
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トゥーロン，フランス Toulon, France 

 

 
  

人気 
ツアー番号：TLN-105 
ベスト・オブ・プロヴァンス 
Best of Provence 
ツアー料 金：＄109.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしません。 

現地での飲食やお買い物にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。
日曜日にお店は営業しておりません。 

 
 
ツアー番号：TLN-215 
ボルム・レ・ミモザ 
Bormes-Les-Mimosas 
ツアー料 金：＄79.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方や車椅子ご利用の方にはお勧めし
ません。 

現地での飲食やお買い物にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

 
 
ツアー番号：TLN-225 
イエール 
Hyeres 
ツアー料 金：＄79.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ④ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方や車椅子ご利用の方にはお勧めし
ません。 

現地での飲食やお買い物にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

 
 
ツアー番号：TLN-295 
景観ドライブ、サナリー・シュル・メールとバンドル 
Scenic Drive, Sanary-sur-Mer & Bandol 
ツアー料 金：＄79.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ③⑤ /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 
 

 

＜注意事項＞  

現地での飲食やお買い物にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

9月から４月の午後は、多くの市場や商店がお休みしているため、買い物できる場所が限られます。 
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トゥーロン，フランス Toulon, France 

 
 
ツアー番号：TLN-305 
カステレット、バンドルとワイン試飲 
Castellet, Bandol & Wine Tasting 
ツアー料 金：＄109.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ③⑦ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方や車椅子ご利用の方
にはお勧めしません。 

現地での飲食やお買い物にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

 
 
ツアー番号：TLN-993 
日本語観光 プロヴァンスの見所 
Aix: The Heart of Provence (Guided in Japanese) 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方や車椅子ご利用の方
にはお勧めしません。 

日曜日はお店が閉まっています。現地での飲食やお買い物にユーロ又はクレジットカードをご用意く
ださい。船内で両替ができます。 

 
 
ツアー番号：TLN-110 
ボルム・レ・ミモザ とイエール 
Bormes-les-Mimosas & Hyeres 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8 時間  
 

下車予定： ②④ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 
 

 

 
 
ツアー番号：TLN-115 
マルセイユとエクス・アン・プロヴァンス 
Marseille & Aix-en-Provence 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 
 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。ノートルダム寺院へは 167 段の階段を
上ります。歩行に難がある方や車椅子ご利用の方にはお勧めしません。 

現地での飲食やお買い物にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。 

 
 
ツアー番号：TLN-120 
サントロぺとポール・グリモー 
St. Tropez & Port Grimaud 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9 時間 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ このツアーは起伏のある石畳を長時間歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしませ
ん。訪問順序が変わる場合があります。 

現地での飲食やお買い物にユーロ又はクレジットカードをご用意ください。船内で両替ができます。
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リボルノ（フィレンツェ/ピサ）、 イタリア 

Livorno (Florence/Pisa), Italy 
 
リボルノはフィレンツェとトスカーナへの海からの玄関口です。ルネッサンスが花開いたフィレンツェにはドゥオモ、
ウフィツィ、ベッキオ橋などの見どころがあります。メディチ家が擁護したフィレンツェは、古代アテネと並ぶ文化
の宝庫です。ダンテ、ダ･ヴィンチ、ミケランジェロ、ガリレオらの美の巨人たちが、新しい精神を築きました。フィ
レンツェの政治的なライバルの、商業海運で栄えたピサは、ベニスやジェノバに匹敵する海運国家でした。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ドゥオモと洗礼堂 Duomo and Baptistery 

サンタマリア・デル・フィオーレ（花の聖母教会）の大聖堂は、ブルネレスキ設計によるもので、革新的なゴシ
ック様式の丸屋根は大聖堂を優雅なものにしています。洗礼堂には、ミケランジェロがその美しさから「天国
の扉」と呼んだブロンズ扉があります。 

 

○2  アカデミア美術館 Accademia (Academy of Fine Arts) 

ミケランジェロのダビデ像が展示されています。 
 

○3  奇跡の広場 ＆ ピサの斜塔 Field of Miracles & Leaning Tower of Pisa 

ピサの「奇跡の広場」は、ドゥオモ、洗礼堂、墓所、そして斜塔（鐘楼）が集まる中心広場です。中でも有名な
斜塔は、完成まで１７７年の歳月がかかり、建設が始まった１１７３年より傾いています。 
 

○4  ベッキオ橋 ＆ シニョーリア広場 Ponte Vecchio & Piazza Della Signoria 

フィレンツェで も有名なベッキオ橋は、現代的な店の代わりに、まるで中世の鍛冶屋が立ち並んでいるよう
に見えます。シニョーリア広場では、ダビデ像のレプリカや、チェッリーニによる彫刻を見ることができます。 

  

○5  ウフィツィ美術館 Uffizi Museum and Gallery 

建築と芸術の両面から重要視されるウフィツィ美術館は、西洋で も古く、有名な美術館のひとつです。 
そのルネッサンス傑作のコレクションに唯一対抗できるのは、ルーブル美術館のみとも言われます。 

 

○6  サンタ・クローチェ教会 Church of Santa Croce 

サンタ・クローチェ教会の伝説として、フランシスコ会の創設者である、フランチェスコ自身によって建てられ
たという言い伝えがあり、その見事な１４世紀の教会には、ミケランジェロやマキャヴェリ、ガリレオなどイタリ
アの偉人が多く眠っています。 

 

○7  トスカーナの村々 Tuscany Villages 

トスカーナ地方はブドウ畑やオリーブの林が続く丘陵地帯で、ルッカやサン・ジミニャーノのような中世の趣を
残す町も多く点在し、素晴らしい写真を撮る事ができるでしょう。 

 

○8  キャンティ地方 Chianti Region 

グレーブ・イン・キャンティは、キャンティ地方の知る人ぞ知る中心地です。この町は主要な交易中心地として 
13、14 世紀に重要な地位を占めました。 
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リボルノ（フィレンツェ/ピサ），イタリア Livorno (Florence/Pisa), Italy 

 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：LI1-100 
フィレンツェとピサ 
Best of Florence & Pisa 
ツアー料 金：＄219.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 
 

下車予定： ①②③ /車窓予定： ④⑥ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 月曜日、5月 1日及び祝日はアカデミア美術館が休館のため、代わってサンタ･クローチ
ェ教会を訪れます。祭壇に隣接するチャペルにはジョット作の聖フランチェスコと聖ヨハネのフレス
コ画が描かれています。サンタ・クローチェ教会にはドナテッロの「受胎告知像」があります。教会
内の見学の際は肩や膝が隠れる服装が望まれます。教会内部の写真撮影は禁止されています。 

リボルノとフィレンツェ間は１時間 30 分ほどのドライブですが、交通状態によります。 

フィレンツェ中心へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。多くの名所は外部からの
見学となります。 
市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：LI1-105 
フィレンツェ、ダビデ像とウフィツィ美術館 
Florence, Statue of David & Uffizi Museum 
ツアー料 金：＄219.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定：①②⑤ /車窓予定： ④⑥ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 月曜日はアカデミア美術館とウフィツィ美術館が休館日のため、催行いたしません。 

リボルノとフィレンツェ間は１時間 30 分ほどのドライブですが、交通状態によります。途中フィレ
ンツェ皮工場にてトイレ休憩が入ります。ここには良質なイタリア皮製品があります。 
フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。多くの名所は外部か
らの見学となります。繁忙期は博物館やその他観光箇所の混雑又は遅延が予想されます。市内訪問箇
所では修復工事が行われている場合があります。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  

世界遺産 リピーター向け 
ツアー番号：LI1-160 
チンクエ・テッレ 
Cinque Terre 
ツアー料 金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 愛の小道は土砂崩れの為、閉鎖されています。再開されるまでツアーはマナローラより
ボートで始まり（荒波の場合は列車にて）途中ベルナッザに止まりモンテロッソに向かいます。地元
の名産ペーストの試食はモンテロッソで行います。 
海の状態が悪く、モーターボートに乗船できない場合はバスと列車を利用します。その際はバスでマ
ナローラへ行き、そこから列車でヴェルナッツァとモンテロッソへ向かいます。 

マナローラでは急な坂道があり、他の村々には階段があります。 
チンクエ・テッレは人気観光地の為、混雑している場合があります。 
昼食や飲食などの支払いにユーロをご用意ください。 
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リボルノ（フィレンツェ/ピサ），イタリア Livorno (Florence/Pisa), Italy 
 

  

世界遺産  
ツアー番号：LI1-180 
フィレンツェ半日観光と自由行動 
Florence & Time On Your Own 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定： ①④/車窓予定： ⑥ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ このツアーはロイヤルプリンセスとパシフィックプリンセスでは催行しません。 

リボルノとフィレンツェ間は１時間 30 分ほどのドライブですが、交通状態によります。 

フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。多くの名所は外部か
らの見学となります。市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

サンタ・クローチェ教会内には肩や膝が隠れる服装が望まれます。教会内部の写真撮影は禁止されて
います。教会でミサが行われている場合、団体客の内部への立ち入りはできませんが、個人で内部を
静かに見学ください。 
昼食や飲食などの支払いにユーロをご用意ください。両替は船内か、町中の両替所で出来ます。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：LI1-200 
ピサの斜塔 
Leaning Tower of Pisa 
ツアー料 金：＄79.95～ （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：   

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ ドゥオモ、洗礼堂とカンポ･サント(納骨堂)の見学をご希望の方はユーロをご用意のう
え、各自で入場券をお買い求めください。ピサの斜塔への入場は制限されており、このツアーには入
場が含まれていません。 

ドゥオモ内での写真撮影は禁止されています。 
市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

ドゥオモ内でミサが行われている場合、団体客の内部への立ち入りはできませんが、個人で内部を静
かに見学ください。 

 
  

リピーター向け  
ツアー番号：LI1-205 
中世の街 ルッカ 
Lucca 
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： ⑦ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ドゥオモ内でのカメラとビデオ撮影は禁止されています。 

ドゥオモ内でミサが行われている場合、団体客の内部への立ち入りはできませんが、個人で内部を静
かに見学ください。日曜日は多くのお店が閉店です。 
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リボルノ（フィレンツェ/ピサ），イタリア Livorno (Florence/Pisa), Italy 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：LI1-290 
トロリーで行くピサの斜塔 
Leaning Tower of Pisa by Trolley 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 15 分 
 

下車予定： ③ /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：LI1-993 
日本語観光 フィレンツェ、ピサとダビデ像 
Florence, Pisa & Statue of David (Guided in Japanese) 
ツアー料 金：＄219.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 
 

下車予定：①②③ /車窓予定： ④⑥ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 月曜日、5月 1日及び祝日はアカデミア美術館が休館のため、代わってサンタ･クローチ
ェ教会を訪れます。祭壇に隣接するチャペルにはジョット作の聖フランチェスコと聖ヨハネのフレス
コ画が描かれています。サンタ・クローチェ教会にはドナテッロの「受胎告知像」があります。教会
内の見学の際は肩や膝が隠れる服装が望まれます。教会内部の写真撮影は禁止されています。 

リボルノとフィレンツェ間は１時間 30 分ほどのドライブですが、交通状態によります。 

フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。多くの名所は外部か
らの見学となります。繁忙期は博物館やその他観光箇所の混雑又は遅延が予想されます。 
市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 

 
  
ツアー番号：LI1-300 
トスカーナのワインセラーと馬車 
Tuscany Wine Cellar & Carriage Ride 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： ⑦ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

リボルノとワイナリー間は片道３０分ほどのドライブです。 

 
  

世界遺産   
ツアー番号：LI1-305 
フィレンツェ、キャンティワインの里 
Florence, The Chianti Region & Wine Tasting 
ツアー料 金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定： ⑧/車窓予定： ④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

リボルノとフィレンツェ間は１時間 30 分ほどのドライブですが、交通状態によります。グレーブ・
イン・キャンティからリボルノへの帰路は１時間 45 分ほどのドライブです。 
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リボルノ（フィレンツェ/ピサ），イタリア Livorno (Florence/Pisa), Italy 

 
 
ツアー番号：LI1-310 
ピサ、サン・ジミニャーノとワイン試飲 
Pisa, San Gimignano & Wine Tasting 
ツアー料 金：＄119.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 

下車予定： ③⑦/車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ リボルノとサン・ジミニャーノ間は片道１時間 45 分ほどのドライブです。 

 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：LI1-185 
フィレンツェでの自由行動 
Florence On Your Own 
ツアー料 金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 

下車予定： /車窓予定： ⑥ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ リボルノとフィレンツェ間は１時間 30 分ほどのドライブですが、交通状態によります。 

フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。。 
繁忙期は博物館やその他観光箇所の混雑又は遅延が予想されます。 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：LI1-190 
フィレンツェとピサでの自由行動 
Florence & Pisa On Your Own 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 

下車予定： /車窓予定： ③⑥ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ リボルノとフィレンツェ間は１時間 30 分ほどのドライブですが、交通状態によります。 

フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。 
繁忙期は博物館やその他観光箇所の混雑又は遅延が予想されます。 

 
  

世界遺産   
ツアー番号：LI1-186 
フィレンツェでの自由行動（車椅子常用者） 
Florence On Your Own(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー料 金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 

下車予定： /車窓予定： ⑥ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ このツアーは LI1-185 と同じ内容です。 
車椅子常用のお客様のみこちらのツアーにお申し込みください。車椅子のお客様に同行する方はツア
ーLI1-185 にお申し込みください。車椅子用リフト付きの乗り物の為、同じ乗り物に付き添いいただ
けるお客様は 1名となります。その他の同伴者は別の乗り物をご利用頂きます。 
このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用者とさせていただきます。クルーズを
申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけません。 

車椅子常用者が利用できる乗り物の数は非常に限られています。 

リボルノとフィレンツェ間は１時間 30 分ほどのドライブですが、交通状態によります。 
フィレンツェの中心部へはバスが入れない為、すべて徒歩での観光となります。 
繁忙期は博物館やその他観光箇所の混雑又は遅延が予想されます。 
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ツアー番号：LI1-400 
ピサの斜塔登り 
Climb the Leaning Tower 
ツアー料 金：＄129.95～ （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：   

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

市内訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。ドゥオモ、洗礼堂とカンポ･サント(納骨
堂)の見学をご希望の方は肩や膝の隠れる洋服が望まれ、ユーロをご用意のうえ、各自で入場券をお
買い求めください。 

高所恐怖症の方には斜塔登りはお勧めしません。8 歳以下のお子様は参加いただけません。塔内には
バックの持ち込みはできませんので入場前に荷物を預けます。 
このツアーは乗船後のお取り消しや返金はできません。 
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チビタベッキア（ローマ） イタリア 
Civitavecchia (Rome), Italy 
 
チビタベッキアは永遠の都ローマの海の玄関口として、１３世紀から栄えてきました。港は永遠の都の永遠なる
灯台としてだけでなく、港にも由緒ある歴史があります。トラヤヌス帝はこの地に別荘を建て、港を防衛するた
めにイタリア･ルネッサンスを代表する２人の巨匠、ベルニーニとミケランジェロに設計させました。西側世界の
古代からの首都で、２千年近くもキリスト教の中心地であるローマは魅力に満ちています。フォロ･ロマーノの遺
跡、壮麗なシスティーナ礼拝堂、スペイン階段などかつてのローマ文化の中心地を訪れてみましょう。また、ロ
ーマは、シーザーの時代から、世界の優れた芸術家、建築家、哲学者などが引き寄せられて来た土地です。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  サン・ピエトロ広場と大聖堂 St. Peter’s Square and Basilica 

  
サン・ピエトロ広場は、毎週法王からの祝福を受ける為に多くの人が訪れる、にぎやかな広場です。この華麗
な広場がサン・ピエトロ大聖堂への入り口となり、ここは聖ペトロが殉教し埋葬された場所でもあります。 

 

○2  バチカン美術館 ＆ システィーナ礼拝堂 Vatican Museums & Sistine Chapel 

 
宗教的で文化的にも重要なバチカン博物館は、世界で も印象的な芸術コレクションの1つを所蔵しており、
その中にはシスティーナ礼拝堂をはじめミケランジェロの傑作が数多くあります。 

○3  コロッセオ Colosseum 

も壮大なローマのモニュメントであるコロッセオは、皇帝が目を見張るようなゲームで民衆を楽しませるた
めに作られました。紀元１世紀に建設されたこの円形闘技場は、建築学、技術的にも驚かされます。 

 

○4  トレビの泉 Trevi Fountain 

ローマで も大きく有名なバロック建築の泉で、この泉に背を向けて肩越しにコインを投げると、再びこの永
遠の都に帰って来ることが出来るという伝説があります。 
（2015 年４月現在、修復工事中の為、景観が一部遮られたり、水が張られて居ない事があります） 

○5  パンテオン Pantheon 

永遠の都ローマで も保存状態の良い記念碑の 1 つで、16 本の円柱がそびえ立つ素晴らしい円堂形式の
荘厳な建物は、1800 年以上も前に建てられました。 
 

○6  スペイン階段 Spanish Steps 

スペイン広場に位置するローマで も美しい階段がスペイン階段です。ローマ・バロック様式で設計されてお
り、その独特の蝶のようなデザインには上品な優雅さがあります。 
 

○7  ナヴォーナ広場 Piazza Navona 

バロックスタイルの傑作と讃えられるこのにぎやかな広場は、ローマの歴史地区の中心にあります。大道芸
人や屋外カフェに囲まれるこの広場には３つの噴水があります。 
 

○8    フォロ・ロマーノ Forum 

古代ローマの政治、宗教、そして商業の中心であったこの広大な遺跡は、皇帝支配の壮大さを思わせ、また
当時の進んだ社会の歴史的な名残りを見ることができます。 
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チビタベッキア (ローマ)、イタリア Civitavecchia (Rome), Italy 
 
♣ローマ観光のコース共通の注意事項♣ 
 

A.チビタベッキア～ローマ間のドライブは片道約１時間半の予定ですが、交通事情により変わります。 
B.バチカン市国内の観光があるツアーは、バスが入れないので徒歩での観光となります。 
C.システィーナ礼拝堂とサン・ピエトロ大聖堂など宗教施設を訪問するツアーの場合は男性女性共に 
 肩と膝の隠れる控えめな服装にてご参加下さい。ミニスカート、短パン、カプリパンツではご入場 
 いただけません。 
D.バチカン博物館、サン･ピエトロ大聖堂、コロッセオなどでは金属探知機を通ります。大きなバッグ、 
 リュック、ビデオカメラ、ペットボトル、ハサミやナイフなどは持ち込めませんので、クロークに預 
 けて下さい。 
E.バチカン美術館内はフラッシュを使用したカメラ撮影は禁止されています。 
F.システィーナ礼拝堂内はカメラ、ビデオ撮影は禁止されています。 
G.バチカン博物館やその他では混雑や待ち時間が予想されます。 
H.サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで45分以上待つと予測される場合は、ガイドが入場 
 する前に大聖堂の全ての説明を行います。その場合大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間に変 
 更することができます。またサン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告無く閉まることがあります。 
 水曜日に法王による広場での礼拝をおこなう場合も該当します。もしサン・ピエトロ大聖堂が閉まっ 
 ている場合、代わりにフォロ・ロマーノを訪れます。 
I. サン･ピエトロ大聖堂はミサの時間、団体客の内部への立ち入りはできませんが、個人で内部を静か 
  にご見学下さい。ミサの時間に入場制限がある場合があります。また予告無しに閉まる事があります。 
J. 安全上の理由により、観光長官はコロッセオに入場することができる 大入場者数を設定しています。 
  その結果、予約のあるグループでも入場出来ない場合や遅延する事があります。ガイドがコロッセオ 
 に45分以上並ぶと予測した場合はコロッセオ内部入場の代わりにフォロ・ロマーノに入場致します。 
 コロッセオは毎月第一日曜日がお休みです。 
K. 観光長官により制定された新規則により、コロッセオとフォロ・ロマーノは、毎月第一日曜日は 
  入場が出来ません。 
L. 訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
M.サン・ピエトロ大聖堂とバチカン博物館（システィーナ礼拝堂）へのバス乗降地点は決められていま 
 すが、混雑で利用できない場合は他の乗降地点を利用します。その場合1キロ位徒歩による移動が長  
 くなる事が考えられます。 
 

 

 

人気 世界遺産 
 
ツアー番号：ROM-100 

ベスト・オブ・ローマ 
Best of Rome  
ツアー料 金：＄279.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定： ①②③/車窓予定： ⑧ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日曜祝日、宗教的休日はシスティーナ礼拝堂があるバチカン博物館が休館の為、催行しません。（代
わりに ROM010 が催行されます） 

このツアーではかなりの時間歩きます。歩行に難がある方、又は車椅子利用の方にはお勧めしません。
バスに乗るのにステップがありますのでご考慮ください。 

サン・ピエトロ大聖堂では団体客はイヤホンガイドの使用が義務付けられています。イヤホンガイド
をなくさないようにしてください。紛失した場合 50 ユーロが請求されます。 
♣ローマ共通の注意事項、A～J をご参照下さい。 
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チビタベッキア (ローマ)、イタリア Civitavecchia (Rome), Italy 

 
 

世界遺産 
ツアー番号：ROM-105 
サン・ピエトロ大聖堂、コロッセオとフォロ・ロマーノ、 
サンピエトロインビンコリ教会 
St. Peter's, Colosseum, Forum & St Peter's in Chains 
ツアー料 金：＄239.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 
 

下車予定：①③⑧ /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ ガイドはローマからチビタベッキアの往復は付き添いません。 

サン・ピエトロ大聖堂では団体客はイヤホンガイドの使用が義務付けられています。イヤホンガイド
をなくさないようにしてください。紛失した場合 50 ユーロが請求されます。 
このツアーではかなりの時間歩きます。歩行に難がある方、又は車椅子利用の方にはお勧めしません。
バスに乗るのにステップがありますのでご考慮ください。 
サン・ピエトロ大聖堂とバチカン博物館（システィーナ礼拝堂）へのバス乗降地点は決められていま
すが、混雑や利用できない場合は他の乗降地点を利用します。その場合 1キロ位徒歩による移動が長
くなる事が考えられます。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。  ♣ローマ共通の注意事項、A～M をご参照下さい。 

 
 

世界遺産 こだわり 
ツアー番号：ROM-150 

究極のローマ 
Ultimate Rome 
ツアー料 金：＄369.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定：①②③④ /車窓予定：⑧ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞  ガイドはローマからチビタベッキアの往復は付き添いません。 

観光施設入場の際、入り口で大型バック、ビデオカメラやボトル入りお水などがチェックされます。
サン・ピエトロ大聖堂では団体客はイヤホンガイドの使用が義務付けられています。イヤホンガイド
をなくさないようにしてください。紛失した場合 50 ユーロが請求されます。 
ガイドがコロッセオとフォロ・ロマーノに 45 分以上も並ぶと予見した場合は、外ですべて説明し、
コロッセオとフォロ・ロマーノの入場をしない代わりに自由時間となります。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。トレビの泉は修復作業中の可能性があります。 
♣ローマ共通の注意事項、A, C, D, H, I , J, K, L, M をご参照下さい。 

 
 

世界遺産 
ツアー番号：ROM-180 
フォロ・ロマーノ、トレビの泉と自由行動  
Forum, Trevi Fountain & Time On Your Own 
ツアー料 金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定： ④/車窓予定： ③⑧ 

健脚度 その他 

中 

 

 

＜注意事項＞  ガイドはローマからチビタベッキアの往復は付き添いません。 

昼食代と入場料は含まれていませんので、現地通貨のユーロが必要です。買い物や飲食にはユーロま
たはクレジットカードをご利用ください。船上またはローマ市内の両替所で両替できます。 
このツアーではかなりの時間歩きます。歩行に難がある方、又は車椅子利用の方にはお勧めしません。
バスに乗るのにステップがありますのでご考慮ください。 
サン・ピエトロ大聖堂でのバスの乗降地点はジャニコロ駐車場で地下駐車場です。閉所恐怖症の方は
ご考慮ください。 
訪問順序は変わる場合があります。日曜と祝日は、お土産物屋を除いて、ほとんどのお店が閉店です。
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。トレビの泉は修復作業中の可能性があります。 
♣ローマ共通の注意事項、A, C, D, E, F, G, I, L, M をご参照下さい。 
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チビタベッキア (ローマ)、イタリア Civitavecchia (Rome), Italy 
 

 

世界遺産 
ツアー番号：ROM-290 
ローマ市内ドライブ  
Easy Rome 
ツアー料 金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： /車窓予定： ①③⑧ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキア下船日には催行しません。 

サン・ピエトロ大聖堂に入る際、長い行列が予想されます。 
サン・ピエトロ広場へのバス乗降地点は決められていますが、混雑等で利用できない場合はサン・ピ
エトロ広場でのお写真ストップの代わりにコロッセオでの写真ストップとなります。 
昼食は含まれていません。訪問順序は変わる場合があります。 
♣ローマ共通の注意事項、A, C, D, I, L をご参照下さい。 

 
 

世界遺産 
ツアー番号：ROM-291 
ローマ市内ドライブ（車椅子常用者）  
Easy Rome (Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー料 金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： /車窓予定： ①③⑧ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは ROM-290 と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子に付き
添われるお客様はツアーROM -290 にお申し込みください。このツアーをお申し込みいただける優先の
お客様は車椅子常用者とさせていただきます。クルーズを申し込みの際、事前に車椅子常用の情報が
ない場合、このツアーはお申し込みいただけません。 

このツアーはチビタベッキア下船日には催行しません。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る際、長い行列が予想されます。 
サン・ピエトロ広場へのバス乗降地点は決められていますが、混雑や利用できない場合はサン・ピエ
トロ広場でのお写真ストップの代わりにコロッセオでの写真ストップになります。 
昼食は含まれていません。訪問順序が変わる場合があります。 
♣ローマ共通の注意事項、A, C, D, I, Lをご参照下さい。  

 
 

世界遺産 

ツアー番号：ROM-380 

トレビの泉、スペイン階段、パンテオンとサン・ピエトロ広場 
Trevi, Spanish Steps, Pantheon & St. Peter's Square 
ツアー料 金：＄169.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定：④⑥⑦ /車窓予定： ①⑤ 

健脚度 その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキア下船日には催行しません。トレビの泉は修復中の可能性があります。 

サン・ピエトロ広場での自由時間内にサン・ピエトロ大聖堂を訪問する事ができます。訪問時の注意
は、共通の注意事項をご確認下さい。 
パンテオンでは、ガイドはパンテオン外部からご説明します。個人で内部を見学する機会があります。
このツアーではかなりの時間歩きます。歩行に難がある方、又は車椅子利用の方にはお勧めしません。
バスに乗るのにステップがありますのでご考慮ください。 
サン・ピエトロ大聖堂でのバスの乗降地点はジャニコロ駐車場で地下駐車場です。閉所恐怖症の方は
ご考慮ください。 
訪問順序は変わる場合があります。このツアーはイヤホンガイドが使われます。 
♣ローマ共通の注意事項、A, B, C, D, H, I, L, M をご参照下さい。 
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チビタベッキア (ローマ)、イタリア Civitavecchia (Rome), Italy 

 
 

人気 世界遺産  

ツアー番号：ROM-993 

日本語観光 サン・ピエトロ大聖堂、システィーナ礼拝堂、コロッセオ観光 
St. Peter’s Sistine Chapel & Colosseum(Guided in Japanese) 
ツアー料 金：＄279.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 30 分 
 

下車予定：①②③ /車窓予定：⑧ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日曜祝日、宗教的休日はシスティーナ礼拝堂があるバチカン博物館が休館の為、催行しません。 

サン・ピエトロ大聖堂とバチカン博物館では、イヤホンガイドの使用が義務付けられています。 
ガイドはローマからチビタベッキアの往復は付き添いません。 
このツアーではかなりの時間歩きます。歩行に難がある方、又は車椅子利用の方にはお勧めしません。
バスに乗るのにステップがありますのでご考慮ください。 
このツアーはチビタベッキア下船日には催行しません。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。訪問順序は変わる場合があります。 
♣ローマ共通の注意事項、A, B, C, D, E, H, I, L をご参照下さい。 

 

 
 

世界遺産 
ツアー番号：ROM-185 

ローマでの自由行動 
Rome On Your Own 
ツアー料 金：＄75.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ このツアーは下船日には催行しません。 

サン・ピエトロ大聖堂やその他では混雑や待ち時間が予想されます。サン・ピエトロ大聖堂でのバス
の乗降地点はジャニコロ駐車場で地下駐車場です。閉所恐怖症の方はご考慮ください 
昼食代、入場料等は含まれておりませんので、現地通貨のユーロをご用意下さい。商店又は飲食店で
はユーロ現金又はクレジットカードが使えます。現地通貨は、船内で両替又は現地の両替店にて両替
いただけます。 
日曜日と祝日はほとんどの商店が休みですが、お土産物屋は営業しています。 
♣ローマ共通の注意事項、A, C, E, F, I, L, M をご参照下さい。 

 
 

世界遺産 
ツアー番号：ROM-190 

専用列車での往復とローマ自由行動 
Rome On Your Own by Private Train 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間  
 

下車予定： /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ イタリアの列車は遅れが生じたり、座席数の保証がなく、エアコンが作動しない場合が
あります。現地状況や、列車に運行上の問題が発生した場合、ローマへはバスでの移動となります。 

チビタベッキア～ローマ間は列車で約１時間かかり、交通事情により変わります。バスや電車の乗り
降りには、段差があります。このツアーは車椅子利用のお客様にはお勧めしません。 

サン・ピエトロ駅のプラットホームから出口まで約 50 段の階段があります。 

日曜日と祝日はほとんどの商店が休みですが、お土産物屋は営業しています。 

昼食代、入場料等は含まれておりませんので、現地通貨のユーロをご用意下さい。現地通貨は、船内
で両替又は現地の両替店にて両替いただけます。 

♣ローマ共通の注意事項、C, D, E, F, L をご参照下さい。 
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チビタベッキア (ローマ)、イタリア Civitavecchia (Rome), Italy 

 

 
  

リピーター向け 
ツアー番号：ROM-160 

オルビエート 
Orvieto 
ツアー料 金：＄169.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間 ：約 9 時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

日曜日と祝日はほとんどの商店が休みですが、お土産物屋は営業しています。 

ドゥオモはミサの時間、団体客の内部への立ち入りはできません。ガイドが建物の外で説明しますの
で、内部は個人で静かにご見学ください。 
オリビエートのドゥオモに入る場合は男性女性共に肩と膝の隠れる控えめな服装にてご参加下さい。
ミニスカート、短パン、カプリパンツではご入場いただけません。 
買い物にはユーロまたはクレジットカードをご利用ください。 
ドゥオモ内はカメラとビデオ撮影は禁止されています。 
訪問順序は変わる場合があります。  
バスの乗り降りには段差があります。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
 

リピーター向け 
ツアー番号：ROM-330 

ブラッチャーノ湖とワインの試飲 
Lake Bracciano & Wine Tasting 
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： /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは下船日には催行しません。 

アングイッラーラの商店は、繁忙期の間、日曜祭日はお休みです。 

ブラッチャーノ湖へは約１時間、ワイン農家からの帰路は４５分ほどのドライブです。 

石畳で起伏のある道を歩く為、歩行に難がある方又は車椅子を使用する方にはお勧めしません。バス

の乗り降りには段差があります。 

交通状態により訪問順序が変わる場合があります。 
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ナポリ（カプリ＆ポンペイ）イタリア 

Naples(Capri & Pompeii), Italy 
 
イタリア第三の都市ナポリはカンパーニャ地方の中心地として活気にあふれた街。スパゲッティ、ピザ、ケーキ
類などナポリの名前を冠した食べ物も多く、本家の味を楽しむことができます。また、紀元後７９年に起こったヴ
ェスヴィオ火山の噴火によりできた有名なポンペイ遺跡、カプリ島やアマルフィ海岸への観光の玄関口です。ナ
ポリ湾に面した道を走ると、オレンジ、レモン、オリーブ、ブドウ畑などの風景が広がり、眼下に広がる紺青の海
は言葉では言い表せない程の美しさです。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ポンペイ Pompeii 

紀元７９年、ベスビオ火山が噴火しポンペイの町を完全に埋め尽くしました。今では世界遺産に登録され、 
かつて繁栄した町をみることができます。 

 

○2  ソレント Sorrento 

絵のように美しいこの町は、ナポリ湾を見渡す断崖絶壁あり、素晴らしい眺めと美味しいシーフードが楽しめ
ます。また、酸味の強いレモンリキュール、リモンチェッロでも知られています。 

 

○3  カプリ島 Capri 

ソレント半島沖にある豪華な島はローマ時代より裕福で有名な人々の玄関口です。カプリは東側にあるカプ
リと西側にあるアナカプリに分かれています。 
 

○4  アマルフィ海岸 Amalfi Coast 

アマルフィ海岸と同じ名前を持つアマルフィの町は、香り高いレモンの果樹園が点在し、海に向い切り立つ断
崖が続き美しい景色が楽しめます。 

 

○5  ポジターノ Positano 

パステルカラーの家々が、崖からボートが浮かぶ海岸まで続きます。洗練された旅行者のためのエレガント
なブティックと海辺のカフェが自慢です。 
 

○6  ヘルクラネウム遺跡 Herculaneum 

1709 年に発見されたヘルクラネム遺跡も７９年のベスビオ火山噴火の際に埋もれました。発掘後、保存状態
の良いローマの別荘が現れました 

 

○7  ベスビオ火山 Mt. Vesuvius 

ベスビオ火山はポンペイとヘルクラネウムの町を破壊しました。休火山の今は国立公園となり多くの散歩コ
ースがあり、山頂は観光客に開放されています。 

 

○8  ポジリポの丘 Posillipo Hill 

ナポリ市街とナポリ湾を一望できる絶景ポイントです。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 
 

 

人気 世界遺産 
 
ツアー番号：NAP-100 

ナポリ湾のベスト観光：ポンペイ、ソレントとカプリ 
Best of the Bay of Naples:Pompeii, Sorrento & Capri 
ツアー料 金：＄249.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間  
 

下車予定： ①②③/車窓予定： ⑦ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  このツアーは 12 月には催行しません。 

ポンペイに入場する際は、セキュリティの関係で大きなバックや、リュックサック、荷物カートなど
は持ち込む事が出来ません。現地にロッカーはありませんので、大きな荷物はお持ちにならない事を
お勧めいたします。 
カプリは人気のある観光地のため、ケーブルカー乗り場やカプリとナポリのジェットボート乗り場で
の待ち時間や混雑と遅れが予想されます。 
カプリまではジェットボートを利用しますので乗り物酔いにご配慮ください。 

ポンペイからソレントは片道 1時間ほどのドライブです。 

交通事情などにより逆コースとなる場合があります。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
 

  

世界遺産 
ツアー番号：NAP-105 

ポンペイとアマルフィ海岸のドライブ 
Pompeii & Amalfi Coastal Drive 
ツアー料 金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間 
 

下車予定： ①④/車窓予定： ⑤ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  11 月から 5月までポンペイの遺跡が早く閉まる為、訪問順序が変わり、ソレント湾での
お写真ストップが省かれます 
ポンペイに入場する際は、セキュリティの関係で大きなバックや、リュックサック、荷物カートなど
は持ち込む事が出来ません。現地にロッカーはありませんので、大きな荷物はお持ちにならない事を
お勧めいたします。 

現地の規則により、アマルフィにてバスを駐車出来ない場合、アマルフィ海岸にあるミノリ、マイオ
リ又はヴィエトリ・スル・マーレに止めることもあります。 
昼食はソレントかポンペイでお取りいただく場合があります。 
ナポリからアマルフィへは約 2時間のドライブです。ポンペイからナポリへは 30 分程度です。 
アマルフィ海岸の道路は狭く、曲がりくねっています。乗り物酔いにご配慮ください。 
このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

 
 
ツアー番号：NAP-115 
ソレントとアマルフィ海岸 
Sorrento & Amalfi Coast 
ツアー料 金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定： ②④ /車窓予定： ⑤ 

健脚度 その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 

現地の規則により、アマルフィにてバスを駐車出来ない場合、アマルフィ海岸にあるミノリ、マイオ
リ又はヴィエトリ・スル・マーレに止めることもあります。 

昼食はソレントでお取りいただく場合があります。 
ナポリからソレントへ約 1時間 30 分、ソレントからアマルフィへ約 1時間 30 分、アマルフィから 
ナポリまで約 2時間 30 分のドライブです。 
アマルフィ海岸の道路は狭く、曲がりくねっています。乗り物酔いにご配慮ください。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
 
ツアー番号：NAP-125 

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

下車予定： ③ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 

11 月はこのツアーの所要時間は 8時間となります。12 月にはこのツアーは催行しません。 

カプリは人気のある観光地のため、ケーブルカーやボート乗り場、ミニバスでの待ち時間や混雑と遅
れが予想されます。 
カプリへはジェットボートで 50 分程かかりますので、乗り物酔いにご配慮ください。 

このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

 
  

世界遺産 こだわり 
ツアー番号：NAP-150 

ポンペイ、ポジターノとアマルフィ 
Ultimate Bay of Naples :Pompeii, Positano & Amalfi Coast 
ツアー料 金：＄319.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 30 分 
 

下車予定： ①②④⑤ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

10 月下旬から 12 月までは閑散期の為、ポジターノの殆どの商店はお休みです。 

昼食はソレントかポジターノの５つ星ホテルでお取りいただきます。 

アマルフィ海岸の道路は狭く、曲がりくねっています。乗り物酔いにご配慮ください。 

交通規制によりソレントではバス駐車場から街の中心への間、僅かな距離ですが徒歩で移動します。

訪問順序が変わる場合があります。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

ポンペイに入場する際は、セキュリティの関係で大きなバックや、リュックサック、荷物カートなど
は持ち込む事が出来ません。現地にロッカーはありませんので、大きな荷物はお持ちにならない事を
お勧めいたします。 

 
 

世界遺産  
ツアー番号：NAP-180 

ポンペイ観光とソレントでの自由行動 
Pompeii & Time On Your Own In Sorrento 
ツアー料 金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 

11 月と 12 月はポンペイの遺跡が早く閉まる為、ソレントへは午後に訪れますが、お店のほとんどが
お休みです。 
ナポリからソレントは約 1時間 30 分、ソレントからポンペイは約 1時間のドライブです。 

交通規制によりソレントではバス駐車場から街の中心への間、僅かな距離ですが徒歩で移動します。

このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

ポンペイに入場する際は、セキュリティの関係で大きなバックや、リュックサック、荷物カートなど
は持ち込む事が出来ません。現地にロッカーはありませんので、大きな荷物はお持ちにならない事を
お勧めいたします。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
 

世界遺産  
ツアー番号：NAP-290 

ナポリ市内ドライブ 
City Drive 
ツアー料 金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ナポリ中心の交通規制などにより、予告なしにツアーの行程が変更になる場合があります。 

 
 

世界遺産  
ツアー番号：NAP-291 

ナポリ市内ドライブ(車椅子常用者) 
City Drive(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー料 金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは NAP-290 と同じ内容です。 
車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子に付き添われるお客様はツアーNAP-290 にお申
し込みください。車椅子用リフト付きの乗り物の為、付き添いいただけるお客様は 1名となります。
その他の同伴者は別の乗り物をご利用となります。 
このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用者とさせていただきます。クルーズを
申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけません。 

車椅子対応の乗り物の数は非常に限られています。 

ナポリ中心の交通規制などにより、予告なしにツアーの行程が変更になる場合があります。 

 
 

人気 世界遺産 
 
ツアー番号：NAP-993 

日本語観光：ポンペイ、ソレントとカプリ 
Pompeii, Sorrento & Capri (Guided in Japanese) 
ツアー料 金：＄249.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 10 時間  
 

下車予定： ①②③/車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  このツアーは 12 月には催行しません。 

ポンペイに入場する際は、セキュリティの関係で大きなバックや、リュックサック、荷物カートなど
は持ち込む事が出来ません。現地にロッカーはありませんので、大きな荷物はお持ちにならない事を
お勧めいたします。 
カプリは人気のある観光地のため、ケーブルカー乗り場やカプリとナポリのジェットボート乗り場で
の待ち時間や混雑と遅れが予想されます。 
カプリまではジェットボートを利用しますので乗り物酔いにご配慮ください。 

ポンペイからソレントは片道 1時間ほどのドライブです。 

交通事情などにより逆コースとなる場合があります。ソレントの港の送迎はミニバスになりますの
で、お席に限りがあります。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
 

世界遺産  
ツアー番号：NAP-600 

家族連れの為のポンペイ遺跡  
Pompeii for Families 
ツアー料 金：＄69.95～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： ⑦ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

ポンペイに入場する際は、セキュリティの関係で大きなバックや、リュックサック、荷物カートなど
は持ち込む事が出来ません。現地にロッカーはありませんので、大きな荷物はお持ちにならない事を
お勧めいたします。 

 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：NAP-200 

ポンペイ遺跡 
Pompeii  
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： ① /車窓予定： 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

ポンペイに入場する際は、セキュリティの関係で大きなバックや、リュックサック、荷物カートなど
は持ち込む事が出来ません。現地にロッカーはありませんので、大きな荷物はお持ちにならない事を
お勧めいたします。 

 
  

世界遺産 リピーター向き 
ツアー番号：NAP-210 

ヘルクラネウム遺跡 
Herculaneum  
ツアー料 金：＄79.95（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： ⑦ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアー中、約 1.6 キロの起伏のある石畳の道と、約 30 段の階段の移動が必要となります。 

ポンペイに入場する際は、セキュリティの関係で大きなバックや、リュックサック、荷物カートなど
は持ち込む事が出来ません。現地にロッカーはありませんので、大きな荷物はお持ちにならない事を
お勧めいたします。 
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ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：NAP-310 

ポンペイ、ソレントとチーズ試食 
Pompeii, Sorrento & Cheese Tasting 
ツアー料 金：＄119.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 9 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ⑦ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

11 月と 12 月はポンペイの遺跡が早く閉まる為、ソレントへは午後に訪れますが、お店のほとんどが
お休みです。 

このツアーには昼食が含まれません。ソレントでの自由時間に軽食を取るのに必要なユーロをご持参
下さい。 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

ポンペイに入場する際は、セキュリティの関係で大きなバックや、リュックサック、荷物カートなど
は持ち込む事が出来ません。現地にロッカーはありませんので、大きな荷物はお持ちにならない事を
お勧めいたします。 

 
 
ツアー番号：NAP-320 

ソレント＆ワイン試飲 
Sorrento & Wine Tasting 
ツアー料 金：＄79.95～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： ⑦ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

ツアー中にワインを購入することが出来ます。ビザとマスターカードでお支払いただけます。 

交通規制によりソレントでは、バス駐車場から街の中心への間、僅かな距離ですが徒歩で移動します。

 

 

 
  

世界遺産 リピーター向け 
ツアー番号：NAP-410 

ベスビオ山ハイキングとポンペイ 
Mount Vesuvius Hike & Pompeii 
ツアー料 金：＄119.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 30 分 
 

下車予定： ①⑦ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

気象状況によりベスビオ山が閉山となった場合、ハイキングの代わりにナポリのドライブとなりま
す。 

このツアーにはでこぼこした地形をかなり歩きます。硬化した溶岩と岩場を歩く際、ガスや熱が裂け
目から発散されています。心臓疾患の病歴や高血圧のお客様の参加はお勧めしません。 

底の低い歩きやすい靴を着用し、帽子と日焼け止めをお忘れなくお持ち下さい。 
このツアーには昼食が含まれません。ポンペイ遺跡外にて軽食を取るのに必要なユーロをご持参下さ
い。 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

ポンペイに入場する際は、セキュリティの関係で大きなバックや、リュックサック、荷物カートなど
は持ち込む事が出来ません。現地にロッカーはありませんので、大きな荷物はお持ちにならない事を
お勧めいたします。 
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ミコノス島, ギリシャ 

Mykonos, Greece 
 
ミコノス島はギリシャ本土に近い事もあり、ギリシャの島々の中で初めて、海外旅行の人気旅行先になりました。
60 年代の後半から 70 年代の初頭の頃は、富裕層の人々がよく訪れる場所としても有名でした。島の夜の様子
は、今も昔も変わらず、カラフルなライトが煌き、大音量の音楽で、多くの人がパーティを楽しんでいます。 
しかしミコノス島のもう一つの面は、デロス島の隣の島だという事です。古代からの神話では、デロス島はアポ
ロンとその双子の妹アルテミスの生誕地といわれています。デロス島では、太陽神の聖地である３つの神殿や、
有名なライオンの回廊など、広大な島の遺跡を散策する事ができるでしょう。 
 
ミコノスタウンには、流行のブティック、レストラン、ジュエリーショップ、お土産屋、バーやカフェなどがたくさん並
んでいます。また、島の景観で有名な風車は、海岸地区の南側でご覧頂けます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  デロス島 Delos Archeological Site & Museum 

アルテミスとアポロの誕生の地であるデロス島は、小さいながらもギリシャで考古学的に重要な遺跡の一つ
とされています。大理石の廃墟の中にかつて寺院や神聖な場所がありました。 

 

○2  ミコノスタウン Town of Mykonos (Hora) 

聖ヨハネを祭るビザンチン修道院の下に、可愛らしい白く塗られた家と青いドームの教会が立ち並んでいま
す。幅の狭い道には風が通り、お店やタベルナがあちらこちらにあります。 

 

○3  リトルベニス＆風車小屋 Little Venice & Windmills 

何百万もの観光客が写真に収めるリトルベニスの家々は、海にせり出して建てられ、エーゲ海の広い眺めが
楽しめます。丘の上には島の有名な風車が並んでいます。 
 

○4  パラポルティアニ教会 Paraportiani Church 

とても有名な教会で、その名前の由来でもある城壁外にあります。パラポルティアニはキクラデス建築のい
い見本です。 

○5  ミコノスビーチ Mykonos' Beaches 

ギリシャの島々で休暇を象徴するミコノスのビーチは、その透き通った海、黄金の輝く長い砂浜、素晴らしい
眺め、数々のウォータースポーツを楽しめる場所として知られています。 

 

○6  パナギア・ツリアニ修道院 Panagia Tourliani Monastery 

１５４２年に建てられたこの教会は、その独特な建築様式と漆喰で塗られた外観が有名です。内部には手彫
りの祭壇が置かれています。小さな博物館には聖なるイコンや、オリジナルの修道院の鐘もあります。 

 

○7  エーゲ海洋博物館 Aegean Maritime Museum 

19 世紀に建てられた伝統的なミコノスの建物内にあり、船の模型や羅針盤などの古い航海道具や地図など
が展示され、エーゲ海を航海した船の歴史や伝説を見ていただけます。 

 

○8  デロス博物館 Delos Museum 

デロスで発見された発掘品が展示されているこの博物館は 1904 年に建てられ、アルカイック期からローマ帝
国期の遺物や大理石製の像などが展示されています。 
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ミコノス島、ギリシャ Mykonos, Greece 
 

 
 

 

世界遺産 
ツアー番号：JMK-100 
デロス島とミコノス島のベストスポット周遊 
Best of Delos & Mykonos 
ツアー料 金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 
 

下車予定： ①②⑤⑥ /車窓予定： ③④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

狭くでこぼこした石畳の道を 1.2ｋｍほど歩きます。歩行が難しい方の参加はご考慮ください。 

ミコノスタウンの徒歩観光の前には、体力に自身のない方は、バスで船に戻ることも出来ます。 

ツアーはミコノス徒歩観光の終了後に解散となります。解散後すぐ船に戻るか、町に残り自由散策後、
シャトルバスを使用して船に戻ることができます。 
修道院内は、カメラ・ビデオの撮影は禁止されています。また、パナギア・ツリアニ修道院の 
訪問の際には、ショートパンツ及び肩の露出した洋服でのご参加はご遠慮下さい。 
 

 

世界遺産 
ツアー番号：JMK-200 
デロス アポロ誕生の地 
Delos: Birthplace of Apollo 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

ミコノスからデロス島へや現地ボードを使用します。 

デロスでは徒歩による観光で、ほぼ平ら場所を約 2時間歩きます。平底の歩きやすい靴を着用し、お
水と帽子をご持参下さい。体力に自信がない方はご考慮ください。 

 
 

人気 
ツアー番号：JMK-205 
ミコノスタウンと島内ドライブ 
Mykonos Town & Island Drive 
ツアー料 金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定： ②⑤⑥ /車窓予定： ③④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

狭くでこぼこした石畳の道を 1.2ｋｍほど歩きます。歩行が難しい方の参加はご考慮ください。 

徒歩によるミコノス観光が無理と感じた場合、ミコノス徒歩観光が始まる前にバスで船に戻る事も可
能です。 
ツアーはミコノス徒歩観光の終了後に解散となります。解散後すぐ船に戻るか、町に残り自由散策後、
シャトルバスを使用して船に戻ることができます。 

修道院内は、カメラ・ビデオの撮影は禁止されています。また、パナギア・ツリアニ修道院の 
訪問の際には、ショートパンツ及び肩の露出した洋服でのご参加はご遠慮下さい。 
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ミコノス島、ギリシャ Mykonos, Greece 
 

  
ツアー番号：JMK-380 
ミコノスとエーゲ海洋博物館 
Mykonos Town & Aegean Maritime Museum 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定： ②⑦/車窓予定： ③④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは徒歩による観光で長時間歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしません。 
丈夫な歩きやすい靴を着用し、帽子やサングラス等持参し、日焼け対策をお忘れなく。 

ギリシャは 6 月から 8 月は真夏の為、猛暑が予想されます。7 月と 8 月のミコノスの町はとても混雑
します。歩行に難がある方はご考慮ください。 
このツアーの参加人数は極めて限られます。 

 

 
  
ツアー番号：JMK-590 
ミコノスビーチでの休暇 
Mykonos Beach Getaway 
ツアー料 金：＄39.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ⑤/車窓予定：  

健脚度 その他 

高 
 

＜注意事項＞  

ギリシャの夏は猛暑が予想されます。水着を着用し、タオル、帽子、サングラス、日焼け止めをお持
ちください。 

追加料金でビーチ･チェアーとパラソル、お飲物やウォータースポーツがご利用になれます。 

このツアーは６月から９月まで催行します。 
カラファティスまでは片道約25分 プラテヤロス までは約15分のドライブです。 



25 

イスタンブール、 トルコ 

Istanbul, Turkey 
 
イスタンブールは、ボスポラス海峡から上っていくと、光の中にミナレット（尖塔）とドームの輝く、素晴らしい景観
の都市です。今は無き皇帝の統治時代より、イスタンブールは真の文明の交差点として、地球上で唯一２つの
大陸にまたがる都市でした。ヨーロッパとアジアの文化の交わる場所として、旅行者にはとても興味深い所でし
ょう。世界でも 大級のバザール（市場）や、古くからあるモスク、教会を訪ねたり、トプカプ宮殿の中であまりに 
美しい宝飾品をながめてみてはいかがでしょうか。 
 
イスタンブールは、東ローマ帝国の首都であるコンスタンチノープルの頃より、２５世紀もの間、ボスポラス海峡
を支配してきました。その当時、ヨーロッパの主要都市は小さい村で、東ローマ帝国が勢力を広げていました。 
 
＜見どころ＞ 

○1  アヤソフィア Hagia Sofia 

ビザンチン建築の大きな特徴である円型ドームがあり、大理石や支柱はエフェソス遺跡のものが使用されま
した。 
 

○2  トプカプ宮殿 Topkapi Palace 

かつて４００年近くオスマン帝国のスルタン（王）の居城として使われたこの宮殿には、有名なトプカプダイヤ
モンドを始め、金や翡翠の宝石類や、中国磁器などが展示されています。 
 

○3  ブルーモスク Blue Mosque 

この１７世紀に建てられたモスクはそのドームとミナレットで知られています。内部を飾る２万枚以上のイズニ
ック・タイルは青を主体とした非常に美しいもので、さまざまな模様が組み合わされています。 
 

○4  グランドバザール＆絨毯織りの実演 Grand Bazaar & Carpet Demonstration 

世界 大規模の屋内マーケットとされるグランドバザールは、４０００程の店やカフェ、レストランが建ち並び、
曲がりくねった通りが６５もあり、まるで迷路のような場所です。グランドバザールを訪れる前に、絨毯織りの
実演もご覧頂きます。 
 

○5  ボスポラスクルーズ Bosphorus Cruise 

ヨーロッパ大陸とアジア大陸を隔てるボスポラス海峡は、世界で も美しい眺めの一つとされています。モー
ターボートにてオスマントルコ時代の宮殿や城を眺めながら、息を呑むようなクルーズをお楽しみください。 
 

○6  地下貯水池 Underground Cistern 

ユスティニアヌス I 世の時代に造られたこの貯水地は、「地下宮殿」としても知られています。その天井は、
336 本ものコリント式の柱で支えられています。 
 

○7  トプカプ宮殿 ハーレム Topkapi Palace Harem 

トプカプ宮殿のハーレムは、公共の中庭や他の建物から見ることができないように、慎重に設計されていま
した。スレイマンの時代に建設が始まり、メフメット II 時代まで続きました。ハーレムはいくつかの建物と精巧
に装飾された部屋からなり、非常に複雑な間取りとなっています。 

 

○8  ヒッポドローム Hippodrome 

この広場にはかつてローマのコロッセオに並ぶ競馬場がありました。ここにはデルフィからの蛇の柱とエジプ
トのカルナック神殿からのオベリスクが建っています。 
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イスタンブール，トルコ Istanbul, Turkey 

 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：IST-100 
ベスト・オブ・イスタンブール 
Best of Istanbul 
ツアー料 金：＄159.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 
 

下車予定： ①②③④⑦ /車窓予定： ⑧ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

アヤソフィアは月曜日、トプカプ宮殿は火曜日が休館日で一般の入場はできません。プリンセスでは
休日にもツアー参加者が入館できるよう特別に手配をしています。 

金曜日の寄港の場合、ブルーモスクの代わりに歴史あるオットマン・モスクを訪れます。 

モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
靴入れ袋はご用意します。女性はスカーフで頭を覆う必要があります。モスク内部では商業用写真と
フラッシュ撮影は禁止されています。 
トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：IST-105 
アヤソフィア、トプカピ宮殿、ブルーモスクと地下貯水池 
St. Sophia, Topkapi Palace, Blue Mosque & Cistern 
ツアー料 金：＄169.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 
 

下車予定： ①②③④⑥ /車窓予定： ⑧  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 

アヤソフィアは月曜日、トプカプ宮殿は火曜日が休館日で、一般の入場はできません。プリンセスで
は休日にもツアー参加者が入館できるよう特別に手配をしています。 

モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
靴入れ袋はご用意します。女性はスカーフで頭を覆う必要があります。モスク内部では商業用写真と
フラッシュ撮影は禁止されています。 
金曜日の寄港の場合、ブルーモスクの代わりに歴史あるオットマン・モスクを訪れます。 

トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 
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イスタンブール，トルコ Istanbul, Turkey 

 
  

世界遺産   
ツアー番号：IST-110 
イスタンブールのハイライトとボスポラス海峡クルーズ 
Discovery Exclusive:Istanbul Highlights & Bosphorus Cruise 
ツアー料 金：＄189.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 
 

下車予定： ①②③④⑤ /車窓予定： ⑧  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 

アヤソフィアは月曜日、トプカプ宮殿は火曜日が休館日で、一般の入場はできません。プリンセスで
は休日にもツアー参加者が入館できるよう特別に手配をしています。 

観光船内ではアルコール飲料も販売しています。 
モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
靴入れ袋はご用意します。女性はスカーフで頭を覆う必要があります。モスク内部では商業用写真と
フラッシュ撮影は禁止されています。 
金曜日の寄港の場合、ブルーモスクの代わりに歴史あるオットマン・モスクを訪れます。 

トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  

世界遺産 こだわり 
ツアー番号：IST-150 
究極のイスタンブール 
Ultimate Istanbul 
ツアー料 金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 
 

下車予定： ①②③④⑦ /車窓予定： ⑧  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 

アヤソフィアは月曜日、トプカプ宮殿と聖イレーネ教会は火曜日が休館日で、一般の入場はできませ
ん。プリンセスでは休日にもツアー参加者が入館できるよう特別に手配をしています。 

モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
靴入れ袋はご用意します。女性はスカーフで頭を覆う必要があります。モスク内部では商業用写真と
フラッシュ撮影は禁止されています。 
トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
金曜日の寄港の場合、ブルーモスクの代わりに歴史あるオットマン・モスクを訪れます。 

市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 



28 

イスタンブール，トルコ Istanbul, Turkey 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：IST-180 
アヤソフィア＆ブルーモスクと自由行動 
St. Sophia, Blue Mosque & Time On Your Own 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 30 分 
 

下車予定： ①③④ /車窓予定： ⑧  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 

アヤソフィアは月曜日休館で、一般の入場はできませんが。プリンセスでは休日にもツアー参加者が
入館できるよう特別に手配をしています。 
モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
靴入れ袋はご用意します。女性はスカーフで頭を覆う必要があります。モスク内部では商業用写真と
フラッシュ撮影は禁止されています。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。
金曜日の寄港の場合、ブルーモスクの代わりに歴史あるオットマン・モスクを訪れます。 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：IST-200 
アヤソフィア＆ブルーモスクとグランドバザール 
St. Sophia, Blue Mosque & Grand Bazaar 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 30 分 
 

下車予定： ①③④ /車窓予定： ⑧  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 

アヤソフィアは月曜日休館で、一般の入場はできませんが。プリンセスでは休日にもツアー参加者が
入館できるよう特別に手配をしています。 

モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
靴入れ袋はご用意します。女性はスカーフで頭を覆う必要があります。モスク内部では商業用写真と
フラッシュ撮影は禁止されています。 

市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。
金曜日の寄港の場合、ブルーモスクの代わりに歴史あるオットマン・モスクを訪れます。 

このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：IST-205 
トプカプ宮殿、ハーレムとグランドバザール 
Tplapi Palace, Harem & Grand Bazaar 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ②④⑦ /車窓予定： ①③ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 日曜日はグランドバザールが休日の為、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 

トプカプ宮殿は火曜日が休館日で、一般の入場はできません。プリンセスでは休日にもツアー参加者
が入館できるよう特別に手配をしています。 
トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 
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イスタンブール，トルコ Istanbul, Turkey 

 
  

世界遺産  

ツアー番号：IST-290 
イスタンブール市内ドライブ 
Easy Istanbul 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ①④ /車窓予定： ③⑧ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜日はグランドバザールが休日のため、近くの商店街を訪れますが、買物は限られます。 

市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。
アヤソフィアは月曜日が休館日で、一般の入場はできません。プリンセスでは休日にもツアー参加者
が入館できるよう特別に手配をしています。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：IST-291 
イスタンブール市内ドライブ（車椅子常用者） 
Easy Istanbul(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ①④ /車窓予定： ③⑧ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  このツアーは IST-290 と同じ内容です。 
車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子に付き添われるお客様はツアーIST-290 にお申
し込みください。車椅子用リフト付きの乗り物の為、付き添いいただけるお客様は 1名となります。
その他の同伴者は別の乗り物をご利用となります。 
このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用者とさせていただきます。クルーズを
申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけません。 

車椅子常用者が利用できる乗り物の数は非常に限られています。車椅子は２台、付き添いは 4名まで
乗車できます。 

*IST-290 の注意事項もご確認下さい。 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：IST-600 
ファミリー向け ベスト・オブ・イスタンブール 
Best of Istanbul for Families 
ツアー料 金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 
 

下車予定： ①②③④⑦ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

アヤソフィアは月曜日、トプカプ宮殿は火曜日が休館日で一般の入場はできません。プリンセスでは
休日にもツアー参加者が入館できるよう特別に手配をしています。 

金曜日の寄港の場合、ブルーモスクの代わりに歴史あるオットマン・モスクを訪れます。 

モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
靴入れ袋はご用意します。女性はスカーフで頭を覆う必要があります。モスク内部では商業用写真と
フラッシュ撮影は禁止されています。 
トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 
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イスタンブール，トルコ Istanbul, Turkey 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：IST-993 
日本語観光 ベスト・オブ・イスタンブール 
Best of Istanbul(Guided in Japanese) 
ツアー料 金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 
 

下車予定： ①②③④⑦ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

アヤソフィアは月曜日、トプカプ宮殿は火曜日が休館日で一般の入場はできません。プリンセスでは
休日にもツアー参加者が入館できるよう特別に手配をしています。 

金曜日の寄港の場合、ブルーモスクは２:００まで閉まっていますので、順序を入れ替えて午後にご
案内いたします。 

モスクを訪問する際は肩と膝を覆った服を着用し、靴を脱いで入りますので靴下をお持ちください。
靴入れ袋はご用意します。女性はスカーフで頭を覆う必要があります。モスク内部では商業用写真と
フラッシュ撮影は禁止されています。 
トプカプ宮殿では修復作業や貸出し等で一部展示が見られない場合があります。ガイドは宮殿内宝物
館には入りません。 
市内は交通渋滞が激しく、訪問順序が変わる場合があります。旧市街内では徒歩での移動となります。
車椅子での参加は出来ません。 
このツアーにはイヤホンガイドが使われます。 

 

 
 

  
ツアー番号：IST-900, IST-905, IST-910, IST-915 
専用車でのイスタンブール観光（英語ガイド付き） 
Istanbul by Private Vehicle 
 
IST-900  バンタイプ  ツアー料 金：＄279.95～  所 要 時 間：約 8 時間 （定員８名） 

IST-905  乗用車タイプ ツアー料 金：＄449.95～  所 要 時 間：約 8 時間 （定員２名） 

IST-910  バンタイプ  ツアー料 金：＄239.95～  所 要 時 間：約 4 時間 （定員８名） 

IST-915  専用車タイプ ツアー料 金：＄349.95～  所 要 時 間：約 4 時間 （定員２名） 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは車の台数単位でお申し込み下さい。ツアー代金は代表者の船内会計にチャージされます
ので、ご参加のお客様同士でご清算をお願い致します。ツアーチケットは代表者の方のキャビンに届
けられますので、チケットをご確認の上、参加者全員のお名前等の詳細を、ショアエクスカーション
デスクにお知らせ下さる様お願い致します。参加者全員のお名前等が確認出来ない場合は、ご参加頂
けない事がありますので、ご注意下さい。 

ご予約の取消は、返金不可となります。 

配車される車のタイプは締切後に、お申し込みの人数などによって調整後決定されます。 

２箇所以上を観光希望される場合は、８時間コースが必要になることが多いです。訪問箇所を追加す
る場合は、追加料金が掛かる事があります。船内ショアエクスカーションデスクでご相談下さい。 
専用車には、エアコンが付いており、英語ガイドが同行します。その他の言語を希望される場合は、
乗船後にお問い合わせ下さい。運転手は専門のドライバーが担当いたします。ドライバーはガイド業
務はできません。 

次の料金はツアー代金に含まれておりません：観光地の入場料、ドライバー・ガイドへの心付け、そ
の他食事代、飲み物代などの個人消費費用。 

車の台数には限りがありますので、お早目のお申し込みをお勧めします。 
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クサダシ（エフェソス）、トルコ 

Kusadasi(Ephesus), Turkey 
 
トルコのアナトリア海岸にあるクサダシの港から、一歩足を踏み入れると、古代都市で有名なエフェソスの遺跡
で過去を旅する事ができるでしょう。町はかつてローマ地方の首都であり、貿易の要所でした。またエフェソス
には、いくつかのキリスト教世界の聖地があります。聖パウロは、野外大劇場でキリスト教を伝道したといわれ、
エフェソスの聖ヨハネ聖堂は、キリストの 12 人の使徒であった聖ヨハネの墓の上に建てられました。 
 
クサダシでは、白い石で作られた家々が、市場地区のすぐ後ろに段々に並んでいます。ヤシの木が並ぶ歩道
が町の中心となっており、イスタンブールのグランドバザールに匹敵する程たくさんのお店があります。 
 
＜見どころ＞ 
 

○1  エフェソス Ephesus 

マグネシア門から緩やかな大理石の通りを下り、ローマ時代の強大な地方都市だったエフェソスの中心地へ。
途中、音楽堂のオデオン、セルシウス図書館、ハドリアヌスの神殿、トラヤヌスの泉、2 万 5 千人が収容可能
な野外大劇場などをご覧ください。また、エフェソスは聖パウロが説教した場所でもあります。 

○2  聖母マリアの家 House of the Virgin Mary 

聖母マリアが余生を送ったとされ、バチカンが聖地として認めている聖母マリアの家。聖母マリアに捧げられ
た小さな聖堂は、その家の跡が発見されたときに建てられたものです。 

 

○3  聖ヨハネ聖堂 Basilica of St. John 

ユスティニアヌス帝によって 12 人の使徒の 1 人であるヨハネの墓の上に建てられました。荒廃したこの聖堂
もかつてはアヤソフィアとその大きさを競いました。美しい柱と色鮮やかなモザイクが今でも残されています。 

 

○4  エフェソス博物館 Ephesus Museum 

セルチュクのこの小さな博物館では、エフェソスの遺跡から出土した、ヘレニズムからローマ時代の彫像やレ
リーフなど、驚くべき数のコレクションをご覧頂けます。 

 

○5  テラスハウス Terrace Houses 

ハドリアヌスの神殿の向かいに新しく発掘された区画で、家々にはフレスコ画やモザイクが綺麗に残されて
います。 
 

○6  シリンジェ村 Sirince 

伝統的な丘の中腹にある村です。露店や土産屋をぶらぶらしたり、ビザンチンの教会を訪れたり、または地
元のワインの試飲をしたり、足を休めてトルココーヒーを飲んでみるのも良いでしょう。 

 

○7  絨毯織りの実演とショッピング Carpet Weaving and Shopping 

絨毯織りはトルコの家内産業であり、ここでは絨毯の製造過程をご覧頂けます。 
 

○8  お客様ご希望の観光箇所 Tour sites at guest’s discretion 
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クサダシ(エフェソス)、トルコ Kusadasi, Turkey(for Ephesus) 

 

 
  

人気 
ツアー番号：KU1-200 
エフェソス、聖ヨハネ聖堂と聖母マリアの家 
Ephesus, St. John's & Virgin Mary Shrine 
ツアー料 金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ①②③⑦ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。聖ヨハネ聖堂、聖母マリアの家へも坂道や石段
があります。 

エフェソスから聖母マリアの家まで約 20 分の曲がりくねった山道をドライブします。 

ツアー終わりに街に残りバザールにあるカーペット屋でカーペット実演を見学するかバザールで買
い物をするかが選択できますが、船まではご自身で徒歩にてお戻りください(徒歩で 10 分から 15 分)
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
ツアー番号：KU1-205 
エフェソスと聖母マリアの家 
Ephesus & Virgin Mary Shrine 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ①②⑦ /車窓予定： ③ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。エフェソスから聖母マリアの家まで約 20 分の
曲がりくねった道をドライブします。聖母マリアの家へも坂道や石段があります。 

ツアー終わりに街に残りバザールにあるカーペット屋でカーペット実演を見学するかバザールで買
い物をするかが選択できますが、船まではご自身で徒歩にてお戻りください(徒歩で 10 分から 15 分)

このツアーは車椅子での参加はできません。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
ツアー番号：KU1-215  
エフェソス 
Ephesus 
ツアー料 金：＄59.95～ （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： ③ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。 
ツアー終わりに街に残りバザールにあるカーペット屋でカーペット実演を見学するかバザールで買
い物をするかが選択できますが、船まではご自身で徒歩にてお戻りください(徒歩で 10 分から 15 分)

このツアーは車椅子での参加はできません。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 
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クサダシ(エフェソス)、トルコ Kusadasi, Turkey(for Ephesus) 

 
 
ツアー番号：KU1-250  

エフェソスとテラスハウス 
Ephesus & The Terrace Houses 
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： ①⑤⑦ /車窓予定： ③  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 
エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。テラスハウスでは階段が多くあります。 
ツアー終わりに街に残りバザールにあるカーペット屋でカーペット実演を見学するかバザールで買
い物をするかが選択できますが、船まではご自身で徒歩にてお戻りください(徒歩で 10 分から 15 分)

このツアーは車椅子での参加はできません。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
 
ツアー番号：KU1-993  

日本語観光 エフェソスとテラスハウス 
Ephesus & The Terrace Houses(Guided in Japanese) 
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： ①⑤ /車窓予定： ③  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 
エフェソス観光では起伏のある長い距離を歩きます。テラスハウスでは階段が多くあります。 
ツアー終わりに街に残りバザールにあるカーペット屋でカーペット実演を見学するかバザールで買
い物をするか選択ができますが、船まではご自身で徒歩にてお戻りください(徒歩で 10 分から 15 分)

このツアーは車椅子での参加はできません。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 

 
  
ツアー番号：KU1-910  

個人手配による専用車で回るクサダシ バンサイズ 半日（ガイド付き） 
Kudadasi by Private Vehicle- Van class Half Day(with Guide) 
ツアー料 金：＄279.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： ⑧ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

バンサイズの乗車定員は８名です。このツアーは車の台数単位でお申し込み下さい。ツアー代金は代
表者の船内会計にチャージされますので、ご参加のお客様同士でご清算をお願い致します。ツアーチ
ケットは代表者の方のキャビンに届けられますので、チケットをご確認の上、参加者全員のお名前等
の詳細を、ショアエクスカーションデスクにお知らせ下さる様お願い致します。参加者全員のお名前
等が確認出来ない場合は、ご参加頂けない事がありますので、ご注意下さい。 

ご予約の取消は、返金不可となります。 

配車される車のタイプは締切後に、お申し込みの人数などによって調整後決定されます。 

２箇所以上を観光希望される場合は、８時間コースが必要になることが多いです。訪問箇所を追加す
る場合は、追加料金が掛かる事があります。船内ショアエクスカーションデスクでご相談下さい。 
専用車には、エアコンが付いており、英語ガイドが同行します。その他の言語を希望される場合は、
乗船後にお問い合わせ下さい。運転手は専門のドライバーが担当いたします。ドライバーはガイド業
務はできません。 

 



34 

クサダシ(エフェソス)、トルコ Kusadasi, Turkey(for Ephesus) 

 
  
ツアー番号：KU1-915  

個人手配による専用車でのクサダシ 乗用車サイズ 半日（ガイド付き） 
Kudadasi by Private Vehicle- Car class Half Day(with Guide) 
ツアー料 金：＄249.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： /車窓予定： ⑧ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

乗用車サイズの乗車定員は 2名です。このツアーは車の台数単位でお申し込み下さい。ツアー代金は
代表者の船内会計にチャージされますので、ご参加のお客様同士でご清算をお願い致します。ツアー
チケットは代表者の方のキャビンに届けられますので、チケットをご確認の上、参加者全員のお名前
等の詳細を、ショアエクスカーションデスクにお知らせ下さる様お願い致します。参加者全員のお名
前等が確認出来ない場合は、ご参加頂けない事がありますので、ご注意下さい。 

ご予約の取消は、返金不可となります。 

配車される車のタイプは締切後に、お申し込みの人数などによって調整後決定されます。 

２箇所以上を観光希望される場合は、８時間コースが必要になることが多いです。訪問箇所を追加す
る場合は、追加料金が掛かる事があります。船内ショアエクスカーションデスクでご相談下さい。 
専用車には、エアコンが付いており、英語ガイドが同行します。その他の言語を希望される場合は、
乗船後にお問い合わせ下さい。運転手は専門のドライバーが担当いたします。ドライバーはガイド業
務はできません。 

 

 
  
ツアー番号：KU1-290  

エフェソス ドライブ観光 
Easy Ephesus 
ツアー料 金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ④⑦ /車窓予定： ①③  

健脚度 その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 
このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

 
  
ツアー番号：KU1-291  

エフェソス ドライブ観光（車椅子常用者） 
Easy Ephesus(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー料 金：＄55.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ④⑦ /車窓予定： ①③  

健脚度 その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 
このツアーは KU1-290 と同じ内容です。 
車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子に付き添われるお客様はツアーKU1-290 にお申
し込みください。車椅子用リフト付きの乗り物の為、付き添いいただけるお客様は 1名となります。
その他の同伴者は別の乗り物をご利用となります。 
このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用者とさせていただきます。クルーズを
申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけません。 
車椅子常用者が利用できる乗り物の席数は非常に限られています。 

このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
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ピレウス（アテネ） ギリシャ 

Piraeus (Athens), Greece 
 
この西洋文化発祥の地では、活気に満ちた過去の様子が保存されています。アクロポリスの頂上には、現代
社会の喧騒の上に、晴れ晴れとしたパルテノンが帆を広げているようです。悲劇作家のアイスキュロス、ソフォ
クレス、エウリピデス達は、アクロポリスの麓にあるデュオニソス劇場で上演しました。プニュクスの丘では、民
主主義の会議を開催し、当時の市民達は、始まったばかりの民主主義の選挙に、アテネの命運を決める為に
集まりました。その後アテネはリカヴィトスの丘の麓に広がり、活気と喧騒にあふれた人口 450 万人をかかえる
主要都市となりました。現代のアテネは、かつてのギリシャと対照的で、たくさんのお店や活気のあるタベルナ
（レストラン）にあふれた華やかな街です。 
ピレウスは、アテネの外港として、立地条件がすぐれているため、２千年以上も昔から発展してきました。 
 

＜見どころ＞ 

○1  アクロポリス Acropolis 

ギリシャ古代遺跡のハイライトといえば、アテネのアクロポリス。８０段の階段を上ると、パルテノン神殿とエレ
クティオンの素晴らしい記念碑に目を奪われます。 
 

○2  プラカ地区 The Plaka 

アクロポリスの麓にあり、ブティックやカフェ、タベルナが集まるアテネでもっとも古い地区になります。徒歩で
しか回れないその狭い道を歩きながら、ショッピングをお楽しみください。 
 

○3  オリンピア ゼウス神殿 Temple of Olympian Zeus 

古代ギリシャ 大規模の神殿であり、今なお１５本のコリント式の柱が残っています。オリンポスの 高神で
あるゼウスに敬意を示すようにアテネの中心に位置しています。 
 

○4  オリンピック・スタジアム Old Olympic Stadium 

紀元前４世紀の競技場跡に建てらたこのスタジアムは、１８９６年に第１回近代オリンピックが開かれ、2004
年のオリンピックでも会場となりました。 
 

○5  アテネ博物館巡り Athens Museums 

世界的なコレクションがアテネ市内の博物館に展示されています。ビザンチン＆クリスチャン博物館、キクラ
デス美術博物館、国立考古学博物館、ベナキ博物館、アクロポリス博物館などあります。 
 

○6  スニオン岬のポセイドン神殿 Temple of Poseidon at Cape Sounion 

紀元前５世紀に建てられ、スニオン岬の劇的な海岸線を見渡す崖の上にあるポセイドン神殿は、海の神に
捧げられており、古代から今日まで船乗りたちの目印となっています。 
 

○7  古代アゴラ Ancient Agora 

アゴラとは“集まる場所”という意味があります。この広大な広場は、アテネ人の生活と古代ギリシャの民主
政治の中心であったため、ここで買い物だけではなく、政治を論じたり裁判を行う場所でもありました。 
 

 

○8  古代コリント、コリント運河、コリント博物館 Ancient Corinth, Corinth Canal Corinth Museum 

コリントにはローマの店や泉、大きなアポロ神殿を含む公共の建造物よりも広大な広場があります。コリント
運河は１９世紀の土木技術の驚異とも言われています。 



36 

ピレウス（アテネ）、ギリシャ Pireaus (Athens), Greece 

 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：ATH-100 
アテネの見所 
Best of Athens 
ツアー料 金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分  
 

下車予定： ①②⑤ /車窓予定： ③④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

アクロポリスでは時々修復工事が行われています。 

アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒
歩で約 10 分です。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
セキュリティの関係上、アクロポリスと考古学博物館には大きなバックとリュックサックは持ち込め
ません。アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 

国立考古学博物館内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
  

世界遺産 
ツアー番号：ATH-130 
アクロポリス、プラカと民族舞踊ショー 
Acropolis, Plaka & Folkloric Show 
ツアー料 金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ③④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修復工事が行われている場所もあります。 

セキュリティの関係上、アクロポリスには大きなバックとリュックサックは持ち込めません。アクロ
ポリスでは行列や混雑が予想されます。 
アクロポリスでは８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒歩で約 10 分で
す。ポセイドンの神殿へはバスを降りた地点から徒歩で約 500 メートル、起伏のある滑り易い道を歩
きますので履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
  

世界遺産 
ツアー番号：ATH-150 
究極のアテネ観光 
Ultimate Athens 
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： ①②⑤ /車窓予定： ③④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

アクロポリスでは修復工事が行われている場所があります。 

セキュリティの関係上、アクロポリスとアクロポリス博物館には大きなバックとリュックサックは持

ち込めません。また、行列や混雑が予想されます。 

アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒
歩で約 10 分です。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
アクロポリス博物館では、フラッシュ撮影が禁止されております。
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  
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ピレウス（アテネ）、ギリシャ Pireaus (Athens), Greece 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：ATH-180 
アクロポリスとプラカでの自由行動 
Acropolis & Time On Your Own in the Plaka 
ツアー料 金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 6 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ③④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修復工事が行われている場所もあります。 

セキュリティの関係上、アクロポリスには大きなバックとリュックサックは持ち込めません。 
アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 
アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒
歩で約 10 分です。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
入場料などでユーロが必要です。買い物や飲食にはユーロまたはクレジットカードをご利用くださ
い。船内又は市内両替所で両替できます。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
  

世界遺産 
ツアー番号：ATH-200 
アクロポリスと市内ドライブ 
Acropolis & City Drive 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： ③④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修復工事が行われている場所もあります。 

セキュリティの関係上、アクロポリスには大きなバックとリュックサックは持ち込めません。 
アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 
アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に
難がある方はご考慮ください。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
  

世界遺産 
ツアー番号：ATH-295 
市内ドライブとアクロポリス博物館 
City Drive & Acropolis Museum 
ツアー料 金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： ①③④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修復工事が行われている場所もあります。 
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ピレウス（アテネ）、ギリシャ Pireaus (Athens), Greece 

 
  

世界遺産 

ツアー番号：ATH-290 
アテネ市内ドライブとオリンピックスタジアム 
Easy Athens City Drive & Old Olympic Stadium 
ツアー料 金：＄59.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ①③ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

修復工事が行われている場所もあります。 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：ATH-291 
市内ドライブとオリンピックスタジアム（車椅子常用者） 
City Drive & Old Olympic Stadium(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー料 金：＄59.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ①③ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは ATH-290 と同じ内容です。 
車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子に付き添われるお客様はツアーATH-290 にお申
し込みください。車椅子用リフト付きの乗り物の為、付き添いいただけるお客様は 1名となります。
その他の同伴者は別の乗り物をご利用となります。 
このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用者とさせていただきます。クルーズを
申し込みの際、事前に車椅子常用の情報がない場合、このツアーはお申し込みいただけません。 

車椅子常用者が利用できる乗り物の数は非常に限られています。 

修復工事が行われている場所もあります。 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：ATH-380 
アクロポリス、古代アゴラ、ゼウス神殿 
Acropolis, Ancient Agora & Temple of Olympian Zeus 
ツアー料 金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 
 

下車予定： ①③⑦ /車窓予定： ④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーの参加人数は極めて限られます。 

アクロポリスでは時々修復工事が行われています。アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 

アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に
難がある方はご考慮ください。セキュリティの関係上、アクロポリスには大きなバックとリュックサ
ックは持ち込めません。 

このツアーではイヤホンガイドが使われます。  
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ピレウス（アテネ）、ギリシャ Pireaus (Athens), Greece 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：ATH-993 
日本語観光 アテネの見所 
Best of Athens(Guided in Japanese) 
ツアー料 金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分  
 

下車予定： ①②⑤ /車窓予定： ③④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

アクロポリスでは時々修復工事が行われています。 

アクロポリスでは滑り易い坂道や８０段ほど石段を登ります。バスを降りた所からプラカ地域まで徒
歩で約 10 分です。履きなれた靴でご参加下さい。歩行に難がある方はご考慮ください。 
セキュリティの関係上、アクロポリスと考古学博物館には大きなバックとリュックサックは持ち込め
ません。アクロポリスでは行列や混雑が予想されます。 

国立考古学博物館内はフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。  

 
 
ツアー番号：ATH-240 
コリント運河クルージング 
Corinth Canal Cruise 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ピレウスからコリントまで片道 1時間 15 分ほどのドライブです。 
運河でボートに乗り換える際、数段の段差があります。歩行に難のある方はご考慮下さい。 
混雑程度によっては待たされる場合や、２度に分けて運河を往復する場合などもあります。 

火曜日は運河メンテナンスの為、このツアーは催行されません。 

 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：ATH-185 
アテネでの自由行動 
Athens on Your Own 
ツアー料 金：＄39.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 7 時間 30 分 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

入場料などでユーロが必要です。買い物や飲食にはユーロまたはクレジットカードをご利用くださ
い。船内又は市内両替所で両替できます。 
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ベニス、イタリア 

Venice, Italy 
水の都ベニス。大運河をゴンドラが行き交う情景は世界中の観光客の旅情を誘います。中世より東方貿易で
栄え、アドリア海の女王とも呼ばれた海運国ベニスの輝かしい歴史は今日サン・マルコ広場の寺院や宮殿を始
め、市内の数々の建物や華やかな伝統行事の中にも偲ばれます。ベニス出入港時にはヴェネチアン・ラグーン
を通ります。両岸には多くの教会や歴史的な建造物が立ち並び、水上バスで混雑しているこの運河の景観を
船上からお楽しみください。 
 

＜見どころ＞ 

○1  サン・マルコ広場＆サン・マルコ寺院(外観のみ) St. Mark's Square & Basilica(outside view only) 

ベニスのランドマークであるサン・マルコ寺院はとても有名です。ファサード（正面）はモザイクや大理石、銅
像で黄金に飾られ、屋根には 5 つのドームをもち、鐘楼からは素晴らしい眺めをご覧頂けます。 
 

○2  ドージェ・パレス Doge's Palace 

おそらく、ベニス文化の中で も有名なシンボルである、この素晴らしい 14 世紀の宮殿は総督府であり裁判
所でもありました。ためいき橋は、この宮殿を牢獄と結ぶために建設されました。 
 

○3  グランド カナル Grand Canal 

このにぎやかな運河に沿って、13～17 世紀の間に建てられた 170 もの建物が並んでいます。 
 

○4  ムラーノ・ガラス ショールーム Murano Glass Showroom 

ムラーノ島は１２９１年よりベニスのガラス製造を担ってきました。主要なガラス工場の 1 つを訪れ、製造過程
を見学し、その見事な作品のいくつかをご覧頂きます。 
 

○5  ゴンドラ遊覧 Gondola Ride 

これは、究極のベニス体験です。伝統的な服装をしたゴンドリエーレ（ゴンドラの船頭）が昔の石橋をいくつか
通過しながら、この海に浮かぶ町を運河からご案内します。 
 

○6  サン・ジョルジョ教会 San Giorgio Church 

16 世紀の教会と修道院は、建築家アンドレア・パラディオの傑作の 1 つと考えられます。また、ティントレット
の「 後の晩餐」と「マナの収穫」という も素晴らしい２作品を見ることができます。 
 

○7  フェニーチェ劇場 La Fenice Theatre 

ヨーロッパでも有名な劇場の一つで、有名なオペラが上演されています。不死鳥と名が付けられたこの劇場
は 2004 年 11 月に火災による灰から返り咲きました。1996 年の大火で劇場のほとんどが焼け落ち、大工事
が行われ、劇場が栄華を取り戻したのです。躍動的な美しさを持つことで全世界に知られ、フェニーチェは数
多くの素晴らしいオペラ作品の発祥の地として知られています。 

 

○8  ブラーノ島 Burano 

色とりどりに塗られた家や店が印象的な漁村で、ベニス特産のレース編みが大変有名です。 
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ベニス、イタリア Venice, Italy 

 
 
世界遺産 
ツアー番号：VCE-200 
ベスト・オブ・ベニス 
Best of Venice 
ツアー料 金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ②④ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 日曜日の午前や祝日はサン・マルコ寺院内でのミサの為、団体客の立ち入りはできませ
んが、寺院より許可が出れば内部を各自、静かに見学ください。ガイドは一緒に入れません。高潮の
場合寺院入口が閉鎖される事もあり内部に入れない場合があります。サン・マルコ寺院へは肩と膝が
隠れる服装でご参加ください。 
起伏のある場所を長く歩く為、歩行に難がある方にはお勧めしません。車椅子はご利用頂けません。
ドージェ･パレスとサン･マルコ寺院内での写真撮影は禁止されています。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 

ドージェ・パレスとサン・マルコ寺院は混雑や遅延が予想されます。 

セキュリティ上の理由により、大きなバッグは荷物検査があります。長時間待たない為にも大きなバ
ッグは持ち込まないことをお勧めします。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
 

人気 世界遺産 
ツアー番号：VCE-205 
ドージェ・パレスとゴンドラ遊覧 
Doge's Palace & Gondola Ride 
ツアー料 金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ②④⑤ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 起伏のある所を長く歩く為、歩行に難がある方にはお勧めしません。車椅子はご利用い
ただけません。 
ゴンドラは6人乗りで、乗り場でグループに分けられます。乗降時、5段の段差があります。ゴンドラ
操縦者の指示を仰いで下さい。座席はバランスと安全を考慮してゴンドラ操縦者により決められま
す。尚、雨天、強風や潮位の状態により催行できない場合があります。 

ドージェ･パレス内での写真撮影は禁止されています。また混雑や遅延が予想されます。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
セキュリティ上の理由により、大きなバッグは荷物検査があります。長時間待たない為にも大きなバ
ッグは持ち込まないことをお勧めします。 
ゴンドラ乗船中ガイドはありません。このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：VCE-210 
サン・ジョルジオ教会、ムラーノ・ガラスとゴンドラ遊覧 
San Giorgio, Murano Glass Factory & Gondola Ride 
ツアー料 金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ⑤⑥ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 日曜祝日は教会内でのミサの為、団体客の立ち入りはできません。サン・ジョルジオ教
会内での写真撮影は禁止されています。また教会へは肩と膝が隠れる服装でご入場ください。 

起伏のある所を長く歩く為、歩行に難がある方にはお勧めしません。車椅子はご利用いただけません。

乗降時、5段の段差があります。ゴンドラ操縦者の指示を仰いで下さい。座席はバランスと安全を考
慮してゴンドラ操縦者により決められます。乗り場でグループに分けられます。ゴンドラは6人乗り
です。ゴンドラ遊覧は雨天、強風や潮位の状態により催行できない場合があります。 

訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
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ベニス、イタリア Venice, Italy 

 
 

世界遺産 
ツアー番号：VCE-220 
カ･レッツォニーコ、ドージェ･パレスとサン･マルコ寺院 
Ca' Rezzonico, Doge's Palace & St. Mark's Basilica 
ツアー料 金：＄169.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 30 分 
 

下車予定： ②③ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  火曜日はカ･レッツォニーコが休館のためツアーは催行しません。 

日曜日の午前や祝日はサン・マルコ寺院内でのミサの為、団体客の立ち入りはできませんが、寺院よ
り許可が出れば、内部を各自で静かにご見学ください。ガイドは一緒に入れません。 

高潮の場合、寺院入口が閉鎖される事もあり、内部に入れない場合があります。 

起伏のある所を長く歩く為、歩行に難がある方にはお勧めしません。車椅子はご利用いただけません。

ドージェ･パレス、カ･レッツォニーコ、サン･マルコ寺院内での写真撮影は禁止されています。 
ドージェ･パレスとサン･マルコは混雑や遅れが予想されます。 
寺院内のガイドは禁じられていますので、説明を外で聞いてから内部を各自見学します。 
サン・マルコ寺院内部へは肩と膝が隠れる服装でご入場ください。 
セキュリティ上の理由により、大きなバッグは手荷物検査があります。長時間待たない為にも大きな
バッグは持ち込まないことをお勧めします。 

このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
 

世界遺産 こだわり 
ツアー番号：VCE-250 
閉館後のサン･マルコ寺院訪問 
Ultimate Venice: After Hours Visit to St.Mark’s Basilica 
ツアー料 金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

宗教的理由によりサン･マルコ寺院での見学が出来なくなった場合、当ツアーの催行は中止されます。
このツアーは乗船日の夕方に催行されますので、事前予約をお勧めします。空席があればお申込みい
ただけます。バルセロナからベニスへのクルーズでは、このツアーは下船前日の夕刻に催行されます。 
起伏のある所を長く歩く為、歩行に難がある方にはお勧めしません。 
サン・マルコ寺院内部へは肩と膝が隠れる服装でご入場ください。サン･マルコ寺院内での写真撮影
は禁止されています。 
少催行人数は25名です。全てのクルーズで催行するとは限りません。 

このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
 
世界遺産 
ツアー番号：VCE-290 
ベニスのラグーンゆったりクルーズ 
Venetian Lagoon Cruise 
ツアー料 金：＄59.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定：  /車窓予定： ⑥⑧ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ モーターボートに乗り降りする際、5～10 段の段差があります。 
モーターボートの２階部分には屋根がありません。 

このツアーは途中休憩がございません。またモーターボートにはお手洗いの設備はありません。 
希望者は帰路、サン･マルコ寺院近くでボートを降りることができますが、その場合は各自で船に 
お戻りください。 
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ベニス、イタリア Venice, Italy 

 
  
ツアー番号：VCE-860 
夕暮れのゴンドラ遊覧とセレナーデ 
Evening Gondola Ride with Serenade 
ツアー料 金：＄189.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは乗船日の夕方に催行されますので、事前予約をお勧めします。空席があればお申込みい
ただけます。バルセロナからベニスへのクルーズでは、このツアーは下船前日の夕刻に催行されます。
季節によってはゴンドラ乗船の時間は日没後となります。 

このツアーでは橋や起伏のある所は長く歩く為、歩行に難がある方にはお勧めしません。車椅子はご
利用いただけません。ゴンドラに乗り降りする際、5段の段差があります。ゴンドラ操縦者の指示に
お従いください。ゴンドラの座席はバランスと安全を考えゴンドラ操縦者が決めます。 
ゴンドラ乗船中ガイドはありません。 

ゴンドラは4人乗りです。ゴンドラ乗り場でグループに分けられます。雨天、強風や潮位の状態によ
り催行できない場合があります。 

 
  
ツアー番号：VCE-225 
フェニーチェ劇場とグランド カナル 
La Fenice Opera House & Grand Canal 
ツアー料 金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ①③ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーはリハーサルなどの理由でキャンセルになり場合もあります。 

このツアーでは橋や起伏のある所は長く歩き、船の乗り降りもありますので、歩行に難がある方には
お勧めしません。車椅子はご利用いただけません。 

モーターボートの外デッキにいることの出来る人数は限られています。 

劇場への移動中、ガイドの説明はありません。劇場内は写真撮影が禁止されています。 

 
  
ツアー番号：VCE-390 
徒歩で回るユダヤの遺産 
A Walking Tour of the Jewish Heritage 
ツアー料 金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

シナゴーク及び博物館内は写真撮影が禁止されています。 

このツアーは長距離歩きますので、平底の履きなれた靴でご参加ください。 

シナゴーク内には階段があります。 
シナゴーク訪問は変更になる場合もあります。 
シナゴークツアーは博物館ガイドが説明します。 
車椅子はご利用いただけません。 
宗教施設に入る際は肩や膝の隠れた服装でご入場ください。 
日曜日は買い物する機会が限られています。 
土曜日とユダヤの祝日はゲットーにあるシナゴークが閉館の為、催行しません。 
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ベニス、イタリア Venice, Italy 

 

 
  

世界遺産 リピーター向き 
ツアー番号：VCE-260 
ムラーノ島ガラス工場とブラーノ島 
Murano Glass Factory & Burano Islands 
ツアー料 金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

車椅子はご利用頂けません。モーターボート乗降時に5～10段の段差があり、ムラーノ島のガラス工
場でも数段の段差があります。 

 
  

世界遺産 リピーター向き 
ツアー番号：VCE-380 
徒歩で巡るベニス 
Walking Tour of Venice 
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：  /車窓予定： ③ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

日曜祝日は教会でのミサのため団体客の内部への立ち入りはできませんが、教会の許しがあれば個人
で内部を静かに見学ください。 
長時間徒歩による観光で、橋をいくつも越えることが含まれるため、歩行に難がある方にはお勧めし
ません。車椅子はご利用頂けません。 

底の平らな履きなれた靴でご参加下さい。サンティ・ジョバンニ・エ・パオロ教会内へ訪問する場合
は肩と膝がかくれる服装をご着用ください。 
このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 
  
ツアー番号：VCE-960 
パドヴァと空港送り 
Debark Tour – Padua 
ツアー料 金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは午後12：30頃にマルコポーロ空港で終了しますので、午後3：00以降のフライトで出発
するお客様のみご参加になれます。また、このツアーには 少催行人数が設定されています。 
起伏のある場所を長時間歩く事が含まれ、歩行に難がある方にはお勧めしません。訪問箇所では修復
工事が行われている場合があります。 

サンタントニア聖堂内はガイドの案内が禁じられていますので、ガイドの説明を外で聞いてから個人
で内部を見学します。 

日曜日の午前と祝日は、聖堂内でのミサのため団体客の内部への立ち入りはできませんが、教会の許
しがあれば個人で内部を静かにご見学頂けます。 

セキュリティの理由により、大きなバックやバックパックなど入口にて検査があります。長時間なら
ばない為にも、大きなバッグは持ち込まないことをお勧めします。（バス内に置いておくこともでき
ます。） 

聖堂内へ訪問する場合は肩と膝がかくれる服装をご着用ください。聖堂内は写真撮影が禁止されてい
ます。 
訪問順序が変わる場合があります。ツアー時間は午前8時30分から午後12時30分です。 
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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主催観光を選ぶと多くの利点があります。例えば、 

 

品質：プリンセスでは寄港地のすべてを精査して、地元の も信頼出来るツアー運行会社による観光だけ

を提供しています。 

 

種類：すべてのツアーは、各寄港地で 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

な要求や興味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ツアーの手配を致します。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 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： 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十分な価

値を受けられ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に

反対している場合には、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、このような変更はお客様自身の安全のためであることをご理解ください。 

 

プリンセスは 善の安全対応をいたしますが、 近の世界情勢を考慮すると、お客様に対して、寄航中の

ご自身の行動は 終的にご自身で責任を負わなければならないことを強調しておきます。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。 

 

･旅行者が通常行く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。 

 

これらの忠告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重要な点の一つは、プリンセスがすべてのツアーの出

発と到着をしっかりモニターしていることです。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。ですから船に乗り遅れることはありませんので、ご安心ください。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れた場合には、お客様の居場所が

分かりません。船の出港時間より前に、十分な時間をみて船にお戻りください。 
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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 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 も早く、 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上アカウン

トに請求されます。事前のお支払いは出来ません。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 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 クルーズツアーよりも前のランドツアーを予約する場合はどうしたら良いでしょうか。 
  ＊ランドツアーとは、クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズで陸上観光ツアー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準備が出来ましたら、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をしてください。ランドツアーに参加する乗客の各々に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、ダイナースクラブが使用で出来ます。

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。また、船上アカウントの開設に用いることも出来ます。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、 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ので、追加したり、ペナルティーなしでキャンセル料のデ

ッドライン直前までキャンセルが出来ます。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、１

００％のキャンセル料が掛かります。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で受け付けています。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。 

 

 

 

 



47 

 

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 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しない限り、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 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 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

されたものでない限り、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、ツアーの 初のランドツアーの２日前であるキャンセ

ル締切日までならキャンセルが出来ます。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。一旦自動請求の処理が終った

場合、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を除きます。購入時点で 終確定と見なされたランドツアーは、ツア

ー運行会社がキャンセルとして承認しない限り、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•マネジャーはプリンセスの寄港地観光プログラムの船上部分を担当します。ツ

アーオフィスのスタッフは質問に答えたり、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 あります。一部のツアーの子供料金は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限

り払い戻しは出来ません。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個人ベースではなく、乗り物ベースで販売されますので、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、あなたに同行する方々

はあなたのゲストとなります。プリンセスでは個人客を組み合わせてプライベートグループを作ることはし

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 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。 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、運行会社の目の前で親または保

護者が権利放棄証書に署名した場合、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。 
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Ｑ 寄港地観光はガイド付きですか。 
Ａ はい。すべてのツアーに地元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と

明記されているものを除きます。 

 

 

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。軽いものや中程度の

重さの服装を重ね着して、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。水に関する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 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 寄港中もオープンしているビュッフェを含んで、食事が出来る場所がありますので、寄港地観光間の時

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の大切な部分を占めています。多くの寄港地観光で、出来る限

り、ショッピングの時間が含まれています。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。 
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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、観光客と同時に地元の人にもとても人気がある場所だということを忘れな

いでください。ですから、プリンセスのツアーであろうと、お一人で観光していようと、混雑する場合がありま

す。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。 

 

 

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、 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 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/権利放棄証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資格を有する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。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、 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。参加者はご自分のダイビング器材を使用されることは結構ですが、ご自分の客室に保

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/権利放棄証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資格を有する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。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、 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/権利放棄証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資格を有する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。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 
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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、 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３４キログラム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。 

 

 

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。参加者は魚釣

りの権利を購入したのであって、魚が釣れることを保障したものではありません。ボートキャプテンが「魚

釣りを保障しているだけで、魚が釣れることを保障してはいません」と言うように。 

 

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１１３キログラ

ム以上（完全装備で）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

い限り、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、２

４ヶ月未満のお子様は幼児と見なされ、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、 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。重ね着が便利で、状況の変化に合わせて服装を変えることが出来ます。 

 

デナリ国立公園でのヘリコプターツアーでは、１１３キログラム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そう出来るとは限りません。 

 

 

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、 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

して優れた評判に基づいて選んでいます。 
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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大きすぎて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

の情報が提供出来ます。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

わせた手配が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は大変です。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ステア•クライマー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２２キログ

ラム以上のものを運ぶことは許されておりません。 

 

寄港地によっては沖止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、２２キログラム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が与えます。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への払い戻しやお金による埋め合わせは致しま

せん。プリンセスでは皆さまの失望を理解出来ますが、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 善を尽くしますが、ツアーはプリンセスではなく、

独立した地元の会社によって運行されています。ツアー催行の 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で、いかなる乗客の安全と快適さに問題があるとの結論が下

された場合、その人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

または地元での海上輸送、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、プリンセ

スは単にツアーまたはサービスを提供するツアー運行会社の取り次ぎをしているにすぎません。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契約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他の書類、とりわけ特別なアクティビティーのいかなる責任からもプリンセスを明確

に除外するという書類を乗客が承認したということになります。参加によって、ツアー運行会社の取引条件

を認めたことになります。 

 

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 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（船内または岸辺）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。 

 

限られた定員のツアー 
寄港地観光はクルーズ出航日以前に、または乗船後、先着順で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います。そして予約申込みは受け付け順に従って処理されます。予約が多い場合

には、追加申し込みがウェイティングリストに受け付け順に載せられます。ランドツアーはウェイトリストに

載せることは出来ませんが、ツアー運行会社と連絡を取り、可能な限りスペース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可能性を再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あいだ常にご自分で管理してくだ

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 
ツアーの料金は事前通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、行程をカバーする乗り

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以外の子供は特に明記されない限り大人の料金と同額

となります。 

 

ショッピング 
可能な場合には、寄港地観光にショッピングの時間が含まれています。しかし、ツアーは主としてショッピ

ングのために作られている訳ではないので、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通知がなされない限り、チケット、

クーポン、バウチャーの払い戻しは出来ません。予約の終了する時間は船上で公表されます。プリンセス

のコントロールを越えた理由によってツアーが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、支払いの後に天候やツアー運行会社が認めてキャンセルされたランドエクスカーションは予約 
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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 終と見なさ

れ、ツアー運行会社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、場所によっては地方の路線バスが 良の交通機関の場合もあります。利用出来る長距離用バ

スが無かったり、限られている港では自動車やタクシーを使用する場合があります。友人と一緒に同乗し

たい場合は、一緒にお越しください。ツアースタッフが同一の車両を割り当てることが出来ます。すべての

乗客の快適さのために、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して、各グループの便宜および利益を 優

先に考えながら乗客に代案を求める権利を有しています。 

 

エコロジーと環境 
環境との前向きで積極的な取り組みを維持するのがプリンセスのポリシーです。会社の目的を達成する

には多くのことをしなければならないと認識しています。この目的を達成するために、プリンセスが提供す

るツアーに影響を与えかねない環境問題に対する自覚を増す努力を絶えず持ち続けています。地元の代

理業者と密接に努力して寄港地観光プログラムに環境問題に関するメッセージを込めています。そのため、

お客様にも訪問する様々な寄港地の文化、習慣、環境問題に尊敬を払うことによってプリンセスの努力を

支持して頂けますようお願い致します。 
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