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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

プレミアム

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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マルセイユ（プロヴァンス）、フランス 
Marseille (Provence), France 

 
地中海最大の港町マルセイユは、フランス第二の都市で人種と文化のるつぼです。旧港に停泊する漁船や豪
華ヨットから現代的な大通りのラ・カヌビエールと強烈なコントラストがあります。沖合にはアレキサンドル・ドゥマ
の小説でモンテ・クリスト伯が脱出した牢獄の悪名高いイフ城が聳えます。マルセイユはプロヴァンス地方への
玄関口でもあります。ヴァン・ゴッホ、セザンヌ、マチスやピカソのキャンバスにも描かれたアルルやアヴィニョン
などの郊外散策してみましょう。 
 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  エクス・アン・プロヴァンス Aix-en-Provence 

中世プロヴァンスの首都であったこの町には 12世紀に建立されたサン・サヴール大聖堂や大司教館と中世
の時計塔などがあります。買い物が好きな人には数多くの市場やお店などがあります。 

 

○2  アヴィニョン Avignon 

アヴィニョンは法王庁宮殿があり、1309年から 1378年の間ローマから追放された 9人の法王がいました。ロ
1171年に作られたアヴィニョン橋もあります。 

 

○3  マルセイユとノートルダム教会 Marseille and Notre Dame 

マルセイユ、コルニッシュ海岸通りを楽しみましょう。賑やかな旧港、ネオビザンチン式のサントマリーマジョ
ール教会や 19世紀に建てられ美しいノートルダムドラギャルド大聖堂からは街を一望できます。 
 

○4  ポン・デュ・ガール Pont du Gard 

世界でも有名な 3層構造の古代ローマ時代の水道橋は紀元 40年までその歴史は遡り、ガルドン川に架けら
れています。ユゼスからニームまで一日に 44億ガロンのお水を送られていました。 

 

○5  アルル Arles 

ローマ皇帝ジュリアス・シーザーにより紀元前 46年に築かれたこのきれいな街は一年近くヴィンセント・ヴァ
ン・ゴッホが滞在し、1888年から 1889年にかけて 100作以上の作品を制作しました。 

 

○6  ルールマラン Lourmarin 

可愛らしいリュベロン山脈の麓にあります 
 

○7  ルシヨン Roussillon 

リュベロン山脈の中でも最も可愛らしい村の一つで、世界最大のオークル採取場の中心にあり、黄色、赤、
白砂などが削られた崖に見られます。 

 

○8  レ・ボー・ド・プロヴァンス Les Baux de Provenc 

アルパイル山脈の素晴らしい位置しあり、岩が露出した頂上にひっそりとたたずむ城の廃墟からは南に広が
る平地が眺められます。 
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マルセイユ（プロヴァンス）、フランス Marseille (Provence), France 

 

 
 

ツアー番号：MRS-100 
アヴィニョンと法王庁宮殿 
Avignon & Palace of the Popes 

ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

アヴィニョンへは片道 90分程のドライブです。法王庁宮殿の訪問の際、数多くの階段の上り下りが
含まれます。歩行に難がある方にはお勧めしません。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：MRS-105 
アヴィニョンとポン・デュ・ガール 
Avignon & Le Pont du Gard 

ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 8時間 

 

下車予定： ②④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは階段と、中・長距離の徒歩移動が含まれますので、歩行に難がある方はご考慮くださ
い。マルセイユからポン・デュ・ガールまでは約 1時間 45分、ポン・デュ・ガールからアヴィニョ
ンまでは約 45分、アヴィニョンからマルセイユまでは約 1時間 30分のドライブです。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：MRS-106 
エクス・アン・プロヴァンスとマルセイユ 
Best of Aix en Provence & Marseille 

ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 8時間 

 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 

 
＜注意事項＞  

大聖堂内ではフラッシュ撮影とビデオ撮影は禁止されています。ノートルダム・ド・ラ・ギャルド
大聖堂では石畳を含む徒歩移動や多くの階段が含まれます。歩行に難がある方、車椅子ご利用の方
にはお勧めしません。履き慣れた歩きやすい靴での参加をお勧めします。このツアーではイヤホン
ガイドが使われます。 

 
 
世界遺産 

ツアー番号：MRS-110 
アルルとレ・ボー・ド・プロヴァンス 
Arles & Les Baux de Provence 

ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは階段と、中・長距離の徒歩移動が含まれますので、歩行に難がある方はご考慮くださ
い。レ・ボー・ド・プロヴァンスの村を訪問には坂道を上り、階段を上がる必要があります。 

https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-106&portid=MRS&portdate=04182018
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マルセイユ（プロヴァンス）、フランス Marseille (Provence), France 

 
 
ツアー番号：MRS-120 
ルールマランとリル・シュル・ソルグ 
Lourmarin & L' Isle-Sur-Sorgue 

ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞  

このツアーには起伏のある所を歩き、階段の上り下りが含まれます。歩行に難がある方はご考慮く
ださい。リル・シュル・ソルグのマーケットは毎週木曜日と日曜日の午前 8時から午後 1時まで開
催されます。 

 
 
人気 

ツアー番号：MRS-125 
エクス・アン・プロヴァンスとノートルダム・ド・ラ・ギャルド大聖堂 
Aix-en Provence & Notre-Dame de la Garde 

ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 8時間 

 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

冬季の日曜日はエクス・アン・プロヴァンスの商店はお休みです。このツアーではイヤホンガイド
が使われます。マルセイユの大聖堂内ではフラッシュ撮影とビデオ撮影は禁止されています。大聖
堂に入場するのにふさわしい服装でご参加下さい。このツアーでは階段の上り下りが含まれます。
マルセイユのノートルダム・ド・ラ・ギャルド大聖堂に入場するには３階分（１６７段）を上る必
要があります。 

 
 
こだわり 

ツアー番号：MRS-150 
ルールマラン城とルシヨン 
Chateau de Lourmarin & Roussillon 

ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ⑥⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 

 

＜注意事項＞  

このツアーには起伏のある所を歩き、階段の上り下りが含まれます。歩行に難がある方はご考慮く

ださい。 

 
 
ツアー番号：MRS-180 
マルセイユの 4つのハイライトと自由行動 
Marseille's Four Main Highlights & Free Time 

ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 7時間 30分 

 

下車予定： ③ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

ツアーの集合時間と集合場所は各自の責任でご確認・集合いただきますので、自由行動中の交通状
況や交通遅延、待ち時間には充分ご注意下さい。学生や高齢者向けのマルチポート・パッケージや
割引はありません。移動中の車内に英語のエスコートが同乗します。ただしエスコートはツアー中
のご案内はせず、集合場所と出発時間のご案内のみとなります。 

https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-180&portid=MRS&portdate=04182018
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マルセイユ（プロヴァンス）、フランス Marseille (Provence), France 

 
 
ツアー番号：MRS-200 
市内ドライブとノートルダム・ド・ラ・ギャルド大聖堂 
City Drive & Notre-Dame de la Garde 

ツアー料金：＄64.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 3時間 30分 
 

下車予定： ③ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーでは階段の上り下りが含まれます。マルセイユのノートルダム・ド・ラ・ギャルド大聖
堂に入場するには３階分（１６７段）を上る必要があります。 

 
 
ツアー番号：MRS-290 
市内ドライブとラ・コーニッシュ 
Easy City Drive & La Corniche 

ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 3時間 15分 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは午後にのみ行なわれます。ゆったりとしたツアーのため、歩行に難がある方にもご参
加頂けます。ノートルダム・ド・ラ・ギャルド大聖堂での写真撮影は、コルニッシュ・ケネディー
で行なわれ、大聖堂のお写真をお取り頂けます。 

 
 
ツアー番号：MRS-308 
遅い出発 - エクス・アン・プロヴァンスとマルセイユ 
Late Riser - Aix en Provence & Marseille 

ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

ノートルダム・ド・ラ・ギャルド大聖堂では石畳を含む徒歩移動や多くの階段が含まれます。大聖
堂に入場するのにふさわしい服装でご参加下さい。歩行に難がある方、車椅子ご利用の方にはお勧
めしません。 

 
 

ファミリー向け 
ツアー番号：MRS-600 
ディスカバリー家族で訪れるアヴィニョンと法王庁宮殿 
Discovery Family Avignon & Palace of the Popes 

ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

アヴィニョンへは片道 90分程のドライブです。法王庁宮殿の訪問の際、数多くの階段の上り下りが
含まれます。歩行に難がある方にはお勧めしません。このツアーではイヤホンガイドが使われます。 

 

 

  

https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-290&portid=MRS&portdate=04182018
https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-308&portid=MRS&portdate=04182018
https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-600&portid=MRS&portdate=04182018
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マルセイユ（プロヴァンス）、フランス Marseille (Provence), France 

 

 
 
ツアー番号：MRS-185 
エクス・アン・プロヴァンスとルールマラン自由行動 
Aix-en Provence & Lourmarin On Your Own 

ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 7時間 15分 
 

下車予定： ①⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞  

入場料や昼食・飲み物の購入の為ユーロをご持参ください。このツアーにはガイドは付きませんが、
移動中の車内に英語のエスコートが同乗します。ただしエスコートはツアー中のご案内はせず、集
合場所と出発時間のご案内のみとなります。 

 
 

ツアー番号：MRS-900 
専用車で周るマルセイユ 半日ミニバンタイプ（ガイド付き） 
Marseille by Private Vehicle – Van Class Full Day (With Guide) 

ツアー料金：＄1,999.95～（子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ー、英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。 

 
 

ツアー番号：MRS-905 
専用車で周るマルセイユ 終日乗用車タイプ（ガイド付き） 
Marseille by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 

ツアー料金：＄1,949.95～（子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ー、英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。 

 
 
 
 
 

  

https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-935&portid=MRS&portdate=04182018
https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-935&portid=MRS&portdate=04182018
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マルセイユ（プロヴァンス）、フランス Marseille (Provence), France 
 

 

ツアー番号：MRS-910 
専用車で周るマルセイユ 半日ミニバンタイプ（ガイド付き） 
Marseille by Private Vehicle – Van Class Half Day (With Guide) 

ツアー料金：＄1,299.95～（子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ー、英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。午前に出発する半日ツアーは午後 1時 30分までに戻る必要があり、午後に
出発する半日ツアーは午後 1時 30分以降に出発する必要があります。それ以外の場合は終日ツアー
にお申込下さい。 

 
 

ツアー番号：MRS-915 
専用車で周るマルセイユ 半日乗用車タイプ（ガイド付き） 
Marseille by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide) 

ツアー料金：＄1,149.95～（子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ー、英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。午前に出発する半日ツアーは午後 1時 30分までに戻る必要があり、午後に
出発する半日ツアーは午後 1時 30分以降に出発する必要があります。それ以外の場合は終日ツアー
にお申込下さい。 

 
 

ツアー番号：MRS-920 
専用車で周るマルセイユ 終日ミニバンタイプ（ドライバーのみ） 
Marseille by Private Vehicle - Van Class Full Day (Driver Only) 

ツアー料金：＄1,599.95～（子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。 

 
 

ツアー番号：MRS-925 
専用車で周るマルセイユ 終日乗用車タイプ（ドライバーのみ） 
Marseille by Private Vehicle - Car Class Full Day (Driver Only) 

ツアー料金：＄1,399.95～（子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。 

 
 

https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-935&portid=MRS&portdate=04182018
https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-935&portid=MRS&portdate=04182018
https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-935&portid=MRS&portdate=04182018
https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-935&portid=MRS&portdate=04182018
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マルセイユ（プロヴァンス）、フランス Marseille (Provence), France 
 

 

ツアー番号：MRS-930 
専用車で周るマルセイユ 半日ミニバンタイプ（ドライバーのみ） 
Marseille by Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver Only) 

ツアー料金：＄949.95～（子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。午前に出発する半日ツアーは午後 1時 30分までに戻る必要があり、午後に出発する半日
ツアーは午後 1時 30分以降に出発する必要があります。それ以外の場合は終日ツアーにお申込下さ
い。 

 
 

ツアー番号：MRS-935 
専用車で周るマルセイユ 半日乗用車タイプ（ドライバーのみ） 
Marseille by Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver Only) 

ツアー料金：＄749.95～（子供料金：なし） 

所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。午前に出発する半日ツアーは午後 1時 30分までに戻る必要があり、午後に出発する半日
ツアーは午後 1時 30分以降に出発する必要があります。それ以外の場合は終日ツアーにお申込下さ
い。 

 
 
ツアー番号：MRS-993 
エクス・アン・プロヴァンスとルールマラン自由行動 日本語ツアー 
Aix-en-Provence & Lourmarin On Your Own (Guided in Japanese) 

ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 15分 

 

下車予定： ①⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞  

入場料や昼食・飲み物の購入の為ユーロをご持参ください。 

 
 
 

 

ツアー番号：MRS-155 
ディスカバリー特選 究極のオリーブ農家と試食 
A Discovery Exclusive – Ultimate Olive Growing Farm & Tasting 

ツアー料金：＄169.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

履き慣れた靴の着用をお勧めします。歩行に難がある方又は車椅子を利用する方にはお勧めしませ
ん。 

 

  

https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-935&portid=MRS&portdate=04182018
https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-935&portid=MRS&portdate=04182018
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マルセイユ（プロヴァンス）、フランス Marseille (Provence), France 

 
 

ツアー番号：MRS-300 
エクス・アン・プロヴァンス チーズとワイン 
Aix en Provence – Cheese & Wine 

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： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

平らで石畳の道を適当な徒歩観光が含まれます。歩行に難がある方又は車椅子を利用する方には向
きません。 

 
 

ツアー番号：MRS-380 
エクスの田舎 徒歩ツアー 
Walking Tour in The Aix Countryside 

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：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

履き慣れたハイキングシューズ、帽子、お水、カメラのご持参を強くお勧めします。健康な方がご
参加下さい。車椅子をご利用の方や視力又は聴力に難がある方には向きません。 

 
 

ツアー番号：MRS-601 
ディスカバリーファミリー マルセイユのパノラマと石鹸博物館 
Discovery Family Panoramic Marseile & Soap Museum 

ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ③ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

履き慣れた靴を着用し、現地通貨ユーロをご持参ください。歩行に難がある方又は車椅子を利用す
る方には向きません。 

 
 

ファミリー向け 
ツアー番号：MRS-700 
素晴らしいカマルグ 
Magificent Camarqu 

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 7時間半 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

履きなれた靴の着用とカメラの持参をお勧めします。車椅子をご利用の方と歩行に難がある方には
向きません。 

 

 

 

 

https://book.princess.com/excursions/exDetails.page?tourCode=MRS-600&portid=MRS&portdate=04182018
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トゥーロン/プロヴァンス（ラ・セーヌ）、フランス 
Toulon/Provence (La Seyne), France 

 

海軍造船所用地として最高の港だと、シャルル 8世はこの地トゥーロンを選びました。1494年以来フランス海軍
の要塞と化し、現在ではフランス海軍の航空母艦で原子力空母船「シャルル・ドゴール」の母港となっています。
トゥーロンはヴァール県の県庁所在地で、豊かな自然溢れるプロヴァンスとコート・ダジュールへの玄関口です。
トゥーロンの北部と西部に、中世プロヴァンスの村々が丘の上に点在し、すばらしいワイン畑が広がっています。
東部には伝説的なリゾート地サントロぺがあり、コート・ダジュールの入り江やビーチが横たわっています。 
空と海が境界線をなくし溶け合う姿はこの世のものとは思えないほどの美しさで、それこそが南フランスの神髄
となっています。 
トゥーロンの山の手はパリと大変良く似ています。1840年代、パリ改造にあたりエレンガントな広い並木街路や建築
物をパリに建設したあのオスマン男爵が、最初に都市改造計画を着手し始めたのは、ここトゥーロンなのです。 
 

＜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、伝説的なカフェ「レ・ドゥ・ギャルソン」、プロヴァンスで最高級のショッピングや市場
が皆様をお待ちしております。 

 

○2  ボルム・レ・ミモザ Bormes-les-Mimosas 

花が咲き誇る狭い道が有名なこの 12世紀の村は、ラヴァンドゥ湾を見渡せる素晴らしい山の上にあります。 
 

○3  バンドール Bandol 

有名な海岸リゾート地である以外に素晴らしいフランスワイン栽培地域のひとつで、重厚な赤ワイン、ミネラ
ルを含んだ白ワイン、フランスいちのロゼワインを産出します。 

 

○4  イエール Hyères 

フレンチ・リビエラでも最も古いリゾート地で、古代ローマ時代から旅行地として有名でした。海辺のイエール
の街はコバルトブルーの海と白い砂、花々が生い茂る庭園、豪華な別荘、そして史跡など見どころが満載で
す。 

 

○5  サナリー・シュル・メール Sanary-sur-Mer 

16世紀の魅力あふれるリゾート地で、通年に渡りお店がオープンし、賑わいのある街です。年間 60日しか雨
が降らず、フランスで日照時間が最も長い場所と言われています。 
 

○6  サントロペ St. Tropez 

古くから漁港として栄えたこの街は、今では最高級リゾート地となっています。ヨットや釣り船がひしめき合っ
て停泊している港があり、旧市街の家であったパステルカラーの美しい建物やエレガントなブティック、ギャラ
リー、そしてカフェが立ち並んでいます。 

 

○7  ル・カステレット Le Castellet 

崖のふちにポツンとあるこの小さな村には歴史的見所がたくさんあります。要塞化された村落の 15世紀の城
壁はまだ現在も健在です。 

 

○8  マルセイユ Marseille 

パリに次ぐフランス第二の都市。2013年にヨーロッパ文化首都にノミネートされ、有名な旧港や堂々と聳える
ノートルダム・ド・ギャルド聖堂など見所が沢山です。エキゾチックで活気あふれるこの都市に、目を輝かせる
こと間違いなしです。 
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トゥーロン（プロヴァンス），フランス Toulon (for Provence), 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：＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは平らでない道や石畳を長時間歩きますので運動制限のある方にはお勧めできません。 

日曜日はお店が閉店ます。昼食やお買物用に、ユーロ又はクレジットカードをご持参ください。ツア
ー参加前に船内で両替することをお勧めします。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

 
 
ツアー番号：TLN-110 

ボルム・レ・ミモザ  & イエール 
Bormes-les-Mimosas & Hyeres 

ツアー料金：＄109.95～  （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間  

 

下車予定： ④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

＜注意事項＞  

日によっては、ツアーの訪問順序が変更に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。 

 
 
ツアー番号：TLN-115 

マルセイユ & エクス・アン・プロヴァンス 
Marseille & Aix-en-Provence 

ツアー料金：＄119.95～  （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 30分 
 

下車予定： ①⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは平らでない道や石畳、時には坂道を長時間歩き、ノートルダム寺院へは 167段の階段を
上ります。運動制限のある方、車椅子ご利用の方にはお勧めできません。お買物用に、ユーロ又はク
レジットカードをご持参ください。ツアー参加前に船内で両替することをお勧めします。日によって
は、ツアーの訪問順序が変更になる場合があります。 

 
 
ツアー番号：TLN-215 

ボルム・レ・ミモザ  
Bormes-les-Mimosas  

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：   /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは平らでない道や石畳、時には坂道を長時間歩ますので運動制限のある方、車椅子ご利用
の方にはお勧めできません。お買物用に、ユーロ又はクレジットカードをご持参ください。ツアー参
加前に船内で両替することをお勧めします。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 
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トゥーロン（プロヴァンス），フランス Toulon (for Provence), France 

 
 
ツアー番号：TLN-225 

イエール 
Hyeres 

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： ④ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは平らでない道や石畳、時には坂道を長時間歩きますので運動制限のある方、車椅子ご利
用の方にはお勧めできません。お買物用に、ユーロ又はクレジットカードをご持参ください。ツアー
参加前に船内で両替することをお勧めします。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

 
 
ツアー番号：TLN-295 

景観ドライブ、 サナリー・シュル・メール & バンドール 
Scenic Drive, Sanary-sur-Mer & Bandol 

ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 30分 
 

下車予定： ③⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 
 

 

＜注意事項＞  

お買物用に、ユーロ又はクレジットカードをご持参ください。ツアー参加前に船内で両替することを
お勧めします。参加人数により訪問順序が変更になる場合があります。 

9月から４月の午後は、多くの市場や商店が閉店となるため、お買い物できる場所が限られます。 

 
 
ツアー番号：TLN-380 

トゥーロン観光 
Exploring Toulon 

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

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

車椅子利用者や運動制限のある方、視覚、聴覚に障害がある方にはお勧めできません。このツアーは
イヤホンガイドを使用します。 

クール・ラファイエット通りのプロヴァンス市場は月曜日を除く午前中に開催されています。 

 
 
ツアー番号：TLN-390 

午後のトゥーロン観光 
Afternoon Exploring Toulon 

ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

車椅子利用者や運動制限のある方、視覚に障害がある方にはお勧めできません。このツアーはイヤホ
ンガイドを使用します。 
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トゥーロン（プロヴァンス），フランス Toulon (for Provence), France 

 
 
ツアー番号：TLN-410 

マルセイユ 
Marseille - The Phocean City 

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： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

車椅子利用者や運動制限のある方、視覚に障害がある方にはお勧めできません。このツアーはイヤホ
ンガイドを使用します。 

 
  

人気 
ツアー番号：TLN-993 

ベスト・オブ・プロヴァンス （日本語ツアー） 
Best of Provence (Guided in Japanese) 

ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは平らでない道や石畳を長時間歩きますので運動制限のある方にはお勧めできません。 

日曜日はお店が閉店ます。昼食やお買物用に、ユーロ又はクレジットカードをご持参ください。ツア
ー参加前に船内で両替することをお勧めします。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

 
  

人気 新設定 
ツアー番号：TLN-999 

小人数グループでの ベスト・オブ・プロヴァンス 
Best of Provence for Small Groups  

ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 
＜注意事項＞  

このツアーは平らでない道や石畳を長時間歩きますので運動制限のある方にはお勧めできません。 

日曜日はお店が閉店ます。昼食やお買物用に、ユーロ又はクレジットカードをご持参ください。ツア
ー参加前に船内で両替することをお勧めします。このツアーはイヤホンガイドを使用します。 

 

 

 
 
ツアー番号：TLN-120 

サントロぺ自由行動 
St. Tropez on Your Own 

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： ⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
＜注意事項＞  

サントロぺのガイド案内は自由参加ですが、参加される場合はすぐに参加できるようサントロぺ到着
後すぐお選びください。お買物用に、ユーロ又はクレジットカードをご持参ください。ツアー参加前
に船内で両替することをお勧めします。 
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トゥーロン（プロヴァンス），フランス Toulon (for Provence), France 

 
 
ファミリー向け 
ツアー番号：TLN-610 
ディスカバリーファミリー：バンドール自由行動 
Discovery Family Picturesque Bandol On Your Own 

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： ③ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 
 

 

 
 

ツアー番号：TLN -900 

専用車で回るトゥーロン 終日ミニバンタイプ （ガイド付き） 
Toulon by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1799.95～（子供料金：なし） 最大乗車人数：5名 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。お一人様毎ではございませんので代表者１名様がお申し込みくださ
い。明記されている料金は専用車一台、ドライバーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。
手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約ください。専用車は車椅子対応ではござい
ません。 

 
 

ツアー番号：TLN -905 

専用車で回るトゥーロン 終日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Toulon by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1599.95～（子供料金：なし） 最大乗車人数：2名 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。お一人様毎ではございませんので代表者１名様がお申し込みくださ
い。明記されている料金は専用車一台、ドライバーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。
手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約ください。専用車は車椅子対応ではござい
ません。 

 
 

ツアー番号：TLN -910 

専用車で回るトゥーロン 半日ミニバンタイプ （ガイド付き） 
Toulon by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1249.95～（子供料金：なし） 最大乗車人数：6名 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車は車椅子対応ではございません。 

 

 
 
ツアー番号：TLN-150 

ディスカバリー特選： 究極のプロヴァンス料理教室 
A Discovery Exclusive - Ultimate Provence Cooking Class 

ツアー料金：＄549.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 6時間 30分 
 

下車予定：  /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

低 
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トゥーロン（プロヴァンス），フランス Toulon (for Provence), France 

 
 
ツアー番号：TLN-305 

ル・カステレット & バンドールでワインテイスティング 
Castellet and Bandol Wine Tasting 

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： ⑦ /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは平らでない道や石畳、時には坂道を長時間歩きますので運動制限のある方、車椅子ご利
用の方にはお勧めできません。参加人数により訪問順序が変更になる場合があります。お買物用に、
ユーロ又はクレジットカードをご持参ください。ツアー参加前に船内で両替することをお勧めしま
す。 

 
 
リピーター向け 
ツアー番号：TLN-400 

ラ・ベギュード・ブドウ園のワイン & ごちそう 
Wines & Delicacies at La Bégude Vineyards 

ツアー料金：＄259.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞  

車椅子利用者や運動制限のある方、視覚に障害がある方にはお勧めできません。 
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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、
ミケランジェロ広場、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で、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。芸術と建築がフィレンツェに次ぐリーダー都市でした。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ドゥオモと洗礼堂 Duomo and Baptistery 

ブルネレスキ設計の革新的なゴシック様式の丸屋根は、正式な名前を「花の聖母教会」という大聖堂を優雅
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年から傾いています。 
 

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

フィレンツェでもっと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、西洋で最も古く、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 

伝説によるとサンタ・クローチェ教会は聖フランシスによって建立された言われています。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 

トスカーナ地方は緑輝く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、素晴らしいお写真を撮る機会があります。 

 

○8  キャンティ地方 Chianti Region 

キャンティのグレーベ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 

 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：LI1-010 

フィレンツェ、ピサとサンタ・クローチェ教会 
Florence, Pisa & Santa Croce Cherch 

ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 15分 
 

下車予定： ①③⑥ /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

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。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：＄209.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間半 
 

下車予定： ①②⑤ /車窓予定： ④⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはアカデミア美術館とウフィツィ美術館が閉館する月曜日には催行しません。 

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
ェに向かう途中トイレ休憩のためにフィレンツェ本場のレザー工場に立ち寄り、上質なイタリア製革
製品が購入いただけます。 
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。旅行シーズンには美術館やその他の施設は大変混雑し、遅延が見込まれます。 
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。 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：LI1-100 

フィレンツェとピサ ベスト観光 
Best of Florence & Pisa 

ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間 
 

下車予定： ②③ /車窓予定： ①④⑥ 

健脚レベル 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･クローチェ教会内部を
訪れます。祭壇に隣接するチャペルにはジョットー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。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。 

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。 
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リボルノ（フィレンツェ/ピサ），イタリア Livorno (Florence/Pisa), Italy 
 

  

こだわり 世界遺産 
ツアー番号：LI1-155 

ディスカバリー特選 究極のフィレンツェとピサ 
Ultimate Florence & Pisa – A Discovery Exclusive 

ツアー料金：＄299.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間 
 

下車予定： ①②③⑤ /車窓予定： ④⑥ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはアカデミア美術館とウフィツィ美術館が閉館する月曜日には催行しません。このツアー
は返金不可で船内にて他のツアーに交換することはできません。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。旅行シーズンには美術館やその他の施設は大変混雑し、遅延が見込まれます。 
このツアーは凸凹道をかなり歩く事が含まれます。車椅子を利用する方や動きに難がある方にはお勧
めしません。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：＄189.95～ （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：  

健脚レベル 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（又は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。 
ペストの試食はモンテロッソで行います。 
海の状態が悪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。ボートへの乗船に長打の列が出来ることが予想されますが、ボートへ
は厳重に先着順に乗船頂きます。このツアーはとても人気がある為、早めのお申込をお勧めしますが、
ツアーが完売の場合は、代わりにチンクエ・テッレとポルオヴェネーレツアーをお勧めします。昼食
や飲食などの支払いにユーロをご用意ください。イヤホンガイドを使用します。 

 
  

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：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ③ /車窓予定：   

健脚レベル 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、このツアーにはピサの斜塔へ
の入場は含まれていません。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。 
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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：  

健脚レベル 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しています。イヤホンガイドが使用されます 

 
  

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：＄119.95～ （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：  

健脚レベル 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。 

 
  
ツアー番号：LI1-410 

徒歩とボートで回るリボルノ 
Livorno on Foot and by Boat 

ツアー料金：＄44.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ボートは屋根がない為、天候により運河の状態が好ましくない場合はツアーがキャンセルになる可能
性があります。イヤホンガイドが使用されます。 
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リボルノ（フィレンツェ/ピサ），イタリア Livorno (Florence/Pisa), Italy 
  

家族向け 人気 世界遺産 
ツアー番号：LI1-600 

ディスカバリー 家族向けのフィレンツェ  
Discovery Family Best of Florence 

ツアー料金：＄199.95～ （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 

健脚レベル 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･クローチェ教会内部
を訪れます。祭壇に隣接するチャペルにはジョットー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。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。 

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。 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：LI1-993 

日本語観光 フィレンツェとピサ ベスト観光 
Best of Floence & Pisa (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 

健脚レベル 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ー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。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。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。 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：LI1-999 

フィレンツェとピサ 小グループ観光 
Best of Florence & Pisa for Small Groups 

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： ①②③ /車窓予定： ④⑥ 

健脚レベル 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･クローチェ教会内部を
訪れます。祭壇に隣接するチャペルにはジョットー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。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。 

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。 
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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 リピーター向け 
ツアー番号：LI1-165 

チンクエ・テッレとポルトベネーレ 
Cinque Terre & Porovenere Discovery 

ツアー料金：＄139.95～ （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：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

昼食や飲食などの支払いにクレジットカード又はユーロをご用意ください。海の状態が悪い場合、
チンクエ・テッレ沿いを運行するフェリー又はボートが運休の場合、ラ･スペッツァ湾内部をボート
に乗船し、モンテロッサへは列車を使用します。モンテロッソで水泳を希望する方は洋服の下に事
前に着用し、タオル、日焼け止めクリームと帽子をご持参ください。 
チンクエ・テッレは祝日、5月と日曜日は大変込み合います。 
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。ボートへの乗船に長打の列が
出来ることが予想されますが、ボートへは厳重に先着順に乗船頂きます。イヤホンガイドを使用し
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：＄109.95～ （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： ⑦ 

健脚レベル 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とワイン試飲 
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 

健脚レベル 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。キャンティ
地方のグレーベ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。 

 
  

世界遺産   
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：＄129.95～ （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：  

健脚レベル 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。 
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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：LI1-315 

フィレンツェとフィアット 500アドベンチャー 
Florence & Fiat 500 Adventure Ride 

ツアー料金：＄449.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： ⑦/車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：LI1-180 

フィレンツェ観光と自由行動 
Florence & Time On Your Own 

ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間半 
 

下車予定： ①④ /車窓予定： ⑥ 

健脚レベル 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・クローチェ教会訪問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。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：LI1-185 

フィレンツェでの自由行動 
Florence 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 
 

下車予定： /車窓予定： ⑥ 

健脚レベル 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。 
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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：LI1-186 

フィレンツェでの自由行動（車椅子対応） 
Florence On Your Own(Wheelchair Accessible) 

ツアー料金：＄99.95～ （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 

健脚レベル 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 LI1-185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。 

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：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間半 
 

下車予定： /車窓予定： ③⑥ 

健脚レベル 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。 

 
 

ツアー番号：LI1-900 

専用車で回るトスカーナ 終日ミニバン （ガイド付き） 
Tuscany by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1699.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ミニバン１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライ
バーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、
お早めにご予約ください。 
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リボルノ（フィレンツェ/ピサ），イタリア Livorno (Florence/Pisa), Italy 

 
 

ツアー番号：LI1-905 

専用車で回るトスカーナ 終日乗用車 （ガイド付き） 
Tuscany by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1599.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバー
と英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早め
にご予約ください。 

 
 

ツアー番号：LI1-910 

専用車で回るトスカーナ 半日ミニバン （ガイド付き） 
Tuscany by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄999.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ミニバン１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早
めにご予約ください。 

 
 

ツアー番号：LI1-915 

専用車で回るトスカーナ 半日乗用車 （ガイド付き） 
Tuscany by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄899.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバー
と英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早め
にご予約ください。 

 
 

ツアー番号：LI1-920 

専用車で回るトスカーナ 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Tuscany by Private Vehicle - Van Class Full Day(Driver Only) 
ツアー料金：＄999.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ミニバン１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライ
バーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予
約ください。 
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リボルノ（フィレンツェ/ピサ），イタリア Livorno (Florence/Pisa), Italy 

 
 

ツアー番号：LI1-925 

専用車で回るトスカーナ 終日乗用車 （ドライバーのみ） 
Tuscany by Private Vehicle - Car Class Full Day (Driver Only) 
ツアー料金：＄899.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバー
の料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約くだ
さい。 

 
 

ツアー番号：LI1-930 

専用車で回るトスカーナ 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Tuscany by Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver Only) 
ツアー料金：＄699.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ミニバン１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約く
ださい。 

 
 

ツアー番号：LI1-935 

専用車で回るトスカーナ 半日乗用車 （ドライバーのみ） 
Tuscany by Private Vehicle -Car Class Half Day (Driver Only) 
ツアー料金：＄599.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバー
の料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約くだ
さい。 

 

 
  
ツアー番号：LI1-400 

ピサの斜塔登り 
Climb the Leaning Tower 

ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定：   

健脚レベル その他 

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歳未満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取り消しや変更はできません。 
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カタコロン、 ギリシャ 

Katakolon, Greece 

 
ギリシャ最大の半島、プロポネソス半島の西海岸に位置するカタコロンは人口 300人の静かな漁村で、オリン
ピックゲームの発祥の地オリンピアへの玄関口です。紀元前 776年から紀元 393年の間、皇帝テオドシウスが
異教の祭典を廃止されるするまで、４年に一度に開催されオリンピックゲームは心身の調和に盛り上がりまし
た。4年に一度、アルティスの聖火はタイマツに点火され、現代のオリンピックゲームに引き継がれています。 
 
オリンピアの神殿はゲームが禁止された後、破壊されました。6世紀に起きた地震により壊滅し、洪水により埋
もれてしまいました。1875年に発掘が始まり、1976年に国立史跡に指定されました。 
 
 

＜見どころ＞  

 

 ○1  オリンピア考古学遺跡 Olympia Archaeological Site 

古代オリンピアはアリフィオス川が形成する谷にあり、ヘラ神殿、古代七不思議の一つと言われている黄金
と象牙で出来たゼウス像が置かれていたゼウス神殿、今でも見られる大理石製のスタート用石版があるスタ
ジアムがあります。 
 

○2  オリンピア考古学博物館 Olympia Archaeological Museum 

古典とローマ史が華やかに明らかになり、有名な翼を広げた勝利の神ニケ像やゼウス神殿の切妻などのよ
うな、優れた装飾が施された彫刻等が展示されています。 

 

○3  ドメイン・メルクーリワイナリー Domain Mercouri Winery 

家族経営のワイナリーはカタコロンで一番歴史が古く、ワイン畑はイオニア海を隔てています。ワインセラー
やオリーブオイル搾油機、古い農耕器具を展示した家族の博物館があります。 
 

○4  クロウタビーチ Kurouta Beach  

イオニア海に面する 10マイル以上長く広がる砂浜や、海沿いにはタベルナが並び、クロウタビーチはこの地
域で一番有名なビーチです。 
 

○5  古代のオリンピア Ancient Olympia 

ユネスコ世界遺産の考古学遺跡は古代オリンピアとして知られ、背銅器時代からビザンチン時代までの素晴
らしい遺跡群が含まれます。 
 

○6  マグナ・グレシア農場 Magna Grecia Local Farm 

マグナ・グレシアとは偉大なギリシャと言う意味で、のんびりした家族経営のオリーブ農園で、伝統的な農業
地方の中心にのどかな環境が皆様を歓迎します。 
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オリンピア、ギリシャ Olympia, Greece 

 

 
  
世界遺産 
ツアー番号：KA1-595 

オリンピアとビーチでの休暇 
Olympia & Beach Gateway 

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①④ ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 
 

 

 
＜注意事項＞   

遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア博物館出口より約 1キロ手前に停車します。比較的平
らな道を歩きます。このツアーでは砂利のでこぼこした道を多く歩きます。履きなれた靴を着用く
ださい。歩行に難がある方はご考慮ください。ギリシャの夏は猛暑が予想されます。予め水着を着
用し、タオル、帽子、サングラスと日焼け止めとユーロをご用意ください。このツアーは 4月下旬
から 9月まで設定されます。クロウタ海岸は人気があり、夏の繁忙期には混雑が予想されます。サ
ンベット、ビーチパラソル、飲み物や昼食代はこのツアー代金に含まれません。数多くあるお店で
の購入のためにユーロをご持参ください。 
 

 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：KA1-100 

オリンピア ベスト観光  
Best of Olympia 

ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①② ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア遺跡出口より約 1キロ手前に停車します。このツアー
では砂利のでこぼこした道を多く歩きます。駐車位置により博物館に向う為に 25段の階段のある橋
を渡る場合があります。履きなれたウォーキングシューズを着用ください。歩行に難のある方はご
考慮ください。古代オリンピックゲーム博物館は土曜日と日曜日は休館です。代わりにメルクーリ
ワイナリーを訪問し、グラスワインをご賞味頂き、自由時間を設けます。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。帽子をご持参ください。 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：KA1-200 

オリンピアと考古学博物館  
Olympia & Archaeological Museum 

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： ①② ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア遺跡出口より約 1キロ手前に停車します。このツアー
では砂利のでこぼこした道を多く歩きます。駐車位置により博物館に向う為に 25段の階段のある橋
を渡る場合があります。履きなれたウォーキングシューズを着用ください。歩行に難のある方はご
考慮ください。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。イヤホンガイドを
使用します。 
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オリンピア、ギリシャ Olympia, Greece 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：KA1-205 

オリンピア観光 
Olympia 

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

下車予定： ① ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア遺跡出口より約 1キロ手前に停車します。このツアー
では砂利のでこぼこした道を多く歩きます。駐車位置により博物館に向う為に 25段の階段のある橋
を渡る場合があります。履きなれたウォーキングシューズを着用ください。歩行に難のある方はご
考慮ください。帽子をご持参ください。 

 
  
ツアー番号：KA1-210 

考古学博物館と民族舞踏ショー 
Archaeological Museum & Folkloric Show 

ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ② ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア遺跡出口より約 1キロ手前に停車します。比較的平ら
な道を歩きます。舞踊ショー会場へは７段ほどの段差があります。歩行に難のある方はご考慮くだ
さい。駐車位置により博物館に向う為に 25段の階段のある橋を渡る場合があります。履きなれた靴
を着用ください。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。イヤホンガイド
を使用します。 

 
  

家族向け 
ツアー番号：KA1-600 
家族向きオリンピアのオリンピック 
Discovery Family Olympia Olympics 

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： ①／車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞   

遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア博物館出口より約 1キロ手前に停車します。比較的平
らな道を歩きます。このツアーでは砂利のでこぼこした道を多く歩きます。履きなれた靴を着用く
ださい。歩行に難がある方はご考慮ください。訪問順序が変わる場合があります。 
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オリンピア、ギリシャ Olympia, Greece 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：KA1-993 

オリンピアと考古学博物館 日本語ツアー 
Olympia & Archaeological Museum(Guided in Japnese) 

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： ①② ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
遺跡保護の為、規則によりバスはオリンピア遺跡出口より約 1キロ手前に停車します。このツアー
では砂利のでこぼこした道を多く歩きます。駐車位置により博物館に向う為に 25段の階段のある橋
を渡る場合があります。履きなれたウォーキングシューズを着用ください。歩行に難のある方はご
考慮ください。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。イヤホンガイドを
使用します。 

 

 
  

リピーター向け 
ツアー番号：KA1-305 

ドメイン・メルクーリ･ワイナリーとワイン試飲 
Domain Mercuri Winery & Wine Tasting 

ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ③ ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
このツアーでは徒歩による凸凹道の移動とワインセラー内の細い階段の上り下りが含まれます。歩
行に難がある方はご考慮ください。 
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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となりました。
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。島の夜は、今
も昔も変わらず、カラフルに煌めくライトと音楽で、多くの人がパーティを楽しんでいます。 
しかし一方で、ミコノス島はデロス島の隣に位置する、という一面を持っています。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 遺跡と博物館 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 (別名ホラ) 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（飲食店）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 

ギリシャの島々でリゾート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、数あるウォータースポーツで知られています。 

 

○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 
 
 
 

  
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：  

健脚レベル 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。 

 
 
 

  
ツアー番号：JMK-900  

専用車で回るミコノス 終日ミニバン （ガイド付き） 
Mykonos by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 

ツアー料金：＄1,499.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。 

 
  
ツアー番号：JMK-905 

専用車で回るミコノス 終日乗用車クラス （ガイド付き） 
Mykonos by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 

ツアー料金：＄1,449.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。 

 
  
ツアー番号：JMK-910  

専用車で回るミコノス 半日ミニバン （ガイド付き） 
Mykonos by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 

ツアー料金：＄999.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。 
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ミコノス島、ギリシャ Mykonos, Greece 
 

  
ツアー番号：JMK-915  

専用車で回るミコノス 半日乗用車クラス （ガイド付き） 
Mykonos by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide) 

ツアー料金：＄899.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。 

 
 

 

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観光 
Best of Delos & Mykonos 

ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 30分 
 

下車予定： ①②⑤⑥ /車窓予定： ③④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

起伏があり階段を含む狭い小石道を約 1.2km歩きます。歩行に難がある方はご考慮ください。 
徒歩によるミコノス観光が難しいと感じた場合、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・テウルリアニ修道院の
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。 
イヤホンガイドを使用します。 

 
 
 

ツアー番号：JMK-150 

ディスカバリー特選：究極のミコノス島とタウン 
Ultimate Mykonos Island & Town – A Discovery Exclusive 

ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ②③⑤⑥ /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

イヤホンガイドを使用します。 

歩行に難がある方又は車椅子を使用する方には向きません。 

 
 

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：＄119.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

ミコノスからデロス島へは現地ボードを使用します。 
デロス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、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。 
イヤホンガイドを使用します。 
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ミコノス島、ギリシャ Mykonos, Greece 
 

 

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：＄74.95～ （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 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

起伏があり階段を含む狭い小石道を約 1.2km歩きます。歩行に難がある方はご考慮ください。 
徒歩によるミコノス観光が難しいと感じた場合、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・テウルリアニ修道院の
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。 

 
 
 

ツアー番号：JMK-290 

ミコノス島ハイライト 
Easy Mykonos Island Highlights 

ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ④⑤⑥ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
  
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：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 2時間半 
 

下車予定： ②⑦/車窓予定： ③④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは幅の狭い石畳道を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月のミコノスの道はとても混雑
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。 

 
 
 

ファミリー向け 
ツアー番号：JMK-605 

ディスカバリーファミリー向け スイミング、ミコノス島とミコノスタウン 
Discovery Family Swimming, Mykonos Island & Town 

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

女性は一部ツアー内観光箇所で肩を覆う必要があります。 

歩行に難がある方又は車椅子を使用する方には向きません。 
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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-993 

デロス島とミコノス島のベスト観光 日本語ツアー 
Best of Delos & Mykonos(Guided in Japanese) 

ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間半 
 

下車予定： ①②⑤⑥ /車窓予定： ③④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

起伏があり階段を含む狭い小石道を約 1.2km歩きます。歩行に難がある方はご考慮ください。 
徒歩によるミコノス観光が難しいと感じた場合、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・テウルリアニ修道院の
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。 
イヤホンガイドを使用します。 

 
 

人気 
ツアー番号：JMK-999 
小グループ用ミコノスタウンと島内ドライブ 
Mykonos Town & Island Drive for Small Grops 

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

下車予定： ②⑤⑥ /車窓予定： ③④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

起伏があり階段を含む狭い小石道を約 1.2km歩きます。歩行に難がある方はご考慮ください。 
徒歩によるミコノス観光が難しいと感じた場合、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・テウルリアニ修道院の
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。 

 

 
 
 

ツアー番号：JMK-400 

ジープサファリ 
Jeep Safari 

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： ②⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 
各自運転していただく 4輪駆動車はマニュアル車です。参加者の一人が運転ください。有効な運転
免許証をご持参ください。英語を話すプロのガイドが先頭車両を運転します。1車両に最高 4名まで
乗車します。 
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サントリーニ、ギリシャ 

Santorini, Greece 

 
破滅的な火山噴火が、紀元前１６００年頃サントリーニ島を破壊させ、クレタ島の古代ミノア文明を滅ぼし、アト
ランティスの伝説を作り上げたのでしょうか？１９６７年、サントリーニ島の考古学者が、３万人の人が生活をし
ていたと見られる青銅器時代の都市を発掘しました。失われたアトランティス大陸伝説が深く根付いており、伝
説が本当かどうかはというのは、議論の余地がない事実だけ残ります。火山噴火によりカルデラが作られ、全
地中海で最も躍動的な土地と海の景色が生まれました。サントリーニ島の白塗りの建物は紺碧の海へ望むよ
うに急な斜面に張り付くように並んでいます。キクラデス諸島の一部で、サントリーニ島、ティラシア島と無人の
アスプロニシ島の３島は旅行者に忘れがたい光景を与えます。 
この島は歴史を通し幾つかの名前があり、ストロングリー又は「ラウンド（丸）」から古代の英雄よりティラと呼ば
れていました。最近ではセント・イレネを奉る島の教会名から、外国の航海者にはサンタ・リニとも呼ばれます。 
 
ご案内：サントリーニでは沖合に投錨し、下船はテンダーボートにて行われます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  イア Oia 

サントリーニ島の最北端に位置するこのかわいい村は、絵になるような建築様式に石畳の小道、真っ白な建
物、そして居心地の良いカフェや土産屋、青いドームの教会で知られています。 

 

○2  フィラ Fira 

切り立った崖の上にある島の中心地フィラは、キクラデス様式とベネチアン様式が混ざり合う建物が美しい
街で、息をのむような素晴らしい景色が眺められるでしょう。ケーブルカーが港と街を結んでいます。 

 

○3  先史歴史博物館 Prehistoric Museum 

この博物館は、サントリーニのポンペイとして知られるアクロティリ遺跡を始め、エーゲ海周辺で発見された
素晴らしいコレクションを展示しています。 
 

○4  パレア＆ネア・カメニ島-サントリーニ火山 Palaia & Nea Kameni - Santorini Volcano 

サントリーニ島のカルデラの中央に位置するこれらの無人島は、３５００年前に火山が噴火したことにより形
成されました。黒溶岩や治癒力のある温泉などが、美しい風景を作り上げています。 
 

○5  ワイナリーツアー Winery Tour 

この地域は世界的なワインとユニークな製造方法で有名です。世界でも最も古いブドウ園を訪れ、この島の
気候と火山性の豊かな土壌から、どのようにしてフルボディーのワインが造られるのかご覧ください。 

 

○6  黒砂のビーチ（カマリ） Black Sand Beach (Kamari) 

サントリーニ島の南東にある海岸沿いの村は、黒砂の大きなビーチで有名です。火山活動によって形成され
たこのビーチでは、さまざまなウォータースポーツが楽しめ、カフェやタベルナも多くあります。 

 

○7  サントリーニ クレーター Santorini Crater 

紀元前 1650年頃に起きた火山の噴火により、島の中心が海に沈み、カルデラと呼ばれる海水で満たされた
巨大なクレーターが形成されました。伝説ではアトランティスの失われた都市であったとされています。 
 

○8  エリヤ山 The Mountain of Prophet Elijah 

標高約 600mの島の最高地点で、サントリーニ島のパノラマ景色をお楽しみ頂けます。 
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サントリーニ、ギリシャ Santorini, Greece 

 

 
  

人気  
ツアー番号：JTR-100 

サントリーニの見所 
Best of Santorini 

ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半  
 

下車予定： ①②⑤⑧ /車窓予定： ⑥⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

フィラやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかとの低い履きなれ
た靴でご参加ください。歩行に難がある方はご考慮ください。フィラの街からテンダー乗り場へは
ケーブルカーを利用します。ケーブルカー駅まで石畳の登り道を長距離歩きます。複数のクルーズ
船が寄港している場合は、ケーブルカーに乗るまで 60分以上お待ち頂く場合があります。フィラと
イアのいくつかの商店、タベルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。イヤホンガ
イドを使用します。 

 
  

こだわり  
ツアー番号：JTR-150 

イア、フィラ、ワイナリーと先史歴史博物館 
Oia, Fira, Winery & Pre Historic Museum 

ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①②③⑤⑧ /車窓予定： ④⑥⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

フィラ、メガロコーリやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかと
の低い履きなれた靴でご参加ください。歩行に難がある方はご考慮ください。フィラの街からテン
ダー乗り場へはケーブルカーを利用します。ケーブルカー駅まで石畳の登り道を長距離歩きます。
複数のクルーズ船が寄港している場合は、ケーブルカーに乗るまで 60分以上お待ち頂く場合があり
ます。 
いくつかの商店、タベルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。 

 
  
ツアー番号：JTR-155 

ディスカバリー特選 究極のサントリーニ 
Ultimate Santorini - A Discovery Exclusive 

ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 7時間 
 

下車予定： ①②⑤ /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは車椅子を利用する方又は歩行に難がある方にはお勧めしません。イヤホンガイドを使
用します。 
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サントリーニ、ギリシャ Santorini, Greece 

 
  

リピーター向け 

ツアー番号：JTR-200 

古代アクロティリとサントリーニ島 
Ancient Akrotiri & Santorini Island 

ツアー料金：＄94.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 4時間 

 

下車予定： ② /車窓予定： ⑧  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

フィラでの自由時間には狭い石畳の路地や石段の多い場所などを歩きます。かかとの低い履きなれ
た靴でご参加ください。歩行に難がある方はご考慮ください。フィラの街からテンダー乗り場へは
ケーブルカーを利用します。ケーブルカー駅まで石畳の登り道を長距離歩きます。複数のクルーズ
船が寄港している場合は、ケーブルカーに乗るまで60分以上お待ち頂く場合があります。アクロテ
ィリ遺跡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。遺跡内は修復作業が行われてい
ます。フィラのいくつかの商店、タベルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。イ
ヤホンガイドを使用します。 

 
  
ツアー番号：JTR-205 

イアとフィラ 
Oia & Fira 

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： ①②⑤ /車窓予定： ⑦⑧ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

フィラやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかとの低い履きなれ
た靴でご参加ください。歩行に難がある方はご考慮ください。フィラの街からテンダー乗り場へは
ケーブルカーを利用します。ケーブルカー駅まで石畳の登り道を長距離歩きます。複数のクルーズ
船が寄港している場合は、ケーブルカーに乗るまで 60分以上お待ち頂く場合があります。フィラと
イアのいくつかの商店、タベルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。 

 
 

ツアー番号：JTR-290 

サントリーニ島内観光 
Island Drive 

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

下車予定： ⑥⑧ /車窓予定： ②④⑦ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

ツアーはテンダーボート乗り場のアティニオス港で終了しますが、フィラの街に残り、各自ケーブ
ルカーで港に下りることもできます。フィラの街からケーブルカー乗り場へは階段のある坂道を長
い距離歩きますので、歩行に難がある方はご考慮ください。複数のクルーズ船が寄港している場合
は、ケーブルカーに乗るまで60分以上お待ち頂く場合があります。フィラのいくつかの商店、タベ
ルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。 
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サントリーニ、ギリシャ Santorini, Greece 

 
  
ツアー番号：JTR-400 

イアとピルゴス村の徒歩観光 
Walking Tour of Oia & Pyrgos Villages 

ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは車椅子を利用する方、歩行に難がある方または視力障害がある方にはお勧めしません。 

 
  

リピーター向け 
ツアー番号：JTR-420 

サントリーニの隠れ里 散策 
Discover the Hidden Villages of Santorini 

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： ② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

予め水着を着用し、タオル、日焼け止め、帽子をご持参ください。ケーブルカー駅で長蛇の列がで
きることが予想されます。このツアーは車椅子を利用する方、歩行に難がある方または聴覚障害が
ある方にはお勧めしません。 

 
  
ツアー番号：JTR-430 

アクロティリとイアでの自由時間 
Akrotiri & Oia Free Time 

ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは車椅子を利用する方にはお勧めしません。 

 
  
ツアー番号：JTR-993 

イアとフィラ 日本語観光 
Oia & Fira(Guided in Japanese) 

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： ①②⑤ /車窓予定： ⑦⑧ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

フィラやイアでは狭い石畳の路地や石段の多い場所などをかなり歩きます。かかとの低い履きなれ
た靴でご参加ください。フィラの街からテンダー乗り場へはケーブルカーを利用します。ケーブル
カー駅まで石畳の登り道を長距離歩きます。歩行に難がある方はご考慮ください。複数のクルーズ
船が寄港している場合は、ケーブルカーに乗るまで 60分以上お待ち頂く場合があります。フィラと
イアのいくつかの商店、タベルナ、カフェは１１月には休業している場合があります。 
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サントリーニ、ギリシャ Santorini, Greece 

 
 

  

リピーター向け 
ツアー番号：JTR-410 

火山島ネア・カメニへのクルーズとハイキング 
Cruise & Hike to Santorini Volcano 

ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：12歳以下） 

所 要 時 間：約 2時間半 

 

下車予定： ④ /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

ツアーの催行は天候によります。ボートが船に横付けできない場合は、埠頭からの発着となります。
火山の火口まで４０分ほど溶岩石の凸凹な傾斜道を登ります。ウォーキング･シューズかハイキン
グ･ブーツを履き、帽子、日焼け止め、水をお持ちください。火山ではほとんど日陰がありません。
泳ぐ方は、はしごを使用し水へ出入りを行います。硫黄水の為、水着の色が変わる場合があります。
水着を事前に着用し、タオルをご持参下さい。活動中の火山では硫黄の匂いや熱気のある場所を通
りますので、呼吸器官に不安のある方は考慮の上ご参加ください。 

 
  

家族向け 
ツアー番号：JTR-600 

ディスカバリーファミリー イア村とスイミング 
Discovery Family Oia Village & Swimming 

ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間半  
 

下車予定： ①② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

  

 
＜注意事項＞  

このツアーには所により石畳の上り坂を約 1時間歩くことが含まれます。ツアーはフィラで終了し、
ケーブルカー駅まで徒歩で約 500メートル移動となります。暗く粗い砂の為、黒砂浜は大変熱くな
るので裸足で歩く事は難しいでしょう。 

 

 
  
ツアー番号：JTR-300 

イア、ワイン試飲とクッキング 
Oia Village, Wine Tasting & Cooking 

ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ①②⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

このツアーは車椅子を利用する方または歩行に難がある方にはお勧めしません。履きなれたウォー
キングシューズを着用ください。 

 

 
  
ツアー番号：JTR-180 

フィラ自由観光 
Fira On Your Own 

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：② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 
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コトル、モンテネグロ 
Kotor, Montenegro 

 
ボカ湾の上部に位置するコトル。高くそびえ立つ石灰岩の崖を境に区切られ、曲がりくねった湾は南ヨーロッパ
で最長で躍動的なフィヨルドです。狭く、非対称な道には、古代の石造りの家、旧宮殿、そして 12世紀に遡る教
会が軒を連ねています。 
またコトルは、旧モンテネグロの歴史的首都ツェティニェやスカダル湖国立公園など、モンテネグロの文化の探
求や観光の玄関口としても知られています。 
古い港の通りにはパブ、居酒屋、カフェが立ち並んでおり、ナイトライフスポットとしても知られています。 
また、有名なサマー・カーニバルというイベントも催されています。 
＊コトルは、テンダーボートで上陸する寄港地です 
 
 
＜見どころ＞ 
 

 ○1  聖トリプン大聖堂  St. Tryphon Cathedral 

1166年に完成した華やかな大聖堂。ビザンチン建築で、魅力的なロマネスク様式を誇っています。 

○2  海洋博物館 Maritime Museum 

コトルの豊富な海軍の歴史が展示されています。 

○3  ブドヴァ Budva 

モンテネグロの街、ブドヴァは 2500年前に誕生し、アドリア海沿岸で最も歴史ある町のひとつです。 
狭い道、中世風の城壁、そして 15世紀に建てられた塔が見どころです。 

○4  ネゴジュ Njegusi 

標高の高い場所に位置する眺望の良い町です。 
ピーター・ペトロヴィッチ・ニェゴシュ（モンテネグロの歴史における重要人物）の誕生の地でもあります。 

○5  国立博物館 National Museum 

かつての王宮が博物館となっています。1860年代に統治していたニコラ・ペトロヴィッチ１世もかつて 
住んでいました。 15世紀に崇められていた写本、“Oktoih Prvoglasnik” が保管されています。 

○6  ツェティニェ Cetinje 

1482年に制定されたモンテネグロのかつての首都で、壮大なロヴチェンの山々に位置しています。 
この魅力的な町はかつてオスマン帝国時代の包囲下でした。 

○7  ペラスト＆岩礁の聖母マリア教会 Perast & Our Lady of the Rocks 

ペラストという町は、1700年代に造船業で栄え始めました。最も保存状態が良いと言われているバロック風
の都市です。岩礁の小島には魅力ある岩礁の聖母マリア教会があります。 

○8  ラストヴァ Lastva 

この可愛らしい町は、コトルの丘に寄り添うように位置し、ティバト湾や海岸沿いの素晴らしい景色を眼下に
望むことができます。オリーブオイルと村にあるスモークハウスが有名です。 
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コトル、モンテネグロ Kotor, Monternegro 

 

 
  
ツアー番号：ZKQ-460 
四輪駆動車ツアー 
Kickin` Kotor 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 15分 
 

下車予定：  ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
 

ツアー番号：ZKQ-645 

ショコダル湖 
Skadar Lake 

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： ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 

 
  
ツアー番号：ZKQ-100 
モンテネグロの見どころ 
Best of Montenegro 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 15分 
 

下車予定： ②⑦ ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

イヤホンガイドを使用します。 

 
  

世界遺産 

ツアー番号：ZKQ-200 
聖トリプン大聖堂、ネゴジュ＆ツェティニェ 
Kotor, St. Tryphon Cathedral, Njegusi & Cetinje 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間  
 

下車予定： ①②④⑤⑥／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

ネゴジュへの山道は狭く、曲がりくねっています。25のヘアピンカーブがあり、急斜面を約 900メ
ートル登ります。高いところが苦手な方や、乗り物に酔いやすい方はご考慮ください。現地のコン
ディションが悪い場合は、代替経路に変更することがあります。 

長距離、起伏のある道を歩ける方がご参加ください。車椅子の方、歩行に難のある方はご遠慮下さ
い。頑丈で履きなれたウォーキングシューズと、帽子を持参ください。 

神聖な場所を訪れる際は、控えめな服装でご参加ください。肩や膝の隠れる服装でご参加ください。
短パンでは入場できません。訪問順序が変わる場合があります。 
イヤホンガイドを使用します。 
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コトル、モンテネグロ Kotor, Monternegro 

 
  

人気 世界遺産 
ツアー番号：ZKQ-210 
聖トリプン大聖堂、ブドヴァ＆景観ドライブ 
Kotor, St. Tryphon Cathedral, Budva & Scenic 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： ①②③／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

長距離、起伏のある道を歩ける方がご参加ください。車椅子の方、歩行に難のある方はご遠慮下さ
い。頑丈で履きなれたウォーキングシューズと、帽子を持参ください。 

神聖な場所を訪れる際は、控えめな服装でご参加ください。肩や膝の隠れる服装でご参加ください。
短パンでは入場できません。訪問順序が変わる場合があります。 
イヤホンガイドを使用します。 

 
  
ツアー番号：ZKQ-290 

モンテネグロの景観と料理 
Panoramic & Culinary Montenegro  

ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 
 

下車予定： ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
  

世界遺産 

ツアー番号：ZKQ-993 
聖トリプン大聖堂、ネゴジュ＆ツェティニェ 日本語ツアー 
Kotor, St. Tryphon Cathedral, Njegusi & Cetinje(Guided in Japanese) 
ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間  
 

下車予定： ①②④⑤⑥／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

ネゴジュへの山道は狭く、曲がりくねっています。25のヘアピンカーブがあり、急斜面を約 900メ
ートル登ります。高いところが苦手な方や、乗り物に酔いやすい方はご考慮ください。現地のコン
ディションが悪い場合は、代替経路に変更することがあります。 

長距離、起伏のある道を歩ける方がご参加ください。車椅子の方、歩行に難のある方はご遠慮下さ
い。頑丈で履きなれたウォーキングシューズと、帽子を持参ください。 

神聖な場所を訪れる際は、控えめな服装でご参加ください。肩や膝の隠れる服装でご参加ください。
短パンでは入場できません。訪問順序が変わる場合があります。 
イヤホンガイドを使用します。 

 
  
ツアー番号：ZKQ-999 
小グループで回るモンテネグロの見どころ 
Best of Montenegro (For Small Group) 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 5時間 15分 
 

下車予定： ②⑦ ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 
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コトル、モンテネグロ Kotor, Monternegro 

 

 
 

ツアー番号：ZKQ-150 

ボナペティ特選：地元のお宅で昼食 
Bon Appetit Exclusive: – Lunch in a Local Home 

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間 
 

下車予定： ／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
  

リピーター向け 
ツアー番号：ZKQ-240 

ペラスト＆ボカ湾 
Perast & Boka Bay 

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： ②⑦／車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

長距離、起伏のある道を歩ける方がご参加ください。最長 500メートルの徒歩観光を含みます。小
島は舗装され平たんですが、一部起伏のある石畳の道があり、またツアー中 10段ほどの段差があり
ます。ボート乗船が難しい方には向きません。ボート乗下船時に 3段の階段があるため、歩行に難
のある方、車椅子ご利用の方はご遠慮ください。頑丈で履きなれたウォーキングシューズと、帽子
を持参ください。神聖な場所を訪れる際は、控えめな服装でご参加ください。肩や膝の隠れる服装
でご参加ください。短パンでは入場できません。訪問順序が変わる場合があります。 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：ZKQ-315 

ラストヴァ、聖トリプン教会と試食 
Lastva, St. Tryphon’s Cathedral & Tastings  

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定： ②⑧／車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞   

履き慣れたウォーキングシューズ、天候に合った服を着用下さい。イヤホンガイドを使用します。 

 

 
  
ツアー番号：ZKQ-900 

専用車 終日ミニバンクラス （ガイドなし） 
Private Van - Full Day Without Guide 

ツアー料金：＄449.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。 
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コトル、モンテネグロ Kotor, Monternegro 

 
  
ツアー番号：ZKQ-902 

専用車 終日ミニバンクラス （ガイドつき） 
Private Van - Full Day With Guide 

ツアー料金：＄599.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。 

 
  
ツアー番号：ZKQ-903 

専用車 半日ミニバンクラス （ガイドつき） 
Private Van - Half Day With Guide 

ツアー料金：＄429.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。 

 
  
ツアー番号：ZKQ-904 

専用車 終日乗用車クラス （ガイドなし） 
Private Car - Full Day Without Guide 

ツアー料金：＄349.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。 

 
  
ツアー番号：ZKQ-905  

専用車 半日乗用車クラス （ガイドなし） 
Private Car - Half Day Without 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：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。 
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コトル、モンテネグロ Kotor, Monternegro 

 
  
ツアー番号：ZKQ-906 

専用車 終日乗用車クラス （ガイドつき） 
Private Car Full Day With Guide 

ツアー料金：＄499.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。 

 
  
ツアー番号：ZKQ-907 

専用車 半日乗用車クラス （ガイドつき） 
Private Car - Half Day With Guide 

ツアー料金：＄349.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。 

 
  
ツアー番号：ZKQ-908  

専用車 半日ミニバンクラス （ガイドなし） 
Private Van - Half Day Without Guide 

ツアー料金：＄329.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。 
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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風格のある建物や混雑した道路、ピザ、悪名高い交通などで有名な喧噪の大都
会です。しかしこの美しい都市は何百年の文化や習慣が根付いています。ナポリはカプリ島、美しいアマルフィ
海岸、紀元前 79年のベスビオ火山の大噴火により灰の下に埋もれた町ポンペイの遺跡への玄関口でもありま
す。 
ナポリはローマ時代の都市遺跡や風光明媚なアマルフィ海岸を訪れるのには最適な場所です。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ポンペイ Pompeii 

紀元前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、海に向かって切り立
つ断崖が続く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紀元前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) 

 
 
 
 

  

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 9時間半 
 

下車予定： ①④/車窓予定： ⑤ 

健脚レベル 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。アマルフィ海岸の交通規則により、このツアーは祝日前と祝日の期間は催行で
きません。このツアーはパシフィック･プリンセスでは催行しません。現地条例と規則により、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・マーレの代わりに止まることもあります。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。乗り物酔いに心配の方はご考慮くだ
さい。このツアーはイヤホンガイドを使用します。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きな
バック、リュックサックまたは手押し車は持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなった
ので、荷物はバスの中においてお出かけください。 

 
  

世界遺産 
ツアー番号：NAP-110 

ポンペイとアマルフィ海岸のクルーズ 
Pompeii & Amalfi Coastal Cruise 

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： ① /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

12月にはこのツアーは催行しません。悪天候で海況が悪い場合、ボートの部分はキャンセルとなり、
代わりにソレントを訪問します。ナポリからサレルノは片道約４５分、ポンペイからナポリへは約
３０分のドライブです。サレルノからポンペイは片道４５分のドライブです。昼食はサレルノでお
取りいただく場合があります。乗り物酔いに心配の方はご考慮ください。このツアーはイヤホンガ
イドを使用します。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは
手押し車は持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったので、荷物はバスの中において
お出かけください。 

 
 

ツアー番号：NAP-120 

ソレントとアマルフィ海岸のクルーズ 
Sorrento & Amalfi Coastal Cruise 

ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間半 
 

下車予定： ② /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは１２月に催行されません。ナポリからサレルノへは約 45分、サレルノからソレントへ
は約 1時間 30分、ソレントからナポリへ約 1時間 30分のドライブです。 訪問順序が変わる場合が
あります。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。乗り物酔いに心配の方はご考慮ください。天候や海の状況により、船でのアマルフィ
クルーズからナポリドライブ観光に変更される事もあります。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) 

 
 
ツアー番号：NAP-125 

カプリ島 
Capri 

ツアー料金：＄189.95～ （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：  

健脚レベル 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。カプリへはボートで 50分程かかりますので、乗り物酔いに心配の方はご考慮ください。
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 

究極のナポリ湾：ポンペイ、ポジターノとアマルフィ 
Ultimate Bay of Naples:Pompeii, Positano & Amalfi Coast – Discovey Exclusve 

ツアー料金：＄319.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間半 
 

下車予定： ①②④⑤ /車窓予定：  

健脚レベル 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。アマルフィ海岸の道
路は狭く、曲がりくねっています。乗り物酔いに心配の方はご考慮ください。ソレント又はポジタ
ーノの 5つ星ホテルで昼食をおとりいただきます。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。訪問順序が変わる場合がります。このツアー
はイヤホンガイドを使用します。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュック
サックまたは手押し車は持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったので、荷物はバス
の中においてお出かけください。 

 
 

世界遺産  
ツアー番号：NAP-290 

ナポリお手軽観光 
Easy Naples 

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： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル 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。 
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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-291 

ナポリお手軽観光(車椅子対応) 
Easy Naples(Wheelchair Accessible) 

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： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル 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ので NAP-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。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。 

 
 

ファミリー向け 世界遺産 
ツアー番号：NAP-600 

ディスカバリー 家族連れの為のポンペイ遺跡  
Discovery Family 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： ⑦ 

健脚レベル 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。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバッ
ク、リュックサックまたは手押し車は持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったので、
荷物はバスの中においてお出かけください。 

 
 

人気 世界遺産 
 
ツアー番号：NAP-993 

ナポリ湾のベスト観光：ポンペイ、ソレントとカプリ  日本語ツアー 
Best of the Bay of Naples: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：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは 12月には催行されません。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。訪問順が逆に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。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたは手押し車は持
ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったので、荷物はバスの中においてお出かけくだ
さい。 

 

  



49 

ナポリ(カプリとポンペイ)、イタリア Naples, Italy(for Capri & Pompeii) 

 
 

人気 新規 世界遺産 
 
ツアー番号：NAP-999 

ナポリ湾のベスト観光：小グループで回るポンペイ、ソレントとカプリ 
Best of the Bay of Naples:Pompeii, Sorrento & Capri for Small Groups 

ツアー料金：＄289.95～ （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 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

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。カプリまではボ
ートを利用しますので乗り物酔いに心配の方はご考慮ください。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。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサックま
たは手押し車は持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったので、荷物はバスの中にお
いてお出かけください。 

 

 
  

世界遺産  
ツアー番号：NAP-200 

ポンペイ遺跡 
Pompeii  

ツアー料金：＄84.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

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。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバッ
ク、リュックサックまたは手押し車は持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったので、
荷物はバスの中においてお出かけください。 

 
  

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：＄74.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 3時間半 
 

下車予定： ⑥ /車窓予定： ⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 

約 1.6キロの起伏のある石畳の道と約 30段の階段を歩けることが必要となります。このツアーには
イヤホンガイドを使用します。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサ
ックまたは手押し車は持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったので、荷物はバスの
中においてお出かけください。 
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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-305 

ボナペティートお勧め:イタリアのエッセンス 
Bon Appetit Recommended:Essence of Italy 

ツアー料金：＄169.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

パスタ工場内は高温多湿です。農家内は凹凸の地面を徒歩での観光で、数段の段差の上り下りが含
まれます。パスタ工場は 8月中旬はお休みです。 

 
  

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：＄129.95～ （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 

健脚レベル 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。警備上の理由により、ポン
ペイ遺跡には大きなバック、リュックサックまたはトロリーは持ち込めません。ロッカーの設備が
利用できなくなったので、荷物はバスの中においてお出かけください。 

 
 

ツアー番号：NAP-320 

ソレント＆ワイン試飲 
Sorrento & Local Wine Tasting 

ツアー料金：＄84.95～（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 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

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。 

 

 
 

ツアー番号：NAP-380 

ボルボニックギャレー徒歩ツアーとピザ試食 
Walking Tour with Borbonic Gallery & Pizza tasting 

ツアー料金：＄74.95～（子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 4時間半 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

＜注意事項＞  

歩行に難がある方、閉所恐怖症の方にはお勧めしません。このツアーは凸凹とした地面や平坦な道、
段差を含む長時間の徒歩観光が含まれます。このツアーはイヤホンガイドが使用されます。 
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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 リピーター向け 
ツアー番号：NAP-410 
ベスビオ山とポンペイ観光：ベスビオ山頂上へ向けハイキング 
Mount Vesuvius & Pompeii Adventure: Hike to the Summit of Mount 

Vesuvius 

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 
 

下車予定： ①⑦ /車窓予定：  

健脚レベル 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。踵の
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。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きなバック、リュックサ
ックまたは手押し車は持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなったので、荷物はバスの
中においてお出かけください。 

 

 
 

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：＄109.95～ （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：  

健脚レベル 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。警備上の理由により、ポンペイ遺跡には大きな
バック、リュックサックまたは手押し車は持ち込めません。ロッカーの設備が利用できなくなった
ので、荷物はバスの中においてお出かけください。 

 
 

ツアー番号：NAP-900 

専用車で回るナポリ 終日ミニバン （ガイド付き） 
Naples by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1,649.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 
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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-905 

専用車で回るナポリ 終日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Naples by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1.399.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP-910 

専用車で回るナポリ 半日ミニバン （ガイド付き） 
Naples by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄899.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP-915 

専用車で回るナポリ 半日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Naples by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄799.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP-920 

専用車で回るナポリ 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Naples by Private Vehicle - Van Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄729.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 
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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 -925 

専用車で回るナポリ 終日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Naples by Private Vehicle - Car Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄599.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP -930 

専用車で回るナポリ 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Naples by Private Vehicle - Van Class Half Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄449.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 

 
 
 

ツアー番号：NAP -935 

専用車で回るナポリ 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Naples by Private Vehicle - Car Class Half Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄399.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 4時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。専用車でカプリ島へ渡ることはできません。 
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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ましょう。 
ローマはシーザーの時代より世界の偉大な芸術家、建築家、哲学者達を惹きつけています。 

 

＜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、多くの人々が毎週法王からの祝福を受け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 

宗教的で文化的な重要性に富むバチカン博物館は、世界で最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 

最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 

ローマで最も大きく有名なバロックの泉で、この泉に背を向けて肩越しにコインを投げると再びローマに帰っ
て来れるいう伝説があります。 
 

○5  パンテオン Pantheon 

永遠の都ローマで最も保存状態の良い記念碑の 1つで、16の円柱がそびえ立つ素晴らしい円堂形式の建
物は 1800年以上も前に建てられた荘厳な建築物です。 
 

○6  スペイン階段 Spanish Steps 

スペイン広場に位置するローマで最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、その独特の蝶設計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 

古代ローマの政治の、宗教の、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 

 

 
 

世界遺産 
ツアー番号：ROM-010 

サン・ピエトロ大聖堂、カタコンベとコロッセオ 
St. Peter's, Catacombs & Colosseum 

ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間半 
 

下車予定：①③ /車窓予定：⑧ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。バチカン市国内
の観光はバスが入れないので徒歩での観光となります。 
教会などの聖なる場所に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。デスクにて大型バック、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･ピエトロ大聖堂内を訪問するツアーグループは大聖
堂から供給さえるイヤホンガイドを使用することが義務付けられています。貸し出されるイヤホン
ガイドはお客様の責任で使用頂きます。イヤホンガイドを紛失した場合はイヤホンガイド取り扱い
企業へ 50ユーロをお支払いいただきます。サン･ピエトロ大聖堂と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、ビデオカメラ、傘、ペットボトル、ハサミやナイフなどはデスクにて
チェックされます。混雑や待ち時間が予想されます。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで45分以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖
堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間にあてることができます。
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。 
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サン･ピエトロ大聖堂は保安上の
理由で予告なしに閉まることがありますでご承知おきください。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最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
プでの入場の取り消し又は遅延の場合があります。ガイドがコロッセオに45分以上も並ぶと予見し
た場合はコロッセオに入場せず、代わりにフォロ・ロマーノを見学します。 
観光長官により制定された新規則により、コロッセオは毎月第一日曜日が入場無料となり入場に長
い列が出来ることが予想されるため、コロッセオには入場しません。 
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。カタコンベ観光は閉鎖恐怖症のお客
様にはお勧めしません。このツアーはイヤホンガイドが使われます。 
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。ツアーの訪問順序が変わる場合がありますが、記載の見所は含まれ
ます。 
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チビタベッキア(ローマ)、イタリア Civitavecchia (Rome), Italy 

 
 

こだわり 世界遺産 
ツアー番号：ROM-050 

サン・ピエトロ広場、カタコンベ、トレビの泉とコロッセオ 
St. Peter's, Roman Catacombs Trevi Fountain & Colosseum 

ツアー料金：＄269.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間半 
 

下車予定：①③④ /車窓予定： ⑧ 

健脚レベル 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。チビタベッキア～ローマ間のドライブは約
１時間半、交通事情により変わります。バチカン市国内の観光はバスが入れないので徒歩での観光
となります。サン・ピエトロ大聖堂とコロッセオでは訪問者は金属探知機を通ります。大きなバッ
グ、ビデオカメラ、傘、ペットボトル、ハサミやナイフなどはデスクにてチェックされます。 
混雑や待ち時間が予想されます。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで 45分以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖
堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間にあてることができます。
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。混雑や待ち時間が予想されます。デスクにて大型バック、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。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･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
に見学ください。サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。 
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最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の入場の取り消し又は遅延の場合があります。ガイドがコロ
ッセオに 45分以上も並ぶと予見した場合はコロッセオ内部入場の代わりにフォロ・ロマーノ入場に
代わります。観光長官により制定された新規則により、コロッセオは毎月第一日曜日が入場無料と
なり入場に長い列が出来ることが予想されるため、コロッセオには入場しません。 
カタコンベ観光は閉所恐怖症のお客様にはお勧めしません。訪問順序は変わる場合があります。 
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。 
このツアーはイヤホンガイドが使われます。 
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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-100 

ローマ・ベスト観光 
Best of Rome  

ツアー料金：＄249.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間半 
 

下車予定： ①②③/車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

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） 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。バチカン市国内
の観光はバスが入れないので徒歩での観光となります。 
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。 
システィーナ礼拝堂とサン・ピエトロ大聖堂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。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。 
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、
ビデオカメラ、ペットボトル、ハサミやナイフなどチェックされます。大きなリュックサックとバ
ックはバチカン博物館内には持ち込みません。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。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。 
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。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで45分以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖
堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間にあてることができます。
サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに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が該当します。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見学ください。ミサの時間に入場制限がある場合があり
ます。サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがありますでご承知おきくださ
い。 
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最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の入場の取り消し又は遅延の場合があります。ガイドがコロ
ッセオに 45分以上も並ぶと予見した場合はコロッセオ内部入場の代わりにフォロ・ロマーノ入場に
代わります。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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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：＄199.95～ （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： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 

教会などの聖なる場所に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。デスクにて大型バック、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。 
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。サン･ピエトロ大聖堂内を訪問するツ
アーグループは大聖堂から供給さえるイヤホンガイドを使用することが義務付けられています。貸
し出されるイヤホンガイドはお客様の責任で使用頂きます。イヤホンガイドを紛失した場合はイヤ
ホンガイド取り扱い企業へ50ユーロをお支払いいただきます。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで45分以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖
堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間にあてることができます。
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サン･ピエトロ大聖堂は保安上の
理由で予告なしに閉まることがありますでご承知おきください。水曜日に法王による広場での礼拝
をおこなう場合が該当します。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
る最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の入場の取り消し又は遅延の
場合があります。ガイドがコロッセオに45分以上も並ぶと予見した場合はコロッセオに入場せず、
コロッセオ外部で説明を行ない引き続き自由時間に充てられる場合があります。 
観光長官により制定された新規則により、コロッセオは毎月第一日曜日が入場無料となり入場に長
い列が出来ることが予想されるため、コロッセオには入場しません。 
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。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。フォロ・ロマー
ノは車椅子対応ではありません。 
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。 
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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 こだわり 
ツアー番号：ROM-150 

究極のローマ 
Ultimate Rome 

ツアー料金：＄319.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間半 
 

下車予定：①②③④ /車窓予定：⑧ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

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 ROM050が催行されます） 
チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 

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。デスクにて大型バック、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･ピエトロ大聖堂内を訪問するツアーグループは大聖堂から供給さえるイヤホン
ガイドを使用することが義務付けられています。貸し出されるイヤホンガイドはお客様の責任で使
用頂きます。イヤホンガイドを紛失した場合はイヤホンガイド取り扱い企業へ 50ユーロをお支払い
いただきます。サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで 45分以上待つ場合、ガイドが入
場する前に大聖堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間にあてる
ことができます。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最大入場者
数を設定しています。その結果、予約のあるグループでの入場の取り消し又は遅延の場合がありま
す。ガイドがコロッセオに 45分以上も並ぶと予見した場合はコロッセオ内部入場の代わりにフォ
ロ・ロマーノ入場に代わります。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。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・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。 

 
 

ツアー番号：ROM-170 

法王庁のカステル・ガンドルフォ、バチカン博物館、システィーナ礼拝

堂とサン･ピエトロ大聖堂 
Pope’s Estate of Castel Gandolfo, Vatican Museum, Sistine Chapel & St. 

Peter’s Basilica 

ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間半 
 

下車予定：①② /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

石畳を長距離歩くことや、バチカン博物館やサン・ピエトロ大聖堂観光で250段の階段が含まれるの
で車椅子を利用する方や歩行に難がある方にはお勧めしません。バチカン博物館とサン・ピエトロ
大聖堂に入る際、金属探知機を通ります。バックやリュックサックなど大きな荷物はバチカン博物
館内には持ち込めません。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。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。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。サン･ピエトロ大聖堂内を訪問するツアーグループは大聖堂から供給さえるイヤホンガイドを使
用することが義務付けられています。貸し出されるイヤホンガイドはお客様の責任で使用頂きます。
イヤホンガイドを紛失した場合はイヤホンガイド取り扱い企業へ50ユーロをお支払いいただきま
す。観光箇所では混雑や行列や遅延が見込まれます。サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリテ
ィーで45分以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らず
ショッピング時間か自由時間にあてることができます。サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告
なしに閉まることがありますでご承知おきください。水曜日に法王による広場での礼拝をおこなう
場合が該当します。サン・ピエトロ大聖堂内にて特別行事や礼拝が行なわれている場合は入場がで
きません。サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。ローマ法王の
別荘は現在でも使用されているため、セキュリティーの理由により予告無しに閉鎖される場合があ
ります。このツアーは日曜日又は宗教的な祝日は催行されません。 
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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-180 

ローマハイライト観光と自由行動  
Highlights & Rome 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時間半 
 

下車予定： ④/車窓予定： ③⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。このツアー
はチビタベッキア下船日には催行しません。チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、
交通事情により変わります。訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
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。船上またはローマ市内の両替所で両替できます。システィーナ礼拝堂とサン・ピエトロ大聖堂
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。デスクにて大型バック、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。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、ビデオカメラ、傘、ペットボトル、ハサミやナイフなどはデスクにて
チェックされます。バチカン博物館やサン・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。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。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。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･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。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。 
昼食と入場料は含まれていません。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。 
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。日曜日と祝日はほとんどの商店は閉店です。
お土産物屋は営業します。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：ROM-290 

ローマ市内ドライブ  
Easy Drive 

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 

健脚レベル 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。チビタベッキア～ローマ間のドライブは約
１時間半、交通事情により変わります。凸凹道を約 1キロ歩ける方がご参加下さい。 
サン・ピエトロ大聖堂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。サン･ピエトロ大聖堂では金属探
知機を通ります。大きなバッグ、ビデオカメラ、傘、ペットボトル、ハサミやナイフなどデスクに
てチェックされます。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･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。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となります。問箇所では修復工事が行われている場
合があります。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。 
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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-291 

ローマ市内ドライブ（車椅子対応）  
Easy Drive (Wheelchair Accessible) 

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 

健脚レベル 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。 
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ので ROM -290にお申し込みください。 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約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。チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時
間半、交通事情により変わります。 
サン・ピエトロ大聖堂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。サン･ピエトロ大聖堂では金属探
知機を通ります。デスクにて大きなバッグ、ビデオカメラ、傘、ペットボトル、ハサミやナイフな
どはチェックされます。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･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。 
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。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
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。  

 
 

ツアー番号：ROM-340 

ローマ自由観光とイタリアの味覚徒歩ツアー 
Rome on Your Own & Eating Italy Foodie Walking Tour 

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： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
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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-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：＄129.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間半 
 

下車予定：④⑥⑦ /車窓予定： ①⑤ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 

訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
バチカン市国内の観光はバスが入れないので徒歩での観光となります。 
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。訪問者は金
属探知機を通ります。大きなバッグ、ビデオカメラ、傘、ペットボトル、ハサミやナイフなどはデ
スクにてチェックされます。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。混雑や待ち時間が予想されます。 
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
に見学ください。 
サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。 
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。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。 

 
 

ツアー番号：ROM-385 

インサイダーズ 古代のローマ 列車トランスファー 
Insider`s Ancient Rome wih Train Transfer 

ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 9時間半 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
 

ツアー番号：ROM-415 

遅めの出発ローマ観光 
Late Riser Rome 

ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間 15分 
 

下車予定：① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 
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チビタベッキア(ローマ)、イタリア Civitavecchia (Rome), Italy 

 

家族向け 人気 世界遺産 
 

ツアー番号：ROM-600 

家族向け ベスト・オブ・ローマ 
Discovery Family Best of Rome  

ツアー料金：＄229.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間半 
 

下車予定： ①②③/車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
 

 
 

世界遺産  

ツアー番号：ROM-960 

下船後ツアー：サン・ピエトロ大聖堂とコロッセオ 
Debark Tour- St. Peter’s Basilica & Colosseum 

ツアー料金：＄169.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 6時間  
 

下車予定：①③ /車窓予定：⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の17時以降のフライトを予約されているお客様をとローマ滞在のお客様を対象
としています。ツアーの最終は、ローマ中心のオスティエンセ駅前とフィウミチーノ空港になりま
す。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。サン･ピエトロ大聖堂とコロッセオでは金属探知機を通ります。
大きなバッグ、ビデオカメラ、傘、ペットボトルなどはデスクにてチェックされます。 
サン･ピエトロ大聖堂とコロッセオは人気があり、大勢の観光客が訪れる為、長い行列が予想されま
す。サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで45分以上待つ場合、ガイドが入場する前に
大聖堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らず自由時間に充てる場合があります。サン･ピエトロ
大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがありますでご承知おきください。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。サン・ピエトロ大聖堂へ
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。訪問順序は変わる場合があります。 
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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-965 

下船後ツアー：バチカン、システィーナ礼拝堂とサン・ピエトロ大聖堂 
Debark Tour- Vatican, Sistine Chapel & St.Peter’s 

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

下車予定：①② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ツアーの所要時間は混雑などの状況により幅があります。 
このツアーは下船日クルーズプラスホテル（ホテルパッケージ）又はご自身でホテル手配をされ、
ローマで滞在をする方を対象としています。ツアーの最終はクルーズプラス利用ホテルまたは、ロ
ーマ中心のオスティエンセ駅になります。 

このツアーはバチカン博物館が閉館する日曜日と祝日には催行しません。サン・ピエトロ大聖堂が
閉まっている場合、代わりにトレビの泉を訪れます。 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 
バチカン市国内の観光はバスが入れないので徒歩での観光となります。 
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。バチカン博物館、サン・ピエトロ大
聖堂とシスティーナ礼拝堂に入場する際、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。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。 
バチカン博物館、サン･ピエトロ大聖堂などでは金属探知機を通ります。大きなバッグ、ビデオカメ
ラ、傘、ペットボトル、ハサミやナイフなどチェックされます。バチカン博物館内には大きなリュ
ックサックやバックは持ち込めません。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。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。 
名所など混雑や待ち時間が予想されます。サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで45分
以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピン
グ時間か自由時間にあてることができます。サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉ま
ることがありますでご承知おきください。水曜日に法王による広場での礼拝をおこなう場合が該当
します。 
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
に見学ください。ミサの時間に入場制限がある場合があります。サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理
由で予告なしに閉まることがありますでご承知おきください。 
サン・ピエトロ大聖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。訪問順序は
変わる場合があります。 
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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 

ベスト・オブ・ローマ 日本語ツアー 
Best of Rome(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時間半 
 

下車予定： ①②③/車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

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） 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。バチカン市国内
の観光はバスが入れないので徒歩での観光となります。 
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。 
システィーナ礼拝堂とサン・ピエトロ大聖堂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。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。 
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、
ビデオカメラ、ペットボトル、ハサミやナイフなどチェックされます。大きなリュックサックとバ
ックはバチカン博物館内には持ち込みません。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。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。 
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。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで45分以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖
堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間にあてることができます。
サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに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が該当します。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見学ください。ミサの時間に入場制限がある場合があり
ます。サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがありますでご承知おきくださ
い。 
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最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の入場の取り消し又は遅延の場合があります。ガイドがコロ
ッセオに 45分以上も並ぶと予見した場合はコロッセオ内部入場の代わりにフォロ・ロマーノ入場に
代わります。訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。このツアーにはイヤホンガイ
ドを使用します。 
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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-999 

小グループでまわるベスト・オブ・ローマ 
Best of Rome for Small Groups  

ツアー料金：＄269.95～ （子供料金有：12歳以下） 
所 要 時 間：約 10時間半 
 

下車予定： ①②③/車窓予定： ⑧ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

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）チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情によ
り変わります。バチカン市国内の観光はバスが入れないので徒歩での観光となります。 
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。システィーナ礼拝堂とサン・ピエト
ロ大聖堂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。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。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、ビデオカメラ、ペットボトル、ハサミやナイフなどチェックさ
れます。大きなリュックサックとバックはバチカン博物館内には持ち込みません。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。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。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。 
サン・ピエトロ大聖堂に入る前のセキュリティーで45分以上待つ場合、ガイドが入場する前に大聖
堂の全ての説明を行います。大聖堂に入らずショッピング時間か自由時間にあてることができます。
サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに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が該当します。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見学ください。ミサの時間に入場制限がある場合があり
ます。サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがありますでご承知おきくださ
い。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最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の入場の取り消し又は遅延の場合があります。ガイドが
コロッセオに45分以上も並ぶと予見した場合はコロッセオ内部入場の代わりにフォロ・ロマーノ入
場に代わります。訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。このツアーにはイヤホン
ガイドを使用します。 
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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-185 

ローマでの自由行動 
Rome On Your Own 

ツアー料金：＄69.95～ （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。 

チビタベッキア～ローマ間のドライブは約１時間半、交通事情により変わります。 
サン・ピエトロ大聖堂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。デスクにて大きなバッグ、ビデ
オカメラ、ペットボトルなどの荷物をチェックされます。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
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。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。 
サン・ピエトロ大聖堂、バチカン博物、コロッセオやその他では混雑や待ち時間が予想されます。 
昼食代、入場料な含まれておりません。 
サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。 
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。 
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。 
入場料はユーロでお支払い下さい。商店又は飲食店ではユーロ現金又はクレジットカードでお支払
いください。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。 
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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-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 9時間半  
 

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。 
イタリアの列車時折遅延が生じ、座席数の保証はなく、エアコンが作動しない場合があります。 

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。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。 
現地状況と技術的問題が発生した場合、バスの利用となり、ローマへはバスでの移動となります。 
サン･ピエトロ大聖堂は保安上の理由で予告なしに閉まることがあります。サン・ピエトロ大聖堂に
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。デスクにて大型バック、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・ピエトロ大聖堂やその他では混雑や待ち
時間が予想されます。 
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。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。 
訪問箇所では修復工事が行われている場合があります。 
入場料はユーロでお支払い下さい。商店又は飲食店ではユーロ現金又はクレジットカードでお支払
いください。船内で両替又は現地の両替店にて両替いただけます。 
昼食代、入場料な含まれておりません。 
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。 
バスや電車の乗り降りには段差があります。 

 
 

ツアー番号：ROM -900 

専用車で回るチビタベッキア 終日ミニバン （ガイド付き） 
Civitavecchia by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1,399.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。桟橋からドライバーの運転でローマに移動し、ローマにてガイドと合流し
ます。 

 
 
 

ツアー番号：ROM -905 

専用車で回るチビタベッキア 終日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Civitavecchia by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1,249.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 8時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台、ドライバ
ーと英語ガイドの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お
早めにご予約ください。桟橋からドライバーの運転でローマに移動し、ローマにてガイドと合流し
ます。 
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チビタベッキア(ローマ)、イタリア Civitavecchia (Rome), Italy 

 
 
 

ツアー番号：ROM -920 

専用車で回るチビタベッキア 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Civitavecchia by Private Vehicle - Van Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄649.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。 

 
 
 

ツアー番号：ROM -925 

専用車で回るチビタベッキア 終日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 
Civitavecchia by Private Vehicle - Car Class Full Day (Diver Only) 
ツアー料金：＄624.95～（子供料金：なし） 
所 要 時 間：約 9時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

専用車１台毎の手配となります。代表者１名がお申し込みください。料金は専用車一台とドライバ
ーの料金です。入場料は含まれません。手配できる車の数が非常に限られるため、お早めにご予約
ください。 

 
 

  

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：＄139.95～ （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：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

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。
個人で内部を静かに見学ください。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。 
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チビタベッキア(ローマ)、イタリア Civitavecchia (Rome), Italy 

 
  
ツアー番号：ROM-310 

エトルリアの田舎とオリーブオイル試食 
Etruscan Counryside & Olive Oil Tasting 

ツアー料金：＄59.95～ （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：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

交通状況によりますが、トスカニアへは片道 1時間、農家からの帰路は約 45分のドライブです。 
坂道を含む凸凹の石畳道を 800メートルの徒歩による移動と 15段から 30段の階段の上り下りが出
来る方がご参加ください。 
トスカニアの商店は日曜日、木曜日の午後と祝日はお休みです。法定年齢以上のお客様がアルコー
ル飲料をお取り頂けます。訪問順序が変わる場合があります。このツアーは下船日には催行しませ
ん。特別な援助が必要とするお客様は介添え者の同伴が必要です。 

 
 

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：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはチビタベッキアから乗船又は下船されるお客様はお申込いただけません。 

アングイッラーラの商店は繁忙期、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。 

殆どの商店は日曜祭日はお休みです。 

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。 

 

 



FAQ: Excursions 
寄港地観光ツアーについてのよくあるご質問 

 
 

旅のハイライトの一つである寄港地観光。寄港地の魅力を存分に味わえる寄港地観光ツアーをプリンセ

ス・クルーズはお勧めいたします。 

 

寄港地観光ツアー（ショアエクスカーション）のご予約 

その土地の魅力を味わえる寄港地観光ツアーを予約して、船旅をさらに思い出深いものにしましょう。 

ご家族で楽しめるツアー、観光ツアー、アドベンチャーツアー、野生生物や自然を堪能できるツアーなど、

プリンセスは様々な寄港地観光ツアーをご用意しています。寄港地観光ツアーは、Cruise Personalizer®

（クルーズ・パーソナライザー）にてご乗船日の約 180 日前から 5 日前まで受け付けております。 

ご予約後、24 時間以内にクレジットカードにてツアー代金のお支払いが必要です。お支払いがされない 

場合、ツアーのご予約は自動でキャンセルされます。クレジットカードでのお支払いは、クルーズ・パーソ

ナライザーの予約画面よりお手続きください。 

 

寄港地観光ツアー運行会社 

すべての寄港地観光ツアーは、プリンセス・クルーズではなく現地の旅行会社が運行しております。現地

で最も信頼のおけるツアー運行会社がツアーを提供しております。ツアー運行会社は、サービスおよび安

全性において最も信頼できるとプリンセスが判断した会社を厳選しております。 

 

寄港地観光ツアーのガイド 

すべての寄港地観光ツアーは、基本的に英語を話す現地のガイドが同行いたします。「自由行動」や「ガ

イドなし」と明記されているツアーにはガイドは同行いたしません。 

 

寄港地観光ツアーでガイドに渡すチップについて 

ガイドへのチップはお客様のご判断にお任せいたしますが、ツアーに満足された場合にはガイドにチップ

を渡すのが世界各国での習慣となっています。おおよその目安として、お一人様につき半日観光で$1、終

日観光で$3.5 です。チップはグループ単位ではなく、個人単位でお渡しください。 

 

寄港地観光ツアーの子供料金の設定について 

一部のツアーには子供料金が設定されており、12歳以下のお子様に適用されます。子供料金が設定され

ているツアーには、ご予約の際は子供料金が自動的に適用されます。 

ご乗船後、子供のチケットの枚数に誤りがないか必ずご確認ください。受け取った枚数に誤りがある場合、

もしくは枚数の調整が必要な場合は、出来る限り速やかにショアエクスカーション・デスクにお申し出くださ

い。 

飛行機やホテルの予約を伴う観光ツアーには子供料金の設定がなく、大人 1 名あたりと同額の料金が発

生いたします。ただし、2 歳以下のお子様でご両親のひざの上に座ってツアーに参加する場合（座席を必

要しない場合）、ほとんどのツアーにおいて料金は無料です。お子様に座席が必要な場合、もしくはチャイ

ルドシートのご使用を希望される場合は、通常の大人料金をお支払いただきお子様用に座席の確保をお

願いします。また、ご両親はお子様のチャイルドシートを持参していただく必要があります。 

 

寄港地観光ツアーの年齢制限について 

ほとんどのツアーで、親または保護者が同伴すればお子様の最低年齢の制限はありません。18 歳未満

のお子様は、親または保護者の同伴なしでは参加できません。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、同伴なしで未成年のツアーへの参加を認めているツアー運行会社もあ

ります。 

 

 

 

 

 

1 



寄港地観光ツアーの所要時間 

プリンセス・クルーズはすべての寄港地観光ツアーの出発と到着を厳密に管理しております。そのため、

すべてのツアーが戻ってくるまで船は出港いたしません。お客様が船に乗り遅れることはございませんの

でご安心ください。 

ご自身にて寄港地観光ツアーを手配された場合、もしくはツアー中に別行動をされた場合には、プリンセ

ス・クルーズはお客様の居場所を知ることができませんので、最終乗船時間を過ぎた場合、お待ちするこ

とは出来ません。最終乗船時間までに十分余裕をもって船にお戻りください。 

 

寄港地観光ツアーのキャンセルについて（お支払い済みのツアーをキャンセルする） 

事前に支払い済みのツアーをキャンセルする場合は、以下の方法でキャンセルをお願いします。 

 

ご乗船日 5 日前までにお支払い済みのツアーをキャンセルされた場合は、以下の方法で代金の払い戻し

をいたします。 

１． ご予約されたお客様名で、他に未決済のツアー代金がある場合は、キャンセルを希望されるツアー用 

にお支払いいただいた代金を、未決済のツアー代金に充当させていただきます。 

２． ご予約されたお客様名で、他にツアー代金未決済のご予約がない場合は、支払時にご使用いただい

たクレジットカードに返金されます。この場合、キャンセル後24時間以内に返金手続きが行われます。

同一のお客様がキャンセル時から 24 時間以内に別のツアーを申し込まれた場合は、キャンセルした

ツアー用にお支払いいただいた代金は返金されず、新しく予約されたツアー代金に充当されます。 

 

事前にお支払い済みのツアーを、ご乗船後、船内のお申込み用紙にてご案内している「キャンセルの締

切り時間（Closing Time for Cancellation）」より前に船上にてキャンセルされた場合は、お支払い済みの代

金はご予約されたお客様の船内会計上に船上クレジットとして返金されます。 

 

なお、ホテルや宿泊施設、飛行機、現地での乗り物など事前手配が必要なものが含まれるツアーは、ご

乗船日 30 日前を過ぎてからのキャンセルには、払い戻しができません。 

また、ヘリコプターの手配を必要とするツアーは、定員が限られていることやヘリコプターの予約が取りに

くいことから、ご乗船日の翌日正午以降のキャンセルについては払い戻しができません。 

 

ご乗船後の各寄港地のツアーお申込み締め切りについては、船内のツアーデスクにありますショアエクス

カーションお申込み用紙に記載されております「キャンセルの締切り時間（Closing Time for Cancellation）」

をご覧ください。「キャンセルの締切り時間」とは、ツアー予約の締め切り時間で、現地ツアー運行会社に

最終の確定人数および必要条件を報告しなければならない時間です。ご乗船前、ならびにご乗船後に 

予約されたツアーのいずれも、「キャンセルの締切り時間」以前のキャンセルは可能です。しかし、「キャン

セルの締切り時間」を過ぎてのキャンセルはできません。また、予約されたツアーに参加されなかった場

合も、払い戻しはいたしません。 

 

アラスカ・ツアーズ（クルーズ前後の内陸ツアー）における、オプショナル観光（ランド・エクスカーション）を

キャンセルする場合 

クルーズ・パーソナライザーでお申込み、お支払いされたランド・エクスカーションは、ご出発日 3 日前まで

キャンセル可能です。その際は、キャンセル料は発生しません。キャンセル締め切り日以前にキャンセル

されたツアーの代金は、クルーズ・パーソナライザーでお支払い時にご使用されたクレジットカードに返金

されます。出発日 3 日前を過ぎてからキャンセルされた場合は、全額をキャンセル料として申し受けます。 

不測の事態により、現地にてツアーが催行されなかった場合の返金に関しては、ツアー運行会社にゆだ

ねられています。アラスカ・ツアーズの旅程中にご予約されたランド・エクスカーションの代金は、お支払い

が完了した時点から、キャンセルチャージ 100%の対象となり、ツアー運行会社がキャンセルを承認した場

合を除いて、全額払い戻しはいたしません。 

 

１ヶ所の寄港地で 2 つ以上のツアーに参加する場合 

先発のツアーの到着時間と後発のツアーの出発時間の間隔を少なくとも 60 分あけてください。 すべての

ツアーは船の着岸する埠頭で集合解散となります。お客様ご自身でツアーの間隔をご調整いただき、ご希

望のツアーにご参加ください。 
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寄港地観光ツアー中のショッピングについて 

ショッピングの時間を設けている寄港地ツアーもありますが、ツアーの主目的はショッピングではありませ

んので、ショッピングの時間が十分確保できない場合もあります。予めご了承ください。 

 

寄港地での安全対策について 

プリンセスはお客様の安全を最優先に考慮しております。現地行政機関などど常に連絡を取り、クルーズ

に影響を与える可能性のある寄港地の渡航情報を得ています。 

 

米国政府が寄港予定の特定地域への入港を禁止または警告を発している場合は、クルーズの日程が変

更される場合もあります。日程変更は頻繁に起こることではありませんが、変更はお客様の安全を守るた

めであり、やむを得ない場合があることご理解ください。 

 

寄港地中は、ご自身の責任で安全に行動していただくようお願いします。特に海外の寄港地では、下記の

点にご注意ください。 

• 旅行者が通常行かない地区への立ち入りはお控えください。ガイド付きツアー以外では人里離れ

た場所には出かけないでください。 

• ご自身の持ち物から目を離さないでください。 

• ご自身の周りの人やその行動に常に注意を払ってください。 

• 見知らぬ人から梱包した荷物などを受け取らないでください。 

• 派手な服装、目立つ行動はお控えください。 

• 上陸中の飲食には十分ご注意ください。 

 

上記の点にご理解ご協力をいただきありがとうございます。 

プリンセス・クルーズはお客様の寄港地観光ツアーが素晴らしいものになるようにお手伝いさせていただ

きます。 
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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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