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ベルゲン、ノルウェー 

Bergen, Norway 
 
町の美しさと共にフィヨルドの玄関口としてヨーロッパでも最大規模のクルーズ船寄港地のベルゲンは人口２２
万のノルェー第２の都市。１０７０年にオラフ３世により街が創られ、１２－１３世紀にはノルウェーの首都として、
又ハンザ同盟の交易の街として栄えました。ヨーロッパで最もよく保存された町の一つで、ユネスコ世界遺産に
も登録されています。作曲家グリーグの生家があることから毎年多くのクラシック愛好家が訪れます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ブリッゲン Bryggen  

山とフィヨルドに囲まれたノルウェー第 2 の都市ベルゲン。ブリッゲンは古い地区で世界遺産に登録されてい
ます。 

 

○2  魚市場 Fish Market 

湾に面した広場に建つ魚市場はいろいろな種類のシーフードを販売する屋台があります。 
 

○3  ハンザ博物館 Schøtstuene Museum 

大広間はハンザ同盟の時代から集会場として使われていました。 
 

○4  ハダンゲルフィヨルド Hardangerfjord 

世界で 3 番目に大きいフィヨルドで、ノルウェー国内では 2 番目に大きいフィヨルドです。 
 

○5  フロイエン山とケーブルカー Mt. Floien & Funicular 

ベルゲンにある 7 つの山のうち、もっとも人気なフロイエン山はケーブルカーで簡単に山頂に行くことができ、
素晴らしいパノラマを楽しめます。 

 

○6  ガムレ・ベルゲン博物館 Old Bergen Museum 

18 世紀、19 世紀と 20 世紀の木製建物が集められた野外博物館です。数多くの部屋や展示物があり、何世
紀も渡るベルゲンの生活を見ることが出来ます。 

 

○7  トロールハウゲン Troldhaugen 

スイス風の邸宅と青々と茂る庭園があるトロールハウゲンは博物館とコンサートホールがあり、ノルウェーの
偉大な音楽家エドワード・グリーグの想い出が展示されています。 

 

○8  ファントフト・スターブ教会 Fantoft Stave Church 

ファントフト・スターブ教会は 1992 年の火災で焼失してしまいましたが、元通りに修復されました。 
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ベルゲン、ノルウェー Bergen, Norway 

   
世界遺産 

ベルゲンの歴史探訪  
Bryggen with Schøtstuene and Gamle Bergen Museums 
ツアー番号：BGO-200 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○3  

○6  

○2  高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い靴でご参加下さい。 

   
人気 世界遺産 

フロイエン山ケーブルカーと市内ドライブ 
Mt. Fløien Funicular & City Drive 
ツアー番号：BGO-210 
ツアー料金：＄79～ （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 健脚度 その他 

○5  

 

○2  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

寄港時の天候状態により、フロイエン山からの眺望は保障できません。 
ケーブルカーに乗る際、行列や遅延が予想されます。 

   
世界遺産 

ブリッゲンと景観クルーズ 
Bryggen & Scenic Cruise 
ツアー番号：BGO-240 
ツアー料金：＄109～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1   中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い靴を履き、その日の天候に見合った服装でご参加ください。帽子やセーター、軽いジャケッ
トなどのご用意ください。 

オーシャン・プリンセス 7313と 7315 では催行しません。 

 
 

  
トロールハウゲン、スターブ教会と市内ドライブ 
Troldhaugen, Fantoft Stave Church & City Drive 
ツアー番号：BGO-205 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

○8  

○2  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

トロールハウゲンハウス内の写真撮影は禁止されています。 
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ベルゲン、ノルウェー Bergen, Norway 
 
 

  
世界遺産 

フロイエン山ケーブルカーとハイキング 
Mt. Fløien Funicular & Hike 
ツアー番号：BGO-410 
ツアー料金：＄49～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  

 

 高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

フロイエン山の頂上へのハイキングコースはその日の気象条件や参加者の体調などにより変わり、 
ガイドにより決定されます。寄港時の天候状態により、フロイエン山からの眺望は保障できません。 
ケーブルカーに乗る際、行列や遅延が予想されます。 
ハイキング用靴又は丈夫で歩き易い靴を履き、天候がよくても山上は涼しいですからウィンドブレー
カーなどを用意してください。 

健康で体力のある方のみご参加ください。 
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シェットランド諸島（ルーウィック）、スコットランド 

Shetland Islands(Lerwick), Scotland 
 
スコットランド本土から１８０キロ離れたシェットランド諸島は９世紀にはバイキングが移住した歴史を持つ、文化
や言語にスカンジナビアの影響が強く見られる土地です。島の行政、経済の中心地ラーウィックは人口７万ほ
どの北海漁業の拠点として重要なほか、シェットランドセーターで知られる羊毛産業が盛んです。 

 

＜見どころ＞ 

 ○1  スカロウェイ城 Scalloway Castle  

1600 年にオークニーシェットランド伯パトリック・スチュワートにより建てられた城の遺構を散策しましょう。 
彼は残忍なことで知られ 1615 年絞首刑となり、それ以来、城が使われることはありませんでした。 

 

○2  ヤースショフ遺跡 Jarlshof Ruins 

青銅器時代から 16 世紀までいろいろな人々に居住され、古くは紀元前 2500 年まで遡ります。バイキング時
代のスカンジナビア人の遺跡散策を楽しみましょう。 

 

○3  シャーロット砦 Fort Charlotte 

チャールズ 2 世の命令で 1665 年に建てられ、第 3 次蘭英戦争でオランダ海軍の侵略を撃退しました。 
胸壁からの素晴らしい街の景色をお楽しみください。 

○4  ムーサ・ブロッホ Mousa Broch 

世界でも有名な円柱城は鉄器時代頃建てられ、背が高く保存状態が良いブロッホです。 
 

○5  シェットランド博物館Shetland Museum 

シェットランドの宝物が収められています。5000 年に及ぶ民族と文化の展示が楽しめます。 
 

○6  シェットランド・ ポニー Shetland Ponies 

シェットランドの有名な住人を訪問しましょう。シェットランド・ポニーはバイキング時代から生息していました。 
深い毛で覆われてなだらかに垂れる縦髪は厳しい気候に耐えられるようになっています。 

 

○7  バードウォッチング Bird Watching 

シェットランドは海鳥のコロニーがあり、珍種の海鳥が見られることで有名です。カツオドリ、ウミバト、ツノメド
リ、オオハシウミガラス、ミツユビ、フルマカモメなどが至近距離で見ることが出来ます。 

 

○8  ホスウィックビジターセンター Hoswick Visitor Centre 

ビジターセンターでは島に関する情報や展示をしています。機織り機、地元特産品、ホスウィック鯨事件の説
明やユニークな無線機コレクションがあります。 
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シェットランド諸島（ルーウィック）、スコットランド Shetland Island(Lerwick), Scotland 

   
人気 

ヤースシェフ遺跡とホスウィックビジターセンター 
Jarlshof Ruins & Hoswick Visitors' Centre 
ツアー番号：LWK-200 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○8  

○4  

○6  

中 

 

 

 
＜注意事項＞  

歩き易いしっかりとした靴を着用し、防水ジャケットをご持参下さい。 
現地通貨又はクレジットカードをご持参下さい。 

   
西シェットランドの景観ドライブ 
Scenic Drive of Western Shetland 
ツアー番号：LWK-290 
ツアー料金：＄59～ （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 健脚度 その他 

○1  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易いしっかりとした靴を着用し、防水ジャケットをご持参下さい。 
現地通貨又はクレジットカードをご持参下さい。 

 
  
最北のスコットランド 
Northernmost Scotland 
ツアー番号：LWK-225 
ツアー料金：＄79～ 
所 要 時 間：約 4 時間 15 分   

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

  

 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

起伏のある所を歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしません。 
現地通貨又はクレジットカードをご持参下さい。歩きやすい靴を着用し、その日の天候に合った服装
でご参加ください。 

 
 

  
スカロウェイ城とシェットランド・ポニー 
Scalloway Castle & Shetland Ponies 
ツアー番号：LWK-220 
ツアー料金：＄69～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分   

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○6  

 

 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い靴を着用し、その日の天候に合った服装でご参加ください。帽子と防水ジャケットをご持参
下さい。現地通貨又はクレジットカードをご持参下さい。 
スカロウェイ博物館は日曜日が休館です。日曜日に寄港する場合、スカロウェイ博物館はツアーに含
まれず、お城と農場での自由時間を増やします。 
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シェットランド諸島（ルーウィック）、スコットランド Shetland Island(Lerwick), Scotland 
 

  
シャーロット砦とシェットランド博物館 
Fort Charlotte & Shetland Museum 
ツアー番号：LWK-380 
ツアー料金：＄39～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間   

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○3  

○5  

 

 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 

起伏のある石畳を相当距離歩きます。歩行に難がある方にはお勧めしません。 
現地通貨又はクレジットカードをご持参下さい。 

歩き易い靴を着用し、その日の天候に合った服装でご参加ください。約 5キロ歩きます。 

 
 

  
リピーター向け 

ムーサ島自然探訪ウォーク 
Nature Walk of Mousa Island 
ツアー番号：LWK-405 
ツアー料金：＄109～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間   

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4  

○7  

 

 

高 
 

 

 
＜注意事項＞ 

野鳥保護区ムーサ島に 1時間 30分から 1時間 45分程滞在します。島内のウォーキングを楽しみます。 
島にはトイレ施設がありません。 
スニーカー、ゴム底の靴など着用し、防風防水ジャケットをご持参下さい。 
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フェロー諸島(トースハウン）、デンマーク 

Faroe Islands(Torshavn), Denmark 
 
ノルウェーとアイスランドの中間、北大西洋のほぼ中心に位置するフェロー諸島はフィヨルド独特の入り組んだ
海岸線を持つ１８の島からなる火山列島。海岸線の大部分は切り立った崖となり多くの海鳥の生息地となって
います。最初の入植は６世紀初頭のアイルランドの修道士たち、その時名付けられた「羊の島」が転用されフェ
ローとなりました。首都、トースハウンは欧州で一番小さな首都、現在は人口１万６千ほどに急増しています。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  トースハウン Tórshavn 

トースハウンはフェロー諸島の首都で、今から 900 年前にバイキングにより築かれました。古い要塞は 1580
年のもので、海賊から街を守るために作られました。 

 

○2  キルキュボー Kirkjuboe 

ストレイモイ島の南端にある村で、重要な宗教中心地でした。1300 年に作られたマグヌス教会の遺構や 900
年より続く農家があります。 

 

○3  キヴィヴィック Kvivik 

キヴィヴィック村は小さなストラ川岸にあり、500 人弱が住んでいます。フェロー諸島最古の居住地で、発掘
の結果、バイキングの家が見つかりました。 

 

○4  レイナー湖 Leynar Lake 

美しいレイナー湖は手で作られた鮭用魚梯があることで有名です。ストレイモイの西海岸にある可愛らしいレ
イナー村は木地細工師を含む才能ある工芸家がいます。 

 

○5  ヴェストマンナ Vestmanna 

ヴェストマンナは「西の人」という意味で、小さな漁港です。550 メートルの断崖があります。ここにはツノメドリ
やミツユビなど 40 種類の海鳥が生息しています。 

 

○6  サンダヴァガー Sandavagur 

1555 年から 1816 年まで国王の聖職者の居所であった村で、投票でフェロー諸島内の保存状態のよい村に
選ばれました。赤屋根の教会には 1200 年からあるルーン文字が刻まれた石碑があります。 

 

○7  サクソン Saksun  

人口 50 人弱の人里離れたサクソンは教会で有名で、元々島の北にあるティヨルヌヴィークに建てられていま
したが、1858 年にサクソンに移築されました。 

 

○8  ヴェルバスタドゥー Velbastadur 

ヘストゥル島、コルトゥル島、ヴァガル島、サンドイ島の素晴らしい景色が眺められます。 
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フェロー諸島(トースハウン)、デンマーク Faroe Islands(Torshavn), Denmark 

   
レイナーとサンダヴァガー 
Leynar & Sandavagur 
ツアー番号：FAE-225 
ツアー料金：＄75～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○4  

○6  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変わる場合があります。 
暖かく防水の上着を着用するかご持参ください。 

   
リピーター向け 

サクソンとルーテル派教会 
Saksun & Kollafjoerd's Lutheran Church 
ツアー番号：FAE -230 
ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

○1  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変わる場合があります。 
暖かく防水の上着を着用するかご持参ください。 

   
景観ドライブ 
Scenic Drive 
ツアー番号：FAE -290 
ツアー料金：＄49～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○1  

○3  

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い靴を着用し、その日の天候に合った服装でご参加ください。帽子と防水ジャケットをご持参
下さい。 

   
景観ドライブ(車椅子常用者) 
Scenic Drive(Wheelchair Confined Passengers) 
ツアー番号：FAE -291 
ツアー料金：＄49～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 
  

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○1  

○3  

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは FAE-290 と同じ内容です。車椅子常用のお客様のみお申し込みください。車椅子に付き
添われるお客様はツアーFAE -290 にお申し込みください。車椅子用リフト付きの乗り物の為、付き添
いいただけるお客様は 1名となります。その他の同伴者は別の乗り物をご利用となります。 
このツアーをお申し込みいただける優先のお客様は車椅子常用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。 

その日の天候に合った服装でご参加ください。帽子と防水ジャケットをご持参下さい。 
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フェロー諸島(トースハウン)、デンマーク Faroe Islands(Torshavn), Denmark 
 
   

ヴェストマンナ 断崖探訪 
Cruising the Vestmanna Sea Cliffs 
ツアー番号：FAE -240 
ツアー料金：＄109～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○5  

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ボート用の平底靴を履き、その日の天候に合った服装でご参加ください。帽子、双眼鏡や防水のジャ
ケットなどご用意ください。 
海鳥は 8月に移動します。野生生物が見られる保証はありません。 

   
人気 

徒歩によるトースハウンとキルキュボー遺跡 
Walking Tour of Tórshavn & Ruins of Kirkjubø 
ツアー番号：FAE -380 
ツアー料金：＄65～ （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 健脚度 その他 

○1  

○2  

○4  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変わる場合があります。 
暖かく防水の上着を着用するかご持参ください。 

途中、手すりの無い急な岩場や一部滑り易い場所があります。徒歩でのトースハウン探訪に参加しな
い方は車内に残り、車窓から簡単に街を見物しますが、ガイドは付きません。 

   
スクーナーでのセーリング 
Sailing With Schooner "Nordlýsid" 
ツアー番号：FAE -245 
ツアー料金：＄75～  
所 要 時 間：約 3 時間 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

 

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

クルーズの催行は当日の天候、海況によりスクーナー船キャプテンにより決定されます。 
ボート用の平底靴を履き、その日の天候に合った服装でご参加ください。帽子や防水のジャケットな
どご用意ください。 

 
 
   

ゾディアックでのフィヨルドとシーサファリ 
Fjord & Sea Cliffs by Zodiac 
ツアー番号：FAE -515 
ツアー料金：＄129～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 1 時間 30 分 
 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○1  

 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

複合型ゴムボードで約1時間クルーズします。 
当日の天候、海況により催行が決定されます。 

救命胴衣の着用が義務付けられています。 

ボート用の平底靴を履き、その日の天候に合った服装でご参加ください。帽子や防水のジャケットな
どご用意ください。 
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アークレイリ、アイスランド 

Akureyri, Iceland 
 
アイスランド第２の都市、アークレイリは人口１５、０００人ほどの趣のある美しい町です。歴史も古く、1800年代
の家や教会などが数多く残っています。夏は「真夜中の太陽」の町と呼ばれ、晴れた日には遥か遠いエイヤフ
ィヨルドの北端まで見渡せる雄大な景観が望めます。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ゴーザフォス滝 Godafoss Waterfall 

神々の滝という名前の滝は、アイスランドで美しく人気のある観光地です。氷河水が流れるスカルファンダフ
ィオット川が渓谷を作り上げています。 

 

○2  植物園 Botanical Garden 

アイスランドの植物相と世界の 7500 種の植物を見られる公園です。街の喧騒を離れ静かに過ごすのに最適
です。 

 

○3  ナゥマスカルズ Námaskarð Pass 

活火山であるクラプラ火山の近くにあり、泥から沸き立っている気孔は地球の力を感じます。 
 

○4  ミーヴァトン湖 Lake Myvatn 

ヨーロッパ最大の野鳥の宝庫で、青々と茂る植物が、きざぎざとそそり立つ溶岩の不思議が混ざり合ってい
ます。アイスランド特有の素晴らしい種類が見ることができるでしょう。 

 

○5  ラウファス民族博物館 Laufas Folk Museum 

1865 年に建てられ、保存状態のよい芝生に覆われた家は博物館となり、17 世紀のラウファスの人々の生活
を垣間見ることができます。 

 

○6  ミーヴァトン天然温泉 Myvatn Nature Baths 

地熱の天然温泉を経験しましょう。温かい滑らかなお湯は心と体に効果的と言われています。 
 

○7  フーサヴィーク・ホエールセンター Husavik Whale Centre  

この漁村はホーエルウォッチングで有名で、ホエールセンターにはアイスランドの捕鯨の歴史や鯨の生態系
などを展示しています。 

 

○8  フリースウェイ島 Hrísey Island 

1960 年後半ニシン漁が衰退するまでニシンの加工と輸出基地でした。今では初夏のミッドナイトサンを眺め
る景観地として有名です。 
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アークレイリ、アイスランド Akureyri, Iceland 

   
ゴーザフォス滝、植物園と市内ドライブ 
Godafoss Waterfall, Botanical Gardens & City Drive 
ツアー番号：AEY-205 
ツアー料金：＄99～ （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 健脚度 その他 

○1  

○2  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

アークレイリからゴーザフォスまで片道約 45分のドライブです。 
訪問順序が変更になる場合があります。 

   
ゴーザフォス、植物園とラウファス博物館 
Godafoss, Botanical Gardens & Laufas Folk Museum 
ツアー番号：AEY-210 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○5  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

アークレイリからゴーザフォスまで片道約 45分のドライブです。 
訪問順序が変更になる場合があります。 

 
 
   

ゴーザフォスとミーヴァトン天然温泉 
Godafoss & Myvatn Nature Baths 
ツアー番号：AEY-215 
ツアー料金：＄179～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○6  

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

現地の習慣で、水着を着る前に石鹸を使ってシャワーを浴びてから水着を着てプールに入ります。 
水着とタオルをご持参下さい。 

訪問順序が変更になる場合があります。 
   

ホエールウオッチング フーサヴィック 
Whale Watching Safari Husavik  
ツアー番号：AEY-505 
ツアー料金：＄259～  
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

○1  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

温かい洋服で防水ジャケットを重ね着し、帽子と手袋をお持ちください。カメラと双眼鏡をご持参下
さい。 
ボートの大きさは事なります。鯨を見られる保証しませんが、数種類の鯨を見る確率が高いようです。 

訪問順序が変更になる場合があります。 
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アークレイリ、アイスランド Akureyri, Iceland 
 
   

人気 

ゴーザフォスの滝とミーヴァトン湖とナゥマスカルズ 
Godafoss Waterfall, Lake Myvatn & Namaskard 
ツアー番号：AEY-100 
ツアー料金：＄179～ （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 健脚度 その他 

○1  

○3  

○4  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

アークレイリからゴーザフォスまで片道約 45 分のドライブです。ナゥマスカルズからアークレイリ
まで約 90分のドライブです。 
寄港滞在時間が短い場合催行しません。 

訪問順序が変更になる場合があります。 
   

ゴーザフォスの滝、ディムボルギルとナゥマスカルズ 
Godafoss Waterfall, Dimmuborgir & Namaskard 
ツアー番号：AEY-200 
ツアー料金：＄149～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○3  

○4  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

アークレイリからゴーザフォスまで片道約 45 分のドライブです。ナゥマスカルズからアークレイリ
まで約 90分のドライブです。 
訪問順序が変更になる場合があります。 
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イーサフィヨルズル、アイスランド 

Isafjordur, Iceland 
 
イーサフィヨルズルは西フィヨルド半島の行政の中心都市です。西フィヨルドは過疎地域で、9520平方キロメー
トルの面積に僅か9600人が居住しています。イーサフィヨルズル自体人口3500人、かつてはアイスランド主要
貿易地で1886年に市となりました。保存状態の良いアイスランド最古の建物は18世紀のもので、イーサフィヨル
ズルにあります。いまでも主要漁業地で、活気があり変化に富んだ文化と芸術が見られます。 
海の背後を三方山に囲まれたイーサフィヨルズル。古代居住地エウリの街は狭いスクツゥルスフィヨウズル・フ
ィヨルドに囲まている為、全天候より天然のシェルターで守られています。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ボルンガルヴィーク教会 Bolungarvik Church 

のどかで魅力ある町はホルスキルキャ又は「丘の上の教会」と呼ばれています。現存する教会は100年前の
ものですが、同じ場所に 1200 年以来教会が置かれています。 

 

○2  オゥスヴォル博物館 Osvör Museum 

ボルンガルヴィーク湾東側にある博物館と隣接する漁師小屋は一世紀前の漁師の生活振りがしのばれま
す。 

 

○3  海洋博物館 Maritime Museum 

18 世紀まで遡るイーサフィヨルズルに残る最古の家の一つで、釣り針から船まで展示されています。博物館
館長によるアイスランド風リフレッシュメントをお楽しみください。 

 

○4  ヴィゴル島 Vigur Island 

全長 1.6キロ幅 411メートルの島にアイスランド唯一の風車があり、ヨーロッパ最小の郵便局と８万匹のツノメ
ドリがいます。島に数軒しかない家の一つで無料スナックと飲み物をお楽しみください。 

 

○5  氷河フィヨルドクルーズ Glacier Fjord Cruise 

透きった水とグレイシャーフィヨルドの狭い湾から孤立した村ヘストエイリへガイドツアーです。 
 

○6  ヘストエイリ Hesteryi 

ホーフススタジル自然公園の一部で、ガイドと共に５０年前に廃村となったヘストエイリ村とドラマチックな地
形をあるきます。途中診療所にてリフレッシュメントを取ります。 

 

○7  スクルダル Skrúður  

北極の近くに位置するのに花々が咲き乱れるスクルダル植物園はアイスランドで一番古い植物園です。 
 

○8  フラトエイリ村 Flateyri Village 

美しいフィヨルドと素晴らしい山々に囲まれた小さな漁村は１７９０年まで歴史が遡り、１９世紀には主要捕鯨
センターとなりました。 
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イーサフィヨルズル、アイスランド Isafjordur, Iceland 

   
人気 

ボルンガルヴィーク教会、オゥスヴォルと海洋博物館 
Bolungarvik Church, Osvör Museum & Maritime Museum 
ツアー番号：IFJ-200 
ツアー料金：＄109～ （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 健脚度 その他 

○1  

○2  

○3  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩き易い靴と温かいジャケットをご着用ください。 
訪問順序が変更になる場合があります。 

 
 
   

リピーター向け 

ヴィーグル島へのクルーズ 
Cruise to Vigur Island 
ツアー番号：IFJ-240 
ツアー料金：＄129～ （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 健脚度 その他 

○4  

 

 

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

島では１時間 45分から 2時間歩きます。温かいジャケットと歩き易い靴をご着用ください。 
8月中旬以降は季節と天気の理由により海鳥が見られるとは限りません。 

ヴィーグル島を散策する際、遊歩道内にてご行動ください。キョクアジサシのような海鳥は地上遊歩
道より数歩の所に巣を作り、巣を守るために攻撃的になります。 
30分荒海をクルーズする事が含まれるため、乗り物酔いにご配慮下さい。 
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レイキャビク、アイスランド 

Reykjavik, Iceland 
 
アイスランドの首都、レイキャビクは総人口の４０％の101,000人が住む経済、文化の中心地です。レイキャビク
とは「煙たなびく湾」、最初の移住者が温泉から立ち上がる湯煙を炎の煙と勘違いしたことから付けられた名前。
全家庭の暖房が地熱を利用して、公害とは無縁の澄み切った空気が自慢の街です。アイスランドはユーラシア
プレートと北米プレートを生み出す大西洋中央海嶺の一部が地表に現れた珍しい地形。自然の驚異を直接感
じられる場所が多くあります。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  ブルーラグーン Blue Lagoon 

アイスランドで人気の観光地で、素晴らしい野外地熱スパはスヴァルセンギ発電所の余剰水がもたらされ、 
蒸気溢れミネラルが豊富な水で肌と肌の状態に効果があります。 

 

○2  シンクヴェトリル国立公園 Thingvellir National Park 

1930 年歴史、文化、地質的価値など、この地区の保護する為に設立され、アイスランド最大湖があり大西洋
中央海嶺として知られる大陸の裂け目の素晴らしい眺めが楽しめます。 

 

○3  ゲトルフォス Gullfoss Waterfall 

｢黄金の滝｣にはしばしば虹がかかり、勢いよく流れる水が 3 つの滝に分かれ深く険しい岩場に流れ落ち、ハ
ヴィタ川に注がれます。 

 

○4  ストロックル Strokkur 

数分間おきに爆発する間欠泉で、熱湯は高さ 20 メートルまで噴きあがります。泥池、藻類、殺風景な地形な
ど、この地熱帯ホットスポットにドラマの脚色を与えます。 

 

○5  地熱発電所 Geothermal Power Plant 

アイスランド第 2 の地熱発電所のネーシャヴェトリルは活火山のヘインギットルの裾野、シンクヴァトラヴァト
湖畔にあります。1947 年より試錐孔を使用し地熱発電をし、暖房供給を行っています。 

 

○6  クリスヴィック硫気孔 Krysuvik Solfataras 

大西洋中央海嶺亀裂地帯にあるこの有名な地熱帯は蒸気孔、温泉、高温泥池があり、カラフルな色を作り
上げています。 

 

○7  ペルトラン The Pearl  

形と機能が素晴らしい 10 階建ての建物は温水貯蔵タンクで、レイキャビク首都圏の給湯をまかなっており、
天井は円形のガラス張りで回転レストランなどがあります。 

 

○8  エイラルバッキ漁村 Eyrarbakki Fishing Village 

アイスランドの南海岸にひっそりとある漁村は魅力があり、素晴らしい景色が楽しめます。バードウォッチン
グが楽しめ、1765 年よりアイスランドに残る最古の木造住居が保存されています。 
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レイキャビク、アイスランド Reykjavik, Iceland 

   
人気 世界遺産 

シンクヴェトリル国立公園とゲトルフォスの滝 
Thingvellir National Park & Gullfoss Waterfall 
ツアー番号：REK-100 
ツアー料金：＄199～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 8 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○3  

○4  

○7  

 

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

レイキャビクとストロックル間欠泉は片道約 1時間 45分のドライブです。 
間欠泉は一定の周期で噴出していないので、いつ噴出するかを正確に予測するのはできません。また、
間欠泉の周辺にはロープが張られており、ロープを超えて内に入ることは固く禁じられています。ロ
ープ内に立ち入った場合、重度の火傷や怪我を負う危険があります。 

訪問順序は変わる場合があります。 
   

レイキャビク市内とペルトラン、ブルーラグーン 
City Drive, The Pearl & Blue Lagoon 
ツアー番号：REK-205 
ツアー料金：＄89～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

○7  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

レイキャビクからブルーラグーンまで片道約 45分のドライブです。 
このツアーはブルーラグーンで泳ぐ時間は含まれておりません。 

訪問順序は変わる場合があります。 
   

レイキャビク市内ドライブ 
City Drive 
ツアー番号：REK-290 
ツアー料金：＄29～ 
所 要 時 間：約 2 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○7  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変わる場合があります。 
 
 
   

リピーター向け 

スーパー4 輪駆動車でのアドベンチャー 
Super Truck 4X4 Adventure 
ツアー番号：REK-465 
ツアー料金：＄229～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

 

 

○5  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは身体障害のある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。 
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レイキャビク、アイスランド Reykjavik, Iceland  
   

ブルーラグーンでの泳ぎ 
Swim in the Blue Lagoon 
ツアー番号：REK-590 
ツアー料金：＄119～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

 

 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ラグーンに入る前に裸でのシャワーが義務付けられています。 
レイキャビクからブルーラグーンまで片道約45分のドライブです。 

訪問順序は変わる場合があります。 
 
   

エイラルバッキ、ストックスエイリとクレイヴァルヴァトン湖 
Eyrarbakki, Stokkseyri & Lake Kleifarvatn 
ツアー番号：REK-115 
ツアー料金：＄149～ 
所 要 時 間：約 4 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○6  

 

○8  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変わる場合があります。  
   

クリスヴィーク硫気孔、ブルーラグーンとバイキング船 
Krysuvik Solfataras, Blue Lagoon & Viking Ship 
ツアー番号：REK-260 
ツアー料金：＄79～（子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 5 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○1  

 

○6  

 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはブルーラグーンで泳ぐ時間は含まれておりません。 
訪問順序は変わる場合があります。  

 



18 

セント・ジョンズ、ニューファンドランド 

St. John’s, Newfoundland 
 
カナダ最東端にあるニューファンドランド島は北大西洋に位置し、セント・ジョンズはニューファンドランドの州都
です。アバロン半島のにある北米最古の都市です。丘に囲まれた天然の良港で漁業拠点となっています。 
歴史と文化と気質はアイルランドとスコットランドの影響を受け、パブと音楽でなによりも証拠です。ドラマチック
な海岸線と湾と入り江が入り混じり、野生あふれる山脈、丘陵、湖や河川などがあります。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1  セント・ジョンズ・バプテスト聖堂 Basilica of St. John the Baptist 

ローマカソリック教会はラテン十字架の形で建てられました。1855 年に完成し、セント・ジョンズの街を眺める
高台に建てられました。 

○2  シグナル・ヒル Signal Hill 

カナダ国定史跡で、1901 年大西洋無断無線通信実験が行われた所です。ノースヘッドトレイルから大西洋
側の海岸線を眺められます。 

 

○3  スピア岬灯台 Cape Spear Lighthouse 

1835 年に建てられた歴史ある灯台はニューファンドランドに現存する最古のもので、北米最東端にあります。
この歴史的建造物からの大西洋のパノラマをご覧ください。 

 

○4  ジョンソン・ジオ・センター Johnson GEO Centre 

地球物語を習うことができるユニークな施設で、地下の展示場は五億年前の岩に囲まれています。地球の
自然の営みを発見する事が出来るでしょう。 

 

○5  ルームズ博物館 Rooms Museum 

セント・ジョンズの歴史、遺産と文化を芸術と考古学、建築、アーカイブの記録を通し発見できるニューファン
ドランドとラブラドール最大の複合施設です。 

 

○6  バード・アイランズ Bird Islands 

岩の群島は季節になると何百もの白頭鷲、ミツユビ海鳥や六十万羽以上の大西洋ツノメドリのつがいが集ま
る鳥達の避難所です。 

 

○7  ニューファンドランドメモリアル大学植物園 Memorial University of Newfoundland Botanical Garden 

ピッピー公園内にあるニューファンドランドメモリアル大学には 5 つの自然道と種類異なる公園があります。 
110 エーカーの敷地の散策やニューファンドランドとラブラドールの植物相を発見しましょう。 

 

○8  キディ・ヴィディ Quidi Vidi 

この小さな漁村には砲台があり、18 世紀侵略者から湾を守る為に作られましたが、最近ではフレンドリーな
侵略者の為にビール工場が作られました。 
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人気 

スペア岬灯台、セント・ジョンズとシグナル・ヒル 
Cape Spear Lighthouse, St. John's & Signal Hill 
ツアー番号：YYT-100 
ツアー料金：＄65～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 4 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

○1  中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

スピア岬灯台へは坂道を登ります。約 100段の階段が含まれます。 
   
セント・ジョンズハイライト、シグナル・ヒルと教会 
St. John's Highlights, Signal Hill & Historic Church 
ツアー番号：YYT-105 
ツアー料金：＄49～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 15 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

 低 

 

 

 

 
   
セント・ジョンズ市内観光、博物館と教会 
St. John's, Signal Hill & Rooms Museum & Churches 
ツアー番号：YYT-110 
ツアー料金：＄59～ （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 健脚度 その他 

○2  

○5  

 低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変わる場合があります。 
   
シグナル・ヒルとジオセンター 
Signal Hill & Geo-Centre 
ツアー番号：YYT-115 
ツアー料金：＄69～ （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 健脚度 その他 

○4  

 

○2  低 

 

 

 

   
セント・ジョンズ写真撮影ツアー 
St. John's In-Focus Photography Tour 
ツアー番号：YYT-245 
ツアー料金：＄69～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○8  

○1  

○5  

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

催行しないクルーズもあります。カメラとメモリーやフィルム類を十分にご用意ください。 
   
リピーター向け 

キディ・ヴィティ漁村とポートワイン試飲 
Quidi Vidi Fishing Village & Port Wine Tasting 
ツアー番号：YYT-270 
ツアー料金：＄99～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 3 時間 30 分 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

○8  

 中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

参加最低年齢は 19歳です。混雑を防ぐため訪問順序が変更になる場合があります。 
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シグナル・ヒルとセント・ジョンズ海岸線のハイキング 
Signal Hill & St. John's Coastal Hike 
ツアー番号：YYT-470 
ツアー料金：＄29～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約 2 時間 

下車予定 車窓予定 健脚度 その他 

○2  

 

 高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

起伏のあるごろ石の点在する道を２時間ほど歩きます。段差もあります。平衡障害のあるかたはご遠
慮ください。出発点までの１０分ほどの移動にバスを利用します。丈夫な歩き易い靴でご参加くださ
い。トイレはありません。 
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Frequently Asked Questions 

よくある質問と回答 
 
 

Ｑ(質問)  プリンセス主催の寄港地観光を選ぶ利点は？ 
Ａ(答)  プリンセスが提供する主催観光を選ぶと多くの利点があります。例えば、 

 

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

を提供しています。 

 

種類：すべてのツアーは、各寄港地で最もポピュラーで興味深い見どころを網羅しており、お客様の様々

な要求や興味を満足させるよう作られています。 

 

サービス：プリンセスがあなたに代わってツアーの手配を致します。船上でツアーを予約すれば、寄港中

の時間を無駄にすることもありませんし、急な手配も避けられます。または princess.com ですべてのツア

ーを事前予約しておくことも可能です。 

 

安全：お客様の安全がプリンセスにとって最も重要な事であり、ツアーの計画と催行において第一に考慮

されることです。 

 

バリュー：最も高品質のツアーを提供する地元ツアー運行会社を選び、お客様が価格に見合う十分な価

値を受けられるか注意深く価格をモニターしています。可能な限りベストプライスが受けられるようお早め

にご予約ください。 

 

 

Ｑ 寄港地での安全をプリンセスはどのように守ってくれるのですか。 
Ａ プリンセスの第一の関心事はお客様の安全です。行政機関などと常に連絡を保ち、クルーズに影響を

与える可能性のある旅行に関する助言などを得ています。米国官庁が寄港予定の特定地域への入港に

反対している場合には、公表済みの日程に対して必要な変更を加えます。そのような日程の変更は頻繁

に起こることではありませんが、このような変更はお客様自身の安全のためであることをご理解ください。 

 

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

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

て、寄港地を訪問中の常識的な注意事項を幾つか明記しておきます。 

 

･旅行者が通常行く地区以外には行かず、プリンセス手配のガイド付きツアー以外では人里離れた場所に

は出かけないでください。 

･持ち物は公共の場所では目を離さないでください。 

･常にあなたの回りの人や状況に注意を払ってください。 

･個人的に知らない人から梱包したものを受け取らないでください。 

･目立たないように、地味な服装をして、控えめにしていてください。 

･上陸中の飲食にはご注意ください。 

 

これらの忠告に従っていただくことで、お客様のクルーズやクルーズツアーの楽しみが高まることでしょう。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、船に乗り遅れませんか。 
Ａ プリンセス主催の寄港地観光にご参加いただく重要な点の一つは、プリンセスがすべてのツアーの出

発と到着をしっかりモニターしていることです。それ故、すべてのプリンセス主催のツアーバスが戻って来

るまで船が出港することはありません。ですから船に乗り遅れることはありませんので、ご安心ください。

寄港地でご自分が手配した場合や、プリンセス主催のツアーから途中で別れた場合には、お客様の居場

所が分かりません。船の出港時間より前に、十分な時間をみて船にお戻りください。 
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Ｑ どのようにして事前に寄港地観光を予約したらよいでしょうか。 
Ａ 寄港地観光の最新案内、ツアーの詳細な説明は、弊社ホームページprincess.comをご覧になり、出航

日の５日以前までにご予約ください。The Cruise Personalizerは寄港地観光を予約する最も早く、最も便利

な方法です。ツアーチケットは乗船後の受け取りとなり、すべての購入済みツアーの代金は船上アカウン

トに請求されます。事前のお支払いは出来ません。寄港地観光の参加人数には定員が決められておりま

すので、満席で参加出来ないという事がないように、またベストプライスが得られるためにも出来るだけ早

くお申込みください。ご予約は先着順となります。 

 

寄港地観光の申込みは変更が可能ですが、ツアー料金は変更になる場合がありますのでご注意ください。

空席があれば追加チケットの購入は可能ですが、ツアー料金は最初に購入した料金よりも高くなっている

場合があります。以前にキャンセルしたツアーを再度購入する場合、再度購入時の料金となり、以前に購

入した料金よりも高くなっている場合があります。 

 

 

Ｑ クルーズツアーよりも前にランドツアーを予約する場合はどうしたら良いでしょうか。 
  ＊ランドツアーとは、クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズで陸上観光ツアーを予約されている

場合のオプショナルツアーです。 
Ａ ランドツアーの事前予約の準備が出来ましたら、The Cruise Personalizer に進み、予約番号とクレジッ

トカード情報の入力準備をしてください。ランドツアーに参加する乗客の各々に１枚のクレジットカードの登

録が必要で、プリンセス Visa、Visa、マスターカード、アメリカンエキスプレス、ディスカバー、ダイナースク

ラブが使用で出来ます。ランドツアーの事前予約に使用するクレジットカードは、クルーズツアーの終了日

までの有効期限が必要です。また、船上アカウントの開設に用いることも出来ます。ツアーを予約する場

合にはクレジットカードが必要ですが、すべてのランドツアーは予約金なしで事前予約することが出来ます。

事前予約したすべてのツアー代金の自動請求は、最初のランドツアー開始の２日前に行われます。確定

した事前予約のツアーは、いつでも The Cruise Personalizer 内の詳細日程で見ることが出来ます。The 

Cruise Personalizer はクルーズツアーの出発当日までオープンしていますので、追加したり、ペナルティー

なしでキャンセル料のデッドライン直前までキャンセルが出来ます。自動請求の処理が済んだツアーをキ

ャンセルした場合には、１００％のキャンセル料が掛かります。ツアーに参加出来るかどうかは、クルーズ

ツアーの出発日、定員、天候状態により決まります。ツアーはいつでも変更になる可能性があります. 

予約については先着順で受け付けています。参加人数には限りがありますので早めにご予約ください。特

に遊覧飛行のツアーは催行日近くになると予約が取れなくなることがあります。旅行に先立って、事前予

約したすべてのランドツアーのリストが記載されている旅行書類を印刷してください。各寄港地に到着する

と、予約確認されたツアーについての情報がウェルカム•エンベロープに入れられて届けられます。 

 

 

Ｑ 希望するツアーの予約確認はどのようにしたらよいですか。 
Ａ ホームページ princess.com で予約した場合、即座に予約したツアーのステータスとその料金が確認で

きます。サイト上にはすべてのツアーの予約可能な席数が示されていますので、予約が確定されたか、ウ

ェイティングなのかが分かります。席を確保するため、またベストプライスが得られるためにも、ツアーは出

来るだけ早くご予約ください。ご希望の出発時間が満席の場合には、あなたがお選びになった他のツアー

と重複しないような別の出発時間（複数の出発時間が設定されている場合）をご提案します。 

 

ご希望の寄港地観光が満席でお取り出来ない場合、ウェイティングリストに登録し、そのツアーの座席数

が追加出来るよう試みます。 

 

ランドツアーはウェイティング扱いにすることは出来ませんが、ツアー運行会社から出来る限り座席を確保

出来るよう努力致します。ツアーが売り切れの場合、Cruise Personalizer に後日再度アクセスしてみてくだ

さい。また、アラスカの港のツアーデスクで空席が無いかどうか確認してみてください。 
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Ｑ １ヶ所の寄港地で、２つ以上のツアーに参加することが出来ますか。 
Ａ 出来ます。アラスカ、カナダ/ニューイングランド、カリブ海、パナマ運河、ハワイ、メキシコでは各ツアー

の間隔は最低３０分が必要です。その他の寄港地ではツアーの間隔は少なくとも６０分必要です。すべて

のツアーはクルーズ船の埠頭から出発し、同じ場所に戻ってきます。ツアー同士の間隔を適切に取れば、

複数のツアーに参加するのに十分な時間があります。 

 

 

Ｑ 既に予約した寄港地観光をキャンセル出来ますか。 
Ａ ヘリコプターの遊覧飛行や専用車の定員は少なく、また需要が高いので、クルーズ出航日の深夜１２

時までにキャンセルしない限り、これらの寄港地観光の払い戻しはできません。 

 

すべての寄港地観光の「予約の締め切り時間」は、船室にあるツアー申し込み用紙に明示されています。

締め切り時間は各寄港地でのツアーの予約を打ち切る時間で、船側が地元のツアー運行会社に最終参

加人数を通知する時間です。この締め切り時間以前であれば、事前予約したものでも船上で予約したも

のでも、キャンセルが出来ます。この最終時間を過ぎた場合には、ツアーのキャンセルは出来ず、キャン

セルしたツアーの払い戻しも受けられません。すべての寄港地観光はツアー運行会社によって催行中止

されたものでない限り、天候にかかわらず催行されます。 

 

 

Ｑ 予約したランドツアーはキャンセル出来ますか。 
Ａ ホテル宿泊、航空便、飛行機やヘリコプターでの観光などのように占有性が高く、事前手配が必要な

ものは、出航日前３０日以降は払い戻しが出来なくなります。出航日前３０日以降にキャンセルされた場合、

船上でキャンセル料が課せられます。 

 

Cruise Personalizer で事前予約したランドツアーは、ツアーの最初のランドツアーの２日前であるキャンセ

ル締切日までならキャンセルが出来ます。キャンセル締切日当日、事前予約されたランドツアーは予約時

に Cruise Personalizer 上に登録したクレジットカードに自動請求されます。一旦自動請求の処理が終った

場合、１００％のキャンセル料が掛かります。ただしツアー運行会社の都合や、予測のつかない状況下で

プログラムが遂行出来なくなった場合を除きます。購入時点で最終確定と見なされたランドツアーは、ツア

ー運行会社がキャンセルとして承認しない限り、１００％のキャンセル料が掛かります。 

 

 

Ｑランドツアーの払い戻し請求が出来ますか。 
Ａ 弊社のコントロールが及ばない事由でツアーの催行が中止された場合には、全額の払い戻しが受け

られます。事前に予約されたツアーが請求後に天候や運行業者が認めた理由でキャンセルされた場合に

は、ツアーを予約した際に使用したクレジットカードに払い戻しされます。これらの払い戻しは通常キャンセ

ル後７〜１０営業日の間にクレジットカードの取引明細書に記載されます。ランドツアー中に予約したツア

ーは購入した時点で既に確定状態となっており、運行会社による催行中止の場合を除いて、払い戻しはさ

れません。不可抗力または途中で続行困難に陥りツアーを断念しなければならなくなった場合は、状況を

判断して出来る限りの払い戻しが出来るように善処します。 

 

 

Ｑ プリンセスのツアープログラムはどのように船上で運行されますか。 
Ａ ショアエクスカーション•マネジャーはプリンセスの寄港地観光プログラムの船上部分を担当します。ツ

アーオフィスのスタッフは質問に答えたり、予約をします。乗船後、船室に事前予約した寄港地観光のチケ

ットが届けられます。まだツアーを予約していない場合や追加したい場合には船室内にツアー申し込み用

紙が用意されています。さらにツアーオフィスの営業時間や寄港地観光の予約締め切り時間などの重要

な情報を網羅し、毎日のアクティビティーとスケジュールが記された、プリンセス•パターも届けられます。チ

ケットは先着順で、寄港地観光の参加人数には定員がありますので、お早めにご予約ください。ツアー申

し込み用紙の投函箱はツアーオフィス近くに設置されており、申し込み用紙はいつでも投函出来ます。 
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Ｑ 子供用料金の設定はありますか。 
Ａ あります。一部のツアーの子供料金は１２歳以下に適用されます。お子様とツアーに参加される場合

には、Cruise Personalizer で子供用チケットの枚数を事前にご予約ください。大人と子供の料金が同じ場

合、すべてのチケットは大人としてご購入ください。クルーズ乗船後、またはランドツアー出発地で、大人と

子供の人数分のチケットを受け取ったかご確認ください。調整が必要な場合には出来るだけ早くツアーオ

フィスにお申し出ください。ご両親はお子様のチャイルドシートをお持ちいただく必要があります。 

 

ほとんどのヘリコプターおよび飛行機での遊覧飛行ツアーには、２４ヶ月以上のお子様は１人分の座席が

必要となります。船上のツアーオフィスで事前手配をすれば、２４ヶ月未満のお子様は幼児と見なされ、運

航会社が幼児の参加を受け入れた場合、無料で参加いただけます。運航会社に対して幼児の年齢を証

明する必要があります。２４ヶ月未満のお子様はヘリコプターツアーには参加出来ません。 

 

 

Ｑ ツアーをカスタマイズして、プライベートな寄港地観光にすることは出来ますか。 
Ａ 出来ます。多くの寄港地でお客様のご希望に合わせてカスタマイズした寄港地観光を提供しています。

これらのツアーでは乗り物（自動車、ボート、飛行機）をチャーターすることが可能で、あなたが体験したい

アクティビティーおよび場所を組み入れて仕立てることが出来ます。 

 

これらのツアーは定員が限られており、極めて特殊な性質のため、乗船日の正午まで、または船内のツア

ー申し込み用紙に記載された予約締め切り時間のどちらか早い方までにキャンセルしない限り払い戻し

は出来ません。乗船後、希望する行程および興味のある場所を運行会社に伝えるためのご希望カードが

配られます。船上のツアースタッフは喜んでご相談やご提案をさせていただきます。 

 

これらの寄港地観光は個人ベースではなく、乗り物ベースで販売されますので、お一人がグループ全体を

まとめてご予約ください。このツアーはプライベートグループに対する手配となり、あなたに同行する方々

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

ません。料金には交通手段、および/またはガイドを含んでおり、チップ、食事、入場料（入場料が含まれ

ていると表記されている場合を除く）は含まれておりません。料金に含まれるものはご希望の内容によって

変わります。 

 

 

Ｑ ツアーには年齢やその他の制限はありますか。 
Ａ ほとんどのツアーで、親または保護者の同伴が必要な場合には子供の最低年齢の制限はありません。

１８歳未満のお子様は親または保護者の同伴が無ければ参加出来ません。最新の規則および例外事項

についてはツアー説明の注釈をお読みください。運行会社によっては、運行会社の目の前で親または保

護者が権利放棄証書に署名した場合、同伴なしで未成年者のツアーへの参加を認めている会社も数社

あります。ツアー会社が課したその他の制限事項は各ツアーの“Special Notes” (注意事項)に記載されて

います。 

 

 

Ｑ 訪問する港にビザは必要ですか。 
Ａ 乗船されるクルーズに適用されるビザに関しては Cruise Personalizer の“Itinerary”に記載された情報

をご参照ください。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加するために必要な追加書類はありますか。 
Ａ 寄港地観光によってはパスポート、ビザ、その他の書類が必要となる場合があります。詳細について

は寄港地観光の“Special Notes”をご覧ください。両親２人の同伴なしに国境を越えるお子様の参加には

公証人による承諾書が必要です。 
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Ｑ 寄港地観光はガイド付きですか。 
Ａ はい。すべてのツアーに地元の英語ガイドが付きます。ただし、自由散策ツアーとガイドが付かないと

明記されているものを除きます。 

 

 

Ｑ ツアーガイドにはチップが必要ですか。 
Ａ チップは自由裁量のものではありますが、ツアーに満足された場合にはツアーガイドにチップを渡すの

が習慣でもあります。おおよその目安では、お 1 人様につき半日観光で＄２、終日観光で＄５です。 

 

 

Ｑ ツアー中または寄港地ではどのような服装をしたらよいですか。 
Ａ クルーズ中の気候は、穏やかで涼しい気候から暑くて湿度の高い気候まで広く変化します。軽いもの

や中程度の重さの服装を重ね着して、履き心地がよく、かかとの低いウォーキングシューズでご参加くだ

さい。天候の変化に備えて、セーター、薄手のジャケット、オールウェザーコートも同時にお持ちになること

をお勧めします。加えて、帽子やサンバイザー、折りたたみ傘、サングラス、日除け、カメラと予備のフィル

ムやバッテリーをお忘れなくお持ちください。水に関するツアーにご参加の場合には、あらかじめ水着を着

用し、上に羽織るものと帽子をお持ちください。寄港地観光の説明の脇にシンボルマークが付けられてい

ます。 

 

陸上ツアーにご参加のお客様で、ビデオ機器の充電やヘアードライヤーを使用される方は変圧器をお持

ちください。船から降りる際には、貴重品や宝石類は船内で保管しておくことをお勧めします。上陸中は、

財布、カメラ、その他身の回り品に十分気を配ってください。寄港地に携行する身の回り品を最小限にす

ることは、船に戻ってきた際のセキュリティチェックを迅速に済ませることになります。通貨の両替にはパス

ポート番号が必要となりますので、寄港地ではパスポートのコピーをお持ちになることをお勧めします。 

 

訪問する国の中には、地元の人々が服装について、やや保守的な考えを持っている場合があります。一

般的に、ショートパンツ、タンクトップ、ショートスカートは教会や祈りの場所を訪問する時には相応しい服

装ではありません。寄港地に相応しい服装についての具体的な情報は、寄港地観光の情報と一緒に記載

されています。すべてのゴルフツアーには、襟のあるシャツ、長ズボンまたはバミューダパンツを着用する

必要があります（膝上で切ったジーパン、水着などは禁止）。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、食事はできますか。 
Ａ 寄港中もオープンしているビュッフェを含んで、食事が出来る場所がありますので、寄港地観光間の時

間に船上で食事することが出来ます。 

 

 

Ｑ 寄港地観光中にショッピングの時間がありますか。 
Ａ 多くの人にとって、ショッピングは旅行の大切な部分を占めています。多くの寄港地観光で、出来る限

り、ショッピングの時間が含まれています。しかしながら、ショッピングのための時間はほとんどの場合十

分ではないでしょう。 

 

 

Ｑ 寄港地観光中に長い距離を歩いたり、階段がありますか。 
Ａ すべての寄港地観光で若干は歩きます。中にはもっと多く歩いたり、階段を上り下りするものもありま

す。歩く場所も、市街地の石畳の凸凹した通りや古代遺跡の岩だらけの小道の場合もあります。多くの寄

港地観光では、階段を上り下りする必要があります。訪問する建物の多くは、エレベーターなどが発明さ

れる以前に建てられており、オリジナルの状態で保存されています。より多くの情報および案内は、各コー

スの説明に付けられたシンボルマークを参照ください。 
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Ｑ 他に何か寄港地で予想されることはありますか。 
Ａ 訪問する場所によっては、観光客と同時に地元の人にもとても人気がある場所だということを忘れな

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

す。残念ながら、そのような状況は致し方ありません。場所によってはフラッシュ撮影が禁じられています

ので、感度の高いフィルムをお持ちください。場所によっては、写真またはビデオ撮影が禁止されている場

所や撮影料が課されることもあります。制限事項をよくお読みになるか、疑問のある場合にはガイドにお

尋ねください。 

 

 

Ｑ ツアーで安全器具を身に付ける必要がありますか。 
Ａ はい。ツアーによっては、参加するために適切な安全器具を着用する必要があります。そのような器

具にはシュノーケリング用ベスト、救命ベスト、ヘルメットなどがありますが、それ以外にもあります。 

 

 

Ｑ 認定ダイビングツアーに参加するには何が必要ですか。 
Ａ 認定ダイビングツアーに参加するには、Ｃカードの提示が必要です。潜水深度の限度が決められてい

るジュニア•オープンウォーターまたはスキューバダイビングの資格では参加出来ません。スポーツダイビ

ング業界では、過去６ヶ月以内にダイビングをしていない方はコースを更新することを勧めています。ダイ

ビング業者は、最後にダイビングをした日付証明またはスキューバ再審査コースの証明を提示出来ない

ダイバーの参加を拒否する権利を有しています。ログブックまたは最近再審査コースを終了したという証

明を持参してください。 

 

健康状態によっては参加を拒否する場合もあります。乗船後またはツアー業者から渡される病歴記入用

紙または免責同意書/権利放棄証書にご記入いただくことが必要です。下記は安全にスキューバダイビン

グに参加していただくことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状のある方は、スキューバダ

イビングに参加するためには資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可をもらい、ご持参いただ

く必要があります。心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコン

トロールするのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、

閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い、現時点で避妊薬以外の処方

薬を服用している。参加者はご自分のダイビング器材を使用されることは結構ですが、ご自分の客室に保

管してください。その場合でもツアー料金の割引きはありません。 

 

 

Ｑ 体験スキューバダイビングツアーに参加するために何か特別に必要なものはありますか。 
Ａ 健康状態によって参加をお断りする場合があります。乗船後またはツアーの開始時にツアー会社から

渡される病歴記入用紙または免責同意書/権利放棄証書にご記入いただくことが必要です。下記は安全

にスキューバダイビングに参加していただくことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状のあ

る方はスキューバダイビングに参加するためには資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可を

もらい、ご持参いただく必要があります。心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、

高血圧、血圧をコントロールするのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、

失神、鼻の病気、閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い、現時点で避

妊薬以外の処方薬を飲まれている方。入門編スキューバダイビングツアーへの参加は１０歳以上の方に

限られます。１８歳未満のお子様は大人の同伴が必要です。 

 

 

Ｑ スヌーバダイビング、ヘルメットダイビングまたは水中スクーターツアーに参加するために何
か特別に必要なものはありますか。 
Ａ 健康状態によって参加をお断りする場合があります。乗船後またはツアー会社から渡される病歴記入

用紙または免責同意書/権利放棄証書にご記入いただくことが必要です。下記は安全にスキューバダイビ

ングに参加していただくことが出来ない病状例の非包括リストです。これらの症状のある方はスキューバ

ダイビングに参加するためには資格を有する医師に検査を受けて、書面による許可をもらいご持参いただ

く必要があります。心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコン 
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トロールするのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、

閉所恐怖、再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い。ヘルメットダイビングまたはス

ヌーバツアーへの参加は８歳以上で体重が３４キログラム以上の方に限られます。水中スクーターツアー

への参加は１０歳以上の方に限られます。 

 

 

Ｑ スポーツフィッシングツアーでは、釣った魚は持ち帰れますか。 
Ａ プリンセスが実施しているスポーツフィッシングツアーのほとんどはキャッチ•アンド•リリースのプログラ

ムです。食用となる魚で、絶滅危惧種以外の魚は通常はボートスタッフがお預かりします。参加者は魚釣

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

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

 

アラスカだけは、ツアーがキャッチ•アンド•リリースと指定していない場合、ご自分の釣果は追加料金を払っ

てツアー会社で加工してもらい、送ってもらうことが可能です。傷みやすいものですので、米国税関の規則

により、ほとんどの場合、米国以外に送ることは出来ません。連邦規則によって、釣った魚はクルーズの

船内に保管しておくことは出来ませんが、夕食時に調理してお出しすることは出来る場合があります。アラ

スカのロッジ滞在中に釣った魚は、キャッチ•アンド•リリースのプログラムでない場合、ご自宅に送ることが

出来ます。アラスカでは、フィッシング•ライセンスが必要となり、ボート上でお一人様＄２０（現金で）購入す

ることが出来ます（料金は変更になることがあります）。キングサーモンを釣る場合には追加＄１０の保持

タグ（料金は変更になることがあります）が必要です。１６歳未満のお子様はライセンスが不要です。魚の

遡上は産卵期に左右されますので、５月と９月下旬は魚の数は限られます。アラスカでのライセンス取得

に必要な事柄の詳細や魚釣りの規則は www.adfg.state.ak.us をご覧ください。 

 

 

Ｑ ヘリコプターツアーに参加する前に知っておくべきことはありますか。 
Ａ 乗客の安全、快適さ、重量、バランス制限のため、ヘリコプターのツアー会社では、体重１１３キログラ

ム以上（完全装備で）の方が参加される場合、ヘリコプター上に十分なスペースを確保するために追加料

金を課することがあります。追加料金の額は各ツアーの“Special Notes” (注意事項) に明記されていま

す。 

 

ヘリコプターツアーは定員が限られ、人気が高いため、乗船日の深夜１２時までにキャンセルされない限り、

払い戻しが出来ません。２４ヶ月以上のお子様は１人分の座席が必要です。２４ヶ月未満のお子様は船上

のツアーオフィスでの事前手配をすれば、運行会社が幼児の参加を受け入れた場合に限り、２４ヶ月未満

のお子様は幼児と見なされ、無料で参加できます。運行会社に対して幼児の年齢を証明する必要があり

ます。 

 

バッグの機内持ち込みは出来ません。ヘリポートには限られた数の安全な保管場所があります。グルー

プ全体の総重量にもよりますが、最大６名までヘリコプターに乗ることが出来ます。飛行時間や飛行コー

スは天候によって変更になる場合があります。ヘリコプターツアーは天候や安全上の問題によって、直前

にキャンセルされる場合があります。ヘリコプターツアーには暖かい服装とサングラスをお持ちになってご

参加ください。重ね着が便利で、状況の変化に合わせて服装を変えることが出来ます。 

 

デナリ国立公園でのヘリコプターツアーでは、１１３キログラム以上の体重の方への追加料金はありませ

ん。ヘリコプター会社は重量とバランスに合わせた機材を使用します。出来る限り同じグループや家族の

方と一緒に搭乗出来るようにしますが、安全上の理由で必ずしもそう出来るとは限りません。 

 

 

Ｑ プリンセスは寄港地のツアー会社を所有しているのですか。 
Ａ 所有していません。寄港地観光のすべては、プリンセスではなく、地元の独立した会社によって運行さ

れています。プリンセスは売り上げの一部を確保するだけです。プリンセスではツアーを提供する会社の

内、最も信頼の出来る会社のみを選んでいます。プリンセスはツアーを提供する会社を運行と安全性に関

して優れた評判に基づいて選んでいます。 
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Ｑ 身体に障害のある方にお勧めのツアーはありますか。 
Ａ 障害のタイプと程度によります。プリンセス•クルーズが目指すのは、すべてのお客様に安全で快適な

クルーズ体験を提供することにあります。電動式の車椅子でご乗船の方は、船上および寄港地で介添え

してくれる健康な方と一緒にご乗船されることを強くお勧めします。 

 

ご自身で歩ける方は、活動レベルの低いツアーをお勧めします。移動中にバスの下に折畳式の車椅子を

収納出来るツアーもあります。スクーターや電動式の車椅子は大きすぎて収納出来ない場合もあります。

車椅子に関しては、車椅子での参加が出来るツアー（各ツアーのシンボルマークを参照）、または専用車

での寄港地観光を予約することをお勧めします。歩くことが出来ない方は介添えしてくれる同行者と一緒

にご参加いただくことをお勧めします。ツアースタッフは歩くことが出来ないお客様へのツアーについて多く

の情報が提供出来ます。身体的に障害のあるお客様が寄港地観光に参加する場合、お客様の希望に合

わせた手配が出来るようにするため、ツアーの少なくとも４８時間前にツアーオフィスにご連絡いただく必

要があります。 

 

自由に動くことが出来ない方の乗下船は大変です。多くの主要な寄港地では車椅子やスクーターで簡単

に乗下船が出来ます。しかしながら、ギャングウェイの急勾配、天候、陸側の施設、波や海の状態などの

様々な状況により、電動式車椅子を使用するお客様はステア•クライマーの場所まで移動して頂いたり、上

陸をお断りする場合もあります。プリンセスのスタッフは出来る限りの努力を致しますが、一人で２２キログ

ラム以上のものを運ぶことは許されておりません。 

 

寄港地によっては沖止めになる場合があります。その場合には、乗客は小型のボートやテンダーボートに

乗り換えて上陸します。テンダーボートでの上陸の際に、２２キログラムの制限を超えるものを持ち上げな

ければならない場合、電動式車椅子ご使用のお客様はテンダーボートへの乗り降りが認められません。

船からテンダーボートに乗り移れても、上陸するのが困難な場合もあり、テンダーボートを使用する港では

車椅子での乗り降りが出来ません。陸側の施設、テンダーボートの動き、天候および波の状態によっては

テンダーボートでの上陸を中止する場合があります。 

 

乗客がテンダーボートに乗ったり、船から下りる許可はキャプテンが与えます。それは、全員の安全と快

適さを基準に決定され、キャプテンの決定は絶対です。たとえお客様が上記の状況でテンダーボートでの

上陸や下船が出来ない場合でも、寄港出来なかったことへの払い戻しやお金による埋め合わせは致しま

せん。プリンセスでは皆さまの失望を理解出来ますが、乗客と乗組員の安全が優先されます。 

 

プリンセスの寄港地観光の条件に関するより詳しい情報は Special Information（大切なご案内）をご覧くだ

さい。お選びになったツアーに皆さまがご参加頂けるよう最善を尽くしますが、ツアーはプリンセスではなく、

独立した地元の会社によって運行されています。ツアー催行の最終決定はツアー運行会社によってなさ

れます。そのため、ツアー運行会社の判断で、いかなる乗客の安全と快適さに問題があるとの結論が下

された場合、その人の参加をお断りする場合があります。この判断はツアー運行会社が直接面会するま

では下せない可能性があります。 
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Special Information 
大切なご案内 

 

 

条件 
チケット販売（クーポンやバウチャーを含む）やツアーのプロモーションおよび手配において、航空機、陸上

または地元での海上輸送、ツアー、スポーツまたは他のすべての娯楽のアクティビティー、陸上での宿泊、

食事またはすべてのサービス、プリンセスのクルーズ客船以外の施設またはアクティビティーは、プリンセ

スは単にツアーまたはサービスを提供するツアー運行会社の取り次ぎをしているにすぎません。お客様に

よるツアーへの参加は、クルーズチケット、ツアーチケットの輸送契約に明記された取引条件、そしてアク

ティビティーによっては他の書類、とりわけ特別なアクティビティーのいかなる責任からもプリンセスを明確

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

を認めたことになります。 

 

ツアーの出発時間 
各ツアーの出発時間はホームページ princess.com 内の Cruise Personalizer に記載されています。寄港地

観光の出発時間は、さらに乗船後お渡しするツアー申し込み用紙に記載されています。これらの時間はツ

アー運行会社からの情報に従って公表していますが、船の寄港地への到着が遅れた場合や、特定のツア

ーの行程が修正された場合には変更になることもあります。表示してある時間は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（船内または岸辺）に決められた時間にご

集合ください。ひとりのお客様の遅れが、ツアーの出発の遅れになり、他のお客様に迷惑を掛けることに

なります。 

 

限られた定員のツアー 
寄港地観光はクルーズ出航日以前に、または乗船後、先着順で購入することが出来ます。多くのツアー

は参加定員が決まっています。そして予約申込みは受け付け順に従って処理されます。予約が多い場合

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

載せることは出来ませんが、ツアー運行会社と連絡を取り、可能な限りスペースを積極的にリクエストしま

す。ツアーが売り切れの場合にはCruise Personalizerに後日アクセスすることをお勧めします。またアラス

カの港に到着してからもツアーデスクで可能性を再確認してみてください。 

 

個人の持ち物 
コート類、傘、カメラ、ハンドバッグ、旅行鞄、その他の持ち物はツアーのあいだ常にご自分で管理してくだ

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

 

料金 
ツアーの料金は事前通告なしに変更される場合があります。料金は大人一人料金、子供一人料金、また

は車両一台となります。料金は予約時に確定されます。すべての見積り料金には、行程をカバーする乗り

物、および該当する場合には、食事、飲み物、ガイド代、入場料が含まれています（該当しない場合はそ

のように記載されます）。座席を必要としない幼児以外の子供は特に明記されない限り大人の料金と同額

となります。 

 

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

ングのために作られている訳ではないので、ショッピングの時間は限られています。 

 

払い戻し 
ツアーの申し込み用紙に明記されている予約締切日以前にキャンセルの通知がなされない限り、チケット、

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

のコントロールを越えた理由によってツアーがキャンセルされた場合には、全額が払い戻しされます。しか

し、不可抗力または途上の問題で中止された場合、状況に応じて出来る限りの払い戻しを致します。事前

予約して、支払いの後に天候やツアー運行会社が認めてキャンセルされたランドエクスカーションは予約 
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時に使用したクレジットカードに払い戻しされます。キャンセル料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最終と見

なされ、ツアー運行会社によってキャンセルされた場合を除いて、払い戻しはありません。 

 

交通機関 

交通機関の水準は世界中で違いがあることをご理解ください。空調付きのバスは多くの地域で利用出来

ませんし、場所によっては地方の路線バスが最良の交通機関の場合もあります。利用出来る長距離用バ

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

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

乗客の快適さのために、すべての車両内では喫煙は禁止されております。 

 

ツアーの催行中止 
ツアー運行会社は参加者が少ない場合、ツアーの催行を中止して、各グループの便宜および利益を最優

先に考えながら乗客に代案を求める権利を有しています。 

 

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

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

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

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

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

支持して頂けますようお願い致します。 
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