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健脚レベル：低

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

健脚レベル：中

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

健脚レベル：高

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

 
 

す。

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

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

人気

こだわり

ファミリー向け

リピーター向け

世界遺産

食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。



コペンハーゲン 

Copenhagen 
 
コペンハーゲンは 12 世紀に築かれました。デンマーク王によって拓かれ、現在も魅力的な建物に囲まれた街
は後期ルネッサンスとロココ建築の宝庫です。 
 
コペンハーゲンは北のベニスと称賛されています。数々の島と入り江の上に築かれたこの街は、穏やかな運河
がめぐらされ、北ヨーロッパで最も素晴らしい建築物がある事でも知られています。ハンス・クリスチャン・アンデ
ルセンの人魚姫の像はこの町のシンボルとなっています。旧港ニューハウン沿いにはカフェやレストランや 500
年の歴史ある切妻造りの建物が並びます。世界で知名度が高いストロイエに並ぶブティックやアマリエンボー
広場に面して並ぶロココ風宮殿を見学するのもいいでしょう。そしてヨーロッパで人気の高い遊園地チボリ公園
内を歩きながら地元の名物料理を舌鼓など、楽しみがいっぱいです。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1 E A クロンボー城 Kronborg Castle 

デンマーク王国を守る要塞として 16 世紀に建てられ、素晴らしいルネッサンス様式の城はシェイクスピアの
戯曲ハムレットの舞台となりました。 

 

A○2 E A ローゼンボー城 Rosenborg Castle 

クリスチャン4世の夏の離宮として1606年に建てられたこの城は、まるでおとぎの国の城のようです。博物館
として公開されており、王冠、即位の椅子、家族の肖像画などが展示されています。 

 

A○3 E A チボリ公園 Tivoli Gardens 

世界で最も古い遊園地の一つであるチボリ公園には、79 メートルのスターフライヤー、世界最古の木製ジェ
ットコースターなどがあります。 

A○4 E A フレーデンスボー城 Fredensborg Castle 

この美しい 18世紀に建てられたバロック様式の城は、ロイヤルカップルが公式訪問と行事の際に訪れます。
女王マルグレーテ 2 世の滞在中は正午に衛兵交代が行われます。 

 

A○5 E A フレデリクスボー城 Frederiksborg Castle 

この素晴らしいオランダ・ルネッサンス様式の城は、湖に浮かぶ3つの島の上に建てられ、デンマーク最大の
肖像画のコレクションが展示される博物館となっています。 

 

A○6 E A アマリエンボー城 Amalienborg Palace 

デンマーク王室の冬の居城となっています。4 つの宮殿が繋がっており中庭は美しい 8 角形をしています。 
 

A○7 E A クリスチャンスボー城 Christiansborg Palace 

800 年間に及ぶデンマーク議会と王室が置かれる現在の王宮は、20 世紀初期のもので、前王宮跡に建てら
れたものです。 

 

A○8 E A ニューハウン Nyhavn 

クリスチャン・アンデルセンが好んで住んだ場所で 17 世紀の色鮮やかなウォーターフロント地区です。 
17世紀と 18世紀のタウンハウス、レストラン、カフェなどが並び、運河には古い木造船が数多く停泊していま
す。 
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コペンハーゲン、デンマーク Copenhagen, Denmark 
 

 
ツアー番号：CPH-105 
ベスト・オブ・コペンハーゲン 
Best of Copenhagen 
ツアー料金：＄189.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 
 
下車予定： ③⑦ /車窓予定： ②⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

訪問順序が変わる場合があります。チボリ公園内の遊具利用などの料金は含まれていません。ツアー
の参加者が６０名以下の場合、運河ボートは混乗ボートを使用します。運河クルーズではニューハウ
ン運河地域には入らず、通過するのみです。大きなリュックサック、大型サイズのバック、傘、水入
りボトルなどは城内には持ち込めません。城内はフラッシュ撮影が禁止されています。 
クリスチャンボー城で公式行事が行われる場合は代わりにローゼンボー城を訪問します。クリスチャ
ンボー城内に入る際、靴カバーの着用が義務付けられています。 

  
リピーター向き 世界遺産 
ツアー番号：CPH-220 
ノース・シーランドとフレデリスクボー城 
North Sealand Country & Frederiksborg Castle 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 30 分 
 
下車予定： ⑤ /車窓予定： ①④ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞  

コペンハーゲンとフレデリクスボーとの所要時間は片道約１時間です。フレデリクスボー城内のフラ
ッシュ撮影は禁止されています。フレデリクスボー城内には約１００段の階段と石畳の徒歩観光が含
まれるため、車椅子のお客様と歩行が困難な方にはお勧めしません。このツアーはコペンハーゲンか
らクルーズが始まるまたは終わるお客様はお申込み頂けません。訪問順序が変わる場合があります。 

 
 
ツアー番号：CPH-225 
コペンハーゲン市内ドライブとチボリ公園 
City Drive & Tivoli Gardens 
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： ③ /車窓予定： ⑥⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

チボリ公園内の遊具利用などの料金は含まれていません。チボリ公園内は砂利の上をかなり歩くた
め、車椅子のお客様と歩行が困難な方にはお勧めしません。このツアーはコペンハーゲンからクルー
ズが始まるまたは終わるお客様はお申込みいただけません。訪問順序が変わる場合があります。ツア
ーの所要時間は船の接岸位置により異なります。 

  
ツアー番号：CPH-993 
コペンハーゲン市内ドライブとチボリ公園 日本語ツアー 
City Drive & Tivoli Gardens 
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： ③ /車窓予定： ⑥⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

チボリ公園内の遊具利用などの料金は含まれていません。チボリ公園内は砂利の上をかなり歩くた
め、車椅子のお客様と歩行が困難な方にはお勧めしません。このツアーはコペンハーゲンからクルー
ズが始まるまたは終わるお客様はお申込みいただけません。訪問順序が変わる場合があります。ツア
ーの所要時間は船の接岸位置により異なります。 
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コペンハーゲン、デンマーク Copenhagen, Denmark 
 

 
ツアー番号：CPH-290 
コペンハーゲン市内ドライブ 
Easy Copenhagen: City Drive 
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： ⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

アマリエンボー宮殿には石畳があります。リフト付きバスが可能な場合があります。座席の数に非常
に限りがあるため、乗船後にご依頼ください。車椅子を利用するお客様が優先となります。特別な車
が可能かどうか、船内のショアエクスカーションデスクにお尋ねください。 
このツアーはコペンハーゲンからクルーズが始まるまたは終わるお客様はお申込みいただけません。 
訪問順序が変わる場合があります。 

 
 
ツアー番号：CPH-291 
コペンハーゲン市内ドライブ（車椅子対応） 
Easy Copenhagen: City Drive(Wheelchair Accessble) 
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：  /車窓予定： ⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは CPH-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、車椅子に付き添われるお客様は 1名となります。その他の同伴者は別の乗り物
となりますのでツアーCPH-290 にお申し込みください。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。 
アマリエンボー宮殿には石畳があります。リフト付きバスが可能な場合があります。座席の数に非常
に限りがあるため、乗船後にご依頼ください。車椅子を利用するお客様が優先となります。特別な車
が可能かどうか、船内のショアエクスカーションデスクにお尋ねください。 
このツアーはコペンハーゲンからクルーズが始まるまたは終わるお客様はお申込みいただけません。  

 
 
ツアー番号：CPH-900 
専用車で回るコペンハーゲン 半日乗用車 （ガイド付き） 
Copenhagen Private Touring - Half Day (Car) 
ツアー料金：＄1,199.95～（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：CPH-905 
専用車で回るコペンハーゲン 終日乗用車 （ガイド付き） 
Copenhagen Private Touring - Full Day (Car) 
ツアー料金：＄2,149.95～（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。 
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コペンハーゲン、デンマーク Copenhagen, Denmark 
 

 
ツアー番号：CPH-910 
専用車で回るコペンハーゲン 半日ミニバン （ガイド付き） 
Copenhagen Private Touring - Half Day (Minivan) 
ツアー料金：＄1,349.95～（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：CPH-915 
専用車で回るコペンハーゲン 終日ミニバン （ガイド付き） 
Copenhagen Private Touring - Full Day (Minivan) 
ツアー料金：＄2,299.95～（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：CPH-960 
コペンハーゲン市内ドライブとチボリ公園 下船ツアー 
Debark Tour - City Drive & Tivoli Gardens 
ツアー料金：＄99.95～ （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： ⑥⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 4時 30分以降に空港を出発する飛行機に搭乗するお客様用のツアーです。
プリンセスのトランスファーをすでにご購入になっているお客様は割引料金でご利用いただけます。
ツアーデスクにてご確認下さい。このツアーはコペンハーゲン空港で終わります。空港到着後荷物を
お受け取りください。コペンハーゲン空港では搭乗時間の 2 時間 30 分より前にチェックインするこ
とが制限されています。チボリ公園内の遊具利用などの料金は含まれていません。 

 
 
ツアー番号：CPH-965 
コペンハーゲン市内ドライブと漁村ドラオア 下船ツアー 
Debark Tour - City Drive & Dragoer Fishing Village 
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： /車窓予定： ③⑥⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後 3時 45分以降に空港を出発する飛行機に搭乗するお客様用のツアーです。
プリンセスのトランスファーをすでにご購入になっているお客様は割引料金でご利用いただけます。
ツアーデスクにてご確認下さい。このツアーはコペンハーゲン空港で終わります。空港到着後荷物を
お受け取りください。コペンハーゲン空港では搭乗時間の 2 時間 30 分より前にチェックインするこ
とが制限されています。漁村ドラオア観光では徒歩が含まれます。車椅子のお客様と歩行が困難な方
にはお勧めしません。 
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コペンハーゲン、デンマーク Copenhagen, Denmark 
 

 
ツアー番号：CPH-970 
コペンハーゲン市内ドライブ 下船ツアー 
Debark Tour - City Drive 
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： ③⑥⑦⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
このツアーは下船日の午後 3時以降に空港を出発する飛行機に搭乗するお客様用のツアーです。プリ
ンセスのトランスファーをすでにご購入になっているお客様は割引料金でご利用いただけます。ツア
ーデスクにてご確認下さい。このツアーはコペンハーゲン空港で終わります。空港到着後荷物をお受
け取りください。コペンハーゲン空港では搭乗時間の 2 時間 30 分より前にチェックインすることが
制限されています。アマリエンボー宮殿には石畳があります。車椅子のお客様と歩行が困難なお客様
にはお勧めしません。 

 
 
ツアー番号：CPH-975 
コペンハーゲン自由観光と空港トランスファー 下船ツアー 
Debark Tour – Copenhagen on Your Own with Airport Transfer 
ツアー料金：＄49.95～ （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：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
このツアーは下船日の午後 5時 30分以降に空港を出発する飛行機に搭乗するお客様用のツアーです。
プリンセスのトランスファーをすでにご購入になっているお客様は割引料金でご利用いただけます。
ツアーデスクにてご確認下さい。このツアーには入場料や食事代は含まれておりません。このツアー
はコペンハーゲン空港で終わります。空港到着後荷物をお受け取りください。コペンハーゲン空港で
は搭乗時間の 2 時間 30 分より前にチェックインすることが制限されています。来たバスとは異なる
バスにて空港に向かうため、コペンハーゲンで自由時間中に手荷物はバスに残しておけません。荷物
は空港へ別々に運ばれます。 

 
 
ツアー番号：CPH-985 
ベスト・オブ・コペンハーゲン 下船ツアー 
Debark Tour - Best of Copenhagen 
ツアー料金：＄199.95～  （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約７時間   
 

下車予定： ③⑦ /車窓予定： ②⑥ 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変わる場合があります。チボリ公園内の遊具利用などの料金は含まれていません。ツアー
の参加者が６０名以下の場合、運河ボートは混乗ボートを使用します。 
このツアーは下船日の午後６時以降に空港を出発する飛行機に搭乗するお客様用のツアーです。 
プリンセスのトランスファーをすでにご購入になっているお客様は割引料金でご利用いただけます。
ツアーデスクにてご確認下さい。このツアーはコペンハーゲン空港で終わります。空港到着後荷物を
お受け取りください。コペンハーゲン空港では搭乗時間の 2 時間 30 分より前にチェックインするこ
とが制限されています。コペンハーゲン郊外の幹線道路は交通渋滞が発生する場合があります。城内
にはリュックサック、大型バック、傘、水筒などは持ち込めません。城内ではフラッシュ撮影が禁止
されています。運河クルーズではニューハウン運河地域には入らず、通過するのみです。クリスチャ
ンボー城で公式行事が行われる場合は代わりにローゼンボー城を訪問します。クリスチャンボー城内
に入る際、靴カバーの着用が義務付けられています。 
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オスロ 

Oslo 
 
美しいフィヨルドが点在するこの地は、あたかも緑豊かな丘が突如海に沈み、フィヨルドになったような景観が
特徴的です。スカンジナビア最古の首都、オスロへようこそ。ノルウェーの商業の中心地であるオスロは、1000
年以上も主要貿易港の役割を果たしてきました。港にはクルーズ船から海老の販売船まであらゆる船で賑わ
っています。サイズが丁度よい都市で、55 万人の人が生活しており、オスロは面積で言えば世界最大の首都
の一つです。丘や湖が郊外に広がり、冬のスポーツ好きには天国のようです。洗練された雰囲気の中に居心
地の良さがあり 19 世紀と 20 世紀の建物には数多くの木の彫刻装飾や明るいフレスコが施され、大通りには広
場や公園が点在します。 
 
オスロはスカンジナビアでも人口の少ない首都でしょう。素晴らしい劇場やカフェ、良質なお買い物ができるお
店などがあります。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ヴィーゲラン彫刻公園 Vigeland Sculpture Park 

有名な彫刻家グスタフ・ヴィーゲランが生涯をかけて作り上げた公園です。公園内は 5 のセクションに分かれ、
人生の諸相人間の生涯をモチーフにした 200 以上の彫刻が見られます。 

 

A○2 E A ビグドイ半島 The Bygdoy Peninsula 

ノルウェーの素晴らしい海の歴史を展示する博物館があるチャーミングな半島です。コンチキ号博物館、バ
イキング博物館、フラム号博物館などがあります。 

 

A○3 E A ホルメンコッレン・スキー ジャンプ台 Holmenkollen Ski Jump 

1952 年オリンピックジャンプ大会が行われたスキージャンプ台です。2011 年スキージャンプ大会が開催され、
周辺のパノラマが楽しめます。 

A○4 E A 国立美術館と絵画「ムンクの叫び」 National Gallery with “The Scream” Painting 

1837 年に創設され、数多くの芸術作品を所蔵するノルウェー最大の美術館です。19 世紀から現代までのノ
ルウェー人画家の作品が展示されています。最も有名な作品はエドワルド・ムンクの「叫び」です。 

 

A○5 E A 市庁舎 City Hall 

1950 年に完成したユニークな作りの市庁舎で、ノルウェー人芸術の豊富なコレクションがあり、ノーベル平和
賞の授賞式が行われます。オスロで魅力的で大切なランドマークです。 

 

A○6 E A アーケシュフース城 Akershus Castle 

オスロフィヨルドの上に高くそびえたつ中世の城と城壁は、首都ノルウェーを守るために建造されました。そ
の歴史は 1299 年ホーコン 5 世の統治時までさかのぼります。 

 

A○7 E A ハーデラン・ガラス工場 Hadeland Glassworks 

ランドフィヨルド湖畔にあり、ノルウェー伝統ガラスのギャラリーと工場があります。職人が作る吹きガラスや
ガラス芸術の歴史を知ることができます。ギフトショップでは作品を購入することができます。 
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オスロ、ノルウェー Oslo, Norway 

 
ツアー番号：OSL-100 
ベスト・オブ・オスロ 
Best of Oslo 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： ①③ /車窓予定： ⑤⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩きやすいウォーキングシューズを着用し、帽子とライトジャケットまたはウインドブレーカーをご
持参ください。ノルウェー民俗博物館内部でのフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 

 
  
ツアー番号：OSL-200 
オスロハイライトと国立美術館 
Oslo Highlights and National Gallery 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ①④ /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

国立美術館は月曜日が休館日です。 

 
  
人気 
 
ツアー番号：OSL-205 
バイキング船博物館、ヴィーゲラン彫刻とスキー台 
Viking Ship Museum, Vigeland Sculpture & Ski Jump 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

見学順序は変更になる場合があります。 

 
  
人気 
 
ツアー番号：OSL-993 
バイキング船博物館、ヴィーゲラン彫刻とスキー台 日本語ツアー 
Viking Ship Museum, Vigeland Sculpture & Ski Jump(Guided in Japanese) 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

見学順序は変更になる場合があります。 
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オスロ、ノルウェー Oslo, Norway 
  
ツアー番号：OSL-210 
民俗博物館、ヴィーゲラン彫刻とスキー台 
Open-Air Museum, Vigeland Sculpture & Ski Jump 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ノルウェー民俗博物館内部でのフラッシュを使用した写真撮影は禁止されています。 

 
  
ツアー番号：OSL-290 
オスロ市内ドライブ 
Easy Oslo 
ツアー料金：＄49.95～ （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： ③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
  
ツアー番号：OSL-291 
オスロ市内ドライブ(車椅子対応) 
Easy Oslo（Wheelchair Accessible） 
ツアー料金：＄49.95～ （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： ③ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは OSL-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、車椅子に付き添われるお客様は 1名となります。その他の同伴者は別の乗り物
となりますのでツアーOSL-290 にお申し込みください。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。 

 
  
ツアー番号：OSL-440 
自転車で巡るオスロ 
Oslo by Bike 
ツアー料金：＄84.95～ （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： ①⑤⑥ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

一部の傾斜を除き、自転車での行程のほとんどは高低差の無い平坦な道です。走行距離は約 11km で
す。 
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オスロ、ノルウェー Oslo, Norway 
  
ツアー番号：OSL-900 
専用車で回るオスロ 半日乗用車 （ドライバーのみ） 
Oslo Private Touring - Half Day (Car) 
ツアー料金：＄849.95～（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：OSL-905 
専用車で回るオスロ 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Oslo Private Touring - Half Day (Minivan) 
ツアー料金：＄849.95～（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：OSL-910 
専用車で回るオスロ 終日乗用車 （ガイド付き） 
Oslo Private Touring - Full Day (Car) 
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：OSL-915 
専用車で回るオスロ 終日ミニバン （ガイドなし、ドライバーのみ） 
Oslo Private Touring - Full Day (Minivan) 
ツアー料金：＄1649.95～（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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オスロ、ノルウェー Oslo, Norway 
 
  
ツアー番号：OSL-215 
フラム号、コンチキ号とバイキング船博物館 
Fram, Kon-Tiki & Viking Museums 
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： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
  

ツアー番号：OSL-260 
バイキング船博物館とハーデラン・ガラス工場 
Viking Ship Museum & Hadeland Glassworks 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 30 分 
 

下車予定： ⑥⑦ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ハーデラン・ガラス工場への移動時間は車で片道約 90分です。 

 
  
ツアー番号：OSL-380 
街中ウォーキングと市庁舎 
City Walk & City Hall 
ツアー料金：＄39.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 
 

下車予定： ⑤⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

途中、舗装された道や小石の石畳、アーケシュフース城への坂道などを含む約 4キロメートルを歩け
る方がご参加ください。歩き易い平底のウォーキング用靴と着慣れたゆったりとした洋服を着用くだ
さい。このツアーはいかなる天候でも催行しますので、天候に考慮した服装をご持参ください。予定
外の公式行事で市庁舎が閉館の場合、徒歩でニューオペラハウスとオペラハウスの屋上に行き、お写
真をお撮りいただきます。 
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）、ドイツ 

Berlin(Warnemunde), Germany 
 
ベルリンはロンドンやパリなどの都市と歴史、芸術や文化などの良きライバルでしょう。見どころは修復された
ガラスドームのある国会議事堂やブランデンブルグ門や素晴らしい博物館島などがあります。 
旧冷戦時代の名所や元のように素晴らしく修復されたブランデンブルグ門の見学、またはクーアフュルステンダ
ム沿いの散策やカフェでコーヒーを楽しんでみたりしてみましょう。 
 
ヴァルネミュンデは中世ハンザ同盟の都市であったロストックの近くにあるシーサイドリゾートです。19 世紀にス
パリゾートになる前は漁村でした。ヴァルネミュンデはメクレンブルグとドイツの田舎への玄関口でもあります。 
  
※ヴァルネミュンデから乗下船するお客様にはご参加いただけないツアーもございます。詳細はお問い合わせ
ください。 
  
＜見どころ＞ 

 A○1 E A ブランデンブルグ門／国会議事堂 Brandenburg Gate/Reichstag 

ブランデンブルグ門は以前ベルリンの東西の分割を象徴していました。ドイツ連邦議会議事堂はドイツ国会
で歴史的ランドマークの一つです。 

 

A○2 E A チェックポイントチャーリー／ベルリンの壁 Checkpoint Charlie/Berlin Wall 

チェックポイントチャーリーは有名なベルリンの壁を通る検問所です。西側には本当の壁の一部を見ることが
できます。 

 

A○3 E A ユダヤ博物館 Jewish Museum 

ヨーロッパ最大のユダヤ博物館です。ユダヤ博物館はホロコーストと中世から現在までのドイツ、ユダヤ人コ
ミュニティーの歴史を示す象徴となっています。 

 
 

ウンターデンリンデン通り（ドイツ歴史博物館）博物館島とベルリン大聖堂                    

Unter den Linden boulevard(German History Museum) Museum Island/Berlin Cathedral 
 
ベルリンでもっとも有名な通りのウンターデンリンデン通り、シュプレー河とクプファーグラーベンの間には 
5 つの博物館があります。博物館島にはベルリン大聖堂があり、プロイセン王の墓所となっています。ドイツ
歴史博物館は過去から現在までの歴史が展示されています。 

 

A○5 E A ホロコースト記念碑 Holocaust Memorial 

激動の歴史である近代ドイツの苦悩を表わす力強い永遠のシンボルです。2,711 個の大きな石碑がありま
す。 

 

A○6 E A シュヴェーリン城 Schwerin Castle 

何世紀にもわたり、シュヴェーリン城は公爵と大公の居城でした。小さな島の上に建てられ、現在は州議事
堂として使用されています。 

 

A○7 E A ロストック Rostock 

800 年の歴史があるロストックは、北への玄関口であり、ドイツで最も美しいハンザ同盟の都市と言われてい
ました。切妻造りの家々や大きな門、荘厳な教会などがあります。 

A○8 E A ザクセンハウゼン強制収容所 Sachsenhausen Concentration Camp 

ナチス時代の最も悪名高い死の強制収容所の一つで、親衛隊の訓練所でもありました。強制収容所は 1945
年連合軍により解放されました。 

○4  
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）、ドイツ Berlin (Warnemunde), Germany 

 
人気 
ツアー番号：ZWD-100 
ベスト・オブ・ベルリン  
Best of Berlin 
ツアー料金：＄329.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ① /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 2 時間 30 分です。列車には空調設備はあり
ません。混雑を防ぐため、訪問順序が変わる場合があります。バスでの市内観光中は必ずシートベル
トを締めてください。自由時間中に車内で待機することは出来ません。ツアーは雨天決行ですので、
雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジットカードや他の通貨は店によっては使用できない場合
がありますので、買い物やトイレ使用時のためにユーロ現金をお持ち下さい。日曜日と祝日はほとん
どの商店が閉まっているため、買い物をする場所は変わる場合があります。 

 
 

 
ツアー番号：ZWD-105 
ベルリンとシュプレー河クルーズ 
Berlin & River Spree Cruise 
ツアー料金：＄329.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 2 時間 30 分です。列車には空調設備はあり
ません。観光船の乗降場には２０段ほどの急な階段があります。混雑を防ぐため、訪問順序が変わる
場合があります。バスでの市内観光中は必ずシートベルトを締めてください。自由時間中に車内で待
機することは出来ません。ツアーは雨天決行ですので、雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジ
ットカードや他の通貨は店によっては使用できない場合がありますので、買い物やトイレ使用時のた
めにユーロ現金をお持ち下さい。日曜日と祝日はほとんどの商店が閉まっているため、買い物をする
場所は変わる場合があります。 

 
 

 
リピーター向け 
ツアー番号：ZWD-120 
シュヴェーリン城、シュヴェーリン湖クルーズとロストック 
Schwerin Castle, Lake Schwerin Cruise & Rostock 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 45 分 
 

下車予定： ⑥⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとシュヴェーリンとの所要時間は車で片道約 90 分です。シュヴェーリン城は政府
関係の会議などのため、予告無しに閉館する場合があります。歩き易い平底の靴でご参加下さい。混
雑を防ぐため、訪問順序が変わる場合があります。バスでの市内観光中は必ずシートベルトを締めて
ください。自由時間中に車内で待機することは出来ません。ツアーは雨天決行ですので、雨天時に備
え雨具等をご準備下さい。クレジットカードや他の通貨は店によっては使用できない場合があります
ので、買い物やトイレ使用時のためにユーロ現金をお持ち下さい。日曜日と祝日はほとんどの商店が
閉まっているため、買い物をする場所は変わる場合があります。 
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）、ドイツ Berlin (Warnemunde), Germany 
  

プレミアム 世界遺産 
ツアー番号：ZWD-155 
ディスカバリー特選 究極のベルリン 
A Discovery Exclusive - Ultimate Berlin 
ツアー料金：＄349.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 2 時間 30 分です。列車には空調設備はあり
ません。国会議事堂に入る際はパスポートが必要です。また、セキュリティーチェックポイントを通
過する必要があります。混雑を防ぐために、訪問順序が変わる場合があります。バスでの市内観光中
は必ずシートベルトを締めてください。自由時間中に車内で待機することは出来ません。ツアーは雨
天決行ですので、雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジットカードや他の通貨は店によっては
使用できない場合がありますので、買い物やトイレ使用時のためにユーロ現金をお持ち下さい。日曜
日と祝日はほとんどの商店が閉まっているため、買い物をする場所は変わる場合があります。国会議
事堂内ガラスドームはメンテナンスの為に予告なしに閉鎖される場合もあります。国会議事堂とレス
トランは営業します。 

   
ツアー番号：ZWD-215 
ヴィスマール観光 
Wismar 
ツアー料金：＄89.95～（子供料金：あり） 
所要時間：約 5 時間 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

20歳以上の方がビールを試飲できます。長時間の徒歩観光が含まれるため、歩行に難がある方にはお
勧めしません。混雑を防ぐために、訪問順序が変わる場合があります。バスでの市内観光中は必ずシ
ートベルトを締めてください。自由時間中に車内で待機することは出来ません。ツアーは雨天決行で
すので、雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジットカードや他の通貨は店によっては使用でき
ない場合がありますので、買い物やトイレ使用時のためにユーロ現金をお持ち下さい。日曜日と祝日
は多くの店が休業している場合があります。 

 
 

 
ツアー番号：ZWD-310 
ロストック観光、リバークルーズと地ビール醸造所 
Best of Rostock, River Cruise & Microbrewery 
ツアー料金：＄109.95～（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＞ 

徒歩による観光が多く含まれるため、歩行に難がある方にはお勧めしません。ビール試飲は 20 歳以
上の方が参加いただけます。混雑を防ぐために訪問順序が変わる場合があります。ヘッドセットが用
意されています。バスでの市内観光中は必ずシートベルトを締めてください。自由時間中に車内で待
機することは出来ません。ツアーは雨天決行ですので、雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジ
ットカードや他の通貨は店によっては使用できない場合がありますので、買い物やトイレ使用時のた
めにユーロ現金をお持ち下さい。日曜日と祝日は多くの店が休業している場合があります。 
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）、ドイツ Berlin (Warnemunde), Germany 
 

 
ツアー番号：ZWD-900 
専用車で回るベルリン 終日ミニバン （ガイド付き） 
Berlin by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1,699.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 車は空調付きです。 
 車には英語を話すドライバー兼ガイドがつきます（その他言語については船内でリクエスト可）。 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 ベルリンへの往復の交通費 

（ツアー：ZWD-185ベルリン自由観光を別途購入いただく必要があります） 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
 
クレジットカードや他の通貨は店によっては使用できない場合がありますので、買い物やトイレ使用
時のためにユーロ現金をお持ち下さい。 

 
  

ツアー番号：ZWD-905 
専用車で周るベルリン 終日乗用車クラス （ガイド付き） 
Berlin by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄1,499.95～（子供料金：なし） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 車は空調付きです。 
 車には英語を話すドライバー兼ガイドがつきます（その他言語については船内でリクエスト可）。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 ベルリンへの往復の交通費 

（ツアー：ZWD-185ベルリン自由観光を別途購入いただく必要があります） 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
 
クレジットカードや他の通貨は店によっては使用できない場合がありますので、買い物やトイレ使用
時のためにユーロ現金をお持ち下さい。 
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）、ドイツ Berlin (Warnemunde), Germany 
 

 
人気 
ツアー番号：ZWD-993 
ベルリン観光 日本語ツアー 
Sights of Berlin (Guided in Japanese) 
ツアー料金：＄289.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 2 時間 30 分です。列車には空調設備はあり
ません。バスでの市内観光中は必ずシートベルトを締めてください。自由時間中に車内で待機するこ
とは出来ません。ツアーは雨天決行ですので、雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジットカー
ドや他の通貨は店によっては使用できない場合がありますので、買い物やトイレ使用時のためにユー
ロ現金をお持ち下さい。日曜日と祝日はほとんどの商店が閉まっているため、買い物をする場所は変
わる場合があります。混雑を防ぐため訪問順序が変わる場合があります。 

 
  

  
ツアー番号：ZWD-115 
ベルリンとユダヤの歴史 
Berlin & Jewish History 
ツアー料金：＄299.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定：①③⑤ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 2 時間 30 分です。列車には空調設備はあり
ません。警備の関係上、博物館の入り口にて大きな荷物の検査とセキュリティースクリーニングを通
らなければなりません。土曜日は旧ユダヤ地区の墓地は閉鎖されます。肩と膝が隠れる控えめな服装
を着用ください。ユダヤ教会内部の写真撮影はできません。買い物のために現地通貨をお持ち下さい。
列車内は WIFI（無線）の環境はありません。混雑を防ぐために、訪問順序が変わる場合があります。
バスでの市内観光中は必ずシートベルトを締めてください。自由時間中に車内で待機することは出来
ません。ツアーは雨天決行ですので、雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジットカードや他の
通貨は店によっては使用できない場合がありますので、買い物やトイレ使用時のためにユーロ現金を
お持ち下さい。日曜日と祝日はほとんどの商店が閉まっているため、買い物をする場所は変わる場合
があります。 

 
 

 
ツアー番号：ZWD-125 
ベルリンとポツダムへのロイヤルルート 
Berlin & The Royal Route to Potsdam 
ツアー料金：＄299.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ② /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 2 時間 30 分です。列車には空調設備はあり
ません。混雑を防ぐために、訪問順序が変わる場合があります。バスでの市内観光中は必ずシートベ
ルトを締めてください。自由時間中に車内で待機することは出来ません。ツアーは雨天決行ですので、
雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジットカードや他の通貨は店によっては使用できない場合
がありますので、買い物やトイレ使用時のためにユーロ現金をお持ち下さい。日曜日と祝日はほとん
どの商店が閉まっているため、買い物をする場所は変わる場合があります。昼食はポツダムまたはベ
ルリンでお取りいただきます。 
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）、ドイツ Berlin (Warnemunde), Germany 
 

 
リピーター向け 
ツアー番号：ZWD-160 
ザクセンハウゼン強制収容所と記念碑 
Sachsenhausen Concentration Camp & Memorial 
ツアー料金：＄299.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ①②⑤⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 2 時間 30 分です。列車には空調設備はあり
ません。強制収容所に入る際、年齢制限はありませんが、精神的苦痛の理由により、12歳以上のお客
様の参加をお勧めします。混雑を防ぐために、訪問順序が変わる場合があります。バスでの市内観光
中は必ずシートベルトを締めてください。自由時間中に車内で待機することは出来ません。ツアーは
雨天決行ですので、雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジットカードや他の通貨は店によって
は使用できない場合がありますので、買い物やトイレ使用時のためにユーロ現金をお持ち下さい。日
曜日と祝日はほとんどの商店が閉まっているため、買い物をする場所は変わる場合があります。 

 
 

 
ツアー番号：ZWD-205 
メクレンブルグの田園地帯と蒸気機関車 
Mecklenburg Countryside & Vintage Railway 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

教会内は膝と肩を覆う服装でご入場ください。混雑を防ぐために、訪問順序が変わる場合があります。
バスでの市内観光中は必ずシートベルトを締めてください。自由時間中に車内で待機することは出来
ません。ツアーは雨天決行ですので、雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジットカードや他の
通貨は店によっては使用できない場合がありますので、買い物やトイレ使用時のためにユーロ現金を
お持ち下さい。日曜日と祝日は多くの店が休業している場合があります。 

 
 
 
  
ツアー番号：ZWD-440 
沿岸のサイクリング 
Coastal Biking 
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 

高 

 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーには背中や膝、腰などの問題がある方はご参加いただけません。日曜日はほとんどのお店
が閉店です。クレジットカードや他の通貨は店によっては使用できない場合がありますので、買い物
やトイレ使用時のためにユーロ現金をお持ち下さい。日曜日と祝日は多くの店が休業している場合が
あります。混雑を防ぐため訪問順序が変わる場合があります。自転車に乗れるお客様がご参加くださ
い。使用する自転車のサイズは空き状況によります。もし特別な自転車のサイズが必要の場合、ツア
ーマネージャーにお知らせください。全ての自転車は Mか Lサイズとなります。サイクリングの総距
離は約 19km です。舗装された砂の上や軽い傾斜道を走ります。ヘルメットが用意されています。 
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ベルリン（ヴァルネミュンデ）、ドイツ Berlin (Warnemunde), Germany 
 
 
  
ツアー番号：ZWD-185 
ベルリンでの自由時間 
Berlin on Your Own 
ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

中 
 

 

 
＜注意事項＞ 

ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 2 時間 30 分です。列車には空調設備はあり
ません。買い物のために現地通貨をお持ち下さい。日曜日は多くの商店が閉店しています。 

 
 

 
ツアー番号：ZWD-180 
ベルリン車窓観光と自由時間 
Berlin Highlights & Time on Your Own 
ツアー料金：＄199.95～（子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 2 時間 30 分です。列車には空調設備はあり
ません。混雑を防ぐため訪問順序が変わる場合があります。バスでの市内観光中は必ずシートベルト
を締めてください。自由時間中に車内で待機することは出来ません。ツアーは雨天決行ですので、雨
天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジットカードや他の通貨は店によっては使用できない場合が
ありますので、買い物やトイレ使用時のためにユーロ現金をお持ち下さい。日曜日と祝日はほとんど
の商店が閉まっているため、買い物をする場所は変わる場合があります。 

 
  
ツアー番号：ZWD-181 
ベルリン車窓観光と自由時間（車椅子対応） 
Berlin Highlights & Time on Your Own（Wheelchair Accessible） 
ツアー料金：＄799.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 12 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 
このツアーは ZWD-180 と同じツアーで車椅子常用者のみお申し込みいただけます。車椅子用リフト付
き車の為、同伴者は 1名とさせていただきます。他の同伴者は別の乗り物となりますので ZWD-180を
お申し込み下さい。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。ヴァルネミュンデとベルリンとの列車所要時間は片道約 2時間 30分です。
列車には空調設備はありません。混雑を防ぐため訪問順序が変わる場合があります。バスでの市内観
光中は必ずシートベルトを締めてください。自由時間中に車内で待機することは出来ません。ツアー
は雨天決行ですので、雨天時に備え雨具等をご準備下さい。クレジットカードや他の通貨は店によっ
ては使用できない場合がありますので、買い物やトイレ使用時のためにユーロ現金をお持ち下さい。
日曜日と祝日はほとんどの商店が閉まっているため、買い物をする場所は変わる場合があります。 
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タリン、エストニア 

Tallinn, Estonia 
 
ラトビアやリトアニアなどのバルト海の諸国の一つエストニアは、激動の歴史を生き抜いてきました。この小国
はドイツ騎士団、ポーランド王国やロシア帝国に征服され支配されてきました。５１年間ソビエト連邦の構成共
和国でしたが、バルト諸国に起きた自由独立運動が高まり、１９９１年に独立を果たしました。他のバルト諸国
のようにエストニアはラテン・アルファベットやキリスト教、プロテスト信仰など西洋の伝統を保ち続けています。
かつて歴史あるハンザ同盟都市であったタリンはエストニアの政治、経済と文化の中心です。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A トームペア Toompea Hill 

トームペアまたは「山の手」はタリンの古い建築の宝庫です。トームペアの丘からわずかな徒歩で宮殿広場
に行くことができます。 

 

A○2 E A アレクサンドル・ネフスキー教会 Alexander Nevsky Cathedral 

歴史的ロシア正教会を訪ねます。アレクサンドル・ネフスキー教会は宮殿広場にそびえたつランドマークです。
教会の円型の屋根には黄金の十字架があります。 

 

A○3 E A 聖母マリア教会 Toomkirik (St. Mary's Cathedral) 

地元ではドーム教会と呼ばれる聖母マリア教会は街で一番古い教会で、建築的ランドマークでタリンの歴史
の重要な役割を果たしました。 

 

A○4 E A 下町 Lower Old Town 

トームペアの丘や１３世紀から１４世紀にかけて築かれた有名な城壁の眺望はタリン下町の自慢です。 
 

A○5 E A 市庁舎広場とキーク・オン・デ・ショク Town Hall Square & Kiek en de Kok 

ゴシック様式の市庁舎の眺望や小さな商店の散策に市庁舎広場に足を止めましょう。市庁舎は 1402 年に集
会所として建てられて以来、街のハイライトとなっています。有名なキーク・オン・デ・ショクの塔はその時代最
強の防御要塞の一つで、壁の厚さが 4 メートルあり、市庁舎広場より 500 メートルの位置にあります。 

 

A○6 E A カドリオルグ宮殿 Kadriorg Palace 

ピョートル大帝により築かれ、宮殿のメインホールは北ヨーロッパ内バロック建築の最高見本の一つでしょう。
ロシア革命以来、装飾の施された宮殿の部屋はエストニアアート博物館として使用されています。 

 

A○7 E A 太っちょマルガレータ塔 Stout Margaret Tower 

タリンで最も印象的防御塔の一つ（別名太っちょマルガレータ）です。名前の由来はミステリーで、大きな砲台
からその名がついた、他にはマルガレータという料理人がかつてここで働いていたという諸説があります。 

 

A○8 E A ラクヴェレ Rakvere 

小さな地方都市でタリンと県境のナルバの中間にあり、古代タルバンペア城遺跡があります。 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
 

 
ツアー番号：TLL-100 
ディスカバリー特選 タリン究極ツアー 
A Discovery Exclusive - Ultimate Tallinn 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 6 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

旧市街の山の手に到着するには、バスが停車する場所にもよりますが 290から 385メートルほどの登
り坂を上がる必要があります。シティーシアターが休館になる日もあります。シティーシアター内に
は 120段以上の階段があります。このツアーはドーム教会の内部観光は含まれません。混雑を防ぐた
め訪問順序が変わる場合があります。このツアーには階段が多く含まれ合計 200段の階段となります。
歩行に難がある方にはお勧めしません。起伏のある場所を歩行することができ、シティーシアター内
部にある階段の上り下りできる方がご参加ください。 

 
 
 
ツアー番号：TLL-105 
タリン旧市街とラクヴェレ 
Old Town Tallinn & Rakvere 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 30 分 
 

下車予定： ①②③⑧ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

起伏のある道の徒歩やシティーシアターへ階段の上り下りが出来る健康な方がご参加ください。ドー
ム教会は日曜日と宗教行事時は外部からの見学となります。ドーム教会とアレクサンドル・ネフスキ
ー教会内はフラッシュを使用したカメラ撮影とビデオ撮影は禁止です。エストニアの通貨はユーロで
す。米ドルはあまり使えません。お買い物にはクレジットカードやユーロが便利です。ツアーバスは
旧市街の中には入れません。バス駐車場所により丘の上にある旧市街への歩行距離は異なります。訪
問順序が変わる場合があります。 

 
 
 

人気 世界遺産 

ツアー番号：TLL-200 
ベスト・オブ・タリン 
Best of Tallinn 
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： ①②③④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

起伏のある道や石畳の道を長距離歩きますので、歩行が困難な方にはお勧めしません。ドーム教会と
アレクサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止です。日曜日は
礼拝のため、ドーム教会とアレクサンドル・ネフスキー教会は外部からの見学となります。エストニ
アの通貨はユーロです。米ドルはあまり使えません。お買い物にはクレジットカードが便利です。ツ
アーバスは旧市街の中には入れません。バス駐車場所により丘の上にある旧市街への歩行距離は異な
ります。訪問順序が変わる場合があります。 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
 
 

人気 世界遺産 

ツアー番号：TLL-993 
ベスト・オブ・タリン 日本語ツアー 
Best of Tallinn (Guided in Japanese) 
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： ①②③④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

起伏のある道や石畳の道を長距離歩きますので、歩行が困難な方にはお勧めしません。ドーム教会と
アレクサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止です。日曜日は
礼拝のため、ドーム教会とアレクサンドル・ネフスキー教会は外部からの見学となります。エストニ
アの通貨はユーロです。米ドルはあまり使えません。お買い物にはクレジットカードが便利です。ツ
アーバスは旧市街の中には入れません。バス駐車場所により丘の上にある旧市街への歩行距離は異な
ります。訪問順序が変わる場合があります。 

 
 
世界遺産 
ツアー番号：TLL-205 
タリンの山の手とパノラマドライブ 
Upper Old Town Walking & Panoramic Drive 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ①③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ドーム教会は日曜日と宗教行事時は外部からの見学となります。ドーム教会とアレクサンドル・ネフ
スキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止です。ツアーバスは旧市街の中には入
れません。バス駐車場所により丘の上にある旧市街への歩行距離は異なります。訪問順序が変わる場
合があります。このツアーではタリン旧市街の山の手のみの見学となります。ツアーの終わりに各自
で下町を散策し、シャトルバスで帰ることができます（シャトルバスのチケット代はこのツアーには
含まれていません）。このツアーは旧市街の山の手にて約 1.5 時間の徒歩観光があります。ツアーの
起伏のある道や石畳の道を歩くことが出来る方がご参加ください。 

 
 
世界遺産 
ツアー番号：TLL-210 
タリンの山の手とカドリオルグ宮殿 
Upper Old Town & Kadriorg Palace  
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： ①②③⑥ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

起伏のある道や石畳の道を歩くことが出来る方がご参加ください。カドリオルグ宮殿は月曜日が閉館
ですが、プリンセスツアーのお客様に特別開館します。祝日にあたる 6月 23日、24日、8月 20日と
特別行事の際はカドリオルグ宮殿は閉館となります。ドーム教会は日曜日と宗教行事時は外部からの
見学となります。ドーム教会とアレクサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビ
デオ撮影は禁止です。カドリオルグ宮殿内はフラッシュを使用したカメラ撮影は禁止です。ツアーバ
スは旧市街の中には入れません。バス駐車場所により丘の上にある旧市街への歩行距離は異なりま
す。訪問順序が変わる場合があります。 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
  
ツアー番号：TLL-225 
タリンの中世の塔見学ツアー 
Medieval Towers Of Tallinn 
ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ①②③④： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

起伏のある道や石畳の道を長距離歩きますので、歩行が困難な方にはお勧めしません。買い物のため
にユーロまたはクレジットカードをお持ちください。履きなれた靴とその日の天候に合わせた服装を
着用ください。帽子と軽いジャケットをご持参下さい。ツアーバスは旧市街の中には入れません。バ
ス駐車場所により丘の上の旧市街への歩行距離は異なります。塔キーク・イン・デ・キョクの上部は
ガイド説明はありませんので各自で見学ください。月曜日は催行しません。ドーム教会は日曜日と宗
教行事時は外部からの見学となります。訪問順序が変わる場合があります。このツアーはイヤホンガ
イドを使用します。 

 
 
世界遺産 

ツアー番号：TLL-270 
タリン旧市街徒歩観光とお買物 
Walk & Shop in Tallinn's Old Town 
ツアー料金：＄29.95～（子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

大型店や多くのお土産物屋はクレジットカードが使えます。市場ではユーロでお支払ください。混雑
を避けるため、訪問順序が変更になる場合があります。ヴィル通り沿いには地元の手工芸店、お土産、
カフェやレストランが並びます。起伏のある道や石畳の道を歩くことが出来る方がご参加ください。 

 
 
世界遺産 

ツアー番号：TLL-290 
トーンペアの丘とアレクサンドル・ネフスキー教会 
Toompea Hill & Alexander Nevsky 
ツアー料金：＄29.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

アレクサンドル・ネフスキー教会へ入る際に 15 段の階段を上ります。教会見学を希望しない方はバ
スの中または宮殿広場で待つことができます。アレクサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使
用した撮影とビデオ撮影は禁止です。旧市街の山の手に到着するには、バスが停車する場所にもより
ますが 290から 385メートルほどの登り坂を上がる必要があります。訪問順序が変わる場合がありま
す。起伏のある道や石畳の道を歩くことが出来る方がご参加ください。 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
  
世界遺産 

ツアー番号：TLL-291 
トーンペアの丘とアレクサンドル・ネフスキー教会（車椅子対応） 
Toompea Hill & Alexander Nevsky（Wheelchair Accessible） 
ツアー料金：＄29.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは TLL-290 と同じツアーで車椅子常用者のみお申し込みいただけます。車椅子用リフト付
き車の為、同伴者は 1名とさせていただきます。他の同伴者は別の乗り物となりますので TLL-290を
お申し込み下さい。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。アレクサンドル・ネフスキー教会へ入る際に 15 段の階段を上ります。教
会見学を希望しない方はバスの中、または宮殿広場で待つことができます。アレクサンドル・ネフス
キー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止です。訪問順序が変更になる場合があり
ます。 

 
 
ツアー番号：TLL-305 
タリンの山の手とワイン文化 
Upper Old Town & Historical Wine Culture 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 3 時間  
 

下車予定：  /車窓予定： ①② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

旧市街の山の手に到着するには、バスが停車する場所にもよりますが 290から 385メートルほどの登
り坂を上がる必要があります。訪問順序が変わる場合があります。このツアーにはドーム教会の見学
が含まれません。18 歳以上の方がご参加下さい。 

 
 
ツアー番号：TLL-310 
旧市街、醸造マスターとビール試飲 
Old Town & Beer Tasting with Master Brewer Mario Lehis 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 3 時間 30 分  
 

下車予定： ④⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

ビール試飲は旧市街の内部では行いません。起伏のある道や石畳の道を歩くことが出来る方がご参加
ください。 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
 

 
ツアー番号：TLL-900 
専用車で周るタリン 終日ミニバン （ガイド付き） 
Tallinn by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問に終日を要する箇所もあります。 
 車に空調が付かない場合もあります。 
 車には英語を話すガイドがつきます（その他言語については追加料金で船内にてリクエスト可）。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

  
ツアー番号：TLL-905 
専用車で周るタリン 終日乗用車クラス （ガイド付き） 
Tallinn by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問に終日を要する箇所もあります。 
 車に空調が付かない場合もあります。 
 車には英語を話すガイドがつきます（その他言語については追加料金で船内にてリクエスト可）。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

  
ツアー番号：TLL-910 
専用車で周るタリン 半日ミニバン （ガイド付き） 
Tallinn by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄499.95～（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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問に終日を要する箇所もあります。 
 車に空調が付かない場合もあります。 
 車には英語を話すガイドがつきます（その他言語については追加料金で船内にてリクエスト可）。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
  
ツアー番号：TLL-915 
専用車で周るタリン 半日乗用車タイプ （ガイド付き） 
Tallinn by Private Vehicle – Car Class Half Day (With Guide) 
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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問に終日を要する箇所もあります。 
 車に空調が付かない場合もあります。 
 車には英語を話すガイドがつきます（その他言語については追加料金で船内にてリクエスト可）。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：TLL-920 
専用車で周るタリン 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Tallinn by Private Vehicle - Van Class Full Day (Driver Only) 
ツアー料金：＄774.95～（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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問に終日を要する箇所もあります。 
 車に空調が付かない場合もあります。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
  
ツアー番号：TLL-925 
専用車で周るタリン 終日乗用車クラス （ドライバーのみ） 
Tallinn by Private Vehicle - Car Class Full Day (Driver Only) 
ツアー料金：＄699.95～（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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問に終日を要する箇所もあります。 
 車に空調が付かない場合もあります。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
  
ツアー番号：TLL-930 
専用車で周るタリン 半日ミニバン （ドライバーのみ） 
Tallinn by Private Vehicle - Van Class Half Day (Driver 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 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問に終日を要する箇所もあります。 
 車に空調が付かない場合もあります。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

  
ツアー番号：TLL-935 
専用車で周るタリン 半日乗用車サイズ （ドライバーのみ） 
Tallinn by Private Vehicle - Car Class Half Day (Driver Only) 
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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問に終日を要する箇所もあります。 
 車に空調が付かない場合もあります。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 

 
 
ツアー番号：TLL-999 
ベスト・オブ・タリンと工芸 小グループ 
Best of Tallinn & Local Craftsmen For Small Groups 
ツアー料金：＄129.95～（子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 15 分  
 

下車予定： ①④⑤ /車窓予定： ② 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

起伏のある道や石畳の道を長距離歩きますので、歩行が困難な方にはお勧めしません。ドーム教会と
アレクサンドル・ネフスキー教会内はフラッシュを使用した撮影とビデオ撮影は禁止です。日曜日は
礼拝のため、ドーム教会とアレクサンドル・ネフスキー教会は外部からの見学となります。エストニ
アの通貨はユーロです。米ドルはあまり使えません。お買い物にはクレジットカードが便利です。ツ
アーバスは旧市街の中には入れません。バス駐車場所により丘の上にある旧市街への歩行距離は異な
ります。 
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タリン、エストニア Tallinn, Estonia 
 
 
 
 
ツアー番号：TLL-215 
沿岸観光と灯台 
Coastal Sightseeing & Lighthouses 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 30 分 
 

下車予定： ④ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

パルディスキ灯台の上部へは 290 段の階段を上ります。灯台の上部に上りたくない場合は灯台周辺の
散策やお写真撮影などお過ごしいただけます。スウルピ灯台内部の見学は含まれていません。 

 
 
ツアー番号：TLL-315 
ペーストリーシェフによるペーストリーとトリュフ教室 
The Art of Pastry & Truffle Making With Head Pastry Chef 
ツアー料金：＄229.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定：  /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
 
 
ツアー番号：TLL-440 
タリンの田舎と旧市街サイクリングツアー 
Countryside & Old Town Cycling Tour 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 30 分 
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞  

サイクリングの合計距離は 30キロメートルです。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア 

St.Petersburg, Russia 
 
サンクト・ペテルブルグはピョートル大帝がネバ河の河畔に街を作ることを定めて以来、いろいろな歴史舞台を
通ってきました。歴史は新しく、ニューヨークより若いこの街はロシア帝国の繁栄と没落や３つの革命と内戦を
経験しました。第 2 次世界大戦の悲劇の攻囲を耐え抜き、サンクト・ペテルブルグはナチスドイツへのロシアレ
ジスタンスのシンボルとなりました。 
 
ロシアの「西の窓」であるサンクト・ペテルブルグは世界で最も美しい都市のひとつです。ネバ河の河畔に作ら
れ、運河が縦横に巡らされています。ピョートル大帝によるサンクト・ペテルブルグの偉大な都市構想は二人の
偉大な建築家ラストレッリとカルロ・ロッシの助けにより実現されました。 
ロシアバロック様式の教会からネオクラシック様式の宮殿など、色々な様式が溶け込む豊かな建築群がありま
す。サンクト・ぺテルブルグはロシア芸術の魂で、貴重な芸術の宝庫や、詩人、音楽家、プーシキンからショスタ
コービッチなどの作曲家などの故郷です。 
ピョートル大帝のマニア的な建築と建物は後継者に引き継がれ、ロシア帝国の首都として世界の建築の宝とな
りました。 
 
※サンクト・ペテルブルグから乗下船するお客様にはご参加いただけないツアーもございます。詳細はお問い
合わせください。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A エルミタージュ美術館 Hermitage Museum 

ルーブル美術館の良きライバルであり、皇帝の前冬の宮殿と 4 つの建物には、ダビンチやレンブラントの絵
画を含む 300 万点以上の芸術作品が所蔵されています。 

A○2 E A ピョートル宮殿 Peterhof Palace 

ロシアのベルサイユとして知られる宮殿は、フィンランド湾を眺める場所にあります。グランドカスケードの噴
水にはサムソンがライオンの口を引き裂き、水がテラス階段を流れ落ちます。 

A○3 E A エカテリーナ宮殿 Catherine Palace 

建築家ラストレッリにより設計された豪華なバロック式宮殿には、黄金ドームの屋根があり、5.6 平方キロメー
トルの敷地には素晴らしい庭園と公園があります。金箔がちりばめられた美しい王座の間があります。 

A○4 E A ペトロパブロフスク要塞 Peter & Paul Fortress 

スウェーデンの攻撃から街を守るために建てられ、要塞は政治犯を収容する場所でした。装飾が施された聖
堂内部はピョートル大帝を含む王室の墓所となっています。 

A○5 E A スパース・ナ・クラヴィー教会(血の上の救世主教会) Church of the Savior on Spilled Blood 

印象的なロシア風外観の教会は、1881 年 3 月 1 日皇帝アレクサンドル 2 世が暗殺された場所の上に建てら
れました。内部は色とりどりな陶器タイルで装飾されています。 

A○6 E A イサク聖堂 St. Isaac’s Cathedral 

教会の黄金のドームは世界でも最大級で 100 キロの金が使われました。1818 年アレクサンドル 1 世の命令
で着工され、完成するまでに 30 年かかりました。 

A○7 E A 運河クルーズ Canal Cruise 

ピョートル大帝はネバ河を主要水路と定め、人々や貨物などの交通路としました。かわいいフォンタンカ河や
モイカ河もネバ河につながっています。 

A○8 E A バレエ Ballet 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

 
人気 世界遺産 
ツアー番号：LED-100 
ベスト・オブ・サンクト・ペテルブルグ 2 日間 
Best of St. Petersburg – 2 Day 
ツアー料金：＄449.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 18 時間 30 分   
 
下車予定： ①②④⑤⑥⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはサンクト・ペテルブルグ到着から 7日前以降のキャンセルの場合、返金できません。 
このツアーは 2日間に分けて行われます。ツアーの詳細に記載された観光箇所は 2日間のいずれかに
訪れます。混雑を避ける為や開閉時間、その他の現地事情により訪問順序が変更となる場合もありま
す。ピョートル宮殿の噴水は整備のため予告なしに休止する場合があります。宮殿内では用意された
靴カバーを着用します。エルミタージュ美術館への大きなバックやリュックサックの持ち込みや、館
内のフラッシュ撮影は禁止です。エルミタージュ美術館、イサク聖堂、ユソポプ宮殿、血の上の救世
主教会でのカメラ、ビデオ撮影料金は含まれております。ピョートル宮殿内は写真撮影が禁止されて
います。ツアー中は徒歩と階段の上り下りが含まれています。車椅子用の設備はありません。各箇所
では混雑、行列、遅延が見込まれます。運河めぐりの順序は異なります。潮の干満によりに運河に入
れない場合にはネバ河に変更します。徒歩と階段の上り下りが含まれ、クルーズ船の桟橋は車椅子対
応にはなっておりません。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けま
せん。 

  
世界遺産 
ツアー番号：LED-105 
市内ドライブ観光とエカテリーナ宮殿 
City Drive & Catherine Palace(Pushkin) 
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： ④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

エカテリーナ宮殿は火曜日と月末の月曜日は休館ですが、特別手配により訪問いたします。エカテリ
ーナ宮殿でのカメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。絵画展示場ではフラッシュを使用
したカメラ撮影は禁止です。琥珀の間内は写真撮影が禁止です。エカテリーナ宮殿内では用意された
靴カバーを着用します。かなりの階段の昇降と徒歩による観光が含まれており、車椅子での参加はお
勧めしません。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 

  
世界遺産 
ツアー番号：LED-996 
市内ドライブ観光とエカテリーナ宮殿 日本語ツアー 
City Drive & Catherine Palace (Guided in Japanese) 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 9 時間 
 

下車予定： ③ /車窓予定： ④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

エカテリーナ宮殿は火曜日と月末の月曜日は休館ですが、特別手配により訪問いたします。エカテリ
ーナ宮殿でのカメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。絵画展示場ではフラッシュを使用
したカメラ撮影は禁止です。琥珀の間内は写真撮影が禁止です。エカテリーナ宮殿内では用意された
靴カバーを着用します。かなりの階段の昇降と徒歩による観光が含まれており、車椅子での参加はお
勧めしません。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
  
世界遺産 

ツアー番号：LED-110 
市内ドライブ観光とイサク聖堂、エルミタージュ美術館 
City Drive, St.Isaac’s Cathedral & Hermitage 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 15 分 
 

下車予定： ①⑥ /車窓予定： ④⑤ 

健脚レベル その他 

高 

  

 

 

＜注意事項＞ 

エルミタージュ美術館でのカメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。エルミタージュ美術
館へ大きなバックやリュックサックの持ち込みや、館内のフラッシュ撮影は禁止されています。 
このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 

  
世界遺産 
 
ツアー番号：LED-120 
エカテリーナ宮殿とピョートル宮殿 
Catherine & Peterhof Palaces 
ツアー料金：＄229.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 9 時間 30 分   
 

下車予定： ②③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞  

エカテリーナ宮殿は火曜日と月末の月曜日は休館ですが、特別手配により訪問致します。ピョートル
宮殿内は月曜日と月末の火曜日は休館ですが、特別手配により訪問致します。ピョートル宮殿の噴水
は整備のため予告なしに休止する場合があります。カメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれていま
す。エカテリーナ宮殿内にはフラッシュ撮影ができない部屋があります。エカテリーナ宮殿内琥珀の
間とピョートル宮殿内部は写真撮影が禁止です。宮殿内では用意された靴カバーを着用します。ツア
ーは徒歩と階段の上り下りが含まれており、車椅子での参加はお勧めしません。ピョートル宮殿内に
はエレベーターはありません。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂
けません。 

 
 
プレミアム 世界遺産  
 
ツアー番号：LED-150 
ディスカバリー特選：究極のサンクト・ペテルブルグ 2 日間 
A Discovery Exclusive - Ultimate Saint Petersburg - 2 Day  
ツアー料金：＄649.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 23 時間 30 分  
 
下車予定： ①②③④⑤⑥⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはサンクト・ペテルブルグ到着から 7日前以降のキャンセルの場合、返金できません。 
このツアーは 2日間に分けて行われ、ツアーの詳細に記載された観光箇所は 2日間のいずれかに訪れ
ます。混雑を避ける為や開閉時間、その他の現地事情により訪問順序が変更となる場合もあります。
1 日目のツアー所要時間は 14時間 15分、2日目は 9時間 15 分を予定しています。ツアー1 日目は船
に一旦午後 4 時 30 分から午後 5 時までに戻り、休憩した後、夜のツアーが始まります。エルミター
ジュ美術館、ピョートル宮殿、イサク聖堂、ユソポプ宮殿、血の上の救世主教会でのカメラ、ビデオ
撮影料金は含まれています。ピョートル宮殿内部とエルミタージュ美術館内黄金の間の写真撮影は禁
止されています。エルミタージュ美術館への大きなバックやリュックサックの持ち込みや、館内のフ
ラッシュ撮影は禁止です。エカテリーナ宮殿のカメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています
が、絵画展示場ではフラッシュを使用したカメラ撮影は禁止です。ピョートル宮殿の噴水は整備のた
め予告なしに休止する場合があります。宮殿内では用意された靴カバーを着用します。エレガントカ
ジュアルな服装と、宮殿の床を傷つけないよう平底の歩きやすい靴でご参加ください。このツアーは
徒歩と階段の上り下りが含まれ、車椅子使用に対応していません。このツアーはサンクト・ペテルブ
ルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

 
世界遺産 
 
ツアー番号：LED-205 
エルミタージュ美術館 
Hermitage Museum 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分   

下車予定： ① /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

カメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。エルミタージュ美術館へ大きなバックやリュッ
クサックの持ち込みや、館内のフラッシュ撮影は禁止されています。ツアーは徒歩と階段の上り下り
が含まれます。エルミタージュ美術館内はエレベーターがあります。エルミタージュ美術館は月曜日
が休館ですが、特別手配により訪問致します。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船され
る方はご参加頂けません。 

 
 
世界遺産 
 
ツアー番号：LED-998 
エルミタージュ美術館 日本語ツアー 
Hermitage Museum (Guided in Japanese) 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分   
 

下車予定： ① /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

カメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。エルミタージュ美術館へ大きなバックやリュッ
クサックの持ち込みや、館内のフラッシュ撮影は禁止されています。ツアーは徒歩と階段の上り下り
が含まれます。エルミタージュ美術館内はエレベーターがあります。エルミタージュ美術館は月曜日
が休館ですが、特別手配により訪問致します。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船され
る方はご参加頂けません。 

  
 
世界遺産 
ツアー番号：LED-220 
ピョートル宮殿と庭園 
Peterhof Palace & Gardens 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 30 分 
 

下車予定： ② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

ピョートル宮殿は月曜日と月末の火曜日は休館ですが、特別手配により訪問致します。ピョートル宮
殿の噴水は整備のため予告なしに休止する場合があります。カメラとビデオ撮影料金はツアーに含ま
れています。ピョートル宮殿内部は撮影が禁止です。宮殿内では用意された靴カバーを着用します。
このツアーは階段が含まれます。宮殿内にはエレベーターがなく、車椅子使用に対応していません。
混雑を避ける為や開閉時間、その他の現地事情により訪問順序が変更となる場合もあります。 
このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

 
世界遺産 
 
ツアー番号：LED-240 
サンクト・ペテルブルグ河と運河クルーズ 
St. Petersburg River & Canal Cruise 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分  

下車予定： ⑦ /車窓予定： ⑤  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

運河めぐりの順序は異なります。潮の干満によりに運河に入れない場合にはネバ河クルーズに変更と
なります。ボートの埠頭を歩いたり、段差の昇り降りがあり、車椅子使用に対応していません。車椅
子とスクーターはボートに持ち込むことはできません。混雑を避ける為や開閉時間、その他の現地事
情により、訪問順序が変更となる場合もあります。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船
される方はご参加頂けません。 

 
 
世界遺産 
 
ツアー番号：LED-280 
エルミタージュ美術館とサンクト・ペテルブルグ自由行動 
Hermitage Museum & St. Petersburg On Your Own 
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： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞  

エルミタージュ美術館への大きなバックやリュックサックの持ち込みや、館内のフラッシュ撮影は禁
止されています。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 

 
 
世界遺産 
ツアー番号：LED-290 
市内のみどころ観光 
Easy St. Petersburg 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分   

下車予定： /車窓予定： ④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 

 
 

世界遺産 

ツアー番号：LED-860 
エカテリーナ宮殿での夜会 
Evening at Catherine Palace 
ツアー料金：＄189.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 15 分  
 

下車予定： ③ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

エカテリーナ宮殿でのカメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。絵画展示場ではフラッシ
ュを使用したカメラ撮影は禁止です。琥珀の間内の写真撮影は禁止です。エレガントカジュアルな服
装と宮殿の床を傷つけないよう平底の歩きやすい靴でご参加ください。このツアーは階段が含まれま
す。車椅子には対応しておりません。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご
参加頂けません。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 
 

世界遺産 

ツアー番号：LED-870 
民族舞踊ショーの夕べ 
Evening Russian Folkloric Show 
ツアー料金：＄79.95～ （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 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

エレガントカジュアルな服装でご参加ください。ショーにより歌と踊りは異なります。コンサートホ
ールにはエレベーターがありません。このツアーは車椅子に対応しておりません。このツアーはサン
クト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 

 
 
世界遺産 
ツアー番号：LED-960 
市内観光と空港トランスファー 
Easy St Petersburg with Airport Transfer 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： ④⑤⑥ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩行に難のある方や車椅子ご利用の方は、車への乗り降りの手助けを受けられるように必ず同伴者と
ご参加ください。このツアーは空港で終了し、船には戻りません。下船されないお客様は、LED-290
へご参加下さい。 

 
 
人気 世界遺産 
ツアー番号：LED-999 
ベスト・オブ・サンクト・ペテルブルグ 小グループ 2 日間 
Best of St. Petersburg for Small Groups - 2 Day 
ツアー料金：＄499.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 18 時間 30 分   
 
下車予定： ①②④⑤⑥⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞  

このツアーはサンクト・ペテルブルグ到着から 7日前以降のキャンセルの場合、返金できません。 
このツアーは 2日間に分けて行われます。ツアーの詳細に記載された観光箇所は 2日間のいずれかに
訪れます。混雑を避ける為や開閉時間、その他の現地事情により、訪問順序が変更となる場合もあり
ます。ピョートル宮殿の噴水は整備のため予告なしに休止する場合があります。宮殿内では用意され
た靴カバーを着用します。エルミタージュ美術館への大きなバックやリュックサックの持ち込みや、
館内のフラッシュ撮影は禁止です。1 日目の晩は夜のツアーに参加頂けるように開けてあります。ツ
アー1 日目は午後 5 時頃終了しますので、夜のツアーにお申し込みいただけます。エルミタージュ美
術館、イサク聖堂、ユソポプ宮殿、血の上の救世主教会でのカメラ、ビデオ撮影料金は含まれており
ます。ピョートル宮殿内は写真撮影が禁止されています。ツアー中は徒歩と階段の上り下りが含まれ
ています。車椅子用の設備はありません。各箇所では混雑、行列、遅延が見込まれます。運河めぐり
の順序は異なります。潮の干満によりに運河に入れない場合にはネバ河に変更します。徒歩と階段の
上り下りが含まれ、クルーズ船の桟橋は車椅子対応にはなっておりません。このツアーはサンクト・
ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

 
ツアー番号：LED-900 
専用車で回るサンクト・ペテルブルグ 終日バンサイズ（ガイド付き） 
St. Petersburg by Private Vehicle - Van Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄799.95～（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＞ 

個人手配の専用車は予約確定後の返金はできません。使用する車両は手配状況と参加者の数により異
なります。何人かではなく何台必要かご確認下さい。エアコン付き専用車と英語ガイドが一人つきま
す（他言語ガイドは乗船後リクエストができ、追加料金が必要な場合があります）。博物館等の入場
料は含まれておらず、車とガイド代のみ含まれます。追加代金は船内口座に請求されます。ツアー行
程は船内で変更いただけますが、使用時間が延びる場合は追加料金をいただきます。 

  
ツアー番号：LED-905 
専用車で回るサンクト・ペテルブルグ 終日乗用車サイズ（ガイド付き） 
St. Petersburg by Private Vehicle - Car Class Full Day (With Guide) 
ツアー料金：＄549.95～（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＞ 

個人手配の専用車は予約確定後の返金はできません。使用する車両は手配状況と参加者の数により異
なります。何人かではなく何台必要かご確認下さい。エアコン付き専用車と英語ガイドが一人つきま
す（他言語ガイドは乗船後リクエストができ、追加料金がかかる場合があります）。博物館等の入場
料は含まれておらず、車とガイド代のみ含まれます。追加代金は船内口座に請求されます。ツアー行
程は船内で変更いただけますが、使用時間が延びる場合は追加料金をいただきます。 

  
ツアー番号：LED-910 
専用車で回るサンクト・ペテルブルグ 半日バンサイズ（ガイド付き） 
St. Petersburg by Private Vehicle - Van Class Half Day (With Guide) 
ツアー料金：＄499.95～（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＞ 

個人手配の専用車は予約確定後の返金はできません。使用する車両は手配状況と参加者の数により異
なります。何人かではなく何台必要かご確認下さい。エアコン付き専用車と英語ガイドが一人つきま
す（他言語ガイドは乗船後リクエストができ、追加料金がかかる場合があります）。博物館等の入場
料は含まれておらず、車とガイド代のみ含まれます。追加代金は船内口座に請求されます。ツアー行
程は船内で変更いただけますが、使用時間が延びる場合は追加料金をいただきます。 

  
ツアー番号：LED-915 
専用車で回るサンクト・ペテルブルグ 半日乗用車サイズ（ガイド付き） 
St. Petersburg by Private Vehicle - Car Class Half Day (With Guide) 
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＞  

個人手配の専用車は予約確定後の返金はできません。使用する車両は手配状況と参加者の数により異
なります。何人かではなく何台必要かご確認下さい。エアコン付き専用車と英語ガイドが一人つきま
す（他言語ガイドは乗船後リクエストができ、追加料金がかかる場合があります）。博物館等の入場
料は含まれておらず、車とガイド代のみ含まれます。追加代金は船内口座に請求されます。ツアー行
程は船内で変更いただけますが、使用時間が延びる場合は追加料金をいただきます。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

 
 

 
ツアー番号：LED-210 
エルミタージュ美術館と印象派の作品 
The Hermitage Museum and Impressionists Collection 
ツアー料金：＄89.95～（子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 30 分   
 

下車予定： ① /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

エルミタージュ美術館内及び別館にはエレベーターがあります。 

 
 

世界遺産 
ツアー番号：LED-215 
エルミタージュ美術館と黄金の間 
Hermitage Museum & Gold Room 
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： ① /車窓予定： ④ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

エルミタージュ美術館内でのカメラとビデオ撮影料金はツアーに含まれています。黄金の間の写真・
ビデオ撮影は禁止されています。エルミタージュ美術館への大きなバックやリュックサックの持ち込
み、館内のフラッシュ撮影は禁止されています。ツアーは徒歩と階段の上り下りが含まれます。エル
ミタージュ美術館内はエレベーターがあります。エルミタージュ美術館と黄金の間は月曜日が休館で
す。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 

 
 
ツアー番号：LED-300 
ロシアの水餃子づくりとウォッカ試飲 
Russian Pelmeni Cooking Class with Chef Fedorov Alexey & Vodka Tasting 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間   
 

下車予定：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

7 歳以上の方がご参加頂けます。ウォッカの試飲は飲酒が認められる年齢のお客様が対象です。料理
教室の会場は、レストラン等の状況により変更になる場合があります。 

 
 

世界遺産 
ツアー番号：LED-380 
サンクト・ペテルブルグ 地下鉄と徒歩ツアー 
St. Petersburg Subways & Walking Tour 
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： /車窓予定： ⑤ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

徒歩観光中、特に地下鉄では、ガイドとはぐれないよう注意をしてください。このツアーは車椅子の
対応をしていません。このツアーはサンクト・ペテルブルグにて乗下船される方はご参加頂けません。 
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サンクト・ペテルブルグ、ロシア St. Pertersburg, Russia 
 

  
世界遺産 
ツアー番号：LED-810 
モスクワ 1 日観光 
Moscow in a Day 
ツアー料金：＄579.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 17 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

高 

 

 

＜注意事項＞ 

このツアーはサンクト・ペテルブルグ到着から 60 日前以降のキャンセルの場合、返金できません。
このツアーは車椅子を使用するお客様には向きません。 
クレムリンはロシア連邦大統領正式所在地の為、いつでも予告なしに閉鎖される場合があります。 
クレムリンは木曜日が休館です。木曜日の場合、クレムリンに代わりモスクワ川クルーズとノヴォデ
ヴッチ女子修道院への訪問となります。ロシア査証はサンクト・ペテルブルグのライセンスガイドが
サンクト・ペテルブルグから同行する為、必要ありません。列車はサンクト・ペテルブルグ駅に午後
11 時 40 分に到着後、港への移動と港内出入国手続きにより、ツアーの終了が深夜を過ぎます。かな
りの徒歩観光が含まれます。履きなれたウォーキングシューズを着用ください。列車内には WIFI の
環境はありません。武器庫内には大きなリュックサックやカバンを持ち込めませんが、モスクワ区間
は貴重品以外の荷物をバスの中に置いておくことができます。 

 
  
ツアー番号：LED-850 
ロシアバレエの夕べ 特選ツアー 
Evening of Russian Ballet (upgraded option) 
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： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

劇場内には階段がありますが、エレベーターがなく、車椅子に対応しておりません。上演中の写真撮
影とビデオ撮影は禁止されています 
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ヘルシンキ、フィンランド 

Helsinki, Finland 
 
フィンランド人がこよなく愛し尊敬するデザインと芸術は、その厳しい天候が作り上げているといっても過言では
ありません。ヘルシンキがスカンジナビアにおいて、最も活力のある美しい都市の一つであることは間違いない
でしょう。バルト海の娘と呼ばれるフィンランドの首都ヘルシンキは、ネオクラシック様式の建物や人目を引く現
代建築、広々とした大通りに点在する広場や公園などが溢れています。一世紀前、フィンランドは作曲家のシ
ベリウスを始め、建築家エリエルとエーロ・サーリネン、アルヴァ・アールトなど西洋文化において何人もの才能
あふれる芸術家を輩出してきました。 
 
商業と文化の中心、ヘルシンキには 61 万 6 千人の人が住んでいます。街のネオクラシック建築のほとんどは、
フィンランドがスウェーデンからロシアの統治に代わった 1809 年に始まった帝政支配期のもので、フィンランド
は 1917 年に独立を勝ちとりました。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1 E A テンペリアウキオ教会（岩の教会） Temppeliaukio(Rock Church) 

とてもユニークなルーテル派教会は、岩の中に建てられています。天井のドームから天然の光が差し込み、
むき出しの岩が音響効果をあげる為、ユニークなコンサート会場としても使用されます。 

 

A○2 E A 元老院広場/ヘルシンキ大聖堂 Senate Square/Cathedral 

芸術、文化、宗教、政治、教育としての中心です。19 世紀初頭にカール・ルドヴィッグ・エンゲルにより、ランド
マークであるヘルシンキ大聖堂を含む 4 つの建物がデザインされました。 

 

A○3 E A マーケット広場 Market Square 

港町ならではの活気あるマーケットをご覧頂けるでしょう。洋服、宝飾品、食べ物やお土産物などを販売する
テントが所狭しと並び、まるでお祭りのようです。 

 

A○4 E A ポルヴォー Porvoo 

14 世紀に設立された、フィンランドで 2 番目に古い町です。往時の面影が残っており、散策が楽しめます。 
 

A○5 E A シベリウス公園と記念碑 Sibelius Park and Monument 

有名なフィンランド人作曲家である、ジャン・シベリウスを記念した公園で、ユニークなモニュメントはシベリウ
スの作品交響詩フィンランディアに影響を与え、フィンランドの荒々しい自然美を表現しています。 

 

A○6 E A 農場と家庭訪問 Finnish Farm and Home Visits 

フィンランドの田舎、シポーにある農場を訪ね、典型的なフィンランドの家庭を訪れて、地元の人々の生活を
体験してみましょう。 

 

A○7 E A スオメンリンナ島 Suomenlinna Fortress 

海の要塞はユネスコ世界遺産に登録されており、ピクニックや観光に最適です。ウォーキングツアー、博物
館、工芸店、カフェ、レストラン、図書館、ビアガーデンなどお楽しみ頂けます。 

 

A○8 E A ヘルシンキ現代美術館と国立博物館 Kiasma Modern Art Museum and National Museum of Finland 

ヘルシンキ現代美術館にはコンテンポラリーアートが展示されています。国立博物館はフィンランドロマン主
義建築で有史以前から現代までの展示をしています。 
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ヘルシンキ、フィンランド Helsinki, Finland 
 

 
人気 
ツアー番号：HEL-100 
ベスト・オブ・ヘルシンキとポルヴォー 
Best of Helsinki & Porvoo 
ツアー料金：＄169.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 
 

下車予定： ①②③④⑤ /車窓予定： ⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

テンペリアウキオ教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限り
ません。マーケット広場がオープンしていない場合、異なる場所でショッピングの時間をおとりしま
す。日曜日のショッピングは極めて限られます。訪問順序は変更となる場合があります。寄港スケジ
ュールによりツアー所要時間が調整されます。 

  
ツアー番号：HEL-120 
サビジャルビ農場、ポルヴォーとテンペリアウキオ教会 
Savijarvi Farm, Porvoo & Temppeliaukio Church 
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： ①②③④⑥ /車窓予定： ⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

テンペリアウキオ教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限り
ません。マーケット広場がオープンしていない場合、異なる場所でショッピングの時間をおとりしま
す。日曜日は買い物が極めて限られます。このツアーの催行は非常に限られています。訪問順序は変
更となる場合があります。 

  
ツアー番号：HEL-140 
ディスカバリー特選：究極のヘルシンキ 
A Discovery Exclusive: Ultimate Helsinki 
ツアー料金：＄219.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 
 

下車予定： ①②④ /車窓予定： ③⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が代わる場合があります。テンペリアウキオ教会は宗教行事の為入れない場合があります。
観光船には屋根があります。観光船のクルーズは、悪天候や高波または荒波の場合、船長の判断で、
変更、短縮や中断する場合があります。 

  
ツアー番号：HEL-180 
ヘルシンキ・ハイライトと自由行動 
Helsinki Highlights & Time On Your Own 
ツアー料金：＄74.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ①②③⑤ /車窓予定： ⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

テンペリアウキオ教会は宗教行事の為入れない場合があります。訪問順序が代わる場合があります。 

 

37 



ヘルシンキ、フィンランド Helsinki, Finland 
  
ツアー番号：HEL-200 
ヘルシンキ・ハイライト 
Helsinki Highlights 
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： ①②⑤ /車窓予定： ③⑦⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

テンペリアウキオ教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限り
ません。日曜日は買い物が極めて限られます。訪問順序は変更となる場合があります。 

 
 
ツアー番号：HEL-201 
ヘルシンキ・ハイライト（車椅子対応） 
Helsinki Highlights (Wheelchair Accessible) 
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： ①②⑤ /車窓予定： ③⑦⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは HEL-200 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。その他の同伴者はツアーHEL-200
にお申し込みください。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。テンペリアウキオ教会は宗教行事やその他行事で
閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限りません。日曜日は買い物が極めて限られます。訪
問順序は変更となる場合があります。 

 
 
ツアー番号：HEL-993 
ヘルシンキ・ハイライト 日本語ツアー 
Helsinki Highlights(Guided in Japanese) 
ツアー料金：＄75.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 
 

下車予定： ①②⑤ /車窓予定： ③⑦⑧ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

テンペリアウキオ教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限り
ません。日曜日は買い物が極めて限られます。訪問順序は変更となる場合があります。 

 
 
ツアー番号：HEL-205 
ディスカバリー特選：ポルヴォーとサビジャルビ農場 
A Discovery Exclusive: Porvoo & Savijärvi Farm 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 
 

下車予定： ②④ /車窓予定： ③⑦ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

日曜日は買い物が極めて限られます。訪問順序が変わる場合があります。 
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ヘルシンキ、フィンランド Helsinki, Finland 
  
ツアー番号：HEL-210 
ディスカバリー特選：家庭訪問と市内ドライブ 
A Discovery Exclusive: Home Visit & City Drive 
ツアー料金：＄114.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ②⑥ /車窓予定： ③⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

聖ジークフリート教会は時々宗教行事やプライベートな行事で閉鎖されることがある為、いつでも入
れるとは限りません。聖ジークフリート教会には土曜日と日曜日は、ほぼ入れません。家庭訪問では
凸凹道や階段を含む徒歩移動が含まれます。訪問順序が代わる場合があります。 

 
  
ツアー番号：HEL-230 
トラムとバスで回るヘルシンキ 
Helsinki by Tram & Coach 
ツアー料金：＄109.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ②⑤ /車窓予定： ③⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更となる場合があります。トラムの路線は線路工事状況により異なります。日曜日は買
い物が極めて限られます。 

 
  
ツアー番号：HEL-240 
陸と海からのヘルシンキ 
Helsinki By Land & Sea 
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： ②③⑤ /車窓予定： ⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更となる場合があります。マーケット広場がオープンしていない場合、元老院広場付近
でショッピングの時間をおとりします。 

 
  
ツアー番号：HEL-245 
アイス・バー体験とヘルシンキ・ハイライト 
Winterland Ice Bar & Helsinki Highligths 
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： ①② /車窓予定： ③⑦⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

テンペリアウキオ教会は宗教行事やその他行事で閉鎖される場合があり、確実に入場できるとは限り
ません。日曜日は買い物が極めて限られます。訪問順序は変更となる場合があります。法律で認めら
れている飲酒年齢に達していない方にはノン・アルコール飲料がサービスされます。 
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ヘルシンキ、フィンランド Helsinki, Finland 
  
ツアー番号：HEL-305 
ヘルシンキの見どころとファッツェルチョコレートビジターセンター 
Highlights & Fazer Chocolate Visitor Centre 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ②⑤ /車窓予定： ③⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

フェッツェル社ビジターセンターを訪問しますが、チョコレート工場の見学は含まれていません。訪
問順序は変更となる場合があります。 

  
ツアー番号：HEL-310 
ヘルシンキ蒸留所見学 
Helsinki Distilling Company 
ツアー料金：＄119.95～ （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： ③⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序が変わる場合があります。3 種類の製品を試飲いただけます。フィンランドの法律により工
場では製品を購入することができません。製品はヘルシンキ市内の ALKO と書かれた一部の酒屋で販
売されています。 

  
ツアー番号：HEL-900 
専用車で回るヘルシンキ 終日ミニバン （ガイド付き） 
Helsinki 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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 ヘルシンキの数多くの見所とポルヴォー訪問には終日必要です。 
 車には英語を話すガイドがつきます（その他言語については船内にてリクエスト可）。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
お客様の代わりにツアーオペレーターが入場券の事前購入する事が出来ない場合があります。 
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ヘルシンキ、フィンランド Helsinki, Finland 
  
ツアー番号：HEL-905 
専用車で回るヘルシンキ 終日乗用車クラス （ガイド付き） 
Helsinki 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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 ヘルシンキの数多くの見所とポルヴォー訪問には終日必要です。 
 車には英語を話すガイドがつきます（その他言語については船内にてリクエスト可）。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
お客様の代わりにツアーオペレーターが入場券の事前購入する事が出来ない場合があります。 

  
ツアー番号：HEL-920 
専用車で回るヘルシンキ 終日ミニバン （ドライバーのみ） 

Helsinki by Private Vehicle - Van Class Full Day(Driver Only)  
ツアー料金：＄1,099.95～（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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 ヘルシンキの数多くの見所とポルヴォー訪問には終日必要です。 
 車には空調が付き、ドライバーがつきます（言語スキルが異なる為、ガイド案内はできません）。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
お客様の代わりにツアーオペレーターが入場券の事前購入する事が出来ない場合があります。 

  
ツアー番号：HEL-925 
専用車で回るヘルシンキ 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 

Helsinki by Private Vehicle - Car Class Half Day(Driver Only)  
ツアー料金：＄574.95～（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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 ヘルシンキの数多くの見所とポルヴォー訪問には終日必要です。 
 車には空調が付き、ドライバーがつきます（言語スキルが異なる為、ガイド案内はできません）。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うためにユーロをご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
お客様の代わりにツアーオペレーターが入場券の事前購入する事が出来ない場合があります。 
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ヘルシンキ、フィンランド Helsinki, Finland 
 
 

 
ツアー番号：HEL-605 
ヌークシオ国立公園でトナカイに会おう 
Meet the Reindeer at Nuuksio National Park 
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： ② /車窓予定： ③⑧ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは自然遊歩道を約 720メートル歩くことが含まれます。活動的な服装としっかりとしたウ
ォーキングシューズを着用ください。このツアーはいかなる天候でも催行します。トナカイはフェン
スで囲まれた場所におり、通常少数のトナカイがいます。 

 
 

 
ツアー番号：HEL-420 
ヨポ自転車で巡るヘルシンキ 
Helsinki by Jopo Bike 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 3 時間 
 

下車予定： /車窓予定： ③⑤⑦ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ほとんど平坦なサイクリング道を１６キロほど走り、途中ゆるい登りが一回あります。自転車に乗れ
る方に限ります。自転車ツアーにふさわしい健康状態の方のみご参加下さい。１６歳未満の方は両親
または保護者の同行が必要です。ヨポは男女共用でギアがない調整可能なフリーサイズの自転車で
す。ペダルでブレーキをかけます。身長１５２センチ以上の方がご参加ください。サイクリングに適
した重ね着の服装で、防水のジャケットをお持ちください。ツアーは悪天候でも催行します。 

 

42 



ストックホルム、スウェーデン 

Stockholm, Sweden 
 
スカンジナビアの首都と呼ばれるストックホルムはガムラ・スタン島にバイキングが要塞を築いた 7 世紀前から、
都市としての歴史が始まりました。今日のストックホルムは１４余りの島々からなり、湾、海峡や入り江が織り交
ぜられています。年代を感じる緑色の青銅の屋根、塔や尖塔、優雅な丸屋根などが歴史ある旧市街（ガムラ・
スタン）に広がります。100 万の人が住むストックホルムは世界でも最も美しく、清潔で秩序ある首都の一つで
す。 
 
7 世紀以上の歴史のある街は、ただ美しいだけではなく、スウェーデンの芸術と文化の中心でもあります。 
 
※ストックホルムには２つの地域に港があり、出港日によりストックホルム港ではない、ニーネスハムン港を利
用する事がございます。ご自身の日程をご確認の上、該当港のツアーをご利用くださいますようお願いします。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ガムラ・スタン Gamla Stan 

ガムラ・スタンはヨーロッパでも最大の保存状態の良い中世都市の一つです。ストックホルム大聖堂のような
名所もあり、歩行者にやさしいエリアです。 

 

A○2 E A ヴァーサ号博物館 Vasa Museum 

ヴァーサ号博物館には 1628年の処女航海でストックホルム沖合に沈没した、全長 61メートルの戦艦が展示
されています。スカンジナビアでも数多くの人が訪れる博物館です。 

 

A○3 E A 王宮 Royal Palace 

かつてスウェーデン王が居住していた王宮は、ヨーロッパでも大きな王宮の一つで、600 以上の部屋と王室
武儀博物館を含むいくつかの博物館があります。 

 

A○4 E A 王家武儀博物館 Armoury 

王家武儀博物館には、何世紀にも渡って様々な王家によって所有された、洋服や馬車などが展示されてい
ます。 

 

A○5 E A 市庁舎 City Hall 

３つの黄金の冠が輝く市庁舎は、ユニークな芸術の宝庫で、素晴らしい広間があり、旅行者に最も有名な建
物で、人気の観光名所となっています。 

 

A○6 E A ストックホルム・アイス・バー Stockholm Ice Bar 

世界最初のアイス・バーで、通年営業しており、氷点下 2 度が保たれています。室内とグラスはスウェーデン
北部のトルノ川の純粋で透明な氷で作られています。 

 

A○7 E A シグトゥーナ Sigtuna 

ストックホルムより 1 時間弱郊外にあり、スウェーデン最初の首都がおかれました。10 世紀メーラレン湖付近
に築かれたシグトゥーナはスコークロステル城やチャーミングな木造の建物があります。 
 

A○8 E A 運河クルーズ Canal Cruise 

ストックホルムは 14 の島があり、水路で分けられています。クルーズでは水路や運河を通り、市庁舎、国立
博物館、王宮など含むいろいろな見どころがあります。 
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ストックホルム、スウェーデン Stockholm, Sweden 
 

 
ツアー番号：STO-110 
王宮、旧市街と運河ツアー 
Royal Palace, Old Town & Canal Tour 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 30 分 
 

下車予定： ①③⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

王宮はプライベートな行事の為、急に閉館になる場合があります。礼拝や葬式が行われていない場合、
大聖堂内を見学します。訪問順序が変わる場合があります。 

 
 
ツアー番号：STO-115 
ベスト・オブ・ストックホルム 
Best of Stockholm 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 6 時間 
 

下車予定： ①②③⑤/車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

フィエルガータンでの写真撮影は道路の混雑状況によります。訪問順序が変わる場合があります。こ
のツアーはリーガル・プリンセスのみ催行されます。王宮と市庁舎はプライベートな行事の為に急に
閉館になる場合があります。 

 
 
ツアー番号：STO-180 
ヴァーサ号博物館と自由行動 
Vasa Museum & Time On Your Own 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
 
人気 
ツアー番号：STO-200 
ヴァーサ号博物館と市庁舎 
Vasa Museum & City Hall 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 30 分 
 

下車予定： ①②⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

＜注意事項＞ 

市庁舎はプライベートな行事の為、急に閉館になる場合があります。 

 
 
ツアー番号：STO-205 
ヴァーサ号博物館とガムラ・スタンとバイキング 
Vasa Museum Gamla Stan and the Vikings 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 
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ストックホルム、スウェーデン Stockholm, Sweden 
  
ツアー番号：STO-993 
ヴァーサ号博物館とガムラ・スタンとバイキング 日本語ツアー 
Vasa Museum Gamla Stan and the Vikings (Guided in Japanese) 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
 
ツアー番号：STO-210 
バイキングの生涯：足跡を辿る旅 
Viking Life: A Journey into the Past 
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：  /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バスからスウェーデン歴史博物館の入口まで 75 メートルあり、博物館敷地内は 150 メートル程の徒
歩での散策となります。バスからライフ・オブ・バイキング博物館の入口まで約 150メートルありま
す。展示室内は平坦で散策が容易で、入口から展示室へは 25 段の階段をあがります。エレベーター
があります。 

 
 
ツアー番号：STO-215 
ストックホルム市内ドライブとヴァーサ号博物館 
Stockholm City Drive & Vasa Museum 
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： ② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

フィエルガータンでの写真撮影は道路の混雑状況によります。 

 
 
プレミアム 
ツアー番号：STO-230 
ノーベル博物館と市庁舎 
Nobel Prize Museum & City Hall 
ツアー料金：＄119.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 4 時間 
 

下車予定： ①⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

フィエルガータンでの写真撮影は道路の混雑状況によります。市庁舎はプライベートな行事の為、急
に閉館になる場合があります。 

 
 
ツアー番号：STO-240 
水路クルーズ 
Waterways Cruise 
ツアー料金：＄79.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 2 時間 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

低 
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ストックホルム、スウェーデン Stockholm, Sweden 
  
ツアー番号：STO-290 
市内ドライブとスカイビュー 
Easy Stockholm & Skyview 
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： /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞  

スカイライドは高所恐怖症の方にはお勧めしません。フィエルガータンでの写真撮影は道路の混雑状
況によります。 

 
 
ツアー番号：STO-291 
市内ドライブとスカイビュー（車椅子対応） 
Easy Stockholm & Skyview (Wheelchair Accessible) 
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：  /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは STO-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ツアーSTO-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。スカイライドは高所恐怖症の方にはお勧めし
ません。フィエルガータンでの写真撮影は道路の混雑状況によります。 

 
 
ツアー番号：STO-505 
ヴァーサ号博物館と RIB ボートアドベンチャー 
Vasa Museum and RIB Boat Arcipelago Adventure 
ツアー料金：＄269.95～ （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： ① 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
 
ツアー番号：STO-930 
専用車で回るストックホルム 半日ミニバン （ドライバーのみ） 

Stockholm by Private Vehicle - Van Class Half Day(Driver Only)  
ツアー料金：＄1,374.95～（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＞  

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 車には空調があり、ドライバーがつきます。 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
ドライバーはガイドではないので、車中での案内はありません。 
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ストックホルム、スウェーデン Stockholm, Sweden 
 

 
ツアー番号：STO-935 
専用車で回るストックホルム 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 

Stockholm by Private Vehicle - Car Class Half Day(Driver Only)  
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＞   

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 車には空調があり、ドライバーがつきます。 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
ドライバーはガイドではないので、車中での案内はありません。 

 
 
 

 
ツアー番号：STO-160 
ABBA ミュージアムと市内観光 
ABBA The Museum & City Tour 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 3 時間 
 

下車予定： /車窓予定： ①③⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
 
ツアー番号：STO-225 
ヴァーサ号博物館とシグトゥーナ 
Vasa Museum & Sigtuna 
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： ②⑦ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

土曜日は商店が午後 2時から 4時頃閉店します。多くの商店は日曜日が休みの為、お買物をする機会
は限られます。 

 
 
ツアー番号：STO-300 
スカンセン野外博物館とスウェーデンの味 
Skansen Open Air Museum & Swedish Taste 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金：なし） 
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＞ 

履きなれた丈夫な靴を履き、その日の天候に合った服装でご参加下さい。帽子と軽いジャケットをお
持ち下さい。 
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ストックホルム、スウェーデン Stockholm, Sweden 
 

 
ツアー番号：STO-305 
北欧の味覚食べ歩き 
Go Local: Nordic Food Walk 
ツアー料金：＄249.95～ （子供料金：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

船に戻るバスにはエスコートが付きません。履きなれたウォーキングシューズを着用ください。この
ツアーは日曜日は催行しません。 

 
 
ツアー番号：STO-315 
ストックホルム アイス・バーとガムラ・スタン 
Stockholm Ice Bar & Gamla Stan 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 30 分 
 

下車予定： ①⑥ /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：STO-440 
ディスカバリー特選：ストックホルム屋根歩きツアーとガムラ・スタン 
A Discovery Exclusive - Stockholm by Rooftop & Gamla Stan 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 3 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

15 歳以上、体重 120kg以下の方のみご参加いただけます。心臓血管に疾患のある方、高所恐怖症の方、
また貧血等で倒れる恐れのある方は参加できません。過去４ヵ月以内に膝の手術や人工股関節置換手
術を入れた方はご遠慮ください。手すりに摑まることなく平衡に歩ける必要があります。運動靴での
ご参加をお勧めします。屋根歩きはヘルメットと安全ハーネスを装着して行われます。ツアーご参加
前の飲酒は控えてください。 

 
 
ツアー番号：STO-445 
ストックホルム サイクリングツアー 
Stockholm by Bicycle 
ツアー料金：＄189.95～ （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： ① 

健脚レベル その他 

高 
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ストックホルム（ニーネスハムン）、スウェーデン 

Stockholm（Nynashamn）, Sweden 
 
小さな岩の港ニーネスハムンは、スカンジナビアの首都ストックホルムの玄関港です。ストックホルムはガムラ・
スタン島にバイキングが要塞を築いた 7 世紀前から、都市としての歴史が始まりました。今日のストックホルム
は１４余りの島々からなり、湾、海峡や入り江が織り交ぜられています。年代を感じる緑色の青銅の屋根、塔や
尖塔、優雅な丸屋根などが歴史ある旧市街（ガムラ・スタン）に広がります。100 万の人が住むストックホルムは
世界でも最も美しく、清潔で秩序ある首都の一つです。 
7 世紀以上の歴史のある街は、ただ美しいだけではなく、スウェーデンの芸術と文化の中心でもあります。 
 
船はニーネスハムン沖に投錨し、下船はテンダーボートで行います。 
 
※ストックホルムには２つの地域に港があり、出港日によりニーネスハムン港ではない、ストックホルム港を利
用する事がございます。ご自身の日程をご確認の上、該当港のツアーをご利用くださいますようお願いします。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ガムラ・スタン Gamla Stan 

ガムラ・スタンはヨーロッパでも最大の保存状態の良い中世都市の一つです。大聖堂などがある石畳の歩道
には、手工芸、アンティーク、アートギャラリーやカフェなどが並んでいます。 

 

A○2 E A ヴァーサ号博物館 Vasa Museum 

ヴァーサ号博物館には 1628年の処女航海でストックホルム沖合に沈没した、全長 61メートルの戦艦が展示
されています。スカンジナビアでも数多くの人が訪れる博物館です。 

 

A○3 E A 王宮 Royal Palace 

かつてスウェーデン王が居住していた王宮は、ヨーロッパでも大きな王宮の一つで、600 以上の部屋と王室
武儀博物館を含むいくつかの博物館があります。 

 

A○4 E A 王家武儀博物館 Armoury 

王家武儀博物館には、何世紀にも渡って様々な王家によって所有された、洋服や馬車などが展示されてい
ます。 

 

A○5 E A 市庁舎 City Hall 

３つの黄金の冠が輝く市庁舎は、ユニークな芸術の宝庫で、素晴らしい広間があり、旅行者に最も有名な建
物で、人気の観光名所となっています。 

 

A○6 E A ストックホルム・アイス・バー Stockholm Ice Bar 

世界最初のアイス・バーで、通年営業しており、氷点下 2 度が保たれています。室内とグラスはスウェーデン
北部のトルノ川の純粋で透明な氷で作られています。 

 

A○7 E A オスモ教会 Ösmo Church 

12 世紀に建てられ、現在ではスウェーデンで最も古い教会のひとつです。また、著名な教会画家であるアル
ベットゥス・ピクトルが作った壁画でも有名です。 
 

A○8 E A アウトドア・アドベンチャー Outdoor Adventure 

世界でも最も美しい群島の一つとして有名な、長さ 241 キロ、幅 80 キロに広がる素晴らしい内陸水路は、
24,000 以上の島や入り江からなり、多くのスウェーデンの作家やアーティストなどに刺激を与えています。 
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ストックホルム（ニーネスハムン）、スウェーデン Stockholm, Sweden 
 
 

  
ツアー番号：NY1-100 
ベスト・オブ・ストックホルム 
The Best of Stockholm 
ツアー料金：＄209.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 9 時間 
 

下車予定： ①②③⑤ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ガイドは港より同行しますが、
ニーネスハムンに戻るときには同行しません。王宮と市庁舎はプライベートな行事の為、急に閉館に
なる場合があります。フィエルガータンでの写真撮影は道路の混雑状況によります。訪問順序は変更
となる場合があります。 

 
 
ツアー番号：NY1-105 
ヴァーサ号博物館とガムラ・スタン 
Vasa Museum & Gamla Stan 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ガイドは港より同行しますが、
ニーネスハムンに戻るときには同行しません。訪問順序は変更となる場合があります。 

 
 
ツアー番号：NY1-993  
ヴァーサ号博物館とガムラ・スタン 日本語ツアー 
Vasa Museum & Gamla Stan (Guided in Japanese) 
ツアー料金：＄229.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 30 分 
 

下車予定： ①② /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ガイドは港より同行しますが、
ニーネスハムンに戻るときには同行しません。訪問順序は変更となる場合があります。 

 
 
ツアー番号：NY1-110 
王宮、旧市街と運河ツアー 
Royal Palace, Old Town & Canal Tour 
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： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。王宮は公式訪問などにより予
告無しに閉鎖する場合があります。王宮ではセキュリティー上、大きなバックやリュックサックの持
込みと写真撮影が禁止されております。また、コロネーション教会では写真撮影は可能ですが、フラ
ッシュ撮影はご遠慮下さい。ガイドは港より同行しますが、ニーネスハムンに戻るときには同行しま
せん。コロネーション教会は特別行事の為に急に閉鎖になる場合があります。定期船でのご案内にな
ります（専用ではありません）。船内ではヘッドホンによる音声ガイドとなり、船内でガイドの解説
はございません。訪問順序は変更となる場合があります。 
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ストックホルム（ニーネスハムン）、スウェーデン Stockholm, Sweden 
  

プレミアム 
ツアー番号：NY1-130 
ノーベル博物館と市庁舎 
Nobel Prize Museum & City Hall 
ツアー料金：＄199.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 30 分 
 

下車予定： ①⑤ /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ガイドは港より同行しますが、
ニーネスハムンに戻るときには同行しません。フィエルガータンでの写真撮影は道路の混雑状況によ
ります。市庁舎はプライベート行事の為で急に閉館になる場合があります。訪問順序は変更となる場
合があります。 

  
ツアー番号：NY1-180 
ヴァーサ号博物館と自由行動 
Vasa Museum & Time On Your Own 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 8 時間 
 

下車予定： ①② /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ガイドは港より同行しますが、
ニーネスハムンに戻るときには同行しません。 

  
ツアー番号：NY1-200 
ストックホルム市内ドライブとヴァーサ号博物館 
Stockholm City Drive & Vasa Museum 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 
 

下車予定： ② /車窓予定： ①③⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ガイドは港より同行しますが、
ニーネスハムンに戻るときには同行しません。フィエルガータンでの写真撮影は道路の混雑状況によ
ります。訪問順序は変更となる場合があります。 

 
 
ツアー番号：NY1-210 
バイキングの生涯：足跡を辿る旅 
Viking Life: A Journey into the Past 
ツアー料金：＄119.95～ （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 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バスからスウェーデン歴史博物館の入口まで 75 メートルあり、博物館敷地内は 150 メートル程の徒
歩での散策となります。バスからライフ・オブ・バイキング博物館の入口まで約 150メートルありま
す。展示室内は平坦で散策が容易で、入口から展示室へは 25 段の階段をあがります。エレベーター
があります。 
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ストックホルム（ニーネスハムン）、スウェーデン Stockholm, Sweden 
 

 
ファミリー向け 
ツアー番号：NY1-600 
ストックホルム探索 
Discovery Family Stockholm 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 30 分 
 

下車予定：①② /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ガイドは港より同行しますが、
ニーネスハムンに戻るときには同行しません。このツアーは出発日によっては催行しません。 

 
 
ツアー番号：NY1-999 
ベスト・オブ・ストックホルム 小グループでの観光 
Best of Stockholm for Small Groups 
ツアー料金：＄249.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 9 時間 
 

下車予定： ①②③⑤ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ガイドは港より同行しますが、
ニーネスハムンに戻るときには同行しません。フィエルガータンでの写真撮影は道路の混雑状況によ
ります。訪問順序は変更となる場合があります。王宮と市庁舎はプライベートな行事の為、急に閉館
になる場合があります。 

 
 
ツアー番号：NY1-920 
専用車で回るストックホルム 終日ミニバン （ドライバーのみ） 
Stockholm by Private Vehicle - Van Class Full Day(Driver Only)  
ツアー料金：＄2,299.95～（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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 車には空調があり、ドライバーがつきます(ドライバーの言語レベルは幅がある為、ガイドとし

てご案内できません)。 
 英語を話すドライバーがつきます(他の言語は船内でご依頼ください)。 

 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
ドライバーはガイドではないので、車内での説明はありません。 
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ストックホルム（ニーネスハムン）、スウェーデン Stockholm, Sweden 
 

 
ツアー番号：NY1-925 
専用車で回るストックホルム 終日乗用車クラス （ドライバーのみ） 
Stockholm by Private Vehicle - Car Class Full Day(Driver Only)  
ツアー料金：＄1,899.95～（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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 車には空調があり、ドライバーがつきます(ドライバーの言語レベルは幅がある為、ガイドとし

てご案内できません)。 
 英語を話すドライバーがつきます(他の言語は船内でご依頼ください)。 
 
専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
ドライバーはガイドではないので、車内での説明はありません。 

 
 
ツアー番号：NY1-930 
専用車で回るストックホルム 半日ミニバン （ドライバーのみ） 

Stockholm by Private Vehicle - Van Class Half Day(Driver Only)  
ツアー料金：＄1,349.95～（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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 車には空調があり、ドライバーがつきます(ドライバーの言語レベルは幅がある為、ガイドとし

てご案内できません)。 
 車には英語を話すドライバーがつきます（その他言語については追加料金で船内にてリクエスト

可）。 
 

専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
ドライバーはガイドではないので、車内での説明はありません。 
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ストックホルム（ニーネスハムン）、スウェーデン Stockholm, Sweden 
  

ツアー番号：NY1-935 
専用車で周るストックホルム 半日乗用車タイプ （ドライバーのみ） 

Stockholm by Private Vehicle - Car Class Half Day(Driver Only)  
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＞ 

 専用車のご予約後は返金ができません。 
 使用される車種は参加者の最終人数と手配可能な車によります。 
 一か所以上の訪問には終日必要な場合もあります。 
 車には空調があり、ドライバーがつきます(ドライバーの言語レベルは幅がある為、ガイドとし

てご案内できません)。 
 車には英語を話すドライバーがつきます（その他言語については追加料金で船内にてリクエスト

可）。 
 

専用車のご予約に下記は含まれません。 
 入場料（入場料を支払うために現地通貨をご持参ください） 
 食事代、チップ代、お飲物 
ドライバーはガイドではないので、車内での説明はありません。 

 
 
  
ツアー番号：NY1-160 
ABBA ミュージアムと市内観光 
ABBA The Museum & City Tour 
ツアー料金：＄179.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 7 時間 
 

下車予定： /車窓予定：①③⑤ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ガイドは港より同行しますが、
ニーネスハムンに戻るときには同行しません。 

 
 
ツアー番号：NY1-265 
ニーネスハムンとバイキングの足跡 
Nynashamn Surroundings & Viking Toste 
ツアー料金：＄65.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 3 時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定： 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

訪問順序は変更となる場合があります。教会内部は特別なイベントがある場合は見学できません。 
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ストックホルム（ニーネスハムン）、スウェーデン Stockholm, Sweden 
  
ツアー番号：NY1-290 
市内ドライブとスカイビュー 
Easy Stockholm & Skyview 
ツアー料金：＄99.95～ （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： ①③⑤ 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

スカイライドは高所恐怖症の方にはお勧めしません。ガイドは港より同行しますが、ニーネスハムン
に戻るときには同行しません。フィエルガータンでの写真撮影は道路の混雑状況によります。訪問順
序が変わる場合があります。 

  
ツアー番号：NY1-300 
スカンセン野外博物館とスウェーデンの味 
Skansen Open Air Museum & Swedish Taste 
ツアー料金：＄129.95～ （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 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

履きなれた丈夫な靴を履き、その日の天候に合った服装でご参加下さい。帽子と軽いジャケットをお
持ち下さい。ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ガイドは港より
同行しますが、ニーネスハムンに戻るときには同行しません。 

  
ツアー番号：NY1-305 
北欧の味覚食べ歩き 
Go Local: Nordic Food Walk 
ツアー料金：＄299.95～ （子供料金：なし） 
所要時間：約 4 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

バスでの移動にはエスコートが付き添いません。履きなれたウォーキングシューズを着用ください。
このツアーは日曜日は催行しません。 

 
 
ツアー番号：NY1-315 
ストックホルム アイス・バーとガムラ・スタン 
Stockholm Ice Bar & Gamla Stan 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 5 時間 30 分 
 

下車予定： ①⑥ /車窓予定： ③ 

健脚レベル その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ガイドは港より同行しますが、ニーネスハムンに戻るときには同行しません。訪問順序は変更となる
場合があります。 
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ストックホルム（ニーネスハムン）、スウェーデン Stockholm, Sweden 
 
 

  
リピーター向け 
ツアー番号：NY1-440 
ディスカバリー特選：ストックホルム屋根歩きツアーとガムラ・スタン 
A Discovery Exclusive - Stockholm by Rooftop & Gamla Stan 
ツアー料金：＄229.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 6 時間 
 

下車予定： ① /車窓予定： ③⑤ 

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

身長 150cm以上で体重 120kg以下の方のみご参加いただけます。心臓血管に疾患のある方、高所恐怖
症の方、また貧血等で倒れる恐れのある方は参加できません。過去４ヵ月以内に膝の手術や人工股関
節置換手術を入れた方はご遠慮ください。手すりにつかまることなく平衡に歩ける必要があります。
運動靴でのご参加をお勧めします。屋根歩きはヘルメットと安全ハーネスを装着して行われます。ツ
アーご参加前の飲酒は控えてください。ガイドは港より同行しますが、ニーネスハムンに戻るときに
は同行しません。訪問順序は変更となる場合があります。このツアーはコースにより催行しません。 

  
ツアー番号：NY1-515 
リブ・スピードボート アドベンチャー 
RIB Boat Adventure 
ツアー料金：＄249.95～  （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 2 時間 30 分 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚レベル その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

防護服や救命胴衣などの道具は含まれています。このツアーは妊娠している方や心臓に問題がある
方、腰が弱い方には向きません。風や天候の状況によりキャプテンが若干異なるルートを決める場合
があります。 

 
 
 

 
ツアー番号：NY1-185 
ストックホルム自由行動 
Stockholm On Your Own 
ツアー料金：＄65.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所要時間：約 7 時間 30 分 
 

下車予定： /車窓予定： ① 

健脚レベル その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ニーネスハムンとストックホルムの移動所要時間は片道約 1時間です。ストックホルム市庁舎の見学
はガイドツアーに参加する必要があります。毎日数回ツアーが実施されます。 
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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。 
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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。 

 

 


	[製本用FAQ] Scandinavia & Russia 2018
	シンボルマークのご案内_REVISED 10MAR2016
	18 バルト 内容
	よくある質問と回答＆大切なご案内 (Revised 07MAR'17)
	空白ページ

	よくある質問と回答＆大切なご案内 (Revised_Oct.2018)



