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

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

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

 
 

す。

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

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

人気

こだわり

ファミリー向け

リピーター向け

世界遺産

食事、飲み物などがツアーに含まれま
す。

スナック（軽食）、飲み物がツアーに含
まれます。



バンダリ・スリ・ブガワン(ムアラ)、ブルネイ 

Bandar Seri Begawan(Muara), Brunei 
 
２世紀の間、ブルネイのスルタンは東南アジア一大王朝で、ボルネオ全島を統治していました。まず植民地を
狙うヨーロッパ人が到来し、のちに悪名高いサラワックの白人王ジェームズ・ブルックにより、ブルネイの国土は
縮小しました。１９世紀後期にはスルタン領は英国領となりました。２０世紀初頭、膨大な埋蔵量の石油が発見
され、ブルネイの資産を活性化させました。スルタン国は英国から１９８４年に独立を果し、現在ブルネイは世界
一小さく裕福な国の一つとなりました。 
かつてボルネオ全土を統治していたブルネイは、現在マレーシア領サラワック地方に囲まれています。首都バ
ンダリ・スリ・ブガワンには７万５千人が生活しています。エレガントで現代風なイスラムモスク、博物館、王宮な
どがあります。その他の見所は異国情緒のある水上集落カンポン・アイールと手つかずの自然が残る雨林など
です。 
 

＜見どころ＞ 

 ○1 E A ジャメ・アスル・ハサナル・ボルキア・モスク Jame'Asr Sultan Hassanal Bolkiah 

スルタン即位２５周年を祝うために１９９４年に完成した華麗なモスクは、ブルネイ最大で優美な黄金のドー
ムがついた現代的なイスラム建築の傑作です。 
 

A○2 E A カンポン・アイール(水上集落) Kampong Ayer (Village) 

海上に長い土台棒の上に建造された水上集落は２８村あり、木製の歩道橋でつながり、色とりどりな民家や
商店、市場、モスクと学校などがあります。 

 

A○3 E A ロイヤル・レガリア博物館 Royal Regalia Museum 

  ブルネイ王即位の宝物が展示されており、王室馬車や儀式用武具、王家の記念品や王座の間の模型が展
示されています。 

 

A○4 E A イスタナ・ヌルル・イマン Istana Nurul Iman 

‘信仰の光の宮殿’という意味を持つこの宮殿はブルネイ王の住居で、世界最大の王宮で敷地面積は２０
ヘクタール以上あります。 
 

A○5 E A ブルネイ博物館 Brunei Museum 

ブルネイの自然史、文化、考古学を紹介する国立博物館には世界のイスラムアートや彩飾されたコーランの
素晴らしいコレクションが展示されています。 
 

A○6 E A オマール・アリ・サイフディン・モスク  Omar Ali Saifuddien Mosque 

ブルネイの第２８代国王の名前が付けられたこの素晴らしいモスクはブルネイ川岸に聳え、大理石で出来た
ミナレット、黄金のドームに中庭と青々と茂る庭園には噴水があります。 
 

A○7 E A マングローブ クルーズ  Mangrove Cruise 

水上タクシーにのり、ブルネイ川沿いに並ぶ水上集落を通り、光り輝く王宮や静けさを保ち、動きが機敏な
テングザルの住むマングローブ林のクルーズを体験しましょう。 

 

A○8 E A キアンゲ伝統マーケット Kianggeh Traditional Market 

ブルネイの中心に流れるキアンゲ川岸にあるキアンゲマーケットを訪れます。賑やかな屋台には地産の果
物や野菜、伝統ケーキや嗜好品、その他製品が売られています。 
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バンダリ・スリ・ブガワン，ブルネイ Bandar Seri Begawan(Muara), Brunei 

   
人気 
ツアー番号：BWN-100 
ロイヤル・レガリア博物館、カンポン・アイールとクルーズ 
Royal Regalia Museum, Kampong Ayer & Cruise 
ツアー料金：＄229.95～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約７時間半 

 

下車予定： ②③⑦⑧ /車窓予定： ①④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

水上タクシーへは傾斜の厳しい階段の上り下りをしていただく必要があります。カンポン・アイール水上集落の木製遊歩橋は

平坦ではありません。歩行に難がある方と車椅子をご利用の方にはお勧めしません。野生生物が見られる保証はありませ

ん。ロイヤル・リガリア博物館に入る際、靴を脱いでください（靴下着用をお勧めします）、カメラやバックなどは博物館のギャラ

リーには持ち込めません。博物館のロビーとフォイヤーエリアのみ写真撮影ができます。ブルネイの王冠財宝は予告なしに博

物館から移動されている場合があります。ジャメ・アスル・ハサナル・ボルキア・モスクに写真撮影の為に立ち寄りますが、モス

ク内には入場しません。訪問順序が変わる場合があります。雨天の場合、安全上の理由によりボートでの水上集落への訪問

と現地家庭でのお茶体験に代わり、ボート製造の過程や製鉄や機織り、水上部落を含む部族ごとに異なる建築様式を紹介す

るマレー・テクノロジー博物館に変更となります。 

 
  
ツアー番号：BWN-200 
市内ドライブとロイヤル・レガリア博物館 
City Drive & Royal Regalia Museum 
ツアー料金：＄65.95～ （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： ①④ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ロイヤル・リガリア博物館に入る際、靴を脱いでください（靴下着用をお勧めします）、カメラやバックなどは博物館のギャラリー

には持ち込めません。博物館のロビーとフォイヤーエリアのみ写真撮影ができます。ブルネイの王冠財宝は予告なしに博物館

から移動されている場合があります。 

 
  
ツアー番号：BWN-205 
ロイヤル・レガリア博物館とカンポン・アイール 
Royal Regalia Museum & Kampong Ayer 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間半 

 

下車予定： ②③ /車窓予定： ①⑥ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ジャメ・アスル・ハサナル・ボルキア・モスクに写真撮影の為に立ち寄りますが、モスク内には入場しません。ロイヤル・リガリア

博物館に入る際、靴を脱いでください（靴下着用をお勧めします）、カメラやバックなどは博物館のギャラリーには持ち込めませ

ん。ブルネイの王冠財宝は予告なしに博物館から移動されている場合があります。水上タクシーへは傾斜の厳しい階段の上り

下りをしていただく必要があります。カンポン・アイール水上集落の木製遊歩道は平坦ではありません。歩行に難がある方と車

椅子をご利用の方にはお勧めしません。雨天の場合、安全上の理由によりボートでの水上集落への訪問と現地家庭でのお茶

体験に代わり、水上集落とスルタン・オマール・サイフディン・モスクでの写真撮影に代わります。追加でヤヤサン・コンプレック

スでのお買物の時間を設けます。 
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バンダリ・スリ・ブガワン，ブルネイ Bandar Seri Begawan(Muara), Brunei 

 
  
ツアー番号：BWN-285 
バンダリ市内での自由行動 
Bandar City On Your Own 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間半 

 

下車予定：  /車窓予定： ②③⑥⑧ 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

市内の公共交通機関が限られているので、このツアーはお勧めです。三脚を使用する大型望遠レンズ付きカメラの使用は政

府の許可がない限り使用できません。控えめな服装でお出かけください。襟ぐりが深い洋服や股上の浅い服装とミニスカート

はご遠慮ください。バスの昇降地点はヤヤサン・コンプレックス(ショッピングモール)です。現地通貨とシンガポールドルが使用

できます。ヤヤサン・コンプレックス内と市内のあちこちに両替所があります。 
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ニャチャン、ベトナム 

Nha Trang, Vietnam 
 
ベトナムでも人気のあるビーチリゾートの一つニャチャンは白砂の浜辺に紺碧の海が広がり、椰子の木がそよ
風になびいています。色鮮やかに彩られた漁船が港に並びます。小さな農村は田舎の肥沃な谷にひっそりと
点在します。人口 3 万人ののんびりとした町には長い興味深い歴史があります。 
ニャチャンは、13 世紀東南アジアのこの地方を支配していたチャンパ王国の首都でした。町の北には大きなチ
ャンパの塔がカイ川を見渡す高台に建てられ、チャンパ王国の過去の栄光を静かに物語ります。現在では地
元の人や観光客を惹きつけ、眼下に広がる川や湾の素晴らしい景色を味わい黙想するために大勢の人が訪
れます。 
ニャチャンの主な観光地区は植民地の面影を残したビーチフロントのホテル群とサイドウォークカフェにありま
す。ベトナム戦争時には米軍の人気スポットでもありました。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ポーナガル・チャム塔  Ponagar Cham Towers 

ひときわ高く優雅なこの塔は、地元の人々にはタップ・バーとして知られており、チャム王国の人々に信仰さ
れた女神ポー・ナガルが崇められています。機織り技術や新しい農耕技術などを伝えたとして信仰が厚く、
地元の人々が参拝にお花とお香を持ち、女神の像に参拝に訪れます。 
 

A○2 E A ロンサン寺(隆山寺) Long Son Pagoda 

巨大な白い仏像と腐敗したゴディンジェム政権に抗議の為焼身自殺をした僧侶達の肖像画がある事で有名
です。 

 

A○3 E Aダム市場 Cho Dam Market 

  ニャチャンきっての市場には食糧や、その他ありとあらゆる物品が取引されており、3 階建の中央ビルには
色とりどりの売店が並びます。 

 

A○4 E A ニャチャンビーチ Nha Trang beach 

 

A○5 E A 田舎と村々 Countryside & Villages 

穏やかなベトナムの郊外へドライブし、水田や竹林を通り抜けると田舎の村々があります。人なつこい農村
の人々の日常の営みがご覧いただけます。 
 

A○6 E A カイ川クルーズ  Cai River Cruise 

リバーボートに乗船し、カイ川沿いに広がる美しい景色をお楽しみください。ベトナムの人々の穏やかな日常
をご覧ください。 
 

A○7 E A ニャチャン大聖堂  The Stone Church 

1928 年に建設が始まった大聖堂は西洋建築様式の物で、ニャチャン中心にある高さ 12 メートルの高台に
建てられました。 

 

A○8 E A ホンチョン岬 Chong Promontory 
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ニャチャン，ベトナム Nha Trang, Vietnam 

   
人気 
ツアー番号：NHA-200 
ポ・ナガール塔、隆山寺と刺繍工房 
Ponagar Cham Tower, Long Son Pagoda & Embroidery 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約４時間半 

 

下車予定： ①②③⑧ /車窓予定： ④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

チャム塔と隆山寺では階段で２階以上上る必要があり、それぞれ７０段の階段があります。 

道路は舗装されておらず、天候状態により砂埃っぽく、ジメジメする場合があります。 

 
  
リピーター向け 
ツアー番号：NHA-205 
郊外へのドライブ、田舎の村と農民市場 
Countryside Drive, Rural Village & Farmers' Market 
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： ⑤ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

道路は舗装されておらず、天候状態により砂埃っぽく、ジメジメする場合があります。 

 
  
ツアー番号：NHA-210 
市内ドライブ、ダム市場と刺繍工房 
City Drive, Dam Market & Silk Embroidery Workshop 
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： ②③ /車窓予定： ⑦ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩きやすい靴と暖かい気候に適した服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、軽めの防水ジャケットをご持参ください。 

 
  
ツアー番号：NHA-225 
自転車タクシーで回るニャチャン 
Nha Trang by Pedicab 
ツアー料金：＄49.95～ （子供料金有：１２歳以下） 

所 要 時 間：約２時間半 

 

下車予定： ③ /車窓予定： ①④ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩きやすい靴と暖かい気候に適した服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、軽めの防水ジャケットをご持参ください。 
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ニャチャン，ベトナム Nha Trang, Vietnam 
  
ツアー番号：NHA-240 
チャム塔、リバークルーズと田舎の村 
Cham Tower, River Cruise & Rural 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： ①⑥ /車窓予定： ④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩きやすい靴と温かい気候に適した服装でご参加ください。帽子、日焼け止め、軽めの防水ジャケットをご持参ください。 
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ホーチミンシティ（プーミー）、ベトナム 
Ho Chi Minh City(Phu My), Vietnum 
 

サイゴンが陥落し、ベトナム戦争が終結してから既に３０年以上も時が過ぎました。現在ではメコン川に広がる
喧噪の大都会ホーチミンシティとなりました。１８世紀から続く主要な交易地としての地位は変わることがありま
せん。通りに並ぶ屋台の呼び声や鳴り響く乗り物のクラクションなど響き渡ります。大通りには自転車やバイク、
自動車がすごい速さで往来しています。街中には人懐っこい地元の人々が旅人を温かくもてなします。 
プーミー港はホーチミンシティとシーサイドリゾートのブンタウへの玄関口です。 
 

＜見どころ＞ 

A○1 E A ノートルダム教会（サイゴン大教会）  Notre Dame Cathedral 

１９世紀に建立された赤レンガ造りローマゴシック様式のノートルダム教会をご覧ください。そしてホーチミン
統一会堂ではベトナム戦争の歴史的終結を思い出します。 
 

A○2 E A ドンコイ通り/ベンタイン市場 Dong Khoi Street/Ben Thanh Market 

ホーチミンシティでショッピングと言ったらドンコイ通りで、手工芸店やカフェなどが並び、ベンタイン市場はサ
イゴンの歴史的シンボルで、種類豊富なお土産物や食欲をそそる料理が溢れています。 
 

A○3 E A ベトナム歴史博物館 National Museum of Vietamese History 

  フランス植民地時代の建物内にはベトナムの有史以前の発掘物から彫刻、ハン遺跡の出土品や仏像など
日々の品々が展示されています。 

 

A○4 E A チョロン地区（チャイナタウン） Cholon(Chinatown) 

華僑の大半が住むチョロン地区はかつて売春宿やアヘン窟が沢山ありました。現在では数多くのレストラン、
寺院、翡翠販売店や漢方薬屋などがあります。 
 

A○5 E A 玉皇上帝寺(福海寺) Jade Emperor Pagoda 

１００年以上の歴史があるこのお寺は精巧な彫刻が施された道教寺院で、亀寺とも知られています。 神々
しい玉皇上帝の像が安置されており、天国の神様として崇められています。 
 

A○6 E A メコンデルタ  Mekong Delta 

栄養豊富な土壌が広がる河口地帯はベトナムの米作地帯で、米のほとんどがこの地域で栽培され、米は
主要な輸出品でもあります。水上市場もお見逃しなく。 

 

A○7 E A クチ・トンネル  Cu Chi Tunnels 

戦争中、地下トンネルはカンボジアまで伸びており、会議室、台所、救急室まで作られていました。現在は
博物館と掩蓋壕の模型や落とし穴があります。 

 

A○8 E A 家庭訪問  Home Visit 

ベトナムの文化を体験するには時には三世帯が同居するベトナム一般家庭に訪問するのが最適です。 
家族の祭壇などを見学し、メコンデルタの習慣などを習いましょう。 
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ホーチミンシティ、プーミー(ベトナム） Ho Chi Minh City, Phu My (Vietnam) 
 

  

人気 

ツアー番号：PH1-100 
ベスト・オブ・ホーチミンシティ 
Best of Ho Chi Minh City 
ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約９時間半 
 
下車予定： ②③ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からホーチミンシティまでは、車で片道約１時間半かかります。途中トイレ休憩の時間も含めます。このツアーは限られたク

ルーズで催行されます。 

 
  
ツアー番号：PH1-105 
歴史博物館、漆工房とドンコイ通り 
History Museum, Lecquer Factory & Dong Khoi Street 
ツアー料金：＄159.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約９時間 
 
下車予定： ②③ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

中 

 

 

 
 
＜注意事項＞ 

港からホーチミンシティまでは、車で片道約１時間半かかります。途中トイレ休憩の時間も含めます。このツアーは限られたク

ルーズで催行されます。 

 

8 



ホーチミンシティ、プーミー(ベトナム） Ho Chi Minh City, Phu My (Vietnam) 
 

  
世界遺産 
ツアー番号：PH1-800 
カンボジアのアンコールワットとベトナムのホーチミンシティ オーバーランド 

(ダブル部屋) 
Grand Overland: Cambodia's Angkor Wat & Vietnam's Ho Chi Minh City  
- Double Accommodations 
ツアー料金：＄1599.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：３日間 
 
下車予定： ③④ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはクルーズの４５日前までにご予約ください。また、予約後及びウェイティング登録後の払い戻しは出来ません。ク

ルーズの４５日前以降にキャンセルされた予約(Cruise Personalizerでキャンセルした場合など)はいかなる場合でも、船内精算

書にキャンセル料が請求されます。ウェイティング中のご予約は申し込み受付順に予約確定され、同じキャンセル条項が適用

されます。 

最終ホテル/フライト乗客リストを事前に提出するため、このツアーのお申し込みはクルーズ開始より 45 日以前にお勧めしま

す。 

フライトを手配するために、お客様のお名前のスペルは正しくお知らせください。訂正には料金が発生します。 

2 人部屋は一緒にご旅行されている２名様がご予約いただけます。他人との相部屋は手配いたしません。お１人で参加のお客

様はシングル部屋をご予約ください。 

カンボジアとベトナムへは査証が必要です。査証は到着時に手配することができ、パスポートサイズの写真が２枚必要です。

パスポートには査証用の空白のページが必要です。 

＜ツアーに含まれるもの＞ 

･明記された観光 

･バスや飛行機などの交通機関 

・英語ガイド代 

・アンコールワットでの宿泊 

・明記された食事代 

･入場料 

 

＜ツアーに含まれないもの＞ 

・お飲物代 

･ランドリーや電話代などの個人的な費用 

･チップ代 

・ルームサービス代 

お預けになる荷物の重量は２０キロまで、機内持ち込み荷物は６キロまでとなります。超過荷物には追加料金がかかります。 

アンコールワットではデコボコの地面で長時間歩きますので、履きなれた靴を着用ください。気温と湿度は高めですので、ご準

備ください。観光箇所は空調設備がありません。 

アンコールワット寺院では男女ともに肩と足が隠れる服装でご参加いただきます。ミニスカート、短パン、ショールやカプリパン

ツでは入場いただけません。 

ツアー催行には最低参加人数に達する必要があります。 

ツアーの行程は施設やホテルの予約状況により変更になる場合があります。フライトの到着時間により観光が変更になる場合

があります。 
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ホーチミンシティ、プーミー(ベトナム） Ho Chi Minh City, Phu My (Vietnam) 
 

  
世界遺産 
ツアー番号：PH1-801 
カンボジアのアンコールワットとベトナムのホーチミンシティ オーバーランド 

(シングル部屋) 
Grand Overland: Cambodia's Angkor Wat & Vietnam's Ho Chi Minh City  
- Single Accommodations 
ツアー料金：＄1799.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：３日間 
 
下車予定： ③④ /車窓予定： ①② 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーはクルーズの４５日前までにご予約ください。また、予約後及びウェイティング登録後の払い戻しは出来ません。ク

ルーズの４５日前以降にキャンセルされた予約(Cruise Personalizerでキャンセルした場合など)はいかなる場合でも、船内精算

書にキャンセル料が請求されます。ウェイティング中のご予約は申し込み受付順に予約確定され、同じキャンセル条項が適用

されます。 

最終ホテル/フライト乗客リストを事前に提出するため、このツアーのお申し込みはクルーズ開始より 45 日以前にお勧めしま

す。 

フライトを手配するために、お客様のお名前のスペルは正しくお知らせください。訂正には料金が発生します。 

カンボジアとベトナムへは査証が必要です。査証は到着時に手配することができ、パスポートサイズの写真が２枚必要です。

パスポートには査証用の空白のページが必要です。 

＜ツアーに含まれるもの＞ 

･明記された観光 

･バスや飛行機などの交通機関 

・英語ガイド代 

・アンコールワットでの宿泊 

・明記された食事代 

･入場料 

 

＜ツアーに含まれないもの＞ 

・お飲物代 

･ランドリーや電話代などの個人的な費用 

･チップ代 

・ルームサービス代 

お預けになる荷物の重量は２０キロまで、機内持ち込み荷物は６キロまでとなります。超過荷物には追加料金がかかります。 

アンコールワットではデコボコの地面で長時間歩きますので、履きなれた靴を着用ください。気温と湿度は高めですので、ご準

備ください。観光箇所は空調設備がありません。 

アンコールワット寺院では男女ともに肩と足が隠れる服装でご参加いただきます。ミニスカート、短パン、ショールやカプリパン

ツでは入場いただけません。 

ツアー催行には最低参加人数に達する必要があります。 

ツアーの行程は施設やホテルの予約状況により変更になる場合があります。フライトの到着時間により観光が変更になる場合

があります。 
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ホーチミンシティ、プーミー(ベトナム） Ho Chi Minh City, Phu My (Vietnam) 
 
 
 

  
ツアー番号：PH1-135 
ブンタウ、クジラ寺と家庭訪問 
Vung Tau, Lang Ca Ong Whale Temple & Home Visit 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約７時間半 
 

下車予定： ⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは限られたクルーズで催行されます。 

 
 

  
ツアー番号：PH1-140 
メコンデルタ 
The Mekong Delta 
ツアー料金：＄189.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約１０時間半 
 
下車予定： ⑥⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーでは徒歩での広範囲の観光と小型のモーターボートに乗下船が含まれますので、車椅子をご利用の方および歩行

難のあるお客様にはお勧めできません。ミトーへの移動は交通状況にもよりますが、片道３～４時間ほどかかります。 

 
 

  

リピーター向け 

ツアー番号：PH1-160 
クチ・トンネルと郊外 
Cu Chi Tunnels & Countryside 
ツアー料金：＄129.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約９時間 
 
下車予定： ⑦ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは歩行に難がある方や車椅子を使用する方、閉鎖恐怖症の方にはお勧めしません。 

港からクチまでは、車で片道約３時間かかります。途中トイレ休憩の時間も含めます。途中舗装されていない道路も通りますの

で、車が大きくバウンドする事があります。 
 
 

  
ツアー番号：PH1-145 
マーケット訪問と料理教室 

Market Visit & Cooking Class 
ツアー料金：＄169.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約９時間半 
 
下車予定： ②⑤ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

中 
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ホーチミンシティ、プーミー(ベトナム） Ho Chi Minh City, Phu My (Vietnam) 
 
 
 

  
ツアー番号：PH1-180 
漆工房、中央市場とドンコイ通り 
Lacquer Factory, Central Market & Dong Khoi Street 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約９時間 
 
下車予定： ② /車窓予定： ①③ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からホーチミンシティまでは、車で片道約 1 時間半かかります。途中トイレ休憩の時間も含めます。 

 
  
ツアー番号：PH1-185 
ホーチミンシティでの自由行動 
Ho Chi Minh City on Your Own  
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約８時間 
 
下車予定：  /車窓予定： ①② 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からホーチミンシティまでは、車で片道約 1 時間半かかります。途中トイレ休憩の時間も含めます。 
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シアヌークビル、カンボジア（アンコールワットへ） 
Sihanoukville, Combodia(for Angkor Wat) 
 

1964 年カンボジアの深海港として開発されたシアヌークビル、かつてコンポン・ソムと呼ばれ、旅行通はここを
秘密にしてきました。タイ湾に佇む素朴なリゾートには美しい海岸に透明の海が広がります。沖合に浮かぶ
島々は素晴らしいダイブサイトがあり、世界でも有数の大物を釣り上げるゲームフィッシィングも楽しめます。シ
アヌークビルは獲りたての魚介類を使用した素晴らしい料理でも有名です。 
シアヌークビルはプノンペンから南西に約 155 マイルの半島に位置します。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ワット・クロムとワット・リウ Wat Krom & Wat Leu 

シアヌークビルの寺院のうち２つ、ワット・クロムは「低地の寺」海を見渡すサンタピアットの小高い丘の上に
建てられており、ワット・リウ「高台の寺院」は山の頂上にあり、町全体を見渡すことが出来ます。 

 

A○2 E A ソカー・ビーチ Sokha Beach 

タイ湾に面した風光明媚な町シアヌークビルには白砂の海岸には高級ホテルが並び、シュノーケルやスキュ
ーバダイビングなどのアクティビティーや新鮮なシーフード料理が楽しめます。 

 

A○3 E A リーム国立公園  Ream National Park 

公園には 150 種類の鳥類や猿類、マングローブ、熱帯のジャングルや海洋生物が生息しています。公園内
にはワット・リームがあり、巨大な涅槃像があります。 

 

A○4 E A カンボジアの村 Cambodia Village 

カンボジアの村々は豊かな文化と伝統があります。家屋は屋根が尖った形状で木材か草ぶきで出来てい
ます。人々は農業、漁業、機織り、工芸で生計を立てています。 

A○5 E A プサールーマーケット Psar Lu Market 

アンコールワットの玄関口であるシュムリアップの近くにあるこのマーケットはとても人気があり、大勢の人々
が訪れます。工芸からお土産まであらゆるものが売られています。 

 

A○6 E A アンコールワット遺跡 Angkor Wat 

802 年から 1220 年にかけてクメール王朝により建てられたアンコール遺跡は、人類史上最高傑作の建築物
の一つで 100 以上の石造寺院から構成されています。船の日程によりシアヌークビルの最初又は最後に訪
れます。 

 

A○7 E A プノンペン Phnom Penh 

カンボジアの首都で最大の都市プノンペンはポルポト派の時代、大勢の人が殺されました。現在、観光経済
の発展により新しいホテルやレストランなどが建ち並び、新富裕層によりさらに成長が加速しています。 

 

A○8 E A シアヌーク空港 Sihanouk airport 
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シアヌークビル、カンボジア(アンコールワットへ） Sihanoukville, Camboida (For Angkor Wat) 
 

  
ツアー番号：KOS-125 
ワット・リウ、カンボジアの村々とマーケット、ビーチでのバーベキュー 
Wat Leu, Villages, Market & Beach Barbecue 
ツアー料金：＄169.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間半 
 
下車予定： ②④⑤ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

水着と日焼け止めをお持ちください。タオル、ラウンジチェアーや更衣室の設備などは用意されます。プノンペンのバスを利用

し、バスの質と形は異なります。空調設備は北米の基準とは異なります。通常プノンペンからのツアーガイドがご案内します。

英語のレベルは限りがありますが、現地の知識、やる気、親切や熱意は称賛に値します。 

 
  

人気 

ツアー番号：KOS-205 
ワット・クロム、カンボジアの村々とマーケット 
Wat Krom, Villages & Market 
ツアー料金：＄89.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４．５時間 
 
下車予定： ②④⑤ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

プノンペンのバスを利用し、バスの質と形は異なります。空調設備は北米の基準とは異なります。通常プノンペンからのツアー

ガイドがご案内します。英語のレベルは限りがありますが、現地の知識、やる気、親切や熱意は称賛に値します。 

 
 

  

リピーター向け 

ツアー番号：KOS-140 
リーム国立公園 
Ream National Park 
ツアー料金：＄149.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約７時間 
 
下車予定： ③ /車窓予定： ⑧ 

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

歩行に難にある方はお勧めしません。 

 
                                      

14 



バンコク(レムチャバン)、タイ 

Bangkok(Leam Chabang), Thailand 
 
レムチャバンはバンコクへの玄関口です。チャオプラヤ流域に広がる魅力あるこの都市は 光り輝く光沢のシ
ルクの衣装を身に着けた優美な踊り子が舞踊を披露し、金箔が施された尖塔のある寺院には貴重な仏像が安
置され、縦横に張り巡らされた運河を川船でクルーズなど、訪れる人々を惹きつける魅惑の都市です。東南ア
ジアで唯一植民地とならなかったタイは、西洋の影響を受けることなく、昔から豊かな文化が開花してきました。
誇り高く強い民族主義なタイの人々は自分たちをムング・タイ「自由の国」と呼んでいます。 
１７８２年国王ラーマ１世により築かれたバンコクには８００万の人が住んでいます。首都の正式名称はクルン
テープ（天使の都市）です。 

 
＜見どころ＞ 

 A○1 E A 王宮 Grand Palace 

チャオプラヤ川沿いにバンコクで最も有名な王宮の建物群があります。かつて歴代の王室の居住地で建築
デザインにおいて傑作です。 
 

A○2 E A タイ寺院  Temples 

ワット・プラ・カオ（エメラルド寺院として知られている）、ワット・ポー（寝釈迦仏）、ワット・トライミット（黄金の仏
像）、ワット・アルン（暁の寺）など素晴らしい寺院があります。 
 

A○3 E A チャオプラヤ川クルーズ Chao Phraya River Cruise  

東洋のベニスと称されるバンコク。活気あふれる街の様子を縦横に伸びる運河の上から眺めましょう。暁の
寺 ワット・アルンやエラワン廟、高さ８０メートルのパゴダなどが目に入ります。 
 

A○4 E A ワット・ポー（寝釈迦仏） Wat Po  

バンコク最古で最大の仏教寺院のワット・ポーは、タイには一千体以上の仏像があるといわれていますが、
寝釈迦仏はその中でも３番目の大きさを誇ります。 
 

A○5 E A ジム・トンプソンの家 Jim Thompson’s House 

アメリカ人実業家ジム・トンプソンが住んでいた邸宅で東南アジアから収集した工芸品を見学し、世界最大の
チーク材の建築物のウィマーンメーク宮殿内でタイ文化に浸りましょう。 
 

A○6 E A ウィマーンメーク宮殿博物館  Vimanmek Mansion Museum 

世界最大のチーク建材で出来た宮殿は、国王ラーマ５世を追悼して古代のタイの展示物から国王ラーマ５世
の写真や由来の品々などいろいろな物が展示されています。 
 

A○7 E A アユタヤ  Ayutthaya  

アユタヤ朝の首都であったアユタヤには数々の寺院、宮殿、博物館やユネスコ世界遺産に登録された古代
遺跡があります。 
 

A○8 E A ノンヌットガーデン  Nong Nuch gardens 

植物館内には調教された象や数匹の虎（お写真撮影のみ）がいます。伝統音楽や各地のダンスなどをお楽
しみください。 
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バンコク、レムチャバン（タイ） Bangkok,Leam Chabang (Thailand) 

   

人気 

ツアー番号：LC1-100 
ベスト・オブ・バンコク 
Best of Bangkok 
ツアー料金：＄139.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約１０時間半 
 
下車予定： ①②③ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

レムチャバンからバンコクまでは、車で片道約 2 時間半かかります。寺院には、ふさわしい服装で訪問下さい。短パンはご遠慮

下さい。女性は肩とひざを覆う必要があります。男性のタートルネックシャツはご遠慮下さい。かかとの低い爪先と踵を覆った

歩きやすい靴でご参加ください。寺院内に入る際は靴を脱ぐ必要があります。 

 
 
 
こだわり 

ツアー番号：LC1-150 
バンコクの秘宝巡りとトゥクトゥク乗車体験 
Bangkok’s Hidden Treasures with Tuk Tuk Experience 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約９時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定： ② 

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

レムチャバンからバンコクまでは、車で片道約 2 時間半かかります。寺院には、ふさわしい服装で訪問下さい。短パンはご遠慮

下さい。女性は肩とひざを覆う必要があります。男性のタートルネックシャツはご遠慮下さい。かかとの低い爪先と踵を覆った

歩きやすい靴でご参加ください。寺院内に入る際は靴を脱ぐ必要があります。幾つかの観光箇所で、階段を昇る必要がありま

す。人数限定のツアーで、限られた航海でのみ催行します。 

 

 

世界遺産 

ツアー番号：LC1-125 
アユタヤ観光 
Ayutthaya 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金：なし） 
所 要 時 間：約１１時間 
 

下車予定： ⑦ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

レムチャバンからアユタヤまでは、車で片道約３時間かかります。寺院には、ふさわしい服装で訪問下さい。短パンはご遠慮下

さい。女性は肩とひざを覆う必要があります。男性のタートルネックシャツはご遠慮下さい。 かかとの低い爪先と踵を覆った歩

きやすい靴でご参加ください。寺院内に入る際は靴を脱ぐ必要があります。 
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バンコク、レムチャバン（タイ） Bangkok,Leam Chabang (Thailand) 
   

リピーター向け 

ツアー番号：LC1-205 
ノンヌットガーデンと伝統芸能実演 
Nong Nuch Gardens & Cultural Performance 
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： ⑧ /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からノンヌットガーデンまでは、車で片道約 1 時間かかります。ノンヌットガーデンでのショーなどを見る際の座席には、数に

限りがありますので、立ち見になる場合もございます。 

 
  
ツアー番号：LC1-230 
サンクチュアリ・オブ・トゥルース 
Sanctuary of Truth 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約５時間 
 
下車予定：  /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

この建築物は現在も建設中となっております。その為建物内では常に増築・改装の作業が行われているので、建物内ではヘ

ルメットをかぶって頂きます。 

 
 

  
ツアー番号：LC1-440 
エレファントファーム 
Elephant Kraal  
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：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは午後のみの催行です。 

 
 

 
ツアー番号：LC1-180 
ワット・ポーとバンコクでの自由行動 
Wat Po & Time on Your Own in Bangkok 
ツアー料金：＄59.95～ （子供料金：無） 
所 要 時 間：約９時間半 
 

下車予定： ④ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からバンコクまでは、車で片道約 2時間半かかります。道路状況の理由により旧市街地域（王宮、寝釈迦仏寺その他付近の

箇所）では観光バスは駐車し、お待ちすることが出来ません。アジアホテルが最適な場所なので下車と集合場所となります。

寺院には、ふさわしい服装で訪問下さい。短パンはご遠慮下さい。女性は肩とひざを覆う必要があります。男性のタートルネッ

クシャツはご遠慮下さい。かかとの低い爪先と踵を覆った歩きやすい靴でご参加ください。寺院内に入る際は靴を脱ぐ必要が

あります。町中のお店でのお買い物また入場料等は、現地通貨のタイバーツが必要です。タイバーツへの両替は、市内の主な

ホテルや銀行で出来ます。 
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バンコク、レムチャバン（タイ） Bangkok,Leam Chabang (Thailand) 
  
ツアー番号：LC1-185 
バンコクでの自由行動 
Bangkok On Your Own  
ツアー料金：＄39.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約９時間半 
 
下車予定：  /車窓予定： ② 

健脚度 その他 

低 

 

 

 

 
＜注意事項＞ 

港からバンコクまでは、車で片道約 2時間半かかります。道路状況の理由により旧市街地域（王宮、寝釈迦仏寺その他付近の

箇所）では観光バスは駐車し、お待ちすることが出来ません。アジアホテルが最適な場所なので下車と集合場所となります。

寺院には、ふさわしい服装で訪問下さい。短パンはご遠慮下さい。女性は肩とひざを覆う必要があります。男性のタートルネッ

クシャツはご遠慮下さい。かかとの低い爪先と踵を覆った歩きやすい靴でご参加ください。寺院内に入る際は靴を脱ぐ必要が

あります。町中のお店でのお買い物また入場料等は、現地通貨のタイバーツが必要です。タイバーツへの両替は、市内の主な

ホテルや銀行で出来ます。 

 
  
ツアー番号：LC1-260 
トラの動物園 
Tiger Zoo  
ツアー料金：＄39.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約５時間半 
 
下車予定：  /車窓予定：  

健脚度 その他 

低 

 

 

 
＜注意事項＞ 

園内のアクティビティーは一日一回以上予定されています。 
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サムイ島、タイ 

Ko Samui, Tailand 
 
タイ第３番目の大きさのサムイ島は半世紀近く世界各国からの旅行者を惹きつけてきました。それ以前はココ
ナッツ農園やゴム製作などで注目されていました。現在、サムイ島にまず思い浮かぶ魅力と言えばサラサラの
白砂のビーチ、仏教寺院や透き通る海でしょう。島の人気は増してきましたが、その飾らない、昔ながらの風情
を残しながらも旅慣れた旅行者に活力を与えます。島民のほとんどはサムイ島の中心ナトンに生活しています。
島に最初に居住したのは海南人からのココナッツ農家とマレー人の漁師でした。 
ナトン港は接岸が出来ないので、沖合に投錨し、下船は船のテンダーボートで行われます。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A ワット・プラヤイ（ビッグブッダ寺院）  Wat Phrayai (Big Buddha) 

ファン島にあるこの寺院は一大瞑想地となっており、地元の人や外国から訪れる旅行客を惹きつけます。敷
地内にある高さ１２メートルの巨大な仏像からその名が付けられました。 
 

A○2 E A チャウエン・ビーチ Chaweng Beach 

手つかずの自然が残る東海岸にあるチャウエン・ビーチは４マイルのさらさらとした白砂の砂浜と透明の海
が続き、各種リゾートホテル、レストランやバーなどが並びます。 
 

A○3 E A モンキー・シアター Monkey Demonstration 

何世紀もの間、猿は椰子の木に登り、熟した椰子の実をもぎ、猿使いに渡すことを訓練されてきました。現在
でも訓練は僅かながら引き継がれおり、特別実演で実ったココナッツを落とす実演がご覧いただけます。 
 

A○4 E A バンラ寺院 Wat Plai Leam  

ビック・ブッダ寺院の一部だったパンラ寺院には１８本の腕を持つ千手観音像があります。 
 

A○5 E A エレファント・トレッキング Elephant Trekking 

象の背中に乗り、一列に並びながらジャングルや農園を行進し、すばらしい青々とした緑あふれる景色を楽
しみましょう。 
 

A○6 E A ナ・ムアンの滝 Na Muang Waterfall 

アクセスが容易ですが、めったに人が訪れない滝から山水がきらきら輝く階段のような岩肌に流れ落ち、そこ
にはクリスタルのように透明な山水で作りあげられた滝壺があります。 
 

A○7 E A ５星ホテル、ナラビーチでの料理教室 Culinary Arts at Nora Beach 5-star Hotel 

サムイの高級ホテルの一つで料理教室が行われます。熱心なシェフがカニ詰めやタイ風焼きそばのパッタイ
などタイ料理の基本を教えます。 
 

A○8 E A お客様選択のツアー見学箇所  Tour Sites at Guests Discretion 
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サムイ島（タイ） Ko Samui (Thailand) 
 
 

  
ツアー番号：USM-100 
バンラ寺院、ビッグブッダ寺院とチャウエン・ビーチ 
Wat Leam, Temple of the Big Budda & Chaweng Beach 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約６時間半  
 

下車予定： ①②③④ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ビッグブッダ寺院とバンラ寺院には階段があります。寺院訪問時は、控えめな、肩、腕、ひざを覆った服装でご参加下さい。 

寺院内に入る際は靴を脱ぐ必要があります。水着、タオル、日焼け止めをご持参下さい。このツアーは、船が一日寄港するス

ケジュールの場合のみ催行します。 

 
  

人気 
 
ツアー番号：USM-205 
ビッグブッダ寺院と猿の実演 
Temple of the Big Buddha &Monkey Demonstration 
ツアー料金：＄69.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約３時間半  
 

下車予定： ①③④ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ビッグブッダ寺院とバンラ寺院には階段があります。寺院訪問時は、控えめな、肩、腕、ひざを覆った服装でご参加下さい。 

寺院内に入る際は靴を脱ぐ必要があります。 

 
 
 
   
ツアー番号：USM-220 
ビッグブッダ寺院とエレファント・トレック 
Temple of the Big Buddha & Elephant Trek 
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： ①③⑤ /車窓予定：  

健脚度 その他 

高 

 

 

 
＜注意事項＞ 

ビッグブッダ寺院には階段があります。寺院訪問時は、控えめな、肩、腕、ひざを覆った服装でご参加下さい。寺院内に入る際

は靴を脱ぐ必要があります。 

 
  

リピーター向け 
 
ツアー番号：USM-460 
サファリテーマパークとエレファント・トレック 
Safari Theme Park & Elephant Trek 
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： ③⑤⑥ /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

４輪駆動車でのツアーとなり、１台あたりの乗車定員は８名から１０名となります。このツアーはナ・ムアンの滝周辺への短距離

の移動を除き、オフロードを通りません。 
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サムイ島（タイ） Ko Samui (Thailand) 
 

  
ツアー番号：USM-990 
チャウエン・ビーチでの自由行動 
Chaweng Beach On Your Own 
ツアー料金：＄39.95～ （子供料金有：１２歳以下） 
所 要 時 間：約４時間 
 

下車予定： ② /車窓予定：  

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

昼食は各自でお取り頂きます。このツアーはガイドなしのツアーですので、お客様各自でランチ、入場料その他の費用をお支

払い下さい。ビーチのお店は大体午前１０時頃より開きます。その他のお店は午前１１時頃より開きます。 

洋服の下に水着を着てご参加下さい、またタオル、帽子、サングラス、日焼け止めなどもお持ち下さい。 

チョウエンビーチのトイレ施設は和式となり、使用料金がかかる事があります。またチャウエン・ビーチは混み合う事が予想され

ます。 

 
 
 

  
ツアー番号：USM-330 
タイ料理教室 
Thai Cooking Classes 
ツアー料金：＄119.95～  

所 要 時 間：約６時間半 

 

下車予定： ⑦ /車窓予定： ② 

健脚度 その他 

低 
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シンガポール  

Singapore 
 
シンガポールはミステリアスな東洋の幻想を呼び起こします。東南アジアの商業の中心地として、この都市国
家には４００万人の人々が暮らし、現代高層建築群や中国人の住居と店舗が一緒になった赤レンガの建物、ど
っしりとしたビクトリア建築、仏教寺院やアラブ人のバザールなどがあるメトロポリスです。有名な東インド会社
のスタンフォード・ラッフル卿により１８１９年に築かれ、人種と文化のるつぼです。マレー語、中国語、英語、タミ
ール語が公用語です。仏教、儒教、イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト教が主な宗教となっています。シンガポ
ールは多様な伝統、豪華ホテル、世界の極上の免税ショッピングがある魅力の国です。 
マレー半島の先端にあり、赤道の北わずか８５マイル位置するシンガポールはマレーの海賊や中国人とアラブ
人の貿易商の天国でもありました。 
 

＜見どころ＞ 

 A○1 E A シアン・ホッケン寺院/チャイナタウン/スリ・マリアマン寺院 Thian Hock Keng Temple/Chinatown/Sri Mariamman Temple 

１９世紀に作られたスリ・マリアマン寺院でヒンドゥー文化に浸り、シンガポール最古で人気のある 
シアン・ホッケン寺院を見学したら、賑やかなチャイナタウンでお買物や名物料理など楽しみましょう。 
 

 ○2  植物園 Botanic Garden 

  植物園は熱帯に繁茂する公園を凝縮しています。敷地面積５２ヘクタール以上に広がり、自然の森林と国
立オーキッド庭園を含む特別庭園があります。 

 

○3 E A ラッフルズホテル Raffles Hotel 

  小説や歴史書に度々登場したホテルをご覧ください。有名なカクテル「シンガポール・スリング」が生まれた
ロング・バーや「ビリヤード台の下にいた虎」伝説のあるザ・バー＆ビリヤードルームがあります。 

 

A○4 E A オーチャード・ロード Orchard Road 

ショッピングとエンターテイメントの中心へようこそ。１９世紀までこの地域に覆われていたオーキッド(蘭)か
らその名前が付けられ、現在では一日中ショッピングやお食事、人々を眺めたりと楽しめます。 
 

A○5 E A ジュロン・バード・パーク Jurong Bird Park 

６００種約８０００羽の鳥類が生息するこのバード・サンクチュアリーは世界最大規模です。青々としたジャン
グルを背景にあるエイビアリーの中で(巨大な滝の脇にある籠)人気ある鳥類との散歩をお見逃しなく。 
 

A○6 E A シンガポールリバークルーズ  Singapore River Cruise 

ボムボードに乗り込み、かつて商業の生命線であった川沿いをクルーズします。今ではモダンな世界と川沿
いの牧歌的な魅力とが合わされ、シンガポールを作り上げています。 
 

A○7 E A リトル・インディアとサルタン・モスク  Little India & Sultan Mosque 

リトル・インディアに漂うスパイスの匂いを感じ、スリ・ヴィーラマ・カリアマン寺院の荘厳な建築物を通り、グ
レート・サルタン・マスクの礼拝場と黄金のドーム屋根に魅了されます。 

 

A○8 E A シンガポール動物園 Singapore Zoo 

世界で最高の動物園と言われるシンガポール動物園は熱帯雨林の環境にあります。開放をコンセプトにして
おり、動物体験と自然の不思議に感動させられます。 
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シンガポール Singapore 

   
ツアー番号：SIN-960 
下船ツアー シンガポール探訪  

シンガポール空港トランスファーお申込み済の方 
Debark Tour - Discover Singapore (for Passengers with Princess Transfers) 
ツアー料金：＄79.95～  （子供料金：なし） 

所 要 時 間：約４時間半 

 

下車予定： ③⑥ /車窓予定： ① 

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後４時３０分以降にシンガポール空港を出発する便に搭乗するお客様用のツアーです。このツアー代

金にはトランスファーの料金は含まれておりませんので、ご参加希望の方は、予めトランスファーをお申し込み頂き、そのチケ

ットを本ツアーチケットと一緒にご提示下さい。 
 
   
ツアー番号：SIN-965 
下船ツアー シンガポール ソジャーン  

シンガポール空港トランスファーお申込み済の方 
Debark Tour - Singapore Sojourn (for Passengers with Princess Transfers) 
ツアー料金：＄99.95～ （子供料金：なし）  

所 要 時 間：約６時間 
 
下車予定：  /車窓予定： ①④ 

健脚度 その他 

中 

 

 

 
＜注意事項＞ 

このツアーは下船日の午後６時以降にシンガポール空港を出発する便に搭乗するお客様あるいはプリンセスのホテルパッケ

ージで後泊されるお客様用のツアーです。このツアー代金にはトランスファーの料金は含まれておりませんので、ご参加希望

の方は、予めトランスファーをお申し込み頂き、そのチケットを本ツアーチケットと一緒にご提示下さい。 
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Frequently Asked Questions 
よくあるご質問と回答 

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

品質：プリンセスではすべての寄港地を精査して、現地の最も信頼出来るツアー運行会社による観光を提

供しています。 

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

な要求や好奇心を満足させるよう作られています。 

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

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

事前予約しておくことも可能です。 

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

されることです。 

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

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

ご予約ください。 

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

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

を控えるよう通達している場合には、公表済みの日程に対して必要な変更を加えます。そのような日程の

変更は頻繁に起こることではありませんが、変更はお客様自身の安全を守る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、お客様は、寄航中のご自

身の行動において最終的に自己責任をもって行動しなくてはいけないことをご理解ください。この件につい

て、寄港地を訪問中の常識的な注意事項を幾つか明記しておきます。 

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

所には出かけないでください。 

･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。 

これらのアドバイスに従っていただくことで、お客様のクルーズやクルーズツアーの楽しみが高まることで

しょう。 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、船に乗り遅れませんか。 
Ａ プリンセス主催の寄港地観光にご参加いただくことの重要なメリットの一つは、プリンセスがすべての

ツアーの出発と到着をしっかり監視していることです。それ故、すべてのプリンセス主催のツアーが戻って

来るまで船が出港することはありません。つまり船に乗り遅れることはありませんので、ご安心ください。
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寄港地でご自分が手配した場合や、プリンセス主催のツアーから途中で別行動された場合には、お客様

の居場所が分かりません。船の定めた最終帰船時間より前に、十分な余裕をもって船にお戻りください。 

Ｑ どのようにして事前に寄港地観光を予約したらよいでしょうか。 
Ａ 寄港地観光の最新案内、ツアーの詳細な説明は、弊社ホームページprincess.comをご覧になり、出航

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

な方法です。ツアーチケットは乗船後の受け取りとなり、すべての購入済みツアーの代金は船内会計に請

求されます。寄港地観光の参加人数には定員が決められておりますので、満席で参加出来ないという事

がないように、またベストプライスが得られるためにも出来るだけ早くお申込みください。ご予約は先着順

となります。 

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

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

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

入した料金よりも高くなっている場合があります。 

Ｑ クルーズツアー利用時のランドツアー（陸上観光）はどのように事前予約できますか。 
＊クルーズツアー：クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズによる陸上観光付きコース 

＊ランドツアー：クルーズ日程の前後にプリンセスツアーズ（陸上観光）を予約されている場合のオプショナルツアーです。 

Ａ ランドツアーの事前予約のご希望が決まりましたら、The Cruise Personalizer に進み、予約番号とクレ

ジットカード情報の入力準備（登録）をしてください。ご参加のお客様各々に１枚のクレジットカードの登録

が必要で、プリンセスVisa、Visa、マスターカード、ディスカバー、ダイナースクラブの利用が可能です。ラン

ドツアーの事前予約に使用するクレジットカードは、クルーズツアーの終了日までの有効期限が必要です。

ツアーを予約する場合にはクレジットカードが必要ですが、すべてのランドツアーは予約金なしで事前予

約することが出来ます。事前予約したすべてのツアー代金の自動請求は、最初のランドツアー開始の２日

前に行われます。確定した事前予約のツアーは、いつでも The Cruise Personalizer 内の詳細日程で見る

ことが出来ます。The Cruise Personalizer はクルーズツアーの出発当日までオープンしていますが、追加・

変更は 10 日前までに完了させてください。10 日前を過ぎてから登録された情報は、本船に届かない可能

性があります。また、自動請求の処理が済んだツアーをキャンセルした場合には、払い戻しが出来ない場

合があります。ご予約時に取り消し規定を必ず御確認下さい。ツアーに参加出来るかどうかは、クルーズ

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

予約については先着順の受付となり、参加人数には限りがありますので早めにご予約ください。特に遊覧

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

べてのランドツアーのリストが記載されているトラベルサマリーを印刷してください。各ポイントに到着する

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

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

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

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

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

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

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

が追加出来るよう試みます。 

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、クルーズ乗船日翌日の 

お昼１２時までにキャンセルをしないと、これらの寄港地観光の払い戻しはできません。 

 

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

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

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

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

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

とならないない限り、天候にかかわらず催行されます。 

 

 

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

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

船上でキャンセル料が課せられます。 

 

Cruise Personalizer で事前予約したランドツアーは、最初のランドツアーの２日前まではキャンセルするこ

とが出来ます。キャンセル締切日当日、事前予約されたランドツアーは予約時に Cruise Personalizer 上に

登録したクレジットカードに自動請求されます。その後にキャンセルされた場合は、１００％のキャンセル料

が掛かります。ただしツアー運行会社の都合や、予測のつかない状況下でプログラムが遂行出来なくなっ

た場合はキャンセル料が掛かりません。購入時点で最終確定と見なされたランドツアーは、ツアー運行会

社が催行を中止した場合を除き、１００％のキャンセル料が掛かります。 

 

 

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

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

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

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

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

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

状況を判断して出来る限りの払い戻しが出来るように善処します。 

 

 

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

ーオフィスのスタッフは質問に答たり、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 一部のツアーに設定されています。子供料金は１２歳以下に適用されます。お子様とツアーに参加さ

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

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

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

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

す。 

 

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

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

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

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

 

 

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

提供しています。これらのツアーでは乗り物（自動車、ボート、飛行機）をチャーターすることが可能で、あ

なたが体験したいアクティビティーおよび場所を組み入れて仕立てることが出来ます。 

 

これらのツアーは定員が限られており、極めて特殊な性質のため、乗船日翌日のお昼１２時まで、または

船内のツアー申し込み用紙に記載された予約締め切り時間のどちらか早い方までにキャンセルしないと

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

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

 

これらの寄港地観光は人数単位ではなく、乗り物単位で販売されますので、代表お一人がグループ全体

をまとめてご予約ください。このツアーはプライベートグループに対する手配となり、予約された方が代表

者となります。プリンセスでは他の個人客を組み合わせてプライベートグループを構成することはしません。

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

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

ます。 

 

 

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

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

についてはツアー説明の注釈をお読みください。運行会社によっては、親または保護者が権利放棄承諾

書に署名した場合、同伴なしで未成年者のツアーへの参加を認めている会社も数社あります。ツアー会

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

 

 

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

をご参照ください。 

 

 

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

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

公証人による承諾書が必要です。 

 

Ｑ 寄港地観光はガイド付きですか。 
Ａ はい。すべてのツアー現地の英語ガイドが付きます。ただし、自由散策ツアーとガイドが付かない旨が

明記されているものを除きます。 

 

4 



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

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

 

 

Ｑ ツアー中または寄港地ではどのような服装をしたらよいですか。 
Ａ クルーズ中の気候は、寒い気候から暑くて湿度の高い気候まで広く変化します。薄手や厚手のも服装

を重ね着して、履き心地がよく、かかとの低いウォーキングシューズでご参加ください。天候の変化に備え

て、セーター、薄手のジャケット、オールウェザーコートも同時にお持ちになることをお勧めします。加えて、

帽子やサンバイザー、折りたたみ傘、サングラス、日除け、カメラと予備のフィルムやバッテリーをお忘れ

なくお持ちください。マリンアクテビティのツアーにご参加の場合には、あらかじめ水着を着用し、上に羽織

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

 

オーバーランドツアーにご参加のお客様で、ビデオ機器の充電やヘアードライヤーを使用される方は変圧

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

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

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

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

す。 

 

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

般的に、ショートパンツ、タンクトップ、ショートスカートは教会や寺院など祈りの場所を訪問する時には相

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

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

着用する必要があります（膝上で切ったジーパン、水着などは禁止）。 

 

 

Ｑ 寄港地観光に参加した場合、食事はできますか。 
Ａ 船内には寄港中もオープンしているビュッフェをはじめ、食事が出来る場所がありますので、寄港地観

光中の合間に船上で食事することが出来ます。 

 

 

Ｑ 寄港地観光中にショッピングの時間がありますか。 
Ａ 多くの人にとって、ショッピングは旅行中の大きな楽しみの一つでもあります。多くの寄港地観光では、

出来る限りショッピングの時間を設けています。しかしながら、ショッピングのための時間はほとんどの場

合十分ではないでしょう。 

 

 

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

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

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

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

スの説明に付けられたシンボルマークを参照ください。 

 

 

Ｑ 他に何か寄港地で予想されることはありますか。 
Ａ 訪問する場所によっては、観光客のみならずに地元の人にもとても人気がある場所である為、プリン

セスのツアーであろうとも、お一人で観光していようとも、混雑する場合があります。その様な状況はよそう

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

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

 

 

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

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

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

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

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

明を持参してください。 

 

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

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

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

ダイビングに参加するためには医師に検査を受けて、書面による許可をもらい、ご持参いただく必要があ

ります。 

病状例：心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコントロールす

るのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、閉所恐怖、

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

ている。 

参加者はご自身で所有のダイビング器材を使用されることは可能ですが、ご自分の客室にて保管してくだ

さい。その場合でもツアー料金の割引はありません。 

 

 

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

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

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

のある方はスキューバダイビングに参加するためには医師に検査を受けて、書面による許可をもらい、ご

持参いただく必要があります。 

病状例：心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコントロールす

るのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、閉所恐怖、

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

ている方。 

入門編スキューバダイビングツアーへの参加は１０歳以上の方に限られます。１８歳未満のお子様は大人

の同伴が必要です。 

 

 

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

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

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

バダイビングに参加するためには医師に検査を受けて、書面による許可をもらいご持参いただく必要があ

ります。 

病状例：心臓病または以前に心臓発作の経験、糖尿病、癲癇または発作、高血圧、血圧をコントロールす

るのに薬が必要、妊娠、喘息またはいかなる肺の病気、最近手術を受けた、失神、鼻の病気、閉所恐怖、

再発性複雑型偏頭痛、再発性の耳の病気、深刻な乗り物酔い。 

ヘルメットダイビングまたはスヌーバツアーへの参加は８歳以上で体重が３４ｋｇ以上の方に限られます。

水中スクーターツアーへの参加は１０歳以上の方に限られます。 
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Ｑ スポーツフィッシングツアーでは、釣った魚は持ち帰れますか。 
Ａ プリンセスが実施しているスポーツフィッシングツアーのほとんどはキャッチ•アンド•リリースのプログラ

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

釣る権利を購入いただく為、、魚が釣れることを保障しているものではありません。 

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

加料金を払ってツアー会社で加工してもらい、送ってもらうことが可能です。傷みやすいものですので、米

国税関の規則により、ほとんどの場合、米国以外に送ることは出来ません。連邦規則によって、釣った魚

はクルーズの船内に保管しておくことは出来ませんが、夕食時に調理してお出しすることは出来る場合が

あります。アラスカのロッジ滞在中に釣った魚は、キャッチ•アンド•リリースのプログラムでない場合、ご自

宅に送ることが出来ます。アラスカでは、フィッシング•ライセンスが必要となり、ボート上でお一人様＄２０

（現金で）購入することが出来ます（料金は変更になることがあります）。キングサーモンを釣る場合には追

加＄１０の保持タグ（料金は変更になることがあります）が必要です。１６歳未満のお子様はライセンスが

不要です。魚の遡上は産卵期に左右されますので、５月と９月下旬は魚の数は限られます。アラスカでの

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

参加ください。気温の変化に合わせ調整できるよう、重ね着でのご参加をお薦めします。 

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

プター会社は重量とバランスに合わせた機材を使用します。出来る限り同じグループや家族の方と一緒

に搭乗出来るようにしますが、安全上の理由で必ずしもご希望に添えられない場合もあります。 

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

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

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

して優れた評価に基づいて選んでいます。 

Ｑ 身体に障害のある方にお勧めのツアーはありますか。 
Ａ 障害のタイプと程度によります。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サイズ的に収納出来ない場合もあります。

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

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

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

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

要があります。 

自由に動くことが出来ない方の乗下船には注意が必要です。多くの主要な寄港地では車椅子やスクータ

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

態などの様々な状況により、電動式車椅子を使用するお客様はリフトの場所まで移動して頂いたり、上陸

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

のものを運ぶことは法律で許されておりません。 

寄港地によっては投錨し沖泊泊めになる場合があります。その場合には、乗客は小型のボートやテンダ

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

なければならない場合、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から出されます。それは、全員の安全と

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

での上陸や下船が出来ない場合でも、寄港出来なかったことに対する払い戻しや金銭的な補償は致しま

せん。プリンセスは皆さまの残念な気持ちを理解いたしますが、乗客と乗組員の安全が優先されます。 

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

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

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

れます。そのため、ツアー運行会社の判断により、特定の参加者の安全と快適さに問題があるとの結論

が下された場合、その方の参加をお断りする場合があります。この判断はツアー運行会社がその方と直

接面会するまでは下せない可能性があります。 
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Special Information 
大切なご案内 

条件 
チケット販売（クーポンやバウチャーを含む）や寄港地観光や陸地ツアーのプロモーションおよび手配にお

いて、航空機、陸上輸送または現地での海上輸送、ツアー、スポーツまたは他のすべての娯楽のアクティ

ビティー、陸上での宿泊、食事またはすべてのサービス、プリンセスのクルーズ客船以外の施設またはア

クティビティーは第三者機関により手配/提供され、プリンセスは寄港地観光や陸地ツアーまたはサービス

を提供する第三者機関であるツアー運行会社の取り次ぎをしている、という立場にあります。お客様によ

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

ィビティーによっては別途承諾書、とりわけ特別なアクティビティーではいかなる責任からもプリンセスは免

責されるという同意書をお客様が承認したということになります。ツアーに参加した時点で、ツアー運行会

社の取引条件をお客様が承認したことになります。 

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

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

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

ーの行程が修正された場合には変更になることもあります。表示してある時間は最後のツアーバスが港

またはホテルを出発する時間です。お客様は個別の集合場所（船内または岸壁）に決められた時間にご

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

なります。全員のお客様がお揃いになるまで、出発できませんので集合時間の厳守をお願いします。 

限定定員のツアー 
寄港地観光はクルーズ出航日以前または乗船後、先着順で予約購入することが出来ます。多くのツアー

は参加定員が決まっており、予約は申し込み順に従って受付されます。予約が多数の場合には、追加申

し込み分が順にウェイティングリストに載せられます。ランドツアーはウェイトリストの対応が出来ませんが、

ツアー運行会社と連絡を取り、可能な限り予約可能枠を積極的にリクエストします。ツアーが売り切れの

場合には Cruise Personalizer に後日アクセスすることをお勧めします。またアラスカの港に到着してからも

ツアーデスクで予約の可能性を再度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

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

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

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

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

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

交通機関 

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

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

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

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

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

されております。 

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

ご希望に最大限沿えるよう代替案をご案内いたします。 

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

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

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

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

題に配慮してお客様にも参加していただくようにメッセージを込めています。 
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